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味になります。
建築技術者のことをアーキテクチャーといいます。アーキテク
チャーとは建築の様式のことであると同時に、建築物のデザイン
を考える技術者という側面もあります。なお、建築技術者であっ
ても、構造設計を行う技術者や、設備技術者、電気技術者は、エ
ンジニアと呼ばれます。

アーキテクチャー
建築技術者もしくは
建築様式を示す。建
築家とも呼ばれる。
建築技術者はエンジ
ニアとアーキテク
チャーに分かれる。

土木とは、道路、トンネル、ダム、橋、河川などの分野を指し、
これらはおおむね道路の表面から下に位置するものです。ただし、
下水処理場のように地表面上に建物が建つなどの例外的な土木工
事があります。建築とは、ビル、工場、マンション、学校など地
面の上に建てるものをいいます。ただし同じように例外があり、
ビルの地下部分などは地面の下に位置していても、建築工事にな
ります。

建設技術は、高校や大学の土木工学科、建築工学科で学ぶ必要
があります。
土木工学科では一時、学科名に「環境」「社会」「都市」などの
言葉を組み合わせる動きがありました。そのため、社会環境工学
科や都市環境工学科などという学科を持つ高校や大学も存在しま
すが、学科の内容は土木工学科とほぼ同様です。
なお、土木工学科や建築工学科以外に、建築設備の技術を学ぶ
機械工学科、電気設備の技術を学ぶ電気工学科を経て、建設業界
で設備技術者、電気技術者として働くことも可能です。
一方、工事現場で働く技能者（大工、鉄筋工、とび工など）は
学歴不問です。土木工学や建築工学の知識がなくても、該当する
技能の知識と手先の器用さがあれば、働くことができます。

土木技術者のことをシビルエンジニアといいます。シビルとは
都市の意味で、つまり「街づくりをするための技術者」という意

土木と建築の違い

トンネル
山をくり抜いたり、
都市部の地下を通り
抜けたり、海を渡っ
たりする際に建造す
る。トンネルを専門
とする技術者を「ト
ンネル屋」というこ
とがある。

ダム
治水、利水、発電の
目的で河川などの水
を堰き止める構造物。
ダムを専門とする技
術者を「ダム屋」と
いうことがある。

学校は土木工学科、建築工学科に分かれる

土木はエンジニア、建築はアーキテクチャー

エンジニア
技術者を指す。いわ
ゆる「理系」の人。
技士や技師という用
語が用いられること
もあるが、これは役
職名や資格名に用い
られることが多い
（施工管理技士、コ
ンクリート技士）。

土木と建築の違い

建築基準法によると、建設物とは土地に屋根や柱また
は壁のようなものがある建物、それに附属する門また
は塀と定義されている。住居や事務所、学校、倉庫、
店舗、遊園地やスポーツジム、映画館などが該当する。

業界の構成要素
Chapter2

01 建設とは土木と建築に大別される
建設業は大きく「土木」と「建築」に分かれます。土木と建築の違いをひと
言でいえば、「地面の表面から下が土木、地面の表面から上が建築」です。

土木

おおむね
道路表面から
下のものが土木

おおむね地面の上の
ものが建築
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鉄道とは、２本のレール上を列車で走らせ、人や荷物を運ぶ交
通機関、交通システムをいい、運行管理や信号保安などを行う施
設も含まれます。
鉄道が走る軌道工事を行うのは土木工事、駅舎を建設するのは
建築工事として行われています。
鉄道を運営するのはJR、および民間企業が運営する私鉄です。
日本は世界でも有数の鉄道国家であり、日本の鉄道技術を海外に
輸出することも広く行われています。また、リニア中央新幹線
（1-03、9-01参照）という浮上式鉄道も今後ますます発展していく
ことでしょう。

