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　本章では、建設業の多角化・新分野展開をバックアップする事業
である建設業の元気回復事業のフォローアップ等を通じて得られた
情報をもとに、建設業による新分野展開の課題について整理を行
う。

【第２章の要旨】
≪建設企業の新分野展開の課題≫
①建設業とあまりに関連性が低いテーマ設定
②「責任と権限」が曖昧な運営体制
③「助成事業ありき」の事業計画（ファイナンス目線の欠如）
≪建設企業の新分野展開のポイント≫
①目先の資源や属人的な思いだけではなく、当該分野が本当に
「自社にとってビジネスになりうるか」を慎重に検討すること
②自社はバリューチェーンのどの領域でビジネスを行い、収益を
稼ぐかという点を見極めて、自社にとって付加価値が低いと判
断される領域を極力他者に任せること
③事業の継続性と収益性を担保できる「権限と責任」を有した組
織体が運営を行うこと
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（１）建設業の元気回復事業の新分野展開の特徴
　まず、今回の元気回復事業に応募及び採択された協議会の取り組
み分野の傾向について整理を行う。
　元気回復事業の応募テーマ総数428事業の内訳は、観光分野が
31.1％と圧倒的に多く、次いで農業分野21.7％、環境分野14.7％、林
業分野13.1％の順となっている。また、採択された事業157事業の
内訳は、観光分野26.8％、次いで農業分野22.9％、林業分野18.5％、
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環境分野16.6％の順となっている。
【元気回復事業の応募テーマ総数　テーマの割合】

水産業水産業 福祉福祉
3.7％3.7％ 1.6％1.6％

林業林業
13.13.1％1％ 観光観光

31.31.1％1％

その他その他
14.14.0％0％

農業環境環境 農業14.14.7％7％ 21.7％21.7％

出所：国土交通省・財団法人建設業振興基金
「建設業と地域総合産業化支援調査事業報告書」をもとに日本総研作成

【採択テーマの割合】

福祉福祉 その他その他
0.6％0.6％ 8.9％8.9％

水産業水産業 観光観光
5.5.7％7％ 26.8％26.8％

環境環境
16.16.6％6％

農業林業林業 農業

18.18.5％5％ 22.9％22.9％

出所：国土交通省・財団法人建設業振興基金
「建設業と地域総合産業化支援調査事業報告書」をもとに日本総研作成
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　特に、農業・林業といった分野については、建築・土木を本業と
する建設企業にとって比較的「親和性が高い」と判断されたことか
ら、検討の俎上に乗りやすかったと想定される。また、これらの分
野は、従前から市場の縮小（または脆弱）、事業者の生産性の低さ、
担い手の縮小などといった「本質的な課題」が山積している中で、
“悩めるもの同士”である既存事業者等関係者の賛同を得やすかっ
たという特徴もあると思われる。
　また、観光分野については、国による外国人旅行者の誘致（イン
バウンド）政策の推進や地域活性化の主要産業としての「観光産業」
に注目が集まる中で、ソフト面の検討が多く「ものづくりよりも手
軽」であり「地域全体を巻き込みやすい」という検討初期の印象か
ら、当該分野を選択する協議会が多かったと思われる。また、農
業分野と同様に、「地域活性化の取り組みを建設業界としてバック
アップ」したケースも多い。
　環境分野も、観光分野と同様に近年注目されている分野であるこ
とが大きく影響していると思われる。また、林業分野の川上分野の
展開を見据えつつ、間伐材等を活用した木質ペレット等の「バイオ
マス関連事業」をテーマとして掲げる協議会も多かった。

（２）元気回復事業実施協議会の個別フォローアップ先（51協議
会）の分析結果

　元気回復事業のフォローアップにおいて、協議会のうち51協議会
について活動状況の実査を行うとともに、事業化に向けた検討の熟
度（事業化に必要なマーケティング戦略やビジネスモデル等の検討
の進捗度合い）について「マーケティング」と「経営管理体制」の
２つの視点から簡易な事業性評価（以下、簡易事業評価）を実施し
た。
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①マーケティング戦略の評価
　「マーケティング戦略」は、「マーケット」「商品・サービス」「コ
ミュニケーション」の３つから構成され、これらの項目が実施計画
に織り込まれているか、検討のプロセスが意識されているか、につ
いて評価を行った。評価方法は、マーケティング戦略を専門分野と
するコンサルタントによるデスク・トップでの簡易評価である。

