
特　集

　今、建設産業の担い手の確保と持続的成長に向けての取組みが新たな潮流
となって建設生産システムを大きく変化させようとしています。特に、建設
キャリアアップシステムやBIM・CIMといった情報通信技術の高度化に伴う
新たな手法が注目を浴びつつあります。
　現在、土木分野では「i-Construction」と称してICT技術等を活用した建
設生産システム全体の生産性向上のための取組みが行われています。３次元
データに基づくICT施工、PCa化等による現場施工から工場生産への移行、
発注の平準化等による建設労働者１人当たりの生産性の向上を基本とした取
組みですが、CIMに代表される調査・設計から施工・管理までの一連の生産
過程における属性を備えた３次元モデルの構築については、ICT施工の一環
として位置付けられており、CIM単体による生産性の向上については、明示
的な表現は行われていないようです。いずれにしても生産性の向上といった
視点に軸足を置いての取組みが行われていると言えます。
　一方、建築生産と情報通信技術との関わりは、情報処理技術の発展、機器
性能の向上、通信基盤の確立に合わせて徐々に深化してきました。構造計算
や２次元・３次元CADといった設計・施工管理面での生産性の向上や、
CALS ／ ECに代表される情報伝達手段の効率化が図られてきたと言えるの
ではないかと思います。
　近年、BIMの話題が喧しいですが、当初は設計について語られることが多
く、最近になって漸く生産現場での活用が話題に上るようになりました。
BIM自体はその名のとおり建築物の統合データベースというべきもののよう
に思われますが、現在の状況を見るに、設計や施工といった各分野毎の、言
うなれば枝葉の部分の議論が目に付くように思えます。このため、完成した
建築物の幹となるデータと、各段階でのみ必要となる枝葉のデータが渾然一
体として扱われているように感じられます。現在のところ、BIMの利用は意
匠面での視覚化、構造解析、各種シュミレーション、干渉チェック等の企画、
設計、施工管理に主眼が置かれているように思えますが、建築分野において
も、現実の施工レベルでの生産性向上に向けての利活用も視野に入れるべき
時期に来ているように感じられます。
　さて、BIMに代表される情報通信分野での新たな技術の導入は、建築生産
システムに大きな影響を与えつつあります。今回の特集では、IT系から見
た建築生産システムの現状と課題について紹介します。
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現状と課題１

　建築生産は、オリンピック・パラリンピックを契
機とした建設需要の拡大によって、技能者不足や建
設産業の需要に対する供給能力の不足が叫ばれ、そ
の生産性の改善が大きな課題となっている。また、
これまで様々な形で建設活動における品質欠陥に対
する建築生産側の無防備な体制と品質管理の不徹底
が、杭問題で社会に露呈することになった。
　技能者不足と品質管理の不徹底の問題は、一見関
連が薄いようではあるが、これは長年にわたって続
いた建設需要の低迷と建設で働く人々の疲弊にあ
る。建設は元来景気の動きに大きく左右され、景気
が良いと活況を呈し、不景気になると大きく落ち込
む産業の代表であった。景気が循環している間は、
良い時がありまた悪い時があると割り切っていたと
ころが過去にはあった。しかし、バブル崩壊後にお
いても、またいつかは景気が回復して建設需要も活
況を呈するとの誤解が、値引き合戦をしながら一時
凌ぎをする建設産業を生み出し、現在の建設産業の
低迷とその労働基盤の喪失、元請企業と下請企業と
の協力体制・連携の喪失を生み出してしまった。
　一方、予測では建設需要は今後2025年頃までは、
活況を呈する潜在需要残を抱え、また日本経済の活
性化の政策と合わせて、その生産能力の拡大は大き
く期待されている現状にある。

ICTへの期待２

　このような現状に対して、ロボット化も含めて

ICT化に対する期待は大きい。ロボット化は、労働
者不足への対応、ICT化は品質管理の高度化や工程
計画・管理の高度化による生産性の向上に対する期
待が高まっている。
　しかし、現状に対する対処療法的な解決策の一つ
として、ロボット化やICT化を考えるべきではな
い。ロボット化やICT化は、従来の技能工、有能な
職長や管理技術者の役割を代替してその能力を更に
拡大する技術となるが、その代償もまた大きい。こ
れらの代替は、それまで行っていた仕事の内容への
変化を生み出し、場合によってはこれまでの仕事の
内容が不要になったり、手間暇掛けた旧来の遣り方
の技能や技術が陳腐化し伝承されなくなるばかり
か、それらを受け継ごうとする若い人々もいなくな
る危険性を含んでいる。
　これまでの歴史を見ると、建設産業における労働
者不足や管理技術者不足を解消する様々な有用な技
術が開発されるものの、活況期を過ぎると次第にそ
の必要性が薄れ、また労働集約的な方法に戻ってい
くことを繰り返している。この繰返しによって、建
設に本来あった技能の継承は途絶え、新しく育った
技術は一過性の技術として消滅してしまっている。

建築生産を変革するICT３

　先に述べた建設需要の活況は、少なくとも今後８
年は続くと考えられる。この８年間が建築生産に
とっても大きな変革を果たす機会となる。この間
に、労働基盤の確立、品質確保の技術・体制の確立
を果たすには、単なる労働者不足の解消や品質管理
の徹底の対処療法としてのICTではなく、建築生産
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全体の仕組みや技術を根本から変革することを念頭
に、ICT活用とは何であるかを考え直す必要がある。
　現在、BIMの考え方が建築生産において浸透しつ
つあり、今後更なる進展を予測する人々は多い。こ
れまでの２次元図面を主体とした建築の情報体系を
３次元化する動きとなっていく。
　また、日本の人口逓減の問題が建設労働に与える
影響の大きさも無視できない。絶対的な就業労働者
の不足の中にあって、建設産業の魅力を訴えたから
といって解決するものではない。技能工を中心とし
た労働体系から単純工を主軸とした生産体制への変
革、また本格的な外国人労働者の解禁をも視野に入
れた、生産体制の変革も考える必要がある。このた
めには、作業内容や手順の教育・指示における３次元
化・動画などの見える化技術の適用の必要性は高い。
　品質管理の分野では、これまで日本では技能労働
者・職長・専門工事業・総合工事業の協調体制と連
携によって、高い信頼関係に基づく品質の向上と確
保を業界全体として維持・発展させてきた。しかし、
建設産業の長い低迷はこれらの協調体制にほころび
を生じさせて、バブル崩壊以降、多くの品質欠陥や
品質に関する隠ぺいが、専門工事業、総合工事業、
更には関連部材メーカにおいても多発する状況を生
んでいる。一方、建設産業における旧来の仲良しク
ラブ的な談合体質も社会的な関心事であり、今後と
も産業内における厳しい競争を前提としたビジネス
モデルを展開していく必要がある。このためには、
性善説を前提としたこれまでの品質管理体制から、
客観的なデータ、隠ぺいや捏造が不可能なデータに基
づく、品質管理体制・管理技術への転換が是非とも必
要となる。また、これはサンプリングによる品質管理
から全数検査に基づく品質管理への変革を意味する。

システム開発の独自性４

　建築生産におけるICTを成功させるには、日本の
建設産業の現状や仕事の進め方に即したソフト開発
が不可欠である。しかし、日本におけるソフト開発
においてのゼネコンやサブコンの関わりは、以前に
比べてその積極性は低下しているように思える。
1980年代後半から1990年代前半の第１次IT化時代
においては、各社が３次元CADの自社開発を積極
的に進めるとともに、ITによって建築生産の仕組

みを大きく変えようとしていた。BIMの動きが活発
化している今日においては、以前の如く、ICTに
よって建築生産の仕組みを大きく変えていこうとす
る意気込みを企業側から感じることは少ない。先に
示した第１次IT化時代における「建築生産の仕組
みを変える」意気込みを業界に感じないのは、当時
の独自システムの開発の失敗がトラウマになってい
るのであろうか。
　今日、BIMの積極的な動きとは裏腹に、その基幹
的部分のICTについては、市販のシステムを活用す
ることを中心として、独自のシステムの研究やソフ
ト開発には及び腰となっている感がある。ICTを十
分に独自開発できる組織や体制を持ちながら、市販
ソフトの使い回しによる小手先の技術を利用したも
のや、ソフト開発会社への丸投げ的な外注を主軸と
した、建築生産のICT化を進める企業は多い。

ICTの不可逆性５

　ICTは、今後増大するであろう建設需要に対する
対策の一つとなるが、このICT化が一過性のもので
あってはならない。忙しい時にはICTの助けを借り
るが、忙しくなくなるとやはり人手を中心とした管
理でなければならないと、逆戻りをすることがあっ
てはならない。ICTは建築生産に効率を高める効果
を期待できる反面、今まで人手や人間の考えによっ
てこなしてきた仕事の一部をICTに受け渡し、技術
者はその知識や技から遠ざかってしまう。一旦遠ざか
れば、その技能は喪失して後戻りはできなくなる。
　ICTを活用していくには、便利な道具として使用
するのではなく、ICTによって得られる効果とICT
によって置き換えられ、喪失する「良き」技術者の
手間や技のことを考える必要がある。一旦置き換え
られた技術者の手間や技は、二度と戻ってはこな
い。CADが手書き図面に置き換わったことによっ
て、技術者が鉛筆で線を描きながら施工の手順や立
体的な納まりを頭の中で描いていた技は喪失してし
まった。このことが今日の技術者は施工図が読めな
いなどの弊害を生む一つの原因になっているが、そ
れと引き換えに多くのことを建築生産はCADから
得たと思う。ICT化は、その適用によって失う知識
や技を認めつつ、それへの対応と、前に進む勇気と
信念を持って進めていくことが必要である。
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はじめに１

　建築生産分野のみならず、日本国内の多くの産
業において人手不足が深刻化している。そのた
め、多くの業種において生産性向上のために、作
業手順の見直しやICT技術の導入、ロボット化、
あるいは海外への生産拠点の移転などが行われて
いる。建築生産分野においても、情報化施工や合
理化工法のみならず、バブル期に最盛期を迎えて
いた工事ロボットの研究・開発が再び行われるよ
うになっている。ただ、2020年の東京オリンピッ
クを境にして逼迫していた建設需要が一段落し、
その後は急激な人口減少を迎えることにより、新
築市場が急激に冷え込むことが予想されるため、
建設会社によっては、新規雇用や新規技術への投
資を手控える向きもある。
　本稿においては、人口減少社会を迎えた我が国
の建築生産現場において、どのような技術が求め
られていくかについて、情報化の視点から僭越な
がら述べていきたい。
　また、情報化施工に関する研究では、情報化技
術を必要とする社会的背景に加え、ICT技術自体
の発展動向に関する技術的背景の二つの背景を勘
案して、将来必要とされる技術の方向性を定め、
研究・開発を行う必要がある。そのため、本稿で
は、社会的背景と技術的背景の両面で述べていき
たい。

社会的背景―人口減少と労働者不足―２

　日本国内の人口は、2008年頃より減少に転じて
おり、2010年から東京オリンピックのある2020年
までの10年間で395万人減少し、2020年～ 2030年
の10年で更に748万人減少すると予想されている

（いずれも中位予想）。そのため、2020年の東京オ
リンピック以降に、建築市場が縮小することが予
測される。ただ、これにより建築生産に携わる労
働者の不足が解消されるかは別問題である。建築
市場の縮小スピードより、建築産業に従事する労
働者数の減少スピードの方が速ければ、市場が縮
小する中での労働者不足という最も望ましくない
状況も生じ得るからである。
　また、人口減少により新築市場が大幅に縮小し
ても、既存のストックを維持するためには、継続
的に修繕・改修工事を実施する必要がある。特に
日本の人口動態の将来予測では、更なる核家族化
の進行により、総世帯数は2030年でも2010年とほ
ぼ同数の数値となる。図2は、1968年以降の世帯
数と住宅ストック数、空家数の推移を示してい
る。この図が示すように空家数は基本的に住宅ス
トック数と世帯数の差に近い値を取る。これは複
数世帯での同居が一般的ではない我が国において
は1世帯につき1戸以上の住宅が必要であること
による。そのため、2030年においても5,000万戸
を超える住宅を維持する必要があると考えられる
が、これら住宅の維持・修繕工事を実施する労働
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者を確保する必要がある。
　ところで、建築生産に従事する労働者数の推移
を国勢調査の職業解答欄の結果を基に分析してみ
ると、建設・土木作業従事者の継続的な減少が確
認できる。図3は1985年から2010年の6回分の国
勢調査の結果を基に作成した図である。設計や施
工管理に従事する建築技術者は2000年から2005年
の建設不況期に大幅に減少しているが、2005年か
ら2010年にかけての減少率は7％（1.7万人減）
に留まっている。一方、建築・土木作業従事者は
1995年以降、5年毎に20万人以上の減少が続いて
おり、2005年から2010年にかけての減少率は19％

（49万人減）である。
　「建築・土木作業従事者」を構成する10の職種
の中で、1985年～ 2010年で継続的に比較が可能
な職種で、かつ建築工事に関係する「大工」「と
び職」「左官」「配管従事者」の人数の推移をまと
めたものを図4に示す。減少が続く建築・土木作

業従事者に含まれる職種でも、「とび職」のよう
に従事者の減少が少ない職種もあるが、2005年か
ら2010年の減少率が大工では26％（14万人減）、
左官では28％（3.5万人減）となっており、減少
率の高い職種も確認できる。なお、図3、4の
2015、2020年の数値は2005年から2010年の減少数
が続いた場合の就業者数を示している。

表１　総人口と総世帯数の推移（千人・千世帯）
総人口1） 総世帯数2）

2010 128,057 51,842
2020 124,100 53,053
2030 116,618 51,231

図１　人口１）と世帯数２）の推移
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図２　総世帯数２）、住宅総数３）、空き家の数３）
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（棒グラフで示した建設・土木作業従事者のみ右軸で、それ以
外は左軸である）

図4　建築工事に関連する就業者数4）＊１

＊1　2015年にも国勢調査が実施されたが、細かい職業分類が確認
できる「抽出詳細集計結果」の公表は2017年12月の予定であ
るため、本稿には掲載していない。また、建築技術者とは建
築士や建築設備設計、施工管理者に従事するものを指してお
り、建設・土木作業従事者は大工、とび職、左官など建築・
土木作業に従事するものを指す。国勢調査の実施回毎に、職
業分類（小分類）が異なるが、「平成22年と平成17年」の違
いと「平成17年と平成12年」の違いに関しては職業分類の分
類項目比較対照表を基に、それ以前のものは平成12年との職
業名称の変更の有無を確認し、最終的に平成22年の調査項目
に合わせたものに変更した。平成22年より「建設・土木作業
従事者」に「鉄筋作業従事者」が追加されている。これは、
平成17年までは「建設・土木作業従事者」以外の項目に含ま
れていた項目であるが、平成17年以前では「鉄筋作業従事者」
のみの人数が把握できないため、いずれの実施年度においても

「建設・土木作業従事者」の合計人数をそのまま掲載している。

（千人）

（棒グラフで示した建設・土木作業従事者のみ右軸で、それ以
外は左軸である）

図３　職業分類毎の就業者数4）＊１

（千人）
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　就業者数の減少が起きている一部の職種では、
2020年以降の建築市場が縮小する状況下でも、労
働者不足が改善しない可能性がある。そのため、
いくつかの職種では新規入職者を獲得する必要が
あるが、従来のような若い男性の新規入職者を獲
得することは徐々に難しくなると考えられる。以
下に示す図5は男性の労働参加率を示したもので
ある。我が国の男性の労働参加率は欧米各国と比
較しても高く、男性の新規入職者を大幅に増加さ
せることは難しいと考えられる。また、高校・大
学を卒業した学生を新卒として採用することも考
えられるが、図6に示すように若年人口の人口減
少のスピードが高く、新卒の学生数自体が少なく
なるため、これも決定的な解決方法にはなりづら
いと考えられる。

人口減少時代における
新規労働者の可能性３

　建築市場が縮小する状況下でも、ある程度の建
築工事に従事する労働者を確保する必要がある
が、2章で示したように、従来の取組みだけでは
解決できない可能性が高い。そこで本章では、

「若年男性の入職」以外の方法で労働力を確保す
る方法について検討を行いたい。
　人口減少時代において、労働者を確保するに
は、まず、「熟練技能者」が高齢でも働ける環境
を整えることが重要である。図7に示す建設業に
おける就業者の年齢分布を見てみると、建設分野
で働く労働者（約500万人）のうち、55歳以上の
労働者は約170万人（約34％）存在する。これら
労働者の過半があと10年で引退することになる
が、彼らが働ける年齢を引き上げることができれ
ば、労働者不足が顕著な職種にとって大きな力に
なり得る。

　次に、高校・大学などの専門機関で建築教育を
受けていない「一般女性」が働ける環境を整備す
ることが必要であると考える。
　図8に示すように女性の労働参加率は増加傾向
にあるものの、依然として65％を下回る水準で推
移している。女性の生産年齢人口は約3,790万人

（2016年3月時点）であり、仮に労働参加率が
3％上昇すると約114万人の労働者の増加が見込
まれる。そのため、建築生産への女性の参画の促
進は非常に可能性のある選択肢であると言える。

図5　男性の労働参加率5）
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ただ、ここで述べた女性の多くは、高校・大学な
どの建築系学科での専門教育を受けていない人が
大半であるため、専門知識の教育や、作業手順を
示したマニュアルの整備が不可欠である。

ICT技術の発展とBIMブームの到来４

　建築工事の生産性や、建築プロジェクト全体の
進め方を大きく変化させる要因として、ICT技術
の急激な進歩がある。特にBIMへの注目と期待は
高く、与える影響も大きいと考えられる。これら
の技術は人口動態などの社会的要因と異なるが、
建築生産の将来を考える上で重要な因子であるの
で、本章においてはBIMを中心にICT技術の現状
を整理して行きたい。

１）建築生産におけるICT技術導入の流れ＊２

　BIMの技術的特徴や将来像については、本誌に
おいても度々特集されているので、そちらで確認
していただくとして、本項では、建築生産に関係
するICT技術の変遷を簡単に確認する。
　今日も建築生産のICT技術の中心的技術である
CAD（Computer Aided Design） は1963年 に ア
イバン・サザランド博士（米国）が開発した
Sketchpad 7）が始まりとされる。1970年初頭にソ
リッドモデルの基礎概念であるCSGとB-Repsが
登場8）し、これを受け、CADとCAMが一体化し
たCAD/CAMの研究・開発９）が本格化した。更
に1980年頃に米国のSDRC社のキャンペーンによ
りCAEの概念が一般化10）した。また、1977年に
購入者が部品から組立てる必要のない完成品の個
人向けのコンピュータであるApple IIが発売さ
れ、1980年代に入るとPCの低価格化と高性能化
が進み、AutoCAD（1982年販売）、MiniCAD（1985
年販売、1998年よりVectorWorks）、MicroStation

（1986年販売）などの、現在も利用されているPC
用CADが登場している。他方で米国国防総省が
始めた調達合理化プロジェクトに端を発する

CALS（Continuous Acquisition and Life-cycle 
Support）が1985年に開始11）された。
　我が国の建築生産におけるICT技術は、1960年代
中盤に、主に工程計画と工程管理に使用すること
を目的として導入が始まった。1971年に電電公社
のTSS（Time Sharing System）であるDEMOSサー
ビスが始まり、数量積算システムBUILQNなどの積
算ライブラリの提供が開始されるとともに、ゼネ
コン各社は独自に大型機を導入し、CADシステム
の開発を実施している。1980年代に入るとPCの普
及が始まり、多くのPC用CADの登場により、CAD
を利用しやすい環境が整ってきたと言える。この
ような状況下で1980年代中盤にCIM（Computer 
Integrated Manufacturing：コンピュータ統合生産）
の研究12）が盛んになり、建築分野でも1990年頃か
ら研究13）が実施されている。また、同時期にCALS
の研究が始まり、1994年にはCALS Japanʼ94が開
催11）され、1997年に建設省により建設CALS/ECア
クションプログラムが公表14）された。
　以上の流れを図９にまとめた。このように日本
国内におけるCADを中心としたICT技術による
建築生産の合理化・省力化に関する研究は継続的
に実施されてきており、CAE、CIM、コンカレ
ントエンジニアリングなどBIMの概念に近いシス

