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ます。現職の前は、20 年近く 
DD&A 社の Dodge 部門に在
籍し、建築業界に関する深
い見識を身に付けました。

DX：デジタル トランスフォーメーショ
ンが世界を席巻している今、設計・
建設業界にもその波は押し寄せて
います。Dodge Data & Analytics 社は 

2009 年から、設計・建設テクノロジーの価値
および活用に関する定量的な調査を実施し
ています。それ以来テクノロジーの導入は拡
大し、ユーザーの能力や期待値、創造性も向
上しました。そして今ではデジタル テクノロ
ジーを革新的な手法で活用し、プロジェクト 
ライフサイクル全体を通じてデータを収集、
作成、共有することで価値を最大限に引き出
せるようになりました。

Autodesk 社は長年にわたり Dodge 社と提
携しながら、こうした数々の取り組みを行っ
てきました。そして世界的に大規模な調査を
実施し、本レポート「BIM で加速するデジタル 
トランスフォーメーション」が完成しました。
本レポートでは、現在 BIM を活用している施
工業者、建築設計者、土木技師、建築設備・
構造エンジニアを対象に、4 大陸にまたがっ
て次の点を調査し、体験についての報告をま
とめました。
• デジタル トランスフォーメーションの過程
のうち、現在どの段階にあるか。BIM は進化
のプロセスにどのような価値をもたらして
いるか。

• BIM をどのように導入しているか。プロジェ
クト チーム メンバー間の意思決定を改善
し、統合デジタル ワークフローを効果的に
強化するために、モデルやプロセスのデー
タをどのように活用しているか。 

この「SmartMarket Insight」 
レポートについて 
世界的な大調査ではよくあることですが、
興味深いことに、調査結果は地域によってさ
まざまに異なります。Dodge 社と Autodesk 
社は、SmartMarket Insight レポート シリ
ーズで、各地域のテクノロジー導入状況を
わかりやすく詳細に報告しています。この 
SmartMarket Insight レポートは日本に焦点
を当てたもので、次の内容が含まれます。 
• 日本の BIM ユーザーからの主要な回答
• 共通のトピックに関する全世界の主要な調
査結果や参照資料

 

SmartMarket Insight レポート シリーズをご覧
の皆さまは、「BIM で加速するデジタル トラ
ンスフォーメーション」SmartMarket Report 
の全シリーズをぜひご覧ください。本レポ
ートでは、世界中の設計・建設業界を対象
に、BIM によって加速しているデジタル トラ
ンスフォーメーションについて調査しまし
た。数々の発見や導入事例、インタビュー、
記事など、ためになる情報が満載です。本レ
ポートでは、インテリジェントな設計ツール、
革新的な施工手法、現場のテクノロジー、ス
マート ビルディング テクノロジーなど、さま
ざまなカテゴリーの新たなデジタル テクノロ
ジーや利用の普及についても取り上げてい
ます。

調査で明らかになったデジタル  
トランスフォーメーションの傾向 
世界的な調査によって、いくつかの主要な傾
向が明らかになりました。
• BIM のメリットをどれくらい有効活用でき
ているか、BIM への投資からどれくらいの 
ROI（投資対効果）が得られたかなど、各企
業の BIM 利用度（BIM を利用しているプロジ
ェクトの割合）と、企業におけるデジタル ト
ランスフォーメーションの進捗は、直接的
に関連しています。

• さらに、解析やデジタル ワークフローで積
極的に BIM データを活用しているかどうか
も大きく関連します。ほぼすべての業務を 
BIM で行っている企業よりも、データ関連の
アクティビティを 22 以上行っている企業の
方が、BIM の良いメリットを実感したと報告
しています。そしてさらにその 2 つを組み合
わせれば、パワフルで信頼性の高い成功へ
の方程式となります。

• この調査では、自社のデジタル トランス 
フォーメーションがどのくらい進んでいる
と思うか、回答者全員に評価してもらいま
した。その回答は企業の業種や地域によっ
て異なる部分もありましたが、多くの共通
点もありました。業界全体が、さらに効率的
で、つながっていて、生産的なデジタルの未
来を目指しているという点です。

Dodge 社は、世界の設計・建設業界のデジ
タル トランスフォーメーションに関する重
要な調査を継続的に支援してくださった 
Autodesk 社に感謝を申し上げます。
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タ はじめに

本調査における日本からの回答者は 67 名で、全参加者数の 
8% を占めています。この調査では、自ら BIM を実践してい
る人のみを募集しました。この 67 名の回答者は、調査対象
の BIM ユーザー全体の 10% に相当します。日本の回答者の 
70% は設計者（建築設計者、エンジニア、コンサルタント）
で、30% は施工業者です。本レポートでは、質問に対する回
答から、日本における BIM の利用状況と価値について詳しく
分析しています。

