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国内建設市場の動向と展望
国内建設業界の概況

過去最高益の陰で業界の構造的課題が顕在化しつつある
国内建設市場の今後の見通し
国内建設市場は、東日本大震災の復興工事や
東京オリンピック誘致決定を機に、2013 年より
大きく成長している。
建築市場（非住宅）は、オリンピック関連施
設の整備に加え、これを契機とした民間の大規
模再開発事業が本格化したことで、2020 年代
前半まで堅調な推移が見込まれる。土木市場は、
2027 年のリニア新幹線開業（東京～名古屋）や
2040 年の大阪延伸工事等により、長期にわた
る安定した需要が見込まれている。
国内建設業は、大手及び準大手、中堅を問わ
ず、売上高を急速に伸ばすと同時に、粗利率が
上昇したことからバブル期を大きく超える経常利
益額を計上する等、活況を呈している。
長期的な市場環境の変化
住宅市場は、団塊ジュニアの住宅購入需要の
ピークアウトや全国的な人口減少等から、2020
年代より、急速な市場縮小が見込まれている。
建 築市場（非住宅）や土木市場についても、
長期的には新築市場の縮小は避けられないと考
えられており、今後は維持・修繕等の小規模の
工事が増えてゆくことと想定される。

就業者の高齢化と人手不足
建設業就業者数は、1997 年の 685 万人から
2015 年には 500 万人へ減少し、55 歳 以 上の
就業者の割合も 23.5% から 33.8% へ上昇する
等、職人の減少と高齢化が大きな課題となって
いる。
このような状況下で、大手を中心に建設各社
は、施工現場の機械化や就業者の生産性を高め
るための ICT 機器の導入に取組んでいる。
これらの取組みは、就業者の減少による人手
不足への対応だけでなく、熟練労働者から若手
への技術伝承を円滑に進めるという目的もある。

労働規制の強化
働き方改革の取組みが本格化する中で 2019
年 4 月に改 正労働基 準法が 施 行される。建 設
業界では、東日本大震災等の復興工事やオリン
ピック工事への対応がある為、緩和措置が取ら
れたが、残業時間は年間 960 時間（1ヶ月 100
時間を上限とされ、これは今後段階的に厳しく
なり、2024 年 4 月以降は年間 720 時間（原則
は年間 360 時間、月 45 時間）が上限となる。
この規制に対して、建設業界では日本建設業
連合会を中心に改革の機会と捉え、工事現場の
4 週 8 閉所の実現に向けて、下請企業までを巻
き込み様々な取組みを進めている。

図 1. 建設市場の動向と将来推計（兆円）
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図 2. 日本の総人口と生産年齢人口率の推移（万人）
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市場の構造変化への対応
海外市場の開拓や非建設事業の拡大を通して、
収益基盤の多様化に取組んでいる

これまでの取組みの振り返り
建設会社は、1980 年代に海外建設事業や不
動産事業を拡大させたが、バブル崩壊後の財務
危機に直面し、撤退、事業縮小による財務基盤
の立て直しに取組んできた。
近年は、事業の再構築が進み、足元の好業績
も寄与して財務 基 盤の強 化が進んだ 結果、大
手・準大手を中心に、海外事業への再進出と非
建設事業の強化に取組んでいる。

海外市場の開拓
従来、日系建設会社の海外事業は、日本政府
の ODA に関連した工事の受注や、日系民間企
業の工事を中心に受注し、非日系企業や現地政
府からの工事比率は高くなかった。
近年では、大手建設会社を中心に現地の中堅
建設会社の買収や現地採用職員を増やす等して、
地場企業の工事を積極的に取りにゆく動きが見
られるようになった。
また自社が注力する業界を定めて取組む事に
より、上流の企画、設計フェーズでの専門性を
高め、現地企業や非日系グローバル企業からの
受注を増やす取組みも見られる。
非建設事業の拡大
建設業界における非建設事業は、本業との関
連性の深い不動産事業が中心であったが、 東日
本大震災以降は、再生エネルギーを中心とした
電力事業や植物工場等の施設農業分野での取組
みがみられるようになった。

不動産事業についても、開発し不動産を所有
するだけではなく、顧客の不動産再開発事業に
企画構想段階から参画し共に事業を進め、完成
後も施設の維持管理に関与する会社や、物流等
アセットタイプを特定して開発・保有を集中させ
ノウハウ蓄積に取組む専業不動産デベロッパー
的な動きをする企業も増えてきた。
更に注目する取 組みとして、PPP/PFI 事業を
取り上げる。国内では、空港や有料道路のコン
セッション事業が拡大してきたが、法改正を受
け、今後は上下水道事業への広がりが想定され
ており、建設会社の強みが活かせる非建設事業
として各社は当該事業に取組んでいる。

建設現場の生産性向上と IT インフラの刷新
建設業界は厳しい人手不足と労働規制強化の
動きの中で、施工現場の生産性向上の取組みを
本格化している。特に、RPA に代表される間接
業務の自動化や、建設ロボットの開発・投入に
よる溶接・搬送業務、スタートアップ企業のアプ
リを活用した検査業務の省人化等の取組みがあ
る。また、これら取 組みを進める上で、ICT 基
盤の強化や、調達その他の基幹システムの大規
模刷新の取組みも本格化している。

図 3. 建設業界を取り巻く環境の変化
国内市場の長期縮小

長期的には生産年齢人口の減少や
既存建設ストックの更新需要の増加
により、新設 建 設 需 要は 縮 小を見
込む

労働力の減少・高齢化

職 人の減少、高齢 化が 進 行する中
で労 働 規 制が 強 化されており、抜
本的な労働生産性の向上が求めら
れる

デジタル技術の進化

国内外でスタートアップを含む様々
な企業がデジタル技術を活用した商
品・サービスを開発しており、自前
主義からオープン化・組み合わせへ
の流れが加速

変革テーマ
海外（再）進出
の本格化

非建設事業の拡大

働き方改革
（建設生産現場）
基幹システム更新
（デジタル技術活用）

● 変革の実現には。従来の組織・人材モデルの延長線上ではなく、
これに対応する新たな仕組みの構築に取組む必要がある
● 事業を立ち上げるビジネスマインドを持った人材や、デジタル技
術を活用出来る人材を採用・育成する事が重要となる
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業界変革のキードライバー
縦割りから、バリューチェーンを横断した事業遂行の在り方が求められる
業界大手各社の動向と具体的な取組み
様々な課題に直面する建設業界での生き残り
をかけて、業界大手 各社では、
「海外市場の開
拓」や「非建設事業の拡大」、
「建設現場の生産
性向上」、
「IT インフラ刷新による経営基盤の強
化」といった動きが昨今みられることは前章で
述べた。
本章では、そういった動向における具体的な
取 組みとして、
「 スマートシ ティ」、
「PPP/PFI」、
「建 設 生 産プロセスの変革」、
「新たなテクノロ
ジーの活用」について記述する。
海外市場の開拓に欠かせない「スマートシティ」
近年、世界各国で都市部への人口集中が進ん
でおり、特にアジアとアフリカでは、他の地域に
比べて都市化が遅れていた分、今後更に加速化
することが予測される。それに伴い、各都市で
は、エネルギーの不足や交通渋滞等の課題が深
刻化するといわれている。
そのような状況に対応すべく、世界各国では、
ICT（Infor mation and Communic ation
Technology：情報 通信技術）を活用してエネ
ルギーや交通網等の最適化が行われる都市、
「ス
マートシティ」の実現に取組んでおり、スマート
シティ関連の ICT 支出は、*1 2018 年に全世界
で 810 億米ドル、2022 年には 1,580 億米ドル
になるといわれている。