＊2　本稿を作成するに当たり、松田らの研究24）を基礎として、
ICT技術の導入の流れを作成した。特に引用のない項目に関
しては、この研究を参考にしている。

＊3　図９における各技術の下にある矢印は、論文検索サイト
Ciniiでの検索結果を基に、国内において研究が活発に実施
されていた年代を大まかに示したものである。

図9　建築生産におけるICT技術導入の流れ＊３
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テムの研究・開発も実施されてきたことが分かる。

２）BIMブームの到来
　BIMはBuilding Information Modelingの 略 称
で、我が国においては2009年がBIM元年15）16）と
言われている。企画から維持管理に至る建築生産
プロセス全体でBIMの検証や導入が試みられてお
り、「BIMブーム」とでも呼ぶべき状況が生じて
い る。 図10は 論 文 検 索 サ イ トCiniiに お い て、
BIM、情報化施工、CALS/ECに関連する論文・
記事の件数の推移をまとめたものである。建築生
産において、ICT技術の活用により生産性を向上
させる試みは以前から行われてきたが、BIMは既
往の研究を大幅に超える速度で、研究・開発と導

入が行われていると言える。また、BIMはPC上
で建物の3次元形状を把握する技術でもあるが、
図11に示すように仮想空間上でのビジュアル化に
関する「VR」「CG」「3次元CAD」などの用語
と比較しても、各年の記事・論文数が大幅に多い
ことが確認できる。
　BIMという技術の最大の特徴は、そのコンセプ
トの斬新さではなく、ソフトウェア・ハードウェ
アなどの環境が整ったことにより、建築プロジェ
クトに関わる全分野の関係者が参画できるフィー
ルドを提供した点にあると感じる。これにより、
建築生産のみならず建築分野全体で一種のブーム
のような状況が生じており、この点が過去のICT
技術と大きく異なる特徴と言える。
　また、著者は2014年に建設会社を対象として
BIMの利用状況に関するアンケートを実施した
が、このアンケートの結果では建設会社の約30％
でBIMを利用したプロジェクトが存在しており、
BIM元年からわずか5年で、多くの企業で導入さ
れている状況が窺える。

＊4　Ciniiで“BIM”と検索すると他分野で使われる意味の異なる用
語が多く検索されるため、キーワードを「BIM」、出版社を

「建築」で限定して検索を行った。検索結果には日本建築学
会の論文集、支部研究報告集、技術報告集、梗概や、建築技
術や建築コスト研究などの技術雑誌の記事が含まれている。
他の用語においても出版社を「建築」で限定して検索を行っ
た。なお、CALSは出版社を「建設」でも検索を行い、結果
を別に示している。また、検索結果を精査し、キーワードが
建物名称の略称や異なる用語の略称と判断できる場合、その
記事を除外している。以下にすべての項目名の検索キーワード
を示す。いずれも2016年8月23日に検索したものである。

付表1　Ciniiにおける記事検索の用語

項目名
検索時の条件

キーワード 出版社
BIM BIM 建築

CALS（建築） CALS 建築
CALS（建設） CALS 建設
情報化施工 情報化施工 建築

VR VR 建築
3次元CAD 3次元CAD or 3DCAD 建築

CG CG or グラフィクス 建築

図12　BIMの情報を収集している人の割合17）
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図11　３次元表示に関する記事・論文数の推移＊4

図10　情報化に関する記事・論文数の推移＊4
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図13　社内でBIMを利用したプロジェクトを知っている人の割合17）
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建築生産におけるICT技術の
研究の方向性５

　建築生産分野において、生産性の向上が重要な
研究テーマであることは明らかであり、BIMを始
めとするICT技術が生産性向上において重要な役
割をすると期待されていることも明らかである。
　また、良質な建築ストックを維持するために
は、建築生産に従事する現場作業者を各工種で維
持する必要があるが、人口減少が進む我が国にお
いては、「高齢の熟練技能者が働ける環境」を実
現し、「一般女性が安心して働ける環境」が重要
であると考える。加えて、今後増える可能性があ
る「外国人労働者」も考慮に入れる必要がある。
　以上をまとめると、生産性の向上と労働者の不
足の両面への対応策として以下の四つの方向性が
あると考える。

（1）建築工事における生産性の向上
（2）高齢の熟練技能者が働ける環境の実現
（3）一般女性の活用
（4）外国人労働者の導入
　ところで、上記の四つの対策に対応するために
はどのような技術が必要とされているのだろう
か。特に、具体性のある対策である（2）～（4）
の対処法に関して、少し検討してみたい。
　日本の建築生産は、多くの熟練技能者に支えら
れてきた。図14は新規入職者が熟練技能者にな
り、年齢により引退していくプロセスのイメージ
図である。横軸が体力の高さを縦軸が専門的技
能・知識の高さを示している。

　これまで日本の建築生産では、体力の溢れる若
い男性の新規入職者に、時間をかけて教育を施
し、現場で経験を積ませることにより、技能・知
識と体力が高い熟練技能者に育ててきた。そし
て、この熟練技能者の高い技能・知識に支えられ
て建築生産を維持してきた。ただ、建築工事では
重量物の運搬や、高所作業、高温（あるいは低
温）下での作業が多く、熟練技能者は、高齢化す
ると体力の衰えにより、引退すると考えられる。
そのため、高齢化した熟練技能者は、重量物の運
搬などの体力を必要とする作業を代替する方法が
確立されれば、高度な技能と知識を活用できる可
能性がある。
　次に外国人労働者が円滑に建築工事に就業する
ために必要な条件について検討してみよう。日本
国内の建築工事において多くの外国人労働者が働
くようになるかは国の政策にもよるため、判然と
しないが、仮に多くの外国人労働者が国内の建築
工事に参加した場合、最も大きな障害となるのは
言葉の壁である。建築の部位には漢字が多く、ま
た漢字と読みが一致しないものも多く、非漢字圏
から来た外国人労働者には分かりづらい。そのた
め、工事対象の形状をダイレクトに表現する3D
モデルや作業手順を示す映像の作成などは非常に
重要である。また、高度な知識や非言語的知識を
整理し、ビジュアル化することは、一般女性が働
けるようにする際にも重要である。加えて、これ
ら熟練技能者以外の作業者が建築工事に従事する
場合、作業者の現在位置を把握し、適宜誘導する
ことや、適切に工事が実施されているかを確認す
るために出来形を常時、検査する必要がある。
　これらを整理すると以下の五つの技術が必要に
なると考える。また、作業者の属性毎の各技術と
の関係を表2に示す。

（1）図面の3Dモデル化と閲覧環境の整備
（2）作業手順の可視化と指示方法の整備
（3）作業者の位置の把握
（4）重量物・高所作業の軽減
（5）品質確保のための出来形の検査

図14　作業者の属性毎の位置づけ
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生産技術に関わる新たな
ICT技術の紹介６

　前章で示したように、建築工事の生産性向上や
高齢者や一般女性、外国人労働者が建築工事に適
切に参画できるようにするには、BIMを始めとす
るICT技術を積極的に導入することが重要である
と考える。本章では、筆者の研究内容を基に、
BIMと一緒に用いることで効果が期待できる新規
技術を紹介したい。なお、本章における項目番号
は5章で示した五つの技術に対応する番号であ
る。

（１）3D-PDF
　BIMにおいては、設計情報を3Dモデルでやり
取りするが、3Dモデルの閲覧には、専用ソフト
のインストールが必要であった。しかしながら、
今では通常のPDF Readerにより3Dモデルの閲覧
が可能となり、PCやタブレット端末により、3D
モデルを確認することが非常に容易に行えるよう
になった。
　図15は筆者がMicroStationを用いて作成した
3Dモデルを無料版のあるBentley view v8iを用い
て3D-PDFに変換し、PDF Readerで閲覧したも
のである。CAD環境を持たない学生でもPDFを
閲覧できる環境があれば閲覧できるため、教育上
のメリットも大きいと感じる。

（２）タブレット端末とウェアラブル端末
　建築工事で使用する図面や作業マニュアルの閲
覧、工事箇所の写真撮影・記録などのためにタブ
レット端末を導入する事例が多くなっており、日
本建設業連合会から「工事現場のタブレット導入
ガイドブック18）」が公開されている。
　また、メガネ型ウェアラブル端末が相次いで発
売され、両手が空いた状態でデジタルデータにア
クセスするツールが利用可能になっている。この
ウェアラブル端末とAR技術を組み合わせること
で、視覚上に作業手順を示し、経験の浅い作業者
の作業を補助するような使用方法が想定される。
また、グラス型ウェアラブル端末に内蔵するカメ
ラにより、図17右に示すように作業者の視点で作
業記録を取得することが可能である。

表２　作業者の属性毎の解決すべき事項
高齢の
熟練技
能者

一般
女性

外国人
労働者

（1） 3Dモデル ○ ◎
（2） 作業手順の可視化 ○ ◎
（3） 作業位置の把握 ○ ○

（4）
重量物・高所作業
の軽減

◎ ◎

（5） 出来形の検査 ○ ○
（◎：非常に重要、○：重要）

図15　３D-PDFによる３D表示の例

図16　３Dモデルによる型枠部位の説明例

図17　ウェアラブル端末の例
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（３）作業位置の把握
　建築工事では屋内での作業が多く、作業者や作
業機械の位置の把握にGPSを使用できないことが
多いが、屋内で作業者の位置を把握する種々の技
術が登場している。建物の内部で作業者の位置を
把握する技術は、「作業者に位置情報を把握する
センサを装着する」ものや、「設置済みのモー
ションセンサから位置を把握する」などがある。
　図18は、作業者に小型の計測ユニットを装着
し、このユニットに記録した情報を基に作業者の
位置情報を取得したものである。本機器は、ジャ
イロセンサや加速度センサなどにより位置を推計
するため、徐々に誤差が生じるが、位置座標を修
正する補正ユニットをストックヤードなどに設置
することで、位置補正が可能である。

　図19左上は、モーションセンサの一種である
MicroSoft Kinectである。Kinectはゲーム機の付
属品として開発された機器であるが、画像データ
と被写体までの距離を記録した深度データを取得
でき、更に図19左下に示すようなモーションキャ
プチャーも実施可能な機器である。このKinectを
4台設置し、8階から９階に20個の荷物を運搬す
る作業を記録した結果を図19右に示す。Kinectは
画像データと深度データを基に3次元カラー点群
を作成できるため、被写体の3次元形状を取得で
きる。図19右の灰色で示した点群は階段室の壁面
と踏面の3次元計測結果を示している。また、黒
色で示した線は、作業者の腰の座標の移動経路を

示している。
　更にデジタルデータとして作業者位置を取得す
ることにより、作業者の移動速度や加速度の分析
が可能となり、作業者負担の定量的分析が可能と
なることが期待される。以下の図20は作業者の腰
の3次元座標を基に、水平面上の移動速度と鉛直
方向の移動速度を分析したグラフである。

（４）作業補助ロボット
　高齢の熟練技能者や女性が建築工事に参画する
際には、重量物の運搬の補助や無理な姿勢での作
業の削減など、作業環境の改善が必要である。こ
の作業環境の改善においては、従来の作業手順の
見直しに加え、パワーアシストスーツや重量物の
運搬や設置を補助するロボットなどの建築作業者
と共同作業を行うロボットの開発が重要になると
思われる。これら技術の導入は建築工事と同様に
重労働や現場作業が多い造船業において積極的に
研究21）されており、建築生産現場の導入の際に
参考になると思われる。

歩行者の1秒ごと
の推定位置

計測ユニット

図18　屋内での作業者位置の推定例＊5

図19　Kinectにより取得した階段形状と移動経路19）

図20　荷物を置くためにしゃがむ作業の分析例20）

＊5　杉原イー・エス・アイ社製　PDR　自律型行動計測システ
ムを用いて、1秒毎に取得したデータを使用した。

作
業
者
の
速
さ
と
位
置

（ｍ）

（秒）
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（５）３次元計測技術
　建築工事では、図面通り施工されているかを把
握するために出来形の検査が実施される。この建
物の3次元形状を計測する技術として3次元レー
ザースキャナがある。3次元レーザースキャナは
レーザー光により建物とスキャナとの距離を計測
することで対象物の3次元形状をデジタルデータ
として取得する機器である。また、取得した点群
データを基に、以下の図21に示すように、RC躯
体の壁面の平均平面からの出入り寸法を視覚化す
ることも可能である。更に、3次元の形状認識を
行う手法があれば、検査の自動化にも利用可能で
ある。図22は鉄筋の点群データから鉄筋を構成す
る主筋や帯筋の部位を自動認識し、数量などを自
動把握した例である。

　3次元形状を計測する技術には、この他にデジ
タルカメラから取得した画像データにより3次元
モデルを作成する手法がある。図23は市販されて
いるデジタルカメラから取得した50枚の画像を基
に作成した3Dモデルである。PCの処理速度の向
上と高度なソフトウェアの登場により、スマート
フォンやデジタルカメラの画像により3次元形状
を把握することが可能となり、身近な機器で簡易
な測量を行うことも不可能ではなくなっている。

　なお、昨今、話題のドローンを始めとするUAV
（無人航空機）の利用は、この写真から3Dモデル
を作る技術とセットでの利用が主要になると考え
られる。これら技術に関しては国土地理院から

「UAVを用いた公共測量マニュアル（案）」と
「公共測量におけるUAVの使用に関する安全基準
（案）」が2016年3月に公表されている。これは、
UAVを公共測量で利用する環境を整えるととも
に、国土交通省の「i-Construction」への利用も
見据えて策定されたものである。
　また、同マニュアル（案）では、「UAVを用い
た空中写真による三次元点群測量」が規定され、
更に2016年6月には「三次元点群データを使用した
断面図作成マニュアル（案）」が公開され、画像
データから作成した3次元計測データの活用に関す
る指針が示された。
　これらマニュアルは、土木分野への適用を想定

図21　壁面の点群から平均平面からの出入り寸法

図22　点群データに基づく形状認識22）

図23　写真から作成した3Dモデル＊6

＊6　Bentley社のContextCaputureを用いて作成した。

出典：国土地理院Webページ

図24　国土地理院によるUAV活用のイメージ23）

UAVを用いた空中写真による三次元点群測量

UAVを用いた空中写真測量

人口減少社会と建築生産におけるICT技術
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して作成されているが、建築生産におけるドロー
ンと画像による3次元計測においても重要なマ
ニュアルになると考えられる。

まとめ７

　建築工事における生産性向上はBIMを始めとす
るICT技術の進歩により大きく進展する可能性を
秘めている。また、これら技術は、人口減少によ
り生じる労働者不足を改善するためにも重要な技
術である。BIMが普及しつつある現状において、
建物の3Dモデルが存在する前提で、新たな技術
開発を実施することが重要である。その際に、
次々と現れるウェアラブル端末や各種センサなど
の新技術の動向を注意深く見ながら、BIMに続く
技術の研究を続けていきたい。
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株式会社日建設計　常務執行役員　設計部門副統括　山梨　知彦

設計監理を取り巻く状況について１

　産業革命以後の機械による大量生産に支えられ
てきたモノづくりが、ITにより大きく変わろう
としている。詳細を知らずとも、日々の生活の中
に入り込んだITに触れるたびに直感的に感じる
ことができる。こうした状況を、工業製品の分野
では、「インダストリー 4.0」として、ITによる
大きなモノづくりの変革ととらえている。
　ここでは、本号のテーマである「IT系から見
た建築生産システムの現状と課題」を、建築分野
におけるインダストリー 4.0としてとらえ、ITが
建築をどのように変えつつあるのか、建築設計や
監理の視点から考えてみたい。

設計監理業務に関わるIT系の変化２

　少々乱暴ではあるが、現時点で設計監理業務に
おけるIT系に起因する変化を、五つに区分し、
キーワードとともに、以下のように整理してみた。

１．「設計技術自体の変化」
⇒コンピュータ・シミュレーション

２．「形態生成技術の変化」
⇒コンピュテーショナル・デザイン

３．「建築情報統合技術の変化」
⇒BIM（Building Information Model）

４．「建築生産技術の変化」
⇒デジタル・ファブリケーション

５．「建築自体の変化」
⇒建築のIoT

　それでは、これら五つの変化について、より詳
しく見ていきたい。

設計技術自体の変化
―コンピュータ・シミュレーション―３

　ITがもたらした建築設計上の変化というと、
CADを思い浮かべる方もいるだろう。確かに
CADにより、設計図作成効率が上がった。しか
しながらCADは、人間が鉛筆で線を描く作業を、
コンピュータが代行しているにしか過ぎない。あ
くまでCADは、図面を描く道具でしかなく、設
計のプロセスそのものを変革するものではない。
　余談となるが、CADのように道具をコンピュー
タ化することを「コンピュータライズ」という。
一方で、コンピュータならではの特性を活かし、
作業プロセスや人間の役割すら変える使い方は、

「コンピュテーショナル」と呼ばれ区別されてい
る。CADは鉛筆をコンピュータライズしたもの
に過ぎず、大事なことは設計プロセスをコンピュ
テーショナルに改革するものだ。
　この意味で設計プロセスを改革したものは、コ
ンピュータ・シミュレーション（以下、シミュ
レーション）である。一品生産である建築物を、
実際に建てる前に建設後のふるまいが確認できる
シミュレーションは、設計の品質を激変させる。
最初は構造の分野で、やがて環境への関心の高ま
りとともに、風の流れや温熱空間の状況把握に使
われ出した。最近では、人間が建築空間の中でど
のような行動をとるかのシミュレーションも進
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み、避難や大型建築での入退場時などの混雑を予
測するために用いられている。
　更には、「見える／見えない」といった、設計
の根源に関わる事項にもシミュレーションを用い
るようになった。設計に先立ち、敷地周辺条件自
体を3次元モデル化したり、3次元スキャン技術
を使って「点群」として測定したりすることで、

「リビングに腰を掛けたとき、窓から山の頂が切
れずに望むことができるか」といった微細な問題
に対しても、直感ではなく、シミュレーションで
確認をしながら設計できる状況になっている。

　このように、設計品質の向上のためには、設計
のプロセスの中でシミュレーションの頻度を上
げ、設計へとフィードバックすることが大きな力
となる。一方でネックとなるのは、シミュレー
ションに要するコストと、シミュレーションに必
要な3次元モデルと建築情報（部材の強度や、温
熱特性、太陽光透過率など）のデータインプット
に要するコストということになる。現在では、主
要なシミュレーション・ソフトウエアがパーソナ
ルコンピュータ上にて作動する状況となり、前者
の問題は小さくなった。また後者に関しては、後
述するBIMが設計で用いられるようになり、これ

また比較的小さな問題になりつつあり、コン
ピュータ・シミュレーションは建築設計における
必須のIT系アイテムとなりつつある。
　今後の課題としては、BIMやコスト情報データ
ベース、そして人工知能の連動による、精度の高
いシミュレーションの実現となる。加えて、シ
ミュレーションで設計を行い、実現した後の、調
査とシミュレーション結果のかい離の把握と蓄
積、シミュレーションへのフィードバックループ
の確立も、シミュレーションの精度を高めていく
ために欠くことのできない課題となっている。

