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　建物の3次元モデルに設計情報データベースを組み合わせ、コンピューター上で仮想の建物
を構築しながら設計する「BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）」という手法が日本
の建設業界で話題になり始めたのは2007年ごろだった。
　日経BP社の建設・不動産の総合サイト「ケンプラッツ」では、当時からBIMの可能性に注目し
ていた。2007年以降、毎年、アメリカ建築家協会（AIA）の全国大会を取材し、複数の特設サイ
トでBIM活用事例を連載したのを皮切りに、2008年には半年間でBIMをマスターする特訓企
画や、BIMで日本の建設業の生産性を向上させるためのイベントなどを実施。国内外のBIM活
用に関する情報を日本の建築設計者や技術者、そして経営者に提供し続けてきた。
　そして2009年には「日本のBIM元年」とも言われるほど、BIMを導入する企業が急速に増え
た。48時間で課題の建物を設計するインターネット上の仮想コンペ「Build Live Tokyo」がIAI
日本によって開催されるなど、日本のBIM活用技術は急速に世界レベルに追いついてきた。
　このBIMブームは一過性のものとして終わるのか。それともBIMは今後も普及を続け、建設業
の生産性向上を実現していく戦略的ツールとして根付くのか。
　その答えを探るため、ケンプラッツと日経BPコンサルティングは、2010年9月から10月にかけ、建
設実務者などを対象にインターネット上で「BIM活用実態調査」を行った。その回答を分析した
結果、回答者が勤務する企業の3分の1では既にBIMが導入されており、BIM導入企業の3分
の2で業務改善効果があったことが分かった。そしてBIM未導入の企業の回答者も半数以上
が今後、5年間でBIMは重要になると考えている。BIMは単なるCG作成のツールではなく、建設
業の生産性向上を実現するツールとして今後も普及が進むと考えられる。
　今回の調査レポートの発刊に当たっては、多くの皆さまにご協力をいただいた。貴重な情報を
お寄せいただいた517人の回答者、調査の告知にご協力いただいた日本建築家協会、日本建
築学会、IAI日本、BIMソフトベンダー各社やそのユーザー会、そして活用事例の取材にご協力
いただいた国土交通省や各企業には、心からお礼を申し上げたい。また、今回の調査結果をレ
ポートとして作成し、一般に公開できたのは特別協賛としてオートデスクにご支援をいただいたお
かげである。
　このBIM活用実態調査レポートが、日本におけるBIM活用の発展と建設業の生産性向上の
一助になることを願っている。

2011年2月
日経BPコンサルティング／ケンプラッツ
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序論

　日本の建設業界で関心が高ま
りつつあったBIM（ビルディン
グ・インフォメーション・モデリ
ング）の活用が本格化している。
　日経BP社の建設・不動産の総
合サイト「ケンプラッツ」（http://
kenplatz.nikkeibp.co.jp/）と日経
BPコンサルティングは、2010年9
月から10月にかけてインターネッ
ト上で日本国内の建設実務者など
を対象に「BIM活用実態調査」を実
施。517人から回答を得た。
　調査結果の分析や、建設関係の
実務者にBIMの活用状況を現地取
材した結果からは、急速に導入が
進むBIMがもたらす設計・施工の
生産性向上効果や、設計の可視化
による新サービスの提供、コミュ
ニケーション力を生かした国際展
開などの取り組みが見えてきた。

 7割がBIMの導入で 
「業務改善効果あり」

　これまで建設業界には何度か、
「3次元ブーム」があった。しかし、
当時はソフトが使いにくかった
り、ハードが高価すぎたりして、
一部を除いては定着しなかった。
そして日本の建設業界ではフ
リーソフトの2次元CADが広く普
及している。
　こうした背景もあり、数十万円
もする3次元CADソフトが必要な
BIMを導入しても、それに見合う
効果が得られるかどうか分から
なかった。ためらう建設実務者や
経営者が多いのは当然だ。
　しかし、今回の調査結果では勤
務先でBIMを導入している171人
のうち71.9％が「業務改善効果あ

り」と回答している。そして業務
改善効果が25％以上あったとい
う回答者は25.7％に上った。（23
ページのグラフを参照）
　つまり、BIMは導入後、十分に
効果が上げられるツールと考え
てよいだろう。従来の「3次元ブー
ム」では単なるコンピューターグ
ラフィックス（CG）の作成に使わ
れるにすぎなかったが、BIMの用
途は多様だ。

 CG作成のツールから 
生産性向上のツールへ

　鴻池組では、建築パースを作成
するために10年近く前からBIM
対応の3次元CADを使ってきた。
導入の動機はCGが素早く作成で
きるということだったが、2009年
9月に社内にBIM導入を推進する

建設業の新たな成長を支えるBIM

● BIMの概要 （Building Information Modeling）
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図 P22_Q16　横 113mm×縦 76mm● BIMによる業務効率の改善 （BIM導入企業勤務者 N＝171）

BIM活用実態調査ではBIMの導入により業務効率の改善があった
と回答したBIM導入企業勤務者が3分の2を占めた BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）とは、従来の2次元CADに代わり、

コンピューター上に建物の仮想の3次元モデルを作って設計を進めていく手法（資料：
IAI日本）



部署ができた。
　同社では3カ年計
画に基づき、東京、
大阪、名古屋、福岡
の各拠点でBIMの
全社的導入を進め
ている。初めは意
匠設計者が中心だ
が、いずれは構造や
設備の設計者にも
BIMの活用を広げ
る方針だ。
　2012年度には、東
京と大阪で各1件ず
つ、設計・施工一貫
物件をBIMで実施
する計画だ。
　また安井建築設計事務所では
2007年に全社的にBIMを導入し
た。意匠設計におけるデザインの
検討や図面の作成のほか、部材の
干渉チェックや構造解析、熱流体
シミュレーションなどにもBIM
のモデルデータを活用している。
　さらには施工段階や維持管理段
階も視野に入れながら、BIMによる
新サービスの展開を模索している。

 国交省もBIMを試行 
発注者として活用始まる

　ここ数年のBIM活用の高まり
や実績を受けて、国土交通省大臣
官房官庁営繕部では2010年度、官
庁営繕事業でBIMを用いた設計
の試行を始めた。2009年3月に公
表された「国土交通省CALS/EC

アクションプログラム
2008」に盛り込まれた
「3次元データを活用したモデル
設計・施工の実施」という項目に
基づいたものだ。
　国交省関東地方整備局は新宿
労働総合庁舎の設計業務におい
てBIMの採用を条件とした公開
ブロポーザルを行った。その結
果、2010年9月15日に梓設計を設
計者として特定した。

 建設業の生産性向上を 
実現するBIM 

　コンピューターやCADなどの
導入が進んだとはいえ、建設業の
設計、施工の方法はここ数十年、
基本的には変わっていない。その
結果、20年前は他産業に比べて高
かった建設業の生産性が、その後

は低下し続け、現在では製造業な
どに大きく差をつけられている。
　ただし、BIMが建設業界に普及
することで、問題を事前に解決す
るフロントローディング（設計業
務の前倒し）効果が期待できる。
設計や施工の生産性が高まり、さ
らには維持管理事業や国際展開
といった新たな成長戦略も描け
るのだ。
　建設の未来を開くBIMは、日
本でどのように活用されている
のか。そして近い将来、BIMはど
のように普及していくのか。本
レポートではアンケート結果と
BIM導入企業への取材を通して、
日本の建設業界におけるBIM活
用実態を報告する。

国交省がBIM活用を試行する基となった「国土交通省
CALS/ECアクションプログラム2008」の策定会議

BIMで作成したCGパースの例（資料：安井建築設計事務所）

鴻池組ではBIM導入を推進する部署ができている



BIMの導入

図 P6_Q1　横 85mm×縦 83mm
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● BIMの認知度 （全回答者 N＝517）

BIMの認知度の高まりは、調査結果
にも表れている。今回の回答者のう
ち、「BIM」という言葉を知っている
人は8割近くになり、半数が「BIM
がどのようなものかを知っている」
と答えた。BIMの活用能力は企業
の競争力ととらえる人も3割以上と
なった。BIMは単なる設計者のツー
ルではなく、今後の建築ビジネスの
成功要因としても認識される段階
に入ってきたと言えるだろう。

 回答者の8割近くが 
BIMを認知

　設計事務所や建設会社など建設
関連企業に勤める実務者などを対
象に実施した本アンケートで、「あ
なたはBIM（ビルディング・イン
フォメーション・モデリング）とい
う言葉をご存じですか」という質

問をした。これに対して「どのよう
なものか知っている」と答えた人
が全回答者517人のうち49.5%に達
した。「名前だけは聞いたことがあ
る」と答えた人は26.9%。合わせて
76.4%が「BIM」を認知しているこ
とが明らかになった。
　ここ数年、インターネットや建
築雑誌などに掲載された記事や広
告などで「BIM」という言葉が頻繁
に登場するようになった。建築関
連団体やソフトベンダー、マスコ
ミなどもBIMに関するセミナーを
実施し、積極的なBIMの啓発と普
及を図っている。
　さらに2009年にはBIMを使っ
て48時間で課題の建物を設計す
るインターネット上の仮想設計
コンペ「Build Live Tokyo」を、
一般社団法人であるIAI日本が

企画・実施した。参加した建築設
計事務所や建設会社、ソフトベン
ダー、大学などがBIMによる高
度な生産性を実証。その様子はリ
アルタイムにインターネット上
で発信され、多くの建設関係者が
BIMの威力を体感した。

 3割がBIMを 
「競争力」と考える

　「ケンプラッツ」では、2007年、
2008年にもウェブサイト上で3次
元CADの活用状況を調査。BIM活
用について尋ねた。その際「BIM
という言葉を以前から知ってい
た」と答えた人は2007年は30.2%、
2008年は43.8%と、半数を下回っ
ていた。この2年間でBIMの認知
度は急激に上昇したことを今回
の調査は裏付けている。

図 P6_Q1+α　横 85mm×縦 83mm
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● BIMの認知度の経年変化 （全回答者 N＝517）

回答者の8割がBIMを認知
3割以上が「企業の競争力」として理解
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　「あなたのBIMに対する考え方
や、経験したことを挙げてくださ
い」という質問では、「BIMの活用
能力は企業の競争力だと思う」が
32.1%と最も高かった。
　「今、ビジネスで成功するため
にBIMは重要だと思う」は26.1%に
上った。関連する項目の回答を見る
と、ビジネスで成功するためにBIM
を重要と思っていたのが、「5年前か
ら」の人はわずか5.2%、「2年前から」
の人でも9.3%にすぎなかった。
　つまり、BIMを単なるCG作成
や製図のためのツールではなく、
最近は企業の経営にもつながる
基幹システムとして理解する人
が多くなってきたことを意味し
ている。

　「BIMブームのようなものを
見聞きした」という回答も23.4%
と、回答者の約4分の1に達した。
BIMを建築業界での流行として
認識している。
　また、実務上の経験でも、BIM
に対する関心の高まりを実感して
いる回答者が約1割いた。「顧客や
見込み客のBIMに対する関心が
上がってきたと感じる」（10.6%）、
「競合企業がBIM活用力を宣伝に
使っている」（10.1%）、「顧客や見
込み客がBIMに関心を持ってい
る」（9.1%）といった具合だ。

 自由意見には 
賛否両論が

　自由意見ではBIMに対する見

方に賛否両論があった。
　「今後、BIMは必須」、「設計とい
う業務において、BIMの視点は有
用」、「50年後のための有益な仕組
み」、「国際化への対応」、「環境的
な提案ができる」など、今後の建
築業界にメリットをもたらすも
のとしてとらえる人がいた。
　一方、BIMについて「いらない
と思う」、「コストをかけてまで導
入すべきものではない」、「周囲で
必要性を求められることは少な
い」、「よいものと思うが、小事務
所には必要不可欠なものではな
い」、「CADメーカーに踊らされて
いる」など、BIMに否定的な人や
自分自身の業務で必要性を感じ
ていない人もいた。

● BIMに対する考え方や経験 （全回答者 N＝517、マルチプルアンサー）



BIMの導入

増加率が急激に上昇する「成長前
期」へと移行したと考えられる。
　意匠設計用のBIM対応CADソ
フトの種類もここ数年で増えた。
ユーザー企業の規模も大手企業
だけでなく、中小企業に広がって
きた。また地域的に見ても首都圏
だけでなく、地方にもBIM導入企
業が増えてきた。
　こうした現象とともに、回答者
の勤務先の3分の1でBIMを導入
していると答えたという調査結
果からも、今後もBIMの導入は増
えていくことが予想される。
　BIM活用の有無についても、全
回答者の34.4%が「自分でBIMを
使っている」と答えた。

 2009年の導入が 
最多に

　「勤務先でBIMを導入済み」と

勤務先でBIMを導入していると答
えた人が3分の1を占め、そのうち
半数以上が2008年以降にBIMを
導入したことが明らかになった。
導入理由については事業の効率
化やワークフロー改善のためとい
う回答がトップとなった。BIMを
CGやパース作成の道具ではなく、
生産性向上のためのツールとして
導入する企業が増えていると言え
そうだ。

 3割の勤務先で 
BIMを導入済み

　全回答者517人のうち、33.1%が
「勤務先でBIMを導入している」
と答えた。
　この数値をプロダクトライフ
サイクル的に見ると、建築業界で
は、BIMが誕生直後で需要が少な
い「導入期」を過ぎ、需要の量と

回答した171人に対し、BIMを業
務に導入した年を尋ねたところ、
2008年以降が過半を占めた。特に
2009年（23.4%）が最も多く、続い
て2008年（20.5%）、2010年（11.6%）
となった。
　「2009年は日本のBIM元年」と言
われることがあるが、この年を中心
とした3年間にBIMを導入した勤務
先が非常に多いことが調査結果で
も裏付けられた。
　一方、2006年以前にBIMを導
入していた勤務先も2割ほどあっ
た。まだ「BIM」という言葉が日
本で広まる前の時期だ。すでにそ
のころから、3次元CADのメリッ
トに着目し、建物の3次元モデル
からCGやパース、図面の作成な
ど、実質的にBIMと同様のことを
行っていた導入企業も少なくな
かったことがうかがえる。

図 P9_Q3-1　横 85mm×縦 82mm
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● 回答者のBIM活用の有無 （全回答者 N＝517）

BIMを
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図 P8_Q2-1　横 85mm×縦 82mm
● 勤務先でのBIM導入の有無 （全回答者 N＝517）

勤務先の3割でBIMを導入済み
事業の効率化やワークフローの改善を狙う
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 BIM導入の理由で 
逆転現象も

　「勤務先でBIMを導入済み」と
回答した171人に対し、さらに「あ
なたの勤務先でBIMを導入した一
番の理由は何か」を尋ねた。その結
果、「業務の効率化、ワークフロー
改善のため」という回答が45%を
占め、「CGやパースなどプレゼン
テーションのため」（38.0%）を上回
りトップとなった。
　ケンプラッツが2008年に行っ
た調査では、BIMではなく「3次元
CADの導入理由」という聞き方
だったが、「CGやパースなどプレ
ゼンテーションのため」が67.6%
と圧倒的に多かった。
　この回答の変化にBIMの特徴
が表れている。「3次元CAD」は、単
なるCGやパースの作成ツールと

