
１ はじめに

　今回、本研究プロジェクトのメンバーとしてBIM
（Building Information Modeling）を切り口に建築生
産の現在を理解するためにいくつかの国をめぐる機
会に恵まれた。初回、台湾での調査報告は、得られ
た事実に基づき別に稿が用意されるので、筆者は調
査、紀行の意図を散文的にまとめる。
　BIMとは、一般に「BIM＝3DCAD＋多次元デー
タベース」と表現されることが多い。3D（3次
元）CADは、2D（2次元）の線の集合によって建
物を構成する要素、例えば、部位、部材、部品、空
間などを直接3Dで表現し、配置するものである。
そして、それらの要素と個々に紐付けられた多次元
のデータベースには、必要に応じて、名称、用途、
寸法、重量、コスト、耐用年数などの情報を収める
ことができる。データベース側から特定の条件で要
素を検索することも可能である。
　このBIMは、建築生産、特にコストマネジメン
ト、プロジェクトマネジメント（PM）、ファシ
リティマネジメント（FM）などにいかなるイン
パクトを与えるのであろうか。筆者に予感はある
ものの詳細はわからない。そして、BIM元年と言
われた2009年から既に10年が経過しているが、誰
に聞いても、それはまだ途上であるという。本稿
では、筆者が建築生産の研究者として、旅立つ前
にBIMに実際に触れた印象と今回の紀行の中で考
えるべきポイントを整理したい。

２ 『「わからない」という方法』の実践

　唐突ではあるが、ちょうど今から1年前、団塊
世代の知のカリスマ的存在であった、小説家、評
論家の橋本治が亡くなった。お読みになった方も
少なくないと思うが、彼が2001年、21世紀の幕開
けに上梓した評論『「わからない」という方法』1）

を引く。筆者にとってよくわからないBIMに対し
て、建築生産の研究者としていかに対処すべきか、
この評論が確かな視座を与えてくれたからである。
　「人はこまめに挫折を繰り返す。一度手に入れ
ただけの自信は、たやすく役立たずになり変わ
る。人はたんびたんびに「わからない」に直面し
て、その疑問を自分の頭で解いていくしかない―
これは人類史を解く不変の真理なのである。自分
がぶち当たった壁や疑問は、自分オリジナルの挫
折であり疑問である。「万能の正解」という便利
なものがなくなってしまった結果なのではない。
それを「幻滅」と言うのなら、それは、「なんで
も他人まかせですませておける」と思い込んでい
た、不精者の幻滅なのである。」
　まずは、BIMに触れなければならない。続けて
同書から引く。
　「結局のところ、「バカと言われることを顧み
ない度胸」だけが、二十世紀病に冒された日本社
会の膠着を突破するのである」と筆者の背中を押
す。そして、橋本本人が「わからない」に撤し
て、そこから知を立ち上げる企てを様々な対象に
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展開してきた。知識ゼロからスタートして、最も
わかりやすいと評判の編み物の教則本まで出版し
ている。
　筆者は、自分の専門に関わることについて、学
識経験者として「わからない」と言いにくい立場
にあるものの、わかったふりの辛さもよく知って
いる。筆者はこれまで、この「わからない方法」
で、研究だけでなく、世間一般の事柄や趣味に関
することまで、様々な「わからない」に対処して
きた。
　今回も筆者は建築生産分野の抱える様々な膠着
を突破するために、「わからない」BIM、更にそれ
が建築生産に与える「わからない」インパクトに
ついて、不精者として幻滅に陥らないように考え
てみたい。

３ 60の手習い

　それ故、現在、筆者は勤務する工学院大学建築
学部で3年生向けに開講されている「3DCAD・
BIM演習」、105分×2コマ×13回を学生たちと一
緒に聴講している。使用しているソフトウェア
は、Autodesk社のAutodesk Revit（以下、「Revit」
という）である。
　筆者は1960年生まれなので、正に「60の手習
い」ということになる。先人の教えのとおり、学
問や習い事を始めるのに遅すぎることはないと信

じたいが、キャリアも晩年に差しかかり、目が霞
んで小さなポイントのメニューはよく読めず、覚
えるべき操作、手順も多く自動車の運転よりも難
しい。ただし、主に技術系の研究室に所属する40
名ほどの受講者は、問題なく操作をマスターし、
筆者を導いてくれる。
　2018年の同演習の受講者は、現在、卒論で図1
に示すような本学キャンパス内の施設を3Dモデ
ル化し、施工プロセスのCGによる再現、更にそ
れを工区分割して施工した場合の工程と工期のシ
ミュレーション、シナリオに基づいた環境性能向
上やLCC抑制のシミュレーションに取り組んでい
る。これらはいずれ稿を改めて紹介したい。
　筆者の世代は、定年を控えて実務の最前線から
離れつつある一方で、マネジャーとしてBIMを始
めとする建築生産プロセスのIT化に踏み出すか
否かの意思決定に少なからず関わっているはずで
ある。筆者も、若手の教員から「一定の年齢を超
えるとBIMの習得は難しいみたいです」という労
り、古手からは「教育サイドで頑張っても法規や
実務の体制が整わないと普及は難しい」という話
が聞こえてくる。

４
�デジタルディバイドか、建築生産に
対する理解の問題か

　これは、世代によるデジタルディバイド（情報

図1　3Dモデル化した工学院大学八王子キャンパス新2号館（左が遠藤研究室BIMチーム＋岩村雅人、尾門智志によるモデル、右が実物の写真）
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格差）なのか、建築生産に対する理解の問題なの
か、筆者にはわからない。
　私たち、マネジャー世代が、大学、大学院に学
んだ1980年代前半の建築教育を振り返ると、設計
演習は手書きで、CADは導入されていなかった。
その後、ご存じのとおりハードの高性能化と
CADの高機能化による実務・教育への普及は目
覚ましかったが、専門が建築生産の筆者にとっ
て、CADとの付き合いは、フリーソフトを使っ
て講義資料を作図する程度にすぎなかった。
　当時は、パーソナルコンピュータ自体が出始め
で、技術計算はフローチャート→コーディング
シート→パンチカードという手順でプログラムと
データを大型計算機に入力して演算していた。今
の学生たちには多分想像できない。その後も表計
算ソフトMS-Excelが登場する1980年代後半まで
は、プログラム言語BASICで書いたプログラム
でカンマ切データと格闘するのが建築生産研究の
実態だったように思う。卒論レベルであれば、統
計データや工数調査、アンケート結果の集計プロ
グラム自体が成果の一部となった時代である。つ
まり、専ら教育・研究に携わってきた筆者個人の
世界では冒頭に示した、「BIM＝3DCAD＋多次
元データベース」なるイノベーションは起きな
かった。

５ BIMを学ぶ私的な必要

　既に述べたが、筆者の専門は建築生産で、社会
貢献活動としては、公的発注者の入札監視、発注
方式選定や総合評価における専門的知識の提供を
フィールドとしている。
　特に、設計者選定、施工者選定においては、建
築界全体で取り組んでいる働き方改革、生産性向
上に寄与する提案が、競争レンジが狭くなってい
る価格を代替する重要な競争要件になっている。
BIMはそれを実現するツールとして、現在最も重
要なキーワードの一つと言ってよい。
　こうした総合評価の審査は、内部の複数のエキ
スパート、つまり、筆者と同世代のマネジャーク
ラスが担当することが多い。そのプロセスには、

学識経験者の参加が義務づけられているので、筆
者もいくつか参加してきたが、提案には「BIMの
導入によって設計や施工の生産性を向上させる」
「BIMモデルによって、竣工後の運営段階におい
ても維持管理、FMにデータ活用を可能とする」
などのフレーズが頻出する。建築生産の専門家で
あっても、この「BIM」と「生産性向上」の関係
がすんなり腑に落ちる方はどれくらいおられるだ
ろうか。
　例えば、多くの公的発注者は、BIMの導入に
よって、公共工事で分離発注されることの多い建
築と設備が干渉なく納まる図面を期待する。BIM
を使えば、すべての要素が3Dで置かれているの
で、その干渉部分は簡単に明示できる。
　ただし、他の技術同様、BIMも使い方次第であ
り、それを精査せずに加点はできない。地方公共
団体が発注する中小規模のプロジェクトでのBIM
活用の実現性についても研究対象として興味があ
る。これが筆者の手習いの理由である。

６「構法設計」から「３DCAD・BIM演習」へ

　聴講中の3DCAD・BIM演習は、本学名誉教授
で日本建築積算協会会長の吉田倬郎先生が担当さ
れていた演習科目「構法設計」を筆者の考えでリ
ニューアルしたものである。現在の担当講師は、
実務の最前線にいて、BIM活用にも造詣の深い株
式会社日本設計プロジェクト管理部副部長でBIM
室長の岩村雅人先生に代表をお願いしている。
　読者にはご存じの方も多いと思うが、この特集
にも登場する早稲田大学理工学術院創造理工学部
建築学科講師の石田航星先生は、吉田先生が担当
された建築構法の研究室を2018年度末まで4年間
継いだ後、彼が学生時代に学んだ嘉納成男先生の
後継として早大へ戻った。
　石田先生は、過去の本誌への寄稿等2）3）から
もわかるように、BIMのみならず既存建築の3D
レーザースキャン技術やVRを用いた安全教育
ツールの開発、デジタルファブリケーションな
ど、建築生産分野をITで引っ張る若手のホープ
の一人である。我々の選球眼は確かであった。彼
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と研究室を並べる中で筆者の世界も確実に広がっ
た。今後、教育界だけでなく実務の世界において
もBIMのスキルを持つ人材の争奪戦が始まるはず
である。石田先生が本学在籍中に開発した講義・
演習の狙い、シラバスなどに引っ張られて、彼の
後任選びのハードルは必然的に高くなり、結果的
にベテランの岩村先生に白羽の矢を立て、演習名
も「構法設計」から「3DCAD・BIM演習」にリ
ニューアルすることになった。

７ BIM、Revitの第一印象、再び構法設計へ

　演習に使用しているソフトウェアRevitは、描
画する対象をプロジェクトと呼び、それは実際の
工事目的物を3Dでモデリングしたものとなる。
まず目の前にあるのは、まっさらのケント紙では
なく、まっさらなプロジェクトとなる。
　まず、そのプロジェクトに通り芯とレベルを引
き、その3D空間に要素（これをRevitではファ
ミリと呼ぶ）を置いていく。ファミリはメニュー
から選ぶ。壁であれば、構造種別、寸法などを選
んで置いていく。デフォルトでメニューに示され
る要素（これを「システムファミリ」と呼ぶ）
は、一般的なものが用意されている。Revit活用
のエキスパートの設計事務所や施工者、住宅メー
カーであれば、自社で標準的なファミリを作成

し、蓄積しているはずである。
　筆者は、この一連の操作が1960年代に当時、東
京大学工学部建築学科の内田祥哉教授らによって
提唱されたBE（Building Element、ビルディング
エレメント）論をベースとした「構法」という概
念に近いという印象を受けた。BE論とは、建築の
空間を仕切る床・壁・天井といった要素に対して、
各々に要求される性能を定義して、それにより要
素を選択し、建物全体を構成する理論である。
　構法には、井口洋佑4）による「建築の構法と
は建物の組み立て方のシステムを意味し、構成部
品、構成部品の組み合わせ方、構成方法の接合方
法の三つによって説明される。ある建築の構法は
いろいろなレベルの構法が組み合わされ、全体と
してある一つのシステムが構成される」という定
義がある。要素であるファミリを選んで、組み合
わせて建築全体を構成するプロセスは、構法計画
や構法設計と呼ばれる内容と重なる。
　図2は、学生たちが岩村先生の指導により描い
た内部鉄骨階段を躯体に架ける仕組みを示したも
ので、正に構法の解説となっている。筆者も院生
時代にこうした演習課題に取り組んだ記憶がある。
　要素と要素の接合、BIM上でのファミリの位置
合わせは、ソフトが通り芯を認識しているので、
それをターゲットにして置けば簡単にできる。
RC造であれば、柱も同様に通り芯上に置くと、

図2　内部鉄骨階段を支える構法を理解する図（左が遠藤研究室BIMチーム＋岩村雅人、尾門智志によるモデル、右が実物の写真）
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壁と一体化し、梁を置けば接合部が自動的に生成
される。設定によって一体化の要否、重複部分の
数量減算の要否などが選択できる。
　要素と要素の一体化によって形成される要素、
モジュールにおいても新たな要素としてBIM内部
のデータ構成やルールが整合的に保持されること
になる。
　岩村先生によれば、このモジュールを適切に管
理して標準化を進め、その部品化やプレファブ
化、そのサプライチェーンを前提として設計、生
産すればBIMの強みは更に増すという。

８ BIMと建築生産に橋を架ける

　ユーザーは、新規作成したファミリに紐付けさ
れた多次元データベース（Revitでは「プロパ
ティ」と呼ぶ）に情報を付加していく。
　完成した図面を基に構造計算を行い、構造種別
や仮定断面の検証、RC柱であれば、配筋量、重
量などを求める。LCCの計算が必要であれば、各
ファミリの修繕周期や耐用年数、金額、LCA原
単位、熱貫流率などの情報が必要となる。これら
データはユーザーが自由に追加できるので、BIM
をどのような目的で使用するかに合わせてデータ
を構成する。このプロパティに盛り込む情報の社
会的共有の仕組みづくりが重要なことは言うまで
もない。
　上杉啓5）は、構法にもう一つの定義を与えて
いる。「「もの」としての構法も重要であるが、そ
のほかに生産的な部分、すなわちハードな要素を
説明する上で必要な、材料・部品を建物に組み込
むプロセス（生産過程）を含むものとして扱う」
とする。
　この拡張された構法の定義は、当時の我々に
とって、建築構法分野と建築生産分野に橋を架け
た。今後更にBIMの概念が拡張し、浸透すれば、
この定義が再び注目されるはずである。実際に
ファミリは、法規や標準類による派生情報、メー
カーの品番などのデータをまとってモデリングさ
れ、実物のサプライチェーン、生産プロセスに繋
がっていく。