②経営管理体制の評価
　「経営管理体制」は、「事業構造」「資源」「経営管理」「財務」か
ら構成され、事業を継続的に運営していくために必要なビジネスモ
デルが検討されているか、責任と権限を持つ実施主体や体制構築に
ついて把握し、シニアレンダー（「融資」により資金供給を行う金
融機関〔銀行〕など）の視点からみて継続的な金融支援を検討でき
る内容となっているか、について簡易な評価を行った。評価方法は、
ファイナンス・事業再生を専門分野とするコンサルタントによるデ
スク・トップでの簡易評価である。
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大項目 中項目 小項目 視点

【簡易事業評価の評価指標】
大項目 中項目 小項目 視点

マーケットマーケット
市場性（需要）把握市場性（需要）把握

マーケットニーズの把握を行マーケットニーズの把握を行
う計画になっているかう計画になっているか

参入障壁の有無参入障壁の有無 参入障壁はあるか参入障壁はあるか

マーケティングマーケティング
商品・サービス商品・サービス

競合先の把握競合先の把握 競合先はどのようなところか競合先はどのようなところか

提供価値の独自性提供価値の独自性 独自性はあるか独自性はあるか

提供価値の対価性提供価値の対価性
提供する商材は顧客の購買を提供する商材は顧客の購買を
促す価値はあるか促す価値はあるか

販売手段販売手段 販売手段は準備されているか販売手段は準備されているか
コミュニケーションコミュニケーション

プロモーション手段プロモーション手段
プロモーション手段は準備さプロモーション手段は準備さ
れているかれているか

事業構造事業構造

開発-生産-販売プロセス開発-生産-販売プロセス
の妥当性の妥当性

開発から販売までのプロセス開発から販売までのプロセス
を正しく構築できているかを正しく構築できているか

異業種との連携異業種との連携
異業種のノウハウを有効に活異業種のノウハウを有効に活
用できているか用できているか

人材確保・教育人材確保・教育
人材確保人材確保・教育について考慮・教育について考慮
がなされているかがなされているか

経営管理体制経営管理体制
資源資源 設備計画設備計画 設備計画は作成されているか設備計画は作成されているか

技術・ノウハウの確保技術・ノウハウの確保
事業に必要な技術事業に必要な技術・ノウハウ・ノウハウ
は確保されているかは確保されているか

経営管理経営管理 経営管理体制の構築経営管理体制の構築
経営管理体制は構築されてい経営管理体制は構築されてい
るかるか

財務財務
数値計画数値計画

事業に関する数値計画は作成事業に関する数値計画は作成
されているかされているか

資金調達資金調達
（ファイナンス）（ファイナンス）

金融機関が継続的に支援でき金融機関が継続的に支援でき
る内容になっているかる内容になっているか

③簡易事業評価の結果
◇マーケティング戦略の評価
　多くの協議会において、検討しているテーマにおける「顧客」を
十分に定義できていないことから、その事業の「市場性の有無」に
ついて把握が出来ていないと考えられる。このため、提供する商
品・サービスの価値の対価性（顧客が正当な料金を払って手に入れ
たいと思うか）にも疑義が生じている状況にある。
　「売れるモノ・コト」を作るには、マーケティングの視点に基づ
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く戦略立案が不可欠であり、様々な検討項目が存在する。しかし、
マーケットはどこにあって（顧客は誰か）、提供するモノ・コトは
売れる価値を持っているのか（想定される顧客が適正な料金を払う
か）の２点については最低限検討し、協議会として方針を出してか
ら活動を前に進めるべきである。このような点を踏まえると、そも
そも新事業展開をする前提となる「提供する価値」を定義する段階
での議論が浅く、検討の「熟度」が総じて低いということがいえよ
う。