レールまわりの鉄道工事

駅舎
鉄道の駅の建物。近
年、ビジネスの拠点
にもなっており、
年々豪華な建物に
なっている。

浮上式鉄道
プラスとマイナスの
磁力が反発する力を
利用し、走行路を非
接触状態で走行する。
東京～大阪間で計画
されている。

水（3-10参照）には、上水、中水、下水の３種類があります。
上水とは、水道水など飲用に適した水のこと。中水とは、水洗
トイレの用水や公園の噴水など飲用に適さないが、雑用、工業用
などに使われる水のこと。下水とは、生活排水や産業排水、雨水
などの汚水のことで、終末処理場に集約して処理します。
上水は、上水道、浄水処理施設などを土木工事として建設しま
す。また、下水管、下水処理施設も土木工事として建設します。
現在、上水道の普及率は98.1％、下水道の普及率は80.1％です。
世界的にみると高水準ですが、先進国の中では下水道普及率
100％に近い国が多く、今後ますます開発の必要があります。

普及率を上げたい上下水道
終末処理場
汚水を最終的に処理
して海や川に放流す
る場所をいう。きれ
いな海や川を守り、
生態系を保全するた
めに重要な施設であ
る。

浄水処理施設
河川から取水した水
や地下水などを浄
化・消毒する施設。
水道水をそのまま飲
める国は、日本を含
めて世界に15か国
しかない。

工事中 夜間工事中

工事中

工事中

急カーブしているホーム

写真提供：熊谷組

写真提供：熊谷組 写真提供：ひたちなか市水道事業所

浄水場工事鉄道工事

下水処理場工事
完成

写真提供：熊谷組

電車とホームとの距離が狭い場所と、広い
場所ができる。
線路の整備が数ミリずれるだけで、線路か
らの脱線や、ホームとの接触をしてしまう
ので、線路整備者は細心の注意が必要だ。

完成図

下水道工事（推進工事）

写真提供：熊谷組
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報知器、情報通信設備を建設する工事です。私たちが近年よく使っ
ているインターネットの設備も、この電気通信工事に該当します。

空気調和設備は、略して空調設備といわれます。温度、湿度、
気流、空気清浄の4要素を管理する設備です。
人が居住する空間を快適にすること、さらに工場などにて医療
機器などの精密部品や食品を製造する際に特別な環境をつくるた
めに必要な設備です。

衛生設備とは、給排水衛生設備のことをいいます。飲む水のこ
とを「給水」、排出する水のことを「排水」といい、これらをスムー
ズに流すために建物内部に配管する設備です。
建物や敷地内の給水、排水などの設備や、浄化槽、消火設備、
ガス設備がこれにあたります。
衛生設備には、消防設備工事が含まれます。これは、火災を防
ぐための工事で、消化器、消火栓、スプリンクラー、水噴霧消火
設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備などを設置・
配管する工事のことをいいます。

電気設備工事は、大きく「電気工事」と「電気通信工事」に分
かれます。
電気工事の内訳は、発電設備、送配電設備、引き込み線、照明、
ネオン、避雷針を建設する工事です。
電気通信工事の内訳は、電気通信線路、電気通信機械、テレビ
電波障害防除設備、情報制御設備、放送機械、防犯カメラ、火災

空気調和設備工事

衛生設備工事
浄化槽
下水道が整備されて
いない地域では個別
に浄化槽を設置し、
汚水を浄化したのち、
放流する。

スプリンクラー
水に高圧をかけ飛沫
にしてノズルから散
布して消火する装置。
建築基準法にて設置
が義務化されている
建物の種類が定めら
れている。

ハロゲン化物消火設
備
ハロゲンとそれより
電気陰性度の低い元
素との化合物。消火
原理は、燃焼の連鎖
反応を抑制する負の
触媒効果による。

テレビ電波障害
大規模建築物により
テレビ電波が遮蔽さ
れ、受信がうまくい
かなくなること。

電気設備工事

建築設備工事の役割

●温度
●湿度
●気流
●空気清浄

空気調和設備
●給水、排水
●浄化槽
●消防設備
●ガス設備

衛生設備
●電気（照明、コンセント）
●通信（LANケーブル、Wi-Fi）

電気設備

用途に応じた設備工事が行われるよ。

湯沸かし室

トイレ

上水道

排水

下水道設備
給水設備

ポンプ

空気調和

電気・通信

受電設備

給水タンク

給水

消防設備

室外機

建築業界の概要③

建築物の中で快適に過ごすことができるようにするためには、建築設備工事
が欠かせません。ここでは、建築物の内部環境を快適に保つための、建築設
備工事について解説します。

