
デジタルトランスフォーメーション
（ＤＸ）でイノベーション力を強化する

　DXが競争力を左右する時代を認識し、大成建設は生産システムと働き方改革、更には社
会との新たな関わり方の構築をも視野に入れ、全社を挙げてDXに取り組んでいます。
　世界のDX先端事例の研究で知られる田中道昭立教大学ビジネススクール教授と、最高
デジタル責任者（CDO）で、全社横断的な組織である「DX推進委員会」の委員長である深
澤裕紀執行役員社長室長の対談で、これからの大成建設がより力強く進むための、デジタ
ルトランスフォーメーションを探求します。

深澤：	 田中教授はDXを活用し、優れた業績を上げた世
界各国の企業や団体を研究されています。本日は先端企
業の取り組み事例などを伺いながら、当社のDXについて
も考えていきたいと思います。
田中：	 これまで様々な先端企業の取り組みを研究して
きましたが、デジタルネイティブ企業*でも、非デジタル企
業でも、優れた企業には共通点があります。
　まずデジタルの使い方が非常に本質的です。自分たち
の事業の基軸は何なのかということを定義し、そこを強化
するためにデジタルを使う。その際も顧客視点に立ち、顧
客の利便性を高める、顧客の資産価値を高めるというとこ
ろを重視しています。同時に社員が働きやすいように、ま
た社員のエンゲージメントを高めるように使うのです。
　アメリカでは数年前から株主に加えて顧客、従業員、地
域社会といったステークホルダー資本主義を踏まえ取り組
みが始まっています。まずは顧客と社員を起点として、ど
れだけ事業を強化できるのかという考え方の表れなのだ
と思います。
深澤：	 確かに、国際競争において劣後してしまわないよ
う、もう一度、強く認識しなければなりません。
　当社にとって建設事業は会社の屋台骨で、今後も発展
させていくことに変わりはありませんが、その取り組みの
過程が時代とともに変わっていくのだと思います。
　これまでは社員の労働時間をいわば資源として仕事を
成り立たせていた部分がありますが、今後それでは通用し
ません。当然、生産性向上は喫緊の課題です。
　かねてから調達業務や施工図作成など、作業所ごとに
行われていた業務を本社に移管・集約するなど、生産性
向上への取り組みは続けていました。すでにデジタルを活
用した業務自動化・効率化にも積極的に取り組んでおり、
当社の生産体制も大きく変化し始めています。
　20年前までは、400万人を超えていた建設技能労働者
が、現在は320万人以下で、今後も就業者の高齢化の進

行と減少が見込まれています。従って作業現場でも更なる
機械化、自動化、ロボット化に踏み込み、生産性を向上さ
せなければなりません。
田中：　【TAISEI	VISION	2030】では、IX、SX、DXと
いう三つのXへの取り組みが掲げられていますが、実際、
お話を伺うと、大成建設はDXに対する問題意識が非常に
高いということがわかります。DXを加速化するきっかけは、
どういうところにあったのでしょうか。
深澤：	 国交省が2016年を生産性革命元年と位置付け
i-Constructionの普及や定着が促進され、業界でも生産
性向上のためのICT活用が一気に進みました。
　当社でも、この分野に関する研究、機械の自動化など、
準備は進めていましたが、それを更に加速し、大型重機を
自動でコントロールする研究なども始まりました。たとえば
複数の建設機械を自動でコントロールするシステム

「T-iCraft」を開発し、掘削・積込、運搬など設定された作
業を自動で行うなど、現実の生産現場にICT	の活用が具
体的に展開されるような状況になっています。
　ただ、私どもの作業所で働いている建設技能労働者の
方々は、一次の協力会社、二次の協力会社という形で、重
層的な構造の中で建設事業に携わっています。このような
協力会社の方々までDXを浸透させることが、工事一式の
全体を取りまとめる総合建設業としての役割であると考え
ています。そのために建設事業の生産体制を網羅して、ど
のようにDXでつないでいくのか。そのシステムとプラット
フォームづくりに全社でスピード感をもって取り組んでいま
す。先日、作業所現場の社員と協力会社の皆さんが図面
や品質管理・工程管理など工事運営のキーポイントとなる
データを共有する「作業所Ｎｅｔ」というシステムを大幅に改
定して充実させました。これについて協力会社の皆さんか
らはＤＸの推進が実感できると好評をいただいています。