BIM の活用
BIM ユーザーに、BIM を利用するプロジェクトの割合を質問
しました。右上のグラフは、50% 以上のプロジェクトで BIM 
を利用している割合を示しています。このグラフによると、
日本では、BIM の利用度が世界の平均をわずかに下回ってい
ます。
さらに、今後 2、3 年間において BIM を利用するプロジェク

トの割合も予測してもらいました。日本はここで大きな増加
が見られ、回答者の 73% が、近い将来、プロジェクトで BIM 
を利用すると予測しています。ここで注目すべき点は、日本
でも世界でも、BIM 利用度の予測増加率はほぼ一致するもの
の、依然として日本の方が世界平均を 4% 下回っていること
です。そのように地域による違いは若干あるものの、この調
査結果から、今後数年間のうちに日本でも BIM の利用がさら
に広がることが予測されます。

BIM によるコラボレーション
Dodge Data & Analytics 社のこれまでの調査でも何度も指摘
されているように、BIM のメリットを最大限に引き出すため
には、数多くのプロジェクト チーム関係者が BIM を導入し、
活用してコラボレーションすることが重要です。そこで、この
調査では、プロジェクト チーム内でどの程度データを共有し
ているか、またプロジェクト チーム全体でどの程度利用して
いるかを調査しました。

共通データ環境の利用
日本の回答者に、プロジェクト チームとのデータ交換用に
共通データ環境（CDE）を利用しているかどうかを質問し、
利用している場合はその利用価値について、「価値がない」
から「非常に価値がある」までの 5 段階で評価してもらいま
した。右下のグラフは、その回答と世界平均の比較です。
• ほとんどの日本の回答者（90%）が CDE を利用していると
回答しており、これは世界平均を大幅に上回っています。

• しかし、CDE の利用価値については「価値が高い/非常に高
い」と考える日本人回答者は少ないことがわかります。

日本データ：

プロジェクトの 50% 以上で BIM を利用
Dodge Data & Analytics、2021 年
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共通データ環境：プロジェクト チームの 
パフォーマンス改善における価値と利用状況
Dodge Data & Analytics、2021 年

日本 世界平均

日本 世界平均

現在利用中 2、3 年後の予測 

48% 52%

73%
79%

CDE を使用 価値が高い/非常に高い
と回答したユーザー

90%

78%

43%

64%



日本

プロジェクト チーム メンバーが 
BIM ソフトウェアを完全に
使いこなせるようになると予測する割合
Dodge Data & Analytics、2021 年
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ー
タ 場所を問わずどこからでもアクセスできる CDE の価値がそ

れほど高く評価されていないことは意外かもしれません。た
だし実情として、現在では多くの回答者にとって CDE が標準
的な手段となっているため、新しい手法に比べて価値の評価
が難しいことが一因とも考えられます。

近い将来、プロジェクト チーム全体で BIM を利用するか
次に、他のプロジェクト チーム メンバーが BIM を完全に使い
こなせるようになる見込みがあるか質問しました。右側のグ
ラフは、日本の回答と世界の平均を示しています。
• 日本の回答者のうち、BIM スキルを完全に習得できると回
答した割合が最も高かったのは、建築設計者と土木エンジ
ニアです。世界の回答と比較すると、習得できると回答し
た割合は小さく、建築設計者は特に小さくなっています。

• その一方で、オーナー、施工業者、運用管理・保守エンジニ
アについては、世界の平均よりも多くの割合が BIM スキル
を完全に習得できると回答しています。このグループにつ
いてもう 1 つ注目すべき点として、BIM の能力に期待すると
いう回答の割合が、ゼネコンの割合を上回っています。

各プロジェクト チーム メンバーの BIM スキルに対する満足
度も、回答者に質問しました。
• 日本の全回答者の 40 ～ 50% は、プロジェクト チーム メン
バーの BIM スキルに満足しています。

• 例外として、建築設計者は満足度がやや高く（52%）、 
建築設備エンジニアは満足度がやや低くなっています
（34%）。

日本 世界平均

オーナー

ゼネコン

30%

36%
44%

58%

48%

42%
62%

54%

建築設計者

構造エンジニア

機械/電気/配管エンジニア

土木エンジニア

45%
36%

専門施工業者

72%

61%

43%
32%

運用・保守・管理

45%

71%



データ中心の BIM アクティビティ： 
日本のトップ 10
Dodge Data & Analytics、2021 年

日本
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BIM プロセスの実施方法や、データ中心の BIM プロセスの特
定の活用方法についても、回答者に質問しました。調査には
合計 22 のアクティビティが含まれ、回答者には利用する可
能性のあるアクティビティのみについて質問しました。

データ中心の BIM アクティビティの現況
右のグラフは、日本で利用頻度の高いアクティビティと、世
界の全体的な割合との比較を示しています。
• 6 つの建設関連アクティビティが調査対象に含まれ、その
うち 5 つが日本におけるアクティビティのリスト上位に含ま
れています。つまり日本では、建設プロセスの BIM ユーザー
が多いことを示しています。