新興国も例外ではなく、土地造成や基礎イン
フラ整備の必要性が高いこともさることながら、
持続的な都市の開発に対するニーズも高く、ス
マートシティの構築を通じて都市開発を支援す
る動きが国際的にみられている。
日本でも、従来の機器・設備単体の切売りで
はなく、マスタープランの策定から都市開発支援
を行うインフラ輸出が展開されており、ICT を活
用した街づくりは、都市開発支援における付加
価値となっている。

図 4. バリューチェーンにおける建設企業の役割

*1:IDC Worldwide Semiannual Smart Cities Spending Guide より引用
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一方、海外での都市開発支援は、現地政府の
影響の大きさや、現地企業とパートナーシップを
結ぶ困難さ等から、民間事業者のみでの対応に
限界がある。そのため、日本国政府は、民間事
業者による海外展開を後押しするために、政府
や独立行政法人、民間事業者が一体となったプ
ロジェクト組成・推進を目指している。
そのような状況の中、建設企業には、都市開
発の視点、すなわち、利用者の使い心地や街の
発展を考慮したインフラ整備が求められている。

企画

設計

施工
スマートシティ

PPP/PFI

維持管理・運営

非建設事業拡大の一助となる「PPP/PFI」
国内の建設市場が縮小していく中、今まで培っ
てきた能力を活かしながら、新たな収益源を確
保することが、建設企業にとって重要となる。
それにあたっては、業態転換も見据える必要
があり、従 来の縦 割り分担（ 施 工のみを担当）
から、企画、設計、施工、維持管理・運営まで、
バリューチェーンを横断的に取組めることが価値
となってきている。
そのような中、昨今注目を集めているテーマ
が、先述した「PPP/PFI」である。
PPP（Public Private Partnership：官民 連
携）は、
「民間にできることは民間に委ねる」と
いう方針の下、官民が連携して公共サービスを提
供する手法である。
PFI（Private Finance Initiative）は PPP の
事 業 方 式の一つであり、設 計 や施 工、維 持 管
理・運営、それに係る資金調達をも民間に委ね
るものである。
PFI 法の 3 度目の改正では、官が公共施設等
の所有権を保持しながら、運営権を民間に移譲
する「コンセッション制度」が導入されたことに
より、PFI は更なる広がりをみせている。
PPP/PFI は、対 象となる事業によって適した
方式を検討する必要があり、コンセッション方
式は水道事業や空港事業といった、基本的に利
用者から徴収するサービス料を工面して運営する
事業が適している。
PPP/PFI では非建設事業への参画が欠かせな
いことからも、建設企業にとって収益源の拡大
機会となり得ることは確かである。

「時間が止まった産業」を脱却し、
建設業界にこそ必要な ICT 化が加速する

建設現場の生産性向上に資する「建設生産プロ
ある。
セスの変革」
そのため、手段が先走ることなく導入の目的を明
労働人口が減少する中、建設業界では、熟練
確化し、現場で共有していくことが、ICT の浸透
には欠かせない。
技能者の技・ノウハウ・勘の伝承や、働き方改
革の潮流における現場生産性向上といった課題
IT インフラ刷新による経営基盤の強化を紐解く
に対応し、品質を維持・向上させることが急務と
「新たなテクノロジーの活用」
なっている。
建設現場における ICT 化については先述した
そのため、昨今では、かつてはその労働生産
通りで、ロボットや AI、IoT 等を導入した生産性
性向上の遅れから「時間が止まった産業」とも
向上への取組みは各所でみられている。
いわれた建設業界においても、ICT の積極的な
活用が重要視されている。
それに加えて、建設現場に留まらないところに
国土交通省では、建設現場における生産性向
も目を向けると、建設業界における ICT 化の余
地はまだまだ見えてくる。
上を目指し、建設現場における ICT の全面的な
活用を推奨する「i-Construction」を打ち出し
例えば、RPA やブロックチェーンは、建 設の
ている。
バリューチェーンに直接的に導入することは難し
ICT の活用によって期待される建設現場の変
いと考えられているものの、建設現場以外にお
化は様々である。プロセスや資源状態のデータ
ける導入の余地や期待される効果は多分にあり、
集約による可視化、人手を介さない情報伝達に
人材戦略や IT 戦略、情報戦略等の観点から複
合的に建設企業の経営基盤強化に寄与すること
よる自律化、作業支援により安全・品質・効率
が期待される。
性が向上する省人化、集約されたデータに基づ
また、海外市場や非建設事業の領域に新たな
く新たな知見・知恵の創出による知能化、リスク
収益源を求める上でも ICT は事業基盤を支える
を察知し事前に手を打つ予見化、モノやプロセ
必須のインフラである。
スのネットワークを通じて新たなビジネスモデ
今後、ビジネスにおける判断や意思決定にお
ル・オペレーションモデルを実現する柔軟化がそ
けるデータの影響力がますます強くなり、それに
の例として挙げられる。
AI（ Artificial Intelligence：人工知能）や IoT
伴い ICT の活用が必須となってくることからも、
（Internet of Things：モノのインターネット）、 最新の技術動向や業界内外を問わず先進事例を
また、建築業界独自の技術である BIM（Building
研究することと、それを推進できる IT 組織・人
Information Modeling ）等は、建設現場にそ
材・ガバナンスを整 備することは、建 設企業に
ういった変化をもたらすために用いられる手段で
とっても非常に重要である。

図 5. 新たなテクノロジーの過去、現在、未来
過去
アナリティクス 過去の事象を分析
するに留まる

クラウド

導入・管理コスト
や運用負担が取り
除かれ、サーバの
利用が容易に

コグニティブ・
テクノロジー 機械学習や RPA 等と
の統合により、各技術
の可能性が拡大
ブロック
チェーン

デジタル・
リアリティ

仮想通貨を流通させ
る概念として誕生

現在
過去の分析から洞察
を得て、未来の予測
が可能に

未来
異なる管理元・管理方法
のデータを連携させること
により、膨大なデータの取
込み、分類、管理が可能に

人々が集い、共有し、
イノベーションを創出
するプラットフォーム
の役割に

エコシステムの一部として、
大規模なイノベーションを
促進

膨大なデータによって
高度化したアルゴリズム
が技術の進歩を加速化

意思決定に影響を与える
ことで、ビジネス戦略策定
の中核的な存在に

デジタル資産の管理・
取引の手法として実用化

デバイスの
「かっこよさ」が先行

信頼のおける手法として、
資産だけでなく、契約、
ビジネスプロセスの管理
が可能に

視覚技術や聴覚技術の
進歩により、デジタル世
界を通じた経験を提供

デジタル世界と現実
世界がよりシームレ
スに融合

出所：
「Tech Trends 2019 Beyond the digital frontier」
（2019 年 Deloitte Consulting LLP）をもとに DTC 作成
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建設生産プロセスの変革