建築設備工事とは
Chapter4
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二級土木施工管理技士１次検定／二級建築施工管理技士１次検定
二級管工事施工管理技士１次検定／二級電気工事施工管理技士
１次検定（3-05、4-05参照）

17歳以上であれば、実務経験を問われず受検することができ、
多くの工業高校で、在学中に取得するように勧められている。施
工管理を担う人に必要な資格で、建設会社への就職に有利となる。
合格すると、「二級施工管理技士補」と称し、名刺に資格名を記
載することもできる。

二級建築士（4-05参照）

大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練
校などにおいて、建築系の学科を卒業すれば、実務経験がなくて
も受験することができる。取得すると、戸建住宅などの設計がで
きる。建築設計事務所、住宅会社への就職に有利となる資格。

測量士補

大学、短期大学、高等専門学校において、測量に関する科目を修
めて卒業すれば、実務経験がなくても受験することができる。取
得すると、測量のプロとして認められ、測量士が作成した計画に
従って測量を行うことができる。測量会社、建設会社への就職に
有利となる資格。

甲種火薬類取扱保安責任者

年齢、学歴などに制限はなく誰でも受験できる。取得すると、ダ
ム工事やトンネル工事において使用する発破作業（火薬を用いて
岩盤などを砕く作業）ができる。土木系建設会社への就職に有利
となる資格。

測量
建設物を造る位置を
特定するために、実
施する行為をいう。
平面的な位置の特定
と、標高の特定をす
ることが基本である。
測量機器（トラン
シット、レベル、光
波測距儀）を用いる
ことが多いが、GPS
を用いることもある。

火薬
火薬とは、岩盤やコン
クリートを破砕する
ときに用いるもので、
山岳トンネル掘削時
や、ダムを造るため
の河床掘削時に使用
する。建設業で用い
る代表的な火薬はダ
イナマイトである。

ここで紹介した資格のほかに、建設業界と関わりの深い２つの資格を紹介します。
まず、「宅地建物取引士」。年齢、学歴などに関係なく誰でも受験でき、合格した

ら実務講習を受け（実務経験が2年以上あれば免除）、都道府県に登録し「宅地建
物取引士証」の交付を受けます。宅地建物取引業においては、事務所などに専任の
有資格者を置かなければならず、宅地建物取引業界への就職に有利となる資格です。
次は、「インテリアコーディネーター」。インテリアとは住宅の内装、家具、ファブ

リック、照明器具、住宅設備などを指します。年齢、学歴などに関係なく誰でも受
験できます。取得すると、住み手にとって快適な住宅を作るために、インテリアに
関する助言を行うことができます。住宅会社への就職に際して有利となる資格です。

建設業界の周辺の資格

実務経験がなくても取得できる資格

戸建て住宅などの
設計を行う

二級建築士
測量士の計画に
沿って測量を行う

測量士補
施工管理を行う
二級施工管理技士補

発破作業時に火薬
を管理する

甲種火薬類取扱
保安責任者

住宅建設 トンネル工事
建設業は人の命を預かる仕事で、十分な知識と経験を必要とします。新卒者
や未経験者は実務経験がないため、取得できる資格が限られます。ここでは、
実務経験がなくても取得できる資格を紹介します。

建設会社④

若手、未経験者でもすぐにとれて
活用できる技術資格

Chapter5
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社会資本は高度経済成長期に集中的に整備されました。道路橋、
トンネル、水門などの河川管理施設、下水道管渠

