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１．BIM を活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業（中小事業者 BIM
試行型）の応募状況
（１）募集概要
「BIM を活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業（以下「本事業」という。）」
は、BIM を通じたデジタルデータの活用により、建築分野における生産性向上、建築物・データ
の価値向上や様々なサービスの創出等に向けて、設計・施工等のプロセスを横断して BIM を活用
する試行的な建築プロジェクトにおける BIM 導入の効果等を検証する取組について、優れた提案
を応募した者に対し、国が当該検証等に要する費用の一部を補助するものである。

本事業（中小事業者 BIM 試行型）では、建築 BIM 推進会議で策定された「建築分野における BIM
の標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン（第２版）
（令和４年３月策定。以下「BIM
ガイドライン」という。
）
」の標準ワークフローを前提とした BIM を活用する試行的な建築プロジ
ェクトについて実施される以下の（１）から（３）のすべてを実施する効果検証・課題分析等の
取り組みを募集した。

募集した事業：中小事業者において、複数の事業者等とグループを結成し、BIM ガイドラインの
標準ワークフローを前提とした建築プロジェクトで以下の（１）～（３）のすべ
てを実施する事業
（１）建築プロジェクトへの BIM の導入や試行的な取り組みを通じて生じる「課題の分析」と、
その「課題解決のために実施する対応策」の検討
（２）
（１）の検討を通じた「BIM の活用効果」の検証と、その効果を増大させる「今後の改善
方策」の検討
（３）
（１）
・
（２）を通じた、中小事業者の BIM の導入・活用ロードマップ素案を提示

＜二次募集 公募期間＞
令和４年７月８日（金）～同年８月３日（水）必着

（２）応募概要
（応募総数）
合計２件の応募があった。
（代表応募者の企業規模別の提案数）
① 代表応募者の従業員数 1001 人以上

０件

② 代表応募者の従業員数 301 人から 1000 人以下

０件

③ 代表応募者の従業員数 31 人から 300 人以下

０件

④ 代表応募者の従業員数 30 人以下

２件
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（プロジェクトの概要 構造種別の提案数）※
① 鉄骨造

０件

② 鉄筋コンクリート造

１件

③ 鉄骨鉄筋コンクリート造

０件

④ 木造

０件

⑤ その他

１件

（プロジェクトの概要 区分別の提案数）※
① 新築

０件

② 既存

０件
うち増改築・改修の設計・工事等 有

０件

うち増改築・改修の設計・工事等 無

０件

③ その他

２件

（検証・分析の対象とする業務ステージ（業務区分）別の提案数）※
① S0

１件

⑥ S5

１件

② S1

１件

⑦ S6

１件

③ S2

１件

⑧ S7

１件

④ S3

１件

⑨ その他

０件

⑤ S4

１件

（前提とした標準ワークフロー別の提案数）※
①

２件

⑤

０件

②

１件

⑥

１件

③

０件

⑦ その他

０件

④

０件

（検証の時期別の提案数）※
① これから BIM を活用するプロジェクトについて検証を行う

０件

② 既に実施済みのプロジェクトについて、BIM を活用して検証を行う提案

０件

③ 仮想的なプロジェクトにより、BIM を活用して検証を行う提案

２件

（応募グループの構成事業者数別の提案数）提案内容をもとに事務局にて分類
① ２事業者からなるグループ

０件

② ３事業者からなるグループ

０件

③ ４～１０事業者からなるグループ

１件

④ １１事業者以上からなるグループ

０件

⑤ その他

１件
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（応募グループの関係性別の提案数）提案内容をもとに事務局にて分類
① 同種の事業者のグループ

２件

② 分野横断的なグループ

０件

③ 地域の業界団体（設計関連団体等）や自主勉強会等を含むグループ

０件

④ 大学等の研究機関を含むグループ

０件

⑤ その他（設備メーカー、BIM コンサルやベンダー等を含むグループ）

０件

※ひとつの提案で複数に該当する場合は重複して計上している。

２．評価手順及び評価の視点
（１）評価手順
応募のあった提案事業の審査及び評価は、学識経験者からなる「BIM を活用した建築生産・維
持管理プロセス円滑化モデル事業評価委員会」（以下「委員会」という。）において、以下の手順
により実施した。
１）事務局において、応募提案の申請書類一式を確認し、書類の不備、応募要件の確認
を行い、提案内容の整理を行った。
２）応募要件等を満たしていることが確認された事業について、委員会の委員及び事務
局で提案申請書、補足資料を確認し、各委員が個別の提案内容に対する評価を行っ
た。
３）評価に際し、応募者への質疑等の必要が生じたものについては、事務局経由で応募
者に質疑等への回答及び対応を依頼し、確認を行った。
４）評価結果を踏まえ、採択する事業の候補を選定し、委員会において最終的な判断を
行った。
評価にあたっては、提案申請書、補足説明資料をもとに、委員がそれぞれの専門性を踏まえた
採点を行い、これを基に評価委員会としての総合的な評価結果をとりまとめた。
（２）評価の視点
提案内容の評価においては、募集要領に定める応募要件への適合性と以下の１）～４）までの
項目について評価を行った。
「３)事業の波及性・一般性」
、「４)事業の先駆性・独創性」については、特に重要な審査項目
として位置づけており、その評価については３)・４)のいずれかについて評価を行った。
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１）事業の趣旨・目的への適合性
本事業の趣旨・目的を理解し、提案する事業において BIM の活用手法や、分析す
る課題等を適切に設定できているもの

２）事業の実現可能性・熟度
提案された取り組みに関する実施計画や、その計画に応じたグループの実施体制
等、提案された事業の実現の可能性及びスケジュールの具体性、さらに、事業終了
後も当該グループにより継続した取り組みが期待できるか等の観点から、事業の実
現可能性・熟度が高いもの