形態生成技術の変化
―コンピュテーショナル・デザイン―４

　多様な条件を取り込み、一つの建築物へと落と
し込んでいく建築設計では、元来、建築家が直接
形を決め込むのではなく、建築家は根本となる考
え方（アルゴリズム）を考え、その他の条件を変
数（パラメータ）として取り込み、パラメータを
変えつつ試行錯誤を繰り返し、最終的な形にたど
り着くケースが多い。
　例えば、均質なグリッド空間を作りたいという
アルゴリズムに対して、それを構成する部材の強
度、それが最適となるスパンや材料の太さをパラ
メータとして、パラメータを少しづつ変えながら
膨大な数の試行錯誤を行った末に、ある一つの、
美しくも合理的な均質グリッドを見出す通常「ス
タディ」と呼ばれるプロセスを想像していただけ
れば、意味するところを理解いただけるだろう。
　このスタディのプロセスで、アルゴリズムをプ
ログラム化することで、パラメータをコンピュー
タに入れ替えさせ、膨大な検討作業を人間に代
わって行わせようという発想が生まれてきた。ア
ルゴリズムに着目して「アルゴリズミック・デザ
イン」と呼ばれたり、パラメータに着目して「パ
ラメトリック・デザイン」と呼ばれたり、より広
く「デジタル・デザイン」としてまとめて取り上
げられることもあるが、ここでは「コンピュータ
ならではの特性を活かしたデザイン」という点に
着目して、「コンピュテーショナル・デザイン」

図１　住宅でスケールでの通風・温熱シミュレーションの例
（日建設計DDL）

図２　完成した住宅（On the water/日建設計　2015年）
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という呼称を用いることにする。
　コンピュテーショナル・デザインにおいては、
最終的な建築の形態は建築家の手ではなく、コン
ピュータによって生み出されるため、このプロセ
スを「生成的＝ジェネラティブ」と呼んで区別し
ている。
　ジェネラティブに建築を生み出すアルゴリズム
は、それこそ建築家の数だけ存在し得るわけであ
るが、現時点で実務的に最も有力視されているの
は、前述したコンピュータ・シミュレーションを
複数連動させ、それらすべてのベストバランスを
図る形態を生成することを目指す「多目的最適
化」である。
　コンピュテーショナル・デザインの実現には、
アルゴリズムの記述が容易なソフトウエア環境、
シミュレーション・ソフトウエアの相互通信を容
易にするための情報公開（API）などが必要であ
るが、Rhinoceros＋Grasshopperなどの登場によ
り、パーソナルコンピュータでのコンピュテー
ショナル・デザインの環境が整い、一気に世界中
でブレークし始めている。
　現時点では、まだ建築の表層の生成に留まって
いるものがほとんどであるが、更なるソフトウエ
アと、それらの相互連動の深化、そして人工知能
の参画による、より高度で実用的なコンピュテー
ショナル・デザインの出現が期待されている。

建築情報統合技術の変化　―BIM―５

　これまでに述べてきた、シミュレーションもコ
ンピュテーショナル・デザインも、そしてこの後
触れていくデジタル・ファブリケーションや建築
のIoTも、すべてITによってもたらされたものであ
るため、それぞれの情報はデジタル化されている。
　このデジタル化された情報を取り扱い、応用し
ていくためには、これまでの紙をベースとして描
かれた2次元の図面では心もとない。デジタル時
代の建築情報プラットフォームが必要になってく
る。トレーシングペーパーに代わり、その座を占
めたのがBIMである。
　BIMは、Building Information Modelの頭文字
をとった略語で、建築の基本となる3次元の形態
情報と、それに柱や梁といった建築、コスト、温
熱的特性などの情報（建築情報と呼ばれる）を関
連付けて取り扱うことができるシステム（データ
とコンピュータ・プログラム）である。コン
ピュータ上のバーチャルな空間の中にBIMを設計
してしまえば、透視図はもとより、平面図や断面
図といった2次元の図面、コンピュータ・シミュ
レーションに要する建築情報付きの3次元形態
データ、面積表や建具表といった一覧表、そして
建設コストなどの情報を、コンピュータがほぼ自
動で切り出してくることができる。そればかりで
はなく、BIMはそこから切り出された情報とリン

図３　垂直ルーバーをアルゴリズムに沿って自動的に配置するプロ
グラムの例（日建設計DDL　2011年）

図４　図３のプログラムを使用して発生した外観の例（ラゾーナ
川崎東芝ビル／野村不動産、日建設計、大林組）
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クされているため、図面や一覧表の方を修正して
も、BIMがそれに基づき修正され、同時にBIMか
ら切り出されている透視図や図面や一覧表やシ
ミュレーションやコスト情報といったものが自動
的に更新され、修正された状態になる。設計に伴
う膨大な作図や作表作業が軽減され、単一のBIM
とすべての図面が連動しているため図面相互の食
い違いはなくなる。

　残念ながら現状のBIMは、この理想的な状態に
は達していないものの、少なくとも図面相互の食
い違いの減少や、シミュレーションやコンピュ
テーショナル・デザインとの連動により、設計の
品質を向上するところには至っている。
　現状での課題は、設計者が作成したBIMが施工
者にバトンタッチされ、施工において有効なBIM
として使われているような、デジタルであること
を活かした事例がまだ極めて少ない状況にあるこ
と。更には、BIMがビル管理者に手渡されビル管
理の効率化に活かされた事例となると、国内では
ほとんど実例がない。現状では設計と施工とでそ
れぞれ別に動いているBIMの動きを統合し、更に
はビル管理にまで至る、建築のライフサイクル全
般に渡り有効なBIMを構築していく必要がある。
　また監理段階に固有の課題としては、設計BIM
と竣工物件の3次元スキャニングデータとの比較
検討などといったBIMの利用や、設備設計BIMと
完成建物がはき出すデジタルデータの比較による
コミッショニングの省力化、正確化、迅速化など
が挙げられる。

建設手法の変化
―デジタル・ファブリケーション―６

　現時点における設計と施工の区分は、20世紀的
なモノづくりに起因されていると思われるが、
ITによりモノづくりに変化が起きれば、設計と
施工、更には専門工事業者やメーカーの関係、区
分にも変化が生じるはずである。
　現時点で最も先進的な建設手法の変化は、デジ
タル・ファブリケーションと呼ばれる、設計BIM
や施工BIMのデジタルデータを、部材メーカーや
施工者や建築家自身が所有する3Dプリンター、
レーザーカッター、CNCなどのデジタル工作機、
工業用ロボットなどに直結することで、複雑な形状
を高品質でありながら安価に実現する手法である。

　また建築家が自らは部材の製作は行わないもの
の、製作図に近い検討をBIM上で行うことで、建
築部材コストの最適化を図り、複雑な形状を現実

図５　BIMの例（ラゾーナ川崎東芝ビルのBIM/日建設計）

図６　木材加工におけるデジタル・ファブリケーションの例
（コンピュータ制御の工作機で木材を加工）
（木材会館／日建設計）

図７　完成した外観（木材会館/日建設計　2009年）
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的なコストで実現を図っている例も見え始めてき
た。例えば、フランク・ゲーリーやザハ・ハディ
ドは、複雑な曲面形状を用いるデザインで有名で
あるが、建設コストを抑えるため、設計者自身が
曲面のオプティマイゼーション（最適化）を入念
に行っている。具体的には、複雑に見える曲面
を、コンピュータを使って整理して、なるべくコ
ストが最も安い平パネルや、一方向曲げのパネル
で近似させ、コストがかさむ二方向曲げのパネル
を最小に抑えるなどの工夫をしている。

　とはいえ、ここで行われている合理化は、デザ
イナーが求める曲面に対して、20世紀的大量生産
の技術を応用して、近似した曲面を作る作業であ
る。今後、このデジタル・ファブリケーションで
求められるものは、金型などによらず、デザイ
ナーやカスタマーが求める形状を、大量生産に負
けないコストや品質で、必要な時に必要なだけ一
品生産ができる環境にやさしい生産システムの発
明（現時点では3Dプリンターが最もその位置に
近づいている）と、シミュレーション、コンピュ
テーショナル・デザイン、BIMといったIT時代
の設計技術の連動による、新しい設計－生産体
系、マスプロダクションに対して「マスカスタマイ
ゼーション」と呼ばれる生産体系の確立であろう。

建築自体の変化　―建築のIoT―７

　当然のことながら、ITの影響は設計技術や生
産技術といった建築に間接的に関わる分野のみな

らず、建築にも直接影響を与え始めている。
　例えば、建築内部でのエネルギー消費を抑える
ため自然環境を利用しようと思えば、建築内外の
温度、風、太陽光などの状況をセンシングして、
最大の効果を得られる建築の状態をシミュレー
ションして、その結果をもとに窓やブラインド、
日射遮蔽ルーバー、そして空調設備などを動か
し、制御することが必要になる。更に、単一建築
毎のエネルギーの偏在を制御し、街区や都市ス
ケールでのエネルギー消費を抑えようと考えれ
ば、各種制御情報を複数のビル間でやり取りする
必要がある。そして、今日では、全体からの統一
的制御のみならず、個人の要望に対応した個別制
御にも対応する必要があるだろう。
　このためには、設備機器系はもちろんのこと、
建築各部にセンサーを仕込み、制御に必要な情報
が検知できるようにしなければならないし、実際
に建築各部を動かし制御するためのロボットを組
み込まなければならない。またそれらをいかに制
御するかを考える知能を持ったコンピュータを組
み込まなければならないし、それら相互が情報を
交換できるようにネットワーク化されなければな
らない。

　現時点で最も有力であるのが、インターネット

図８　設計者による曲面のオプティマイゼーションの例（東大門
デザインセンター／ザハ・ハディド　2014年）

図９　各種センサーを組み込み、雨水を用いてファサードを冷や
し、ヒートアイランドを抑制する、最初期のIoTファサー
ド「バイオスキン」の例（NBF大崎ビル／日建設計　
2011年）
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を介したセンシングディバイス、ロボット制御、
建築相互、個人のモバイルディバイスのネット
ワーク化であり、これは建築自体のインターネッ
ト化＝IoTと言えるのではなかろうか。
　IoTとは、インターネット・オブ・シングズの
略で、個別のものがインターネットで繋がれ、人
間の介在なしに制御される状態で、インダスト
リー 4.0を実現する基礎的な技術でもある。実際、
設備機器に加えて、建築に数多く設置されている
防災用・防犯用ディバイスは既に、建築の中のエ
ネルギー情報、防災情報、人間の入退室などを検
知して、デジタル情報化して発信している状況で
あり、その情報交換ネットワークインフラはイン
ターネットに移行しつつあり、建築のIoT化は進
行中である。

　今後の課題の一つは、ディバイスが発する情報
の公開、相互情報交換における情報管理の方法や
ルールとなるが、これは建築分野単独の議論では
なく、モノづくり全般に広がるIoTの動きの中で
議論され、モノから建築や都市そして個人のモバ
イルディバイスまでがインターネットでシームレ
スに、便利かつ安全に接続された状態を目指す必
要がある。
　一方、建築の設計・監理に特有の課題としては、
これまで電気設備系の技術者を更に強化、分化し
て、建築のIoT化の時代に即した新しい職能を
持ったエンジニアを育てることにありそうだ。

建築設計・生産における分業の在り方の変化８

　ここで見てきたように、ITは、設計技術、形
態生成技術、設計情報統合技術（BIM）、建築生
産技術、そして建築自体を変革させつつある。

　こうした状況の中で、世界中の設計事務所が、
IT時代に対応した新しい設計体制を構築し始め
ている。著名なところでは、フランク・ゲーリー
が彼の個性的かつ芸術的なデザインを実現可能な
設計図書としてまとめるため、BIMを用いた設計
サポート組織、「ゲーリーテクノロジー」（2002
年、以下GT）を立ち上げたことが挙げられる。
興味深いのは、GTは今ではゲーリー自身のデザ
イン以外に対しても、施工可能とするオプティマ
イゼーションやBIM作成のサービスを提供するよ
うになり、建築家と施工者の間に介在する新しい
職能を形成するに至ったことだ。

　コンピュテーショナル・デザインで知られるア
メリカの設計事務所、SHoPは、コンピュテーショ
ナル・デザインをスムーズに施工へと繋げるため
に、SHoPコンストラクションという施工会社を立
ち上げたが、GT同様に、SHoP以外の建築家に対し
ても、BIMの作成サービスや施工を提供している。
　日本でも、設計者と施工者の間に立ち、複雑な
ジオメトリをコンピュテーショナルなノウハウを
使って製作や製作支援を行う、AnSスタジオ

（2009年）などが既に登場している。
　設計事務所内部でも、同様に、新しい職能が生
まれ始めている。私が所属する日建設計において
も、2011年にコンピュテーショナル・デザインや
コンピュータ・シミュレーションを担う「デジタ
ルデザインラボ（DDL）」と、BIMの作成や社内
コンサルを担う「デジタル・デザイン・ディベロッ
プメント・センター（3DC）」を新設したのだが、

図10　バイオスキンの詳細BIM（日建設計）

図11　ビルバオ・グッゲンハイム（フランク・ゲーリー 1997年）
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この5年間で増え続ける需要に応えるために人数
が増大し、今では意匠設計者の1割を超える約80
人の組織へと急成長を遂げている。
　同じく、日本のゼネコン各社も、設計施工一貫
の強みを活かすIT利用を多々試みている状況で、
日本発のガラパゴス的な設計施工一貫のビジネス
モデルが、明日のグローバル・スタンダードとな
る可能性もある。
　ITは今、建築設計・生産における分業の在り
方に、大きな変革をもたらしつつある。

次への課題９

　本論で示した、ITがもたらしつつある五つの
変化自体が、未だ現在進行形であり、それぞれが
より完成度を高めることが、最初の課題として挙
げられる。
　次に、五つの変化のどれもが、未だ人工知能の
技術が活かされていない状況にあることを指摘し
ておきたい。建築の設計監理は、膨大な建築情報
の処理を、コンピュータの助けは得ているもの
の、未だ人力に頼って処理をしている段階に留
まっている。五つの変化自体の完成度を上げると
同時に、人工知能化を図り膨大な省力化を図るこ
と。これが二つ目の課題として挙げられると思う。
　三つ目の課題は、監理分野におけるITの活用
になるだろう。BIMに関連して若干触れたが、
BIMやレーザースキャン技術など、監理業務をよ
り高度化する技術は揃い始めた。施工者側の品質
管理と歩調を揃えつつ、監理業務やコミッショニ
ングをIT化し、高度化していく必要がある。
　四つ目の課題は、現在は竣工で完結してしまっ
ている設計監理業務を、竣工後の施設管理へと
シームレスに繋げていくことにある。一般に、竣
工後のビル管理に要するランニングコストの合計
は、ビル建設までのイニシャルコストに比べると
3倍から5倍になると言われている。例えば設計
BIMを、施工BIMへ、更には竣工図BIMへと繋
げ、竣工後の施設管理に応用し、シミュレーショ
ン技術やコンピュテーショナル・デザイン技術を

使ってビルの最適な運用が設計者からビル管理者
に提示できれば、ランニングコストを大幅に削減
できる可能性がある。またビル管理上の問題点
や、センシングディバイスからの情報を、IT技
術を使って設計者に随時フィードバックできれ
ば、設計品質は著しく向上するはずである。管理
段階のIT化は急務かつ本命と言えるだろう。
　このようにITは、現状でも建築設計や監理に
大きな変化をもたらしつつあるが、本格的な変動が
始まるのはこれからの業界の努力にかかっている。

建築におけるマスカスタマイゼーション10

　ルネサンス期においては、建築は総合芸術とモ
ノづくりの頂点として位置づけられていた。しか
し20世紀以来、建築は自動車に代表される大量生
産された精密機械の品質、生産速度、価格などを
範として、つまりマスプロダクションを手本に
種々の改善を図る、やや遅れたビジネスの位置に
甘んじていた。初期のITの取り込みもそうした
状況の改善を目指して、他産業から移植されたも
のだった（BIMも元々は、自動車産業の3次元
CAD化によるモデルチェンジの省力化を範にし
たものと言われている）。
　ところが21世紀に至り、手本であった精密機械
の方が、ITをより積極的に取り込みインダスト
リー 4.0を標榜し、大量生産のメリットは活かし
つつ、カスタマーが個別に求める条件に合致した
個別のモノづくり、「マスカスタマイゼーション」
を目指すに至った。そして、そのための具体的戦
略の一つがIoTということになろうか。
　一方で建築は元来が、クライアントの求めに応
じて設計・生産される一品生産品である。そこに
ITを適切に投入すれば、大量生産のメリットを
超えた「マスカスタマイゼーション」を、他産業
のモノづくりに先駆け実現できそうな気もする。
ITは、これまで他産業の影を追いかけてきた建
築関連ビジネスを、マスカスタマイゼーションを
実現したビジネスとして、モノづくりの最先端へ
と押し戻す可能性があるかもしれない。
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はじめに１

　当社がトップダウンでBIM（Building Information 
Modeling）の取組みを開始して、本年で10年目
を迎えた。これまでにクリアできた課題もあれ
ば、未だにクリアできない課題もある。建築設計
事務所に所属し、BIMを社内の設計者に普及・教
育する筆者の立場から、未だ解決できていない
BIM推進の課題について、具体例を挙げながら考
察を試みる。

構造図面とBIM２

　構造設計BIMに着手してまもなく当社で採用し
たBIMツールではRC造の柱・梁断面リストが出
力できないことが分かった。2010年頃の話である
が、2014年にようやくメーカーが対応して機能が
付加された。同時に開発された一貫構造計算ソフ
トとのデータ連携と相まって、構造設計BIMが大
いに進展する期待が一気に高まった。しかし未だ
に解決できていない課題がある。
　例えば、構造伏図では大梁と小梁の接合を表現
するとき、剛接合の場合は大梁と小梁を密着さ
せ、ピン接合の場合は大梁と小梁の間に隙間を開
けるという製図ルールがある。実際の梁の接合に
おいて、大梁と小梁を離して施工することはあり
得ないが、曲げモーメントの伝播の有無を情報伝
達する図面表記として広く採用されている。ま

た、軸組図では、壁を有せず柱梁のみで構成され
るオープンなフレームの箇所や耐震壁内の開口部
分には壁がないことを示す×印を描く。部材が存
在しない箇所に×印を施すことは矛盾した行為で
もあり、データベース内に存在しない部品を図示
することは難しい。また、軸組図では、直交する
梁断面が表示されず、どの位置から見た（どの位
置で切り出した）図面であるのか分からない。

 
図１　RC造梁リスト図のサンプル

図２　構造図（伏図）のサンプル

株式会社安井建築設計事務所　設計本部　ICT/BIMデザインセンター　センター長　飯島　憲一
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　このように、構造図の伏図や軸組図は主要構造
部材をありのままに表現しているのではなく、構
造設計者の設計意図を伝えるべくモデル化された
図であることが分かる。
　海外製BIMツールから出図される構造図面を初
めて見たとき、「施工図に似ている」と感じた。
このことは、我が国における設計と施工の分解点
が海外のそれより前にあることを表していると思
われる。このような図面に対する考え方の違い
や、設計と施工の境界時点が国内外で異なること
が、海外製BIMツールからの設計図面出力が困難
となっている一因であろう。

コンピュータによる解析と製図３

　２次元CADでは、設計者やオペレータが描こ
うとする図面をイメージし、それを具象化すべく
CADに入力していく。一方、BIMにおけるモデ
リング作業は、建物構成要素（３次元）をデータ
ベースとして入力していくが、その際に図面の出
来栄えはイメージしない。図面はあくまでもモデ
リングの一つの結果として得られるところが２次
元CADとの大きな違いである。つまり、BIMは
図面制作を主目的としていないと思われる。
　コンピュータの構造解析への利用と製図への利
用を比較する。例えば、構造解析におけるコン
ピュータ利用では、大規模立体架構を非線形性