アナログからデジタルへ。
ヒトとロボットが共創するモノづくり産業を目指す
テクノロジーの活用が必須となる建設業界
国内の建設業界は熟練技能者の引退と新規入
職 者の減少による人材不足が深 刻 化しており、
生産性向上のためのテクノロジーを活用した省人
化に取組みはじめている。建設業界は一品受注
生産、屋外生産といった特殊性があり、労働集
約型産業であるため、製造業で実現されてきた
ライン生産方式の採用などのような生産プロセ
スの変革は難しいとされてきた。その中で測位
技術等の進化に伴うロボットや IoT を活用した生
産管理、BIM 等による建設生産プロセス全体の
シームレス化に大手建設会社が取り組んでいる。
多くのステークホルダーの巻き込みや企業間
連携に課題を抱えつつもデジタル化に向けた動
きが活発となってきている。

テクノロジーによって変化する建設プロセス
BIM の機能進化や AI の活用によって基本設計
業務の自動化が期待されている。そのためには、
設計データを蓄積し学習させる必要がある。ま
た、建物の維持管理データが蓄積されることで、
企画提案段階から構造物の人の流れや、エネル
ギー消費などのシミュレーションが可能となる。
加えて、並行して発展するロボットを活用した
自動施工に対応した構造や資材のモジュール化
が進み、人だけではなくロボットが効果的に活
用される現場の在り方を想定した設計規格の標
準化が進む。

施工フェーズではロボットや IoT を活用した自
動化が進み、人とロボットが共創する現場への
変革が必要となる。資機材の場内運搬などの単
純作業はロボットに代替され、段取りなどの非
生 産時間が 削 減される。さらには安 全 管 理に
BIM を活用し、ロボットやセンサー類によってリ
アルタイム情報を可視化することで遠隔化が可
能となる。
標準化や自動化によってフロントローディング
が進み、これまでのモノづくりプロセスと比べて
省人化された現場運営が可能となる。現場人員
の削減・再配置による受注機会の拡大、さらに
は、技術開発の促進や新たな事業機会の創出に
向けた取組みへの人材登用も可能となる。

変革への課題
現 状は個 社 が 技 術を起 点としたポイントソ
リューションの検証に留まっているがデジタル技
術を活用するにはデータの標準化や業界が共通
で活用するデータ基盤が重要となる。そのために
は、競争優位性を見出す分野と共通化する分野
の境界を明確に定義し、多くのステークホルダー
を巻き込む必要がある。
今後深刻化する職人の不足を考えると、従来
の熟練した職人同士のモノづくりに加え、新たな
就業者をサポートするテクノロジーの活用が重要
である。

図 6. デロイトが定義するデジタルマチュリティ（成熟度）に対応した建設業界の姿
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企 画 か ら 運 営ま で 包

括 的な事 業 への 進出

AI の 進 化 に よ る 基

して ポイントソリュー
ション の 導 入 を 試 行

工の上 流 下流 の 情 報

ビジネス・オペレーショ
ンのデジタル変革の成
果として、顧 客 価 値・
競争優位を創出

ギ ー 消 費 の シミュ

業 界 全 体 で 統 一され

たプラットフォームの
構築

PPP/PFI の拡大

コンセッション事業は次世代の成長ドライバーと成りうるか
PPP/PFI とは
PPP（Public Private Partnership、 以 下
PPP）は国内においては �官民連携� または �公
民 連 携 � と呼 ば れる。PFI（Private FinanceInitiative、以下 PFI）は PPP の一類型であり民

間の資金やノウハウを活用した社会資本の整備
手法を指す。国内でも 1999 年の PFI 法成立以
来、着実に広がりを見せている。

PPP/PFI の歴史的変遷
PFI の思想は 1970 年代 末のイギリス政権下

で示された構造改革路線を背景に誕生している。
国営企業の民営化から始まり、公共サービスの
アウトソーシングと続き 1992 年同国において正
式に制度化された。
国内での PFI 法（民間資金等の活用による公
共施設等の整備等の促進に関する法律）成立は
1999 年である。イギリスと同様に当時の構造
改革路線を背景としているが、同時に金融危機
も発生しており、構造改革路線続行か・経済立
て直しのための財政出動かの舵取りの判断が困
難な状況下で成立している。

PFI 法改正とコンセッション制度の誕生
PFI 法は 施 行以 来、2000 年代 前半に 2 回、
2010 年代前半に 2 回法改正されている。
PPP/PFI には 様々な 形 式 があるが 特 にコン

セッション（公共施設等運営権）制度等が導入
された 2011 年の第 3 回法改正は、対民間への
公物管理権の実質的な部分開放となるため重要

視された。
コンセッション制度の特徴としては、PFI の事
業内容及びサービス料金等決定権の民間移譲、
運営権への抵当権設定による資金調達円滑化が
挙げられる。これにより PFI 事業の運営自由度
を高め民間事業者に参画インセンティブを付与
する狙いがある。
事業領域としては愛知県有料道路から始まり
関西国際空港等の空港分野へと拡大している。
今後については内閣府で事業化目標設定してい
る上下水道や MICE 施設等について事業化件数
増が期待されている。

PPP/PFI 推進の課題
PPP/PFI 推進上の課題は推進プロセスの各所
で発生する発注側・受注側双 方が感じる PPP/
PFI 事業に対する様々な �不慣れ� であると推進

母体である内閣府は見ている。
具体的には、発注側では民間事業者からの提
案 獲 得 手法 や担当職 員のスキルノウハウ不足、
受注側では施設運営経験の不足や契約時の公民
のリスク分担に関するノウハウ不足などである。
これらの課題を解決して① PPP/PFI に対する
�不慣れ� の解消→②発注件数増による参画企業
の拡大→③ PPP/PFI 市場の拡大といった正のス
パイラルを構築することが今後の施策方針となっ
ている。

図 7. PFI 事業 実施状況
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図 8. PPP/PFI の類型
事業形態
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Smart City の実現に向けて
IoT を駆使して次代の都市課題に挑む。
世界が取組むビジネスフロンティア

これからの都市が抱える課題
2018 年 5 月に国連が公表した報告書「世界
都市人口予測 2018 年改訂版」では、2050 年
には世界人口の 3 分の 2 以上が都市に集中する
と予測している。居住者にとって魅力的で、国際
競 争力を有する都 市づくりの実 現のためにも、
都市の担い手である自治体は、この人口集中に
よる急激な都市化と同時に、自然環境の保護、
安全の確保、透明で公正な行政機能、地域産業
のイノベーション創出等も進めなければならない
難しい局面に立たされる。