深澤 裕紀
CDO執行役員社長室長

田中 道昭氏
立教大学ビジネススクール教授

大成建設のDXの取り組み課題

田中：	 日本でもゼネコン各社がそれぞれ努力をしています
し、今後、デジタル世界での競争は非常に厳しくなるでしょう。

　そもそもDXは、スピーディで快適であることだと思いま
す。例えばショッピングなら、無人決済のコンビニに入り、

＊		デジタルネイティブ企業：1995	年以降に設立され、IT	やデジタル技術の利用を
前提としたサービスや事業を展開している企業

お客様とともに進めるDXの取り組み
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が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢
献する先駆的な企業グループ」を中長期に目指す姿とし
て掲げています。特に「レジリエントな社会づくり」は建設
業としての大きな使命です。
　同時に今後の労働人口推移を踏まえて、建設業界で働
く建設技能労働者の方々の負担を減らすためのDX、お
客様をはじめ、エンドユーザーにいたるまで最善のサービ
スを提供するDXなど、建設業界だけでなく、社会との幅
広い連携まで視野に入れています。
　まさに「人のためのDX」というのが基本的な発想です。
こういったマインドセットを、更に深耕し全社で共有すると
いうことですね。
田中：	 そうだと思います。2030年に大成建設はどうあ
るべきなのか、どういう価値を提供すべきなのか、次世代
に対してなにをするべきなのか。そういった使命感やマイ
ンドセットを明確に持っていたら、人財教育についてもス
ムーズだと思います。
深澤：	 DXを実行するスピードが競争力を左右します。
当社としてもＤＸ人財の採用や社内のDX人財を育成する
計画を進めていますが、社員をリスキリングしてＤＸ人財
を育成するノウハウが不足しているという問題点があり、
これをいかに解決するかも重要な課題です。当社ではDX
人財育成の独自システムとして「DXアカデミア」をスター
トさせてます。日本はまだまだDX人財のための教育体系
などが十分に整備できていないように感じます。先進各
国と比べると現状はどう評価すべきでしょうか。
田中：	 日本社会ではDXというと、なにか特殊なことの
ように捉えがちではないかと思うのです。たとえば私がシ
カゴ大学経営大学院で学んだ際、驚いたことがあります。
当時もデータや数学を駆使して、先端的な研究を行って
いましたが、大学の時に数学専攻やコンピュータ専攻とい
う人はほとんどいない。哲学や社会学などのリベラルアー
ツを学んできた人たちばかりなのです。そこできちんと教
養を高め、視野を広げ、社会人になってから大学院に来た
という人たちもたくさんいました。
　また、イスラエルで行われていた国家的な人財育成プ
ログラムを研究したこともあります。当然、優れた知力を
持つ若者たちが集まっていましたが、大切なのはそこだけ
ではないのです。指導側が最終的に重視しているのは

リーダーシップがあるかどうか、人間性が優れているかど
うかです。
　数学ができればDXができるのかというと、そうではな
く、それぞれの人の使命感、問題意識がどれだけ高いの
か、ということが重要なのですね。
深澤：	 確かに、使命や問題意識をしっかりと持っていた
ら、何を実践すべきなのかは、おのずと明らかですね。そ
こでデジタル技術が必要になれば、目的に合わせて学び、
活用すればいい。社員一人ひとりが非常に取り組みやす
いと思います。
田中：	 狭義のデジタルテクノロジースキルを学ぶこと
は、今の時代、さほど難しいものではありません。一方、
使命が明確になっていない人は、常にやっていることが変
わってしまう。昨日やっていたことと、今日やることの意義
や目的がばらばらで、それではデジタル技術があったとし
ても、目指すべきトランスフォーメーションにはつながりま
せん。ですから結論から言うと、マインドセット教育やリベ
ラルアーツを学ぶことが一番重要だと思います。
　DXの本質とは何かを考えると、大切なのはトランス
フォーメーションを追求し続けるというところです。自分自
身の課題を真摯に見つめ直して、状況に応じてミッション
とビジョンを刷新し、また実行する。この繰り返しによっ
て、目指す姿に近づいていきます。このようなマインドセッ
トを身につけることが非常に重要ですし、そのための手段
がデジタル技術です。
深澤：	 トランスフォーメーションというのは個人の中で
のトランスフォーム、つまり自己変革でもあるのですね。
大変、刺激的なお話をいただきました。本日はありがとう
ございました。