（鋼材の降伏やコンクリートのひび割れ）を考慮
して解析できる。更には、時刻歴応答解析では、
例えば0.01秒の刻み幅で地震時の建物挙動をシ
ミュレーションできる。このように、本来の機能

である計算機という特徴を活かして、アナログ時
代の計算（手計算、電卓等）では現実的に不可能
であった計算を可能にした。
　一方、コンピュータの製図利用はどうだろう
か。２次元CADという道具において、1本の線
分を描くことは、始点と終点をマウスでクリック
することであるが、鉛筆で線分を描くことと作業
負荷は同じである。複雑な図形の複写や作業の取
消し、再編集のしやすさなどはCADの得意とす
るところであるが、構造解析のコンピュータ利用
に比べるとコンピュータの演算処理能力が発揮さ
れていない。
　コンピュータが得意とするのは数値演算処理を
ベースとした情報処理である。建築設計のワーク
フローが２次元CADからBIMへ進化したことは、
図形処理から情報処理への移行であり、コン
ピュータの処理能力を活かした生産ワークフロー
到来に期待が寄せられているのである。

求積図における面積計算４

　求積図において、面積を求める部屋を長方形等
で構成される複数の部位に分割し、その部位毎に
根拠式（縦×横）を示し、その計算結果を提示す
る。その際、算出された部位毎の面積（単位：㎡）
は小数点第４位以下を切り捨て、それら切り捨て
られた部位毎の面積を室面積として合計すること
が作法となっている。当然、BIMデータベースに
は、室毎の面積がそのシステムが許容する有効桁
数まで精緻に自動計算されているが、小数点第４
位以下を切り捨てて集計した求積図の面積と一致
するはずがない。このような手順は、確認申請で
面積をチェックする側がその根拠をトレースしや
すいための措置であると思われる。
　BIMによる設計であっても従来どおりの確認申
請を受けなければならないため、小数点以下第４
位を切り捨てる求積図の作成が求められるが、そ
のような図表をBIMツールで作成することが非常
に困難であることは想像に難くない。

図３　構造図（軸組図）のサンプル

BIM推進10年目の課題
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連携ソフトウエアでのリモデリング５

　「建築数量積算基準・同解説（平成23年版）」に
よると、壁のコンクリート数量算出において「見
付面積が1ヵ所あたり0.5㎡以下の開口部の面積
は差し引かない」とある。0.5㎡の開口部とは、
直径が約80㎝の円形、一辺が約70㎝の正方形であ
る（開口面積0.5㎡×壁厚0.18mの壁開口部分に相
当するコンクリート体積は0.09㎥、重量にして
0.21tonである）。仮に無開口壁としてコンクリー
トを打設し、その後、開口部分のコンクリートを
除去するのであれば、取り除かれた部分のコンク
リートも工事に必要な量であったと解釈でき、こ
のようなコンクリート数量の算出方法にも妥当性
があるが、そのような施工方法は採用されない。
　一方、BIMでモデリングされた建物モデルには
開口部の大小に関わらず入力されたままのコンク
リート数量がアウトプットされるので、BIMと積
算基準の間にコンクリート数量の不一致が生じ
る。積算基準の算出方法はおそらく手拾いによる
アナログ的計算をベースとし、ある一定の開口部
は無視してよいという配慮であろう。コンピュー
タが正確な数量を算出しても、その値は積算にお
ける建築数量としては採用されない。
　現状、BIMと連携した建築積算システムは、
BIMのデータベースにその数量根拠が保存されて
いるが、その値によらず、BIMデータベースから
部材や部品とそれらの配置情報を取り出し、積算
ソフトウエア内でリモデリング（再モデル化）を

行い、積算基準に則った計算を行う仕組みとなっ
ている。アナログ的計算における作業の効率化の
ための配慮・措置のため、但し書きの多いアルゴ
リズムを実装したソフトウエアを開発し、それを
用いなければならない。
　リモデリングは、BIMと構造解析の連携におい
ても生じている。製造工業の分野では、３次元
CADモデルのデータをそのままメッシュ分割し、
有限要素法（FEM）で構造解析を行っている。
建築における構造解析では、柱や梁は「1方向の
長さに比べて、他の２方向の長さが十分に小さ
い」という幾何学的特徴に着目し、線材に置換
し、骨組モデルとして扱われる。この線材骨組モ
デルへの置き換えがBIMツールと構造解析ソフト
ウエア間のリモデリングの原因となっている。
BIMツールと構造解析ソフト間のデータ連携にお
いても部材情報とその座標値が情報交換され、荷
重条件や応力解析条件などは情報流通していな
い。躯体の自重や仕上重量、室用途に応じた積載
荷重などは比較的簡単に連携できそうなものであ
る。このような一部情報の不連携が、BIMツール
と構造解析ソフトウエアの双方向かつダイレクト
な連携を阻害する要因となっており、一部分の設
計変更が生じた際の対応でも、設計者は全モデル
の総入換えを余儀なくされている。
　日本の構造設計では、柱・大梁・壁・ブレース
は一貫構造計算ソフトウエアで存在応力を求め、
部材断面をチェックするが、小梁・スラブなどは
荷重や柱・大梁などの剛性付加要素として扱われ、
応力解析や部材断面チェックの対象外となってい
る。構造設計者は一貫構造計算ソフトウエア以外
の方法で小梁・スラブの設計を行っている。BIM
ツールと連携した海外の構造解析ソフトウエアに
は、柱・大梁・小梁・スラブを一括して応力解析
の対象としているものがある。２次元部材（面
材）のスラブは自動的にメッシュ分割され有限要
素法で解析されている。図5を参照されたい。1
次元部材の柱・大梁・小梁の曲げ応力はモーメン
ト図として、また２次元部材のスラブの存在応力

図４　求積図のサンプル
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はコンター図として図示され、更にそれらが一つ
のモデル内に表現されている。すべての部材を応
力解析の対象とし、解法の異なる二つの応力解析

（骨組解析、FEM解析）の結果を同時に表示して
いる。BIM時代の構造解析ツールとしてのあり方
を窺わせている。

　設計変更にも対応可能でBIMツールと双方向ダ
イレクト連携を実現した構造解析システムは国内
外で確認できていない。BIM出現以前の構造解析
ソフトウエアとBIMツールではシステムの開発思
想が違うためダイレクトな連携が難しい。BIM出
現後においては、BIMデータベースと直接連携し
た新しい発想の構造解析システムの出現が期待さ
れる。

図面の必要性６

　建築業界において、図面を作成しなければなら
ない法的根拠は主に次の３点による。①建築基準
法では建築主に対し建築確認申請書の提出等を義
務付け、同施行規則で確認申請図書の一部として
図面と明記されている。②建築士法では、設計図
を15年間保管することを設計事務所の開設者に対
して義務付けている。③建築主と施工者が工事請
負契約を締結する際の契約図書として図面が必要
となっている。
　一方、製造工業において図面作成を義務付ける
法規制は確認できない。製造工業で図面が用いら

れているのは、業者間の承認としてである。これ
は、建築の施工において、元請の施工会社と専門
工事会社間で施工図を用いて承認行為を行ってい
ることと同じである。これら業者間の図面授受は
それぞれのシステム化により軽減化・省略化され
ていくはずである。
　古来、設計者は自らが発想したデザインを他者
に伝達するには、紙に描く以外に手法を持ち得て
いなかった。これは、３次元で設計を行うための
合理的手法を有していなかったためである。昨今
のICTの進化がもたらしたBIMにより、その道具
を手に入れることができたのである。しかしなが
ら、デジタルデータには、複製のしやすさや再編
集の簡便さなどの長所を有する反面、改ざんが容
易でその痕跡も残りにくく、また記録媒体の経年
劣化等により内容の消失等が起きやすい等の短所
があり、設計情報の保存・管理上の技術的課題を
有している。この課題を克服し、図面による情報
伝達ではなく、３次元デジタルデータによる情報
伝達を推し進めたいものである。そのためには、
BIMによるプロジェクトに関しては設計図面を作
成しなくてもよい運用ルールが必要である。

まとめ７

　BIMが我が国で使われ始めて約10年が経過し
た。これまで多くのBIM推進者が既存の建築設
計・生産のワークフローにBIMを適合させようと
努力し、多少その成果も得られた。しかし、未だ
に解決できていない課題もある。それはこれまで
に述べたように、BIM以前の業務慣習が手描き・
手計算・手拾いをベースにしたアナログ手法に依
存しているためである。このままでは、インダス
トリー 4.0（第四次産業革命）に端を発したBIM
に適合できず、そのメリットを享受できない。
BIM推進者側が既存業務慣習にBIMを寄せるだけ
では限界があり、BIMに適合する業務慣習作りが
必要となっている。

（図提供：青木隆広氏／㈱日立建設設計）

図５　柱、梁、スラブの応力解析
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はじめに１

　（一社）日本建設業連合会（以下、日建連）で
は、建設業界と建設企業が一丸となって、生産性
向上に取り組むための指針として、「生産性向上
推進要綱」を2016年4月に策定した。この中で施
工BIMの活用を建築分野の主要課題の一つとして
掲げている。日建連BIM専門部会では、施工段階
のBIM（以下、施工BIM）への取組みが、建築生
産システムの新しい変革を生み出すキーテクロ
ジーと捉え、総合建設会社と専門工事会社の施工
BIM活用の裾野拡大へ向けて活動を行っている。
　施工BIMの活用分野は、単に見える化による早
期物決め・干渉チェックによる整合性確保だけで
はなく、工程管理、施工管理、品質管理までも扱
う建物データベースとしての活用が広がっていく
と考えている。
　本稿では、現在のBIM専門部会の活動内容を紹
介するとともに、活動を通じて見えてきた施工
BIMの可能性についても言及する。

BIM専門部会の活動概要２

　BIM専門部会は、旧建築業協会（BCS）時代の
2010年4月に、「施工段階でのBIM活用のメリッ
ト増大」を目指して活動を開始した。その特徴は
以下のとおりである。

⑴　専門工事会社との継続的な情報交換
　専門工事会社のBIM取組みに関する情報交換
会を2012年度から4回実施。

⑵　BIM関連諸団体との連携
　「日本建築学会・建築生産BIM小委員会」、「次
世 代 公 共 建 築 研 究 会・IFC ／ BIM部 会 」、

「JFMA BIM・ＦＭ部会」などとの情報交換と
連携。

⑶　多様な分野からのオブザーバー参加
　国土交通省、建築研究所、日本建築家協会

（JIA）、オートデスク（株）、グラフィソフト
ジャパン（株）、（株）大塚商会、福井コン
ピュータアーキテクト（株）、（株）シェルパ、
東 芝 エ レ ベ ー タ（ 株 ）、 一 般 社 団 法 人
buildingSMART Japan（BSJ）が参加。

　現在、以下に示す三つのWGを設置し活動を
行っており、各WGが建築生産プロセスの中で扱
う範囲は図１に示すとおりである。BIM展開検討
WGは、これからBIMを導入しようと考えている
会社、導入してから日が浅い会社、導入はしたが
課題を抱えて停滞している会社を対象に、施工
BIMの裾野拡大と定着を目的に2015年度に新設し
たWGである。

⑴　専門工事会社BIM連携WG
⑵　施工LOD検討WG
⑶　BIM展開検討WG（2015年度新設）

　福士　正洋（一社）日本建設業連合会・建築生産委員会・IT推進部会・BIM専門部会　主査
（（株）大林組建築本部PDセンター　上級主席技師）
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「施工BIMのスタイル」の推進３

３．１　BIMモデル合意
　専門工事会社BIM連携WGは、2014年11月に

「施工BIMのスタイル」（施工段階における元請と
専門工事会社の連携手引き2014）を発行した（写
真１）。

　これは、施工段階でBIMを活用するには、専門
工事会社との連携が必須であり、また施工段階か
らでもBIMモデルを活用するメリットは十分にあ
ると考えたからである。また、施工段階のBIMを
推進するための手引きが必要との認識がゼネコ
ン・専門工事会社双方にあったからだ。
　手引きの主な内容は、施工BIMの考え方、施工
BIMのメリット、工事別の施工BIMの紹介、実際
の実施事例などを網羅している。
　中でも、鉄骨製作図承認前のチェック業務の効
率化を目指した、鉄骨ファブとゼネコン間の

「BIMモデル合意」という施工BIMの新たな運用
方法を提案しているところがポイントだ。
　「BIMモデル合意」では、各種専門工事会社が
作成したBIMモデルを元請が統合し、これを見な
がら干渉確認や施工性検討などを行い課題を解決
する。これにより、打合せ用２次元図面の削減や
無理のない納まりに繋がるなど施工BIMのメリッ
トを享受することができる。承認には２次元図面
を用いるが合意形成までをBIMモデルで行う方法
を示している。図２にBIMモデル合意の一般的な
手順を示す。
　「BIMモデル合意」では、施工図・製作図作成
の前にBIMモデルの作成に着手する。BIMモデル
の作成期間は増加するが、合意された内容を反映
するので施工図・製作図作成の手戻りがなく、図写真１　「施工BIMのスタイル」

施 工

発注者・設計者

専門工事会社

企画
・

計画

基本
設計

実施
設計

維持
管理

施工ＬＯＤ検討ＷＧ

専門工事会社ＢＩＭ連携ＷＧ

ＪＦＭＡ等

BIM展開検討ＷＧ

★H27年度新設

図１　各WGが建築生産プロセスで扱う範囲

図２　BIMモデル合意の一般的手順
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面作成期間を短縮できる。
　更に、ゼネコンの設計・施工一括方式で、鉄骨
製作図の作成時期の前倒しを図るため、従来、鉄
骨ファブが作成していた鉄骨BIMモデルをゼネコ
ンが作成し、鉄骨とスリーブ等の設備との取り合
いの調整期間を短縮し、かつ鉄骨ファブの業者選
定を待たずに鉄骨製作図の作成に着手するような
試みが始まっている。これは、責任・コスト・リ
スクが鉄骨ファブから、ゼネコン側に移行すると
いう新しい建築生産プロセスだ。今後、他の工種
にも広まって行く可能性がある。

３．２　「施工BIMのスタイル　事例集」
　今年度は、新たに元請13社、専門工事会社10社
の最新事例を収集した「施工BIMのスタイル　事
例集2016」（写真２）を2016年8月に日建連の
ホームページに公開した。2014年の事例と比較し
て、元請、専門工事会社ともに公開する会社の数
が増加し、まだまだ十分ではないが、施工BIMを推
進する会社の裾野が着実に拡大してきたと言える。

３．３　「施工BIMのスタイル」のH.P開設
　専門工事会社BIM連携WGのこれまでの活動成
果を、2015年10月から日建連のホームページに公
開している。

（http://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/）

　このホームページでは、第4章作業フロー、第
６章BIM連携計画書・実施報告書、第６章BIMモ
デルの取扱いに関する覚書（例）、「施工BIMのス
タイル」を題材にしたセミナーを各地で開催した
際に使用した資料、専門工事会社との情報交換会
の議事録、日本建築学会へ投稿した論文などを掲
載し、ダウンロードできる。また、「施工BIMの
スタイル」も、ここから申込みができるように
なっているので、活用いただきたい。

３．４　「施工BIMのスタイル」セミナー開催
　2015年度は、日建連などの主催で、延べ11回の
施工BIMのスタイルに関するセミナーを開催し、
施工BIMの普及・推進を図ることができた。今年
度は「施工BIMのスタイル　事例集2016」を題材
とした活用セミナーを各地で開催する計画だ。

写真２　施工BIMのスタイル　事例集2016

図３　「施工BIMのスタイル」のH.P

写真３　日建連主催セミナーの様子

30　　建築コスト研究　No.95　2016.10

特集　IT系から見た建築生産システムの現状と課題



施工BIMのLODを考える４

４. １　LODとは何か？
　データ連携の際に重要となるBIMの詳細度は、
部位・部材毎の「３次元形状情報」と「属性情報」
を、プロジェクト開始前に、予め建築生産プロセ
スのマイルストーン毎や利用目的に応じて、だれ
が、いつまでに、どこまで詳細に各情報を入力す
るかを明確に決めておく必要がある。基本設計や
実施設計が完了した段階の、個々の部位・部材の
詳細度を決めておくことで、受取側はBIMモデル
の詳細度の程度を知り、ある程度チェックするこ
とが可能だ。
　米国のBIMForumは、2013年8月に「Level of 
Development Specification」を公表し、各マイル
ストーンで入力すべき標準的な３次元形状及び属
性情報を部位毎に詳細に規定している。図4にそ
の一部を抜粋した。

　部位の分類が米国標準の「Uniformat」体系と
なっており、日本の実情に合わない上、日本では
仕様書や施工要領書に記載する内容まで、属性情
報として扱う部分もあり、そのままでは日本で利

用することはできないが、BIMモデルの詳細度を
表現する手法として参考になる。
　施工LOD検討WGでは、早くから前述の「Level 
of Development Specification」 に 着 目 し、2013
年4月にドラフト版を入手、内容の調査検討を
行った。

４．２　調査・分析から分かったこと
　以下、二つのLODについて記述する。
①Level of Detail：基本LOD定義
　（詳細度の基準となる「物差し」と言える）

　米国AIAが2008年に作成したもので、LOD100、
200、300、400、500の基本定義を短い文章で定め
ている。
　この基本LOD定義は、各企業で独自に決め
るものではなく、また、BIM詳細度の基準なの
で、必ずしも個々のLODの数字が基本設計、
実施設計、施工などの建設生産フェーズに１対
１で対応したものではない。すなわち、LOD300
が実施設計段階のLODということではない。

②Level of Development
　上記の基本LOD定義を用いて、各プロジェ
クト毎に各マイルストーンや利用目的に応じ
て、入力すべき標準的な３次元形状及び属性を部
位毎に詳細に規定したもの。

　同WGの検討を通して、①と②の違いが明確と
なった。WGとしては、「Level of Development」
の考え方が施工段階のBIMモデルを表現する上
で有効と判断し、以降の活動の基本的な考え方
とした。

４．３　「Level of Development」の基本的
な考え方

①あるマイルストーンでは各エレメント（部位）
はすべて同じ詳細度ではない。
　すなわち、ある段階では、部位毎のBIM詳細
度の決定・作成度合いは一律ではなく、異なっ
ている。例えば、ある段階でＡ部位は200、Ｂ

図４　Level of Development Specification

11

「Level Of Development Specification」の
調査分析

分類コードと
部位名称

詳細度

具体的な形状と
属性の説明

3次元形状の図
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部位は300、Ｃ部位は350、Ｄ部位は300となっ
ている状態を、モデル全体を一律にLOD300と
表現することはできない。

②LOD＃＃＃というモデルは存在しない。
LOD300というBIMモデルは存在しない。

③LODは建築生産プロセスの各フェーズ（基本
設計、実施設計、施工など）とは直接的に完全
には一致しない。すなわち、
基本設計＝LOD200ではない。
実施設計＝LOD300ではない。
　この考え方は、まだ業界内で広く理解されて
いないので、未だに「実施設計はLOD300で」
という表現がされているのが実情だ。