◇ファイナンス視点による経営管理体制等の評価
　取り組みたい事業をどのような仕組みで動かしていくのか、内在
するリスクの所在を明らかにし対策を行っているか、事業継続の前
提となる円滑な資金調達という点においてビジネスモデルの妥当性
はあるか、等を評価するのが「ファイナンス視点による経営管理体
制等の評価」である。
　マーケティング戦略の「熟度」が低い協議会が多いことから、ビ
ジネスとして継続させていく「仕組み」の議論はあまり進んでいな
い。その中でも課題となるのが、「当該協議会が担う分野が不明確
であること」、「持続的な活動を担保する主体がいないこと」、「事業
としての活動が『数値』で表されていないこと」の３点である。
　「当該協議会が担う分野が不明確であること」とは、当該事業の
バリューチェーンの中で、協議会事業者が何を担い、誰と連携する
かが不明確であるということである。新規事業の早期自走化には、
「他社（者）のノウハウを効果的に活用することにより、リスクを
自社に抱え込まずに必要な資源を確保して利益を創出すること」が
必要であり、自社の役割が不明確な状況では無用なリスクを抱え込
んでしまい、新規事業を「離陸」させることができない可能性があ
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る。
　また、「持続的な活動を担保する主体がいないこと」とは、当該
事業を責任と権限を持って取り組む会社の不在、ということであ
る。不確実性の高い新規事業展開においては、強い権限による迅速
な意思決定と責任を持った推進が必須であるが、「協議会」や「○
○協会」といった合議制を旨とする互助組織では「責任」と「権限」
が曖昧になり、事業を前に進めにくいケースも多い。
　そして、「事業としての活動が『数値』で表されていないこと」
とは、協議会の活動が具体的な行動と数値で説明できていない、と
いうことである。事業の成果は全て数字で表される。よって、全て
の活動・行動は何らかの数値で表すことができる。例えば、売上は
「単価×数量」であるが、「数量」は「どこに」、「何を」、「どのくら
いの量」販売したか、で規定される。そして、数値を達成するため
には、事業者がどの顧客に何をどのように訴求し、いくら販売すべ
きで、そのためにどのような活動をしていくべきか、が定義され
る。つまり、各事業者やそこに従事する人の活動は全て数値で表現
し、管理することが出来る。事業計画にこれらの数値が明示されな
いということは、各事業者が事業展開のために何をすべきかが見え
ていないという証左であり、これでは継続的な取り組みは担保でき
ない。資金調達において「事業の継続性」は最も重要な評価ポイン
トであり、資金調達が出来ないということは、とりもなおさず事業
が自走化し得ないということになるのである。

◇総合評価
　簡易事業評価の総合評価であるが、「事業化」というステージの
前段階にある協議会が多い中、比較的検討の「熟度」が高く、事業
化の可能性のある協議会もいくつか見られた。しかし、そうした熟
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度の高い協議会においても、大規模に事業展開するだけの「金融機
関が継続的に支援できる仕立て」となっているケースはなく、どち
らかというと既存の資源の範囲で“静かに”生きていくタイプの小
規模な事業が殆どであったと思われる。

【簡易事業評価の総合評価結果】
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出所：日本総研作成

（３）元気回復事業実施協議会のフォローアップから見る建設業に
よる新分野展開の課題

　新分野展開を検討する際に、課題として主に顕在化する事象は
「商品・サービスのコストと販売価格のギャップ」「販路開拓・プロ
モーション」の２点である。しかし、この顕在化した事象の原因を
紐解いていくと、「販路開拓」や「プロモーション」は結果として
顕在化した事象にしか過ぎず、課題の原因は別のところにあること
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が多い。