 −  その中でも最上位のアクティビティには、3D 静止画に
よる施工プロセスのプレゼンテーションが含まれます。
このアクティビティは、本調査の対象である他の国/地
域と比べて、日本の方が広く利用されています。動的な 
4D による建設プロセスのプレゼンテーションもリスト
に入っていますが、日本ではまだ広く普及しておらず、
世界平均をそれほど上回ってはいません。この分野は
今後もっと普及していくでしょう。

 −その他の建設アクティビティとして、工場や製造、設置
用の図面の準備に利用しているという回答が、日本では 
3 番目に多く挙がりました。この利用率については、日
本が世界平均を上回っています。

 −また、パーツの干渉チェックも日本では同じくらいの割
合で利用されており、これも世界の利用率を大幅に上
回っています。

 −上位 5 つの建設アクティビティのうち、世界に比べて日
本で普及していないのは「空間調整/干渉検出」のみで
すが、このアクティブティは北米を含むわずかな市場で
しか普及していないことが、その主な理由です。

• 建設現場の安全性解析は、ほとんどの市場では新たなアク
ティビティですが、日本では既に確立されており、40% が
利用していると回答しました。

• 注目すべき点として、他の上位アクティビティはすべて、 
「計画」のカテゴリーに含まれます。一方、日本では「設
計」アクティビティは、「計画」や「施工」アクティビティほ
ど普及していません。

データ中心のアクティビティの将来的な利用状況の予測
今後 2、3 年間で何のアクティビティを利用したいかも質問し
ました。日本では、次の項目が上位を占めています。各アクテ
ィビティを現在利用していない回答者の 25% 以上が、これら
の項目を選択しました。

日本 世界平均

建設プロセスのプレゼンテーション（静的 3D）

調整の時間を考慮したパーツ干渉チェック（動的 4D）

31%

31%

17%

40%

36%

34%
34%

32%

建設現場の安全性解析

工場、製造、設置用図面の準備

空間調整/干渉検出（静的 3D）

空間活用プランの作成

30%

24%

オーナーおよび近隣居住者向けの建設プロセスの説明

18%

36%

29%

22%

建設プロセスのプレゼンテーション（動的 4D）

28%

20%

建築確認申請書類の準備

52%

27%



日本

設計者が高い/非常に高いレベルで実感して
いる BIM のメリット：日本の上位回答
Dodge Data & Analytics、2021 年

施工業者が高い/非常に高いレベルで実感 
している BIM のメリット：日本の上位回答
Dodge Data & Analytics、2021 年

Dodge Data & Analytics   •   www.construction.comSmartMarket Report 5

BI
M

 で
加
速
す
る
デ
ジ
タ
ル

 ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

   デ
ー
タ

入札効率の向上

施工中の手戻りを削減

現場の工数削減

環境への影響を低減

保険料の削減

スケジュール管理を改善

計画に対する実現率の向上

下請業者の適格性が向上

引き渡しの品質向上

引き渡し時の不具合が低減

• オーナーや近隣居住者に向けた建設プロセスの説明
• 施工可能性の評価（上位リストに含まれていない唯一の建
設アクティビティ）

• 工場/製造/設置用図面の準備
• 工場生産とプレハブ工法の実現

この結果から、日本の多くの回答者は、今後も引き続き BIM 
を施工プロセスに活用するつもりであることが明らかです。

BIM の主なメリット
この調査では、BIM ユーザーが BIM を利用することで得られ
るメリットを詳しく調べました。各回答者には、潜在的なメ
リットをどの程度実感しているか、メリットが 「ない」から 
「非常に高い」までの 5 段階で評価してもらいました。
• 設計者（建築設計者、エンジニア、コンサルタント）には、
ビジネス、サステイナビリティ、リスク削減、運用効率の  
4 つのカテゴリーにおける 22 のメリットを評価してもらい
ました。

• 施工業者には、ビジネス、品質、コスト、スケジュール、健
康と安全の 5 つのカテゴリーにおける 22 のメリットを評価
してもらいました。

設計者が実感した BIM のメリット
日本で BIM を利用している設計者の多くは、右のグラフが示
す 8 つのメリットを実感しています。
• 「プロジェクト予測が改善」、「複雑な業務の管理能力が
向上」、「環境の安全性が向上」など、リスク軽減のメリッ
トが上位を占めています。

• 「設計時間全体が短縮」、「成約率が向上」、「業界リーダ
ーとしての認知度が向上」、「優秀な人材の確保と維持」な
ど、ビジネス上のメリットも広く選択されています。

施工業者が実感している BIM のメリット
少ないサンプルに基づくデータですが、それでも注目すべき
事実として、日本の施工業者の 60% 以上が、10 のメリットを
「高い」または「非常に高い」レベルで実感しています。
• 最上位のメリットはビジネス関連で、「入札効率の向上」で
す。そしてこれは、唯一上位にランクインしたビジネス メリ
ットでした。