９ BIMフォビアに対して隈研吾の言説を紐解く

　BIMに対するフォビア、アレルギーもあると聞
く。建築の設計は、部材を選ぶことではないとい
う意見もある。確かに一点もののディティール
は、ファミリ化というプロセスを必要としないか
もしれない。それでも、初めにモックアップあり
きの設計も、BIMにおけるモデリングのプロセス
と何ら矛盾しない。
　現在、我が国の建築界において、圧倒的なプレ
ゼンスを獲得している建築家の隈研吾6）による
30年以上前の言説を紐解く。隈は、「分業のその
「分け方」にはさまざまなレベルが存在する。基
本設計、実施設計、施工、監理という分業システ
ムも存在するし、鉄骨工事、躯体工事、建具工
事、内装工事という分業システム（サブシステ
ム）も存在する。前者を仮に、施工システムにお
ける「垂直的サブシステム」、後者を「水平的サ
ブシステム」と呼ぼう。今日の建築家、すなわち
「全体構想」の提出者は、基本的にこれらのサブ
システムのどちらに対しても手をつけることがで
きない。これは建築家に限った話しではない。な
んびとといえども、このサブシステムに対して手
をつけることはできない。サブシステム同士の境
界の設定、領分の設定に対しても、そしてサブシ
ステム内部の仕事の質や、やり方に対しても口を
はさむことができないのである。」としている。
　この記述が示すように、本来、設計者は自由な設
計内容を探求していると考えられるが、設計の多様
さや設計内容の実現可能性は、技術や技能を持つ生
産システムの有り様に強く影響され、多くの設計は
社会に共有された部材や空間、施工体制やサプライ
チェーンを選択、組み合わせたものとなる。現在、
求められている設計や施工、FMの生産性向上は、
設計と施工・生産それぞれのあり方の追求が同期す
ることによってなし得るはずである。

 10 これから検証したいポイント

　これから演習受講と紀行を並行させる中で、筆
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者は現在未整理で網羅的ではないが以下のような
ポイントを検証したいと考えている。読者にとっ
ては素人の戯言、既に解決済、実践中であるかも
知れない。
ポイント1：BIMのスキルをどのように教育するか
　建築生産に関わる者に求められる「図面が読め
る」と言われてきたスキルの多くは、2Dの線の
集合からBE、要素、ファミリを取り出すことで
あり、2DCAD時代の課題「隠線消去」に相当
する。今後、3DCADやBIMの導入によって、
それはあまり重要でなくなるかも知れない。
　詳しくは別の稿で触れられているが、今回の台
湾紀行で訪問した現場でBIMソフトのオペレー
ション担当者に建築の専門教育を受けている方は
ほとんどいなかった。労働市場の流動性が高いた
め、キャリアアップを目的にソフトウェアベン
ダーでの講習を受けて、スキルを身につけたとい
う。この辺りの割り切りが、我が国におけるBIM
普及とどのように関わるのか、今後の紀行の中で
検証すべき内容だと思う。
ポイント2：BIMによる概算は可能か
　公的発注者、積算関係者にとって非常に関心の
高い事柄であろう。鉄骨のようにファミリが直接
数量にリンクするものや、床・壁・天井などの求
積結果とファミリの数量が一体となる内装仕上げ
などの積算は、設計変更にも対応しやすく相当に
省力化できることは演習でも体験した。
　一方で、複数の材料、部材が複合する鉄筋コン
クリート躯体などの概算の可能性は、モデリング
の詳細さによる。例えば、配筋までモデリングす
れば、実数量は求まるが、現状、作図の作業量、
データ量の制約であまり現実的ではない。これを
どう解決するか。
　加えて、発注者から求められることの多い代替
案の用意とそのコストスタディは、Revitにアド
オンできるDynamoというビジュアルプログラミ
ングツールを用いて、設計プロセスをワークフ
ローで表現し、代替案を生成できる。岩村先生の
演習では、設計の生産性向上を意識して毎回後半
をこのプログラミングの理解、修得にあててい
る。

ポイント3：�BIMベースのPM、FMはどのよう
なものになるか

　BIMによって、建物は統合された一つのデータ
ベースとなる。揚重機の選定や設置場所の決定な
どは、揚重物の重量と施工位置の組み合わせの検
索が有効となる。工程計画や工程表作成は、BIM
とデータを共有して検討可能なソフトウェアもこ
れから試用する予定である。当然、発注者として
は、BIMで作成した建物モデルを利用したFMへ
の期待がある。各要素の耐用年数を設定すれば、
提唱されている、FCI（Facility Cost Index（残
存不具合率）＝残存不具合額／施設複製価格）を
用いて、リアルタイムに施設の管理状況や建替え
の必要性が確認できる。
ポイント4：�BIMはグローカリゼーションにどの

ように関わるか
　建設プロジェクトは、適用される法規類、投入
される材工のリソースについてはローカルに考え
ざるを得ず、これまで我々のソリューションはそ
の制約を優先してきた。
　しかしながら、先日、設計施工一貫案件もこな
す地場ゼネコンから、BIM導入の相談を受けた。
そのニーズは、人材難に対応して、設計業務の海
外アウトソーシングや外国人雇用を進めるための
手段として、海外で普及しているBIMを社内や協
力会社のプラットホームにすることと聞いた。
　筆者は未だこうした動きにアドバイスすべき知
見を持たないが、このままBIMの普及が進めば、
普遍性のあるグローバルな課題であると認識を改
めた。
　次回は、その坩堝、シンガポールを訪ねる。

（参考文献）
1）橋本治『「わからない」という方法』集英社新書，2001
2）石田航星「建築コストをめぐる話題［29］、仮想空間上で設計が

完結する時代のマネジメント手法」『建築コスト研究』№103，
2018

3）石田航星「ICT技術の進歩により生じる建築産業の変化につい
て」『建築コスト研究』№100，2018

4）井口洋佑『プレハブ建築技術者教育テキスト 技術編』日本建
築センター，1975

5）上杉啓『新建築学大系24 構法計画』彰国社，1985
6）隈研吾『私の建築印象記：別冊新建築 日本現代建築家シリー

ズ14』鹿島建設・建築設計本部，1989
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1 調査の概要

　コスト研では、近年建設業界において注目を集
めるBIM（Building Information Modeling）につ
いて、諸外国の導入実態に焦点を置いた調査を行
うことにした。その初弾として、2019年夏に台湾
調査を実施した。本稿を含む数編の論考は、その
まとめである。
　とかく土着的とされる建築生産において、BIM
の技術を積極的に導入して、様々な効率化・生産
性の向上を目指す試みが各国で行われている。だ
が、各国で複雑に発達を遂げた建築生産実務にお
いて、この新しい技術をどう展開しているかは、
相当な違いがあろう。建設業の状況や建築物の発
注や積算関係の仕組みなどの調査も合わせて行
い、幅広く各国事情を知ることで、より深くBIM
導入実態を理解したい。今回の台湾調査に引き続
き、シンガポール等の東南アジア諸国、ヨーロッ
パ諸国ほかの調査を今後予定している。
　この調査は工学院大学・遠藤和義教授（副学長）、
早稲田大学・石田航星専任講師、コスト研・岩松
の３名が担当する。台湾の具体的な訪問地は北部
の台北市・新北市、中部の台中市の２ヵ所で、調
査日程は表１のとおりであった。日本と台湾は、
外国の中では地理的にも文化的にも経済的にも近
い位置にある。学術分野では留学による交流が昔
から盛んである。ここに示した調査先は、主に参
加メンバーの交流ネットワークから選択された。

　本報告では、参加メンバー３名に加えて、ヒア
リングさせていただいた國立高雄科技大學の謝先
生にも特別に日本語でご寄稿いただいた。また石
田専任講師は調査結果を11月初旬にコスト研で開
催した「公共建築の日」記念講演会等で報告して
おり、その内容は本号にも掲載がある。本稿では
まず、台湾及び建設業の概要を見た後に、直接見
聞したことを中心に、今回の台湾調査結果のアウ
トラインを示すことにする。

２ 台湾（中華民国）及び建設業の概要

　中華民国（Republic of China）は、東アジアに
位置する共和制国家である。アジアで２番目の共
和国として1912年に大陸地区で成立したが、国共
内戦で中華人民共和国に大陸地区から放逐された
1950年以降は、台湾省の全域と福建省の極一部の
島嶼（台湾地区）のみを実効支配する海洋国家と

表１　調査日程

８月26日（月）　東京発→台北着
（午後）①福利營造股份有限公司（建設会社）
８月27日（火）
（午後）②洋基工程股份有限公司（空調・設備上場会社）
　　　　③國立台北科技大學・林裕昌先生
８月28日（水）
（午前）④熊谷組・Y工事所（新北市）
（午後）施設見学　⑤台北101；⑥陶朱隠園
８月29日（木）　新幹線にて台中へ
（午前）⑦國立高雄科技大學營建学科・謝秉銓先生
（午後）⑧台中国家歌劇院（オペラハウス）を視察
８月30日（金）　新幹線にて台北へ。台北発→東京着
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なった。台湾政府統計では英語で“Taiwan and 
Fujian Areas”と表記している。
　議会制民主主義・資本主義体制国であり、1971
年までは国際連合安全保障理事会常任理事国とし
て国際社会に大きな影響を与えていた。しかし国
連の代表権問題や一つの中国政策により、中華人
民共和国が中華民国を国家承認しないように要求
しているため、2019年９月20日現在では中華民国
を正式に国家として承認している国は15ヵ国に留
まる。こうした経緯があって以前の国交を結んで
いた国々を中心に、日本を含む多くの国々と活発
な経済的文化的な交流が行われている。台湾島及
びその周辺島嶼群を含む地域名「台

たい

湾
わん

」と一般に

は表記される。なお、中華民国では、建国年の
1912年を元年とする民国紀元を西暦と併用してお
り、調査時2019年は「民国108年」と表現される。
　台湾政府（内政部）の統計によると、2019年７
～９月現在の人口総計は23,593,392人である。国
土面積は約36,197㎢であり、九州本島（約36,750
㎢）とほぼ同じ大きさとなる。沖縄を除く九州７
県合計人口が約1,280万人だから、台湾の人口密
度は比較的に高いと言える。
　IMF国際通貨基金の統計によると、2018年の名
目GDPは589,906百万米ドルで世界21番目の位置
にいる。第３位の日本は4,971,767百万米ドルで
あるから日本の11.8％の大きさである。名目

図１　上：台湾とその周辺国、下：台北市・新北市中心部の地図（今回訪問場所に表１と同じ番号を付す）

台中市

台北市
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GDPを１人当たりで比べると25,008ドル（日本
は39,304ドル）だが、物価水準を加味した購買力
平 価GDPで は １ 人 当 た り53,074ド ル（ 日 本 は
44,246ドル）で、計算上は日本より豊かな国とな
る 1 。
　表２は、台湾政府が定期的に行う国勢調査結果
の最新情報から拾った数字で、特に構成比率％を
追うと、建設業の位置づけが朧気ながら分かる。

　別統計で少し詳しく、台湾建設業を見てみよ
う。台湾政府で建設業を所管する中華民國內政部
營建署が毎年発行する統計年報の最新版「107年
營建統計年報 2 」（2018年末）によると、建築師事
務所は4,059で建築士Architectsは4,193人である
から零細な建築師事務所が多いことになる。ま
た、建設業者としての登録数は18,400で、その内
訳は、総合營造業Comprehensive Construction 
Enterprisesの 甲 等Class A が2,765、 乙 等Class 
Bが1,232、丙等Class Cが6,936、専業營造業
Specialized Construction Enterprisesが521、 土
木 包 工 業Civil Engineering Contractorsが6,946
となっている 3 。また、2018年の建築着工数は
18,469、総床面積は26,262,066㎡、その金額は
242,376,818千元（為替レート3.5円／元で計算し
て約8,483億円）となっている。これらには土木
などの数字を含まないことに注意したい。建設業
登録数と表２の企業数とがアンバランスなのは、
登録外の企業が存在するためと思われる。

１　具体的数字はGLOBAL NOTE®　https://www.globalnote.jp/
（2019.11アクセス）を参照した。

２　http://w3.cpami.gov.tw/statisty/107/mobile/index.htm
（2019.11アクセス）

３　營造業法（英語版Construction Industry Act）が根拠法。

３ 訪問先別の調査概要

3.1　福利營造股份有限公司（表1の①）
　初日の訪問先は、台北市中心部に近い中堅建設
会社（以下、「福利營造」という）である。建設
業登録は甲級で、1959年に設立の老舗である。経
営者子息が日本の大学留学経験があり、その後日
本大手ゼネコン、更に中国本土で鴻海精密工業 4 

工場の建設を手掛けた。同席した元・竹中工務店
の技師長・五味昭氏（匠技心有限公司）が同社の
技術のアドバイスを行っている。主にこのお二人
に台湾建設業全般をヒアリングした。以下、聞き
取った主な事項を列記する。
　福利營造は台湾IT系工場建設物等を多く手掛

4　スマートフォンや薄型テレビなどの電子機器を受託生産する
EMS : Electronics Manufacturing Service企業の世界最大手。
2016年のシャープ買収でも知られる。（取引所TWSE : 2317）

表２　台湾の国勢調査の結果（2016年末時点）より

台湾全体 うち建設業

企業数 1,296,304 108,669（8.4%）

従業者数（人） 8,830,013 522,487（5.9%）

年間収益（百万台湾元） 60,587,379 2,264,237（3.7%）

総付加価値額（〃） 30,983,006 1,528,242（4.9%）

（注） 前列左が簡進吉・董事長（社長）、右が五味氏。後列左２
人目が子息。同社サイトは次のとおり。

　　　http://www.fuliconstruction.com

図２　福利營造ヒアリング時の写真と会社概要

名 稱：福利營造股份有限公司
地 址：台北市內湖區新湖二路211號5樓
成立日：1959年 5月
資本額：NT$ 150,000,000元整
等 級：甲等綜合營造業
董事⾧：簡進吉
總經理：楊國銘