世界における Smart City の現状
Smart City とは、IoT（Internet of Things：
モノのインターネット）をエネルギー、生活インフ
ラの管理に用いることで、効率的な資源配分、無
駄のない交通・物流の実現等による生活の質の向
上、都市運用の効率化が実現された都市を指す。
世界各国で多岐にわたるプロジェクトが進めら
れているが、大きくは 2 つのパターンに分けられ
る。既存の都市を改良するブラウンフィール型の
開発と、郊外にゼロから新たな都市を開発する
グリーンフィールド型の開発である。前者は、ロ
ンドン、ニューヨーク、東京など大都市での取
組みを皮切りに、交通、行政サービス、医療等
の様々な領域での取組みが進められている。後
者は、代表的な例をあげるとアルファベット社に
よるトロントのキーサイド、中国の雄安新区等の
国家レベルの超大規模プロジェクトが計画され
ている。ただし、これらいずれの計画も住民の
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反対や政治的、経済的要因等に起因するなんら
かの課題を抱え、必ずしも順調に進んではいな
いのが現状である。

日本における Smart City の現状
日本においても Smart City に対する取組みが
進められているが、世界最大のメガシティといわ
れる首都東京が人口減少に転じることが予測され
ており、世界の他の都市と一線を画す特有の都
市課題を抱えている。そのため、日本では既存
の都市ストックの活用、オーバースペックになる
都市インフラの効率化等のブラウンフィールド型
の開発が主流となることが想定され、日本独自
の Smart City が進んでいくことが想定される。

建設業界の Smart City 戦略
今後、建設業界が Smart City を新たなビジ
ネスフロンティアとして成長を実現するためには、
世界の各都市への参入を視野にいれながら国内
の開発に関与していくことが重要である。
日本の都市インフラを構築し、支えてきた事
業者として、国内のブラウンフィールド型 Smart
City において、その力を発揮できることは想像
に難くない。一方、国内に偏ることで、都市課
題が大きく異なる世界のグリーンフィールド型開
発で存在感を示すためのノウハウ獲得が難しくな
る。そのため、足元の国内案件の取組みにおい
ては海外で活きるノウハウが得られるか、パート
ナー企業との関係構築ができるか等に視点をお
いて関与していくことが必要となる。

図 9. デロイトの Smart City フレームワーク
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により土壌汚染等に関する情報の一元管理を行う
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地図情報等による地域経済の見える化によるエリアマーケティングの高度化や、行政
機能のデジタル化による許認可手続きの合理化・迅速化により街づくりのスピードを
速める

Security（安全）

災害、犯罪、事故の発生履歴の蓄積や防犯カメラ、センサーの設置等による危険エ
リアの予測及び、それに対する予防策を展開し、都市の安全性を高める

Living（居住）

建物へのスマートメーター設置等により収集したパーソナルデータの活用による地域
医療や日用品の販売・物流等からライフスタイルのスマート化に寄与する

Education（教育）
バーチャルラーニング、拡張現実による学ぶ場の拡大、教育のパーソナライズ化を進
め、体験型学習とデジタルコンテンツによる相互補完を実現する

新たなテクノロジーの活用

クラウド、アナリティクスは「効率」から「価値創造」という次のステップへ
今後の鍵はコグニティブ、デジタル・リアリティ、ブロックチェーンを含めた総合的な理解と応用

これまでデジタル化を牽引してきたクラウド、
アナリティクスなどの先進テクノロジーは、企業
戦略、ビジネスモデル、業務に大きな変化をもた
らした。また近年では、コグニティブ・テクノロ
ジー、デジタル・リアリティ、ブロックチェーンと
いった新たなテクノロジーが企業にとって大きな
影響力を持ち始めている。
ここでは、上記 5 つのテクノロジー領域の最新
動向についてまとめる。
クラウド
企業が IT 資産の保有からクラウドの利用に舵
を切り始めて久しいが、今、企業にとってクラウ
ドの位置づけが変わろうとしている。
これまでクラウドは、主に IT コスト削減の手
段でありデータセンターの延長線上にあったが、
今後は事業創造、新商品開発、バリューチェー
ン変革といった新たな価値創出を目的としたプ
ラットフォームとしてどのくらい活用できるか、と
いう点が鍵となってくる。
企業の要求の変化に伴い、クラウドサービス
を提供する企業も、IaaS、PaaS、SaaS といっ
た低コストで効率的に利用可能な選択型プラッ
トフォームの提供という価値訴求から、顧客企
業が AI、コグニティブ、ブロックチェーンといっ
た新たなテクノロジーにアクセスするためのプ
ラットフォームとしての価値を追求することが想
定される。

アナリティクス
これまでのアナリティクスは、過去に起きたこ
とや今起きていることを明らかにするまでに留
まっていたが、今後は将来起こることの予測やそ
れらを踏まえた提言を可能にしていくことが求め
られる。
そのためには、情報をどのようにデータ化し、
自社データだけでなく世の中に存在する非構造
化データを含めた膨大なデータにどのようにアク
セスし、それらをどのように解析するかが鍵とな
り、IoT やコグニティブ・テクノロジーの進歩に
よって、企業はより有意義なインサイトを得られ
るようになることが期待される。
コグニティブ・テクノロジー
自然言 語処理、音声認識、画像認識、機械
学習、RPA などの技術の進歩により、それらが
連携しながら機械が人間の作業を補助、代替す
るようになった。
またビジネスの現場において、膨大なデータと
高度化したアルゴリズムが問題解決の重要な要
素として認識されるようになり、今後は経営の意
思決定にも影響を与える存在になっていくことが
期待されている。
作業ではなく判断、意思決定の面での貢献に
対する期待の高まりとともに、判断材料となる
データのボリューム、正確性を保つための IoT や
セキュリティ技術がより重要性を増している。

デジタル・リアリティ
視 覚 技 術、聴 覚 技 術の進歩は、VR/AR/MR
と呼ばれるような、よりリアルなデジタル世界の
提供を可能とした。
これまで可視化できなかった現実世界の情報
をデータ化し、解析した結果をデバイスを通じて
フィードバックする IoT もデジタル・リアリティ領
域の重要な技術のひとつである。
IoT に関しては、
「エッジ・コンピューティング」
という考え方が注目されている。ローカルサー
バーやマイクロデータセンターなど、データが生
成されるところに近い場所やデバイス上で解析を
行う技術で、センサーやカメラに小さく低電力の
解析用チップを埋め込む開発も進んでいる。判
断スピード向上や信頼性の低いネットワークへの
依存度を下げるなどの効果も見込まれ、IoT プ
ラットフォームのアーキテクチャ設計において主
要なコンセプトとなることが予想される。
一方、デバイスに近いところにデータが配置さ
れることに伴い、セキュリティについても合わせ
て考える必要がある。
ブロックチェーン
トレーサビリティとアカウンタビリティの面で
効果を発揮するブロックチェーンは、実証段階か
ら実用段階へと移り、規模、適用範囲、複雑性
を増した事例を模索する企業も出てくるなど、着
実に拡大路線を歩んでいる。