　個別フォローアップ先の状況を見ると、比較的検討が進んでいる
協議会では、「取り組みテーマの市場性や顧客ニーズを見極めてい
る」、もしくは「（結果的にではあれ）取り組みテーマが時流に乗っ
ている」事業を行っていた。一方で、多くの協議会は推進者の属人
的な思いと実際のビジネスの目線にギャップがあった。また、テー
マ設定がユニークなものであっても収益モデルを描き切れないもの
や、協議会が全てのリスクを抱えて動きが取れなくなるものもあっ
た。個別フォローアップを実施した元気回復事業の状況を通じて読
み取ることができる「建設業による新分野展開の課題」は以下の通
りである。

課題１：建設業とあまりに関連性が低いテーマ設定
　まず、「新事業」を意識するあまり、建設企業の持つ技術・ノウ
ハウといった本業とあまりにも無関係な領域に目標を定めて挑戦す
るケースが多い、という課題がある。
　「新事業」という言葉を意識すると、「属人的な興味やアイディア
に依存した事業テーマ」を想起しやすい。建設企業が本業である建
設分野の事業を維持したまま、多角化を行う場合、建設業とあまり
に関連性が低いテーマを設定することは、結果として新事業がビジ
ネスからほど遠い活動になりやすく、建設業が中核企業としてイニ
シアチブをとっていく必然性がなくなってしまったケースも多い。
新事業がビジネスから遠ざかった結果、「当該事業は地域活性化の
ためである。必ずしも短期的なビジネスにならなくても良い」とい
う理屈付けを事後的に行い、「新たな産業を創出し、地域の雇用に
つなげる」という取り組みの本来の趣旨から逸脱してしまうケース
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もあった。

課題２：「責任と権限」が曖昧な運営体制
　新事業は多くのリスクを伴うものであるが、いくつかの事業者と
協働して事業検討をする場合、「責任と権限」が曖昧になりやすい
傾向がある。新事業成功のためには、迅速な判断と責任ある主体が
必要である。しかし、協議会や協会、組合等の互助組織においては、
構成員の大半は「本業を別に持ち、片手間で活動」していることか
ら、強いガバナンスを発揮しにくい状況がある。また、新事業は「良
い-悪い」といった評価基準ではなく、「面白い-つまらない」「格好
良い-格好悪い」といった主観的な視座で判断されることが多いが、
互助組織においてはそういった「ユニークな意見」を合議制の中で
埋没させることが多く斬新なアイディアが出づらい。また、合議に
拠ろうとするために議論が発散しすぎて集約することが出来ず、結
果として何も決まらないという課題もある。

課題３：「助成事業ありき」の事業計画（ファイナンス目線の欠如）
　建設業による新分野展開の課題で最も大きいものが「ファイナン
ス目線の欠如」という課題である。一般的に新規事業展開における
ファイナンスは、事業立ち上げ時及び成長段階初期において金融が
付きづらい傾向があり、このような段階における助成事業の役割は
非常に大きい。しかし、一方で「全ての活動の前提に助成金・補助
金」をおいている事業者も少なくない。助成金・補助金頼みの事業
計画は、初期投資が抑制されることから一見効果的に見えるが、す
べて自社のリスクで取り組みをした場合に比べ、初期において検討
すべき「戦略の熟度」が低くなりがちである。
　以上、建設業の元気回復事業を実施した協議会のフォローアップ
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状況から見る建設業による新分野展開の課題について考察を行っ
た。次節では、これらの課題を踏まえながら、建設企業における新
分野展開検討の勘所・ポイントについて述べていくこととする。

（４）建設企業における新分野展開検討の勘所
　以下では、前節を踏まえて、建設企業における新分野展開検討の
ポイントについて述べる。

①建設業の新分野展開検討の視点
視点１：どの分野に進出していくべきか
　新事業進出を検討する場合、建設企業の既存資源である「人材」
「機材」「ノウハウ」をいかに有効に活用するかが重要であるが、既
存資源を意識するあまり、「事業化が非常に困難な分野」に目を向
けてしまうことが多い。建設業の新分野展開といった場合に多い農
業、林業等の分野については、そもそも既存事業者自体が厳しい競
争環境に置かれており、単純に「重機がある」「重労働に対応でき
る従業員がいる」といった切り口だけで進出を検討する事業者も少
なくないが、当該分野が本当に「自社にとってビジネスになりうる
か」を慎重に検討すべきである。
　一方で、属人的な想いや「時流のテーマ」であるというだけで、
建設業と関連性の極度に低い事業へ乗り出す事業者も多いが、この
場合「建設業は新分野において中核的な役割を果たせるのか」を慎
重に見極めていく必要がある。