しての色彩が濃かったのに対し、
「BIM」は業務の効率化やワーク
フロー改善を実現するツールと
いう認識が強くなっている。企業
側もそれを狙って導入を図って
いることを物語っている。
　このほか回答には、「施主、発

注者からの要求があったため」が
7%（2008年は2.1%）、「競合他社が
導入したため」が4.1%（2008年は
0.0%）あった。実務や外部環境の
変化を理由にBIMを導入せざる
を得なくなるケースがあること
がうかがえる結果となった。

● BIMを導入した一番の理由 （BIM導入企業勤務者 N＝171）

図 P8_Q2　横 85mm×縦 82mm

いつ導入したか
分からない

17.0%

6年以上前
（04年以前）

11.7%

5年前
（05年）

3.5%

4年前（06年）

2.3% 3年前（07年）

9.9%

今年
（2010年）

11.6%

2年前（08年）

20.5%

昨年（09年）

23.4%

● 勤務先でのBIM導入時期 （BIM導入企業勤務者 N＝171）



BIMの導入
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導入の効果が分からないから」
（23.0%）が、BIMを導入しない理
由に挙がっている。
　一方、「仕事のやり方を変える
必要性を感じないから」、「自社の
業務にBIMが合っていないから」
とする回答者がそれぞれ15.6%ず
つあった。業務上の理由でBIMの
導入を必要と感じていない人も
いるようだ。

 未導入でも半数が 
「BIMは重要」と回答

　勤務先でBIMを導入していな
いと回答した270人に対し、「今
後、5年間でBIMの重要性はど
うなると思うか」を尋ねた。
　「非常に重要」（13.7%）と、「重
要」（38.1%）を合わせると51.8%と
なった。一方、「全く重要でない」
（3.7%）と、「重要でない」（3.3%）と
いう回答は合わせても7%にすぎ
なかった。
 　この結果からは、BIMを導入し
ていない企業に勤務していても、
今後のBIMについては、「重要」だ
という認識を持っている人が圧
倒的に多いことがうかがえる。そ
して、何かのきっかけがあれば、
BIMの導入に動く可能性がある
と言えるだろう。その決め手にな
るのはいったい何なのか。

 ソフトやハードの 
低価格化で導入へ

　勤務先がBIMを導入していな

BIMを勤務先で導入していない人
でも、その半分以上は今後5年間
でBIMの重要性が高まるとみてい
る。それにもかかわらず、BIMを
なかなか導入できない最大の理由
はソフトの価格が高すぎることだ。
そして将来、価格が下がることが
BIM導入の決め手と考える人が4
割にも達している。一方、15.6％
の人は「仕事のやり方を変える必
要性がないため」と答え、BIMの
必要性自体を感じていないと回答
した。

 最大の障害は 
「ソフトが高すぎる」

　勤務先でBIMを導入していな
いと回答した270人に対し、BIM
を導入するうえでの障害になっ
ていることを聞いた。その結果、
46.7%もの人が「ソフトの価格が

高すぎるから」と答えた。
　ケンプラッツが過去に実施し
た3次元CADの活用調査でも、
「3次元CADの価格が高すぎる」
という答えが導入を見送る最大
の理由になっていた。2007年は
66%、2008年は56%が理由に挙げ
ている。
　ただし、価格の高さが原因で
BIM（または3次元CAD）の導入
を見送るという回答は年々、減少
する傾向も見てとれる。
 　「BIMを使いこなす技術がない
から」という回答も36.7%を占め
た。2007年、2008年の調査でも「（3
次元CADを）使いこなす技術が
ない」が2位となっており、現在も
「BIMは難しい」と苦手意識を持
つ人が多いようだ。
　続いて「施主や他社から強い
要請がないから」（24.4%）、「BIM

● BIM導入の障害 （BIM未導入企業勤務者 N＝270、マルチプルアンサー）

ソフト価格が導入のネックに
未導入でも半数はBIMの重要性を理解
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● 今後、5年間でのBIMの重要性 （BIM未導入企業勤務者 N＝270）
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い人に「今後、BIMを導入するこ
とになるとしたら、何が決め手に
なりそうか」を聞いた。その結果、
「ソフトやハードの価格が下が
る」が40.0%で第1位となった。
　2次元CADによる設計では、
Jw_cadなどのフリーソフトや、
10万円台までのCAD製品が使え
るのに対し、BIMとなると70万
～80万円台の製品が中心となる。
「CADはタダで使えるもの」とい
う認識を持つ設計者にとって、こ
の価格差がBIMの導入をためら
わせる一番の理由になっている
と推察できる。
　「設計・施工関係者とのコミュ
ニケーションが改善できる」と答
えた人は35.6%だった。2次元CAD
による設計では、打ち合わせや設
計意図の伝達に多大な労力を費
やす。それに伴う移動も多い。そ
の点、BIMはプロジェクトにおい
て設計・施工関係者間のコミュニ
ケーションツールとして機能し、
これらの労力や時間を削減してく
れる。そのことが導入の決め手と
考えている人が多いといえよう。
　3位以下は「もっと高精度で設
計図書を作れる」（26.7%）、「製図
時間が減り、設計時間が増える」
（26.3%）、「現場での調整問題が
減らせる」（25.9%）、「実行予算や
コスト予測能力が改善できる」
（20.4%）となった。設計品質や無
駄の削減、実行予算やコストなど
の明確化によるリスク低減に関

する」（11.9%）と外部環境の変化
を導入の決め手と考える回答者
も少なくなかった。

● 将来のBIM導入の決め手 （BIM未導入企業勤務者 N＝270、マルチプルアンサー）

する理由を挙げる人が多かった。
　一方、「施主が導入を要求する」
（18.1%）、「競合企業がBIMを導入



気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育セン
ターの完成予想図（左とも資料：国土交通省関
東地方整備局）

海上保安庁海洋情報部庁舎（仮称）の完成予想図

CALS/ECの一環として
BIMを試行する国交省

　国土交通省では公共事業の情報
の共有や連携を進めつつ、事業執行
の効率化などを目指して、1996年
度に「建設CALS整備基本構想」を
策定した。以来、アクションプログラ
ムに基づき公共事業に電子入札や
CAD図面などの電子納品などのIT
システムを次 と々導入してきた。
　2009年3月に策定した「国土交
通省CALS/ECアクションプログラム
2008」では、具体的な実施項目とし
て「3次元データを活用したモデル設
計・施工の実施」を掲げた。
　同省大臣官房官庁営繕部整備課

2011年3月までには、図面のほか
BIMモデルのデータも納品する。

国交省が注目する  
BIMのメリット

　国交省官庁営繕部では、設計・
施工から維持管理に至るプロセスに
一貫してBIMを活用することで、コス
ト削減や品質確保、官庁施設での
顧客満足度の向上ができると考えて
いる。
　具体的にはBIMのメリットとして（1）
設計内容の可視化、（2）建物情報
の入力・整合性確認、（3）建物情報
の統合・一元化の3つを挙げ、これら
がもたらす営繕業務の変化に着目して
いる。
　（1）では、設計の透明性や説明性
が高まり、関係者間での意思決定が
迅速になること。（2）では官庁施設に
必要な性能水準と合致した設計を効
率的・効果的に実施できること。（3）
では設計・施工を通じて、施設管理者

施設評価室長の吉田弘氏は「2008
年度くらいから準備を進め、世の中で
BIMが普及し始めたのを見計らって試
行することにした」と語る。
　2010年3月に同省大臣官房官庁
営繕部は2010年度の官庁営繕事
業においてBIMを用いた設計を試行
することを発表。6月22日に新宿労
働総合庁舎を対象にした公募型プロ
ポーザルを行った。BIMモデルを用い
ることを条件に技術提案書の提出を
求めた。
　技術評価の結果の発表は、9月15
日。梓設計が特定された。10月、梓
設計は同省と契約し、同庁舎の基本
設計、実施設計、積算業務をBIMに
よって行っている。業務の期限となる

国土交通省、梓設計
国交省でBIM活用の試行プロジェクト開始
事例1 ◆ 発注者のBIM活用

国土交通省は発注者としてBIMを活用するメリットに注目。2010年度に官庁
営繕事業でBIMの試行プロジェクトを始めた。その第1号が新宿労働総合庁
舎の設計業務だ。10月に梓設計と契約後、2カ月ほどでフロントローディング
の効果が表れている。このほか同省では海上保安庁の庁舎工事や民間資金
活用による社会資本整備（PFI）事業でもBIMを活用している。



による施設の運営・管理や、官庁施
設のファシリティーマネジメント（維持
管理）に活用可能な建物情報モデル
を構築できること──を挙げる。
　新宿労働総合庁舎は地下1階、地
上5階建てで床面積は約2800㎡。
梓設計ではBIM対応のCADソフトで
基本設計を進めた。その成果は11月
には既に表れている。

電車の中からの  
建物の見え方も検討

　国交省関東地方整備局（以下、関
東地整）営繕部整備課の営繕技術専
門官、外崎康弘氏は「設計者から設
計案が毎週のように出てくるので、作
業スピードが速い。設計上の問題点
が分かりやすく、フロントローディング
の効果を実感している」と話す。
　多くの人が利用する建物なので、
周囲からのファサードの見え方や、建
物内部から周囲の建物がどのように見
えるかといった検討もBIMで行ってい
る。また、JR山手線に隣接している
ため、走行する電車の中から、建物が
どのように見えるのかといった検討もし
ている。
　「このような検討は従来の手法で
は無理だった。構造も意匠と一緒に
BIMモデル化されているため、開口
部の位置や大きさの検討も素早くでき
る」と、関東地整営繕部整備課課長
の才木潤氏は言う。
　梓設計がノートパソコンを関東地
整に持参し、画面をプロジェクターに
映しながら打ち合わせを行うこともあ
る。また、建物の3Dモデルとビュー
ワーソフトが一体化された閲覧ソフト
も活用。営繕部のパソコンでもウォ
ークスルーによる設計チェックなどが
行えるようになった。

日照や風、温熱環境などの 
シミュレーションも実施

　設計業務を受注した梓設計では、5
年ほど前にBIM対応の意匠設計用
CADソフトを導入し、活用に努めてき
た。毎週火曜日と木曜日の午前中、
希望者3人ずつにBIM講習を行い、
BIMユーザーを増やしてきた。現在で
は2種類のBIM用CADソフトを合計
で約100本導入するまでになった。
　梓設計常務取締役設計室長の安
野芳彦氏は「新宿労働総合庁舎の設
計業務では、景観から日照、風、そし
て温熱環境まで、様々なシミュレーショ
ンを行っている。さらに構造や設備の
設計や構造解析まで、様々な検討を
BIMで行う予定」と説明する。
　今回の設計業務はBIMによって設
計のプロセスが従来の設計手法からど
う変わるのかを確認するだけではなく、
社内でのBIM活用効果の検証という
目的もあるという。

施工や維持管理段階での
BIM活用も模索する国交省

　関東地整ではこのほか、東京都江
東区で施工中の海上保安庁海洋情
報部庁舎（仮称）でもBIMを活用して

いる。設計時に安井建築設計事務
所が独自に作成したBIMモデルデー
タを、施工者の東亜建設工業が引き
継ぎ、意匠、構造、設備を統合した総
合図や施工図を作成するための検討
を行っている。空調ダクトや配管の取
り合いや干渉チェック、鉄骨やコンク
リートの数量算出などがその用途だ。
　また、民間事業者が公共施設を
建設し、所有権を公共部門に移転し
た後に運営する「BTO方式（Build 
Transfer Operate）」のPFI事業で
建設している「気象庁虎ノ門庁舎（仮
称）・港区立教育センター」では、受
注者の大成建設グループが維持管理
段階でBIMを活用するなどの提案を
行った模様だ。
　建物のライフサイクルに占めるコス
トは、設計・施工段階よりも完成後
の維持管理段階の方がずっと大きい
と言われる。発注者がBIMを導入し
て得られる最大のメリットは、設計、施
工、維持管理のプロセスで一貫して
BIMを活用し、建物のライフサイクル
全体のコストを低減することにある。
　国交省がBIMの導入を始めたこと
は、建設業界におけるBIMの普及を
大きく後押しする可能性があるものとし
て期待できよう。

国交省でBIM活用の試行プロジェクト開始

新宿労働総合庁舎の設計業務を受注した梓設計のオフィス（写真：家入龍太）



BIMの活用
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● BIMを活用している業務 （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）

BIMの活用は、意匠設計や事前
検討などプロジェクトの上流段
階での利用が過半数を占めるこ
とが分かった。一方、詳細設計や
構造設計、設備設計などでの活用
は3割未満にとどまっている。た
だし、設計や建築確認申請書類各
種のチェック、施工手順のシミュ
レーションなどでの活用は急速に
伸びている。

 8割近くが  
意匠設計段階で活用

　勤務先でBIMを導入している
と回答した171人に「勤務先で
BIMをどの業務で使っているか」
を尋ねた。最も多かったのが「意
匠設計」で78.9%、続いて「事前検
討段階」が55.6%だった。
　この傾向は3次元CADについて

実施した2008年の調査とほぼ同
じで、依然として意匠設計までの
上流段階での活用が圧倒的に多
いことを示している。「詳細設計」
（28.7%）も2008年の調査とほぼ同
じ割合になった。
　「構造設計」（30.4%）と「設備設
計」（26.3%）は2008年調査と比べ
て伸びている。活用率としては意
匠設計より低いものの、2008年は
それぞれ16.4%、6.4%だったので、
この2年間でのBIMの活用が急激
に増えたことがうかがえる。
　このほか「施工管理」でのBIM
の活用も注目に値する。2008年の
調査では10.9%だったのが今回は
19.9%へとほぼ倍増した。これも
施工など、プロジェクト下流段階
でのBIMの活用が増えているこ
とを物語っている。

 施工に近い業務での 
活用が増加

　BIMの活用業務をさらに細かく
把握するため、勤務先でBIMを導
入していると回答した171人に対
して「BIMを具体的にどのような
作業に使っているか」を尋ねた。
　一番多かったのが「意匠設計の
プレゼンテーション」という回答
で81.3%を占めた。続いて「空間利
用計画の検討」が55.6%だった。3
次元の設計内容を可視化する、空
間を表現しやすいBIMモデルな
らではの強みを生かしているこ
とが浮き彫りになった。

意匠設計業務での利用が圧倒的
構造設計や設備設計での活用も急伸



工場製作、プレハブ化の推進

工場の工作機械の制御

意匠設計の
プレゼンテーション

空間利用計画の検討

部材の干渉チェック
（静的な3次元で）

各種の設計チェック

施工手順のプレゼンテーション
（静的な3次元で）

施工図の作成

建築確認申請書類の作成

施主や周辺住民への
施工手順の説明

構造解析

空調・風解析（CFD）
（※）2008年は設問なし

照明解析
（※）2008年は設問なし

エネルギー解析

施工手順のプレゼンテーション
（動的な4次元で）

部材の干渉チェック
（動的な4次元で）

原価計画、原価管理

建物自体や施工現場の
安全解析
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※2008年はN＝129