また最近では、ブロックチェーンの分散台帳
管 理のコンセプトや技 術をこの領域に活用し、
ICT 活用の際に常に課題となる高いセキュリティ
要件に応えながら現場のオペレーションをスムー
ズに行うというコンセプトも出てきており、コグ
ニティブや IoT といった新たなテクノロジーの発
展を下支えする位置づけでの活用も期待されて
いる。

建設業界におけるテクノロジー活用
建設業界では、主に生産現場の効率化を目的
とした ICT 技術活用が進んでいる。しかし、要
求事項の高度化に伴い、個々の課題に単独のテ
クノロジーを適用するだけでは効果を創出するこ
とが難しくなってきている。
また、海外市場や非建設事業の領域に新たな
収益源を求める上でもテクノロジーは事業基盤
を支える必須の要素であり、建設業界の各企業
にとって、最新の技術動向を研究、総合的に理
解して自社の中長期的な ICT ロードマップを明
確にすること、建設業界で未だ実績の見られな
いテクノロジー活用事例の適用または応用可能
性について探ること、それらを推進することので
きる IT 組 織・人材・ガバナンスを整 備すること
が非常に重要になってくるであろう。
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海外建設市場の動向と展望
世界の建設業ランキング
1,098 兆ユーロ

財務指標
売上高
時価総額

上位
100 社

5,020 億ユーロ

2016 年から
6% 増加

2017 年の上位 100 社の総売上高

国際化
多様化
収益性
負債額
その他財務比率

2017 年の上位 100 社の時価総額

2016 年から
2% 増加

ハイライト

2017 年から 2035 年の間に、69.4 兆米ドル（同期間の世界の GDP の最大 4.1% に相当）の
インフラ投資が必要となる。
世界のインフラへ投資の 60% 以上が、新興市場、とりわけアジアに対して行われる。
中国、日本、フランス、アメリカに拠点を置く建設企業が、業界上位 100 社の大半を占めた。

2017 年末において、世界の建設業ランキング企業上位 30 社の時価総額の合計は 3,810 億ユーロとなり、
前年 2016 年から 3% 増加した。
国際化とポートフォリオの多様化が、上位企業の最重要な成長戦略である。
主要建設企業の総売上高のうちの 23% が、海外市場によってもたらされるとともに、
総売上高の 23% が非建設事業によってもたらされた。
世界の建設業ランキング上位 30 社の 50% 以下が、国内市場においてのみ事業を展開している。
世界の建設業ランキング上位 30 社の総売上高、支払金利前税引前利益（EBIT）、当期純利益は、
それぞれ 8% 、14% 、28% 増加した。
建設会社上位 100 社の多様化している領域は不動産開発、施工・保守管理、コンセッションである。
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売上高、時価総額における上位 10 カ国
2017 年世界の
建設業ランキング
に記載されている
企業数（国別）

売上高
（単位：十億ユーロ）

に対する
2017 年の変化率

2017 年の

時価総額
（単位：十億ユーロ）

2016 年の時価総額

(27%)

2017 年の

に対する

2017 年の変化率

#1

中国

10

€ 440.5

5%

€ 113.3

#2

日本

14

€ 149.9

15%

€ 76.8

9%

#3

フランス

3

€ 88.4

5%

€ 74.9

33%

#4

アメリカ

11

€ 84.9

5%

€ 55.6

19%

#5

韓国

7

€ 70.2

5%

€ 26.4

(1%)

#6

スペイン

7

€ 67.2

9%

€ 34.7

12%

#7

イギリス

12

€ 48.6

(0%)

€ 35.3

32%

#8

スウェーデン

4

€ 29.0

6%

€ 12.2

(23%)

#9

オーストリア

2

€ 17.8

13%

€ 4.4

(3%)

オランダ

4

€ 16.2

(3%)

€ 3.5

124%

#10

#: 2017 年世界の建設業ランキング上位 100 社にランク入りしている企業の売上高、時価総額における上位 10 カ国
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2016 年の売上高

売上高上位 10 社
本拠地

2017 年の

売上高
（単位：十億ユーロ）

2016 年の売上高

に対する
2017 年の変化率

2017 年の

時価総額
（単位：十億ユーロ）

2016 年の時価総額
に対する

2017 年の変化率

#1

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

中国

€ 138.1

6%

€ 34.5

(4%)

#2

China Railway Group Ltd.(CREC)

中国

€ 90.2

5%

€ 14.1

(46%)

#3

China Railway Construction Corp. Ltd. (CRCC)

中国

€ 89.2

4%

€ 13.1

(39%)

#4

China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC)

中国

€ 60.3

3%

€ 15.2

(48%)

#5

Vinci

フランス

€ 40.2

6%

€ 50.3

32%

#6

Actividades De Construccion Y Servicios, S.A. (ACS)

スペイン

€ 34.8

9%

€ 10.1

7%

#7

Bouygues

フランス

€ 32.9

4%

€ 15.8

31%

#8

Metallurgical Corporation of China Ltd. (MCC)

中国

€ 31.9

7%

€ 5.1

(55%)

#9

大和ハウス工業株式会社

日本

€ 29.5

23%

€ 17.8

9%

Samsung C&T Corp.

韓国

€ 22.9

5%

€ 16.1

(0%)

#10

#: 2017 年世界の建設業ランキング上位 100 社にランク入りしている売上高上位 10 社
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時価総額上位 10 社
2017 年の

時価総額
（単位：十億ユーロ）

2016 年の時価総額

フランス

€ 50.3

32%

中国

€ 34.5

(4%)

インド

€ 21.2

41%

に対する

2017 年の変化率

#1

Vinci

#2

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

#3

Larsen & Toubro Ltd. (L&T)

#4

大和ハウス工業株式会社

日本

€ 17.8

9%

#5

Samsung C&T Corp.

韓国

€ 16.1

0%

#6

Bouygues

フランス

€ 15.8

31%

#7

China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC)

中国

€ 15.3

(48%)

#8

China Railway Group Ltd. (CREC)

中国

€ 14.1

(46%)

#9

Ferrovial

スペイン

€ 13.8

11%

中国

€ 13.1

(39%)

#10

China Railway Construction Corp. Ltd. (CRCC)

#: 2017 年世界の建設業ランキング上位 100 社にランク入りしている時価総額上位 10 社
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本拠地

世界の建設業ランキング上位 30 社
の時価総額の合計は、3,811 億ユー
ロに相当する。

Vinci は、2017 年の売上高では第
5 位にランク入りしており、2017 年

の建設業界でも市場価値の高い企業
となっている。

海外売上上位 10 社
本拠地

国外での売上高
（単位：十億ユーロ）

国外での売上高が
占める割合

#1

ACS

スペイン

€ 30.4

87%

#2

Vinci

フランス

€ 16.6

41%

#3

China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC)