電話號碼：(02)2795-1096
傳 真：(02)2795-1396

PORSCHE 保時捷敦南展示場
台北市 2018年

捷立中壢廠新建工程
桃園縣中壢市

BMW 汽車展示場
桃園縣平鎮市

華經資訊新建工程
台北市內湖區

超特國際廠房新建工程
桃園縣蘆竹市

明峯企業大樓新建工程
台北市內湖區

大羅屋
杭州南路大樓
台北市

中山北路7 層大樓
台北市大同區

礁溪住宅大樓
新建工程
宜蘭縣

大羅屋
羅斯福路大樓
台北市

台灣日立增建工程
桃園縣

台灣日立增建工程
桃園縣

華通電腦廠房新建工程
桃園縣

福利營造股份有限公司

工程實績

思源科技研發中心新建工程
新竹科學工業園區

福利營造本著「品質」、「服務」、「信譽」、「專業」的經營理念；多年來的穩健經營，
在工程業界為㇐信譽卓越，具有六十年優良歷史的甲級營造廠商。

在施工的安全規劃管制執行、品質管理、工期管制、品質保證上；我們提供客戶最專業的
服務與高附加價值。未來，我們仍會持續在品質管理經營理念上，永續經營；取得客戶滿
意度和社會的信譽，提高公司在社會的價值。

能作為您實現理想的工作伙伴，將是我們最大的榮幸。
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けている。こうした民間建築工事における発注契
約は、建築と設備の分離発注で行われるケースが
多い。同社は後述の設備会社（洋基工程）とも業
務上の関係を持つ。電子機器工場のように設備工
事費の割合が高いと分離発注になる 5 。その場合、
建築躯体と設備の調整が工事上の課題となる。日
本で通常されるような鉄骨梁にスリーブを空ける
解決方法もあるが、階高を上げて梁下のフトコロ
を広げる対応で、そうした問題を回避するケース
が多いという。
　日本では任意仮設 6 での処理が通常だが、台湾
では建築許可 7 申請時に切梁など山留壁の仮設計
画も含めて提出するという。これは設計責任が建
築師 8 に重く課されることと関係する。建築師が
いる設計会社は、結構技師（構造の資格）を使い
設計するが、山留を安全側で設計する傾向があっ
て、躯体の鉄筋量もかなり多いとのことであっ
た。また、建築師事務所は、ゼネコンの施工を信
用しない傾向があり、切梁一つ変更できないのが
悩みとのことだった。裏返しのようだが、ゼネコ
ンとしても変更するには建築許可申請をやり直し
て、責任が転嫁され重くなるため、やりたがらな
いという。
　ここで話の整理のために、台湾建設実務に絡む
主な資格を拾っておく。「建築師」「土木技師」
「結構技師」がそれである。「建築師」は設計と
監造（監理）、「土木技師」は建物を含めた施工の
資格でゼネコンには１名以上必要となる。「結構
技師」は上記の仮設計画を含む構造の資格であ

5　日本の民間工事では、ゼネコン一式が支配的だが、特定分野
の発注では、設備工事が別契約ということは珍しいことではな
い（かもしれない）。

6　「任意仮設」は、公共工事標準請負契約約款（建設工事請負
契約書第１条第３項）により、受注者がその責任において定め
るものとされている。そのため設計変更の対象とならない。

７　building permitは建築法（英語版Building Act）の第２章に
規定がある。第28条に①建設、②他、③使用、④解体の4種類
の許可を規定。

８　建築師法（英語版Architects Act）に規定。第３章に建築家
の義務規定がある。例えば第16条には建築家の業務内容があ
り、建築許可申請はそれに含む。また、第19条には、6階建以
上の建築物では、各分野専門家（専業技師）を監督すること
と、連帯責任を負う規定等がある。

る。それぞれに国家資格としての免許licenseと
登録registerが必要となる。建築師はゼネコンに
必要はないが、図面管理のために雇用している会
社も多い。
　ゼネコンにはいない独立した建築師が「施工
図」を描くのは稀だろうが、それ自体が描かれる
か否かは基本的には現場によるという点には驚い
た。施工図が描かれない工事現場では、建築師に
よる設計図だけで施工されていることになる。た
だ、優良ゼネコンや大手現場では日本と同様にゼ
ネコンの責任で描くようだが、その場合でも足場
図面がないこともあるという。建設業（營造）の
許可を持っている会社は、施工しかできないのが
原則であり、大手ゼネコンでも日本のような設計
部はないそうだ。だから補助サービスとして、台
湾にも施工図作成を専門とする会社があるとい
う。また、台湾にも積算事務所があって外注する
ことがあるらしい。
　台湾の建築許可申請は非常に厳しく、申請が
通った物件の設計水準はある程度、担保されてい
ると考えられる。日本と同様に、こうした一連業
務は国ではなく自治体が担当する。先進的だとさ
れる台北市では、Webで許可申請の審査の担当
者や審査状況も確認できるようになっている 9 。今
の台北市長が非常に厳しく、違法建築をなくそう
としており、許可に至るまでには4ヵ月くらいか
かり、同様に、完成検査（使用許可）にも時間が
かかるという。
　ちょっと面白く聞いた話の紹介であるが、台湾
では各フロアのコンクリート打設前に設計者側の
「建築師」と施工側の「土木技師」が一緒に並ん
だ写真を撮る必要がある。そしてその写真を完成
検査時に必ず役所に提出させられるそうだ。彼ら
には責任が課せられるのである。発注者のディベ
ロッパーが配筋写真を要求することもある。

９　台北市HP＞施工品質安全＞施工查核＞施工查核情形（工事
許可状況）

　　https://gpis.taipei/frontFunction/Quality/wfrmRule.
aspx?category＝4#（2019.11アクセス）閲覧には業者登録等
が必要。
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　台湾におけるBIMの導入状況を率直に伺ってみ
た。BIMを使っているのは現実的には建築師事務
所が多く、施工者側はあまり使っていない。発注
者に説明する時に喜ばれるのでBIMを導入してい
る。建築師事務所は 3Dで説明したがる。皆、
使っているとは言っているが、まだまだ形式的な
印象があるとのことであった。公共工事ではBIM
を実施していると競争上有利になる。設計競技
（入札）はBIMできれいなパースを用意しないと
ほとんど落札できない。ただ、政府も推奨してい
るだけで義務ではないと言っていた。
　工事は入札による競争が台湾でも原則であり、
公共について言うに及ばず、民間工事でも入札が
多いという。入札時にBQ数量が入っているが、
改めて施工側が数量を拾うことが多い。BQの数
量が間違っていても、落札すると施工者の責任に
なるのでしっかりチェックするとのことであっ
た。
　入札は基本的に価格と実績で評価される。でも
実体的には価格勝負となることが多い。入札時の
内訳書には利益の記載が通常ある。現場管理者を
何人つけるかまで内訳に記載して発注者に示す。
入札時点で、施工上厳しいことがある場合（計画
や設計が良くない場合）は質問する。入札時点で
の選択権が施工者にあるだけで、設計時点から施
工者が共同することは少ない。建設業許可が甲乙
丙であることは前述したが、公共工事では受注量
と運営年数でランクが上がっていく仕組みがある
ようだ。
　コスト・コントロールを建築師がする印象はあ
まりなく、現場に来ない建築師も多いという。そ
の代わりに施主が実施するコスト・コントロール
は厳しいようだ。建設現場での費用は１ヵ月毎の
精算を行うが、出来高のチェックが厳しい。施主
は入札金額を基に出来高に応じて支払う。ただ、
最後になって、費用が一致しない（足りない）こ
とも多い。
　台湾ではゼネコン（營造業者）はあまり儲から
ないため、ディベロッパーを目指すことが多いそ

うだ。そのためか、台湾の有力ディベロッパーは
子会社にゼネコンを持っていることが多い。彼ら
は子会社でできない工事量や規模の時に外部のゼ
ネコンに実施させることも多い。自ら土地を仕入
れて施工や販売をするディベロッパーもあるが、
設計は著名な建築師に依頼することが多く、特に
日本人建築家の人気があるという。

3.2　洋基工程股份有限公司（表1②）
　配管等の設備設計がメインの会社で、施工のマ
ネジメント業務も実施している。雇用者は台湾で
350名、中国で150名の社員がいる。冷凍技師、電
気技師が中心。建築師と土木技師はいないとい
う。訪問した新北市の本社は内勤者100名（購買、
管理を含む）、それ以外は中国本土を含む現場外
勤である。台湾では工場だけでなく、オフィス空
調も実施、中国では工場空調のみがその営業内容
という。営業活動を急拡大させており、最近株式
市場に上場（株式番号6691）したばかりという。
　洋基工程では、ほとんど施主と直接契約であ

（注） 右２人目が董事長（社長）の頼有忠（Y.C.Lai）氏。紹介
ビデオは日本語版で約5分40秒。同社サイトは次のとおり。

　　　http://www.yankey.com.tw/Home
図３　洋基工程（上：集合写真、下：紹介ビデオ）
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り、ゼネコンの下に入るのは5％ほどという。つ
まり、前述の建築と設備の分離発注方式に対応し
た工事が支配的だということである。
　初めに台湾における設備施工の位置づけを聞い
た。発注者により違うが、空調設計はオフィスも
含め、建築設計から空調専門会社に外注されるこ
とが多く、その場合は建築師が関与しないが、建
築師と討論しながら決めていくそうだ。建築師は
プロジェクト全体の中で、どの時期に設備専門家
に相談しないといけないかがおよそ分かる印象だ
という。なお、空調だけで解決できない問題も多
いので、当社（洋基工程）の場合は、電気なども
含め設備工事一式で請けることもある。このよう
に台湾では設備工事は一式で発注することが増え
ている。工事規模が巨大になると、設備一式とな
るが、工区を分けて更に別の設備企業に発注する
例があるようだ。また、一般に、エレベータは躯
体に含まれることが多く、給排水衛生設備は電気
工事に含まれることが多い。これは日本とは若干
の違いが指摘できるだろう。
　設備設計やその工事に関しては工種毎にライセ
ンスが分かれている。設備一式工事では複数のラ
イセンスを取得している必要がある。一方、内装
工事はライセンス不要であるから、協力しながら
設備設計も一緒に実施できる下請を使う。
　同社を含む台湾の大手設備専門会社では比較的
BIMをよく使っている。図面作成は 2Dと 3Dの
両方である。設計段階では配管の長さなども含
め、社内の施工担当者の意見も聞きながら、設備
設計者がBIMデータの作成をしている。使用ソフ
トウェアはAutodesk社のRevitで、これを使える
設計者が10名ほどいる。BIMで設計されているの
で、約９割の部材は工場等で事前加工できて、そ
れを現場に持ち込んでいる。また、工場のクリー
ンルーム工事などを例にとると、内装天井の吊り
材も含めたBIMデータを作成してあるから、工事
もできる。BIMで設計したデータから数量も拾え
る。過半数を超える施主がBIMデータ作成を要求
するという。一方、BIMの費用という形で施主か

ら支払いを受けることはないそうだ。
　躯体のBIMデータを建築師からもらえる場合も
あれば、建築師が図面しかくれない場合もあるた
め、後者の場合は内部で躯体も含むBIMデータを
作る。民間プロジェクトでは、躯体のBIMデータ
を専門工事会社に渡すよう言ってくれる施主もい
るそうだ。なお、台湾内で設備のBIMの品目名の
共通化は図られていないため、民間工事では施主
の内訳書に準拠した名称を使っている。
　同社のBIM導入経緯や社員教育はどうなってい
るのだろうか。10年前に半導体の企業の要求で３
次元設計を始めたそうで当初から積算できること
を目論んでいたそうである。３次元化を始めた時
からRevitを使っている。設計図作成や施工図検
討はBIMの方が効率がよく、狭小な設備室などで
は非常に効果があるし、小さい部品も含め積算で
きて素晴らしいとのことである。
　教育に関しては、社内でトレーニングを実施
し、BIMの扱いを勉強した。アドインソフトを自
分たちで作らないが、BIM用のライブラリを作り
使っている。
　BIM導入により生産性も上がっていると感じて
いる。干渉も分かるので手戻りも少ないし、工場
の配管はかなり複雑なので、BIMがないと実施で
きないと思うという。
　BIMの活用において最も大きな問題は、データ
が大きすぎるとパソコンのパフォーマンスが追い
つかないところにある。大きいデータだとデータ

図４　洋基工程が取り組むBIMモデルの例
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を分割して作成する必要がある。
　機械学科や電気学科を出ている社員がBIMデー
タを作っている。台湾の大学には空調学科があ
り、建築設備の専門教育が存在するそうだ。

3.3　�國立台北科技大學　林裕昌先生（表1
③）

　國立台北科技大學National Taipei University 
of Technologyは、中華民国台北市にある工業
（科学技術）大学である 10 。前身は台湾総督府が
設立した台北州立台北工業学校であり、100年近
くの歴史がある。これまでに数多くの企業家を輩
出している。1994年に大学として改編された。台
湾は技術学院や専科学校等を再編して、1990年代
後半以降、大学を急増させた 11 。
　林先生は東大建築学科での留学経験がある研究
者で防災科学が専門である。専門外ということで
はあったが、台湾の建築教育全般、そしてBIM関
係の教育プログラムのことを中心にお伺いした。
　建築師資格を取得できる大学教育については、
台湾では4年制の大学と5年制の大学に分かれ
る。建築師資格を取るためには設計の授業数（4
年生だけ、１コマ50分で週10コマ）が決まってい
て、その単位を必要なだけ取得して、更に別途行
われる建築師試験に合格しないといけないことに
なっている。
　２年生までは設計科目は手描き製図が義務で３
年生から初めてCADの使用が許されるという取
組み方をしている。BIMソフトウェアの使い方は
大学では教えておらず、しかし、多くの学生が
CADとかBIMとかを独学で皆使えるようになっ
ている。多くの大学や大手設計会社ではBIMソフ
トウェアを導入していてAutodesk社のRevitが多
い。Revitは英語版YouTubeで勉強するらしい。

10　似ているが、國立台湾科技大學National Taiwan University of 
Science and Technology in Taiwanとは別。

11　九州より小さい台湾には2015年時点で158校の高等教育機関が
ある。大学の増加と少子化によって大学に通うことが完全に大
衆化しているという。（参考：赤松他2016、pp.187-191）