　3位以下は「部材の干渉チェッ
ク（静的な3次元で）」が39.2%、各
種の設計チェックが31.6%、「施工
手順のプレゼンテーション（静的
な3次元で）」が22.8%となった。こ
れらは意匠設計から実際の施工
につながる段階での活用だ。いず
れも2008年の調査に比べると大
幅に伸びている。
　また、「施工図の作成」（18.1%）、
「部材の干渉チェック（動的な4次
元で）」（12.9％）も同様に大幅な伸
びを示した。これらはいずれも現
場での施工に直結する作業と言
えるだろう。

 確認申請と  
フロントローディング

　これまでは詳細な構造や納ま
りがあいまいな設計のまま、施工
段階で解決したり、着工後の設計
変更で対応したりすることが多
かった。しかし施工に直結する作
業でのBIM活用が増えたことで
そうした問題を解消できるよう
になる。BIMの特徴であるフロン
トローディングを行うことで施
工段階での問題を事前に解決す
ることが可能になる。
　背景には、建築確認申請手続き
の厳格化で申請後の設計変更が
難しくなったほか、建設コスト低
減のために設計後の修正を極力
減らしたいという施工者側のニー
ズがあると考えられる。
　また「構造解析」（11.7%）や「空

調・風解析（CFD）」（10.5%）、「照
明解析」（10.5%）、「エネルギー解
析」（8.2%）など、シミュレーショ
ン業務での活用も、それぞれ勤務
先の約1割で行われていることが

分かった。これらの解析に用いる
ソフトは、IFC形式などを使って
BIMモデルとの間でデータ交換で
きるものが増えている。それを反
映した結果と言えそうだ。

● BIMを活用している作業 （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）



BIMの活用
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2010年（BIM）
2008年（3次元CAD）
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解析などに必要な情報

見積もりに必要な情報

数量表、建具表の
作成に必要な情報

紙図面の出力に
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パースやCGの作成に
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パースやCG、図面や建具表、見
積もりや解析といったあらゆる用
途で、「属性情報」を入力して利
用するケースが増えている。BIM
モデルのデータベース機能を活用
し、様々な業務で効率化に生かそ
うというユーザーの意識の表れだ。
現在は、全プロジェクトに占める
BIM活用率は15%未満という企
業が過半数だが、2年後には約半
数の企業が30%以上の活用率に
なると回答している。

 属性情報を活用する 
企業が急増

　BIMは「建物の3次元形状」と
「建物仕様のデータベース」を組
み合わせたものだという説明が

行われることが多い。
　そのデータベースに相当する
のが、「属性情報」である。例えば、
3次元モデルとしてのドアやサッ
シに入力する色や模様、メーカー
名、型番、断熱性などのデータだ。
BIMモデルに属性情報を入力す
ることで、様々な業務での活用を
可能にし、設計の生産性を向上さ
せることにつながる。
　勤務先でBIMを導入している
と回答した171人に「BIMモデル
にどのような属性情報を入力し
ているか」を尋ねた。その結果、属
性情報は特に利用していないと
する人はほとんどなかった。3次
元CADについての2008年調査に
比べて、あらゆる用途で属性情報

の入力が増えていることが明ら
かになった。
　最も多かったのが「パースや
CGの作成に必要な情報」で72.5%
だった。2008年の調査では41.9%
だったことを考えると、あらか
じめBIMソフトのBIMモデルに
入っている色や柄だけでなく、
パースやCGの完成度を高めるた
めにさらに高品質のデータを入
力していることがうかがえる。

 図面作成用の 
属性情報利用が倍増

　続いて「紙図面の出力に必要な
情報」が53.2%だった。2008年には
24.0%だったのが、倍以上となった。
　BIM用CADでモデルを切断し
ても、そのままでは日本の建築設
計で使われている体裁の図面に
はなりにくい。基本設計や詳細設
計など、縮尺に応じた図面が表現
できなければならない。壁や柱な
ど基本的な部材や建材のCAD部
品の設定を変えて、図面らしくす
る必要がある。
　BIMを導入した建築設計事務
所や建設会社などでは、自社の図
面表記にのっとってBIMモデル
から図面を描き出すときに使うテ
ンプレートを作成している。また、
BIMソフトのユーザー会の一つ
「Revitユーザ会（RUG）」では、業
界標準を目指した製図用のガイド
ラインを作成している。
　BIMモデルから建築確認申請

● BIMモデルに入力している属性情報 （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）

BIMならではの属性情報を入力
プロジェクトでの活用率も増加傾向に
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4.7%全く活用して
いない
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などに使える図面を作成するた
めの属性情報の入力も増えてい
る（15ページのグラフを参照）。
　このほか「数量表、建具表の作
成に必要な情報」は33.9%、「見積
もりに必要な情報」は24.0%、「構
造解析・エネルギー解析などに必
要な情報」は15.2%で入力してい
る。これらの回答からBIMモデル
を様々な用途に使うことで重複
入力を防ぎ、設計の生産性向上を
図ろうとする企業の実態が浮か
びあがってくる。

 プロジェクトでの 
活用率も急増

　BIMを導入している企業でも、
プロジェクト全体に占める活用
率では大きく差が開いた。

　「勤務先では全プロジェクトの
何%にBIMを活用しているか」と
いう質問に対しては、「15%未満」
（50 .9%）と「全く活用していな
い」（5.3%）で全体の6割弱を占め
た。一方、「60%以上」（9.4%）、「30～
60%未満」（12.9%）と3割以上のプ
ロジェクトでBIMを活用している
との回答は22.3％だった。大半の
企業ではBIMはまだ試験的な活
用にとどまっていることがうか
がえる。
　一方、「2年後にあなたの勤務
先では、全プロジェクトの何%に
BIMを活用していると予想する
か」という質問では、「60%以上」
（19.9%）、「30～60%未満」（29.2%）
という結果になった。2年後には
3割以上のプロジェクトでBIMを

活用していると予想する回答者
が49.1％と約半数を占めた。
　以上の結果から、今後、BIMを
活用するプロジェクトの比率が
急速に増えていくことが推測で
きる。現在はBIMの導入から日が
浅いため、BIMの活用技術を磨き
つつ、BIMを活用できる設計ス
タッフを育成している企業が多
いと言えよう。
　ただし、プロジェクトは工期内
に完了させなければならない。そ
のため、部分的な活用にならざる
を得ない面もあるだろう。
　2年後に活用率が増えると予想
する回答者が多いのは、BIM活用
の質的・量的な整備が、勤務先で
着々と進んでいることを物語っ
ている。

● 現在の全プロジェクトに対するBIM活用率
　 （BIM導入企業勤務者 N＝171）

● 2年後の全プロジェクトに対するBIM活用率
　 （BIM導入企業勤務者 N＝171）
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　3番目に使用者が多かった
のは3次元デザインソフトの
「SketchUp」で19.3%だった。様々
なBIM用ソフトとデータ交換が
可能なほか、フリーソフト版の
「GoogleSketchUp」が公開されて
いる。意匠設計の初期段階や受注
前のプレゼンテーションなどで
の使いやすさが評価され、意匠設
計用のCADとともに使われてい
ることがうかがえる。
　4位の「Vectorworks」（18.1％）
は属性情報を持った3次元CAD
として販売されてきたが、BIMソ
フトとしての認識は薄かった。と
ころがここ数年で、IFC形式での
データ交換機能や数量集計機能
などの機能強化を図った。それに
よってBIM用ソフトとして認知
され始めた。価格は30万～40万円
台と、意匠設計用CADとしては比
較的安い。
　5位の「MicroStation（Bentley 
Architecture）」は12.3%。欧米で
はRevit ArchitectureやArchi 
CADなどとともに主力BIMソフ
トの一角を占めている。しかし、
日本国内の建築分野では普及が
まだ進んでいない。
　6位は2009年発売された国産
の「GLOOBE」で6.4%、7位は同じ
く2009年発売の「Allplan」で2.3%
だった。両ソフトとも発売されて
日が浅く、初期バージョンでは機
能も限られていた。しかし、最近、
両ソフトとも新バージョンが発

BIMによる設計の中心となる
意 匠 設 計 で は、ArchiCAD と
Revit Architecture が群を抜い
て多く使われていることが分
かった。このほかVectorworks、
M i c r o S t a t i o n、G LOOBE、
AllplanなどのBIM対応CADや、
フリーソフト版もあるSketchUp
も使われている。意匠設計の分野
以外では構造設計、設備設計、解
析などでBIMに対応した様々なソ
フトの保有が進んでいる。

 Revit Architectureが 
発売8年で保有率40％に躍進

　勤務先でBIMを導入している
と答えた171人に、「勤務先で意匠

設計用BIMソフトとして保有また
は使用しているもの」を、選択肢の
中から答えてもらった。
　その結果、「Arch iCAD」が
45.6%、「Revit　Architecture」
が39.8%となり、ほかのソフトに
大きく差を付けた。ArchiCAD
は調査時期をさかのぼること16
年前の1994年に日本語を発売
した歴史が長いBIMソフトだ。
2010年には30万円（税抜き）を
切る低価格版を発売した。一方、
RevitArchitectureは2003年に日
本語版を発売した。わずか7～8年
の販売期間にもかかわらず、保有
率が約40%にまで急伸したことは
注目に値する。

● 意匠設計用BIMソフトの保有率 （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）

選択肢が広がる意匠設計用のCAD
BIMと連携した構造、設備、解析ソフトの利用も進む
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売されるなど機能強化を進めて
おり、今後、ユーザー数が増えて
くることが予想される。
　このほか、選択肢には挙げてい
なかったが、「その他」の回答で
「ARCHITREND Z」を使ってい
ると回答した人が6.4%いた。もと
もと住宅設計用のCADソフトだ
が、施工図作成機能などが評価さ
れ、ほかのBIMソフトとデータ交
換しながら実務で使われている
様子が浮き彫りになった。

 構造設計、設備設計も 
BIMと連携

　意匠設計用以外のBIM関連ソ
フトの保有・使用率も尋ねた。最
も多かったのがCGやウォーク
スルーなどのプレゼンテーショ
ン用ソフトの「3ds Max」。回答
者の32.2%が保有している。BIM
はプレゼンテーションで活用し
ているという回答者が最も多い
こともあり、CGや動画のクオリ
ティーを上げて競争力を強化す
る狙いがあると推察できる。
　2位は構造設計用の「Rev i t 
S t r u c t u r e」と設備設計用の
「CADWe’ll Tfas」で、どちらも
18.1%だった。意匠設計に続き、構
造設計、設備設計でもBIMの活用
が進んできたことが分かる。
　このほか構造設計では「Super 
Build/SS3」（11.7%）や「Tekla 
S t r u c t u r e s」（9 . 9%）、「SSC」
（5 . 3%）、設備設計では「Rev i t 

MEP」（7.0%）、「DesignDraft」
（5.8%）なども使われている。また
意匠、構造、設備の設計データを
統合してチェックや検討を行う
「Navisworks」（9.9%）も普及が進
んできた。
　BIMと解析ソフト間のデータ交
換性能の向上に伴い、解析ソフト
を保有する企業が増えていること
も明らかになった。目立つのは熱

流体解析（CFD）で「WindPerfect」
（7.0%）、「STREAM」（4.1%）、
「FlowDesigner」（3.5%）。
　このほかエネルギー解析用の
「Ecotect Analysis」（2.3%）や避
難・動線シミュレーション用の
「building EXODUS」（2.3%）、弾塑
性動的解析用ソフトの「UC-win/
FRAME（3D）」（0.6%）なども使わ
れている。

● BIM関連ソフトの保有率 （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）



BIMモデルを基に作成した図面。縮尺によって表現方法が変わる（21ペー
ジとも資料：安井建築設計事務所）

BIMを使った検討の例。中央が佐野吉彦代表取締役社長（写真：家入龍太）

事例2 ◆ 建築設計事務所のBIM活用

BIMで設計事務所の新ビジネスを模索
安井建築設計事務所

トップダウンにより 
BIMを組織的に導入

　安井建築設計事務所は2007年
に全社的にBIMを導入した。同社の
佐野吉彦代表取締役社長によるリー
ダーシップの下、トップダウンでBIM
導入を進めたのが特徴だ。
　以来、綿密に計画された導入スケ
ジュールに基づき、BIMの活用を進め
てきた。現在、BIM対応の意匠設計
CADソフトは約100ライセンスを保有
している。
　このほか、構造解析や熱流体シミュ
レーションなどのソフトも保有。BIMを
使わない設計者は全体の3分の1と、
少数派になってしまっている。
　同社情報・プレゼンテーション部長
の中元三郎氏は「以前の図面による

定量的に測定。従来の設計手法に
比べて、設計の各段階での作業量が
どのように変わったかを分析した。
　例えば2次元図面による従来の設
計手法では、基本設計段階の終了時
には設計業務全体の3割くらいしか終
わっていなかった。その後、実施設計
段階で検討したり、作図したりする作
業に多くの時間が必要だったからだ。
　ところがBIMを導入すると、基本設
計段階で5割くらいの作業を完了でき
るという。従来の設計手法では、後
回しになっていた設計情報を決める作
業が基本設計段階で行えるようになる
からだ。定量的に表現すると、基本
設計で従来と比べて2割のフロントロ
ーディングを実現できることになる。
　例えば、従来の設計手法ではまず
平面図で間取りを検討する作業から
始まる。間取りが固まると次は立面図
をつくる。ところがその段階で施主から
「こんな大きな窓はいらない」とか「まさ
かこんな外観になるとは思わなかった」
と言われると、平面図から再検討する
ことが余儀なくされる。設計の手戻り

設計は図形を描くのが仕事だったが、
BIMは設計情報をつくることが仕事に
なる。そこが違いだ」と語る。
　その違いを実感するのは、仕事の引
き継ぎのときだ。図面による引き継ぎ
は非常に大変だったが、BIMモデル
では設計情報が属性情報に格納され
ているため簡単に引き継げる。
　同社ではBIMモデルに格納された
設計情報をいつ、どのような内容でつ
くるのかを分析。測定しながら意匠設
計業務のワークフローのあり方を検討
している。そして施工や維持管理も
視野に入れながら、BIMによる新サー
ビスの展開も模索している。

基本設計終了時に  
設計作業の5割が完了

　同社ではBIM導入による作業量を

建築設計事務所でのBIM活用の方向性は事務所によって様々だ。複雑な曲
面を生かした意匠デザインを追求することに注力する事務所もあれば、解析や
シミュレーションに力を入れる事務所もある。一方、安井建築設計事務所のよ
うにBIMモデルを生かし、施工や維持管理を含めた新サービスの展開を模索
する設計事務所もある。



BIMで設計事務所の新ビジネスを模索
が生じることが多いのだ。
　これが、BIMの場合では平面図を
描くのと同時に、立面図も立ち上がっ
ていく。平面図の段階でも、ひさしや
窓の形などが検討ができる。基本設
計だけでも、フロントローディング効果
が発揮されるわけだ。