中国

€ 13.9

23%

#4

Skankska

スウェーデン

€ 12.2

75%

#5

Bouygues

フランス

€ 11.9

36%

#6

Strabag

オーストリア

€ 11.3

84%

#7

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

中国

€ 11.1

8%

#8

Ferrovial

スペイン

€ 9.4

77%

#9

Fluor

アメリカ

€ 8.4

48%

韓国

€ 7.8

56%

#10

Doosan

2017 年世界の建設 業ランキング上
位企業は 5 つの大陸に存在しており、

その企業は自国の市場以外での売上
高が総売上高の最大 23% を占める。

2017 年世界の建設業ランキングで
は、ACS、Vinci、CCCC がグローバ
ル市場における上位 3 企業である。

#: 2017 年世界の建設業ランキング上位 100 社にランク入りしている海外売上上位 10 社（国別）
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グローバル市場の見通し

世界の建設業界の見通しは明るく、居住、非居住、インフラ領域においてさらなる成長が見込まれる
2017 年から 2035 年の間に、69.4 兆米ドル（同期間の世界の GDP の最大 4.1% に相当）
のインフラへの投資が必要となる見込み

北米
• 2017 年 に GDP は 3% 増 加し、2018 年 および
2019 年には同様の状況が継続すると見込まれる。
• アメリカで建設に対する投資は、2017 年に約 2%
増加し、2018 年、2019 年にはそれぞれ、2.3%、
2.1% 増加することが見込まれる。
ラテンアメリカ
• ラテンアメリカおよびカリブ海 諸国での 2017 年
GDP 成 長 率 は 0.9% であ ると推 定 さ れており、
2014 年以来初めてプラスに転じた。
• GDP の回復基調はより強まることが予想され、成
長率は 2018 年には 1.9%、2019 年には 2.6% に
なると見込まれる。
アフリカおよび中東
• 中東および北アフリカ（MENA ）地域での GPD 成
長率は、2018 年には 3.2%、2019 年には 3.6%
と見込まれる。
• MENA 地域での建設市場は、世界での GDP 成長
速度を上回り、2018 年には 5.8% 増加し、金額
にして 2,250 億米ドルに達すると見込まれる。
17

60% が新興市場、とりわけ
アジアに対する投資

インフラに対する支出度合は、地域によって大きく異なる。

20% がアメリカとカナダ
に対する投資

欧州連合（EU）
• EU-27 地 域 に お いて、 実 質 GDP は 2017 年 に
2.8% 増加し、建設に対する投資は 3.8% 増加し
た。
• EU での 2018 年および 2019 年の見通しは明るく、
建設に対する投資は、それぞれ 3.4%、3.0% 増加
することが見込まれる。
アジア
• 見通しは依然として安定しており、GDP 成長率は
2018 年には 6.2%、2019 年には 5.1% と見込ま
れる。
• 中国の著しい台頭により、2017 年から 2020 年に
おいてアジアは 3 分の 1 以上のシェアを占め、引
き続き「グローバル市場の主要な成長ドライバー」
であり続けると見込まれる。
オセアニア
• オーストラリアの GDP は 2017 年に 2.4% 増加し、
2019 年までは年間成長率が最大 3% であると見
込まれる。
• ニュージーランドでの建設ブームは、今後数年続く
と見込まれる。

実質 GDP 成長率（2019 年における成長率の変化）

世界の GDP 成長率は、2017 年に 3.8% に達し、過去 5 年間で最も速いペースでの成長を記録

10% ＜

6% ～ 10%

3% ～ 6%
0% ～ 3%

＜ 0%

データなし

出所：IMF「世界経済見通し」
（2018 年 4 月）
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グローバルプレーヤーの戦略

世界の建設業ランキング上位 30 社の戦略
二つの最重要戦略：国際化と多様化
戦略ごとのカテゴリー
国内建設事業グループ

• 主に国内での建設活動に注力している企業
を指す。
• 2017 年世界の建設業ランキング上位 30 社
の最大 50% が本カテゴリーに含まれる。

国外建設事業グループ

総売上高

5

世界の建設業ランキング上位 30 社
に入る日本企業 5 社は、非建設事
業と海 外 事 業 の 平均 売 上 比 率
（18% と 12%）を達成している。

1,399 億ユーロ

865 億ユーロ

433 億ユーロ

2017 年世界の建設業ランキング
上 位 30 社 の 総 売 上 高のうち
17%

2017 年世界の建設業ランキング
上 位 30 社 の 総 売 上 高のうち
11%

2017 年世界の建設業ランキング
上 位 30 社 の 総 売 上 高のうち
5%

• 主要事業を自国の市場において実施してい
る企業を指す。

総売上高

2017 年世界の建設業ランキング
上 位 30 社 の 総 売 上 高のうち
68%
世界の建設業ランキング上位 30 社
のうち、中国企業 6 社が本カテゴ
リーに含まれる。

国外コングロマリット企業

• 事業ポートフォリオの多様性の度合が比較
的低く、国外の建設事業による売上割合が
極めて大きい企業を指す。

5,719 億ユーロ

6

国内コングロマリット企業

5

当該グループにはヨーロッパ企業

7 社のうち 5 社が属している。

• 極めて多様化された事業ポートフォリオや、
国外で強力なプレゼンスを有する企業を指
す。

総売上高

5

Samsung C&T、積水、Aecom、
Eiffage、L&T の 5 大グル ープ が
本カテゴリーに含まれる。

総売上高

3

F e r r o v i a l、D o o s a n、F l u o r
Corporation の 3 グル ープ が 本

カテゴリーに含まれる。

2017 年には、世界の建設業ランキング上位 30 社の総売上高のうち 23% が国外で計上され、
総売上高のうち、別の 23% が建設以外の活動から得られている。
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Vinci, S.A.
Vinci, S.A. は、世界 100ヵ国以上に 183,000
人以上の従業員を擁する、コンセッション事業
や建設事業におけるグローバルプレーヤーであ
る。同社は、フランス人エンジニア Alexandre
Giros 氏と Louis Loucheur 氏によって 1899
年に設立され、デロイトが公表している世界の
建設業ランキングに於いて、2017 年の売上高第
5 位にランク入りし、同年の時価総額は、グロー
バルな建設企業グループの中でトップを誇った。
同 社の主 要な株 主は、機 関 投 資家（73.6%）

であり、その内訳はフランス国内（15.3%）および
国外（58.3%）となっている。その他株式は、個
、Qatari Diar
人株 主（7.7%）や従 業 員（8.8%）
Real Estate Investment Company（3.8%）が
保有している。また、自己株式が全株式の 6.1%
を占めている。
Vinci, S.A. の戦略は、同社のコアビジネスであ
る、コンセッションと請負業務の展開に重点を置
いている。