きょ

、港湾岸壁のい
ずれもその半数近くが建設後30年以上経っており、近く一斉に
維持補修する時期を迎えます。
しかし、これまで当たり前に行われると思っていたこれらの社
会資本の維持管理や更新が、今後は十分に行うことができない可
能性が高いといわれています。その理由は、担い手不足と財政難
です。適切に社会資本を維持管理し、安全に安心して暮らせる日
本国土をつくるためにも、担い手の確保・育成は必須の課題と
なっています。

土木施設のみならず、公共建築物も老朽化が進んでいます。現
在では、建築後20年未満の施設より、建築後20年以上経ってい
る建築物の面積のほうが大きくなっています。
人口が増えたことにより造られた団地や学校が、耐久年数を過
ぎて老朽化している場合も見られます。しかし、自治体の財源確
保が難しいため、老朽化したからといってその全部を修復、建て
替えるわけにはいきません。
人口減少により少人数となった学校の統廃合や数戸しか居住し
ていない団地などの場合、存続させる必要があるかどうかを決め
なければなりません。
どの施設が必要でどれが必要でないのか、取捨選択することが
迫られています。

社会資本の老朽化の現状

河川管理施設
堰、水門、堤防、護
岸、床止めなどの施
設のこと。河川の流
量や水位を安定させ
ることで、農業など
の水利用や、洪水に
よる被害防止の機能
を持つ。台風、洪水
時に住民の命を守る
重要な施設である。

港湾岸壁
港湾のふ頭における
係留施設。船舶が係
留して人や貨物の積
み下ろしができる。
波浪により繰り返し
荷重を受けるため、
破損することが多い。

公共建築物の老朽化の現状と将来

耐久年数
多くの分譲マンショ
ンでは、住民自らが
マンションの資産価
値を保つため、10
～15年に一度、補
修工事を行っている。
一方、その他の建築
物は予算不足のため
維持補修が遅れてい
る現状がある。

建設後50年を経過する社会資本の割合

公共建築物の経年別延べ床面積の割合

出典：国土交通省「公共建設物の老朽化対策に係る事例集」（2014年）

10年未満
9.8％

10年以上20年未満
22.9％

20年以上30年未満
20.8％

30年以上40年未満
25.8％

40年以上
20.7％

 出典：国土交通省「国土交通白書」（2013年）

※1　 橋長2m以上の橋約70万のうち約40万橋。建設年度不明橋
梁の約30万橋については、割合の算出にあたり除いている。

※2　 約１万本。建設年度不明トンネルの約250本については、割
合の算出にあたり除いている。

※3　 約１万施設。国管理の施設のみ。建設年度が不明な約1,000
施設を含む（50年以内に整備された施設についてはおおむ
ね50年以上経過した施設として整理している）。

※4　 総延長約45万km。建設年度が不明な約１万５千kmを含む
（30年以内に布設された管渠についてはおおむね記録が存在
していることから、建設年度が不明な施設は約30年以上経
過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数ごとの
整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し計上して
いる）。

※5　 約5,000施設（水深4.5m以深）。建設年度不明岸壁の約
100施設については、割合の算出にあたり除いている。
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品質に関わる課題①
Chapter7
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建設物の老朽化に対する
メンテナンス
建設物の老朽化が進んでおり、これらに関するメンテンスの事業量がますま
す増えています。ここでは、建設物の老朽化に対する現状について解説しま
す。
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従来の研修は「座学研修」と「現場研修」に分かれます。「座
学研修」は通常行われる研修方式ですが、この方法では現場を体
感することができません。一方、「現場研修」は移動コストがか
かり、現場で研修の準備をしなければならないことから、充実し
た研修を行いにくいのが現状です。
そこで「座学研修」と「現場研修」双方のメリットを活かすた
めに、VR教育が行われています。工事現場を模したバーチャル
空間を構築することで、実際に現場に行っているかのような環境
で、座学での研修を行うことができます。