“第5の競争軸”として 
環境性能に新たな価値を

　BIMによる設計の可視化は、建物
の完成形をイメージしたCGだけではな
い。エネルギー消費やCO2排出量と
いった環境性能など、これまで人間の
目に見えなかったものも可視化するこ
とができる。
　例えば、温熱環境解析ソフトを使え
ば、窓から室内に差し込む太陽光の
熱負荷が一目で分かる。
　「ピーター・D・ピーダーセン氏は著書
『第5の競争軸 21世紀の新たな市
場原理』の中で、従来の自己変革力、
マーケットシェア、品質、価格に加え
て、環境・サスティナビリティー戦略が
新たな競争力になると説いている。当
社は建物の環境性能や省エネルギー
による設計の改革の可能性をBIMか
ら見い出すことができた」と中元氏は
言う。

2つの“BIM”を連携し
IPDの実現を目指す

　同社は、国土交通省関東地方整
備局が発注し、東京都江東区で施
工中の「海上保安庁海洋情報部庁舎
（仮称）」でBIMを活用している。躯
体や構造、設備の設計情報を統合し
てつくったBIMモデルでの検討を行っ
ている。設計、施工だけでなく、維持
管理にもBIMを導入することを目指し
ているのが特徴だ。

　これまで、建設業界にとって維持
管理は関心が薄い分野だった。しか
し、BIMによって建物の設計、施工
から維持管理まで、ライフサイクル全
体を管理するビジネスモデルを考えら
れるようになった。FMも新たなサー
ビスの1つとして重要だと位置付け
ている。
　安井建築設計事務所では仮想建
物モデルとしての「BIM」に、建設プロ
ジェクトにかかわる施主や設計者、施

工者、メーカーなどで情報を共有し、マ
ネジメントしあう仕組みを導入する予定
だ。「ビジネス・インフォメーション・マ
ネジメント」という、もう一つの“BIM”を
組み合わせた展開を考えている。
　2つのBIMの間で情報共有を行 
う̶̶。そうしたことが、建設関係者
全員でプロジェクトを進めていく「IPD
（インテグレーテッド・プロジェクト・デ
リバリー）」の実現につながると考え
ている。

昼間の太陽光を活用するための昼光照度シミュレーション

建物回りの風シミュレーション（左）と温熱環境シミュレーション（右）

ＢＩＭによる設計プロセスとプロジェクト体制の2つの“BIM”間で情報共有を行い、IPDの実現を目指す
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● BIMによる業務効率 （BIM導入企業勤務者 N＝171）

BIMの導入によって業務効率が
「上がった」という回答者は7割
を超え、「下がった」は2割強にと

どまった。業務での手戻りや、設
計図書作成時のミスが減少した
ことを挙げる回答者は4割近く

いた。BIMによる「新しいサービ
スの提供」や「全体的な建設プロ
ジェクトの成果」を挙げる人も多
い。また、2割強の企業がBIMによ
る改善効果を測定していた。

 7割以上が  
「効率が上がった」と回答

　勤務先でBIMを導入している
と答えた回答者171人に、「BIM
導入により、業務効率は上がっ
たか」を尋ねた。その結果、「非常
に上がった」（7.6%）と、「上がっ
た」（64.3%）を合わせて7割以上に
なった。一方、「非常に下がった」
（0.6%）と、「下がった」（22.2%）の
合計は2割強だった。
　大半の回答者がBIMによって
業務効率が改善することを認め
ている。
　従来の2次元CADから3次元の
BIMへと設計手法を変えるのは、
ある程度の教育訓練が必要にな
る。習熟期間も必要だ。その負担
で業務効率が一時的に落ちるこ
ともある。だが、調査結果からは
こうした問題を乗り越えて、業務
効率の改善を実現した回答者が
少なくないことが見てとれる。

 手戻りやミスの減少を 
4割近くが挙げる

　では、BIMの導入で業務のどの
部分が改善したのだろうか。「手
戻りの減少」（39.8%）と「図面など
設計図書のミスの減少」（38.6%）

図 P22_Q17　横 113mm×縦 87mm
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クレーム・訴訟の減少

新規社員の募集／既存社員の定着

既存顧客からのリピート発注

建築確認申請におけるリスクの減少

利益の向上

新人スタッフの建築物や建築プロセスに対する理解度向上

建築プロジェクト全体の工期短縮

新規顧客の開拓、新規事業の販促

定型業務の時間短縮

全体的な建設プロジェクトの成果

新しいサービスの提供

図面など設計図書のミスの減少

手戻りの減少
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● BIMの導入で改善したポイント （BIM導入企業勤務者 N＝171、マルチプルアンサー）

「業務効率が上がった」が7割超える
手戻りやミスの減少で業務効率が改善
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● BIMによる業務効率の改善率
　 （BIM導入企業勤務者 N＝171）
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図 P23_Q18　横 85mm×縦 78mm

がほぼ同率で並んだ。
 　BIMを導入することで、3次元
のモデルができ、設計内容が分か
りやすくなったり、合意形成がし
やすくなったりして、手戻りが減
少したと考えられる。また、BIM
モデルから平面図、立面図、断面
図や建具表などを一貫して作成
できるため、設計図書間の整合性
が自動的に確保されてミスが減
少した。
　「新しいサービスの提供」は
30.4%に上った。BIMの導入によっ
てこれまでになかったビジネスが
発生し、BIMによる収益が拡大し
つつあることを示唆している。
　4位以下は「全体的な建設プロ
ジェクトの成果」（20.5%）、「定
型業務の時間短縮」（12.3%）、「新
規顧客の開拓、新規事業の販促」
（12.3%）、「建築プロジェクト全

体の工期短縮」（11.7%）、「新人ス
タッフの建築物や建築プロセス
に対する理解度向上」（10.5%）と
続いている。これらは建設プロ
ジェクトの品質、工期、コストの
向上や建築ビジネスの成長戦略
に直結し、生産性向上にもつなが
るものだ。
　「利益の向上」（7.6%）、「既存顧客
からのリピート発注」（6.4%）とい
う回答結果が出ていることも注
目される。

 「業務効率50%以上  
向上」が1割近く

　勤務先でBIMを導入している
回答者171人に「BIM導入による
業務効率の改善効果を測定して
いるか」を聞いたところ、「測定
している」との回答が21.6%あっ
た。BIMを単なる設計ツールとし

てではなく、生産性向上のための
ツールとして認識している企業
が少なくない。
　また、「BIMの導入で業務効率
は何%上がったか（効果測定して
いない場合は感覚値）」を答えて
もらったところ、「100%以上上
がった」（0.6%）、「50～100%未満
上がった」（7.6%）、「25～50%未満
上がった」（17.5%）という結果と
なった。これらを合わせて「25%以
上上がった」という回答は全体の
約4分の1に達する。
　「10%未満上がった」（16.4%）や
「10～25%未満上がった」（18.1%）
も含め、業務効率が改善したのは
全体の約6割に上る。
　調査結果からは、BIMを導入
した大半の企業で、業務効率が改
善しつつあることが浮き彫りに
なった。

● BIMによる改善効果を測定しているか
　 （BIM導入企業勤務者 N＝171）
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その他

BIMを活用しやすい契約書である

各社のメンバーが1つの事務所に集まる

他社とコラボレーションした経験がある

BIMに理解のある工場がプロジェクトに参加している

プロジェクトの工期が短い

プロジェクトの予算が大きい

BIMに理解のある企業がプロジェクトに参加している

BIMに理解のある施主がプロジェクトに参加している

BIMに理解のある設計者がプロジェクトに参加している

プロジェクト関係者が使うソフト間でデータ交換や連携ができる

プロジェクトの規模が大きい

プロジェクトが複雑である
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BIMの活用価値が高まるのはどん
なときだろう。調査で浮き彫りに
なったのは「複雑で規模の大きい
プロジェクトで、設計者や施主、
企業の間でデータ交換がスムー
ズに行われるとき」である。BIM
の活用価値をさらに高めるため
には「ソフト間のデータ交換を改
善し、ソフトやハード、データな
どを使いやすくする」とともに
「BIMを活用できる人材育成」に
注力することが大切との声が多
かった。

 大規模、複雑な物件での 
コラボに効果

　全回答者517人を対象に「建設
プロジェクトにおけるBIMの活
用価値は、どんな条件のときに高

まるか」を聞いた。その結果、「プ
ロジェクトが複雑であるとき」
（46.8%）と「プロジェクトの規模
が大きいとき」（45.5%）という回
答が1、2位となった。
　BIMでは3次元モデルからCG
やパースのほか、平面図、立面図、
断面図や、建具表、数量計算書な
どの設計図書を効率的に作成し
たり、修正内容を即座に反映した
り、設計図書間の整合性を自動的
に確保したりすることができる。
それだけに、大規模で複雑なプロ
ジェクトで活用価値が高まると
考えている回答者が多い。
　「プロジェクト関係者が使うソ
フト間でデータ交換や連携ができ
るとき」（34.0%）、「BIMに理解のあ
る設計者がプロジェクトに参加し

ているとき」（31.7%）、「BIMに理解
のある施主がプロジェクトに参加
しているとき」（30.2%）、「BIMに理
解のある企業がプロジェクトに参
加しているとき」（25.1%）といった
回答も多かった。プロジェクト関
係者間でBIMモデルのデータを共
有し、様々なソフトを活用するこ
とで、データの二重入力防止やス
ムーズなコラボレーションが期待
できる。
　「プロジェクトの予算が大きい
とき」（24.4%）や「プロジェクトの
工期が短いとき」（18.2%）を指摘
する回答者も少なくなかった。大
規模なプロジェクトを短工期で
品質を確保しながら遂行するた
めには、BIMによる業務効率の改
善が必要だということだ。

● BIMの活用価値が高まる条件 （全回答者 N＝517、マルチプルアンサー）

複雑で大規模なプロジェクトに効果
ソフト間のデータ交換・連携が今後の課題
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BIMの初心者レベルのスタッフをもっと採用する

BIMモデルが携帯端末と連携する

BIMモデル作成を手軽に外注できるようにする

BIM活用を促進する契約形態を導入する

BIM以外の本来の設計能力を再教育する

施主がもっとBIM活用を要求する

他社でBIMに対応できる人材が増える

政府や業界団体でBIMモデルの基準を整備する

建設関連の官庁がBIM活用に積極的になる

BIMの成功事例に関する情報が公開される

BIM教育が手軽に受けられるようにする

ソフト・ハードの機能がもっと充実する

自社内でBIMに対応できる人材を増やす

建材・設備などの3Dモデルが簡単に入手できる

ソフト・ハードがもっと安くなる

ソフト間のデータ交換、連携が改善する
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　一方、「他社とコラボレーション
した経験があるとき」（7.7%）、「各
社のメンバーが1つの事務所に集
まるとき」（7.7%）や「BIMを活用し
やすい契約書であるとき」（6.8%）
はいずれも1割に満たなかった。

 データ交換、  
ユーザー増への期待

　「BIMの活用価値を高めるた
めに必要なことは何だと思うか」
という設問に対しては、「ソフト
間のデータ交換、連携が改善する
こと」との回答が49.9%で最も多
かった。前の設問にも関係する

が、大規模なプロジェクトで多数
の関係者がBIMモデルのデータ
を軸にコラボレーションするう
えで、データ交換性能が重視され
ていることの表れだろう。
　続いて「ソフト・ハードがもっ
と安くなること」（42.7%）という
回答が多かった。BIMの導入によ
る効果について未知数という企
業が多い中、従来の2次元CADよ
りも高価なBIM用CADや高性能
のパソコンなどを導入するため
には、費用対効果の点でリスクを
少なくしなければならない。ソフ
トやハードの低価格化に対する

ニーズは根強い。
　BIMのユーザーに着目すると
「自社内でBIMに対応できる人
材を増やすこと」（36.4%）、「BIM
教育が手軽に受けられるように
すること」（22.6%）、「他社でBIM
に対応できる人材が増えること」
（13.0%）を挙げた回答者も少なく
なかった。
　BIMの活用価値を高めるには、
社内外にBIMを活用できる人材
を増やし、コラボレーションが行
いやすくすることが大事だと考
えている回答者が少なくないと
言えそうだ。

● BIMの活用価値を高めるために必要なこと （全回答者 N＝517、マルチプルアンサー）
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その他

環境問題に対してよい印象を与えられた

プロジェクト全体のコスト削減

建設現場での安全性向上

プレハブ化、工場製作が進む

工程や工期の短縮

個人の生産性が向上

設計データ共有や統合、再利用がしやすくなった

質疑応答や手戻り・調整が減るなど
プロジェクトのスムーズ化

図面の承認・了解の時間短縮

設計変更に伴う手間やコストの減少

施主の設計・施工への参画によるコラボレーション

顧客に対してよい印象を与えられた

設計図書間での整合性が取りやすくなった

3Dでの設計可視化による
コミュニケーションや理解度の改善
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感している。生産性向上の第一歩
になっていると言えるだろう。
　「設計図書間での整合性が取り
やすくなった」は34.5％に達した。
建物の規模が大きくなると、従来
の2次元CADだと平面図、立面図、
断面図の整合性を取ることが難
しくなる。どこかに必ず不整合が
あると言ってもよい。
　その点、1つのBIMモデルを基
にしてこれらの図面や建具表な
ど設計図書を作成するようにする
と、整合性は自動的に確保される。
設計変更があったときにもBIMモ
デルさえ直せば、ほかの設計図書
にも自動的に反映される。設計を

BIMによる生産性の向上は「設
計の可視化によるコミュニケー
ションや理解度の改善」によるも
のが最も大きい。設計図書間の整
合性の向上や設計変更に伴う手
間やコストの減少など、業務の効
率化によるものが寄与している。
一方、顧客に対する印象がよく
なることや施主とのコラボレー
ションがしやすくなるなど、顧客
満足度の向上が生産性の向上に
つながると指摘する人もいる。

 3次元による  
設計可視化に高い支持

　勤務先でBIMを導入している

回答者171人を対象に「BIM導入
によって生産性向上があったと
思うこと」を聞いた。その結果、
「3Dでの設計可視化によるコミュ
ニケーションや理解度の改善」が
ダントツで、74.9%が向上のポイ
ントとして挙げた。
　従来の図面は限られたプロし
か理解できないほか、図面だけで
は空間が表現しにくかった。プロ
同士の間でも設計意図が十分に
伝えにくいこともある。実際の建
物や空間をBIMで忠実にモデル
化することによって、ひと目で誰
でも設計内容が理解できる効果
は、ほとんどのBIM導入企業が実

● BIM導入で生産性が向上したこと （BIM導入企業 N＝171、マルチプルアンサー）

設計の“見える化”で理解度が改善
属性情報の活用度合が生産性を左右する



図 P27_Q16+Q21　横 113mm×縦 101mm
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● BIMモデルに入力している属性情報（業務効率の改善度別） 
　 （BIM導入企業 N＝171、マルチプルアンサー）