　男子の場合、大学卒業後に4ヵ月の兵役 12 があ
り、戻ってきてから就職活動を始めるというのが
普通なので、ブランクが生じるそうだ。その点は
日本とは大いに事情が違う。数年前はそうでもな
かったが、今やリクルート活動でBIMの使用能力
はアピールポイントにはならないという。こうし
た技術は身に着けておくことが当然で、就職には
不可欠という切実性が感じられる話である。
　前述のように建設会社が行った工事で事故が
あった場合、建築師が連帯責任を問われることに
なっている。建築師が構造計算をするわけではな
いが、構造技師（結構技師）や防災、設備等の専
門家も集めて監督する立場にある。公共工事では
建築師は設計時点から専門工事会社の助言を求め
ることがあるという。公共工事ではターンキー方
式もある。民間工事の場合は施主が細かい費用ま
で確認してくるので、仕様は確認しながら作成す
る。ただ、コスト勝負で実施することが多い。

3.4　�台湾熊谷（華熊營造）Y工事所（表1
④）

　Y開發案商業区新築工事（以下、「本工事」と
いう）は、発表時（2019年１月）のデザインが今
は亡き英国拠点の建築家ザハ・ハディド（1950－
2016）で、氏の遺作とされ各方面で話題となっ

12　台湾男性は1949年以来、原則18歳の翌年から兵役義務があった
が、就学証明があれば延期できた。兵役期間は２年間から段階
的短縮を経て2008年から１年間となっていた。2018年末には兵
役制から志願制へと全面移行が完了したが、4ヵ月間の軍事訓
練義務が現在も残る。（参考：赤松他2016、p.208）

写真１　國立台北科技大學・林先生（右から２人目）

建築コスト研究　No.108　2020.1　　37

コスト研台湾調査2019の概要



た。ところが、今回の現地調査後、事
業計画の変更などがあるとの新聞報道
が出ている。かかる事情はあるが、以
下では調査時の情報で記述することと
した。熊谷組の現地法人である華熊營
造が主な建築工事を担当する。発注者
は台湾の大手自動車会社である。
　台湾熊谷（華熊營造）は1974年設立
で、最初は土木工事で進出したが、今
は建築工事中心に営業内容が変わっ
た。建設当時世界一の高さを誇った
「TAIPEI 101」（2004年完成・最高部508ｍ）や
DNA二重螺旋構造のようなデザインの高層高級
住宅「陶朱隠園 13 」（2018年完成・地上21階、全40
戸）等の数多くの施工実績がある。
　本工事は結構技師（構造設計士）から推薦され
た華熊營造が、総合評価方式で施工者の一つに選
ばれた（同社が70％、地元30％のJV）。ただ、公
共工事ではなく、総合評価では入札金額と技術提
案書を提出しても、評価点の公開はない。そのた
め、どのような選定基準かは不明で、工程や技術
力なども含めた提案が採用された理由ではないか
とのことであった。
　全体プロジェクトは、発注者による分離契約が
基本となっており、連続地中壁は別会社で既に先
行実施された。地上階はJVによる施工管理だけ
先行契約し、他の契約は保留されていたが最近確
定したという。デッキを含む鉄骨躯体、そして外
装は、発注者指定のサブコンNSC（Nominated 
Sub-contractor）として参加し、コンクリートと
仮設、施工管理は華熊營造が担当している。工事
自体は逆打ち工法で地下階から１階までを先に契
約し、訪問当時の８月はその工事中であった。上
部階に比べて地下階が深いので、地下階工事が進
まないと上部階重量を支えられないため、逆打ち
にもかかわらず、日本ほど工期短縮しにくいとい

13　「タオヂュインユェン」と発音。「隠れ家」の意。詳細は熊谷
組HP https://www.kumagaigumi.co.jp/works/pickup/
takameru/takameru.htmlを参照。

う。
　この工事では発注者からBIMで実施する要求は
なかったが、形状がかなり複雑なので施工検討の
ためBIMを活用することにした。例えば、総合仮
設計画は 2Dで作成し、RevitでBIMに起こし、
施工ステップ図を 3Dで作成したという。本工事
の華熊營造の日本人スタッフは4人で、合計60名
の所員が駐在している。そのうち、工務の工程計
画や施工図作成のために4名のBIM担当者がい
る。彼らはJVとしての雇用である。
　本工事のBIMを支えるのは台湾大塚商会（以
下、「台湾大塚」という）である。ヒアリング時
には２名が同席し、プレゼンテーションしていた
だいた。同社は日本の大塚商会の子会社であり、
2008年設立（台湾上場IPO-3570）、資本金1.7億
元、社員160名、うち工程師（BIMエンジニア）
が11名いる。台湾大塚と同水準のBIMの支援を行
える企業は5～ 10社あるという。
　同社では、工事毎にBIMの体制を決めていて、
BIMマネージャーも設置している。データ作成は
建築部分、構造部分、設備部分で担当を分けるこ
とも多いが、人員が少ない場合は複数担当すると
いう。台湾大塚によると、一部ゼネコンにBIMの
管理部署ができ始めているが、まだ一般的ではな
いという。今回の工事を含めて、ゼネコンは一般
に工事費の0.1 ～ 0.3％分はBIM費用として予算
取りしてくれている。ただ、0.3 ～ 0.5％は必要
と言っていた。

写真２　台湾熊谷（華熊營造）Y工事所及び台湾大塚の方々
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　また、台湾の大学でのBIM講義を台湾大塚が支
援している。だが、現在活躍中のBIMエンジニア
は建築系学科を出た人はまだ少ないようだ。今
回、同席した３名の華熊JVの技術者はいずれも
台湾大塚内でBIMトレーニングを受けたが、建築
系学科の学位は持たない。台湾では雇用の流動性
が高く、キャリアアップを目指して独学で勉強し
ている場合が多いそうだ。
　台湾には米国AIAのそれをモデルにした「公共
工 程LOD定 義 」（ 図 5） が あ り、 公 共 住 宅 は
LOD500で実施し、FMまで活用した事例もある。
プレゼンテーション事例の一つ「新北市板橋國民
運動中心」（図6）は、LOD300で契約、設計者
側として参加、設計を 2Dで進めて 3Dに起こす
方式で、工事開始後から竣工までサポートした。
　公共工事でBIMの契約条項が入った発注の場
合、設計者や施工者の傘下に台湾大塚のような
BIMの会社が入る。具体的には、BIMは施主への
プレゼンテーションや干渉チェックによく使われ
る。また進捗結果の記録にも使う。 4Dは実施し
ており、出来高管理での事例がある。その際、

Autodesk社 のNavisworksを 利 用 し て い る。 た
だ、コストが入る 5Dは事例がないと思うとのこ
とだった。台湾行政院が公共工程の標準価格 14 を
年4回出すがBIMデータに連携しているわけでは
ない。
　2014年頃から新北市と台北市ではBIMデータに
よる建築許可申請が可能になり、時間短縮に寄与
している。申請の際はIFCデータをアップロード
する。台湾でもBIMソフトウェアはバラバラなの
で、RevitとArchiCADのテンプレートが公開さ
れている。ただ竣工時の使用許可に関しては、
BIMプラットフォームが未完成のため未対応との
ことである。これら役所の中にはBIMに精通して
いる技術者がいるという。役所からの数量差確認
において、BIMによる計算と実際の差が5％以内
になるよう求められることもあるという。

3.5�　國立高雄科技大學　謝秉銓先生（表1
⑦⑧）

　國立高雄科技大學National Kaohsiung University 
of Science and Technologyは、台湾南部の高雄
市にある国立の科技大学で、学生数から見れば、
國立台湾大學に次ぐ台湾第二の大学で、最大の科
技大学である。謝先生が所属する營建工程系
（120名×4年、教員数19名）には4コースが存
在し、１学年の定員はそれぞれ30名である。土木
色が強い学科であり、括り募集で学生が4コース
を入学後に選択する仕組みになっている。謝先生
は「建築工程組」という設計と施工の中間領域を
扱うコースの5名教員の一人である。謝先生も日
本留学経験がある。先生には写真３の台中市にあ
る台中国家歌劇院の視察のため台北市からご同行
いただいた。そして視察後に、長時間にわたり台
湾建設業や大学教育のこと等について様々な話を
伺った。また先生には別稿「台湾BIMの導入戦略
と課題（本誌 P.50～）」をご寄稿いただいた。こ
こでは大学教育関係に絞って記述する。

14　公共工事予算の査定等で用いている単価。詳細は別稿。

公共工程 LOD 定義

•營建署新建工程 LOD 300

•中央研究院 LOD 400

•公營住宅新建工程 LOD 500

●美國 AIA定義 E202號文件 Level of Development

図５　公共工程LOD定義（台湾大塚資料より）

図６　新北市板橋國民運動中心（LOD300で契約）
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　前述のように、台湾では日本と違い、男子は
4ヵ月の兵役義務がある等の事情で、新卒採用の
習慣がない。学生は社会に出てから職業選択に応
じて自分で勉強することが多いため、大学では広
く教えるタイプの教育が主流になるという。
　營建工程系にも設計科目があるが、建築工程組
２年生の時に３㎡の自由設計、トイレ、個人住
宅、コミュニティセンター等の小規模物件を中心
に設計させる。前半で学生が自分で設計をして、
後半で施工手順を自分で考えさせる（構法）とい
う設計教育を実施している。なお、これらは手描
きである。建築工程組３年生前期にBIM等のソフ
トウェア教育を、後期にBIMの応用科目を実施す
る。今は、建築施工やディテールの知識があってBIM
等も扱える人材の育成が求められているという。
　２年くらい前までは、BIM等のICT技術の習得
が就職上、有利になる状況があったが、今は皆が
ソフトウェアを使えるのでそれだけではあまり有
利にならない。謝先生は、台湾においてBIMがそ
こまで浸透している印象はないと言う。普通の現
場ではBIMを使った工事は実施していないので、
BIMマネージャーのような職種を目指す学生は少
ないと説明された。
　なお、大学３年生の授業で積算の専門教員がい
る。その授業名は「營建工程估價」という名称が
ついている。また、建設業については次のような
お話を伺った。台湾の建設業への間口が広く、建
築工程系を卒業しなくても就職できる。管理職に
なるためには資格（工地主任）が必要である。こ
の資格は国家試験で現場に１人必要とされ、２年
の実務経験が必要だが、大学院も実務経験に算定
できる。なお、試験合格は建築士ほどではないが
比較的難しいそうだ。

写真３　伊藤豊雄設計の台中国家歌劇院にて
中央が國立高雄科技大學・謝先生

（参考文献）
１）赤松美和子・若松大祐編著『台湾を知るための60章』明石書店，

2016.8
２）中華民國内政部營建署HP https://www.cpami.gov.tw/
３）中華民國統計資訊網HP https://www.stat.gov.tw/

　台中国家歌劇院（臺中國家歌劇院）は、台湾台中市西屯区の再開
発エリア内にある大型公共コンサートホールとその運営主体となる
行政法人の名称。台北市の国家両庁院に次いで約30年ぶりに新設さ
れた国家級ホール（台湾南部の高雄市には３番目の「衛武営国家芸
術文化中心」が2017年10月に竣工、2018年10月開業した）。日本人
建築家・伊東豊雄が設計し、最高高さ37.7m、地上6階、地下２階、
総面積は57,685㎡に及ぶ。2017年村野藤吾賞を受賞した作品。院内
は大劇場（2007席）、中劇場（796席）、小劇場（200席）以外に飲食
店と空中花園を備える屋外小劇場で構成されている。
　胡志強（中国国民党）が台中市長時代に建設を決定、2005年の国
際設計コンペで最優秀者として選ばれた伊東のデザインを基に、ス
リランカ出身でオーブアラップ等で活躍した建築構造家のセシル・
バルモンドによる構造設計。工事には日本の大手ゼネコンも関心を
示したというが、高難度の設計で、工事単価が決められている公共
工事のため十分な工事予算がない中で、台湾大手建設会社・麗明營
造に施工が決まるまで何度も入札が流れたという。2009年12月に着
工。ところが、建設作業は独特の設計に起因する難度の高さで順調
には進まず、麗明營造は鋼板による建設を断念し、1,372枚の大小
不同の壁面パーツ（鉄筋を組んだもの）を現場で組み合わせてコン
クリートを充填する新工法で壁の曲面を完成させた。歌劇院内部は
梁と柱が直角に組まれず、従来の消防設備も設置できないことから
水幕式火災防災システム（ウォータースクリーン）が採用された。
敷地内には施工検討で使われたモックアップが工事手順等のパネル
とともにそのまま展示されている。
　歌劇院は2014年11月23日完工、プレ開業したが、新市長の林佳龍
（民主進歩党）が就任直後の2015年１月１日に閉館、多数の施工不
良箇所を改修する工事がなされ、2016年９月30日に正式オープンし
た。2019年８月の調査時点では３階以上が修繕工事中であった。

（Wikipedia他を参考にした）

表３　國立高雄科技大學　營建工程系の概要

○学科の体制について
　營建工程系（120名×4年、教員数19名）に以下の4コースが
存在。定員はそれぞれ30名。土木色が強い学科。括り募集で学生
が4コースを入学後に選択。
・結構組（構造系）Program of Structural Engineering
・ 大地組（インフラ系）Program of Geotechnical Engineering：

土木系
・ 營建管理組（施工管理系）Program of Construction Management

……卒業しても１級建築師試験は受けられない。
・ 建築工程組（設計と施工の中間（土木と建築の中間領域）

Program of Architecture and Building Technology、）：建築系
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　一般に、現地調査は断片的な情報の聞きかじり
であり、それを線的、面的に繋げて立体視できる
ようになるまで様々な情報を補って、総合的に理
解するというのが外国理解の基本的態度ではない
かと常々考えている。長期滞在したり数多い訪問
経験があったりして、その国のことをよく知る方
にまとめて書いていただいたり、詳しい話をお聞
きしたりするのは理解の助けになる。筆者にとっ
ては、今回の台湾はこのような機会に恵まれた調
査であった。調査事項を補うため、学術レポー
ト、関係書籍、統計情報、新聞情報、HP公開情
報等を様々に拾ってみた。“立体視”にはまだほ
ど遠いことを知りつつ、その結果を題意に従って
まとめておきたい。