• 日本では、「施工中の手戻りを削減」、「引き渡しの品質向
上」、「引き渡し時の不具合が低減」など、品質上のメリッ
トがいくつも上位に入りました。

• さらに、「現場の工数削減」、「環境への影響の低減」、 
「保険料の削減」など、健康と安全に関するメリットも日
本では広く実感されています。

• あとは、スケジュール面のメリットです。日本では、BIM の
利用によるコスト上のメリットを挙げた施工業者は少ない
ものの、その他のメリットはすべて実感されています。

プロジェクト予測が改善
81%

複雑な業務の管理能力が向上
79%

環境の安全性が向上
75%

設計時間全体が短縮
74%

成約率が向上
74%

設計中に環境への影響を考慮する能力の向上
70%

業界リーダーとしての認知度が向上
70%

優秀な人材の確保と維持
70%



日本

デジタル トランスフォーメーションの段階
Dodge Data & Analytics、2021 年
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まだ開始していない/
初期段階

取り組み中 目標達成に近づいて
いる/達成済み

BIM への投資と ROI
BIM への投資
日本の回答者が今後 2 年間に予定している BIM への投資方
法の最上位は、「社外関係者とのコラボレーションによる 
BIM プロセスの推進」で、45% がこれを選択しました。また、
ほぼ同数（42%）の回答者が「社内の BIM コラボレーション 
プロセスの開発」に対する投資を計画しています。さらに約 
3 分の 1 は、「BIM のトレーニング」（37%）、「BIM ソリュー 
ション」（38%）、「3D ライブラリのカスタム開発」（38%）、 
「ハードウェアの新規購入、アップグレード」（36%）、「ソフ
トウェアのカスタマイズや相互運用が可能なソリューショ
ン」（33%）などへの投資を予定しています。

BIM に対する ROI の認識値
右上のグラフでは、BIM への投資に対してプラスの ROI を予
測する回答者の割合が、日本は世界と比べてかなり高くなっ
ています。また、日本では多くのプロジェクトで ROI が測定さ
れています。約 3 分の 2（64%）が BIM の ROI をプラス 25% 以
上と予測している点は注目です。

デジタル トランスフォーメーション
設計・建設業界には、プロジェクトやビジネスの成果向上に
役立つことが期待される新たなテクノロジーやアプローチ
が数多く登場しています。そのうちの 1 つである BIM は、企
業のデジタル トランスフォーメーション プロセスに不可欠な
要素です。

デジタル トランスフォーメーションの段階
設計・建設業界におけるデジタル トランスフォーメーション
の進捗状況を把握するために、回答者に自社の状況を「まだ
開始していない」から「完全なデジタル化を達成した」まで
の 5 段階で評価してもらいました。右下のグラフは、世界の
回答と日本の回答の比較を示しています。世界平均には BIM 
のユーザーと非ユーザーの両方が含まれていますが、日本の
回答者は全員 BIM ユーザーです。
• 日本では世界に比べて、5 段階のうち「あまり進んでいな
い」と回答した割合が多くなっていますが、「まだ開始して
いない」と回答したのはわずか 3% で、42% が初期段階に
あると回答しているのは注目すべき点です。

• また、日本では、より進んでいると回答した 18% の回答者
は全員、「目標に近づいている」と回答しています。日本の
回答者のうち、デジタル トランスフォーメーションをすで
に達成したとする回答者はいませんでした。

• このように、日本の調査結果と世界の調査結果を比べる
と、進捗がやや遅れているかのように見えますが、日本の
回答はすべてスケールの中央値に集まっています。つまり
そこから、この市場がデジタル トランスフォーメーションを
順調に進めていることがわかります。

BIM への投資からプラスの ROI を得た  
BIM ユーザー
Dodge Data & Analytics、2021 年

BIM の ROI を正式に測定しているプロジェクトの割合
日本：46% 
世界：36%

1 ～ 24% 25 ～ 49% 50% 以上

日本 世界

27%

17%
45%

36%

19%

27%

日本 世界

36%

24%

45%

18%

40%37%



新たに台頭しているテクノロジー/アプロー
チ：日本の上位回答
Dodge Data & Analytics、2021 年
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新たなテクノロジー/アプローチの利用
この調査では、デジタル トランスフォーメーションに関連す
る 17 の新たなテクノロジー/アプローチについて、現在何を
利用しているか質問しました。右のグラフには、日本の上位 9 
位までが、世界の回答と比較して示されています。
• 世界平均と比べて、日本では上位 6 位までのテクノロジー
がはるかに広く採用されています。

 −上位 3 つ（3D プリント、モデルデバイス（ウェアラブル）、 
リアリティ キャプチャ）はいずれも、現場で直接導入で
きるテクノロジーに関連しています。これもまた、日本
のデジタル投資が現場にフォーカスしているという、こ
れまでの調査結果を裏付ける結果となりました。

 −また日本では、ジェネレーティブ デザイン/成果ベースの
設計、製造・組立容易性設計（DfMA）、AI/機械学習な
ど、設計・施工の基本的な作業プロセスの変革が見込
まれるテクノロジーやプロセスに対して多額の投資が
行われています。