欲しいものを手にして立ち去るだけ。そこには、買い物を
していることを忘れるくらいの快適さがあります。もちろ
ん建設業はリアルに構造物を造るので、全てがデジタル
化するわけではないと思いますが、顧客とのつながりの形
が変わってくるのではないでしょうか。
深澤：	 そうですね。私どもは受注産業で、受注した工
事の設計から取り組み、工程に合わせてお客様と打ち合
わせをしながら、より良い品質・より満足感の高いものを
つくり、お引渡しすることに力を入れてきました。今後は、
建築物をお客様と一緒にマネジメントして、ライフサイク
ルをより長く、資産価値を長期にわたって持続させるよう
なサービスが重要だと考えています。その点でもDXを最
大限に活用する取り組みを進めています。
　社内には設計、施工、調達など実に膨大なデータの蓄
積があります。これまでは、ばらばらに存在し、共有でき
なかった無数の情報を一つのデータベースに集約し、誰も
がそこから必要な情報を引き出すことができるという形を
目指しています。
　建物は、竣工後も大規模修繕など、様々なタイプのイ

ベントがあります。その際、お客様のニーズをデータベー
スから見出すこともできますし、最適解をご提案すること
もできます。そういった竣工後のビジネスに活用する

「LifeCycleOS」を構築しています。BIMとIoTを融合し、
建物のライフサイクルに合わせて、必要な情報提供サー
ビスを行います。DXを活用して、お客様とこれまでにな
い密接な関係を作り込んでいくようなところまで進めたい
と考えています。
田中：	 今、DXによってなにが起きているかというと、一
人ひとりの顧客と直接、デジタルでつながることが可能だ
ということです。するとカスタマーセントリック（顧客中心
主義）という言葉がお題目ではなく、現実として、全ての
業界に押し寄せてくるのですね。本当の意味でのカスタ
マーセントリックかどうか、消費者に一目瞭然ですし、まさ
にそこを問われるのです。
　そして「つながる」という言葉がより意味のあるキーワー
ドになっています。こちらが顧客とつながりたくても、相手
はつながりたくないかもしれない。ではどういう会社とつ
ながりたいかというと、上から目線の会社ではなく、フラッ
トでフレンドリーな会社です。それは自分が消費者の立場
になれば、すぐにわかります。今後は顧客と良好な関係を
長期的に構築することこそ、重要になってくると思います。
深澤：	 おっしゃる通り、それが基本になると思います。
大成建設のファンを増やし、継続的に仕事を作っていく。
自分たちのためでもあり、お客様のためにもなるという
Win-Winの関係をいかに築けるか、ということですね。
全てのステークホルダーが納得感を持って、この方向に進
んでいくことが大切だと思います。

深澤：	 当社は現在、全社横断的な組織であるDX推進
委員会を設置し、グループ一体となってDX化に向けて進
んでいます。その中で、やはりトランスフォーメーションに
ついては、各本部が、自分ごととして進めていく必要があ
ります。田中先生のご研究の中で、優れた先端企業の事
例はありますか？
田中：	 海外企業の事例を見ると、いかに全社でマインド
セットや価値観を共有するか、というところから構想して
います。組織というのは、ひとことで言い換えると企業文

化です。たとえば米ウォルマート社がなぜDXに成功した
のかというと、企業文化の刷新に取り組んだからです。何
のためにやるのか。そしてこの部分の企業文化は自分た
ちの個性であり、優れた点として残すけれども、ここは変
えなければならないという内容を突き詰めて考える。まさ
にマインドセット、企業文化の刷新です。大変な取り組み
ですが、まず経営層が共通認識を醸成し、更に全社で取
り組み、全社員で共有する必要があると思います。
深澤：	 当社は【TAISEI	VISION	2030】の中で「人々