④ 異 な っ た 分 野 の 調 整・ 干 渉 チ ェ ッ ク 用 に
LOD300と400の間に350を追加した。

⑤LOD500は除外している。
⑥「Level of Development」は各プロジェクトで

事前に作成することが重要。

４．４　施工BIMの対象範囲
　同WGでは、前述した調査・検討を踏まえ、施
工段階BIMのLODを具体的に考えることとし、
その対象を、施工BIMの中でも、最も重要でかつ
BIMモデルから作成するハードルが最も高い「施
工図」と「平面詳細図」用の施工BIMモデルと
し、必要なLODとこれに対応した施工BIMモデ
ルを提案・公開することを目的として、活動を開
始した。
　これは、同じ施工BIMでも、仮設計画図や施工
ステップを作成するためのBIMモデル作成はそれ
ほど難しくはないが、「施工図」、「平面詳細図」
を作図するための施工BIMモデル作成は現状では
かなり難しいからだ。
　これを効率化することは、施工段階の生産性向
上に大きく寄与し、またBIM専門部会参加企業の
共通の課題であると判断したからである。

４．５　施工図BIMの定義

　多くの関係者間で整合調整を必要とし、一覧性
に優れるというBIMのメリットが活きる「平面詳
細図」「天井伏図」「総合図」でより効果を発揮す
ると考えられるので、図６の赤枠で囲った左上部
分を「施工図BIM」として定義することとした。

図６　施工図BIMの定義説明図

「平詳」「天伏」「総合図」他 「案内図」他

「部分詳細図」

施工図（狭義）
＜ゼネコン作成＞

製作図
＜協力業者作成＞

「単品図」

施工図（広義）

「施工要領書」
＜文章も含む＞

⇒リンクを張る形で
図面に含める。

施工図ＢＩＭとその他の施工図、要領書との住み分け

「製作要領書」

今回はここを「施工図
ＢＩＭ」として定義する

3D

2D

（1/50程度）

（1/20～1/5～1/1程度）

図５　ある段階のLOD表現事例
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４．６　「施工図BIM」とLODの考え方
　施工図に必要な最小限の情報は、「建築、構造、
設備の整合調整」「製作図の基準寸法の確認」「現
場での墨出しができる」ということであると整理
した。
　逆に言えば、これが平面詳細図、天井伏図の必
要条件と改めて認識し、施工図BIMでどこまで細
かく表現するかの部位別詳細度、「施工図BIMの
LOD」の大胆な見直しを行えば、大幅に作図手
間を減らすことができると考えた。

　図７は、従来の施工図のフローと施工図での
LODとの関係を表現したものだ。
　左側が実施設計図、右側に進む程時間が経過
し、施工図として求められる詳細度、「図面で確
定・保証している内容」、つまりはLODが上がっ
ていくことを表している。ここで言う「１次作図
レベル」とは「構造と意匠の整合を施工図レベル
で取り、この図面を設備検討用に提供する」とい
う段階、「２次作図レベル」とは「設備と建築の
整合を取ったレベルでこの図面を細かい製作もの
の作図用に提供する」という段階、「３次作図レ
ベル」とは「各種製作図との整合を取ったレベル
で、この図面で実際に施工する」という段階を表
現している。
　この提案は、この図の「１次作図レベル」に照
準を当てて施工図BIMのLODとして提唱し、「２
次作図レベル」「３次作図レベル」と進んで上
がっていくLODの要求レベルに関しては、部分

詳細図や製作図で補って対応するという考え方
だ。
　WGでは、このような考え方に則って、実際の
BIMモデルをWGメンバーで参照・確認しながら、
各工種（鉄骨、建具、コンクリート、カーテン
ウォールなど）毎に１シートでLODを表現する

「施工図のための情報入力シート」を作成するこ
とにした。
　このシートは、3Dモデル図、2D図面、施工図
用の必須入力項目（モデルと属性情報）、通常入
力しない情報（モデルと属性情報）、必要に応じ
て追加する項目（モデルと属性情報）と備考から
構成されている。
　今後、工種分類の見直し、再検討を行い、「施
工図のための情報入力シート」を完成させ、この
シート内容に対応した施工図BIMモデルを作成
し、解説書とともに、今年度末を目標に公開する
予定である。

施工BIMのすすめ５

　施工BIMの裾野拡大と定着を目的に2015年度に
BIM展開検討WGを新設した。
　同WGの最終目的は、BIMを導入するためには、
何から始めればよいか？　どうすればうまくいく
か？　を、具体的に分かりやすく解説したBIM導
入展開の手引き「（仮称）BIMスタートアップガイ
ド　施工BIMのすすめ」を発刊することだ。
　発刊に先立ち、2016年６月に、日建連加盟建設
会社62社を対象に、BIM導入状況や導入後に抱え
ている問題点をモニタリングするため、BIMの導
入・展開に関するアンケートを実施した。
　アンケートの概要は、以下のとおりである。

【導入済み企業】
・BIM導入の目的とその効果
・最初に取り組んだ案件
・現在のBIM取組み状況
・使用ソフト

図７　従来の施工図のフローとLODの関係

設備検討図
サブコン決定前に社内スタッフにて作成

【凡例】

：元にして作成

：フィードバック

設
計
図
（
設
備
）

設
計
図
（構
造
）

躯体図

平詳（天伏）

ｽﾘｰﾌﾞ図

総合図

製作図（断面図）

製作図（平面図）

電気施工図

設備施工図

空調施工図

設
計
図
（意
匠
）

≪従来の施工図のフローと施工図でのＬＯＤとの関係≫
＜時間経過＞

現場施工図作図範囲

施工図として断面図を描かない部位では製作図の断面図にて納まりを確認する

部分詳細検討図

１
次
作
図
レ
ベ
ル
の
Ｌ
Ｏ
Ｄ

２
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作
図
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ベ
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Ｌ
Ｏ
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※時間経過とともに求められるＬＯＤは上がっていく
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・組織、体制
・費用の負担先
・設計部門や専門工事会社とのデータ連携
・BIM推進の阻害要因と、その解決策
・失敗事例

【これから導入する予定の企業】
・BIM導入の目的や期待する効果
・BIM推進の阻害要因として考えられること

【導入しない予定の企業】
・BIMを導入しない理由事例

　このアンケート結果を踏まえ、2016年度中の発
刊を目指して、BIM導入展開の手引きを現在、鋭
意作成中である。

施工BIMの可能性６

　施工段階のBIMの活用は、建設業の生産性向上
に寄与するキーテクノロジーとして、今後ますま
す重要になってくると考えている。
　特にBIMを建物データベースとして捉えると、
その属性情報の活用は無限の可能性を秘めてい
る。活用のヒントは米国で既に始まっているBIM
連携基盤データベースシステムにある。
　 米 国 で は、 部 位 別 分 類 の コ ー ド 体 系

「Uniformat」、「LOD：Level of Development 
Specification」、工種別数量書式のコード体系

「MasterFormat」、市販の部位別単価情報、建築
標準仕様書、BIM実行計画書「BIM Excuition　
Plan」などの外部にある各種データベースや標準
類が、標準化された共通のコード体系を利用し
て、システマチックかつロジカルに各プロジェク
トのBIMモデルとスムーズに連携し、BIMの効率
的な運用を推進する基盤データベースとなってい
る。
　また、これらの標準化されたコード体系を利用
したBIM連携ソフト（積算・工程計画・出来高管
理など）も開発されている。
　日本でもBIMモデルと連携利用できる関連デー

タベースのコード体系などの標準化を進め、BIM
の属性情報と連携した活用が実現できれば、一気
に施工段階のBIM活用もレベルアップし生産性向
上が実現できるのではないかと考えている。

まとめ７

　本稿では、日建連BIM専門部会の三つのWG
⑴　専門工事会社BIM連携WG
⑵　施工LOD検討WG
⑶　BIM展開検討WG

の活動概要を紹介し、これまでの活動から見えて
きた施工BIMの可能性についても言及した。
　同専門部会の活動も既に７年目を迎え、施工
BIM利用による生産性向上の新しい方策も一部見
えてきたが、施工BIM利用の裾野拡大と定着を促
進し、広く建設業界へ普及展開するためには、ま
だまだ解決できていない課題が山積していると考
えている。
　今後も、様々な課題を解決すべく積極的な活動
を継続していく所存である。

（参考文献）
１）（一社）日本建設業連合会：「施工BIMのスタイル施工段階にお

ける元請と専門工事会社の連携手引き2014」2014.11
２）BIMForum USA,“Level Of Development Specification”2013.8
３）James Vandezande AIA HOK,“Level Of Development 

Specification,”USA, 2014, pp.11-12.
4）（一社）日本建設業連合会・IT推進部会　ITセミナー資料「施

工段階におけるBIM活用メリットの増大を目指して」　2015.2
５）（一社）日本建設業連合会・IT推進部会　ITセミナー資料「施

工BIMの裾野拡大と定着に向けて」　2016.2
６）田澤周平他、「米国産業におけるBIMに関連する標準・制度に

関する研究」日本建築学会・第32回建築生産シンポジウム　
2016.7
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はじめに１

　清水建設では、建設施工における品質の確保と
生産性の向上に向け、施工計画、施工管理におけ
るBIM（Building Information Model）の活用に
取り組んできた。これまでは、合意形成を目的と
した複雑なディテールの可視化や、複雑な形状の
数量把握、絵工程の３次元化といった、部分的に
形状情報を活用するものが多かった。
　近年は、設計部門で作成したデータを施工部門
に連動させ、更に専門工事業者と連携すること
で、建築全体の生産性向上を見据えた取組みを進
めている。

設計段階におけるBIM活用２

　設計施工におけるBIM活用で最も留意しなけれ
ばならないことは、設計BIMデータが、後工程に
引き継ぐだけの精度と品質を確保しているかにあ
る。精度確保には設計段階における各フェーズで
何を決め、そのためにはどの程度までBIMデータ
を作り込み、意匠、構造、設備間の調整をどの程
度まで行うかという精度の明確化が重要になる。
　また、BIMデータの品質は、BIMデータと設計
図の一致が必須の条件になっている。BIMデータ
から出力された図面がBIMデータの「正しさ」を
担保しているからに他ならない。もし、BIMデー
タと設計図がパラレルに作成された場合、多くは

２次元図面が「正」となり、BIMデータの価値は
大きく低下する。
　これらの条件がそろって初めて施工部門に引き
渡す価値がある設計BIMデータになる。

施工計画段階におけるBIMの活用３

　設計段階におけるBIM活用は、フロントロー
ディングに繋がり、設計者の負担は増大する傾向
にある。しかし、精度の上がった設計BIMデータ
を施工に引き継ぎ、活用することは、結果的に監
理の効率化に繋がると考えている。
　また、設計段階で施工ノウハウや、設計者があ
まり関知しない施工計画、仮設計画を盛り込むこ
とで、手戻り防止に繋がり、建築全体の生産性向
上に結びつく。
　図１は、ある案件で実際に計画したRC柱S梁混
合構造におけるトラス梁架構を示している。図２
はこのトラス梁架構の当初案の仕口詳細だが、こ
の計画では梁の取り付け、本締め後にブレースを
取り付けることとなり、鉄骨建方後に足場や高所作
業車を用いたブレースの本締め作業が必要となる。
　そこで施工部門で図３のような仕口を提案し、
採用された。事前に梁とブレースを地組みするこ
とで、一体で建て方することができ、建方後の高
所作業を不要にしている。
　こういった設計段階における施工者の智恵出し
は生産性向上に直結するが、これにはBIMによる
可視化は非常に有効である。

清水建設株式会社　生産技術本部　生産計画技術部　BIM推進グループ　三戸　景資
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施工段階におけるBIM活用４

　施工段階におけるBIM活用で最も重要な点は、
専門工事業者とBIMデータで連携することにあ
る。これにより、打合せ効率が上がり、図面によ
る業務（作図、修正、チェック）を減らすことが
可能になる。
　ただし、図面がなくなるわけではない。寸法確
認は、図面の方が優れているからである。

（４．１）専門工事業者との連携
　専門工事業者とのBIMデータ連携では、モデル
の自動チェック機能を利用している。
　一般的な干渉チェックは図４のRebro Viewer
を、複雑な整合調整をする場合や記録を残す必要
がある場合は、図５のSolibri Model Checkerを
用いる。

図１　「トラス梁架構計画」

図２　「トラス梁架構仕口（当初）」

図３　「トラス梁架構仕口（改善後）」

図４　Rebro Viewer画面

図５　Solibri Model Checker画面
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（４．２）鉄骨専用CADとの連携
　鉄骨造において、構造解析から構造設計モデ
ル、鉄骨モデルへとデータを連携させることは、
有効である。後工程における入力業務の削減の
他、人為的な入力ミスを防ぐといった効果があ
る。
　まず構造解析モデル（図６）を、中間ファイル
を用いて構造設計モデル（図７）に変換する。
　設計者は位置関係を修正し構造付帯鉄骨を追加
後、中間ファイルを経由して鉄骨専用CADの鉄
骨モデルに変換する。鉄骨専用CADは、受け
取ったデータを特記仕様に沿って計算し、詳細部
材を自動生成する（図８）。

（４．３）設備専用CADとの連携
　設備サブコンとのBIM連携では、設備サブコン
が必要とする正確な建築BIMデータを早く提供す
ることと、建築側に反映させるべき設備情報を正
確に受け取ることがポイントになる。
　鉄骨造の場合、ゼネコンが図９のような梁貫通
の可否が判断できるデータを提供することで、設
備サブコンが配管計画や梁貫通スリーブの検討を
効率よく行うことが可能となる。

　また、鉄骨工作図に反映させる設備スリーブ情
報については、当社がCADベンダー各社に働き
かけて作成し、公開している設備―梁貫通孔連携
中間ファイル（図10）が有効である。

図９　貫通条件データ

図６　構造解析モデル

図７　構造設計モデル

図８　鉄骨モデル
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　鉄骨モデルに設備スリーブを取り込み、図11の
ように設備配管と重ねることで、鉄骨―設備間調
整を効率よく行えるようになった。

3Dスキャナ、3Dプリンタの活用５

　改修工事を中心に３Dスキャナの活用も広がっ
ている。図12、13は、ある歴史的建造物の屋根鉄
骨の補強検討のために計測した既存鉄骨の点群
データを示している。

　予め作っておいたBIMデータ（図14）を、点群
データと重ね、位置を調整する。そして、BIM
データを元に補強方法を検討し、BIMデータを切
り出して２次元図面化し、工作図として加工した

（図15）。
　改修工事における３Dスキャナの利用は非常に
有効で、今後その活用範囲は増えていくと考えて
いる。

図11　鉄骨－設備配管重ね合わせ

図12　点群データ

図13　点群データ（拡大）

図14　BIMデータ

図15　補強計画図

図10　設備－梁貫通孔連携中間ファイル
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おわりに６

　これまでBIMデータを用いた連携を中心に当社
の活用について紹介したが、維持管理に至る建物
のライフサイクルを通じたBIM活用を進めるため
には、以下に示す様々な課題に取り組む必要があ
る。

①BIMデータ間連携の強化
　設計から施工、専門工事業者への連携では、
IFC（Industry Foundation Classes）フォーマット
が広く用いられている。しかし、IFCフォーマッ
トは様々な形式が内包されており、ソフトウェア
が完全に対応できていない。
　その結果、誤変換や欠落が生じたり、形状情報
以外、連動しないといったことが生じている。こ
れは、IFC対応がソフトウェアベンダー任せに
なっており、連携のシナリオが不十分なことが原
因と思われる。
　bSJ（buildingSMART Japan：旧IAI日本）が
IFC検定の中でシナリオを描いているが、意匠、
構造、設備といった枠の中が中心で、業態の異な
る専門工事業者との連携は十分とは言えない。
　ワークフローを想定し、データフローを確立
し、建設業界で標準化に取り組む必要がある。

②入力負荷の低減
　近年、BIMツールの使い勝手は良くなってきて
いるが、２次元CADと比べると、入力負荷は相
変わらず大きい。これを改善するための開発を、
各社が独自に行っているが、入力負荷軽減は業界
共通の要望であり、本来ソフトウェアベンダーが
対応すべきことと思う。こういった要望を業界全
体で協力して働きかけていく必要があると痛感し
ている。

③マネージャー教育
　BIMを操作するBIMモデラーの育成は難しくな
く、むしろ、BIMを建築生産の仕組みに取り込み、

活用していくBIMマネージャーの育成に課題があ
る。
　BIMマネージャーには、建築生産の関係者が
BIMデータを用いて効率的に業務を遂行する環境
を維持することが求められる。必要な素養はICT
に関する知識はもちろんのこと、建築生産全般、
すなわち設計、積算、施工、専門工事業者等に関
する広範な知識が必要で、育成に時間がかかる。

④BIMのハブ化
　BIMは道具であって目的ではない。BIMの最終
的な目的は建築生産の過程で作成する様々なデー
タベースと結合し、建築生産全般の管理に用いる
ことだと考えている。IoT、トレーサビリティ、
ビックデータの活用、ロボットによる自動施工な
どが建築ICT化の最終的な姿であり、BIMはこれ
らデジタル情報のハブに該当する。
　社内データベースの共通化と、BIMデータとの
統合が今後必要になると考えている。

図16　BIMのハブ化
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大成建設株式会社　設計本部専門技術部まちづくり・建築計画室　友景　寿志

2004年から設計部門が取組み開始１

　大成建設がBIMに取り組み始めたのは2004年で
ある。設計部門内の担当者レベルの試行からス
タートし、いくつかの特定プロジェクトにおいて
進められた。
　当時のメインツールである2次元CADでは、
図形と属性情報を連携させるカスタマイズも行っ
ており、BIM試行と同時並行であった。自由闊達
という社風と、元々3次元モデル利用には先進的
に取り組んでいた下地もあったため、他社に先駆
けて始めることができた。
　12年が過ぎ、現在ではBIMが設計及び施工の一
般的ツールになりつつある。ここでは、大成建設
の取組みの中で、設計、施工そしてFMにおける利
用内容とそのメリット及び課題について述べる。

初めは個別最適２

　大成建設では設計、施工、FMそれぞれがどち
らかというと個別にBIMに取り組んできた。BIM
は一気通貫でデータを利用し連携することが重要
なメリットの一つではあるが、まずは、データ連
携よりも、利用者が個別に最適なメリットを追求
すべきである。
　BIMの個別最適利用が進み、組織としてのBIM
リテラシーが向上してくると、次第に横の繋がり
への動きがでてくる。設計部門内では、建築、構
造、設備との連携、施工部門では建築と設備、専
門工事会社との連携、そして設計部門と施工部
門、更には運営段階での維持管理であるFMでの
BIMである。最近では、このシームレスな流れが
進んできている。これは、データを渡すだけの表
層の連携ではなく実質的な連携であり、ゼネコン

図１　大成建設ZEB実証棟のBIM
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としての会社全体のメリットをもたらし、建築の
品質向上に繋がる。
　ここからは、最初に部門毎のBIMについて述
べ、次に部門の枠を超えたシームレスなBIM連携
の動きについて述べる。

BIMが中心、図面は結果《設計》３

　設計部門では、2004年の取組み開始から3年の
試行を経て、2007年に本格導入を始めた。企画か
ら基本設計、実施設計での活用を主体に進めてい
る。運用体制は、実施設計を担当するテクニカル
デザイン部が中心となり、技術的なフォローを
BIMソリューション室が行っている。
　現在のプロジェクトにおけるBIM活用率は、建
築設計で80％、構造設計で60％、設備設計で50％
である。プロジェクト毎の状況に合わせながら、
年々、実質的な利用度の向上を進めている。
　設計部門がBIMで重要としている点は、BIMの

「Information」の部分である。BIMはCGや図面
作成も可能であるが、BIMの最大の特徴である設
計情報のデータベースとしての役割を中心に、情
報プラットフォームとして運用を進めてきた。
　当初から、設計の基本情報である部屋の仕上や
建具の情報もBIMで管理し、図面としての体裁よ
りも情報の一元管理にポイントをおき、そのため
のソフトウエアのカスタマイズにも積極的に取り
組んでいる。
　現在は、実施設計図全体の変革に取り組んでい
る。BIMに情報を集約させ、その結果として図面
に表現する考えである。正確なモデリングを行
い、そこから最小限の手順でモデル・プロパティ