 −日本では、モデルデバイス、リアリティ キャプチャ、製
造・組立容易性設計（DfMA）、AI/機械学習、VR/AR/MR 
など、建設現場の安全性向上に役立つテクノロジーに
高い関心が集まっています。

• 回答者には、今後 2、3 年のうちにどんなテクノロジー/プロ
セスを利用開始するつもりかについても質問しました。こ
の地域で、20% 以上の回答者に選択された上位回答は次
のとおりです。

 −ジェネレーティブ デザイン/成果ベースの設計（ほぼ全
地域で 32% が選択）

 −VDT/リモート コンピューティング（これも 32% が選択、
調査対象の他の地域よりもはるかに多い）

 −ロボティクス/自動運転車
 −センサー、M2M テクノロジー
 −モデルベースのシミュレーション
 −クラウド コンピューティング
 −VR/AR/MR
 − IoT

テクノロジーの利用が普及している状況や、将来的にその他
のテクノロジーも使用すると予測している回答者の割合が
多いことから、日本がデジタル トランスフォーメーションに
積極的に取り組んでいることがわかります。おそらく日本で
は、自己評価以上に進捗が進んでいると思われます。

日本

日本 世界平均

3D プリント

AI/機械学習

18%

32%

10%

35%

32%

32%

15%

32%

モデルデバイス（ウェアラブル）

リアリティ キャプチャ

ジェネレーティブ デザイン/成果ベースの設計

製造・組立容易性設計（DfMA）

26%

19%

VR/AR/MR

14%

16%

26%

15%

VDT/リモート コンピューティング

26%

25%

モデルベースのシミュレーション

39%

19%



全世界の調査結果の概要データ：
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プロジェクトの 50% 以上で BIM を利用している割合：
現在と、2～3 年後の予測
Dodge Data & Analytics、2021 年

企業の業種および規模別の 
データ関連アクティビティの割合
Dodge Data & Analytics、2021 年

60%

89%

51%

80%

46%

72%

41%

69%
施工業者

土木エンジニア

建築設備・構造エンジニア

建築設計者
26%28%建築設計者

29%28%建築設備・構造エンジニア

17%19%土木エンジニア

24%施工業者

14%22%従業員数 100 名未満

29%31%従業員数 100 名以上

高レベルの取り組み
（アクティビティ数 7～）

取り組んでいるアクテ
ィビティが中程度
（アクティビティ数 

4 ～ 6） 

17%

プロジェクト チーム メンバーの BIM スキルに対する 
全 BIM ユーザーの満足度（職種別）
Dodge Data & Analytics、2021 年

61%建築設計者

60%構造エンジニア

50%建築設備エンジニア

49%土木エンジニア

44%ゼネコン

35%専門施工業者

33%オーナー/施設管理者

世界の調査結果の概要
ここから 4 ページにわたり、「BIM で加速するデジタル トラン
スフォーメーション」レポートにおける世界の調査結果の概
要をまとめます。

BIM の利用とスキル
左下のグラフは、現在ほとんどのプロジェクトで BIM を利用し
ている BIM ユーザーの割合を企業の業種別に示し、今後 2、 
3 年以内にほとんどのプロジェクトで BIM を利用すると予想
する BIM ユーザーの割合と比較しています。この結果から、
今後、すべての業種で利用が大幅に拡大することが予測され
ます。 

BIM データの活用
この調査では、意思決定やデジタル ワークフローを改善す
るための BIM データ活用方法として 22 のアクティビティの利
用状況を評価しました。右下のグラフは、一連のアクティビ
ティに対する 2 つの取り組みレベルの割合を、企業の業種お
よび規模別に示しています。 

BIM スキルのレベルに対する満足度
右上のグラフは、プロジェクト チーム メンバーの現在の BIM 
スキルのレベルに満足している BIM ユーザーの割合を、業種
別に示しています。この調査結果から、業界全体でプロジェ
クト チームの BIM スキルを強化する必要があることがわか
ります。

世界の調査結果の概要と BIM の利用/スキル

現在予測
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共通データ環境
ほぼすべての BIM ユーザーが、プロジェクト チームとのデー
タ交換に共通データ環境を使用しており、施工業者はその
利用価値を非常に高く評価しています。

BIM のメリット
この調査では、BIM を利用することで得られる 41 のメリット
について、BIM ユーザーの経験を調査しました。
その結果、BIM の利用度と BIM のメリットの体験との間に

強い相関関係があることが明らかになりました。下のグラフ
は、設計者（建築設計者およびエンジニア）と施工業者から
報告されたメリットの上位 5 項目について、業務の 25% 以下
で BIM を使用している場合と、業務の 75% 以上で BIM を使用
している場合を比較しています。
これらのグラフに見られる顕著な違いは、前ページで取

り上げた分析結果に示される、BIM の利用拡大を計画してい
る既存ユーザーの勢いの理由を示しています。つまり、BIM 
を多く活用するほど、そのメリットは高まります。  