視点２：どの領域をビジネスの肝とするか
　進出分野を決定した後にポイントとなるのが、「自社はバリュー
チェーンのどの領域でビジネスを行い、収益を得るか」ということ
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である。新分野展開が「業」として成立するためには、闇雲にリス
クテイクをしてはならない。期待収益率（事業に投資する主体が、
得ることを見込んだ投資に対する収益の比率）を確保するために
は、「事業主体がとるべきでないと判断されるリスクは、他の専業
者に委ねるなどしてリスクを抱え込まないこと」が重要である。バ
リューチェーンの全ての領域を内製化することは非常に企業体力を
要するし、付加価値が低く事業運営におけるリスクが高いものを抱
え込むと、事業収益上も資金繰り上も不確実性が増大する。新事業
進出は想定した効果が出ないリスクが伴うことから、付加価値が低
い領域は極力、当該分野を専門としている他者に任せることが事業
成功の勘所となる。

視点３：事業展開における責任と権限をどのような主体に委ねるか
　新事業展開を行う際の事業実施主体については、事業の継続性と
収益性を担保できる「権限と責任」を有した組織体が望ましい。そ
の形態は個人・NPO・協同組織・LLP／LLC・株式会社など様々な
仕組みがあるが、意思決定の容易さ、仕組みのシンプルさ、そして
貸し手側である金融機関からみた与信判断に際しての対応のしやす
さ（金融機関の貸出姿勢）等を勘案すると、現行の仕組みの中では
「株式会社」が最も機動的であり、望ましい形といえる。
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組織形態 株式会社 ＬＬＣ/ＬＬＰ 事業協同組合 ＮＰＯ

特徴

法人格

責任範囲

最終意思

意思決定の迅速さ

役員

利益配分

金融機関の与信ス
タンス

根拠法

【組織比較表】
組織形態 株式会社 ＬＬＣ/ＬＬＰ 事業協同組合 ＮＰＯ

特徴 利益の追求が目利益の追求が目 個人や企業の技個人や企業の技 組合員の相互扶助組合員の相互扶助 特定分野における特定分野における
的的。。所有と経営が所有と経営が
分離。分離。

術術、、ﾉｳﾊｳを活かしﾉｳﾊｳを活かし
た共同事業で活用た共同事業で活用

により共同事業をにより共同事業を
行う。行う。

非営利活動を行非営利活動を行
う。う。

可。可。

法人格 有り有り 有り/無し有り/無し 有り有り 有り有り

責任範囲 有限責任有限責任 有限責任有限責任 有限責任有限責任 有限責任有限責任

最終意思 株主総会株主総会 過過半半数数//全全員員のの同同
意が必要意が必要

総会総会 社員総会社員総会

意思決定の迅速さ ◎◎ ○○ △△ △△

役員 取締役取締役//監査役又監査役又 ―― 理事３人以上理事３人以上 理事３人以上理事３人以上
は委員会等は委員会等 監事１人以上監事１人以上 監事２人以上監事２人以上