チェックするときの労力も軽減さ
れる。無駄な作業時間が少なくな
ることで、生産性は高まる。
　このほか「顧客に対してよい印
象を与えられた」（31.0%）、「施主
の設計・施工への参画によるコラ
ボレーション」（29.8%）といった
ように、施主との関係で生産性が
向上すると回答した人も約3割に
達した。狭義の生産性向上とは異
なるが、顧客や施主の「顧客満足
度」をBIMによって向上させるこ
とができると言えそうだ。
　長期的な観点で見ると、BIMに
よって顧客からの評価が高まる
と、口コミでの受注増やリピート
顧客の獲得など、売り上げが高ま
ることも期待できる。
　一方、「工程や工期の短縮」
（6.4%）、「プレハブ化、工場製作が
進む」（4.7%）、「建設現場での安
全性向上」（4.7%）、「プロジェクト
全体のコスト削減」（3.5%）といっ
た施工段階に絡む生産性向上効
果を指摘する人は少数だった。ま
だ、BIMの活用が設計中心であ
り、プロジェクトの下流側に位置
する施工での生産性向上はこれ
からの課題と言えよう。

 属性情報の活用度と 
業務効率の改善

　BIMの導入による生産性向上
に密接に関係するのが、業務効率
の改善だ。BIMの活用度と効率
改善の有無の関係を調べるため、

業務効率の改善にもつながって
いると言えそうだ。
　一方、「下がった／非常に下
がった」グループは数量表、建具
表の作成に必要な情報や見積も
りに必要な情報を入力するケー
スが、「非常に上がった／上がっ
た」グループに比べて多くなる傾
向となった。
　BIMを単に導入しただけでは
生産性の向上にはつながらない。
どの業務で効率を上げるのかを
よく検討し、必要な属性情報を計
画的に入力し、それを一連のワー
クフローで活用してこそ、生産性
向上が実現できると言える。

BIMを勤務先で導入している回
答者171人を、業務効率が「上がっ
た」人と「下がった」人に分けて
分析を試みた。それぞれの人が、
BIMモデルにどのような属性情
報を入力しているかを示したの
が上のグラフだ。
　その結果、業務効率が「非常に
上がった／上がった」としたグ
ループでは、パースやCG、紙図面
の作成や構造解析・エネルギー解
析などに必要な属性情報を入力
している比率が高かった。近年の
BIMソフトでは、これらの作業は
比較的効果が発揮しやすい。その
ため属性情報を活用することが



BIMモデル上に配置するだけで部材の取り合い位置が決まる外装材のBIM
パーツ（28～29ページの資料と写真：清水建設）

基準階の意匠、構造、設備を組み合わせたBIMモデルで部材の干渉を
チェック

企画設計の段階から 
BIMで施工性を考慮

　清水建設横浜支店では、施工段階
の生産性を高めるためのBIM活用に
取り組んでいる。「3次元表現による
分かりやすさ」というBIMの強みを生か
す点は建築設計事務所の場合と同様
だ。ただし、適用分野は施工上の品
質管理から材料発注、工程管理まで
と幅広い。
　従来の設計手法では見えにくい隠
れた空間や時間などをBIMで可視化
しながら、施工にかかわる専門工事会
社やメーカーと効率的にコラボレーショ
ンするのは、建設会社ならではのBIM
活用手法だといえるだろう。

かった。
　清水建設横浜支店では、プレキャス
トコンクリート版や押出成形セメント版
などの外装材の「BIMパーツ」（3次
元CAD部品）に取り付け位置をあらか
じめ入力するという方法を採用した。
　設計者がこれらのパーツをBIMモ
デル上に配置すると、自動的に鉄骨と
の取り合いなど、細部の寸法が決まる
仕組みだ。BIMパーツを活用したフロ
ントローディングと言える。
　また、施工時に不具合があった部
材には、そのBIMパーツの属性情報
として不具合の状況などを入力する。
次の設計にフィードバックする取り組み
だ。これはBIMに「Plan（計画）」、「Do
（実施）」、「Check（検討）」、「Action
（措置）」の継続的改善を取り入れた
ものだ。

BIMの可視化を使って  
空間、手順の問題を解決

　施工段階で問題となるのが部材の

　設計段階でも施工の業務を考慮し
ながら意匠、構造、設備の設計を並
行して進める。設計のワークフローは
1つの工程が終わると次工程に引き
渡す「バトンタッチ方式」から、各設計
者が同時に作業する「スクラム方式」
へと変わってきた。

外装材のBIMパーツで 
フロントローディング

　施工管理の観点から、建物の骨
格となる鉄骨部材を発注するのは早
い方が望ましい。しかし、サッシや外
装材を取り付ける「ファスナ」と呼ばれ
る部材の位置や寸法は、通常、施
工の間際まで決まらない。そのため、
なかなか鉄骨の製作に取りかかれな

清水建設横浜支店

事例3 ◆ 建設会社のBIM活用

施工上の問題をフロントローディング

建設会社でのBIM活用のメリットは、施工段階の生産性向上にもある。清水
建設横浜支店では、設計段階で前もって施工段階で必要となる部材同士の
取り合い部分の寸法や位置を入力するフロントローディングを実施している。
また、施工段階では鉄骨や躯体、内外装、設備などの様々な専門工事会社
やメーカーとのコミュニケーションツールとしてBIMを活用している。



鉄骨の建て方に応じたBIMモデルを作成し、重機や搬入車両の位置や施工
手順を事前に確認

集合住宅の建て替えプロジェクトの受注に結びついた施工計画のCG。仮想
BIMコンペの経験を生かした

干渉だ。2次元の図面では問題がな
いように見えても、実際に施工すると
きに部材同士がぶつかってつくれな
い事態はよく発生する。鉄筋量が多
い最近の建物では、鉄筋同士が干渉
し、配筋作業やコンクリートの打設が
しにくくなることもある。
　清水建設横浜支店では、こうしたト
ラブルを未然に防ぐため躯体、構造、
設備のBIMパーツ化を推進し、建物の
基準階でこれらの納まりを3次元でチェ
ックしている。継ぎ手部など鉄筋が密
に入っている部分では、鉄筋を3次元
でモデル化し、太さや間隔を考慮して、
実際に組み立てが可能か、コンクリート
が充てんできるかなどを検討している。
　また、限られた現場のスペースで作

業を行うために、資
材置き場や重機の
位置を施工の過程
で移動させる必要
も出てくる。
　そこで基礎杭や
土留め壁、地下室
部分の施工手順
や、鉄骨の建て込
み工程を時間を含
めてBIMモデル化

する。施工シミュレーションを行うこと
により、空間的、時間的な問題点を
事前に検討。その内容を施工関係者
間で共有することで、施工の合理化を
実現している。

現場で施工図を作成  
仮想コンペ経験で受注も

　BIMは建物の基本計画や基本設
計から活用し始め、施工段階へと広げ
てきた。同支店ではさらに現場事務
所でのBIM活用も始めた。通信会社
と自動車ディーラーから受注した小規
模な建物2件だ。
　それぞれの現場を担当する若手社
員は、約2週間のBIM教育を受けた
後、現場でBIMソフトを活用する。施

工図を作成したり、設計監理者へのプ
レゼンテーションや設備の機器据え付
け、搬入を検討したりする。
　施工のノウハウを生かしたBIM活
用は、プロジェクトの受注力強化にも
つながっている。
　清水建設は2009年にインターネッ
ト上のBIM仮想コンペ「Build Live 
Tokyo 2009 Ⅱ」に参加し、最優秀
賞を獲得した。そのときの20人以上
の参加メンバーたちが再結集し、ある
集合住宅の建て替えプロジェクトの受
注活動を行った。
　仮想コンペの経験を生かして傾斜
地での解体から基礎工事、躯体工
事、外装工事に至るまで、さらには安
全確保や近隣住民への配慮、環境
保全などを分かりやすくプレゼンテーシ
ョンした。その結果、プロジェクトの受
注に成功した。
　建設会社のBIM活用では、施工
や運用、維持管理での問題を設計
段階で解決するフロントローディング
を実現することで大きなメリットが生ま
れる。そのため設計部門と施工部門
に分かれた従来の組織体制での業
務分担の調整や、情報交換などの面
で課題が浮上しつつある。

施工上の問題をフロントローディング

清水建設横浜支店でBIMソフトを使って設計を行う社員



BIMの作業的価値

BIMは、建設プロジェクトの事前
検討から基本計画、意匠設計に至
るまでの上流段階で活用する方
が価値が高いと考える回答者が
多かった。設計業務では詳細設計
や構造・設備設計、見積もりと、工
程が後になるほどポイントは下
がった。この傾向は施工管理や監
理、運用・維持管理でも同様だ。
BIMのメリットが建設プロジェク
トの下流段階で十分生かされて
いないことを物語っている。

 「基本計画」に 
最も高い支持が

　「BIMは建設プロジェクトのど
の段階で活用価値があるか」。こ
の設問に対しての回答は「事前検
討」（43.1%）、「基本計画」（52.2%）、
「意匠設計」（42.6%）と、建設プロ
ジェクトの上流部分を挙げる人
が多かった。
　受注前の施主へのプレゼン
テーションで、施主に計画内容を
分かりやすく伝えたり、施主から
の要望を取り入れながら柔軟に
計画を変更したりすることで、プ
ロジェクトの受注に結びつけて
いるようだ。
　意匠設計でも、現在、市販され
ているBIM対応の3次元CADで、
効率的に作業しながら、設計の可
視化によって施主との合意形成
をスムーズに行うことがメリッ
トになる。現在のソフトの機能や
設計データをうまく活用してい

ると言えるだろう。
　「詳細設計」（28.2%）、「構造設
計」（29.0%）、「設備設計」（28.6%）、
「設計図書の作成」（23.4%）、「見積
もり」（27.5%）は、いずれも3割を
切っている。
　詳細設計については、BIMモデ
ルから詳細設計用の図面を作成
するノウハウや、設計用のデータ
類が意匠設計段階ほど整備され
ていないことがその原因として
考えられる。
　設計図書の作成についても、
詳細設計レベルや施工図の作成

となるとまだBIMで作成しにく
かったり、逆に2次元CADの方が
効率的だったりする場合がある。
これが結果にも表れたようだ。
　構造設計については、BIM用
のCADソフトは市販されている
ものの、構造計算ソフトとのデー
タ交換に手間がかかったり、大臣
認定の構造計算ソフトとの互換
性が十分でなかったりすること
がある。また、意匠設計者と構造
設計者が別々の会社や部署であ
ることも多く、BIMによるコラボ
レーションがやりにくいことも
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● 建設段階でのBIMの活用価値  （全回答者 N=517、マルチプルアンサー）

有効に使えるのは建設の上流段階
プロジェクト全体の品質が高まることに価値見いだす



● BIMの活用価値  （全回答者 N=517、マルチプルアンサー）

考えられる。回答結果はこのよう
な実情を反映したものと言える
だろう。
　設備設計では、躯体のBIMモデ
ルを意匠設計者からもらうこと
で、設計がしやすくなるはずだ。
しかし、設備設計ではまだ2次元
CADが主流であり、BIMや3次元
CADを導入するメリットが出に
くい面があると推測できる。
　施工段階以降では、「施工管理」
（25.7%）、「監理」（17.4%）、「工場
製作」（12.8%）、「運用・維持管理」
（17.0%）という結果になった。

 トータルな品質向上が 
BIMの活用価値

　「BIMの活用価値はどこにある
と思うか」という設問には、「プ

ロジェクト全体の品質が高まる」
（48.7%）、「建設プロジェクトにお
けるトラブルを防ぐ」（46.0%）と
いう回答が上位を占めた。「設計
思想に対する理解が全体的に向
上する」（42.6%）、「建設中の変更
が減る」（21.7%）を上回る結果と
なった。
　これから分かることは、BIMの
活用価値は、特定の業務を改善す
る「個別最適」にあるのではなく、
設計から施工、維持管理までを含
めたプロジェクト全体を改善す
る「全体最適」にあるということ
である。
　現在は施工や維持管理などの
後工程で浮上してくる問題を、上
流の設計段階で解決するフロン
トローディングが十分に実施さ

れていない。設計と施工の間に高
い壁がある従来の体制のまま、
BIMの導入が部分的に行われて
いる。
　基本設計段階では後工程の課
題をフロントローディングしな
いまま、むしろBIMソフトを従来
よりも高い品質の設計を効率的
に行うことに活用して生産性向
上を図っていると言えそうだ。
　今後、施工段階以降でもBIM活
用が増え、後工程の課題を上流で
解決することが当たり前になれ
ば、BIMの活用価値は建設プロ
ジェクトの全段階で均一化され
るだろう。そのためには従来の設
計・施工の業務分担やフィーなど
の問題を解決することも大切に
なる。
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BIMの作業的価値
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建設業界へのBIMの導入によっ
て、これから5年間で改善される
と予想されることの多くは、「結
果を予測する力」に関連するもの
だ。図面による設計内容の表現で
は、建物の完成形が分かりにく
かった。これによって設計の見直
しが生じたり、設計に不具合が
あったり、結果が予測しにくかっ
たりした。建物の完成状態を3次
元で可視化できるBIMを活用すれ
ば、こうした問題が改善されると
考える人が多い。

 BIMで設計の見直しや 
承認作業を改善

　「今後、5年間で改善されると
思うこと」という問いへの答えは

「設計の見直しや承認の作業が改
善される」（45.8%）と「設計が向上
する」（44.3%）が多かった。
　それに続き「リスクが減り、結
果がよく予測できる」（36.6%）、
「建物やインフラ施設の性能が高
まる」（22.8%）、「クレームや紛争
が減る」（22.2%）が上位に入った。
　設計という行為自体が本来、将
来実現する建物を予測し、完成形
を設計図書で表現するものだ。こ
れに対し今後、5年間で改善が期
待されるものとして挙がった設
計の見直しやリスク、クレームや
紛争などの多くは、「結果を予測
できないこと」に起因して発生し
ていると言えるだろう。
　BIMは良い設計、悪い設計にか

かわらず、設計内容を誰にでも分
かりやすく可視化する力がある。
つまり、BIMは建物の完成時と
いう結果を、誰もが同じイメージ
で見ることができる「タイムマシ
ン」のような機能があると思って
もよいだろう。そのため、建物に
関する多くのことを事前に予測
し、それに基づいて合意形成を図
ることが可能になる。
　BIMによって設計、施工を進め
ることは、「結果を予測する力」を
建設プロジェクトのあらゆる場
面で発揮することにつながる。そ
の力によって改善されることを、
多くの回答者は自分が関連する
業務から予測したと言えそうだ。
　「個人の生産性が高まる」

● 今後5年間でBIMで改善されること （全回答者 N=517、マルチプルアンサー）

5年後には「結果の予測力」が増す
CASBEEとの連携で環境性能の向上にも役立つ



急激に伸びる

無回答

変わらない

早急に伸びる

今と同程度の伸び

減る

5.8%

25.1%

49.7%

17.0%

2.3%

0.0%

（21.1%）、「運用や維持管理が向上
する」（19.7%）、「プロジェクトの
出来栄えに対しプロとしての満
足感が高まる」（16.6%）は2割前後
となった。これらはBIMによって
自動化できる作業は自動化し、設
計者や技術者は本質的な業務に
集中できることを期待した回答
だろう。作業品質や作業効率の改
善に寄与させたいという思いの
表れだ。