共通データ環境の利用と BIM のメリット
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フ
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ー
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   デ
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タ

建築設計者/エンジニアにとっての BIM のメリット
トップ 5 に対する BIM 利用度の影響
Dodge Data & Analytics、2021 年

58%
複雑な業務の管理能力
が向上

85%

54%
設計品質の向上 73%

52%
ミスや手戻りの削減 73%

50%

顧客要件や設計要件を
満たす能力の向上

73%

34%
関係者による賛同の
増加 

57%

BIM 利用度が非常に低い
（プロジェクトの 1 ～ 24%）

BIM 利用度が高い
（プロジェクトの 75% 以上）

施工業者にとっての BIM のメリット 
トップ 5 に対する BIM 利用度の影響
Dodge Data & Analytics、2021 年

56%

現場における施工性
の問題が低減

79%

36%
引き渡し時の不具合
が低減

65%

36%
プロジェクト成功率
が向上

59%

13%
回収不能コストを削減 50%

21%
コスト管理を改善

44%

BIM 利用度が非常に低い
（プロジェクトの 1 ～ 24%）

BIM 利用度が高い
（プロジェクトの 75% 以上）

全世界の調査結果の概要

共通データ環境の利用状況と価値（企業の業種別）
Dodge Data & Analytics、2021 年

利用中：価値が高い/
非常に高い

利用中：価値
は中程度

利用中：価値
が低い/ない、
または不明

利用してい
ない

建築設計者 建築設備・
構造エン
ジニア

15%

土木
エンジニア

施工業者

11%

26%

47%

14%

10%

22%

54%

13%

4%

27%

57%

10%

15%

65%
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BIM に対する ROI（投資対効果）を測定する方法として、世界
的に認められた標準的な方法はありません。Dodge 社は、過
去 12 年間にわたる BIM ユーザーを対象とした調査で、各企
業の BIM 投資に対するその時点の ROI に最もよく当てはまる
と思うものを、7 つのパーセント範囲から選んでもらいまし
た。Dodge 社のレポートでは、これを「BIM に対する ROI の認
識値」と呼んでいます。このページのグラフは、7 つのパーセ
ント範囲の選択肢を統合し、3 つの幅広い ROI 階層で表して
います。 

ROI の認識値：企業の業種/地域別
右のグラフは、分析結果を企業の業種別に示しています。 
建築設計者は施工業者よりもやや高い ROI を報告していま
す。また、土木エンジニアは建築設備・構造エンジニアと大
きく異なっています。ここから、これらの専門家には、BIM を
もっとうまく活用するために徹底した支援が必要であること
がわかります。

下のグラフは、地域別の結果を、比較基準として全体の結果
とともに示しています。 
• 北米を除き、調査対象の各地域で 48% 以上が良好（25% 
以上）な ROI を報告しています。さらに北米では、「マイ
ナスまたは損益分岐点」の割合が最も高くなっています
（31%）。

• これは、「マイナスまたは損益分岐点」と回答したユーザー
がいなかったフランスおよび英国/アイルランドときわめて
対照的です。 

BIM に対する ROI の認識値  
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マイナスまたは損益分岐点 1 ～ 24% 25% 以上

BIM に対する ROI の認識値：企業の業種別
Dodge Data & Analytics、2021 年

BIM に対する ROI の認識値：地域別
Dodge Data & Analytics、2021 年

建築設計者 建築設備・
構造エンジニア

土木 
エンジニア

12%

29%

59%

30%

30%

9%

33%

58%

施工業者

16%

38%

46%
40%

マイナスまたは
損益分岐点

1 ～ 24%

25% 以上

すべて 北米 スカンジナビア

16%

33%

51%

31%

40%

24%

28%

48%

AU/NZ

10%

37%

53%

29%

日本

20%

27%

53%

ドイツ

10%

33%

56%

英国/ 
アイルランド

36%

64%

フランス

19%

81%

全世界の調査結果の概要
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世界中の設計・建設業界で、全体的にデジタル トランスフ
ォーメーションが進んでいることは明らかですが、そのペー
スは企業によって大きく異なります。この調査の回答者全員
（BIM ユーザーおよび非ユーザー）に、このページのグラフ
に示す 4 段階のうち、自社はデジタル トランスフォーメー 
ションのどの段階にあると思うかを評価してもらいました。

BIM ユーザーが報告するデジタル トランス 
フォーメーションの進捗
右のグラフは、BIM ユーザーのみを対象としています。全 BIM 
ユーザーと、プロジェクトの 75% 以上で BIM を利用している
（BIM 利用度が高い）ユーザーを比較しています。この結果
は、BIM の活用度がデジタル トランスフォーメーション全体
と直接的に関係していることを示しています。