安全・品質管理上の「問題」を仕掛けた建設構造物をバーチャ
ル空間内に構築します。その空間に受講生が入り、安全・品質上
の「問題」を探し当てる研修を行います。
受講者は、研修会場や自宅にて、VR HMD（ヘッドマウントディ
スプレイ）を着用し、アバターとなって仮想現場に集合します。
そこで、工事現場の危険な状態や作業者の不適切な行動など、現
場の問題を探ります。
また、受講生は仮想空間で講師の説明を聞くことができ、受講
生同士が協議することもできます。写真や動画といった二次元情
報を見て学ぶのではなく、三次元空間に入って自ら問題を探すこ
とで、あたかも工事現場にいるような模擬体験ができるのです。

VRを活用した教育効果としては、現場での模擬体験を繰り返
すことで実践的な知識を身につけることができる、研修の準備時
間・コストを削減することができるなどがあります。

VR教育の背景

VR
Virtual Reality。仮
想空間を構築し、そ
こに人が入り込むよ
うな体験ができるも
の。 VR教育の内容と期待される効果

VR教育の一例

資料提供：Synamon、ハタ コンサルタント

①VRで作成した工事中の建設物

建設物の工事状況をVRにて
作成します。
その際、発生しがちな不具合を
あらかじめ盛り込んでおきます。

体感した現場チェックの結果をもとに、
講師から研修会場や現場にて
レクチャーを受けることで、
施工技術を身につけることができます。

③講師から講義や説明を受ける

②現場に入り込んで改善点を探る

建設物の中に、受講生がアバターとして
入り込むことで建設工事の不具合や、
注意すべき点を確認します。

VRを用いて技術教育をする動きが進んでいます。建設工事は現地生産や一
品生産のため、はじめて行う工事という場合が多く、事前にVRを用いて仮
想体験し、工事の品質を上げようという試みです。

VRの活用による技術教育の進化

生産性向上②
Chapter8

09 

209208

建
設
業
界
を
支
え
る
最
新
技
術

第
8
章

P191-216_建設-Cp8_221107.indd   208-209 2022/11/07   9:23



ゼネコン

設備工事業（空調衛生）

電気工事会社 ハウスメーカー

高砂熱学工業 エクシオグループ 東芝プラントシステム
新菱冷熱工業 三機工業 ミライト・ワン ダイダン
大気社 新日本空調 朝日工業社 東洋熱工業
三建設備工業 日比谷総合設備

長谷工コーポレーション 戸田建設
安藤ハザマ 前田建設工業 西松建設
東急建設 五洋建設 フジタ
熊谷組 奥村組 鴻池組
三井住友建設 フルーア・ダニエル・ジャパン
松井建設 ナカノフドー建設 東亜建設工業
ロッテ建設 佐藤工業 鉄建建設
大鉄工業 淺沼組 大東建託

鹿島建設☆ 清水建設☆

大成建設☆ 大林組☆ 竹中工務店☆

日建設計 NTTファシリティーズ 三菱地所設計
日本設計 JR東日本建築設計 梓設計
久米設計 佐藤総合計画 山下設計 大建設計
石本建築事務所  安井建築設計事務所
日企設計 松田平田設計 日立建設設計 類設計室
アール・アイ・エー 東畑建築事務所
東急設計コンサルタント あい設計

関電工 きんでん
九電工 日本電設工業
中電工 東光電気工事
住友電設 太平電業
トーエネック ユアテック
明電舎 エクシオグループ
四電工 日本コムシス
NECネッツエスアイ
NDS

大和ハウス工業 積水ハウス
飯田グループHD
住友林業 旭化成ホームズ
ミサワホーム 一条工務店
パナソニックホームズ
三井ホーム トヨタホーム
セキスイハイム タマホーム

建築設計事務所

☆はスーパーゼネコン

建築業界マップ

建築一式工事を主体とする総合建設会社。高層ビ
ル、病院、学校、マンションなどを大規模建築工
事を得意とする。

空気調和（空調）、給排水衛生工事を主体とする
建設会社。

建築工事の設計を主体とする設計会社。

建築電気工事を主体とする建設会社。
電気工事、電気通信工事を得意とす
る。

全国規模で住宅建設を主体とする建
設会社。
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