 施工関連の改善は 
下位に

　その次に「工期を短縮でき
る」（15.5%）、「工費が低減する」
（13.7%）、「施工や現場が安全に
なる」（11.2%）、「より大きく、複
雑な部材をプレハブ化できる」
（10.4%）と、施工段階の改善を期
待する回答が続いた。
　施工段階に関する改善項目が
下位に集中したのは、回答者の半
数以上が設計関係者だったこと
も原因している。ただし、上位に
集中した「結果を予測する力」を
施工段階に当てはめて考えれば、
現場での納まりを事前に解決し
た施工図レベルの設計が可能に
なると言えるだろう。
　それが実現できると、部材の
工場製作によるプレハブ化が進
展し、現場での作業は工場から
運ばれてきたプレハブ部材の組
み立てを中心にすることもでき
る。現場での作業はより単純化

し、作業員が減るとともに、現場
の事故も大幅に減少することに
つながるのではないか。
　工期の短縮や工費の低減は、建
設プロジェクトの収益に直結す
るものだ。もう少し、施工関係者
の回答数が多ければ、施工関係で
の改善を期待する回答がもっと
増えたかもしれない。

 BIMによる  
環境性能向上にも期待

　勤務先でBIMを導入している
回答者171人に「建物の環境性能
評価指標『CASBEE』において、
BIMの活用は今後増えると思う
か」と聞いた。その結果、「急激に
伸びる」（5.8%）と、「早急に伸び
る」（25.1%）を合わせて3割の回

答者がCASBEEとBIMとの連
携が強まっていくことを予想し
た。一方、「減る」と答えた人は皆
無だった。
　回答者の49.7%は「今と同程度の
伸び」とした。ただ、今後、建物の環
境性能の向上と、BIMの活用は密
接な関係があると大半の人が考え
ていることは明白になった。
　オートデスクは日本サステ
ナブル建築協会（JSBC）と提携
し、PAL計算や昼光率計算など
CASBEEの評価項目の一部を
Revit Architectureで自動化する
連結ソフト「Revit Extension for 
CASBEE」を開発した。2010年10月
から提供を開始している。これと
同様のソフトは今後、他のBIMベ
ンダーからも提供される予定だ。

● CASBEEでのBIM活用 （BIM導入企業勤務者 N=171）



東芝エレベータ、NTTファシリティーズ
汎用品をパーツ化、維持管理への展開も
事例4 ◆ 設備分野のBIM活用

汎用機種を対象に  
BIMで設計サービス

　東芝エレベータでは以前からエレベ
ーターやエスカレーターの設計サービ
スを行ってきた。2次元CADをカスタ
マイズすることによって、設計作業の
効率化を図ってきたが、次の展開を見
据えて2008年にBIM対応のCAD
を導入した。
　翌2009年、同社ではエレベーター

の平手和夫氏は、「エレベーターやエ
スカレーターは、各フロアを貫く縦の
交通機関なので、各階の平面的位
置がピッタリと合っている必要がある。
BIMなら各階すべてに正確な位置を
反映できる」とメリットを説明する。

カタログスペックを 
BIMパーツに埋め込む

　エレベーターなどの位置は、設計の
初期段階で決める必要がある。そのと
きは、建物の詳細な構造が決まってい
ないこともあるので、建物内部に空け
ておくべき空間の位置や大きさ、形を
BIMモデルで提供する。
　その後、建物が着工し、施工図レ
ベルでの検討段階になったときには構

とエスカレーターのうち、JIS規格の汎
用品をBIMモデル化し、建設会社や
建築設計事務所向けにBIMによる設
計サービスを始めた。
　その手順は、まず顧客から躯体の
BIMモデルデータや設計図を受け取
る。それを基にエレベーターやエスカレ
ーターの設置に必要なスペースや取り
付け部の位置などをBIMモデルとして
作成し、顧客に返すというものだ。
　同社情報システム部PJ推進担当

建物全体の設計、施工、そして維持管理を合理化するために重要なのが設
備分野でのBIMの活用だ。東芝エレベータでは、設計に特別なノウハウが必
要なエレベーターやエスカレーターをBIMパーツ化し、設計サービスを提供して
いる。また、2万1000棟ものビルを管理するNTTファシリティーズでは、BIM
による建物の維持管理を視野に入れた取り組みを始めた。

エスカレーターのBIMパーツを建物に組み込んだCG（このページの資料：
東芝エレベータ）

建物のBIMモデルに組み込んだエレベーターのBIMパーツ

階高を超えるとアラームが出る機能などが付いたBIMパーツ



汎用品をパーツ化、維持管理への展開も

造部材との取り合いや寸法、補強部
材など、詳細な設計情報が必要にな
る。このときは、BIMモデルにより詳
細な設計情報の提供を行う。
　BIMパーツには、属性情報として機
種名や基本的な仕様など、エレベータ
ーやエスカレーターのカタログに記載さ
れているスペックが埋め込まれている。
　またメーカーならではの細かい配慮と
して、階高が超えたときなどには「アラ
ート」を出すチェック機能など、ロジック
的な工夫も凝らされている。
　BIMパーツの寸法や仕様などをユ
ーザーが勝手に変えるとトラブルにつ
ながる恐れもある。そこで現在は問題
になりそうなデータは入力せず、BIM
パーツ単体での提供も行っていない。

会社間コラボレーションの
課題も浮き彫りに

　現実にはまだ、建築設計事務所や
建設会社との間でのBIMによるコラ
ボレーションは、活性化していない。
躯体のBIMモデルはおろか、図面さ
えない段階でエレベーターなどの設計
を求められることもある。図面があって
も、エレベーターやエスカレーター付近
を切り取った情報が多い。その理由
は、施主に対する守秘義務や設計上
の機密保持、建物のBIMモデルの

著作権など、様々な要因が障壁になっ
ていると考えられる。
　設備分野でのBIM活用といえば、
維持管理段階での機器のメンテナン
スや改修工事での活用が頭に浮かび
やすい。しかし、東芝エレベータでは、
維持管理段階でのBIM活用につい
てはまだ、本格的には議論されていな
いという。
　「エレベーターやエスカレーターの
改修は完成からさらに20年たってか
ら。現在は竣工図やマニュアル、機
器のスペック資料で維持管理業務を
行っている」と同社情報システム部
PJ推進担当グループ長の岡田謙一
氏は話す。
　完成から20年後に必要となるエレ
ベーターやエスカレーターの改修を前
提とした維持管理でのBIM活用は、
長期的な視点を持った取り組みが欠
かせない。

設計から維持管理までの  
BIM活用に取り組む

　NTTファシリティーズは2009年に
BIMを導入し、3カ年計画でBIM活
用に取り組んでいる。2010年11月
現在で生産施設や病院、オフィスなど
6件の物件の企画や基本設計にBIM
を活用している。対象となった建物の

床面積は1000m2から10万m2と大
小様々だ。
　現在は、計画・企画や基本設計段
階でCGパースを用いて施主とコミュ
ニケーションしながら材料や色などを
決める合意形成などにBIMを使って
いる。しかし、今後は実施設計、工
事監理と一連の建設フェーズでの活
用を進め、さらに維持管理段階での
BIM活用も視野に入れるという。
　同社が管理する建物は約2万
1000棟に上る。「これまでは設備機
器管理台帳を使って施設管理を行っ
てきた。ここにBIMを活用することで、
今、何台の機器がどこで動いているか
リアルタイムで管理できないか検討し
ている」と同社FM事業本部技術部
主査の渡邉昌秀氏は語る。
　「BIMのメリットは、これまでバラバ
ラだった図面や台帳、マニュアル、修
繕履歴などの情報を連携して管理でき
る可能性があること。1つの建物に関
する情報を効率的に活用できるように
なれば、施主への説明や合意形成な
どの業務も合理化できる」（渡邉氏）
　今後、同社が手掛けるプロジェクト
で維持管理までBIMを活用するため
には、設計から施工、そして維持管理
へとBIMモデルのデータをいかにうま
くつないでいくかが課題になる。

ライフサイクル全体の情報を一元化したデジタルモックアップの
構築イメージ

エレベーターホールのCGシミュレーション（左とも資料：NTTファシ
リティーズ）



BIMの職種的価値

BIMの活用価値を職種別で見て
みると、やはり意匠設計者にとっ
て、最も活用価値があると考える
人が多かった。その次は設備設
計者、次いで元請け建設会社、構
造設計者、施主がほぼ同数で並
んだ。専門工事会社や建材・設備
メーカーの活用価値は相対的に
低いという結果になった。一方、
BIMを勤務先で導入している回答
者は、9割近くがBIMのメリット
を生かしており、BIMの導入に何
らかの意義を見いだしているこ
とがうかがえる。

 意匠設計者の活用価値を 
高く評価

　「プロジェクト全体にわたって
BIMを活用したとき、それぞれの
職種でどの程度BIMの活用価値
があると思うか」を尋ねた。その
結果、意匠設計者という意見が最
も多く「非常に高い」（25.9%）と
「高い」（40.0%）を合わせて約3分
の2となった。一方、「ない」（3.7%）
と「低い」（1.4%）の合計は5.1%。
「どちらとも言えない」（25.0%）は
全職種中、最も少なかった。

　この結果は、「有効に使えるの
は建設の上流段階」（30～31ペー
ジ）の結果とも合致するものだ。
プロジェクトの段階別では事前
検討から基本計画、意匠設計まで
のBIM活用価値が高かったのと
同様に、その業務を担う意匠設計
者にとってBIMの活用価値が高
いという結果になった。
　その次に活用価値が高い職種
は、設備設計者だった。「非常に高
い」（22.2%）と「高い」（34.6%）を合
わせると56.8%になる。構造設計
者よりも若干、活用価値が高い結

 19.1 27.9 36.0 5.4 6.6   5.0

 25.9 40.0 25.0 3.7 4.1

 18.2 32.1 37.7  3.9 5.0

 22.2 34.6 30.8 3.9 5.2

 15.7 35.0 34.4 5.4 4.1 5.4

8.9 27.1 44.7 8.3 5.2 5.8

8.3 26.9 46.4 7.9 4.6 5.8

（%）

施主

意匠設計者

構造設計者

設備設計者

元請け建設会社

専門工事会社

建材・設備メーカー

非常に高い 高い どちらとも言えない 低い ない 無回答

1.4

3.1

3.3

● 職種ごとのBIMの活用価値 （全回答者 N=517）

メリットが大きいのは意匠設計者
設備、構造のほか施工者や施主の活用価値も大



BIMのメリットを
最大限に生かしている

無回答

BIMのメリットは
ほとんど生かしていない

BIMのメリットを
かなり生かしている

BIMのメリットの
ほんの一部だけを
生かしている

4.7%

24.0%

57.9%

8.8%

4.7%

果になったのは、設備設計者が工
期的にもスペース的にも厳しい
条件での設計を余儀なくされる
ことに起因している。BIMモデル
によって躯体の設計内容が提供
され、設備用のBIMソフトで設計
を進めることは、設計の問題点を
早期に発見し、対処できることに
つながる。

 施主の  
活用価値にも注目

　着目する必要があるのは施主
の活用価値だ。「非常に高い」が
19.1%、「高い」が27.9%と、回答者
の半数近くが施主のBIMの活用
価値を認めている。
　図面だけで設計を進めたり、設
計承認を行ったりすると、施主自
身が考えているイメージと設計
内容に食い違いが生じてもその
時点では分からないことが多い。
そして完成間際の工事が後戻り
できない状態になってから食い
違いの事実に気づき、半ばあきら
めて工事を終えるといったこと
がありがちだった。
　回答者の大半は設計者や施工
管理担当者であり、日ごろ、施主
との打ち合わせを行っている。完
成時の反応などに身近に接する
立場にあると思われる。BIMの活
用によって設計内容が可視化で
き施主側に結果を予測する力が
備わることで、従来の問題点の多
くが解決できることを回答者が

期待していると考えられる。
　構造設計者と元請け建設会社
の活用価値は同程度で、ほぼ半数
の回答者が「活用価値が非常に高
い／高い」と評価をした。一方、専
門工事会社や建材・設備メーカー
はそれぞれ36.0％、35.2％が「活用
の価値が非常に高い／高い」とす
るにとどまった。

 BIM導入企業は 
9割がメリット生かす

　勤務先でBIMを導入している
回答者に「勤務先ではBIMの活用
価値をどのくらい生かしている
か」について聞いたところ、「BIM
のメリットを最大限に生かして

いる」は4.7%にとどまった。「BIM
のメリットをかなり生かしてい
る」が24.0%、「BIMのメリットの
ほんの一部だけを生かしている」
が半数以上の57.9%となった。合
計するとBIM導入企業の9割近く
が、何らかの形でBIMのメリット
を生かしていることになる。
　これらの結果を総合すると、設
計者、施工者、施主はそれぞれBIM
の導入によって何らかのメリット
を得られることが分かる。今回、回
答数が極端に少ない施主は除かざ
るを得ないが、建築設計事務所と
建設会社のBIM活用価値は具体的
にどんな部分にあるのかを次ペー
ジ以降で分析してみる。

● BIMのメリットの活用度 （BIM導入企業勤務者 N=171）



BIMの職種的価値
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手戻りの減少

定型業務の時間短縮

建築プロジェクト全体の工期短縮

利益の向上

全体的な建設プロジェクトの成果

建築確認申請におけるリスクの減少

新規顧客の開拓、新規事業の販促

既存顧客からのリピート発注

新しいサービスの提供

新規社員の募集／既存社員の定着

新人スタッフの建築物や建築プロセスに対する理解度向上

クレーム・訴訟の減少

その他

設計者と施工者によるBIMの活用
価値に違いがあるのかどうかを
検証するため、勤務先でBIMを活
用する建築（意匠）設計事務所の
回答者62人を対象に、回答調査結
果を別途、取りまとめた。その結
果、設計図書のミスの減少や、設
計の可視化による生産性向上に
最もBIMの活用価値を見いだして
いることが分かった。

 意匠設計事務所の 
BIMの活用価値

　勤務先でBIMを導入している
回答者171人のうち、建築（意匠）
設計事務所に勤務している62人
の回答内容を社内業務の改善、業
務改善の定量的効果、生産性向上
の3つの視点で分析した。
　62人の職種の内訳は「建築設
計」（66.1%）が圧倒的に多く、「経
営者・管理職」（22.6%）が続いた。
その他の職種は非常に少なく、1
割未満だった。
　「BIM導入により、社内業務の
どの部分が改善したか」という
質問では、「図面など設計図書の
ミスの減少」（41.9%）を挙げる意
見が最も多く、「手戻りの減少」
（38.7%）を上回った。
　1つの建物のモデルから、様々な
図面や建具表などを自動的に整合
性を確保しながら作成できるのが
BIMのメリット。意匠設計事務所
は設計図書のミスや手戻り作業が
減少することに、最も業務改善効

果を見いだしている。
　続いて「新しいサービスの提
供」（25.8%）、「全体的な建設プロ
ジェクトの成果」（19.4%）、「定型
業務の時間短縮」（11.3%）、「新人
スタッフの建築物や建築プロセ
スに対する理解度向上」（9.7%）と
なった。

