
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）
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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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