と連動した図面を作成する。例えば、ソフトウエ
アのフィルター機能を利用し、壁の構成種別情報を
色分けで表現しタグも並記する。これまでの図面の
ように線で加筆するのではなく、属性情報をそのま
ま利用するので、図面間の不整合もない（図2）。
　もちろん、プレゼンテーションとしても活用し
ている。BIMの分かりやすい表現は、客先や社内
関係者の合意形成に効果があり、積極的に利用し
ている。最近はクラウドを利用したモデル共有も
進めている。
　BIMを設計情報のデータベースとして整備する
と、そこから派生する図面、パース、アニメー
ション、立体視VR、そして3Dプリンタ模型

（図3）がすべて整合したものとなる。この多様
化した表現を駆使して、より正確かつ確実なコ
ミュニケーションが可能となる。これにより、後
工程での変更を少なくすることができ、実のある
フロントローディングが可能となる。
　積算に関しては、当初からBIMからの自動化を
模索している。正確かつ詳細なBIMから容易に数
量が算出できると考えがちではあるが、実際に
は、積算基準や材工への展開にはそのまま合致し
ない部分があることも現実であり、様々な課題に
対処する必要がある。
　今後、設計の情報伝達手段は、図面からモデル

図２　BIM実施設計図の一部
図３　五重塔のBIM（左）と３Dプリンタ模型（右）。BIMの可

能性を追求するために、木造建築にもトライしている。
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中心に移り、更なる情報伝達の効率化が図られ、
将来的には、BIMが図面と置き換わるものと考え
られる。

利用目的の明確化《施工》４

　大成建設におけるBIMの施工利用は2005年に開
始された。運用体制としては、施工部門全体の技
術を統括している建築本部技術部の技術計画室建
築生産（ICT）担当が主導で進めており、その下
でフィリピンにある子会社「TASPlan（タスプ
ラン）」がモデル作成を担当している。TASPlanに
は、設計、施工、積算の部門があり、大成建設の建
築部門の作図及びモデル作成の一部を担っている。
　施工での活用目的は「生産性」・「品質」・「コス
トの透明化」の向上である。この三つの目的のバラ
ンスが重要であり、各プロジェクトの特性・難易度
を鑑みて、目的を明確にすることが最も重要である。
　このように、当社設計・他社設計問わず、プロジェ
クトの特色に合わせて活用内容を選択している。
　主な活用内容は、施工計画、数量拾い、納まり
検討、デジタルモックアップである。
　施工計画では、クレーン配置などの仮設計画

（図4）から、時間、コストを含めた5Dでの検
討も進めている。数量拾いは、BIMモデルから施
工レベルの正確な数量を算出し、コスト管理を無
駄なく最適に進めている。納まり検討では、ファ
スナーなどの取り付けピース金物まで入力した詳
細なBIMモデルを作成し、施工性や取り付け手順

の検証を専門工事会社と連携しながら進めてい
る。デジタルモックアップでは、従来のモック
アップに替わって作成することで、よりスピー
ディに設計者やクライアントとの合意形成が可能
となった。
　最近では、設備サブコンのBIMが活発になり、
その設備BIMを利用した3Ｄ総合図も進んできて
いる。LOD300レベルでの意匠・構造・設備モデ
ルを重ね、整合・不整合チェックを行っている

（図5）。また、形状が複雑な建物においては、
LOD400以上のレベルでモデルを作成し、納まり
や施工性の検証を行うケースも増えてきている。
　現状における施工BIMは、利用目的を明確にし
たBIMを部分的に利用する「Part BIM」が主流
であるが、今後はフロントローディング型の

「Full BIM」で対応するプロジェクトを増やして
いき、施工BIMを中心とした3D施工図や施工管
理（工程・品質・安全・コスト）を進めていく予
定である。
　そのためには、ヒト（教育）、モノ（インフ
ラ）、そしてそれらを実行するコスト（予算）が
重要である。大成建設では、施工BIMの専門組織
を新設し、BIMの普及推進に取り組む予定である。
そして、施工BIMの拡大により、ワークスタイルの
変革を進め、生産性向上や品質向上を図っていく。

国交省の助成金を利用した開発
BIM-FM連携《FM》５

　大成建設では、FMにBIMを利用する取組みを、
早くから先駆的、積極的に行っている。元々、
CAFMも積極的に取り組んだ実績があり、ICT利
用の素地があったが、正直なところ、3次元の形

図４　BIMによる施工計画

図５　BIMによる３D総合図
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状がどこまで利用できるかは不明であった。
　まずは、2010年から技術開発部門である技術セ
ンターが中心となり、営業部門のFM計画室と設
計部門とが一緒に取り組み始めた。サンプルとし
て会社施設の3次元モデルを利用し、CAFMの
管理台帳と3次元形状を連携させた。
　建築部材、設備機器、什器などの個々の3次元
モデルとCAFM上で管理している施設情報を関
連づけ、ビューアを利用して、従来のCAFMで
は判断しづらかった建築部材、設備機器等の形状
や位置が3次元的に明確になるとともに、これら
の属性情報、資産情報等の建物の維持管理に必要
な情報を簡単に確認することができた。例えば、
家具や備品類の3次元形状をクリックすると、管
理情報が画面上に表示される。
　また、修繕計画の見える化も試みた。長期修繕
計画と3次元形状をリンクさせ、計画年度毎に色
分けを行い、誰が見ても分かりやすく表現してい
る。更に、工事履歴もリンクし、これまで行った
工事とこれからの工事をビジュアルで確認し、長
期修繕の全体方針の確認も可能となる（図6）。
　この研究開発の流れから、2011年には、国土交
通省の開発助成金（平成23年度建設技術研究開発
助成金採択研究課題[国交省]）を利用し、更なる
BIMとFMの連携を進めた。題材として、大成札
幌ビルのBIMを利用した（図7）。
　ここでは、国際会計基準も視野に入れた資産管
理連携機能を追加した。CAFMの資産管理と
BIMの連携機能や、設備配管の系統情報も3次元
形状に持たせ、ビジュアルで配管の系統が確認で
きる機能も開発した。

　このような取組みから、既存建物もBIMモデル
があれば、それを利用して新しいビジネスとなる
と感じられたが、課題も残った。設計BIMや施工
BIMは、一般的に詳細な形状であるためデータ量
も多く、工種の範囲も広いため、そのままでは
FMには使えないので、FM利用のための変換は
誰がやるのか、という問題である。

部門を超えたシームレスな流れ６

　個別最適の動きが進んでくると、当然、より多
くの関係者を巻き込みながらの自部門のメリット
を求めることになり、自然と他部門との繋がりを
探ることになる。
　設計部門から施工部門へより積極的に絡むこと
で、建物の品質を向上させ、自らの業務の効率化
へと繋がってくる。また、竣工後の管理運営サイ
ドからも、設計施工段階へ要望をすることでより
管理しやすいデータを受け取ることが可能とな
る。BIMは単独のプロセスでのロスの解消効果も
高いが、フェーズ間で運用されたときに更に大き
な成果を得ることが可能となる。
　この動きが会社全体としてシームレスにBIMを
繋げていくことになり、建物ライフサイクル全体
の品質向上に繋がっていく。
　ここからは、このシームレスな動きが始まった
事例の一部を紹介する。

設計と施工間のBIMモデル合意７

　より積極的に設計部門と施工部門が連携した例図６　CAFMと連携した修繕計画の見える化

図７　BIM-CAFM連携による資産管理
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として、あるプロジェクトで作成した「外壁情報
図」を紹介する。外壁の凹凸を色分けしたアクソ
メ図である（図8）。
　従来の図面では、複数の図面に情報が分散し読
み取りに時間を要していたものが、この新たな情
報図で正確かつ素早く伝えることができる。これ
は施工部門にメリットがあるのと同時に、設計部
門も施工図のチェックの手間を減らせるメリット
がある。BIMの属性情報をうまく利用することで、
このような整合した情報図が素早く正確に作成す
ることが可能になる。
　次の事例として、施工部門からのBIMモデルを
逆に設計部門で利用する例を紹介する。
　施工部門が作成した施工BIMモデルを設計部門
が受け取り、直接BIMモデルで設計情報が正確に
反映されているかを確認している。事前にBIMモ
デルで内容をチェックし合意することで、打合せ
時間も短縮に繋がる。BIMモデルで何度かやり取
りをして合意し、確定した後に図面で承認を行う
手順である（図9）。
　この合意サイクルは、コミュニケーションの深

化と言える。施工者は施工上の重要な部分につい
てより深く検討するようになり、手戻り防止や建
物品質の向上に繋がっていく。設計と施工のシー
ムレスなBIMで、互いがWIN-WINの関係になっ
ている。

FM関係者が施工へ参加８

　次に挙げる事例は、ある病院プロジェクトであ
る。このプロジェクトでは、設備サブコンがBIM
モデルを作成し、事前に3D干渉チェックを行って
的確な施工を進めていた。設備サブコン自身の手
戻りを減らすためである。更に、このプロジェク
トでは、当社の設備工事担当者がBIMで調整する
ことの重要性とメリットを理解していたため、直
接BIMモデルをプロジェクタで映しながら、工事
監理者も含めた関係者が一緒にチェックを行って
いた。その場で解決策を検討指示しながらBIMモ
デル合意することで、手戻りなく短工期の工事を
進めることができた。設備工事担当者のリーダー
シップにより、工事監理者も巻き込んだ施工者間
のシームレスなBIMが実現した（写真１）。
　このように作成されたBIMは、FMにとって不
可欠だが、施工段階の設備BIMは、当然ではある
が施工に必要な情報のみである。属性情報や現場
対応可能な部分は簡易に入力されていて、機器そ
のものは入っていない場合もあり不十分である。
　そこでこのプロジェクトでは、施工中のモデル
作成段階からFM関係者が参加し、FMを考慮し
たモデル及び情報の入力を依頼した。依頼内容は
施工BIM構築上でもさほどの負荷ではないため、

図８　外壁情報図の一部

図９　設計と施工間のBIMモデル合意 写真１　工事関係者とFM関係者が参加の調整会議
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情報を後付けすることなく、FM用BIMモデルの
作成を実現できた。施工図作成段階からFM関係
者が参画することで、施工とFMのシームレスな
連携が実現し、竣工時にはFM用BIMが完成して
いる状態になる（図10）。
　同時に、FMシステムとしては、運営管理者と
事前に必要な情報や仕様を検討した。管理に有効
なBIM-FMを提供することが可能となり、維持管
理BIMの現実的なイメージが絞れてきた。
　FM業界の全体の動きとしては、日本ファシリ
ティマネジメント協会でもBIMとFMの連携が研
究されており、2014年には「ファシリティマネ
ジャーのためのBIM活用ガイドブック」が発行さ
れ、より活発なFMの推進を目指している。

建物データベースとしてのBIM９

　これまでの建築生産プロセスは、関係者間の情
報伝達が図面で行われていたため、伝達するたび
に時間や情報のロス、コピーエラーを誘発してい
た。ゼネコンのように建物のライフサイクル全体
に関わる業態ではこの累積された潜在的なロスは
膨大なものと思われる。
　そこで、BIMというプラットフォームを使って
シームレスに情報を伝えて利用することが、手戻
りなどの無駄を減らし、建築そのものの品質向上

に繋がっていく。そして、万人が使える建物デー
タベースとして普及していくであろう。
　一方、BIMを進めていく上での課題もある。例
えば、設計フェーズにおけるBIMモデルの構築は
従来のプロセスと比較して初期の負荷が増える場
合がある。BIM導入時の負荷軽減や、全体として
のメリットを考慮したプロセスの変革を組織とし
て考えていく必要がある。
　また、共通のプラットフォームとして効力を発
揮するためには、それぞれの利用者に共通した属
性情報の定義も重要である。シームレスにBIMを
受け渡す場合も考慮し、そのためのルール・基準
作りが重要である。
　そして、使用者同士の積極的連携とリーダー
シップも重要なポイントである。
　2009年のBIM元年は建設業界としてセンセー
ショナルであり、欧米からの先進的な情報も多く
入ってきた。大成建設としては、様々な試行錯誤
を経て、ようやくBIMによる改革が始まっている
状況である。
　これからの大成建設は、会社全体として本格的
に始動し、設計から施工、FMまでのシームレス
なBIMが進むことを目指している。既存の手法に
こだわらず、世代交代を繰り返しながら、長期的
な視野を持って、日本に合った建設プロセスの改
革を進めていきたい。

図10　FM用BIM
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はじめに１

　前田建設は、設計、施工そして維持管理にわた
りICTやBIMの技術を活用して、私たちの業務を
効 率 的 に 進 め る 新 し い 建 築 生 産 シ ス テ ム

【TPMs®（ティーピーエムエス）－Total Process 
Management System】１の運用を2007年から始め
ている。
　【TPMs】による主な取組み目的は、次の２点
である。

①設計や施工段階のBIM化、施工管理のICT化
（写真１）により、作業所職員や専門工事会
社の工事担当者の生産性を向上させること

②施設管理のICT化・BIM化により、施設所有
者に対して、施設のライフサイクルコストの
低減を支援すること

　【TPMs】の構築を開始した当初は、タブレッ
ト端末やスマートフォンなどのような道具（ツー
ル）はまだ世になく、BIMは3次元CADと言わ
れていた。あれから10年余りが過ぎ近年ようやく
ICTやBIMの活用が、各種ツールの普及やイン
ターネット環境の整備などにより加速してきた。
　2015年3月には、一般社団法人日本建設業連合
会が「再生と進化に向けて―建設業の長期ビジョ
ン―」を策定し、10年後の建設需要に応えるため
には、90万人の新規雇用と生産性向上による省人
化35万人という目標を掲げた。
　私たちは、どのような業務にICTやBIMのツー
ルを活用できるのかを真剣に考え実践し、目標を
達成することが求められている。
　そこで、本稿では、施工段階のBIM（以下、施
工BIM）の考え方や取組み内容を紹介することで、
建設現場における生産性向上を考えていきたい。

前田建設の施工BIM２

２－１　BIMは施工段階から開始
　前田建設のBIMは、施工段階でBIMをどのよう
に活用するのか、をテーマとして2003年より本格
的に始まった。最終的には施工段階の実績を設計
業務に反映させることで、設計・施工段階の生産
性向上を目指そうとしていた。取組みのスタート
は、大規模再開発の鉄骨製作のための正確な座標
位置情報の取得だった（図１）。
　生産性の向上にBIMを活用することは、私たち

写真１　ICTを活用した施工管理

前田建設工業株式会社　建築事業本部　建築技術部　TPM推進グループ長　曽根　巨充

１　TPMsの詳細については、『建築コスト研究』№68（2010.1）参
照。
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の身の回りに氾濫する様々な情報を渋滞させるこ
となく、日常業務をスムーズに進行させる情報マ
ネジメント技術である、と言い換えることができ
る。そのため前田建設の施工BIMは、様々なツー
ルを作業の目的に合わせてアセンブルし、設計
者、作業所、そして専門工事会社の各担当者が自
分たちの仕事を楽にすることに繋がっている。
　以前からよく言われている「BIMで効果を出す
には、設計・施工・維持管理の一気通貫で活用す
る必要がある」との考え方は、あくまで理想論で
ある。実現させるには、法整備や建設業界での商
慣習などの見直しが必要不可欠と考えられ、すべ
ての物件において忠実に追い求める必要はない。
　設計段階のBIMモデルがあれば、後工程で効率
的になる部分があることは間違いないため、設計
者も施工BIMと連携する目的を明確にしてから、
今後は設計BIMに取り組む必要が出てくるであろ
う。現時点では、設計段階ですべての情報がBIM
化されていなくても、施工段階で使える部分があ
れば活用することでもよいと考えている。すべて
の施工BIMが、設計BIMとコンカレント（同時並
行で進行をする）に動くことはないのだ。
　施工BIMでは、工事着工前後からBIMを始めて
も効果が出ると考えている。作業所のBIM担当者
と専門工事会社のBIM窓口が作業の目的を共有
し、施工図や製作図の最新情報管理・調整や施工
手順の検討などに施工BIMを活用すれば、作業時

間の短縮などの効果が生まれやすい。
　施工段階の最新情報は、設計図ではなく施工図
や製作図に盛り込まれるため、作業所ではこれら
の情報マネジメントや課題解決を確実に実施する
ことが要求されているからである。

２－２　施工BIMの目的
　施工BIMは、作業所と専門工事会社がお互いに
取り組む内容を明確にしてから作業を始める必要
がある。具体的な目的は、以下のとおりである。
①施工図・製作図の調整業務の効率化：

　図面承認までの検討作業や修正作業などの工
数を削減。
②品質不具合の防止：

　無理な納まりなど、施工上の問題点を早期に
発見・解決。
③作業の安全性向上：

　作業員が作業する危険箇所の事前検討や作業
手順の周知。

　①～③に取り組むことにより、結果として作業
所全体での逸失利益（不具合などで得られなく
なった利益）を低減させることに繋がる。
　BIMによる最大の利点は、これから生み出され

図１　鉄骨製作図のチェックを効率化するために3次元CADの
活用を始める。

写真２　従来の施工図検討では、担当者が頭の中で２次元図面か
ら空間を組み立てる。

図２　施工BIMによる検討では課題が一目瞭然

施工図・製作図の調整業務を効率化する施工BIM
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る空間が仮想空間上で立体として「見える化」さ
れることだ。例えば、従来の施工図検討では、写
真２で見られるように、各担当者が自分の頭の中
だけで２次元図面を見ながら空間を組み立ててい
た。
　BIMになると図２のように、仮想空間上で検討
課題が直感的に把握できるようになる。各担当者
は、時間をかけて何百枚の２次元図面を理解しな
くてもBIMにより図面量と同等な空間情報を瞬時
に関係者間で共有し、課題の解決が容易になる。
　施工BIMにより効率化できない理由がない。

施工BIMの事例３

３－１　建物概要
　今回、施工BIMに取り組んだ新築工事は、Ｓ造
地上8階の一般事務所ビルである。設計は従来型
の２次元設計だったため、工事が始まる直前から
施工BIMに取り組むことになった。延床面積は約
3,500㎡である。

３－２　取組みの内容
　杭の工事は必要であったが地下階が無いため、
地上階の施工検討や製作図面の検討を短期間で効
率的に実施する必要があった。そこで、建物全体
の施工BIMに取り組むことになった（図3）。

　作業所にてBIMを統合した工種は以下のとおり
である。

①建築（作業所にて作成）
②鉄骨FAB
③鉄骨階段FAB
④電気設備
⑤空調衛生設備
⑥昇降機械設備
⑦外装ACW
⑧SD・シャッター

　専門工事会社の多くは、自社内のみで3次元化
には取り組んでいた。しかし、ゼネコン側とBIM
モデルを連携するのは、鉄骨FAB以外はすべて
初めてだった。そのため、専門工事会社のBIM窓
口の方々には、施工BIMの良い点、改善点などを
把握してもらうことも取組み目的の一つとした。
　作業所内の施工図チェック体制は、通常の施
工図工１名と施工図スキルがあり、BIMに対応が
できる施工図工１名を配属した。BIMツールは
ArchiCAD、Solibri Model Checker、Buzzsaw