1 台湾の建設業

　台湾では建設業のことを「營造」という。産業
分類は国際的なものに準拠しているがTaiwan 
SIC Rev.10（2016）が最新であり、Ａ～Ｓまで
ある産業大分類のうち6番目のF.Construction
（ 營 建 工 程 ） が そ れ に あ た る。 日 本 と 同 じ
2008SNAという経済尺度の下に国民経済計算
National Accountsが整備されている。表1や図
1はそのうち、産業別の統計表から取ったもの
だ。2016年価格で見た台湾全体のGDPと建設業
のそれであり、構成比を計算した。建設が占める
ウェイトは経年的には1981年の5.4％から2018年
では半分程度の2.4％に減っている。この値は日

本では545.1兆円のGDPに対して建設は31.3兆円
で5.7％という数値（2017年；（一社）日本建設業
連合会『建設業ハンドブック2019』p.5）であ
る。同じ統計からGDPデフレーターも採ったが、
全産業と建設とでは2000年代くらいまで大きな乖
離が見られる。国民経済計算は国際的な統一的
ルールに基づくもので、国際間比較が容易になる
ものである。しかし、デフレーターの動きに関し
て、日本の統計では通常このようなことがなく、
乖離の理由はよく分からない。
　台湾政府統計部局による労働力調査では2019年
の総労働力は約1,149.5万人で、うち建設業は
90.7万人、構成比率7.9％である。別稿調査概要
表2に示した国勢調査の数字の倍ほどになってい
るのは、企業が雇用するものに加えて、自営業等
が含まれるためと思われる。2001年以降、台湾の
労働者全数は徐々に増えているが、建設業の比率
はほぼ8％前後で安定している。日本の数字は
6,664万人の就業者に対し建設業は503万人、7.5％
（2018年）で、割合はほぼ一致する。
　ところで、一般紙や経済紙の株式欄では、「建
材營造（Building Material and Construction）」で
扱われており、資材関係と同一ジャンルになる。
上場された主要企業がリストアップされていると
ころであろう。日本の専門紙では年間売上高ラン
キング統計の定期掲載があるが、台湾で同様のも
のは、聞いてもなかなか見つけられなかった。教
えられて分かったのは、建設企業を含む台湾主要
企業5,000社の情報を扱うデータベースからの集
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表1　GDPにおける台湾建設業の位置 表2　建設業等の就業人口推移
産業別GDP（2008SNA）2016年価格
　　単位：Million NT$2016=100

GDPデフレーター

全産業 うち 建設 構成比 全産業 うち 建設
1981 1,804,431 98,290 5.4％ 71.82 44.94
1982 1,938,023 93,425 4.8％ 73.59 43.60
1983 2,169,446 95,923 4.4％ 75.56 46.68
1984 2,418,240 98,139 4.1％ 76.54 45.92
1985 2,535,056 98,911 3.9％ 76.55 44.93
1986 2,965,448 104,257 3.5％ 80.31 44.79
1987 3,344,935 122,160 3.7％ 80.34 47.93
1988 3,615,662 143,050 4.0％ 80.39 50.34
1989 4,032,464 170,809 4.2％ 82.47 53.42
1990 4,474,288 195,476 4.4％ 86.70 56.85
1991 5,018,019 215,177 4.3％ 89.72 60.37
1992 5,609,357 247,050 4.4％ 92.60 63.84
1993 6,200,154 292,723 4.7％ 95.82 68.06
1994 6,779,396 334,226 4.9％ 97.46 72.32
1995 7,391,062 356,063 4.8％ 99.77 76.04
1996 8,031,305 355,390 4.4％ 102.11 77.30
1997 8,705,149 372,339 4.3％ 104.36 80.57
1998 9,366,337 367,808 3.9％ 107.75 79.18
1999 9,804,503 344,981 3.5％ 105.68 75.02
2000 10,328,549 318,181 3.1％ 104.72 72.27
2001 10,119,429 268,023 2.6％ 104.06 68.75
2002 10,630,911 261,795 2.5％ 103.63 65.04
2003 10,924,029 253,930 2.3％ 102.18 65.18
2004 11,596,241 288,654 2.5％ 101.41 69.06
2005 12,036,675 285,328 2.4％ 99.89 67.07
2006 12,572,587 332,954 2.6％ 98.64 74.92
2007 13,363,917 353,506 2.6％ 98.13 78.56
2008 13,115,096 354,544 2.7％ 95.54 86.71
2009 12,919,445 318,379 2.5％ 95.66 87.47
2010 14,060,345 365,180 2.6％ 94.43 88.15
2011 14,262,201 380,550 2.7％ 92.39 90.91
2012 14,677,765 381,807 2.6％ 93.02 92.55
2013 15,270,728 393,033 2.6％ 94.43 94.48
2014 16,258,047 410,455 2.5％ 96.00 97.91
2015 17,055,080 420,326 2.5％ 99.25 101.03
2016 17,555,268 411,154 2.3％ 100.00 100.00
2017 17,983,347 417,259 2.3％ 99.16 102.29
2018 18,342,891 441,341 2.4％ 98.44 106.16

（注）国民経済計算National Accounts（2008SNA）より作成
https://eng.stat.gov.tw/np.asp?ctNode=1539（閲覧2019/12）

全産業（千人） うち建設（千人） 構成比
2001 9,383 745 7.9％
2002 9,454 724 7.7％
2003 9,573 701 7.3％
2004 9,786 732 7.5％
2005 9,942 791 8.0％
2006 10,111 829 8.2％
2007 10,294 846 8.2％
2008 10,403 842 8.1％
2009 10,279 788 7.7％
2010 10,493 797 7.6％
2011 10,709 831 7.8％
2012 10,860 845 7.8％
2013 10,967 861 7.9％
2014 11,079 881 8.0％
2015 11,198 895 8.0％
2016 11,267 899 8.0％
2017 11,352 901 7.9％
2018 11,434 904 7.9％
2019 11,495 907 7.9％

（注）労働力調査Labor Force Statisticsより作成
https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=42761&ctNode=1609&mp=5
（閲覧2019/12）

図2　トップ10企業リスト推移（建設業と建物投資業）
資料：中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」
出典：市場調査などを専門とするCRIF中華徵信所の下記記事。
http://www.credit.com.tw/NewCreditOnline/Epaper/
IndustrialSubjectContent.aspx?sn=188&unit=392
http://www.credit.com.tw/NewCreditOnline/Epaper/
IndustrialSubjectContent.aspx?sn=185&unit=389
（いずれも閲覧2019/11）図1　台湾GDP推移と建設業

百万台湾＄
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計記事であった。図2の2表は最新のものでな
く、5年間の売上順トップ10の推移を示すだけだ
が、そのまま引用した。上表は營造業（建設業）、
下表は建築投資業とある。企業名を詳細に見る
と、上が「○○工程」「○○營造」、下が「○○建
設」となっている社が多いのは、逆のようで少々
戸惑うが、日本語と中国語の違いなのであろう。
　図2上側のランキング表では、別稿調査概要報
告の台中オペラハウスの施工会社「麗明營造」
（台湾証券取引所コードTWSE：9933）は6～8
位程度を推移する。ヒアリング調査した熊谷組現
地法人の「華熊營造」はこのランキング表にはな
い。2015年で第一位の大陸工程公司Continental 
Engineering Co.,Ltd.（CEC）は、同社HPで調べ
ると1941年大陸四川省で設立された老舗で、台湾
高速鉄道等に関わったほか、海外にも拠点を持
つ。2010年に台湾証券取引所に上場（TWSE：
3703）、2018年度の総売上高が25,154.1百万台湾元
（約880億円）となっている。
　日本におけると同様にプラント建設系大手は建
設業という枠には含まれないようだ。台北に本社
がある中鼎工程　份有限公司CTCI Corporation 
（TWSE：9933）は、「その他銘柄」に分類される。
同社は1979年創立の主にプラント建設を行うEPC
（Engineering, Procurement & Construction）企業
であり、7,400人超の人員を抱え、台湾国内、東南
アジア、中東地域を中心に15 ヵ国で活動している。
2018年度の売上高はTWD 64.1 billion（約2,244億円）
で国内3割、海外7割の売上高比率である 1 。米専門
誌ENRの2019 International Contractorsランキング 2 

ではNo.73（竹中工務店がNo.72で海外売上高はほ
ぼ同じ）の1,233.3 US$ million（約1,357億円）で、
台湾勢では唯一ランクインしている。
　日本ゼネコンの台湾への進出状況はどうか。海
外建設協会OCAJIによると14社あり、50音順に
次の各社の名前がある 3 。岩田地崎建設㈱、㈱大林
組、㈱奥村組、鹿島建設㈱、㈱熊谷組、清水建設

1 　http://www.ctci.com.tw/（閲覧2019/12）
2 　ENR, August 19/26, 2019, p.42
3 　https://www.ocaji.or.jp/members/situation.php 

（閲覧2019/12）

㈱、㈱大気社、大成建設㈱、大豊建設㈱、鉄建建
設㈱、㈱NIPPO、日立造船㈱、㈱フジタ、前田
建設工業㈱。
　本項の最後に、外国人労働者事情についても触
れておく。台湾政府労働部Ministry of Laborの
『勞動統計月報 4 』によると2019年10月現在の外国
人労働者数計は約71.6万人で、産業関連が45.5万
人、福祉関係が26.1万人である。産業関連のうち
建設業（營建工程業）はわずかに4,292人で、国
別にはタイが2,694人、ベトナムが1,155人、イン
ドネシアが431人等となっている。一方、技術者
等の外国人の労働許可数employment permitは全
体で563,672人（国別では日本129,955人、米国
91,184人等）のうち、業種別で建設業は17,234人
である。日本人比率は不明だが、建設技術者は思
いのほか多く活動している。

2 台湾の建築関係統計

　日本において建築物は、適法であれば建築する
ことについて禁止されておらず、自由に建築でき
る。そのため建築基準法では「建築確認」を受け
なければならないが、建築行為自体に許可は必要
ない。一方、台湾の建築法規であるBuilding Act
（建築法 5 ）では、その第二章の建築許可Building 
Permitの第28条「建築執照Building licenses」で四
つのライセンス①建造執照Construction license、
② 雜 項 執 照Miscellaneous license、 ③ 使 用 執 照
Usage license、④拆除執照Demolition licenseを定
義する。そしてこれらライセンスに対応した統計
が採られ公表されている。2018年の用途別（表3）、
構造別（表4）の全国数字を示しておこう。①は
建築物についての新築、増築、再建築、修繕を、
②はそれ以外の対象物についての建設行為を指す
もので、法文中は①②は一体での規定が多い。②
には広告物等の統計等が別途ある。

4 　https://www.mol.gov.tw/statistics/2452/2453　 
（閲覧2019/12）

5 　https://www.cpami.gov.tw/public- information/laws-
regulations/9-building-and-construction/10789-building-act（建
築法）.html（閲覧2019/12）
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表3　台湾の建築物に対するライセンス（建設、解体、使用、着工）数等の用途別統計（2018年）

中華民國107（2018）年 單位：件,棟,平方公尺,仟元　　Unit：Cases,Building,㎡ ,NT$1000

表6-11．核發建築物建造執照統計－按用途別分
Table 6-11.Construction Licenses-By Use

件數
Case

戶數
Household

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 27,344 33,984,220 295,232,791
公共集會類（Ａ類）（Assembly） 29 148,511 1,096,081
商業類（Ｂ類）（Mercantile） 157 828,769 6,834,684
工業、倉儲類（Ｃ類）（Factory, Industrial and Storage） 2,416 7,751,460 52,340,456
休閒、文教類（Ｄ類）（Leisure and Educational） 558 1,455,041 10,777,421
宗教、殯葬類（Ｅ類）（Religionary and Mortuary Ceremony） 146 216,080 1,316,863
衛生、福利、更生類（Ｆ類）（Health Care, Welfare and Rehabilitation） 157 686,869 6,562,531
辦公、服務類（Ｇ類）（Bussiness and Service） 1,072 2,029,185 25,102,975
住宿類（Ｈ類）　宿舍安養（H-1類）（Nursing House） 70 219,737  1,969,416

住宅<不含農舍>（H-2類）（Housing（Excluding Farm Housing）） 20,260 120,880 18,447,613  179,064,150
農舍（H-2類）（Farm Housing） 813 809 229,312  1,325,453

危險物品類（Ｉ類）（Hazard） 48 34,389 227,468
其他（Other） 1,618 1,937,254 8,615,293

表6-13．核發建築物拆除執照統計－按用途別分
Table 6-13.Demolition Licenses-By Use

件數
Case

戶數
Household

總樓地板面積
Total Floor Area

總計（Total） 2,496 5,574 2,157,915
住宅（Housing） 1,271 3,961 461,921
其他（Other） 1,225 1,613 1,695,994

表6-16．核發建築物使用執照統計－按用途別分
Table 6-16. Usage Licenses-By Use

件數
Case

戶數
Household

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 22,860 28,366,008 244,789,390
公共集會類（Ａ類）（Assembly） 30 73,289 469,188
商業類（Ｂ類）（Mercantile） 164 1,046,631 12,455,302
工業、倉儲類（Ｃ類）（Factory, Industrial and Storage） 1,836 5,275,134 33,963,318
休閒、文教類（Ｄ類）（Leisure and Educational） 427 1,357,510 9,665,193
宗教、殯葬類（Ｅ類）（Religionary and Mortuary Ceremony） 126 165,058 1,028,230
衛生、福利、更生類（Ｆ類）（Health Care, Welfare and Rehabilitation） 113 391,252 2,511,466
辦公、服務類（Ｇ類）（Bussiness and Service） 977 1,661,154 17,405,173
住宿類（Ｈ類）　宿舍安養（H-1類）（Nursing House） 50 199,509 1,609,928

住宅<不含農舍>（H-2類）（ Housing（Excluding Farm Housing）） 16,452 97,772 16,103,164 155,746,045
農舍（H-2類）（Farm Housing） 1,098 1,181 348,649 1,918,020