全回答者が報告するデジタル トランスフォー
メーションの進捗：地域別
デジタル トランスフォーメーションは、現在 BIM を利用して
いるかどうかにかかわらず、この業界のあらゆる企業に影響
をもたらしています。下のグラフは、自社のトランスフォー 
メーションがどの程度進んでいると思うか、回答者全員の地
域別の平均値を示しています。全回答の集計結果も、比較
対象として示しています。
それぞれに差異はありますが、どの地域も全回答の平均

値にかなり近くなっています。これは、素晴らしいデジタル
の未来へと向かうトランスフォーメーションの道には、相違
点よりも多くの共通点があることを示唆しています。

デジタル トランスフォーメーション  
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すべての BIM 
ユーザー

BIM 利用度が高い 
（プロジェクトの 75% 以上）

BIM ユーザーが報告する 
デジタル トランスフォーメーションの進捗
Dodge Data & Analytics、2021 年

初期段階 取り組み中 目標達成に 
近づいている

30%

目標達成済み

11%

44% 42%

21%

35%

5%
12%

取り組み中

目標達成に 
近づいている

目標達成済み

初期段階

全回答者が報告するデジタル トランスフォーメーションの進捗：地域別
Dodge Data & Analytics、2021 年

北米 スカンジナビア

45%

37%

18%

AU/NZ

32%

44%

18%

日本 ドイツ 英国/ 
アイルランド

33%

23%

フランス

37%

32%

6%

30%

44%

16%

10%10%
3%

38%

51%

10%
1%

26%

46%

27%

1%

34%28%

全世界の調査結果の概要



本調査は、世界の主要地域で BIM がど
の程度活用されているかを評価するた
めに実施しました。BIM ユーザーの実
践している関連アクティビティや、享受
しているメリット、BIM から得た ROI、今
後の BIM の取り組み、プロジェクトの
他のチーム メンバーの経験値などにつ
いて調査しました。また、デジタル トラ
ンスフォーメーション全般、特に現在と
未来における新たなテクノロジーとプ
ロセスの利用について検証しました。 
本調査は、2020 年 10 月から 2021 年 

3 月まで、オンラインで実施しました。 
調査データは、Dodge Data & Analytics 
社のパネリスト団体に属する建築設計
者および施工業者、施工専門業者およ
びパートナー協会（AMCA、オーストラ
リア施工業者協会（ACA）、CIBSE、 
CICES、CINOV、COMIT、GBC フィンラン 
ド、GBCA、ノルウェー GBC、Planen  
Bauen 4.0、RICS、RIL、USGBC、 
UNSFA）で構成される Dodge Database 
から収集しました。Dodge Data & 
Analytics 社のパネリスト団体に属する
建築設計者および施工業者には、米国
の代表的な建築設計者や施工業者が
含まれます。パネリストは規模、地域、
プロジェクトの種類、専門分野など、多
くのカテゴリーで分類されます。

回答者のプロファイル

要件
回答者は、オーストラリア、カナダ、フラ
ンス、ドイツ、日本、ニュージーランド、
スカンジナビア、英国、米国を拠点とす
る建築事務所、用地設計事務所、施工
会社、エンジニアリング会社、またはコ
ンサルティング会社に所属している方
を対象としています。

BIM ユーザー
この分析では主に、自社で BIM を使用
していると答えた回答者にフォーカス
しています。この調査では合計 641 名
の回答者が BIM を使用していると回答
し、そのうち 67 名が日本在住です。

手法

BIM ユーザーを特定するために、BIM 
を次のとおりに定義しました。ビルディ 
ング インフォメーション モデリング
（BIM）とは、ワークフローです。インテ
リジェントな 3D モデルを作成および
活用することで、プロジェクトのライ
フサイクル全体（計画、設計、施工、運
用、保守）を通じて一貫したドキュメン
ト管理、調整、シミュレーションが実現
します。

BIM ユーザーのプロファイル
この世界的な調査には、さまざまな規
模の企業や職種の BIM ユーザーが参加
しました。
• 職種：

 −建築設計者：37%
 −施工業者：32%
 −土木エンジニア：12%
 −建築エンジニア（構造、機械、 
電気、配管）：10%

 −コンサルタント：5%
 −その他：5%

• 従業員数に基づく企業規模：
 −非常に大規模（500 名以上）：23%
 −大規模（100 ～ 499 名）：30%
 −中規模（50 ～ 99 名）：17%
 −小規模（50 名未満）：29%
 −回答なし：1%

BIM ユーザーの 70% が高層建築プロジ
ェクト、30% がインフラ プロジェクト
に携っています。
最後に、本調査では調査対象の 7 つ

の地域/国の BIM ユーザーにおける回
答の相違点も研究しています。北米の
回答には小規模企業が他の地域よりも
多く含まれるため、規模（従業員数）別
の北米回答者数の割合を他の地域の
回答者数の割合に合わせて重み付けを
しました。
• 北米：34%
• フランス：12%
• オーストラリア/ニュージーラン
ド：12%