３）事業の波及性・一般性
本事業の成果を公表・展開することで、BIM による建築分野の生産性向上や普及
等、市場の共通課題の解決につながるかといった事業の波及性や一般性が期待でき
るもの

４）事業の先駆性・独創性
本事業の成果を公表・展開することで新たな課題提起につながる等、本事業の取
り組みが既知の事例に比べ先駆的な取り組みであるか、また新たな観点等からの取
り組みとなっているかといった事業の先駆性・独創性が期待できるもの

５）その他
過去に本補助金の交付を受けた者で、事業の執行に関し不適切な対応があったも
の等、本事業の採択にあたって不適切と認められる者が応募者（複数者からなる場
合はその構成員を含む。
）に含まれる場合は、当該応募者の提案を不採択とする場合
がある。
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３．評価結果（本事業（中小事業者 BIM 試行型）の採択候補とする提案の一覧）
応募があった２件について評価を行った結果、次の通り 1 件を採択候補事業とする。
採択候補事業の提案概要、委員会の評価概要は次頁以降に掲載する。

（採択候補事業一覧）
※採択候補事業の並び順は代表応募者名順（五十音順）としている。
応募者

応募提案名

（筆頭が代表応募者）

株式会社 ixrea
小規模仮想プロジェクトにおける発注者および設計者向け BIM

ゲンプラン設計株式会社

活用ワークフローの検証

株式会社志賀設計室
株式会社西野設計
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（各採択候補事業の提案概要及び評価概要）
応募提案名
応募者
用途､
床面積､階数
プロジ
ェクト
の概要

構造種別
区分

応募グループの関係性
検証・分析対象と
する業務ステージ
前提とした
標準ワークフロー
検証の時期

提案概要

評価概要

小規模仮想プロジェクトにおける発注者および設計者向け BIM 活用ワーク
フローの検証
株式会社 ixrea、ゲンプラン設計株式会社、株式会社志賀設計室、
株式会社西野設計
用途：店舗兼事務所、床面積：1,000 ㎡、階数：3 階建て
□鉄骨造
■鉄筋コンクリート造
□鉄骨鉄筋コンクリート造 □木造
□その他
□新築
□既存（増改築・改修の設計・工事等 □有 □無）
■その他（仮想プロジェクト
複数の意匠設計事務所からなるグループ
■S0
■①

■S1

■S2

□②

□S3
□③

□S4
□④

□S5

□S6

□⑤

□S7
□⑥

）

□その他
□その他

□これから BIM を活用するプロジェクトについて、検証を行う。
□既に実施済のプロジェクトについて、BIM を活用して検証を行う。
■仮想的なプロジェクトにより、BIM を活用して検証を行う。
本事業は、鹿児島県内の複数の意匠設計事務所からなるグループが、地場
業者内の BIM に精通した人材の少なさや発注者の BIM に対する理解度の低
さに関する課題認識に基づき、BIM による業務実施を条件とした発注に係
る発注者側のボトルネック、発注者メリット、発注者の要求に応えそのメ
リットを最大化する技術者の育成についての課題分析と、活用効果の検
証・今後の改善方策の検討を行うものである。また実施にあたっては、発
注者・技術者双方に対するアンケート調査と、仮想プロジェクトの BIM モ
デルを用いた調査を行う。
＜分析する課題と課題解決の対応策、BIM 活用の効果と改善策＞
○BIM による業務実施を条件とした発注に係る発注者側のボトルネック
○仮想プロジェクトをモデルとした、発注者メリットの洗い出しと整理
○発注者の要求に応え、そのメリットを最大化する技術者の育成、教育プ
ログラム
比較的、小規模な建築物の発注者とその受注者である中小事業者のメリ
ットの増大に関する取組であり、中小事業者 BIM 試行型の趣旨・目的に沿
うものとして評価できる。中小事業者の BIM 普及には、中小規模の案件に
対する EIR/BEP のひな型の整備、発注者の BIM の理解度向上、技術者が自
ら BIM を扱うための教育が必要不可欠であるが、これらを当事者が行う点
に、本提案の意味がある。自治体などへの積極的な関与や発注者と受注者
の議論が、課題の発掘や BIM 普及につながることも期待される。
そのため成果の全国展開や自治体などへの積極的な関与も見据え、課題
分析・効果検証等が実施されることが望まれる。
また成果の質を確保するため、アンケートの実施方法や仮想プロジェク
トの概要などについての具体性を高めた上で、課題分析・効果検証等が実
施されることが望まれる。
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４．総評
本事業（中小事業者 BIM 試行型）は、建築プロジェクトにおける BIM 活用の効果等を検証する
取組のうち、中小事業者がグループを構成し BIM 導入・活用における課題分析等を行うものにつ
いて、国が当該分析等に要する費用の一部を補助するものである。
一次募集より提案数が減ったものの、二次募集には一次募集の採択事業者にはなかった複数の
意匠設計事務所のグループなどからの提案があり、また中小事業者の BIM 導入・活用を進めるた
めの具体的な手法や役割分担に着眼した課題分析・効果検証の提案が複数、みられた。
これらの提案は、本事業の実施が市場の共通課題の解決につながることを期待させるものであ
った。
本委員会では、募集要領にて事前に定められた事業の波及性・一般性や先駆性・独創性等の項
目に沿って評価を行い、１提案を採択事業候補案として選定した。採択事業候補案については、
建築 BIM 推進会議・建築 BIM 環境整備部会等と連携し効果検証・課題分析を行い、その成果を積
極的に公開・普及することで、建築分野における更なる BIM の発展につなげることが望まれる。
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