危險物品類（Ｉ類）（Hazard） 38 52,309 310,402
其他（Other） 324 238,333 1,465,312
農業設施（Agricultural facility） 1,225 1,454,016 6,241,813

表6-26．建築物開工統計－按用途別分
Table 6-26.Start Construction of Buildings-By Use

件數
Case

戶數
Household

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 18,469 26,262,066 242,376,818
公共集會類（Ａ類）（Assembly） 18 128,732 1,065,945
商業類（Ｂ類）（Mercantile） 135 734,535 5,716,971
工業、倉儲類（Ｃ類）（Factory, Industrial and Storage） 1,491 5,238,465 35,470,711
休閒、文教類（Ｄ類）（Leisure and Educational） 331 1,034,746 7,998,671
宗教、殯葬類（Ｅ類）（Religionary and Mortuary Ceremony） 107 172,642 1,057,949
衛生、福利、更生類（Ｆ類）（Health Care, Welfare and Rehabilitation） 104 281,547 1,898,434
辦公、服務類（Ｇ類）（Bussiness and Service） 792 1,627,268 19,692,944
住宿類（Ｈ類）　宿舍安養（H-1類）（Nursing House） 44 226,222 2,278,902

住宅<不含農舍>（H-2類）（Housing（Excluding Farm Housing）） 14,150 101,789 15,505,093 158,797,096
農舍（H-2類）（Farm Housing） 437 433 120,479 669,362

危險物品類（Ｉ類）（Hazard） 31 19,140 152,575
其他（Other） 312 571,464 4,867,694
農業設施（Agricultural facility） 517 601,733 2,709,564
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　ここに示した表3、表4の統計は、上記の①③
④の数字と実際に建築を開始した建物の数字であ
る。日本の建築物着工統計は建築許可の数を調べ
たものだから、①に近い数字ではないかと思われ
る。①に合わせ、抽出率が約1/10のサンプリン
グ調査である「補正調査」を行って、実際に建築
を開始した正確な数字をつかむ立て付けになって
いる。一方、台湾の建築物の統計では建設、解

体、使用、着工の4段階を行政側が直接扱うか
ら、より具体的だと言える。
　簡単に表3、表4を見ておこう。合計数に着目
すると、建設許可が年間27,344件、住宅は121千
戸、総面積は3,398万㎡、工事金額は295,232百万
台湾元（約1兆330億円）、使用許可や着工の数字
はそれよりも若干小さな数字である。表3の用途
別集計を見ると、いずれも、住宅（H-2類）が最

表4　台湾の建築物に対するライセンス（建設、解体、使用、着工）数等の構造別統計（2018年）
中華民國107（2018）年 單位：件,棟,平方公尺,仟元　　Unit：Cases,Building,㎡ ,NT$1000

表6-12．核發建築物建造執照統計－按構造別分
Table 6-12. Construction Licenses-By Materials

件數
Case

棟數
Building

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 27,344 42,811 33,984,220 295,232,791
磚構造（Brick Construction） 326 676 241,789 890,427
木構造（Wood Construction） 45 140 56,669 175,160
鋼構造（Steel Scaffolded Concrete） 4,279 6,324 7,271,089 59,977,108
混凝土（含鋼筋混凝土）構造（Reinforced Concrete Construction） 21,764 34,216 23,603,523 205,209,949
鋼骨鋼筋混凝土（Steel Reinforced Concrete Construction） 886 1,308 2,752,180 28,791,295
冷軋型鋼構造（Cold-formed Steel Construction） 14 16 2,657 13,916
其他（Others） 30 131 56,313 174,936

表6-14．核發建築物拆除執照統計－按構造別分
Table 6-14. Demolition Licenses-By Materials

件數
Case

棟數
Building

總樓地板面積
Total Floor Area

總計（Total） 2,496 4,703 2,157,915
磚構造（Brick Construction） 1,018 2,152 521,649
木構造（Wood Construction） 69 133 16,699
鋼構造（Steel Scaffolded Concrete） 540 787 360,806
混凝土（含鋼筋混凝土）構造（Reinforced Concrete Construction） 739 1,454 1,134,503
鋼骨鋼筋混凝土（Steel Reinforced Concrete Construction） 59 80 89,945
冷軋型鋼構造（Cold-formed Steel Construction） 7 10 6,693
其他（Others） 64 87 27,620

表6-18．核發建築物使用執照統計－按構造別分
Table 6-18. Usage Licenses-By Materials

件數
Case

棟數
Building

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 22,860 35,346 28,366,008 244,789,390
磚構造（Brick Construction） 358 638 205,173 742,887
木構造（Wood Construction） 49 139 55,265 181,419
鋼構造（Steel Scaffolded Concrete） 3,723 5,483 5,344,877 45,323,927
混凝土（含鋼筋混凝土）構造（Reinforced Concrete Construction） 17,957 27,903 20,857,465 182,705,959
鋼骨鋼筋混凝土（Steel Reinforced Concrete Construction） 686 975 1,819,883 15,521,567
冷軋型鋼構造（Cold-formed Steel Construction） 25 24 3,608 19,353
其他（Others） 62 184 79,737 294,278

表6-28．建築物開工統計－按構造別分
Table 6-28. Start Construction of Buildings-By Materials

件數
Case

棟數
Building

總樓地板面積
Total Floor Area

工程造價
Construction
Expenditure

總計（Total） 18,469 29,322 26,262,066 242,376,818
磚構造（Brick Construction） 238 380 105,659 464,482
木構造（Wood Construction） 17 77 24,541 75,891
鋼構造（Steel Scaffolded Concrete） 2,608 3,737 5,029,793 43,538,601
混凝土（含鋼筋混凝土）構造（Reinforced Concrete Construction） 15,031 24,306 18,928,843 172,857,945
鋼骨鋼筋混凝土（Steel Reinforced Concrete Construction） 534 764 2,138,165 25,267,967
冷軋型鋼構造（Cold-formed Steel Construction） 10 11 1,733 8,617
其他（Others） 31 47 33,332 163,315
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も多い。また、表4の構造別を見ると、RC造が
最も多い。
　この統計は台湾全土だけでなく、県、政令市の
レベルの内訳数がある。また、経年的な変化等を
追うこともできる。分析を重ねると台湾における
建築活動の動態や特徴がもう少し立体的に見えて
くるのかもしれない。

3 台湾の建築積算事情

（1）概要
　今回は建築積算関係については、断片的で不十
分な材料しかない。そこで、やや古いが文末参考
文献に示した橋本（2012）や現地購入した文献等
で補っておきたい。
　橋本（2012）によると、積算方法に関しては、
「発注機関ごとに建築・土木の公共工事の積算基
準や標準歩掛りが作成されているが、数量の計測
方法など、基準に示された内容は必ずしも全国的
に統一されてはいない。（中略）一方、民間工事
では統一された積算基準はなく、公共工事の基準
や市販のソフトを活用するなど、独自の方法で積
算を行っている」とあり、概要が理解できる。
　また、積算職能に関しては、「台湾では積算や
コスト管理に関する専門家は存在するが、資格制
度や職能団体はない。積算だけのマーケットが小
さいため、分業化することが困難であり、発注者
の多くは設計業務と併せて積算をコンサルタント
や設計事務所に委託している」とある。

（2）�公共工事積算システムと価格データ
ベース

　また、公共の積算基準に関しては、「台湾の公
共工事では、総合的コスト管理システムPCCES
（Public Construction Cost Estimate System）
を開発・導入している。単価等のコードは『營建
物價』のものを用いている」とある。『營建物價』
は、今回調査でも購入したので後述するが、㈶台
湾 營 建 研 究 院（TCRI：Taiwan Construction 
Research Institute）が調査・編集・発行してい

る価格情報誌である。橋本（2012）が言うように
「公共工事の積算に用いる価格情報は、過去の発
注実績データと『營建物價』を用いている」とい
うものだ。
　上記PCCESは中国語で「公共工程經費電腦估
價系統」と書くが、中華民国87年（1998年）に政
府の公共建設工事発注における総合的コスト管理
を目的に形作られたものの一部のようだ（図3）。
PCCESを詳細に調べると、道路、橋梁、トンネ
ル、上下水道、河川等の土木分野のほかに、建築
工事（建築工程）も定めている。PCCESは調達
のためのWindows PCで稼働するシステムで、最
新バージョンは4.3.1000.213（2018/11/27）と
なっている。図3では、設計情報とコスト、仕
様、施工情報とを連携させた総合的な情報管理シ
ステムの一部にPCCESが位置づけられている。
　PCCESには、「【建築工程】預算成本主架構」
なる予算項目の樹形図があり、建築工事の費用内
訳が体系的になっており、それら項目に記号が振
られている。内訳情報はこの区分によって計算さ
れるのであろう。そして、「価格資料庫」は単価
情報の実績値のデータベースであり、この政府サ
イト上で公表されている。表5に「鉄筋」で検索
した結果を示す。様々な資材、労務、工事費につ
いての情報がオープンになっている。この調査価
格情報で面白い点は、実績をそのまま統計処理し
たものであり、標本数や価格のばらつき具合を示
す標準偏差を合わせて示している点であろう。
　以上のようなシステムや単価情報の利活用の実

図3　公共建設工事予算の編成システムのイメージ
（注） https://pcces.pcc.gov.tw/CSInew/Default.

aspx?FunID=Fun_11_8&SearchType=D（閲覧2019/12）
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表5　「公共工程價格資料庫」にて検索した鉄筋関係の価格情報（例示）

工項名稱
アイテム名

工項編碼
商品コード

單位
単位

所屬區域
面積

價格類型
価格タイプ

平均價格
平均価格

標準差
標準偏差

樣本數量
サンプルサイズ

產品、鋼筋、SD420W M0321060009 KG 不分區 預算價格 20 0 1
產品、鋼筋、SD420W M0321060005 T 不分區 預算價格 19323 2181 31
產品、鋼筋、SD420 M0321050005 T 不分區 預算價格 21031 1797 12
產品、鋼筋、SD280W M0321040005 T 不分區 預算價格 17775 2795 16
產品、鋼筋、SD280、熱軋、D10㎜、工地交貨 M032103C235 T 不分區 預算價格 19900 0 1
產品、鋼筋、SD280、工地交貨 M0321030035 T 不分區 預算價格 19547 698 6
產品、鋼筋、SD280 M0321030005 T 不分區 預算價格 19546 1467 31
產品、鋼筋、鋼筋續接器、D25㎜ M0321003707 個 不分區 預算價格 80 0 1
產品、鋼筋、鋼筋續接器、D22㎜ M0321003607 個 不分區 預算價格 80 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝900㎜、三級管 M026102G301 M 不分區 預算價格 2315 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝800㎜、三級管、未含開挖回填 M026102F321 M 不分區 預算價格 4000 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝800㎜、三級管 M026102F301 M 不分區 預算價格 3340 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝600㎜、三級管、含管配件 M026102D351 M 不分區 預算價格 2116 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝600㎜、三級管、未含開挖回填 M026102D321 M 不分區 預算價格 2650 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝600㎜、三級管 M026102D30A 支 不分區 預算價格 4567 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝600㎜、三級管 M026102D301 M 不分區 預算價格 2340 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝500㎜、三級管 M026102C30A 支 不分區 預算價格 4600 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝500㎜、三級管 M026102C301 M 不分區 預算價格 1560 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝400㎜、三級管 M026102A301 M 不分區 預算價格 1395 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝300㎜、三級管、含管配件 M0261028351 M 不分區 預算價格 833 0 1
產品、鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝300㎜、三級管、未含開挖回填 M0261028321 M 不分區 預算價格 1400 100 2
鋼筋彎紮工 L000005K00002 工 不分區 預算價格 1817 111 4
鋼筋彎紮工 L000005K00001 時 不分區 預算價格 353 38 9
鋼筋、SD420W、連工帶料 0321060075 T 不分區 預算價格 24367 2381 3
鋼筋、SD420、連工帶料 0321050075 T 不分區 預算價格 19000 0 1
鋼筋、SD280、連工帶料 0321030079 KG 不分區 預算價格 29 0 1
鋼筋、SD280、連工帶料 0321030075 T 不分區 預算價格 18325 0 1
鋼筋、鋼筋續接器、D32㎜ 0321003908 組 不分區 預算價格 193 17 3
鋼筋、鋼筋續接器、D25㎜ 0321003708 組 不分區 預算價格 121 26 4
鋼筋、連工帶料 0321000075 T 不分區 預算價格 30000 0 1
鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝600㎜、三級管、未含開挖回填 026102D321 M 不分區 預算價格 1700 0 1
鋼筋混凝土管（Ｂ型）、D＝500㎜、三級管、未含開挖回填 026102C321 M 不分區 預算價格 1472 0 1
機械拆除、建築物拆除、鋼筋混凝土、含運費 0222012413 M3 不分區 預算價格 1700 0 1
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、熱處理鋼筋判定試驗 01450A1BZH 根 不分區 預算價格 1450 250 2
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、鋼筋化學成分分析 01450A1BYH 根 不分區 預算價格 1100 0 1
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、鋼筋外觀試驗 01450A1B5H 根 不分區 預算價格 167 39 4
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、竹節鋼筋抗彎試驗 01450A1B4H 根 不分區 預算價格 369 102 7
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、竹節鋼筋拉伸試驗 01450A1B3H 根 不分區 預算價格 583 118 7
品質管理、試驗規範及標準、土木工程及建築類檢驗、A2006鋼筋混凝土用鋼筋 01450A10AH 根 不分區 預算價格 953 163 6

《検索条件の詳細》
搜尋關鍵字（検索キーワード）   鋼筋
搜尋縣市（郡を検索）    ALL
搜尋工程規模（検索プロジェクトのサイズ）  預算金額全選
搜尋工程類型（プロジェクトタイプを検索する） 建築工程
搜尋時間區間（検索時間間隔）   2018/11~2019/11

