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建設産業におけるプロジェクトマネジメント
普及への一考察
－PMBOK®ガイド建設拡張版をとおして－
下池 季樹※1
※1 株式会社 アジア共同設計コンサルタント

概要：建設産業は少子・高齢化の進展に伴う従事者不足等の課題がある中、これらの課題解決に必要な手法と考え
られるプロジェクトマネジメントついて、どうすれば建設産業に普及できるのか考えてみた。
PMBOK®ガイド建設拡張版[5]（以下、「拡張版」）が日本語化されたが、これはプロジェクトマネジメントが建設
産業に普及される好機である。また、拡張版によれば PMBOK®ガイドには記載されていない「プロジェクト安全衛
生・セキュリティ・環境（HSSE）マネジメント」や「プロジェクト財務マネジメント」についてのプロジェクトマ
ネジメント的な知見を得ることができる。特に『安全衛生・セキュリティ・環境』は IT 産業でも注目されている
キーワードであり、IT 産業との垣根を越えた融合が図れる好機でもある。
キーワード：PMBOK ガイド、建設拡張版、建設産業、PMP、BIM/CIM、i-Construction
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A Consideration for the Spread of Project Management
in the Construction Industry
– Through Construction Extension to the PMBOK® Guide –
Toshiki SHIMOIKE※1

※1 Asia Engineering Consultant Co., Ltd.
Abstract: The construction industry has problems such as a shortage of workers due to the declining birthrate and aging
population, and I thought about how to spread the project management, which is considered to be a necessary method to solve
these problems, to the construction industry.
Construction Extension to the PMBOK® Guide [5] (hereinafter referred to as the “Extension”) has been translated into Japanese,
which is an opportunity for project management to spread to the construction industry. In addition, according to the Extension,
it is possible to obtain project management knowledge about "project safety and health, security, environment (HSSE)
management" and "project finance management" that are not described in the PMBOK® guide. In particular, "safety and health,
security, and environment" is a keyword that is attracting attention in the IT industry, and it is also an opportunity to integrate
with the IT industry beyond the boundaries.
Keywords: PMBOK Guide, Construction Extension, Construction Industry, PMP, BIM/CIM, i-Construction
化しているインフラ構造物の更新時期を迎えており、
以前から担い手不足が叫ばれていたが、さらに拍車が
かかり空前の人手不足の状況である[1]。

1．建設産業の現状と課題
1.1 我が国の少子・高齢化よる建設産業の現状
国土交通白書によると、日本人の高齢化率（ 65 歳以
上、2017 年；27.7％）世界トップであり、生産年齢人
口（15～64 歳）は 1995 年ピークに減少している。そし
て、2065 年には総人口約 8,808 万人、生産年齢人口約
4,529 万人に減少すると言われている。
このように、我が国は少子・高齢化の進展に伴い生
産年齢人口も減少している。同様に建設産業もオリン
ピック関連による新たなインフラ建設の需要増や老朽

1.2 建設産業の生産性向上が課題
このように、建設事業は空前の人手不足状況の中で
円滑に（生産性を向上させて）進めることが極めて大
きな課題となる。
建設産業の生産性向上を図るためには、次の 2 つの
ことが重要である。
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図1

図2

CIM の概念[2]

i-Construction による生産性向上のイメージ[3]

① IT 技術の活用
人手不足を補い生産性向上が図れる。
② プロジェクトマネジメントの活用
IT 産業を含め異業種との垣根を超えた融合を、円滑
に遂行できる体系的なマネジメント手法が必要[1]。

2.1 CIM による生産性向上
建設産業の生産性向上が図れる CIM とは、計画・調
査・設計段階から 3 次元モデルを導入し、その後の施
工、維持管理の各段階 においても 3 次元モデルに連
携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で
情報を共有することにより、一連の建設生産システム
の効率化・高度化を図るものである。
3 次元モデルは、各段階で追加・充実され、維持管理
での効率的な活用を図る考え方である。図 1 は CIM の
概念が整理したものである[1]。

2．IT 技術活用による生産性向上
建設産業の生産性向上には、IT 技術の活用が必須で
ある。建設関連の代表的な IT 技術には、CIM
（Construction Information Modeling）と i-Construction
がある。また、
「拡張版」には、BIM( Building Information
Modeling)について記載されているが、BIM は建築分野
の領域における概念である。CIM は土木分野の領域に
おける概念である[1]。

