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本研究の背景と⽬的（序章）
近年、建築⼯事においてBIM/ICTの活⽤による⽣産性向上が期待されている。ところが、今までにも⽣産性向上を⽬的とした
技術開発がなされてきたが、定着・普及しているとは⾔いがたい。そこで、BIM/ICTを活⽤した技術開発の在り⽅を考えたい。

本研究の背景｜政府の施策

本研究の背景｜建設業における取り組み

近年、政府からデジタル情報を活⽤して⽣産性向上の実
現やAI･ビックデータの活⽤に関する施策が発表されお
り、BIMやICTを活⽤することが期待されている。

建設⼯事におけるデジタル化の取り組みは、パーソナルコンピュータが普及し

2016年︓⽣産性⾰命元年
i-Construction（国⼟交通省）

2016年︓科学技術基本計画
Society 5.0（内閣府）

2018年︓ビジネスモデルの変⾰
DX（経済産業省）

2019年︓建築BIM推進会議の設置

設計・施⼯・維持管理にわたりデータ
を分断させないワークフローの検討を
開始（国⼟交通省）

始めた1980年代から⾏われている。当初は⽣産情報を連携を試みる壮⼤なシ
ステム構築（専⽤CAD）や⽣産設計のように設計と施⼯の橋渡しをする考え⽅、
専⾨⼯事会社の在り⽅、ロボット化などが⽰されていた。その後、汎⽤CADや
コンピュータ周辺技術の進化により徐々に⼯程・施⼯などの計画や品質検査な
ど総合建設会社の管理業務を部分的に効率化する内容に変化してきた。それら
の多くは実際の⼯事現場で試⾏されたが、⽇常業務に定着したとは⾔いがたい。
現在でもBIMやICTの活⽤が積極的に試みられており、過去の効率化と同じよ
うな視点で、総合建設会社中⼼のシステム開発が続いている。
⼀⽅、施⼯段階の⽣産情報は設計段階の⽣産情報を引き継ぎながら総合建設会
社と専⾨⼯事会社のデータ連携によって⽣産情報が確定されている。そのため、
システムで使⽤する⽣産情報は、このようなプロセス内で正しく作成された内
容でなければならない。そこで、お互いにBIM/ICTを活⽤して正しい⽣産情報
をマネジメントし、品質不具合の低減や⽣産性向上につなげる新たな⼿法を明
らかにしたい。

本研究の⽬的
1. 建設業の社会的課題の解決につながる⽣産情報を活⽤した技術開発の在り⽅を⽰す。
2. ⼯事現場や加⼯⼯場において、⽣産情報を活⽤する実態を分析する。
3. BIM/ICTを活⽤して⽣産情報をマネジメントする技術の在り⽅を⽰す。
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本研究の概要（序章）
本研究は鉄筋⼯事を題材にする。⽣産情報をデジタル化して総合建設会社と鉄筋専⾨⼯事会社間で連携することで、お互いに
不具合を低減させ、かつ⽣産性を向上させるような⽣産プロセスを実現させる意義を⽰した。

鉄筋⼯事に着⽬した理由

論⽂の構成

BIM/ICTを活⽤したマネジメントを適⽤する余地がある。

1.

竣⼯後の建物の品質に重要な影響を与える。

2.

不具合は建設業界への信頼の失墜につながる。

3.

デジタル情報を連携する活⽤が少ない。

4.

鉄筋の配置検討は技術者の経験値に⼤きく依存する。

5.

配筋･組⽴作業が終わらないと完成形が⾒えない。

6.

⼊職者の確保が難しい⼯種のひとつである。

本研究の枠組み
鉄筋⼯事の⽣産プロセスを4つに分解した。
図⾯作成

鉄筋加⼯

配筋･組⽴

配筋検査で発覚する不具合は、配筋検査の前⼯程
ですでに発⽣している可能性があるのではないか。
プロセスの⼀つだけをシステム化しても⼯事全体
への⽣産性向上に寄与する度合いは⼩さい、と仮
定した。

図⾯作成（正しい⽣産情報の作成）
配筋検査

システム化が多く
⾒られるプロセス
検査は従来どおり⽬視。
狙いは検査⾃体ではな
く、検査後の帳票を作
成する業務の効率化
だった。

部材情報と加⼯情報のデジタル化

鉄筋部材を
仮想空間上で
正しく配置
（部材情報）

配筋・組⽴
配筋検査

組⽴作業前に
完成形を確認

鉄筋⼯事に対する
3つの視点
加⼯情報の伝達

製品の納品

部材情報を
加⼯機で加⼯す
るために変換
（加⼯情報）

鉄筋加⼯
加⼯不具合の
発⽣を低減
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今までの技術開発における問題提起（第1章・第2章）
1990年前後からICTを活⽤した技術開発が始まっているが、どのような活⽤⽬的で誰が活⽤することを想定していたのか。そ
れらを概観することで、研究対象とするマネジメント技術のあるべき姿を明確にした。

今までのBIM/ICTに関する技術開発（第1章）

鉄筋⼯事におけるBIM/ICTの技術開発（第2章）

⽣産情報を活⽤したシステム開発に係わる論⽂の傾向を概観
した※1。

⽣産情報を活⽤したシステム開発に係わる論⽂の傾向を概観
した ※2 。その結果、配筋検査システムへの興味が⼤きかった。

1.