• スカンジナビア：11%
• ドイツ：10%

• 日本：10%
• 英国/アイルランド：10%

デジタル トランスフォーメーション
デジタル トランスフォーメーションに
関する質問には、BIM ユーザーと非ユー
ザーの回答が含まれています。デジタ
ル トランスフォーメーションの段階に
ついては合計 843 名からの回答を収集
しましたが、そのうち 67 名が日本の回
答者でした。また、使用中または採用
を検討しているテクノロジー/プロセス
について 576 名に質問し、日本からは 
31 名がこの質問に回答しました。
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リソース
BIM およびデジタル トランスフォーメーションに関する情報を提供する組織、Web サイト、出版物。

謝辞：

設計・建設業界の BIM やデジタル トランスフォーメーションに関する知見を収集するに
あたり、Dodge 社に継続的にご協力くださった Autodesk 社に感謝を申し上げます。

また、ためになる情報を業界に伝えるために、本調査プロセスにご参加くださっ
たすべての調査パートナーの皆さまに、感謝を申し上げます。次をはじめとするさ
まざまな団体が、本調査にご協力くださいました。Air Conditioning & Mechanical 
Contractors’ Association（AMCA、空調・機械施工業者協会）、Australian Constructors 
Association（ACA、オーストラリア建設業者協会）、Chartered Institution of Building 
Services Engineers（CIBSE、公認建築設備技術者協会）、Chartered Institution of Civil 
Engineering Surveyors（CICES、公認土木測量士協会）、Federation CINOV、Construction 
Operation & Maintenance through Innovative Technology（COMIT、革新的技術による施工
運営/保守）、Finnish Association of Civil Engineers（RIL、フィンランド土木エンジニア協
会）、Green  Building Council of Australia（GBCA、オーストラリア グリーン ビルディング
評議会）、Green Building Council Finland（フィンランド グリーン ビルディング評議会）、 
Norwegian Green Building Council（ノルウェー グリーン ビルディング評議会）、 
Planen-Bauen 4.0、Royal Institution of Chartered Surveyors（RICS、王立公認測量士協
会）、US Green Building Council（USGBC、米国グリーンビルディング協議会）、L’Union 
des Architectes（UNSFA、建築家ユニオン）

本レポートにご協力くださったソート リーダーの皆さま、導入事例を提供してくださっ
た皆さま、特集記事で知見を共有してくださった皆さまをはじめ、知見や経験をご共有
くださったすべての皆さまに感謝を申し上げます。

プレミア パートナー
Autodesk：www.autodesk.co.jp

リサーチ パートナー
Air Conditioning & Mechanical Contractors ’ Association 
（空調・機械施工業者協会）：www.amca.com.au
Australian Constructors Association（オーストラリア建設業
者協会）：www.constructors.com.au
Chartered Institution of Building Services Engineers 
（公認建築設備技術者協会）：www.cibse.org
Chartered Institution of Civil Engineering Surveyors 
（公認土木測量士協会）：www.cices.org
Federation CINOV：www.cinov.fr/la-federation-cinov
Construction Operation & Maintenance through Innovative 
Technology（COMIT、革新的技術による施工運営/保守）： 
www.comit.org.uk
Green Building Council of Australia（オーストラリア グリーン  
ビルディング評議会）：https://new.gbca.org.au
Green Building Council Finland（フィンランド グリーン  
ビルディング評議会）：https://figbc.fi/en
Norwegian Green Building Council（ノルウェー グリーン  
ビルディング評議会）：https://byggalliansen.no

Planen Bauen 4.0：https://planen-bauen40.de
Finnish Association of Civil Engineers（RIL、フィンランド土
木エンジニア協会）：www.ril.fi/en/ril.html
Royal Institution of Chartered Surveyors（王立公認測量士
協会）：www.rics.org/uk
US Green Building Council（米国グリーンビルディング協議
会）：www.usgbc.org 
L’Union des Architectes（UNSFA、建築家ユニオン）： 

www.unsfa.fr

その他のリソース
BIMForum: bimforum.org
buildingSMART International: www.buildingsmart.org
Construction Innovation Hub:  
https://constructioninnovationhub.org.uk 
Global BIM Network: www.globalbim.org
Lean Construction Institute: leanconstruction.org
National Institute of Building Sciences Building Information 
Management (BIM) Council: www.nibs.org/bimc

Autodesk
www.autodesk.co.jp

Dodge Construction Network

メイン サイト：  

www.construction.com
Dodge Construction Central：  

www.construction.com/products
Market & Competitive Intelligence:  
www.construction.com/products/
construction-market-data
Sweets:  
www.construction.com/
products/sweets
SmartMarket Report:  
www.construction.com/
toolkit/reports

http://www.autodesk.co.jp
http://www.autodesk.co.jp


■ 設計・建設のインテリジェンス

SmartMarket Insight
www.construction.com

Dodge Data & Analytics の SmartMarket Report™ と 分析情報

最新の業界動向を把握しましょう。

レポートなどの詳細については、下記ウェブサイトをご覧ください。

www.construction.com/toolkit/reports