「作業所Net」 「BIM」 「DX推進委員会」 「DXアカデミア」
用語集P.96

技術についての詳しい情報について、
当社Webサイトをご覧ください。 「T-iCraft」 「LifeCycleOS」

将来像とDX人財育成について
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人権デュー・ディリジェンスの取り組みについて

　SDGsと人権デュー・ディリジェンス。これからの世界の潮流において不可欠な概念を会
社の核心に据え、いかに具体的な形で取り入れることができるのか。これは大成建設グルー
プにとって喫緊のテーマです。
　「中期経営計画（2021-2023）」の策定に深く関わり、SDGsへの取り組みを追求する谷山
二朗サステナビリティ総本部長と、世界の人権問題に詳しい弁護士の大村恵実先生との対談
を通して、当社グループの取り組みと実効性、目指すべき将来の姿について展望します。

谷山：　「中長期的に目指す姿【TAISEI VISION 2030】」
の実現に向けて、３年間で集中的に取り組む「中期経営計画

（2021-2023）」が昨年よりスタートしています。私自身、
この中期経営計画をつくる段階で深く関わり、大いに議論
を重ねましたが、その中で、やはりSDGsという言葉は、重
要なキーワードでした。
　ご存知のようにSDGsは2015年に国連で採択されまし
た。一方、私たちはSDGsという言葉を使い始める以前か
ら、その考え方について深くコミットメントしています。
　当社は1990年に「人がいきいきとする環境を創造する」
というグループ理念を制定しましたが、その説明文で「わた
したちは、自然との調和の中で、安心・安全で魅力ある空間
と豊かな価値を生みだし、次世代のための夢と希望に溢れ
た地球社会づくりに取り組んでいきます」と語っています。
次の世の中のために「誰一人取り残さない」という発想があ
り、まさにSDGsの考え方と合致していると考えています。
　また、私どもの会社のグループ理念体系には「大成スピ
リット」や「行動指針系」があり、グループ行動指針の第1章
に個人の基本的人権と多様性の尊重、あらゆる差別やハラ
スメントなどの人権侵害行為を行わないこと、そして全員

の能力が活かせる、風通しが良く活力ある企業風土の醸成
などをうたっています。ダイバーシティ＆インクルージョン
が実現する社会を目指すという考えは、まさに我々のスピ
リットそのもので、一つの目標でもあります。
大村： SDGsはその前文の中で、世界の普遍的な課題と
して、全ての人々の人権を実現し、ジェンダー平等の達成
を目指すことを確認しています。ですから企業がSDGsに
取り組むということは、人権、ジェンダー平等、ダイバーシ
ティ＆インクルージョンに取り組むということになります。そ
して谷山さんがおっしゃる通り、「誰一人取り残さない」こと
が大切です。
　御社の「人権方針」の冒頭に「人権尊重に対する基本姿
勢」が記されています。「事業活動に関連して、人権への負
の影響を生じさせないよう、自主的・積極的・能動的に企
業としての責任を果たすことにより、包摂的な社会の実現
に貢献する」とあります。まさにSDGｓの目指すところです。
中期経営計画では、創業の頃からの長い歴史の中で実践
してきたことを、SDGsの言葉で言い換えて、サステナビリ
ティが経営の一つの柱であることを社内外に明確に示され
ています。

SDGsと人権について

谷山： やはり建設業というのは、人で成り立っている仕
事です。そういう意味で、今、世界のスタンダードになって
いる人権デュー・ディリジェンス (以下、人権DD)につい
ても、リスクとその影響を評価し、しっかり対策を取ること
が必要です。
　先ほど、ご指摘いただいた「人権方針」ですが、まず
2015年に策定しました。人権に対する基本的な考え方を
示し、主に社員に対して、差別やハラスメントについての啓
発活動を行ってきたのですが、国連で策定された「ビジネス
と人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)の定める人
権DDでは、お客様をはじめ、国内外にわたるサプライ
チェーン全体、更には地域社会の方々に対してまで幅広く
なっており、人権DDの導入が必要だと理解しました。
2022年に「人権方針」を改定するとともに、人権DDを導
入し、大きな課題として取り組んでいます。