（webによる情報共有ツール）を準備した。また、
統合したBIMを閲覧できる無償ビューワも配布し
た。

３－３　作業の進め方
　実際に施工BIMを進める手順は、概ね以下のと
おりとした。

①目的の設定
②作業計画書の立案（専門工事会社との連携）
③キックオフ会議の開催
④BIM調整会議の開催
⑤フォローアップ会議の開催
①目的の設定
　施工BIMの開始から鉄骨図面の承認までの期間
が3ヵ月と短かったこともあり、取組みの主な目
的は「鉄骨図承認までに各社から提出していただ
いた製作図BIMを作業所で統合して、鉄骨製作に
関連する最低限の干渉確認を行う。その結果を２
次元図面に反映させ、図面調整作業を楽にするこ
と」とした。統合された製作図レベルのBIMは、図3　統合されたBIM（建物全体）
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鉄骨製作図の調整以降も、順次承認工程がある各
種製作図の検討に活用するため更新を続けた。
　作業所では施工BIMに初めて取組むこともあ
り、作業所長、施工図担当者とは事前に取組み内
容のすり合わせを綿密に行った（写真3）。

②作業計画書の立案
　施工BIMを成功に導く最大のポイントは、作業
所長が「この現場はBIMでまとめる！」と方針を
出すことである。作業所で流通する図面関連の情
報は、BIMをスタートとした運用が望まれるから
だ。その方針を出せるのは所長しかいない。作業
所長から専門工事会社に取組みの目的を伝えても
らうことで、お互いにメリットのある方法を見つ
けるインセンティブも働くと思われる。
　作業所で作成した施工図工程表を基本として

「作業計画書」を作成する。「作業計画書」には、
施工BIMの具体的な目的、作業工程、担当者、連
絡先、使用するBIMツール、データ連携形式など
を一覧にしてまとめた。
　本作業所では、作業所長が専門工事会社へ取組
み内容や作業工程の指示などを行うBIM担当者に
なると同時に「作業計画書」の作成も行った。
　キックオフ会議を12月に開催し、第１回のBIM
調整会議を１月中頃とし、3月上旬までには鉄骨
図面に関連する工種の図面調整を完了させる作業
計画とした。
③キックオフ会議の開催
　「作業計画書」を作成した後は、施工BIMに関
係する作業所のBIM担当者、設計者、専門工事会
社のBIM窓口の方々を一同に集めて取組みの説明
会を実施した。専門工事会社はすべての工種（7

社17名）が参加した。ゼネコンは作業所、本支店
支援部門（5名）が参加し、設計者（２名）も同
席した（写真４）。

　キックオフ会議で必ず説明する項目は、作業目
的、作業工程、各社が作成するBIMモデルの範
囲、最新版のBIMモデルの共有方法などである。
Ｓ造の物件を施工BIMで始める場合のポイント
は、鉄骨FABから提供される鉄骨架構の製作図
BIMが、どのタイミングで提供されるかである。
そのため、施工BIMに取り組む前には鉄骨FAB
の図面やBIMの作成体制を聞き取り、問題ないこ
とを確認している。
④BIM調整会議の開催
　２次元の図面に移行する前にBIM調整会議を　
3回開催し、各専門工事会社からの要求を確認し
ながら調整作業を実施した（写真5）。

　調整会議前には作業所で統合したBIMと干渉確
認項目をリスト化した。会議前に打ち合わせ内容
を各社で情報共有することにより、各社の要求項
目が事前に整理される結果となった（写真６）。

写真3　作業所長と具体的に取組み内容を打合せ

写真４　キックオフ会議の開催状況

写真５　BIM調整会議の開催状況

施工図・製作図の調整業務を効率化する施工BIM
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　調整会議の参加者は、鉄骨製作に関連する工種
のBIM窓口、作業所長、BIM担当者である。各社
が一同に集まることで、全体の課題点をその場で
結論を出すことが容易になり、スムーズに図面作
成に移ることができたと思われる。
　調整会議では、作業所長がBIMを見ながら検討
課題を先送りせず、その場で方針を決定できたこ
とも効率化できた一因である。最終的な承認は
２次元図面で行い、その直前までの調整をBIMで
行うことは「BIMモデル合意」と呼ばれている。
　BIMモデルを中心とした施工図や製作図の調整
を行うことで、図４に提示したような効果が生ま
れることが確認できた。

　施工図・製作図の承認を設計者・監理者から受
領するには、承認予定日の約２ヵ月前には整えて
提出するのが一般的である。承認に至るまでに
は、設計者側の社内チェックなどがあり、提出後
も何度も図面を訂正する場合が多く見られる。
　施工BIMの「BIMモデル合意」では、関連する
工種の担当者と方針の最終決定ができる作業所長
がBIM調整会議に参画する。BIMモデルを中心と
して早い段階からお互いに課題点が共有できれ
ば、後から課題点に気付くことが低減され、検討
期間や設計者の図面承認期間の短縮に繋がる。調
整会議に設計者も参画することで、課題点の解決
が早まる項目も多い。また、検討課題によって
は、関係者が全員参加しなくても関連する工種の
担当者だけが参加するミニ調整会議を作業所内で
都度開催し、細かい部分の調整もできた。
⑤フォローアップ会議の開催
　鉄骨関連の図面調整がヤマを越えた3月末に再
度、施工BIMに関連した方々に集まっていただ
き、取組みの総括を行った。
　取組み結果の評価は、Ｑ（品質）／Ｃ（コスト）
／Ｄ（工程）／Ｓ（安全）／Ｅ（環境）の5項目

写真６　干渉確認のリスト

図４　施工BIMによる図面承認フロー
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で行っている。評価をするのは、作業所や専門工
事会社である。図5に作業所長の評価を示す。

　施工BIMの効果が大きい項目は、品質と工程と
いう結果であった。担当者間でBIMを共有するこ
とにより、BIMで納まっていれば現場も納まると
いう安心感が高かったようだ。
　作業工程に関しても、図面検討の早い段階より
鉄骨FABのBIMモデルを中心として検討を進め
たため、精度の高いBIMにより課題検討ができ
た。短い作業期間内で鉄骨図の承認がスムーズに
進むことに繋がった。
　これらの効果は、施工BIMの取組みだけでな
く、大きな設計変更や図面間の食い違いによる設
計者への確認作業が少なかったことなども要因の
一つと言えるだろう。

施工BIMの課題と展開４

　今回は作業時間の関係で鉄骨FABのBIMモデ
ル作成後、同時進行で各社がBIMモデルを作成し
た。本来の進め方は、ゼネコン側で鉄骨FABの
BIMモデルを先行して確定させる。これを基に設
備、外装、鉄骨の２次部材等の検討をできるよう
にするのが作業手順としては望ましい。
　干渉確認のリストでは設備間で調整すれば解決
できる項目が多く見られた。今後は、機械設備と
電気設備間で事前に作業方針を決めてからBIMの

入力を進める必要がある。
　施工BIMは本稿で紹介した施工図や製作図に関
する取組みがすべてではない。BIMモデルを活用
して、例えば、積算数量の算出、施工シミュレー
ションや工場での部材製造連携などが挙げられ
る。今後はBIMを活用した作業員への指示、各種
検査や墨出し作業などへの適用が期待され、設計
が中心であったBIMが、施工現場での必要不可欠
なツールの一つになるであろう。

おわりに５

　施工BIMによる施工図・製作図の「見える化」
は、図面承認までの異工種間の調整に有効である
ことが確認できた。
　今後、フィールド（現場）でのタブレット端末
などのスマートデバイスの普及によりBIMを持ち
歩けるようになると、さらに現場における施工
BIMの活用場面が増えると思われる（写真7）。

　建設業は経験工学が重要な産業の一つである。
いくらICTやBIMが普及しても、技術者のスキル

（技術）が必要である。そのため、今後も技術と
道具を組み合わせることでBIMの活用を考えてい
きたい。

図５　施工BIMの取組み評価

写真７　タブレット端末で見る施工BIM

施工図・製作図の調整業務を効率化する施工BIM
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はじめに１

　BIM（Building Information Modeling）は、施
工段階の生産性を向上する技術として、近年実用
化が進んでいる。特に、BIMモデル承認とBIMモ
デル合意は、施工段階における施工図・製作図の
作成業務を効率化できる手法として注目されてい
る。本稿では、複雑な外壁形状を持つ美術館の新
築工事に、これらの承認プロセスを適用した事例
を紹介する。

BIMモデル承認とBIMモデル合意２

　設計者が作成した設計図書に基づき、元請は施
工図を作成し、専門工事会社は製作図を作成す
る。このプロセスを本稿では生産設計と呼ぶ。製
作図には、部品または部材の製造に関わる情報に

加え、元請や他の専門工事会社が製作する部分との
取合いの合理性（以下、「納まり」）を明示する。施
工図は、各製作図間の納まり調整の結果を反映し、
具体的な施工方法が考慮されている。このため生産
設計は、施工者が契約した工期と工事費で施工を実
現するために必要な作業と位置づけられている。
　正確には発注者との契約や設計者・監理者との
役割分担によって異なるが、一般に施工図と製作
図は設計者・発注者の承認を経て、施工及び製作
に着手できる。現在、ほぼすべての施工図・製作
図がCADで作成され電子化されているが、承認
には印刷した紙図面への押印が必要である。
　従来のプロセスを変えずにBIMを適用しようと
すると、2次元図面の作成に加えてBIMモデルも
制作することになり、元請と専門工事会社の負担
は増加する。そこで、一般社団法人日本建設業連
合会（以下、「日建連」）のBIM専門部会では、BIM
を用いた次の承認プロセスを推奨している１）。

株式会社大林組　技術研究所生産技術研究部　上席研究員　金子　智弥

図１　概観パース
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１）BIMモデル承認：2次元図面を用いずに
BIMモデルだけで承認する。

2）BIMモデル合意：合意形成までをBIMモデ
ルで行い、承認には2次元図面を用いる。

　前者の方が効率化効果は大きいが、後者の方が
比較的導入しやすい。また、承認プロセスの変更
には、発注者と設計者の理解も必要である。今
後、適用事例を積み重ねることによって、普及が
進むと思われる。

工事概要３

　図１に示すように、複雑な外壁形状を持つ美術
館の新築工事に、BIMモデル承認とBIMモデル合
意を適用した。工事概要は表１のとおりである。
エレベータを含む設備工事と展示工事は、別途発
注である。

外装の形状・外観のBIMモデル承認４

　図2は、設計者から提供された外観形状モデル
である。モデル上には、外装の形状を決定する主
要な頂点の座標が示されている。
　当社の生産設計担当者は、施工上の観点から外
観形状モデルの調整を行った。調整によってモデ
ルの頂点が移動すると、外装面に歪みや隙間が生
じる場合がある。図3は、歪みが生じた部位をグ
ラデーションで示したものである。このような部

位がなくなるまで、再度頂点を修正した。
　図4は、主要頂点の座標を外観形状モデルから
抽出し、調整前後で比較したものである。これに
よって設計者は、調整が必要最小限の範囲である
ことを確認した。その結果、外装の形状・外観に
ついては2次元図面を制作することなく、BIMモ
デル承認を行えた。

表１　工事概要

工 事 名 称 すみだ北斎美術館新築工事

建 物 用 途 美術館

発 注 者 墨田区

設計・監理 妹島和世建築設計事務所

構 造 設 計 佐々木睦朗構造計画研究所

施 工 大林組・東武谷内田JV

建 築 面 積 699.67㎡

延 床 面 積 3280.38㎡

構 造 種 別 RC造、一部S造

規 模 地上4階/地下１階

図2　外観形状モデルの主要頂点

図3　調整によって発生した歪みや隙間の除去

図4　外観形状モデルの主要頂点座標リスト
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躯体モデルと外装モデルの
BIMモデル合意５

　生産設計担当者は、構造設計者から提供された
構造設計データをもとに躯体モデルを制作し、外
観形状モデルとの干渉を確認した（図5）。干渉
が生じた箇所については外観形状モデルを優先し
て構造モデルを修正し、修正箇所の節点データを
構造設計者にフィードバックして変更が許容範囲
内であることを確認した。
　外装モデルについては、外観形状モデルに基づ
いてアルミパネルとカーテンウォールを担当する
専門工事会社がそれぞれ製作した。生産設計担当
者は、これらのモデルを躯体モデルと重ね合わ

せ、納まり確認を行った（図6）。
　図7は、調整前の2次元図面に調整後の躯体モ
デルや外装モデルを重ね合わせたものである。調
整による差異が明確になっていることが分かる。
設計者・生産設計担当者・専門工事会社は、BIM
モデルに基づいて変更箇所について合意し、これ
に基づいて施工図・製作図を作成、承認した。

図5　外観形状モデルに対する躯体モデルの干渉確認と修正

黄色の柱、梁位置まで
下げないと干渉は回避
できない

矢視図の三角壁の角
度では１階アルミパ
ネル上部と干渉する

図6　外装アルミパネルの納まり確認

図7　外装モデルに対する躯体モデルの干渉確認と修正

1SLレベル（1FL-450）で、
躯体図壁位置と仕上アルミパ
ネルから150バックさせた壁
位置に差がある
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BIMモデル承認・BIMモデル合意の
効果６

　竣工した美術館の外観を写真１に示す。
　このプロジェクトでは、外観形状のBIMモデル
承認と、躯体モデル・外装モデルのBIMモデル合
意によって、生産設計担当者と専門工事会社にお
ける2次元図面作成業務を効率化できた。その要
因は次の通りである。

１）関係者が使用するBIMツールを、設計者が
使用したRhinocerosに統一した。

2）設計者・生産設計者・専門工事会社全員が
集まってBIMモデル確認会を実施し、BIMモ
デルによる合意形成を迅速化できた。

　BIMモデル確認会の状況を写真2に示す。BIM
の3次元表示や干渉確認機能は、施工図・製作図
の整合性確保に有効である。しかし、その効果を
高めるためには、関係者が一堂に会して課題を共
有し、その対策について責任ある決定を促進する
ことが重要である。

まとめ７

　複雑な外壁形状を持つ美術館の新築工事におけ
るBIMモデル承認とBIMモデル合意の事例を紹介
した。このプロジェクトでは別途発注だったた
め、設備工事との連携ができなかったが、今後は
より多くの工種とBIMによる連携をすすめたい。

写真１　施工写真

写真2　BIMモデル確認会の状況

設計事務所 生産設計担当者

設計事務所 カーテンウォール

（参考文献）
１）金子・染谷他，「施工段階におけるBIMモデル合意の研究その

１～2」建築学会大会、2015.9
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はじめに１

　 ト ヨ タ 生 産 方 式（TPS：Toyota Production 
System）が日本国内において、重視され始めたの
はバブル崩壊後のことになります。バブル崩壊後
の低成長経済の中でも、トヨタの業績は他社に比
べて相対的に高く、不況に対する抵抗力が高いと
認識されたからです（参考：2015年度トヨタの利
益率10.1％、VW6.3％、GM4.3％）。近年では、製
造業だけではなく物流業・小売業・情報業にも幅
広く適用され、TPSはトヨタ方式（TS：Toyota 
System）の他にJIT（ジット）やLean（リーン）
と呼ばれて活用されています。また、海外におい
ても多くの研究や適用が行われております。
　海外で注目されるようになったのは、1980年代
にマサチューセッツ工科大学が日本の自動車産業、
特にTPSを研究して体系化・一般化した「リーン・
プロダクション（LP：Lean Production）」による
影響が大きいと言われています。1990年代にフィ
ンランド国立技術研究センター及びスタンフォー
ド大学から建築業向けTPSの研究成果として

「 リ ー ン・ コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン（LC：Lean 
Construction）」が発表されました。1993年に最初
のLC国際会議が開催され、日本にも紹介されるに
至っています。残念ながら、これまでは日本で導
入・適用されて普及している状況にはありません。
　しかし、最近になって注目される研究成果が日本
でも発表されています。例えば、芝浦工業大学の志

手一哉氏は「アメリカ建築産業におけるTPSとBIM
（2015.11.26）」において次のように発表しています。
　「サンフランシスコでメディカル関連２社と建築

プロジェクトの意見交換をする機会を得た。ここで

驚いたことは、両社のプロジェクトマネージャーか

ら飛び出した次の言葉である。「TPSを知っている

か？」彼らは、TPSを倣ったリーンコンストラク

ションを実践し、そのツールとして「大部屋（Big 

Room）」を強調する……。」

　また、建築ジャーナリストの樋口一希氏は建設
工業新聞連載の「BIMの課題と可能性（2016.2.25）」
において、LC、TPSそしてBIMとの親和性につい
て論じておられます。TPSは自動車のモノづくり
システムと思われがちですが、モノの流れと同様
に情報の流れも重要なモノとして扱っています。
したがって、製造業ばかりではなく、他産業にお
いても適用可能なのです。もちろんBIM等の情報
化の進む建設生産システムとも親和性が高いと考
えられます。「第６回基礎ぐい工事問題に関する
対策委員会」では、委員からの発言の一つとし
て、次のような意見が出ています。
　「今回の事案では、現場の実態や建築業が抱える

構造的な問題が明らかになった。重層下請構造の実

態把握等を進めつつ、将来に向けた検討が必要であ

る。欧州ではLCという取組みが行われている。

リーンコンストラクションにはスリム、引き締まっ

た状態との意味がある。日本の建築業においても、

人口が減少していく中でも安心してものづくりに取

り組める新しい生産方式を作っていく必要がある。」

　重田　精一郎株式会社ディベロップメントデザイン
代表取締役 　﨑山　克彦建栄サービス株式会社

専務取締役
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トヨタ生産方式TPSについて２

①TPSの２本の柱「Just In Time」と「自働化」
　TPSは、「Just In Time」（モノと情報は常に一
緒）と「自働化」（不具合が起きれば勝手に停ま
る）が２本の柱になります。TPSの基礎教育にお
ける例えとして使われるのは、「車輪はJITと自
働化でできており、両者が一体となった時には回
転して前に進むが、何方が欠けても回転して前に
は進むことができない」です。JITは「かんばん」
に代表される情報を意味しており、自働化は「ポ
カヨケ１」に代表される仕組みを意味しています。

②TPSのベース
　TPSが従来からあるIE（Industrial Engineering：生
産工学）とどこが違うのかと言えば、IEの「モノ・人・
金」に情報を加えて、「モノ・人・金・情報のすべて
がタイミングにより成立する」としたことです。これ
をTPSの基礎教育では、「部品がなければ製品は作れ
ないが、製品を作らない時に部品があってもムダなだ
け」「稼働日の工場に作業者が居なければ製品は作れ
ないが、休日の工場に作業者が居てもムダなだけ」

「製品を作る時に部品の購入にお金は必要だが、製品
を作らないのであればムダなだけ」そして「製品を作
る時に（いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どの
ように）の情報がなければムダが必ず出てしまう」と
教えて、「必要な時に、必要な場所で、必要な人材が、
必要なモノを、必要なだけ、決められた方法で造る・
運ぶ」をTPSのベースとしています。

③TPSの特徴「皆が見ている見える化」
　TPSの特徴は「見える化」にあります。見える
化はビジュアル化だと言われることがあります
が、これは指示系（５Ｗ１Ｈ）だけを表すのであ
れば、確かに的を射たものです。しかし、見える
化には管理系（自働化）の面もあります。そし
て、管理系と指示系を合わせて初めて見える化が
機能します。管理系・指示系というと情報システ
ムを連想しますが、トヨタ情報システム（TIS：
Toyota Information System）も管理系と指示系
で構築され、何方が故障しても片方が補う冗長系
のシステムになっています。TISではPLM（Product 
Lifecycle Management）が構築されていて、最上
位に部品表システムがあります（図３）。
　先に述べた見える化の管理系は突き詰めれば不
具合対策に行き着きます。TPSでは「不具合が起
きれば勝手に停まる」ように仕組みができていま
すが、それだけでは自働化には不十分で、「必ず
対策をとる・再び不具合を起こさない：歯止め」
が不可欠になります。
　そのためには、関係部署（関係者）すべてが必
ず目にする「皆が見ている見える化」の仕組みが
必要になり、その見える化の仕組みは「帳票シス
テム」になります。帳票は帳簿や伝票のように決
め ら れ た 書 式 の 書 類 の 総 称 で、 現 在 で は3D 
Excel-XVL２帳票の形でインターネットを介した
双方向の情報システムが構築されて、皆が見てい
ることが「必ず対策をとる・再び不具合を起こさ
ない：歯止め」になり見える化が完結されます。