図 10. 国・地域ごとの売上

図 11. セグメントごとの売上
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82%

15,000
59%

0

アフリカ

82%

20,000

5,000

フランス

1%

35,000

5,000

ドイツ

1%

40,000

2017

中央・東ヨーロッパ

その他ヨーロッパ

2016

イギリス
アメリカ

アジア・中東、その他の国・地域

17%

17%

2017

2016

コンセッション

請負

持株会社その他

コンセッション
コンセッションの売上は大幅に増加し、2017
年には前年度比で 10.3% 増の 69.45 億ユーロ
に達した。売上増加の主な要因は、大型車の通
行量の回復（2008 年の経済危機以前レベルま
で）や、ドミニカ共和国、リヨン、ペルーの空港
での通年売上の寄与分等が挙げられる。構造面
から比較すると、売上は 5.9% 増加した。Vinci
Concessions は、グループ全体の売上の 17.3%
および営業利益の 71.4% を占めている。
特筆すべきは、同グループが 2017 年にトゥー
ル・ボルドー間（302 ㎞）の高速鉄道新線の建
設、設計、再委託を管轄するプロジェクトの受
託業者に選定されたことである。同グループは、
2061 年まで同鉄道線のメンテナンスや運営を行
う予定となっている。また、Vinci Airports は、
わずか 2 年間で数か国にわたり、約 10 カ所の
空港を新たに運営し始めるなど、航空圏を拡大
しており、世界の 5 大空港運営業者の一つとなっ
ている。
Vinci Concessions は、交通インフラや公共
施設関連のコンセッションを、世界中に展開・
運営することによって構成される安定したポート
フォリオを築いている。上述の通り、主なサービ
ス提供先としては、空港、高速道路・道路イン
フラ、鉄道インフラ、スタジアム、駐車場などが
挙げられる。
同社のコンセッションポートフォリオには、新
たにサルヴァドール（ブラジル）、神戸（日本）、
ベオグラード（セルビア）の３空港が加わってい

る。また、VINCI Highways は、ドイツとロシ
アにおける新たな契 約を勝ち取った。さらに、
2017 年 7 月 2 日には、トゥール・ボルドー間を
結ぶ南ヨーロッパ大西洋高速新線が営業を開始
し た。 上 記 を 踏 ま え る と、 近 年 の VINCI
Concessions の進 展は「世界規模での事 業 拡
大」という同社の目標を具現化したものだと言え
る。
VINCI は、ヨーロッパの高速道路コンセッショ
ン事業者としてもトップに位置する。フランスで
4,391 ㎞ に及 ぶ 交 通 網 を展 開している VINCI
Autoroutes が、その推進役である。世界規模
での事業拡大に関連するものとしては、2017 年、
高速道路部門においても大規模なプロジェクト
が実施されたことが挙げられる。同年 1 月、同
社は、新高速道路建設のための投資プランをフ
ランス政府との間で合意した。本合意によって、
4 億ユーロ以上の投資が計画されている。
請負

Vinci Energies、Eurovia、Vinci Construction
は、100ヵ国に拡がる企業の強固なネットワーク
を構築している。2017 年には、請負による総売
上高は 4.3% 増加して 328.3 億ユーロに達し、
総 売上高の 81.6% を占めた。また、営業 収 益
は 3.8% 増加した。

上記の業績向上は、フランス国外における同
グループの活動でも見て取れる。ビジネス環境
が、石油、ガス、日用品などの価格によって大き
く変動する国々においても、売上が増加したこと
は、その証左である。また 2017 年は、同社の
請 負業務内容が世界規模で拡 大した年でもあ
る。とりわけ、再生可能エネルギーの領域にお
ける活動範囲が拡大した。
ビジネスラインごとの概要は以下の通りであ
る。Vinci Energies の売上は、107.59 億ユー
ロに増加した。フランスでは、売上が 4% 増加
し、55.05 億ユーロに達した。この売上増加は、
全ビジネス領域での成長を表しており、その成長
（程度
を牽引役は ICT（情報通信技術）部門と、
がやや低くなるものの）インフラ、サービス、工
業部門である。
フランス国外では、総売上高は前年比の 7%
増加し、52.54 億ユーロに達した。この売上増
加の要因は、ポルトガルの Novabase IMS や、
スペインの Acuntia と ASAS など、ヨーロッパ
での数々の買収が挙げられる。
上 記 の 他、 同 社 は、Horlemann、Eitech、
および Infratek 等を買収したが、2017 年の売
上に与えた影響は限定的だった。
ヨーロッパ外では、ニュージーランド、インド
ネシア、モロッコにおいて、堅調な自律的成長が
為され、ビジネス水準・規模を支えた。
Eurovia は、交通や都市開発インフラにおけ
る世界的なリーディングカンパニ―である。
フランスで強固な基盤を築き続けている一方で、

現在では売上の 43% が、フランス国外、とりわ
けヨーロッパやアメリカ大陸での事業によってもた
らされている。特に注目すべき点は、2017 年の営
業利益である。前年 2016 年の 2.43 億ユーロか
ら約 24% 増加し、3.01 億ユーロに達した。
Vinci Construction は、フランスの大手建設
会社であり、世界の主要プレーヤーである。連結
会社 700 社を有し、世界 100ヵ国以上に 67,000
人の従業員を擁する。本部門の売上は 139.6 億
、グ
ユーロに達し（前年 2016 年から 2% 増加）
ループ全体の総売上高の 35% を占めた。
Vinci Construction のビジネスは、三つの要
素から構成されている。
▶ Vinci Construction France を通じたフラン
ス子 会 社 の ネットワ ー ク、お よ び Vinci
Construction UK、Warbud、Prumstay、
SMP、SMS（中央ヨーロッパ）
、Sogea-Satom
（アフリカ）
、HEB Construction（ニュージー
ランド）を通じたグローバルネットワーク。
▶ グローバル市場に対してサービスを提供す
る 専 門 的 活 動：Soletanche Freyssinet
（ 基 盤・地 盤 技 術、 構 造、 原 子力 事 業 ）、
Entrepose Contracting（石油・ガス部門
向けインフラ）。
▶ 複合的なプロジェクトの遂行、管理に従事する
部門。Vinci Construction Grands Projets、
Vinci Construction Terrassement、Dodin
Campenon Bernard は、 世界 中で主 要な
都市工学・建設プロジェクトに従事してい
る。

特筆すべきは Vinci Immobilier で、コンセッ
ションや請負に比べれば小規模ビジネスではあ
るものの、2017 年には前年比 15.7% 増の 8.96
億ユーロの売上を生み出した。

2017 年の業績
Vinci の 2017 年 の 売 上 は、5.7% 増 加 し、
402.48 億ユーロに達した。また、グループ会社
の業績と市場動向への適応力が最適化されたこ
図 12. 業績主要データ（単位：百万ユーロ）
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とにより、EBITDA は 9% 増の 65 億ユーロに達
した。
売上における国内・国外市場の割合は安定感
を保ち、国外市場が総売上高の 41% を占めてい
る。また、国内・国外市場における売上は、それ
ぞれ 5.6% と 5.8% 増加した。
好調な業績のおかげで、2017 年には時価総額
が 40.3% 増加し、2017 年末の時点で 503.36
億ユーロに達した。
増減率（2016 ⇒ 2017）