利益配分 原原則則、、出出資金額に資金額に
比例比例

自由自由 利用分量配当利用分量配当 ――

金融機関の与信ス
タンス 

◎◎ △△ ○○ △△

根拠法 会社法会社法 会社法会社法 中小企業等中小企業等
協同組合法協同組合法

特定非営利特定非営利
活動促進法活動促進法

出所：日本総研作成出所：日本総研作成

②分野毎のポイント
　以下では、上記のポイントを踏まえて、各分野のポイントを簡記
する。

１）農業分野
　農業分野は、農産物の生産～加工～販売といった流れのバリュー
チェーンとなっているが、「農業の６次産業化が必要である」とい
われる通り、「農産物生産」の領域が最も付加価値生産性が低く且
つ事業リスクが高い。つまり、農業分野の事業は、顧客の価格決定
権が非常に高く、その皺寄せが生産の領域に行くという特性を持っ
ている。このような事業を成功に導くポイントは、「農産物生産～
納入」の部分を専業者に委ねてリスクを抱え込まない仕組みをいか
に構築するかであり、その部分を内製化しながらの事業展開は相当
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のスケールメリットを活かせない限り厳しい。また、建設業のノウ
ハウ・技術を勘案すると、「農業参入を目指す法人・個人」を顧客
として、耕作放棄地の土壌改良、農業生産に係る工程管理など、農
業参入に係るサービスをワンストップで提供する「農業参入支援コ
ンサルティング」を行うという手法も農業分野のビジネスのあり方
としては有効であると考える。

２）観光分野
　今回の元気回復事業で最も応募の多かった観光分野は、主要分野
の中でも最も「建設業との関連性が低い」事業分野である。
　元気回復事業では、「コンテンツの開発」に経営資源を投下する
協議会が多く見受けられた。しかし、観光分野のビジネスの要諦は、
多様な地域コンテンツをいかに効果的な組み合わせに仕立てて売る
ことが出来るか、そして「マス」で対応できる観光資源として開発
できるかにある。よって、単品の観光コンテンツの開発だけではビ
ジネスになり得ない。より多様なコンテンツをコーディネートする
立ち位置を持ちながら、他の分野にも進出し、「多角化」を志向し
ていくことが必要である。

３）環境分野
　「地球温暖化防止」の流れや投機マネーの流入、そして化石燃料
の価格上昇等を契機として、バイオマス等の環境分野の注目度は高
まっている。しかし、インフラが整っている電気・ガス・重油等の
既存のエネルギーと比べて「新エネルギー」のカテゴリーは安定的
な供給や初期投資の大きさ、高い燃料コスト等、ビジネスとして展
開していくにはハードルが高い。よって、既存エネルギーとの「価
格勝負」に持ち込まずに安定的に取引をしてくれる「顧客」をいか
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に捕捉するか、そしてその顧客に安定的に供給できる体制をいかに
構築するかが重要である。しかし、現状ではこのような顧客はごく
限られていることから、環境対策に力を入れている自治体等公的機
関との密接な連携が欠かせない。

４）林業分野
　林業の川上分野については、建設業との親和性が高く、技術・ノ
ウハウを相応に活かすことができる分野であるといえるが、一方
で、顧客（＝事業費の出し手）が自治体等行政機関であり、また林
業事業者の既得権益も強いことから、ビジネスとしては展開が困難
な分野であるといえる。マーケットがある程度限られていることか
ら、高齢化する既存の林業事業者と効果的に連携し、協働していく
ことが出来るとビジネスとしては成功である。
　また、川下分野は、環境分野で考察したバイオマス事業のほか、
材木、木製加工品などが考えられるが、いずれも既存の代替品が多
く、海外も含めた競合先も多いことから、事業化のハードルは相当
高いと言わざるを得ない。

５）その他分野
・水産分野
　 　水産分野も農業分野と同様に、付加価値生産性の低くリスクの
高いプロセスをいかに外部に移転できるかに成否がかかってい
る。この分野も建設業との関連性が低い事業であり、事業展開の
ハードルは高い。

・福祉分野
　 　ある時期、福祉分野の事業展開は、建設企業にとってブームと
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なり、多くの建設業従事者が介護事業の資格を取得したことも
あったが、基本的には福祉関係の事業も建設業との親和性は少な
く、関係性は低い。建設業のノウハウ・技術を勘案すると、福
祉事業の運営というよりは、「福祉事業参入を目指す法人・個人」
を顧客として、建物建築～運営に係る部分について「コンサル
ティング」を行うという手法がビジネスのあり方としては有効で
ある。
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