2.2 i-Construction による生産性向上
i-Construction は、ICT の活用等により建設現場、す
なわち調査・測量、設計、施工、検査、維持管理・更新
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4.1 建設関連資格と PMP®
現在、公共事業の入札参加資格要件には技術士（文
部科学省）
、1 級土木施工管理技士（国土交通省）
、RCCM
（建設コンサルタンツ協会）
、土木学会認定技術者資格
（土木学会）等、多くの国家資格や民間資格があり、
業務に適した資格を習得した管理技術者や主任技術者
の配置が求められている。これらの資格の中で、特に
技術士取得者や技術士を多数抱えている企業は、圧倒
的に有利な仕組みとなっている。そのため、建設系技
術者は技術士資格を目指し、企業は多くの技術士を養
成・確保を継続している。
その技術士（Professional Engineer）とは、産業経済、
社会生活の科学技術に関するほぼ全ての分野（21 の技
術部門）をカバーし、先進的な活動から身近な生活に
まで関わりを持つ。技術士は、国によって科学技術に
関する高度な知識と応用能力が認められた技術者で、
科学技術の応用に携わる技術者にとって最も権威のあ
る国家資格である。
前述のように、まずは公共事業の入札参加要件とし
て PMP®を加えるように働きかけることが肝要である。
公共事業の中の建設現場を例にとり、PMP®が事業の資
格要件として加えてもらえるための考え方を以下に示
す。
◎マネジメント力の観点：PMP® > 技術士
◎専門技術力の観点
：PMP® ≦ 技術士
◎建設現場の安全・品質・工程管理の観点：
１級土木施工管理技士＞技術士
したがって、それぞれの資格の専門性を補完する組
み合わせとして、以下のように考えれば技術士と同等
レベル以上になる。
PMP®＋1 級土木施工管理技士≧技術士
このように考えれば、1 級土木施工管理技士資格保
有者に対し PMP® 取得へのモチベーションが上がり
PMP®資格取得者が増え、建設産業にもプロジェクトマ
ネジメントが普及するようになるのではないだろうか
[1]。

までのあらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的な
生産性を向上させる取り組みであり、建設生産システ
ム全体の生産性向上の取り組みをいう。
図 2 は i-Construction による生産性向上のイメージを
表している[1]。

3．プロジェクトマネジメントの活用
今後の建設産業の生産性向上を図るには、異業種と
の垣根を超えた融合を円滑に行える体系的なマネジメ
ント手法が必要で、いわゆるプロジェクトマネジメン
トの活用が重要となる。
ここでは、日本語化された「拡張版」の特徴につい
て示す[1]。
【PMBOK®ガイド建設拡張版の特徴】
「拡張版」の特徴は、最近の PMI 標準本の傾向を反
映しておりプロセスではなく原則重視になっている。
〇建設プロジェクトでの原則や実務慣行を説明されて
いる。
〇『PMBOK®ガイド』のプロセスやツールと技法は省
かれている。
〇『PMBOK®ガイド』の特定の版に紐づいていない。
〇建設プロジェクトに固有な章(知識エリア)を追加さ
れている。
●プロジェクト安全衛生・セキュリティ・環境マネジ
メント
●プロジェクト財務マネジメント
※下記枠内は追加された章を抜粋したものである[4]。
第 14 章
14.1
14.2
14.3
14.4
第 15 章
15.1
15.2
15.3

プロジェクト安全衛生・セキュリティ・環境
(HSSE)マネジメント
建設におけるプロジェクトの安全衛生、セキ
ュリティ、環境マネジメント
プロジェクト HSSE マネジメントの計画
プロジェクト HSSE マネジメントの実行
プロジェクト HSSE マネジメントの監視・コ
ントロール
プロジェクト財務マネジメント
建設におけるプロジェクト財務マネジメント
プロジェクト財務マネジメントの計画
プロジェクト財務マネジメントの監視・コン
トロール

4.2 建設プロジェクトチームに必要な PMP®
通常の建設現場ではプロジェクトチームを構成し、
建設現場所長がプロジェクトマネジャーとして統括す
る。プロジェクトマネジャーは、チームメンバーを含
め多数の専門（下請）業者もマネジメントする必要が
ある。工事規模や体制によるが、建設現場において工
区分けされたエリアをプロジェクトチームの若手技術
者が担当することになる、したがって、若手技術者に
も担当エリア内の数社の専門（下請）業者をマネジメ
ントできる力量が必要になる。
1 級土木施工管理技士を保有した若手技術者に、足

4．プロジェクトマネジメントの普及には
建設産業におけるプロジェクトマネジメントの普及
には、PMP®(Project Management Professional)取得者を増
やすことであると考える。そのためには、公共事業の
入札参加資格に PMP®を加えてもらうことを提案する。
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りないと思われるマネジメント力を PMP®資格は補う
ことができ、1 級土木施工管理技士がリーダーとして
全体を統括できるようになる。よって、より強力なプ
ロジェクトチーム体制で建設事業を運営できるように
なる。
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