　その一環として、建設業という業態特有のリスクを踏ま
え、「人権への影響」と「自社とのつながり」という2つの側
面から、人権リスクを評価しサプライチェーン上の人権リス
クを特定し、体系づけて評価をするということを行いまし
た。その結果、我々の中で、一番の課題として浮かびあがっ
たのが長時間労働、健康と安全という分野です。このあた
りが大きなリスクになっているということが、数値化して改
めて見えてきました。
　労働集約型の仕事ですから、工期を守るために長時間
労働が生じやすいという業界固有の問題があったのは事
実です。しかし今日の社会の流れの中で、そのような意識
では通らない。お客様にもしっかりとご説明した上で、人権
への配慮を具現化していくことが、会社としての大きな課
題だと、改めて認識しています。
大村： 建設業は、原料の生産、調達から地域社会との関

谷山 二朗
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大村： 海外での潮流を見ると、人権DDの結果を開示す
ること、あるいは開示だけでなく、人権DDの実施自体を
義務とするという法制が既にできています。日本では法制
化の議論までには至っていないわけですが、経済産業省が
人権DDに関する業界横断的なガイドラインを策定中

（2022年7月時点）です。
　そのような流れの中で、法制化や義務化だから実施をす
るのではなく、御社のように企業が自主的に人権DDの取
り組みを進め、実践していく。そして優れた先進事例を示し
ていくことが、非常に重要なのではないかと思っています。
谷山： そうですね。やはり外部からの要請に従うという
のではなく、まず内部から自発的に行っていく。その上で、
自社の文化として、いかに根付かせていくかというのが大
きなポイントです。とはいえ、一方でしっかりした仕組みづ
くりも必要ですし、両者のバランスを取るということが、新
たな試みだと思っています。
大村： 内部浸透については、どのようなお考えをお持ち
ですか？
谷山： 人権リスクに係る予防と軽減策を「大成建設グ
ループサステナブル調達ガイドライン」に反映させ、これを

グループ役職員はもちろん、サプライヤーの皆様にも研修
やeラーニングなどを活用して啓発活動を続けています。
またガイドラインの遵守状況を確認するアンケート調査、ヒ
アリング、外国人技能実習生のインタビューなどを通じて、
人権DDの実効性を担保する活動を続けています。
　そのバックグラウンドには、やはりトップの明確な意思が
重要です。事業に関わる全ての人の人権を尊重し、積極的
に人権課題を解決していくという姿勢がなければ、今後の
経営は成り立たないという考え方を社長自らが明らかにし
ているので、それを全社員にまで根付かせていくことが大
切です。
大村： 何を人権の課題として捉えるかは、社会の変化に
伴って、次々と進展しています。御社はそれを定期的にアッ
プデートし、トップのコミットメントとして人権を中心とした
経営を行うというメッセージを非常にクリアに表明されて
いるのですね。「人権方針」では、建設業としての「責任を
果たすことにより、包摂的な社会の実現に貢献する」との基
本姿勢を示されています。
　このようなトップの意思の明確化は、人権の考え方を社
内に浸透させるためにも重要と思います。

わりに至るまで、非常に長いサプライチェーンがあって幅広
いステークホルダーが存在します。人権リスク、つまりス
テークホルダーの人権に対する潜在的な負の影響も多岐
にわたりますね。社員の労働時間、安全衛生問題について
は、ずっと以前から取り組まれていたと思いますが、今後は
サプライヤーの労働環境にまで目を配らなければいけない
という流れが強まっています。
　御社は2013年に「CSR調達ガイドライン」を制定されて
いますが、2022年に「大成建設グループサステナブル調

達ガイドライン」と名称を変え、「人権の尊重」の項目等、内
容もアップデートされました。「人権方針」と同様、まさに「指
導原則」の考え方に沿って行われたのだと思いました。
谷山： はい、まさしく、おっしゃる通りです。
大村： 従来のCSRは、法的責任とは別の次元で、企業
が社会に対して自主的な責任を果たすという考え方でし
た。一方、「指導原則」においては、人権侵害を引き起こし
たり、助長したりするリスクは、法令遵守の問題、まさにコ
ンプライアンスの問題だと、はっきり書いてあるというとこ
ろが大きな違いです。
　今回、御社が人権方針と調達ガイドラインをアップデート
されたことに、「指導原則」を踏まえた認識、そしてコンプラ
イアンスに取り組む強い姿勢を感じます。
谷山： ありがとうございます。CSRという言葉にしても、
これまでの「自己を律する」というような、一企業の考え方
では通用しない時代です。人権尊重の責任を果たすという
私どもの姿勢を明確にし、具体的な取り組みを通して人権
DDの仕組みを構築する。そして、これをどう実践し続ける
かということが次なる課題だと捉えています。