2017

2016

43,527
26,276
69,803

43,016
24,915
67,931

1.2%
5.5%
2.8%

18,383
21,391
30,029
69,803

17,006
21,110
29,815
67,931

8.1%
1.3%
0.7%
2.8%

40,248
23,680
16,568
32,830
7,418
6,500
4,607
2,079
2,046

38,073
22,418
15,655
31,466
6,607
5,966
4,174
2,545
2,505

5.7%
5.6%
5.8%
4.3%
12.3%
9.0%
10.4%
-18.3%
-18.3%

14,001
50,336

13,938
35,884

0.5%
40.3%
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Lendlease
Lendlease は、Dick Dusseldorp 氏によっ
て 1958 年にシドニーで設立された。不動産や
インフラ資産の設 計、開発、建 設、資金調達、
所有、共同出資および運営に従事している。
Lendlease は、約 12,000 人の従業員を擁す
る、オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリ
カ大陸で事業を展開するグローバルな大手企業
グループである。近年では、特にアメリカ大陸で
の活動が顕著で、シカゴの Riverline やボストン
の Clippership Wharf、 ニューヨー クの 277
Fifth Avenue などのプロジェクトの立上げが始
まっている。また、同社にとって初となる、アメ
リカ西海岸サンフランシスコでの開発プロジェク
トの受注も決まった。
Lendlease の 主 な 株 主 は、 同 社 の 従 業 員
（3.64%、従 業 員 持 株 制 度 使 用）、Vanguard
Group（2.85%）、および BlackRock Advisors
（2.61%）である。
Lendlease は、主要戦略として安全性、イノ
ベーション、持続可能性に注力しており、建設、
投資管理、インフラ開発の三つのビジネスセグメ
ントを通して事業を展開している。
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建設
本セグメントでは主に、居住、オフィス、小売、
ヘルス、防衛、交通の領域で事業を展開してお
り、プロジェクト・マネジメント、設計および建
設サービスを提供している。加えて、オーストラ
リアではエンジニアリングサービスが本セグメン
トに含まれる。
建設セグメントは Lendlease で最も売上が大
きいビジネスであり、2017 年のグループ総売上
高の 76% を占めている。
建 設セグメントによる売上は、2016 年から
5% 増加し、126.44 億オーストラリアドルに達
した。また、EBIT は 2016 年から 9.7% 増加し、
12.43 億オーストラリアドルに達した。売上増加
の背景には、ニューヨークでの高層ビルなど、いく
つかの注目度の高い大規模なプロジェクトの完成、
お よび シドニー の International Convention
Centre の完工などが挙げられる。
Lendlease は、シドニーの Opera House や
ニューヨークのワールドトレードセンターの跡地
にできた National September 11 Memorial
& Museum、 マ レ ー シ ア の Petronas Twin
Towers、 イギリスの Athletes� Village など、
世界的に有名な建設プロジェクトに関与してき
た。
Lendlease の大陸ごとの主要プロジェクトは
以下の通りである。
オーストラリア：エンジニアリングサービスを
活用した社会インフラの建設および資産管理を
実施している。同社が実施した主要交通インフ

ラプロジェクトには、Anzac Bridge や、Pacific
Highway の一部が挙げられる。
アメリカ大陸：20 年以上にわたり、3,500 以
上もの建設プロジェクトを展開してきた。また、
ニューヨークの 432 Park Avenue に所在する、
世界一高い超高層マンションなど、アメリカ有数
の建設プロジェクトに関与してきた。2017 年に
は、ニューヨークの Jacob K. Javits Convention
の拡張などの大型契約を勝ち取った。
アジア：シンガポールでは、400 以上ものプ
ロジェクトを実施しており、製薬会社や通信会
社などの外部クライアントに注力している。しか
し、現在建設セグメントを支えているのは、内
部の都市化パイプラインである。約 6.8 億オー
ストラリアドルに相当する業務が今後見込まれて
いる。
ヨーロッパ：Lendlease は、ロンドンのキン
グス・クロスに建 設される Google の新しい本
社ビルの主要請負業者に選定された。
建 設セグメントの見 通しは引き続き好 調で、
206 億オーストラリアドルの売上が見込まれる。
強力な内部開発パイプラインが、グループの全
地域における建設セグメントの強固な基盤となる
と予想されている。とりわけ、アジアは内部パイ
プラインによる業務提供に依然として注力してい
る。

開発
開発セグメントは、都市化、コミュニティ、老
人ホーム、インフラ開発の領域にわたるプロジェ
クトから構成されている。Lendlease は、土地
の確保から、基本計画の策定、官公庁やコミュ
ニティとの調整、プロジェクト・マネジメント、
販売およびリースまで、開発プロセスの全体を
管理している。
コミュニティや老人ホームビジネスは、オース
トラリア全域において強力なプレゼンスを有して
いる。さらに Lendlease は同グループの専門知
識を活かし、アメリカ大陸での通信インフラ開
発にも従事している。
本セグメントの総売上高は、34.32 億オースト
ラリアドルに達した。Lendlease の総売上高の
21% を占め、前年 2016 年から 35% 増加した。
この成長は主に、オーストラリアでの商業開発・
アパート開発の好調な業績によって支えられた。
その一例として、東海岸では 90,000 平方メート
ル以上のオフィスがリースされたことが挙げられ
る。
オーダーブックは 1% 増加して 493 億オースト
ラリアドルに達し、確かな収益の見通しが立って
いる。これには、都市化プロジェクトにおける
346 億オーストラリアドルや、コミュニティや老
人ホームプロジェクトにおける 147 億オーストラ
リアドルの収益見込みが含まれてる。

投資
本セグメントでは主に、ビジネスの他の領域で
生み出される投資を中心とした資産の保有と運
用を行っている。例えば、Lendlease は、同社
の従業員に対して老人ホームビジネスビジネスを
提供しており、米軍住宅ポートフォリオにも出資
している。

さらに本部門は、オーストラリア、アジア、ヨー
ロッパで卸売投資管理プラットフォームを展開し
ている。これらの地域において、同社は年金基
金、ソブリン・ウェルス・ファンド、投資マネー
ジャー、保険会社の代 理として投資を行ってお
り、およそ 150 もの機関投資家に対して、高品
質な不動産やインフラ資産へのアクセスを提供し
ている。
投資セグメントの売上は、グループの総売上
高の 3% を占め、前年比 12% 増の 5.65 億オー
ストラリアドルに達している。

図 13. 国・地域ごとの売上

図 14. セグメントごとの売上
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図 15. 業績主要データ（単位：百万オーストラリアドル）
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2017 年の業績
Lendlease は、2017 年に安定した業績を記
録した。当期純利益は、前年の 6.98 億オースト
ラリアドルから増加し、7.59 億オーストラリアド
ルに達した。
総売上高は 9.4% 増の 166.59 億オーストラリ
アドルに達し、EBIT の 9.7% 増にも裏付けられ
るように、2017 年は堅調な業績と好調な結果を
達成した。

国内での売上は、国外での売上よりも増加率
が大きく、前年から 13.78 億ドル増の 100.45 億
オーストラリアドルを記録した。
地域別では、売上が最も多いのはオーストラ
リア大陸で、同グループの総売上高の 60% を占
めている。 アメリカ大 陸（28%）、 ヨーロッパ
（8%）がそれに続く。
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