 業務改善の定量的効果は 
平均を上回る

　「BIMの導入で業務効率は何%
上がったか（効果測定していない
場合は感覚値）」を答えてもらっ
たところ、「100%以上上がった」

（1.6%）、「50～100%未満上がっ
た」（4.8%）、「25～50%未満上がっ
た」（22 .6%）という結果となっ
た。これらを合わせて「25%以上
上がった」との回答は3割近くに
なった。
　「10%未満上がった」（14.5%）や
「10～25%未満上がった」（19.4%）
も含めて、少しでも業務効率が改
善したのは約3分の2に上る。

 設計の可視化により 
生産性が向上

　「BIMの導入によって生産性向
上があったと思うもの」との設問

● 意匠設計事務所の業務改善内容 （BIM導入意匠設計事務所勤務者 N=62、マルチプルアンサー）

設計事務所では設計図書のミスが減少
設計の可視化でコミュニケーションが改善
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● 意匠設計事務所の生産性向上 （BIM導入意匠設計事務所勤務者 N=62、マルチプルアンサー）
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には、「3Dでの設計可視化による
コミュニケーションや理解度の改
善」（75.8%）が最も多い回答だっ
た。2番目の「設計図書間での整合
性が取りやすくなった」（33.9%）
に大きく差をつけている。
　社内業務の改善では、設計図書
のミスの減少を挙げた人が最も
多かった。しかし、この回答結果
を見ると、ミスの減少以上に、設
計の可視化によって顧客とのコ
ミュニケーションを図る場面に
こそ、BIMによる生産性向上効果
が発揮されていることがうかが
える。
　3位以下は、「施主の設計・施工
への参画によるコラボレーショ
ン」（22.6%）、「図面の承認・了解
の時間短縮」（21.0%）、「設計変
更に伴う手間やコストの減少」
（19.4%）、「顧客に対してよい印
象を与えられた」（19.4%）などが
続いた。BIMを顧客とのコミュニ
ケーションツールとして活用す
ることに関係している。
　一方、「工程や工期の短縮」、「プ
レハブ化、工場製作が進む」、「プ
ロジェクト全体のコスト削減」、
「建設現場での安全性向上」と
いった施工段階での生産性向上
を挙げた回答者は、いずれも皆無
だった。意匠設計事務所として、
施工段階でのBIM活用にはほと
んどかかわっていない実態が表
れている。建設会社との違いがど
こにあるか興味深い。

● 意匠設計事務所の改善効果 （BIM導入意匠設計事務所勤務者 N=62）
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新人スタッフの建築物や建築プロセスに対する理解度向上

クレーム・訴訟の減少

その他

幅広い職種が薄く広く含まれて
いるのが特徴だ。
　「BIM導入により、社内業務の
どの部分が改善したか」という質
問では、「手戻りの減少」（44.3%）
が「図面など設計図書のミスの減
少」（34.2%）を上回った。意匠設
計事務所とは異なり、設計図書の
ミス減少よりも手戻りの減少の
方を高く評価していることが分
かった。
　続く「新しいサービスの提供」
（32.9%）、「全体的な建設プロジェ
クトの成果」（21.5%）の順位は意
匠設計事務所と同じだ。しかし、
そのほかの項目を支持する人の
割合は、総合建設業の方が全体に
高めになっている。
　BIMによる社内業務改善効果
は、意匠設計事務所よりも総合
建設業の方が幅広く、様々な業
務に関係していることがうかが
える。

 業務改善の定量的効果は 
平均に及ばず

　「BIMの導入で業務効率は何%
上がったか（効果測定していない
場合は感覚値）」を答えてもらっ
たところ、「100%以上上がった」
はなかった。「50～100%未満上
がった」（2.5%）、「25～50%未満上
がった」（11.4%）という結果で、
これらを合わせると「25%以上上
がった」との回答が13.9%となっ
た。全業種の回答（25.7%、23ペー

勤務先でBIMを活用する、総合建
設業の回答者79人を対象に、意匠
設計事務所と同様にBIMによる業
務改善効果や生産性向上効果につ
いての回答を分析した。全体的な
傾向は意匠設計事務所に似ている
が、新しいサービスの提供や新規
顧客開拓、新規事業の販促など、幅
広い分野でBIMによる生産性向上
効果を評価している姿が浮き彫り
になった。

 「手戻りの減少」が 
最大の業務改善に

　勤務先でBIMを導入している
回答者171人のうち、総合建設業
に勤務しているのは79人と、意匠
設計事務所の62人を上回った。職
種の内訳は「建築設計」（45.6%）、
「経営者・管理職」（11.4%）、「施工
管理」（10.1%）で、意匠設計事務所
に比べて建築設計の比率が低く、

● 総合建設業の業務改善内容 （BIM導入総合建設業勤務者 N=79、マルチプルアンサー）

建設会社は幅広い分野で生産性が向上
「ミスの減少」よりも「手戻りの減少」を評価
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● 総合建設業の生産性向上 （BIM導入総合建設業勤務者 N=79、マルチプルアンサー）
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● 総合建設業の業務改善効果 （BIM導入総合建設業勤務者 N=79）ジ参照）をかなり下回る結果だ。
　「10%未満上がった」（21.5%）や
「10～25%未満上がった」（16.5%）
を含めた、少しでも業務効率が改
善したという回答は51.9%とな
り、これも全業種の回答（60.2%）
を下回った。

 BIMで総合建設業を 
イメージアップ

　「BIMの導入によって生産性
向上があったと思うもの」につ
いての回答で、最も多かったの
は意匠設計事務所と同じく、「3D
での設計可視化によるコミュ
ニケーションや理解度の改善」
（78.5%）だった。ただし、2番目
は「顧客に対してよい印象を与
えられた」（39.2%）が入り、「設
計図書間での整合性が取りやす
くなった」（36.7%）を上回った。
これに「施主の設計・施工への
参画によるコラボレーション」
（31.6%）が続く。
　総合建設業にとってのBIM
は、顧客に対してのイメージアッ
プ効果や顧客との良好な関係を
築くコミュニケーションツール
としての効果が大きく、これが
生産性向上の原動力になってい
るようだ。そのほか、「質疑応答
や手戻り・調整が減る」など施工
段階を含めたBIMによる生産性
向上効果に対する評価は、意匠設
計事務所より総じて高い結果と
なった。
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● どの段階でBIMを活用しているか （マルチプルアンサー） 図 P16_ 横 113mm×縦 90.3mm　Q21
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※「非常に高い」と「高い」の合計

● 職種ごとのBIMの活用価値が高いと回答した人の割合

米国のマグロウヒル社は、2009年
5月28日から7月2日まで、インター
ネットで北米の建設関係者を対象
にBIM活用実態調査を実施。報告
書「THE BUSINESS VALUE OF 
BIM」を発行した。比較可能な主な
設問について同報告書と今回の調
査結果を比較した。併せて日米の
違いやBIMベンダーとしての考え
を、米国オートデスク社上級副社
長、ジェイ・バット氏に聞いた。

─日米のBIM活用状況の違い
や類似点についてどう思うか。
バット氏　日米のBIM活用状況
を比べてみると、違いよりも類似

点の方が目立つ。例えばBIMモデ
ルから引き出される設計情報こ
そが、BIMの“真の価値”として重
要であることを、日米のBIMユー
ザーは理解している。
　また、BIMの導入に取り組み
始めたばかりの企業がある半面、
BIMが設計や施工段階で提供する
解析やシミュレーション、可視化、
コラボレーションといった付加価
値を理解している企業も多い。
　日本の建設業界においてBIM
に対する関心が高まりつつある一
方、施主のBIMに対する関心は限
定的なようだ。これも米国と似て
いる。また、BIMが新築の建物だけ

でなく、将来、成長が期
待される既存建物のリ
フォームや補修の分野
でも設計・施工ツール
としても活用が増えつ
つあることも同じだ。
　1つ、米国との違いを
挙げるとすれば、日本

では非常に影響力のあるゼネコン
が建設産業の大きな部分を動か
していることだ。そして設計・施工
一貫方式を採用している。

─主要BIMベンダーとして、今
後、日本の建設産業に対して、ど
のように働きかける予定か。
バット氏　世界的に見ても、日
本は最も興味深い市場の1つ
だ。当社ではAutodesk Revi t 
Architectureなど、多くのBIM製
品を販売している。多くの企業と
戦略的な提携を行い、日本独自の
ニーズに対して最適なソフトウ
エア製品を提供していく考えだ。
　当社が日本に注目しているも
う1つの理由は、日本が世界有数
の地震国であることだ。そこで、
当社ではRevitを解析ソフトと統
合させる作業を行っている。
　また建物の環境性能を高めるた
めの取り組みにも注力している。
2010年の初頭、オートデスクは日

日米のBIM活用はどこが違うか
米国マグロウヒル社のBIM調査レポートと比較する
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● 回答者のBIM活用歴
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● BIM導入をはばむ理由 （マルチプルアンサー） 図 P16_ 横 113mm×縦 90.3mm　Q21
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● BIMの活用価値を高めるために何が必要か （マルチプルアンサー） 本サステナブル建築協会（JSBC）
と提携し、日本の建物環境評価指
標である「CASBEE」とBIMを連
携させることを発表した。
　CASBEEとBIMが整合性のあ
ることをRevit Architectureを
用いて実証し、連携ツールを開発
する取り組みだ。設計者がBIMを
使って設計、解析、グラフィカル
な成果品を生み出すとともに、建
物の環境性能評価を視覚的に検
討できるようにする。建物のライ
フサイクル全体を分かりやすく
管理し、設計の環境性能を高める
のに役立つだろう。

─建設業の国際化にBIMはど
う役立てることができるか。
バット氏　今日では、世界中に拠点
を持つ企業が増えてきた。BIMは地
理的に分散した、多くの職能から成
るプロジェクトチームにとって理
想的な作業環境を提供するものだ。
　BIMモデルは設計思想や建設

手順も伝達できるので、情報交換
やコラボレーションの手段とし
ても好ましい。そのため、BIMモ
デルはCADファイルであるDWG

や電話連絡に取って代わろうと
している。チーム全員が建物がど
のように設計、施工、運用される
のかを正確に理解できるのだ。

42～43ページの米国データの出典 ： SmartMarket Report, Design & Construction, “THE BUSINESS VALUE 
OF BIM”, McGraw-Hill Construction, 2009.　http://www.bim.construction.com/research/



海外の工場で製作された家具図面に添付する細部のCG画像

BIMで画面とCGを作成  
海外工場に発注

　福岡市中央区のペーパレススタジ
オジャパンは、BIMによる設計支援や
実施設計、ネットワーク・サーバー環
境構築など、BIMの活用をサポートす

託する。完成後は輸入して現場に据
え付ける工事まで行っている。
　「以前、家具メーカーに勤めてい
た。海外生産を行う際、当初は2次
元図面で発注していたが、細かい部
分で設計内容の解釈にブレがあり、
思った通りのものができないことがあ
った。そこでBIMを活用することを思
い立ち、図面とともにCGパースを使
うようにしたところ、トラブルが激減し
た」と同社代表取締役の勝目高行氏
は振り返る。
　「例えばテーブルの設計では、天
板や脚などの主要部材のほか、表面

る様々な事業を展開している。
　その1つが、「BIM連動海外部材
調達支援」という事業だ。建物につく
り付ける特注の造作家具やユニットバ
スなどをBIMで詳細に設計し、そのデ
ータから切り出した図面やCGパース
を基に、中国などの工場に生産を委

ペーパレススタジオジャパン
BIMで特注家具を設計し海外で製造
事例5 ◆ BIMによるサプライチェーンマネジメント

ビス一本まで詳細に設計された図面（資料・写真：特記以外はペーパレス
スタジオジャパン）

BIM対応の3次元CADによる家具の設計作業（写真：家入龍太）

福岡市中央区のペーパレススタジオジャパンは、建物に作り付ける特注家具
の設計にBIM対応の意匠設計用CADを活用し、表面の化粧板やビス1本
に至るまで詳細に3次元モデル化している。そこから切り出した図面やCGパ
ース、部材リストによって国内外の複数の工場で家具を製造する。家具部材
の数は、大きな物件では1000アイテム以上になる。その管理にBIMの属性
情報データベースを活用することで、設計から納品、据え付けに至るまでの「サ
プライチェーンマネジメント」を実現している。



に張る薄いメラミン樹脂板や脚などを
取り付けるビス1本に至るまで詳細に
BIMでモデル化する。そのモデルから、
様々な角度で図面や主要部分のCG
パースを切り出し、発注に使っている」
（勝目氏）
　海外の工場にはBIMのモデルデ
ータそのものではなく、従来の2次元
図面とパースを送るので、工場側に
特にBIM用のソフトがなくても対応で
きる。
　「CGパースは、製品の完成検査
のポイントを表現しているものとも言え
る。つまり、CG通りに出来上がって
いないものは受け取らないということ。
BIMモデルをそのまま送るよりもチェッ
クすべきポイントがはっきりして、かえっ
てミスが起こりにくくなる」（勝目氏）

サプライチェーン管理に 
BIMの属性情報を活用

　3次元で家具を設計し、図面やCG
パースをつくるだけなら、一般の3次
元CADでも可能だ。しかし、BIM用
のCADを使ったのにはもう1つの理
由がある。それはBIMモデル内にイン
プットされた「属性情報」を使ったデー
タベースで部材の発注先や進ちょくな
どの管理を行うためだ。
　大きな物件だと、建物につくり付け
る家具類は、種類や色、サイズなどの
仕様別に分けた「アイテム」で見ると、
1000アイテム以上になることもある。
これらのアイテムは、さらに部品ごとに
分かれるので、管理すべき部品の合
計はその数倍になる。全体のボリュー
ムは16フィートコンテナ20 ～ 30個
分にも及ぶ。
　1つの家具でも、ステンレス部分は
鹿児島、鉄骨部分は大阪、木材部
分は中国というように、分けて製作す

ることもある。各部品の発注先や進
ちょく状況、そして原価などを管理す
るのに表計算ソフトを使って手作業
で行っていては大変だ。そこで、BIM
の属性情報をデータベースソフトと連
携させることで、工程管理を効率化し
ている。
　「このデータベースシステムは、これ
までパソコン上で稼働させてきたが、
現在、インターネットでどこからでもアク
セスできるように“クラウドコンピューテ
ィング化”している。こうすることで、製
作の進ちょく状況などを海外工場から
インプットすることもできるようになり、
リアルタイムで管理できるようになっ
た」と勝目氏は言う。
　いわば、BIMを活用したサプライチ
ェーンマネジメントシステムと言えるだろ
う。このノウハウによる海外生産は、
家具だけでなく建物本体の部材にも
適用できる。つまりBIMによる建設業
の国際展開を後押しするシステムとも
とらえることができる。