自働化JIT

車輪はJITと自働化が組合わさり回転
図１　TPSの２本の柱

１　誤品は治具にセットできない、欠品は治具が起動しない簡単な
仕組み。

人•モノ•金•情報はタイミングがベース

モノ 人 金 情報

時

図２　TPSのベース

２　国内唯一の3DCADデータ圧縮フォーマット。
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④TPSの主な手法と実績
　TPSには用途に応じた多種多様な手法がありま
す。トヨタの工場では多車種混合生産を採用して
います。生産ラインの電子かんばんのデータ「単
品管理」から、車種間での実工数（作業＋運搬＋
前段取り）と生産台数のバランスを割り出して、車
種別に生産ライン投入のタイミングを調整すること
により、作業工程（作業者）間の工数バランスをと
る平準化を行い、高い作業負荷が特定の作業工程

（作業者）に偏らないようにして効率化を図ります。
　製造業以外の産業でも単品管理で収集したデー
タの分析結果から、例えば、曜日や時間帯におけ
るムダのない最適品揃えを予測して、商品の製

造・運搬・販売の計画を平準化することで、在庫
をなくしたモノ・人・金・情報の効率的な運用を
可能にします。
　初期のTPSは製造業中心のシステムでしたがバ
ブル崩壊後に製造業だけではなく、一つひとつの
部品に５Ｗ１Ｈの情報を付加して得られるフィー
ドバック情報を分析・管理する「単品管理（バー
コードを使ったIoT）」及び、決められた日時に
一回の配送で数ヵ所から部品を調達して数ヵ所に
供給する「定時多回混載運搬」はスーパーマー
ケット・コンビニエンスストア・宅配便・郵便等・
小売・卸業等に採用されて、単品管理と定時多回

協力会
社向
CLOUD

［部品表システム］

調査 廃却
リサイクル

着工指示

Tablet

XVL変換

EWS

協力会社
向CLOUD

PC

企画開発 生産準備 調達管理 販売保守

Server

1. 全ての情報は部品表システムを経由
2. WS•PCにXVL Studio搭載
3. モックアップ等検討業務はXVLで実施
4. 帳票は全て3D EXCEL-XVL帳票を使用
5. Tabletに3D XVLビューア搭載（無料）

：3D EXCEL-XVL帳票
：3D XVLデータ
：3D CADデータ
：不具合変更依頼書
：設計変更指示書

部品表システムに直接リンク

Server

EWS

PC PC PC PC PC

PC
PC PC PC

PC

TabletTabletTablet

Server Server Server Server Server

XVL変換

図３　PLM-情報システム―部品表にリンク

［現場タブレット］

［生産準備パソコン］

［品質パソコン］

［開発パソコン］

［工場管理パソコン］

［他部署］

③
不

具
合

対
策

①不具合情報

②
対

策
案

図４　帳票システム：皆が見ていることが歯止め

倉庫２
品物２搭載 倉庫１

品物１搭載

商店１
品物１.２供給

商店２
品物１.２供給

運送会社

図５　定時多回混載運搬
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混載運搬の両手法が相乗効果を生み出し、効率的
な調達・運搬・販売システムを構築して、企業利
益率の向上・規模の拡大に貢献しているのは周知の
とおりです。トヨタの原価低減は何かと問われる
と、まず始めに「改善」を思い浮かべますが、実は

「効率化」の方が原価低減に大きく貢献しています。

最新の新車開発PLMシステム
について３

　 製 品 の 開 発 に お い て は、SE（Simultaneous 
Engineering）手法を、更に3DExcel-XVL帳票を
採用しています。
　SEとFL（Front Loading）は混同されて使わ
れてしまう場合がありますが、トヨタでは単なる
開発業務の前出しスタートではなく、必要なタイ
ミングで開発業務を前出しスタートする「同期ス
タート」の意味からSEという言葉を使っていま
す。同期とは、最終完成品工程から逆算（不良品
は０）したタイミングで部品生産を開始する「同
期生産」から出ています。完成品の開発期間を短

縮した場合、部品の開発期間も短縮しなければな
りませんが、開発中に発生する不具合改修期間も
短縮しなければなりません。その対策として、過
去の開発不具合の再発を防ぐために、デザインイ
ン・デザインレビューを前出しして他の開発工程
との擦り合わせをする必要があります。擦り合わ
せすることにより、企画段階で重複する不具合対
策（ムダ）をなくして、開発期間の短縮と技術者
の効率的な活用を可能にします。

［SE効果―実績］
　SEが確立される前には自動車の生産準備期間
は１年半程かかっていました。SE実施後にはす
べての開発に当てはまるわけではありませんが、
多くの開発プロジェクトで開発期間が１年未満に
短縮される実績が出ています。最近では、SEに
3D Excel-XVL帳票を採用することにより、多く
のプロジェクトで開発期間を半年程度に短縮でき
ています。3DCADをXVLに変換することにより
3Dモデルを軽量（１/100程度）化することがで
き、XVLに付属する機能でモックアップ・干渉
チェック等の解析も短期（１/10程度）でできる
ようになり、後工程において発生するであろう不
具合の芽を事前に摘み取り、開発プロジェクトの
技術員数と開発期間をXVL導入前に比べて半分
程度に効率化できるようになりました。社内他部
署及び部品メーカーのデザインイン・デザインレ
ビュー時期の前出しとリアルタイムフィードバッ
ク機能を活用することにより事前検討が効率化さ
れ、決められた期間内に事前検討する対象も増や
せることで、開発・生産準備におけるFLの比率
が質量ともに増すことに繋がりました。また、以
前は高額な「エンジニアリングワークステーショ
ン＋解析ソフトウェア」を使わなければできな
かった解析が、3Dモデルが軽量化されることで

「一般のパソコン＋XVL付属ソフトウェア」で十
分対応できるようになり原価低減にも繋がってい
ます。

A
商
品

(時間)

人材計画

定時運搬

在庫

生産

調達

B
商
品

C
商
品

(適正在庫数）

(平準化生産）

(平準化調達）

(適正運搬数）

(適正配置）

単品管理情報 → 事前平準化計画

図６　平準化

（
工
数
）

（期間）

［開発］ ［生産準備］

従来

SE後

EXCEL-XVL導入後

FLFL
FL

事前検討工数増•期間前出

図７　SEの効果・3D Excel-XVL帳票の効果概要

新車開発最新PLMシステムの建築BIM―FM共用システムへの展開

建築コスト研究　No.95　2016.10　　59



建築生産システムへの適用について４

　日本の建築業に係る人にTPSの話をすると「建
築は製造業ではないので、TPSは建築には合わな
い」と言われることがあります。Excel-XVLを採
用した最新のPLMを、建築に適合させた改修を
して「BIM-FM共用システム」を開発しました。
これをベースにLCを構築することにより、製造
業と同様にTPSの成果を得ることができます。

①IFC形式と相性
　国土交通省官庁営繕部が「官庁営繕事業におけ
るBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライ
ン」（BIMガイドライン）をとりまとめ、平成26
年３月19日に公表しました。
　その中のBIMソフトウェアの解説で、「各分野で

作成したBIMモデルの統合やBIMモデルの後の段階での

利用を円滑に進めるためには、各分野で使用するBIMソ

フトウェアは互換性があるものとする必要がある。BIM

ガイドラインにおいては、BIMモデルを成果物とする場

合はIFC形式のファイルとオリジナルファイルとするこ

とを基本としていることから、BIMモデルを成果物とす

る場合は、各分野で使用するBIMソフトウェアはいずれ

もIFC形式のファイルを入出力できるものとする必要が

ある。」とされています。

　BIMデータはIFCに対応しているので、IFC対
応のXVLとは相性が良いのですが、肝心のBIM
用CADのIFC対応が不十分（位置属性）なため、
IFC変換後に部品の位置ズレ（接合部でのズレが
多い）が発生します。IFC→XVL変換後に簡単な
操作で位置修正できる機能がXVLにはついてい
ます。IFCの互換性については「IAI日本構造分
科会―IFC互換性検証 2014.5.16」で詳しく分析さ
れています。設計・施工分離は現行のBIM情報シ
ステムに「情報の一方通行」の不具合を持たせて
います（図８）。
　BIM-FM共用システムは自律完結するシステム
になっています。IFCデータの3Dモデルだけでは
なく3Dモデルの属性情報も同時に引き継ぐことが
できます。データ解析やシミュレーション分析で
検出した不具合情報は、フィードバック機能によ
り意匠設計データベースに反映されます。フィー
ドバックされた不具合データ（Excel-XVL）は意
匠設計パソコン搭載のExcelでも閲覧保存ができ
ます。意匠設計データベースからの意匠設計変更
情報（IFC：モデル＋属性）は、XVL変換時に
BIM-FM共用システムの設計変更管理機能により、
自動的に旧データ（モデル＋属性）に反映されて
管理されます。Excel-XVL帳票上データはリンク
しているので、すべての帳票上の旧データも意匠
設計変更情報が自動で反映されます（図９）。

BIM対応
3D CAD

BIM対応
3D CAD

BIM対応
3D CAD

：EXCEL仕様書•カタログ
：3D BIMデータ
：3D CADデータ
：2D CADデータ
：紙図面

1.全ての工程が独立したノウハウを持つ
2.意匠図に基づきて施工図作成（意匠→施工）
3.施工図を2D化又は紙図面（施工→現場）
4.工程間の不具合フィードバック機能不備
5.工程間のチェックの仕組不備

設備
企画意匠

Server

EWS

PC

施工計画
工事現場

Tablet 紙図面

FM

Tablet 紙図面

一方通行

ServerServer

EWS
PC

PC PC

PC PC PC PC PC

図８　BIM-情報システム―情報一方通行

特集　IT系から見た建築生産システムの現状と課題

60　　建築コスト研究　No.95　2016.10



②Excelの機能と3Dモデルの操作
　Excel-XVL帳票ではExcelシート上に3DXVLエ
リアを設けて、Excelの機能と3Dモデルの操作を
共存させます。従来使っていたExcel帳票のイラ

ストを3Dモデルに置き換えるだけではなく、3D
モデルの属性データもCSV経由で抽出・活用する
機能も備えています。例えば、使用している建具
表のポンチ絵を3Dモデルに置き換えて3D建具表

（3D操作可能）にすることができますし、3Dモデ
ルの属性もCSVで抽出して指定したセルに表示
することもできます。3Dモデルは設計変更管理
機能により常に最新データが表示されます。3D
モデルにモックアップや干渉チェック結果を表示
することもできますので、3D建具表を幅広い用
途に使用することも可能です。Excel-XVL帳票上
の3Dモデルは3DCADソフトがなくとも、Excel
だけで回転、移動、拡大縮小、ウォークスルー等
の3D操作ができます。また、Excelのないタブレッ
トでも無料ビューアを搭載すれば閲覧は可能です。

：3D EXCEL-XVL帳票
：設計変更指示書
：不具合連絡書 兼 設計変更依頼書
：3D XVL モデルデータ

XVL Software
BIM対応
3D CAD

〔企画•意匠〕

PC PC PC

EWS

Tablet

XVL無料Viewer

〔FM〕

PC

Tablet

XVL無料Viewer

〔現場工事〕

PC

〔設備〕

PC

BIM対応
3D CAD

XVL Software
BIM対応
3D CAD

〔施工計画•管理〕

PC PC PC

EWS

3DEXCEL-XVL帳票

図９　BIM-FM共用システム―情報双方向

フィードバック

IFC

EWS

XVL

Tablet
PC

XVL Software
EXCEL
無料ビューア

BIM-3DCAD
EXCEL

自律完結

IFCモデルデータ

PCXVL変換

＊自律完結：入力品質検証→全て自己責任管理→出力品質保証

図10　BIM用3DCADのIFC及びXVL変換

形状変更

(追加)

(削除)

設計変更前 設計変更後

図11　設計変更管理画面―例
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③設備モデルとの干渉、モックアップ検討
　意匠モデル作成後に行う設備モデルとの干渉
チェックは多くの工数とノウハウが必要でした
が、XVLの干渉（隙）チェック機能を使うこと
で、解析時間が短縮（１/10程度）でき、技術員
の効率的活用と期間内の解析業務対象の拡充が可

能になります（図13）。
　部品名称や部品フロー等文章で書き表さ
れる属性を抽出して指定セルに表示できる
だけではなく、3DXVLエリアでは部品フ
ローに連携したモックアップ（アニメー
ション）を表示して、施工手順及び組付品
質の検討を行い、不具合があればその場で
部品フローの順番を替えて、再度モック
アップ検討することで最適な工程設計が完
成します（図14）。

　 建 築 物 を 販 売 し た 後 の 施 設 管 理（FM：
Facilities Management）についてもExcel-XVL
帳票システムを使うことで、前工程と同様にデー
タの共用だけではなく、マクロ機能を使っての自
動化も図れます。

重要

重要

重要

重要

重要

干
渉

干
渉

干
渉

干
渉

干
渉

図12　CSVデータ抽出画面―例：建具表

パート１ パート２ID 状況 値 マーカー位置

図13　干渉チェック画面―例

施工手順書

図14　モックアップ画面―例：施工手順書
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④プロジェクト間の情報共有
　終了したプロジェクトと新たに始まるプロジェ
クト間の情報共有について解説します。終了した
プロジェクトと新たに始まるプロジェクト間の情
報共有ついては、終了したプロジェクトの不具合
分析結果を、Excel-XVL帳票で新たに始まるプロ
ジェクトのデザインイン・デザインレビューに織
り込んで、再発防止の歯止めをすることにより、
プロジェクトの継続性を確保して旧BIM-FM共用
データを継承させます。
　トヨタでは成功例を申し送りするのではなく、
不具合を「べからず集」の形で申し送りをしま
す。それは「うまくやるのは当たり前、うまくいか
なければ歯止め」との考え方から、新プロジェクト
担当者が同じような不具合を繰り返すことで、プロ
ジェクトの業務効率化の妨げになる原価低減の「負
の要因の芽」を事前に摘み取ることになります。

⑤「基礎ぐい工事問題」への対応適用の提案
　「基礎ぐい工事問題」の発端となった横浜市都
筑区の傾斜マンションについて、提案するBIM-

FM共用システムの適用を具体例
として検討します。
　本システムでは不具合が起きる
のは「人」が原因ではなく「仕組
み」に原因があるとしています。
そこから、不具合が起れば勝手に
停まる自働化の考え方が生まれ、
多くの手法も開発されています。
基礎ぐい工事問題については、
JITと自働化の機能を併せ持つNP
チェックがありますので、もし

NPチェックが使われていたのであればこの問題
を起こすことはあり得ません。NPチェックを基
礎ぐい工事で使用した場合を想定して、NPチェッ
クの仕組みを情報の伝達順番に従い説明していき
ます。
①杭に５Ｗ１Ｈ情報を見やすく大きく表示（かん

ばん機能：何時、どこで、誰が、何を、何故、
どのように）、くい打位置にも杭に記載したの
と同じ５Ｗ１Ｈ情報を見やすく大きく表示（あ
んどん機能）

②デジタルカメラで杭とくい打位置の５W １H表
示を撮影→撮影した映像を現場事務所及び施工
会社にデジタルカメラから直接電送（デジタル
カメラによるIoT）

③杭打機によりくい打ち実施
④杭打機の駆動部の負荷を電流計で計測→電流波

形をプリンターで出力
⑤出力された電流波形をデジタルカメラで撮影→

撮影した映像を現場事務所及び施工会社にデジ
タルカメラから直接電送（IoT）

⑥施工会社に送られたデジタルカメラ画像は、
JPEG形式で波形表示エリアに自動記載、画像
の属性データはCSVフォーマット経由でNP
チェックシートの指定セルに自動記載、評価は
注記欄に自動フィードバック（見える化）

⑦意匠会社及び関連部署のNPチェックシートに
自動で⑥記載内容を反映（見える化）

⑧意匠会社でNPチェックシートの内容から合格
であれば、合格判定を施工会社に通知、不合格
であれば、意匠設計時のくい全体の構造解析の

予防保全チェックシート開始日：2016年1月1日 ⇦日付修正

製品３D図 データ

赤塗：不具合

図15　施設管理―例：予防保全チェックシート

［旧プロジェクト］

［新プロジェクト］

［企画意匠］［施工計画］［工事現場］［施工管理］

IFC3DCAD XVL

［企画意匠］

べからず集
Excel-XVL帳票

不具合情報
Excel-XVL帳票

図16　自律完結―例：べからず集
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結果から再くい打ちするかしないかの判定結果
を施工会社に通知、再くい打ち判定の場合には
NPチェックシートのJPEG画像部は自動で赤塗
りされる（歯止め）

⑨施工会社は判定結果を現場事務所に通知
⑩再くい打ちの場合、次くい打ちを再開するかの

判断を施工会社が判断して結果を現場事務所に
通知（歯止め）

⑪現場事務所は合格判定又は不合格であるが構造
上問題がなく再くい打ち不要との判定で次くい
打ちを再開、JPEG画像の赤塗りは自動で解除、
不合格で構造上問題があるとの判定で再くい打
ちが決まった場合、くい打ちやり直しの準備開
始、くい打ちやり直しでは合格がでるまで
JPEG画像は赤塗りのまま（歯止め）

⑫履歴はBIM-FM共用システムにより自動で履歴
を管理して次くい打ちに反映（歯止め）

まとめ５

　TPSのスタートは生産現場で起こった不具合と
対策事例を再発防止のために現場教育用の教科書
としてまとめたもので、それを整理・体系化して

「ムダを省いた効率」を追求するTPSが成立しま
した。
　TPSも電子化→情報化、そしてExcelを使った
自律完結型PLMに移行し、コストの捉え方も改
善から効率化に重点が移りました。
　LCは建築プロジェクトの一貫管理方式で、
Lean（ムダを排除した筋肉質）の名の通り効率
に重点を置いています。自律完結型PLMをベー
スにLCに適応させたBIM-FM共用システムも効
率を重視したものになっています。
　BIM-FM共用システムにおいては、既存の
Excel帳票を簡単にExcel-XVL帳票に移行させる
ことができます。既存のExcel帳票機能を維持し
たままで、3DCAD属性を継承した3DXVLモデル
をポンチ絵と差替え、差替えられた3DXVLモデ
ルはインターネットを経由することで、3DXVL
モデルの形状と属性は常に最新のものに自動的に
変更されます。同じ3DXVLモデルが使われてい
るExcel-XVL帳票は結果的にデータリンクされ
て、LCにおけるプロジェクト一貫管理が可能に
なります。

　BIM-FM共用システムには、TPSの
効率化のノウハウが仕組みとして組込
まれていますので、プロジェクトを貫
いた効率化ができる仕組みが備えられ
ています。BIM-FM共用システムを採
用することで、既存の建設業界のシス
テムに関係なく、LCを構築できるの
が最大の特徴です。

杭打機

プリンター
(杭打電流波形出力）

杭打現場デジタルカメラ
(出力波形撮影⇒転送)

杭打現場タブレット
(結果報告)

工事現場パソコン
(進捗•不具合管理指示)

施工計画パソコン
(NPチェックシート管理)

意匠設計パソコン
(不具合対策指示)

②不具合結果報告

③不具合対策指示

関連部署

図17　NPチェック―例：くい打ち

赤塗：不具合発生杭

図18　NPチェック―例：NPチェックシート
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