《提醒（注意）》：
1．本資料庫不提供依物價指數調整後的價格資訊、使用者可依需求自行計算調整。（データベースは、価格指標に応じて調整された価格情報を提供

しません。）
2．樣本數較少時、使用者應注意其平均價格與標準差兩者數據之差異、不宜逕行參考引用。（サンプル数が少ない場合、ユーザーは平均価格と標準

偏差のデータの違いに注意する必要があり、参照するのは適切ではありません。）
3．使用者請依使用目的、並考量工程規模、性質、規範要求、施工地點及工期等因素、配合工程專業判斷、予以調整、以符實際個案需求。（ユー

ザーは、使用目的に応じて調整し、プロジェクトの規模、性質、仕様要件、建設現場、建設期間などの要因を考慮し、プロジェクトの専門的な
判断に協力して、ケースの実際のニーズを満たす必要があります。）

（注） https://pcces.pcc.gov.tw/CSInew/Default.aspx?FunID=Fun_11&SearchType=D　より、キーワード「鋼筋」（鉄筋の意味）を入れて検索
した結果である。都市を限定せず、予算金額レベルの条件で、直近1年分という条件での検索結果である。
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態については残念ながら不明である。調査は別の
機会にならざるを得ないが、こうした仕組みは公
共調達においては必要不可欠なものとも言える。
予算編成の仕組みとしてきちっとしたものがある
印象である。

（3）公共予算編成上の単価設定
　政府は各年度の「共同性費用編列基準表」なる
文書を作成し、予算取りのための目安になってい
る。建築の設計や工事にかかる公共調達にも関係
がある。政府サイトで入手した中華民国108年
（2019年）のそれは全体で41頁のもので、その一
部に例えば教員の時給等が示されている資料であ
る。建築関係では構造別・用途別・高さ別に床面
積当たりの予算額が決められている。別稿調査概
要における台中オペラハウスの記事中に、鉄筋コ
ンクリート構造の延べ床面積単価が決められてい
た関係で、落札建設業者がなかなか現れなかった
話を紹介したが、この規則に関係がある。ここで
はHPで入手ができた中華民国101年（2012年）の
一覧表を示す（表6）。内容は上記の2019年の文
書からも同一内容の情報を拾える。RC造よりＳ
造の方が高い。表4の分析で触れたように、RC
造が圧倒的に多い建築量である点も関係があるの
ではないかと考えられる。これら単価は直接工事
費の部分をカバーするものであり、用地取得費の
ほか、間接的経費、予備費、物価調整費、地域補
正等を更に計上して、事業予算が計算される。

（4）建設コスト情報誌
　橋本（2012）では、「台湾で公共工事に用いら
れている価格情報誌は、『營建物價』（図4）だけ
であり、政府の意見を踏まえ、㈶台湾營建研究院
が調査、編集、発行を行っている。編集方法や掲
載内容は、『建設物価』等の日本の価格情報誌を
参考にしている。調査地域は台湾を東西南北4地
区に区分している」と記されている。㈶台湾營建
研 究 院Taiwan Construction Research Institute
（TCRI）は、建設技術と管理に関する関連研究
の促進と奨励を目的とする非営利組織であり、

RSEA Engineering Corporation 6 （旧RSEA）、国
立台湾大学、国立台湾科学技術大学によって1981
年5月に設立され、1996年に「台湾營建研究院」
に改称された。英文の組織図を和訳すると表7の

6 　榮工工程Ret-Ser Engineering Agency（RSEA）は1956年設
立の大手建設会社。TAIPEI101にも関わったほか、1966年以降、
海外活動もある。図2上表にも名を連ねる。

　　http://www.rseaec.com.tw/e/eaboutus01.html（閲覧2019/12）

表6　建築関係予算の目安（2012年）
中央政府總預算編製之共同性費用編列標準表（101年）
（中央政府の一般予算の準備のための共通費用の標準表）

一般房屋建築費（一般建築費）
鋼骨構造（Ｓ造） 鋼筋混凝土構造（RC造）

建築用途 樓層數 單位 金額 建築用途 樓層數 單位 金額

辦公大樓
（事務所）

1～ 12層 平方公尺 28,310
辦公大樓

（事務所）

1～5層 平方公尺 20,340
13 ～ 16層 平方公尺 31,170 6～ 12層 平方公尺 23,810
17 ～ 20層 平方公尺 33,930 13 ～ 16層 平方公尺 28,310
21 ～ 25層 平方公尺 36,280 17層以上 平方公尺 32,300

教室
1～ 12層 平方公尺 27,700

教室
1～5層 平方公尺 18,700

13 ～ 16層 平方公尺 30,560 6～ 12層 平方公尺 21,460
13 ～ 16層 平方公尺 26,060

住宅與宿舍

1～ 12層 平方公尺 27,700

住宅與宿舍

1～5層 平方公尺 18,700
13 ～ 16層 平方公尺 29,430 6～ 12層 平方公尺 22,180
17 ～ 20層 平方公尺 31,680 13 ～ 16層 平方公尺 25,450
21 ～ 25層 平方公尺 33,320 17層以上 平方公尺 26,570

路外停車場

地下1層 平方公尺 22,180
地下2層 平方公尺 23,810
地下3層 平方公尺 29,430
1～3層 平方公尺 14,100
4～5層 平方公尺 15,230

一般辦公室翻修費（一般的オフィスの改修費）
項目 單位 金額 項目 單位 金額

員額在150人以下 平方公尺 8,490 員額在150人以上 平方公尺 7,290

（注）カッコ内の日本語訳は筆者

表7　TCRIの組織構成

1.産業情報及びサービス部門
1.1　建設業の情報部門……この部門で調査する
1.2　建設管理部門……この部門で発行+Webサービス
1.3　専門教育訓練部門
2.工学技術及び管理部門
2.1　構造材料工学部
2.2　地盤工学及び危険緩和工学部
2.3　エンジニアリングサービス部
3.管理部

図4　�『營建物價』2019年
7月号の表紙
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とおりであった。価格情報を扱う情報部門のほ
か、技術面のサポート部門がある（表7）。月刊
誌の『營建知訊Construction News Record』も
発行しており、建設関係の新技術や経済などの記
事が掲載されている。毎号60頁ほどの内容全文は
PDFで見ることができる。
　また、価格情報誌『營建物價』は、プロジェク
トの発注者、監督、設計及び民間建設会社がプロ
ジェクトの資金調達、予算、承認された最低価格
及び評価入札を見積もる主な参考資料を提供する
としている。こちらは有料の提供であり、電子版
もある。
　このジャーナルの単価データを参照する場合、
加入者は、使用目的に応じて規模、性質、建設品
質要件、建設現場の違い、建設期間の長さを調整
し、プロジェクトに対する専門的判断で弾力的に
調整できる、と書かれている。また、原則として
2ヵ月毎に調査を行い、各調査項目の価格変動に
応じて調査頻度を微調整し、調査結果を定期的に
インターネット上に公開している。この期間の調
査項目の総数は15,408に達した、と解説がある。
　図4関係資料としてHPにあった「労務サービ
ス」頁の掲載例を示す（図5）。26の職種別に北
部、中部、南部、東部の4地域別に1日当たり労
務費（元）が示されている。調査条件は図5の注
意事項や交易条件の部分に書き込んだ。調査段階
は図中にもある22番の経路で、工頭（フォアマ
ン）と營造業者（建設会社）との間の価格になっ
ている。単価情報の内容は日本の設計労務単価に
近いが違いがある。左列の記号はPCCESでも使
われる記号コードと同じである。

謝辞：本稿ドラフト版を今回台湾調査の関係者各
位にご確認いただき、貴重なコメント等をいただ
きました。特に福利營造の簡溢峰様、華熊營造の
南克己様にはお手を煩わせました。記して感謝の
意を申し上げます。

（参考文献等）
1）橋本真一「中国・韓国・台湾の建築積算事情」『建築コスト研

究』，No.78，2012.7
2）海外建設協会の会員企業の進出先情報：https://www.ocaji.

or.jp/members/situation.php#anchor1
3）日本企業台湾進出支援：Japan Desk　https://investtaiwan.

nat.gov.tw/homePage?lang=jpn
4）台湾証券交易所　https://www.twse.com.tw/zh/……上場企業

情報あり
5）台湾証券取引所（TWSE）https://www.twse.com.tw/jp/……

証券情報
6） 各 種 法 令 資 料 及 び 法 規 に 関 す る リ ン ク 集　http://www.

japandesk.com.tw/hourei.html
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力

中　　部 南　　部

【交易通路圖】

22

2,500 2,500 2,500 2,500

2,500

2,700

項目名稱
價                            格

東部

2,700 2,700 2,700 2,700

2,500 2,500 2,500

此價格為需方報價。

勞務類
【注意事項】
調查時間108/02/25~108/03/31。

2,800

通          路

本調查之各工種價格為點工(零工)價格。

外勞工係指從事營建工作方面之技術工或雜工，包括供給

食宿及基本福利。

本規格及價格為市場通用的行情價格，僅供參考不作為查

估標準及大量使用時之依據。

2,800 2,800 2,800

交易條件

22

北　　部

2,800 2,800 2,800 2,800

2,800 2,800 2,800 2,800

實領，不含勞保、福

利、獎金、加班費等

附加項目

南部中部

2,600 2,600

2,600 2,600

L000005a01002 電焊工，日間

L000005901002 電工，日間

2,700 2,700

2,600 2,600

實領，不含勞保、福

利、獎金、加班費等

附加項目

實領，不含勞保、福

利、獎金、加班費等

附加項目

L000004001002 領班，日間

計價

單位 北部

人

力

東　　部

L000005801002 木工，日間

2222

交  易  條  件

資源代碼

交易價格

實領，不含勞保、福

利、獎金、加班費等

附加項目

L000005b01002 電梯安裝工，日間

L000005B01002 泥水工，日間

2,800 2,800

2,700 2,700

2,600 2,600

2,600 2,600

L000005c00002 金屬建材架構工

L000005M01002 油漆工，日間

L000005L01002 砌磚工，日間

2,800 2,800

L000005P01002 模板安裝工，日間

L000005N01002 水管工，日間

2,700 2,700

L000005K01002 鋼筋彎紮工，日間

L000005V01002 瓷磚鋪貼工，日間

L000005W01002 門窗玻璃安裝工，日間

2,800 2,800

2,600 2,600

L000005Q01002 支撐施工架工，日間

L000005Z01002 大理石地面鋪設工，日間

L000005R01002 安全支撐工，日間

L000005T01002 鋼材豎構工，日間

L000005Y01002 冷凍空調設備裝修工，日間

2,700 2,700

2,700 2,700 2,700 2,700

↑2,900 ↑2,900 ↑2,900 ↑2,900

2,800 2,800

3,000 3,000 3,000

2,600 2,600 2,600 2,600

3,000 3,0003,0003,000

3,000

2,700 2,700 2,700
項目名稱

價                            格

東部南部中部

計價

單位 北部
資源代碼

交易價格

工

工

工

工

工

工

工

L0000060D1002 普通工，外國人力，日間

L000006101002

L000006201002 大工，日間

L000006901002 混凝土作業工，日間

雜工，外國人力，日間

小工，日間

2,500 2,500

L000006301002 雜工，日間

L0000063D1002

L000006D01002 打石工，日間

1,300

2,500 2,500

1,500 1,500 1,500 1,500

1,400

1,900 1,900 1,900 1,900

↓2,600 ↓2,600 ↓2,600 ↓2,600

1,400 1,400 1,400

1,300 1,300

2,800 2,800 2,800 2,800

1,300

【注意事項】
1．調査時間中華民国108/02/25 ～ 108/03/31。
2．この価格は需要サイドの見積り。（筆者（注2）参照）
3．この調査の各タイプの作業価格は、點工（零工）＝時給制、日給制作業員である。
4．外勞工係（外国人労働者）とは、宿泊施設や基礎福祉の提供を含む建設作業に

携わる技術工（技術労働者）または雜工（便利屋）。
5．この仕様と価格は市場全体の市場価格であり、参照のみを目的としており、評

価及び評価の基礎として使用すべきではない。
　交易條件（取引条件）：實領＝手取りの金額。労働者保険、福利厚生、ボーナス、

残業手当及びその他の追加アイテムを含まない。

出典： http://www.tcri.org.tw/pmsweb/Manager/
uploadfile/201951646636935616.pdf（閲覧2019/12）

（注1）太字は中国語原語である。
（注2）図中の22番経路の価格情報である（本文も参照）。

図5　「労務サービス」のページの掲載例
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1 まえがき

　BIMの出現は、従来の工程管理情報システムに
おいて不足していた即時の３Dモデル情報を取り
扱うことで、他の作業との生産効率と正確性を向
上させるものである。このようなBIM技術が発展
する中で、その将来性を認識した台湾政府と産業
界から次第に注目を浴びてきている。台湾の建設
業界では、複数分野間での作業連携にしばしば問
題が生じていたため、複雑なシステム工学の設計
と 施 工 の 介 在（CSD, Combined Service 
Drawing）が必要であった。SEM専門領域（土
木 構 造 機 械 電 統 合：Structure, Electric and 
Mechanic）での統合検証が必要な場合、従来の
２D作業方式で行われることが多い。更に時間的
制約も加わり、この統合作業は非常に困難となる
ことから、最終的には簡素化されるか形式だけが
残っていた。これは、現在の台湾におけるSEM
専門領域での水平統合の問題である。
　設計段階での水平統合が完全になされていない
場合、請負工事段階での設計変更と建設作業を繰
り返し、時間浪費などの問題が発生する。そして、
施工段階で水平統合が完全でない場合には、運営
維持段階でメンテナンス上の問題が発生する。

２ 台湾BIMの歴史と策略

2.1　台湾BIMの始まり
　台湾でBIMが採用され始めた当初、BIMの導入

が重視されていなかったため、採用している建築
事務所は少なかった。2002年頃、既に米国企業の
Autodesk社は「BIMホワイトペーパー」を発表
していたが、2006年にようやく台湾の学術界でも
BIMが重視され始めた。台湾のトップ大学である
台湾大学、成功大学、台湾科技大学などはBIMの
工事に関連する応用研究を次々と開始し、2010年
には学界としての研究成果を発表した。これを機
に、政府は公共工事と民間建設の建築管理関連部
門に対してBIM技術を次第に導入し始めた。
　台湾政府（内政部營建署、Construction and 
Planning Agency, Ministry of the interior, 
CPAMI）は2012年からBIM技術を推進している。
当初は公共発注者に工事段階の必要事項をBIMに
入力し、建設工事の統合作業を学習させる。同時
に工事工程の進度のコントロールと施工の質の向
上を提供した。2013年にBIMの計画設計段階での
導入を試験的に実施し、2014年には公共工事の
BIM導入を示す事例として市道工事と下水道工事
の一部に本格的にBIMを導入し、四つの指針案を
作成した。
１―生活圏道路交通システムの整備計画「台中市