3つの企業が同居  
BIMのワンストップ化

　ペーパレススタジオジャパンの事務
所があるビルには、中国の住宅設計
を中心に手掛ける建築設計事務所で
あるIAEDや、BIMに関する人材の
派遣や教育研修、施工管理支援を手
掛けるヴェックも入居している。
　ヴェックはBIMを活用できる人材を
養成する教育研修に注力している。
BIMソフトの使い方だけでなく施工経
験者からノウハウを学べるようにしてい
る。そのため、研修終了と同時に設
計や施工管理の派遣スタッフとして即
戦力で活躍できる。
　ヴェックが施工管理を担当する現場
で造作家具などの海外製作が必要と
なったときは、ペーパレススタジオジャ
パンがBIMで製作図を作成したり、工
場製作・納品までを請け負ったりして
いる。3社によるBIMのワンストップサ
ービスが展開されているのだ。

BIMで特注家具を設計し海外で製造

国内現場での据え付け作業 BIMモデルの属性情報を活用したプロジェクト管
理システム

ペーパレススタジオジャパンとIAEDが共有する
オフィス

グループ会社のヴェックが開催するBIMソフトの
講習会（左右の写真：家入龍太）



結論

BIMが開く建設業の未来
デザインや生産性を向上させる戦略的ツールとして不可欠

BIMは建物の3次元形状を表現す
るとともに設計や施工に関する
情報を包含できるシステムとい
う点が従来の3次元設計ツールと
大きく異なる。CGやパースだけ
でなく、図面や解析・シミュレー
ション、施工管理、そして維持管
理へと幅広い展開ができるので、
建設関係者の多くは企業の競争
力を向上するツールとして導入
を始めている。この流れは今後、
ますます加速することは確実だ。

 「2009年はBIM元年」 
をデータで裏付け

　建設関係者の間では「20 0 9
年は日本のBIM元年」という説
がささやかれていたが、今回の
BIM活用実態調査でもその説
が正しいことが裏付けられた。
アンケート回答者の半数以上が
2008年以降にBIMを導入したと
回答。その中でも2009年が最も
多かった。
　数年前から海外でのBIM活用
について日本でも関心が持たれ
るようになった。日本の建設業界
や自社で活用できるかどうかを
慎重に検討してきた企業は、ここ
1～2年の間に一斉にBIM導入の
方向へとかじを切り始めた。そ
の動きが本格化したのが2009年
だったと言えるだろう。
　建設業界では、過去にも何度か3
次元ブームがあった。しかし、いず
れも短期的な盛り上がりに終わっ

てしまった。ただし、今回のBIM
ブームは従来とは異なる。大きな潮
流となりつつある。その理由はBIM
が単なる個人の設計ツールではな
く、設計から施工、維持管理という
建設プロセス全体の生産性を高め
る組織的なツールとして受け止め
られているからだ。

 導入後、短期間で 
効果が上がるBIM

　ソフトやハードの使いやすさ
も、従来より格段に進歩してい
る。2次元の図面しか扱ったこと
のない設計者にとっては、3次元
モデルで建物を設計するBIMは、
非常に難しいものと思われるか
もしれない。
　ただし、それは誤解だ。
　調査ではBIM導入の障害に
なっている項目としては「ソフト
の価格が高すぎるから」、「BIMを
使いこなす技術がないから」、「施
主や他社から強い要請がないか
ら」、「BIM導入の効果が分からな
いから」といった回答が挙がって
いた。
　その一方で、調査ではBIMを導
入してからわずか1～2年しかたっ
ていない企業の回答者が多かった
にもかかわらず、7割以上が「BIM
によって業務効率が上がった」と
答えている。このことからも、BIM
は導入後、思ったよりも短期間で
効果が上げられることが分かる。
　BIMを活用している作業として

は8割以上の回答者が「意匠設計の
プレゼンテーション」を挙げた。2
次元の図面では分かりにくい設計
内容を、3次元のパースやウォーク
スルーで施主にプレゼンテーショ
ンするという活用価値を、BIMの
導入後、間もない企業でも享受し
ていることがうかがえる。
　そしてBIMを導入している企
業の回答者は、9割以上が2年後に
はBIMを活用するプロジェクト
はさらに増えていくと予想して
いる。
　BIMを導入している企業と未
導入企業の間では、BIM活用のレ
ベルの差が急速に開いているこ
とを、調査結果も示している。

 設計事務所と建設会社で 
BIMの活用価値に差が

　BIMを導入し、業務で活用する
建築設計事務所や総合建設会社
が増えてくることに伴って、業種
や職種によるBIMに対する考え
方の違いが浮き彫りになってき
ている。
　BIMの一般的な活用価値は、設
計から施工、維持管理に至る建設
プロセスの上流から下流までに
造られる建物の情報を、BIMモデ
ルを通じて一元管理することにあ
る。手戻りや二重入力、データの
転記ミスといった非効率を防止
する。そして、従来は下流段階で
検討していたことをフロントロー
ディング、つまり業務の前倒しに



よって解決し、建設プロジェクト
の生産性向上に結び付けるという
ところにメリットがある。
　しかし、現状では設計と施工に
分かれた業務分担の壁は想像以
上に高い。フロントローディング
によって設計者が新たに負担しな
ければならない労力やコストを考
慮した設計フィーの評価方法など
の確立が不可欠になってくる。

 施工段階で生産性向上に 
無関心な意匠設計事務所

　意匠設計事務所のBIMによる
生産性向上に対する考え方では、
「3Dでの設計可視化によるコミュ
ニケーションや理解度の改善」や
「設計図書間での整合性が取りや
すくなった」、「施主の設計・施工
への参画によるコラボレーショ
ン」といった項目が上位に並ぶ結
果となった。
　逆に「工程や工期の短縮」、「プ
レハブ化、工場製作が進む」、「プ
ロジェクト全体でのコスト削
減」、「建設現場での安全性向上」
といった施工段階に関する設計
効率にはほとんど無関心と言っ
てもよい状況を調査は裏付けた。
　一方、建設会社の外注先として
施工図を描いてきた企業が、施工
のノウハウを生かして基本設計
の段階から請け負う体制を整え
る例も出てきた。この場合、実施
設計図を総合図として描き直す
ことなく、そのまま施工図として

使える。そこが売り物となる。
　「施工性の高い図面」が建設会
社に評価されることになると、図
面価格の上乗せといった形で、設
計フィーの配分が変わってくる
可能性がある。そうなってくれ
ば、建築設計事務所の生産性向上
の関心も施工段階へとシフトす
るようになるのかもしれない。

 サプライチェーン的な 
生産性向上を目指す建設会社

　建設会社のBIMの活用価値に
関する回答で上位に入った項目
は意匠設計事務所と同様の傾向
が見られた。しかし、施工段階を
含むすべての項目に対して「BIM
による生産性向上があったと思
う」という回答があったことが設
計事務所との大きな違いだ。
　建設プロジェクトでは、設計
よりも施工でのコストが占める
割合が大きい。そのため、建設会
社部材の合理的な発注時期や仕
様、図面の早期決定、工程管理な
ど、意匠設計事務所とは違った部
分での生産性向上が課題となっ
ている。言い換えれば、建設プロ
ジェクトにおけるBIMによる「サ
プライチェーンマネジメント」の
構築による生産性向上だ。
　特に設計・施工一貫プロジェク
トでは、設計段階におけるフロン
トローディングにより、施工段階
で問題となる部材の干渉チェッ
クや、施工ノウハウを生かした設

計が可能で、コストや工期の改善
効果が期待できる。そのため、建
設プロジェクトの上流から下流
までの情報を1つのBIMモデルで
管理するという、BIM本来の概念
に近い形での活用価値を見い出
すことができる。

 国際展開や新事業に 
欠かせないBIM

　国内の建設市場は年々、縮小し
ているが、目を海外に向けてみる
と建設市場はたくさんある。BIM
による設計・施工方法の可視化
は、言葉による説明を大幅に省く
ことができる。そのため語学が苦
手な設計者や技術者でも、デザイ
ンや設計内容について、海外の顧
客や建設会社、メーカーとの意思
疎通が図りやすい。
　また、世界的に使われている
BIMソフトなら、設計データも
メールなどで簡単に受け渡すこ
とができる。ペーパーレススタジ
オジャパンが、日本国内で設計を
行い、海外の工場で家具を製作す
るという手法は、柱や梁、床スラ
ブといった建築の主要部分にも
適用できそうだ。
　BIMは単なる設計ツールではな
く、設計の可視化やデータ交換、情
報の一元管理を通じて生産性向上
や国際展開など、建設業の成長競
争力強化を実現できる戦略的ツー
ルだ。建設業の未来を開くために
不可欠なツールと言えるだろう。



回答者の属性と調査方法

図 P48_Q30
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● 業種 （全回答者 N=517）

　日本国内におけるBIMの活用
実態を明らかにするため、日経
BPコンサルティングと日経BP
社の建設・不動産の総合サイト

BIM活用実態調査とは
建築設計者など517人が回答、3分の1がBIMユーザー

図 P48_Q31
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● 職種 （全回答者 N=517） 図 P48_Q29
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● 勤務先の人数 （全回答者 N=517）

「ケンプラッツ」は、2010年9月
27日から10月6日までの10日間、
ウェブサイト上で「BIM活用実
態調査」を行った。合計517人が

回答し、うちBIMを自ら活用し
ている人は3分の1を占めた。

◆ 勤務先

　回答者のうち、建築（意匠）設
計事務所（44 .5%）が最も多く、
構造設計事務所（2.1%）、設備設
計事務所（0.6%）を合わせると建
築設計にかかわる企業に勤務す
る回答者が約半数を占めた。
　一方、総合建設業は28 . 6%、
専門建設業は3 .7%で合わせて
3分の1となった。残りの2割は
工務店（6 . 0%）、地方公共団体
（1 . 9%）、建設コンサルタント
（1.7%）などだった。

◆ 職種

　建築設計（46 . 2%）が最も多



図 P49_Q34_2　横 85mm×縦 82mm
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く、構造設計（4.3%）、設備設計
（1.9%）、インテリア・デザイン
（0.8%）を合わせると、半数を超
えた。施工関係では施工管理が
6.2%にとどまった。
　 こ の ほ か 経 営 者・管 理 職
（19.9%）、営業・販売職（3.5%）、事
務職（1.9%）など経営・管理関係
も4分の1を占めた。BIMに関心
の高い設計者や施工者、経営的
視点でBIM活用を模索する幹部
が、回答者に含まれている。

◆ 勤務先の人数

　「1～4人」の規模が小さい企業
（30.6%）と、「1000人以上」の大手
企業（24.4%）の回答者が多かっ
た。回答者の約半数は19人以下
の企業に勤務している。組織力

が大きい大手企業と、小回りが
利く個人事務所や小規模企業で
BIMへの関心が高いことをうか
がわせる。半面、中堅クラスの企
業でのBIMへの取り組みが遅れ
がちなことを感じさせる分布と
なった。

◆ BIMの活用歴

　回答者の業務におけるBIM活
用については、「使っている」が
34.4%、「使っていない」が65.6%
となった（8ページを参照）。
　「使っている」とした17 8人
の活用開始年は「今年（2 0 1 0
年）」が16.9%、「昨年（2009年）」
が19 .1%、「2年前（2008年）」が
11.8%で、活用歴3年までの人が
過半数を占めた。BIMという言

葉が知られる前から活用開始し
た人も1割強いた。

◆ BIMの習熟度

　全回答者517人のうち、BIM活
用の「初心者」が11.2%、「中級者」
が15.1%、「上級者」が6.8%、「専門
家」が1.0%だった。上級者以上は
1割に満たない。一方、回答者の
約3分の2がBIMを使っていない
人だった。今回の調査結果は、全
回答者の場合は使っていない人
の、活用者の場合は中級者以下
の視点が強く反映されている。

◆ 年齢層

　回答者の年齢は30代後半から
40代後半の比率が比較的高く、
この年代の回答者が約半数を占

● BIMの習熟度 （全回答者 N=517）
図 P9_Q3　横 85mm×縦 82mm

分からない

29.2%6年以上前
（04年以前）

9.0%

5年前
（05年）

2.8%
4年前（06年）

2.8%
3年前（07年）

8.4%

今年
（2010年）

16.9%

2年前
（08年）
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● BIM活用開始年 （BIM活用者 N=178）

凡例
初心者：使い始めたばかりで、人に聞きながらでないと使えないレベル 
中級者：マニュアルなどを参考にしながら、なんとか自分で使えるレベル 
上級者：やりたいことは自分ひとりでできるレベル、人に質問され教えるレベル 
専門家：自分でプログラムに手を加えるレベル 



回答者の属性と調査方法

める。続いて50歳以上の回答者
が多く全部で3分の1を占めた。
一方、34歳以下は合計で2割未満
だった。　
　実務で働き盛りとなる年代が
BIMに強い関心を示し、その上の
経営・管理者層もBIMに対する高

図 P50_Q33　横 85mm×縦 82mm

45～49歳

17.8%

50～54歳

12.4%

55～59歳

10.8%

60～64歳

7.2%

65～69歳

1.7%

70歳以上

1.7%

40～44歳

16.2%

35～39歳

13.7%

19歳以下

0.8%
20～24歳

0.8%
25～29歳

5.2%
30～34歳

11.4%

無回答

0.4%

● 年齢 （全回答者 N=517）

い関心を持っている。

◆ 性別

　男性が90.9％、女性が7.9％とい
う結果になった。CADオペレー
ターの場合は女性の比率がもっ
と高くなる。しかしBIMは単なる

製図の道具ではなく、設計者や技
術者自身が使うものであると認
識されている。設計、施工業務で
の生産性向上が期待される経営
ツールとしての認識も高い。その
ため、この層に多い男性の比率が
高くなったと言える。

図 P50_Q32　横 85mm×縦 82mm

女性

7.9%

無回答

1.2%

男性

90.9%

● 性別 （全回答者 N=517）

調査方法について
◆ 調査名 ：  BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）活用実態調査
◆ 調査期間 ：  2010年9月27日～10月6日
◆ 調査方法 ：  インターネット上に開設したアンケートサイトにて調査
◆ 調査対象 ：  設計事務所、建設会社、官公庁など建設関連企業に勤務する設計者や技術者など
◆告知方法 ：  日経BP社の建設・不動産の総合サイト「ケンプラッツ」上での告知、および会員に対するメール
　　　　　　　　 下記協力団体・企業のウェブサイトなどでの告知、ツイッターによる回答協力の呼びかけなど
◆ 有効回答数 ：  517人
◆調査機関 ：  日経BPコンサルティング、ケンプラッツ
◆協力団体・企業 ：  日本建築学会、日本建築家協会、IAI日本、Revitユーザ会、BIMソフトベンダー各社、
　　　　　　　　  イエイリ・ラボ（順不同）



【 参考】

2007年の調査について
◆調査名 ： 建築業界の3次元CAD活用についてのアンケート
◆調査対象 ： ケンプラッツ読者
◆調査期間 ： 2007年7月30日～8月10日
◆有効回答数 ： 172人

2008年の調査について
◆調査名 ： 建築業界の3次元CAD活用についてのアンケート2008
◆調査対象 ： ケンプラッツ読者
◆調査期間 ： 2008年7月28日～8月8日
◆有効回答数 ： 283人
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