人権DDを推し進めていく試み

谷山： 建設業というのは、お客様からのご依頼をいただ
いて初めて成り立つビジネスです。人権DDについても、
当社の取り組みについて、お客様にいかに支持していただ
けるのかが重要なポイントになると思っています。
大村： 人権への取り組みは、世界中のあらゆる企業に
とっての課題です。したがって御社に発注されるお客様の
側も、投資家や金融機関から「受注サイドの人権の取り組
み状況についてモニタリングしているか」を問われる時代で
す。特に海外投資家向けに評価機関から評価を受ける企
業の場合、常に人権への取り組みを求められますし、この流
れからは逃れられません。人権DDを推し進めることで、人
権への取り組みが評価され、自然と受注機会が増えていく
のではないかと予想しています。
　御社の「人権方針」でも、「お客様や取引先を含むビジネ
スパートナーに対しても、この方針の支持と人権の尊重を
求める」とはっきり書いておられます。これは「指導原則」の
要請でもあり、グローバル企業が目指す姿勢です。互いに

「人権尊重」の牽制を効かせることで、地球全体でのSDGs
達成へ向かっていくと思います。
谷山： 人権については毅然とした態度で臨んでいくとい
うことが、我々のためでもあるし、同時にお客様のためにも
なるという考え方なのですね。
大村： はい、そう思います。「人権方針」を策定し、人権
DDに取り組んでいるというだけでなく、それがいかに実
効的に機能しているかを開示するプロセスの中で、各社が
競争優位性を獲得していくのではないでしょうか。
　そういう意味で今回、このような対談をさせていただい
たこと、また統合報告書の中で特集を組まれ、SDGs分野
での充実した記載が増えることは先進的ですし、素晴らし
いと思います。
谷山： 大成建設グループは「The CDE³ カンパニー」と
して進化し続け、人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエ
ントな社会づくりに貢献するという目標を掲げていますが、
その実現のためには、社会の中で当社の役割がしっかりと
認められることが大きなポイントだと思います。
　カーボンニュートラルや環境対策をしっかりと追い続ける

こと、そしてダイバーシティ＆インクルージョンを進めて多
様性を深め、働きやすい職場で大勢の人たちがいきいきと
活動し、豊かになっていく。そして私たちが造り提供した構
造物とともに、お客様の幸せな生活を広げていく。この姿
勢が我々のものづくりの原点だと思っています。
大村： 建設業というのは、人の住む場所、暮らす町、人
の営みと非常に密接ですね。だからこそ、人が中心となり、
一人ひとりの生き方に思いを寄せながら、企業活動を続け
てこられたのだと思います。
　２０２０年に日本政府が策定した「『ビジネスと人権』に関
する行動計画」では、「人権方針を策定する」「人権DDを実
施する」「救済メカニズムをつくる」の３つが企業に期待され
ています。救済メカニズムについて、御社では、すでに企業
倫理ヘルプライン制度があり、パートナー企業にも認知さ
れています。またモニタリングなどを通して、現場の労働者
の方々の声を吸い上げる仕組みも構築されている。地域コ
ミュニティーとの対話も実践されてきたと思うので、それを
更に充実させ、どんどん発信していただきたいと思います。
　たくさんの有意義な活動の中で、私たちのような外部の
人間から見える部分は本当にわずかだと思います。それを
積極的に開示することで、業界をリードする。そして日本企
業のあり方を発展させ、日本社会全体に対しても、新たな
活力あふれる道筋を示していっていただきたいと思います。
谷山： 貴重なご指摘をいただきました。本日はありがと
うございました。

活力ある未来の社会を目指して

更に詳しい情報について、
当社Webサイトをご覧ください。 「人権デュー・ディリジェンス」 「The CDE3（キューブ） カンパニー」

「大成建設グループサステナブル調達ガイドライン」
用語集P.96
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