西屯区市政路（環状道路から工業地帯までの
道）の整備事業」案

２―民雄郷民雄陸橋改修工事案
３―桃園県楊梅地区汚水下水道システム第１期楊

梅水資源回収センター新築工事案
４―台南市永康区水資源回収センター第１期新築

工事案
　当時、CPAMIはBIMを導入した後の運用管理
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についても検討しており、その年も二つの研究を
進めた。一つは、工事段階で作製されたBIMモデ
ルを引き継いで次の使用機関の運営維持管理にど
のように活用できるかの検討であり、もう一つは
「BIMの構築と検証支援のための推進計画の策
定」となっている。
　2014年に台湾建築研究所（Architecture and 
Building Research Institute, Ministry of the 
Interior）は、今後のBIM政策を推進するために
は、次の四つのポイントを考慮する必要があると
判断した。
１―政策をどのように進めるか、どのように産業

界を指導し、人材を育成するか。
２―BIMの研究部門と推進部門をどう統合する

か。
３―維持管理段階を設けてどのように拡張・深化

させるか。
４―台湾地域に適応した応用ツールを開発する必

要があるのではないか。

2.2�　2014年に政府がBIMの推進発展プラット
フォームを発表

　台湾行政院公共工程委員会（PPCEY）は生産
力の向上と持続的な成長を図るため、2014年に
BIM推進発展プラットフォームグループを設立し
た。世界各国と協力したCO2削減を今後の目標と
して、2014年５月23日の第１回BIM推進発展プ

ラットフォーム会議には、建設会社公會（建設会
社協会）、建築師公會（建築士協会）、TPCE
（Taiwan Pro fess iona l  C iv i l  Eng ineers 
Association）、工程技術顧問会社などの建設業界
関係者を招待した。
　BIMの推進発展プラットフォームは、公共工程
委員会、内政部（營建署、建築研究所）、交通部、
経済部、地方政府などの公共機関と、CICHE　
（Chinese  Ins t i tu te  o f  C iv i l  Hydrau l i c 
Engineering）、ROC（Republic of China） 建 設
管理協議会、専門家や学者らで構成されている
（図１）。

　「ステップバイステップ」の柔軟な方式によっ
て、公共工事でのBIM技術の導入を期待し、公共
工事委員会は３段階の推進ロードマップと短期の
推進方法を図２のように示した。段階１（2014）
では主に土木工事で試験案の選定を行った（総合

図１　台湾BIM推進発展プラットフォームのフレーム

学院

PCCEY BIM
グループ

事業者
建造協同組合

建築家協同組合

エンジニアリングコン
サルタント協同組合

エンジニアリン
グ協同組合

CICHE

政府
PCCEY

CPAMI

教育省

経済省

「台湾BIMプラットフォーム推
進目標」
1.生産性の向上
2.低炭素化
3.國際と絆

PCCEY:Public Construction Commission,Executive Yuan
CCMA:Construction Management Association of The Republic of China
NTUBIM:National Taiwan University BIM center

CCMA

NTUBIM

図２　台湾公共事業委員会は、３段階のプロモーションロードマップと短期プッシュアクションを開発

段階1：非建設工事主体での試
験案の選定（2014）

BIM事例、ターン・キー契約を
集める ローリングチェックを購入し契約テンプレート改正

技術データベースシリアル接続
BIM実現可能性調査 パブリックテクノロジーデータベースをアップグレードしてBIMに接続する

非建築的知識処理ケースの評価と
選択（6ケース）

テストケースの実施、一定金額以上の公共
事業運営BIM技術を開発 推動一定金額以上公共工程運用BIM技術

3回のベンチマーク 6回のベンチマーク 3回の推進ミーティング

BIMの研究開発投資について 企業の研究関係費を相殺する

総合評価落札方式にBIMを含める
ことを奨励する 検討、設計、監督、建設入札と実行可能性

2014年に第14回公共事業金賞評価に含まれ、継続されている

段階2：テストを開始
（2015~2016年）

段階3：一定金額以上の公共事業運営BIM
事業を開発（2017年~）

、
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評価落札方式）。段階２（2015 ～ 2016）ではテス
トを開始し、導入実施のために、購入契約のテン
プレートに「roll planning method」の方法を採
用した。段階３（2017）では段階２の結果を継続
し、一定金額以上の公共事業運営でのBIM技術を
開発する。そして、図３に示すように、実行時に
「roll planning method」を行う。

2.3　短期的な発展戦略（図３）

2.3.1　法規面―法規の調整
　公共工程委員会では、どのように契約発行
（contract-issuing）にBIMを導入するかをめぐ
り、BIM技術と著作権移転などの規定を労働安全
衛生法に入れたり、政府がBIMのケースを落札者
に任せて成功した場合にはデモンストレーション
をしたりしている。なお、BIMケースでの責任分
担とリスク評価を強化している。
2.3.2　技術面―能力向上
　技術産業界での受け入れと理解を深めるため
に、非建設工事の公共事業運営でBIMを使用する
ことの検討を内政部、交通部、経済部に要請す
る。その成果を受けて、一定程度の建設工事に
BIMを使用させる。

　専門家へのBIMの紹介と合わせ、公共工程委員
会は推進発展プラットフォームを明確にし、目標
や推進方法を定め、３D技術と専門技術を融合さ
せたモデルを作成し、設計段階で干渉を検出、数
量計算や実施作業の検討、専門家にその経験を共
有してもらうことで、効果を高める期待がある。
2.3.3　促進―インセンティブを提供する
　企業のBIMの研究開発能力向上を働きかける必
要がある。産業創造条項第10条第１項「産業創造
を促進するために、会社の研究開発支出の15％以
内の所得税額を控除し、企業が経営して得られる
所得税額の30％を超えないようにすること」で、
研究開発を促進する。また、BIM技術を公共工事
品質賞の評定項目に入れ、公共工事品質賞の「金
質獎」を優良メーカーが受賞した場合、担保事業
法33- 5 条の規定に基づき、50％以下の入札、パ
フォーマンスボンド、保証金を減額することがで
きる。
　総合評価落札方式にBIM項目を導入し、推奨範
囲をある程度以上のターン・キー契約 1 を結ぶこ
とが可能な会社として、設計、監督、建設作業、
維持や運営管理の全体に及ぶライフサイクルの可
能性を検討する。

３ 台湾建設産業におけるBIM導入の成果

3.1　運営管理段階のBIM構築の基底
　台湾交通部は2016年３月17日に「交通部所管の
各機関の事業推進に関する情報モデル（BIM）原
則」を発令し、BIM事業モデルを適用すべき金額
を定めた。
１―材料の購入予算額が10億台湾ドル以上 2 の一

括工事
２―材料の購入予算額が10億台湾ドル以上の建築

工事（電気システム（Electrical system）の
金額を一括して計算する）

３―材料の購入予算額が20億台湾ドル以上の土木

1　台湾ではターン・キー契約での発注事例が多い。
2　日本円に換算して約35億円

図３　BIM推進戦略と方向（公共工程委員会PPCEY）

法規面-
1. 入札モデルを選ぶ
2. 契約と著作権関連の規制
3. 責任分担とリスク評価

技術面-
1. 技術産業の受け入れと理解を深める
2. 3D技術と専門技術を融合させる
3. 設計段階で競合検出や実施作業の検討

促進-
1.BIMの研究開発能力の向上を促進
2. 公共工事審査の評定項目に金質奬

を入れる
3. 総合評価落札方式にBIMを導入

現状分析

促進

技術面

法規面
法規の調整

能力向上
インセンティブ
を提供する

段階分け
と

ガイド
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工事（電気系統の金額を一括して計算する）
４―材料の購入予算額が10億台湾ドル以上の軌道

電系事業

3.2　台湾建設業におけるBIM
　政府の政策推進と研究助成の下、建設業者はこ
の追い風に乗って、従来の設計方法からBIM技術
を使用した方法へと移行した。２Dと３Dの設計
図を直接同期させ、視覚的なコミュニケーション
によって、設計成果をより明確にすることができ
た。BIMの先進的な使用例には次のようなものが
ある。
3.2.1　情報処理の自動化
　オブジェクト指向プログラミング（Object-
oriented programming：OOP）とパラメーター
化されたBIMモデルは情報伝達手段と考えられ
る。すべてのオブジェクトにおけるデータの授受
と処理を実行し、他のオブジェクトに渡せるよう
にする。完全なデータ読込み（サイズ、面積、数
など）が可能で、BIMプラットフォームを同期さ
せ、オブジェクトやデザインをパラメトリックか
つ迅速に調整する。これによって設計作業の効率
を向上させ、設計者が設計をモジュラー化または
最適化するための基盤を提供して自動的にエラー
チェックやデータの更新を行うことができる。
3.2.2　情報のリンク
　２D平面を３Dモデルに変換するだけではな
く、背後にある情報の関連性の応用こそがBIM技
術の強みである。現在、台湾の建設業界でよく使
われている応用は干渉検出、数量計算、監督及び
シミュレーションなどである。
3.2.3　設計事務所の応用
　現在、台湾のある建築設計事務所が実施してい
るBIM設計実行プロセスのモデル事業所は基本的
に独自の一貫事業を設定している。専用のデモと
モデリング作業を同一にすることで、事業別の統
合による効果を発揮することができる。
１―基本設計段階

　敷地の分析、現場の仮設計画をモデリング情

報に加え、敷地の環境分析を開始する。概略評
価の段階で、室内面積、部屋数、材料の見積り
などの概略表を作成し、初期計画を迅速に取り
まとめ、すぐに建設計画や提案の段階に進むこ
とができる。
２―設計段階

　設計プランのシミュレーションと物理環境シ
ミュレーションを作成する。設計図を説明する
ために、「explosion drawing」を使用する。法
規の検討には、Revit 3 を使用して報告書を作成
する。実施設計段階には、修繕計画表、立面タ
イル計画、構造高さ検討、屋根排水詳細図など
の詳細な検討を電気機械系統と統合して、細部
の設計を効率的かつ精巧に仕上げていく仕組み
になっている。
３―建築確認申請段階

　 従 来 の 作 業 モ デ ル の 代 わ り に「BIM 
Watson」を使う。反復作業や人為的な誤作動
を減らし、膨大な計算をプログラムで処理す
る。また、デザインと法規の乖離を避け、効率
を大幅に引き上げられる。
４―BIMの４D施工シミュレーションへの応用

　建物の外観３Dシミュレーションモデルと一
致するかを現場で確認する。そして、３Dモデ
ルに時間軸を持たせる。BIMを応用した４D施
工シミュレーションは、クリティカルパスの管
理、施工手順、手続きの管理、資材置き場や人
員配置の検討を補助する。

４ 台湾における課題：BIMの全面的な応用

　台湾での建設工事におけるBIM技術のAI化や
デジタル化は約10年間推進されている。しかし、
現在も全面的な導入への課題が残されている。
BIM技術がもたらす効果は正当であるにもかかわ
らず、建設業者に普及させることができないの
は、次のような理由だと考えられる。

3　Autodesk社のBIM対応ソフトウェア
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4.1　BIMの価値を十分に理解できていない
　設計、施工、竣工、運営、維持などの建築ライ
フサイクルは建築情報モデルのカバー範囲であ
る。多くの業界では３D映像モデルを使用してい
るが、建築情報モデルはうまく機能していない。
そのため、BIM技術による利益や実用性が実証さ
れず、信頼が得られていない。

4.2　人材不足
　BIMテクノロジーに精通する人材が企業内に不
足しており、十分なポリシーを達成するためにや
むを得ず、外部の会社をモデル化のために雇って
いる。

4.3　産業人材育成
　企業内部や教育機関で人材を育成する際に、指
導する人材が不足している。しかし、転職などの
人材交流によって解消される可能性がある。

4.4�　コンポーネントデータベースのプロップ
の不足

　台湾で使用されているBIMの多くはAutodesk
社のソフトウェアを主としているため、ソフト
ウェアの気象条件、地形情報などが台湾の情報に
適合していない。今後はプラグインの開発と台湾
のデータベースの追加が必要である。

4.5�　建設業者、設計者がBIM導入コストを見
積りに上乗せできない

　現在、建設業者はBIMを使う場合に、入札にお
いてプラス点の評価になるだけである。それだけ
では、莫大な費用、時間、人材、人材育成のため
のコストを賄えない。「モデリング、光のエネル
ギー消費量、２Ｄの最適化」のような単純なアプ
リケーションだけでは、業者がBIMモデルのエネ
ルギー消費量（温度、電気、節水、炭素固定な
ど）の分析や、構造耐震分析などを使用して運用
管理を継続する余裕はほとんどない。

５ 結論

　台湾では、BIM技術の応用は既に建設業者に熟
知されている。建設業者は他社との技術能力の差
を明らかにし、BIM使用によって更に利益をもた
らすことができると考えている。建設業者が順調
に目標を達成し、今後台湾でのBIMの発展・普及
を図るためには、以下の検討事項を提起したい。

5.1�　建設業者が自主的にBIMを使用するため
に

　入札時の提案で、BIM技術の使用を事業者から
要求されていない場合に、建設業者が自主的に
BIM技術を使用することで得られる利益を、必要
以上にディスカウントすることがないよう提案す
る。

5.2　BIM専門家の育成には実務経験も必要
　台湾の大学では現在のところ、BIMの専門家を
育成する教育では、単にソフトウェアの操作ツー
ルを教えるだけに留まっている。専門人材を育成
すると、建設業からの離職を減らすことができる
ため、今後は、実務経験に基づく分析能力を強化
できるように、授業のシラバス計画を見直すべき
である。
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