技術開発の対象が⽣産プロセス全体から検査のように単
独業務へと遷移している。

配筋検査システムに適⽤された技術

2.

単独業務への適⽤は各社が似たようなシステムの開発し
繰り返している（オリジナルにこだわる）。

3.

開発したシステムのユーザーは総合建設会社が中⼼の閉
じたシステムだった（専⾨⼯事会社は対象外）。

4.

⽣産情報を活⽤・連携する観点から不具合の発⽣等に着
⽬し、調査・分析の結果から技術開発を考えていない。

考察｜⽣産情報の連携から単独業務への遷移
• 1990年代前半は専⽤CADによる⽣産情報の連携が試みられ
ていたが、1990年代後半には汎⽤2次元CADの浸透により
⽣産情報の作成・連携から作図の効率化に重点が移⾏した。
オリジナルで開発しようとした技術は、携帯情報端末など
周辺技術の進化・普及に合わせるように連携から単独業務
に対象が移った。
• ⽣産情報の連携を試みたのは設計側であり施⼯側は単に受
け⾝であった。上流（設計）から下流（施⼯）に情報を流
そうとしたが、設計段階で施⼯に必要なすべての情報を決
める壁（体制）を破れなかった。
※1 対象範囲︓⽇本建築学会で発表された論⽂からシステム系を抽出した。媒体は⽇本建築学会計
画系論⽂集、⽇本建築学会技術報告集、⽇本建築学会⼤会梗概集、建築⽣産シンポジウム。対象期
間︓1985（昭和60）年〜2017（平成29）年

携帯情報端末（2003）｜② 画像処理（2008）｜③ IC タグ
（2009）｜④ 3次元計測・点群データ（2010）｜⑤ 電磁誘
導法（2010）｜⑥ ⾳声認識（2011）
配筋検査システムは配筋・組⽴の完成形を⽰すものではなく、
検査帳票作成の効率化が主な⽬的だった。近年でも、AIと画
像処理などによる配筋検査システムの開発が続いている。

考察｜鉄筋⼯事にBIM/ICTを適⽤するとは
配筋検査だけをシステム化しても
品質確保・⽣産性向上には不⼗分である。
• 配筋・組⽴の完成形は作業が終わらないと⾒えない。
• 図⾯作成、鉄筋加⼯の⽣産プロセスで作成される⽣産情
報の不具合まではチェックできていない。

⽣産プロセスと⽣産情報の関係性を整理
⼯事現場や加⼯⼯場における不具合要因を分析
※2 対象範囲︓NII 学術情報ナビゲータ（CiNii）で検索し、システム系の論⽂を抽出した。 対象期
間︓1970（昭和45）年〜2016（平成28）年4⽉
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⽣産プロセスの実態調査（第3章）
鉄筋⼯事の⽣産プロセスを「図⾯作成」「鉄筋加⼯」「配筋・組⽴」「配筋検査」の４つのプロセスに分けた。プロセス内に
おける⽣産情報の作成や活⽤、プロセス間での連携に関する実態を⼯事現場・加⼯⼯場において実態調査※を試みた。

⽣産プロセス

⽣産情報の作成におけるBIM/ICTの活⽤

「図⾯作成」において⽣産情報を作成し、それ以降の区分では⽣産情報
を活⽤にしているにすぎない。

各プロセス内で必要とする⽣産情報を各⾃が必要な書式で作成している
（前⼯程のデジタル情報を活⽤する環境ではない）
帳票

（ICT導⼊率）

①

①
②
③

配筋納まり図
（100％）

作成者
作成するシステム
総合建設会社
CAD（2次元）

図版

作成⽬的
次⼯程への連携
設計図で指⽰された鉄筋の配置
を納まるように属⼈的に検討す
る。次⼯程へのデータ連携はな
い。

②

加⼯図
（40％）

鉄筋専⾨⼯事会社 職⻑
⼿書き・専⽤システム

鉄筋加⼯をするために各部材毎
に鉄筋加⼯形状･本数を決める。
専⽤システムを使⽤すると次⼯
程とデータ連携できる。

③

加⼯帳
（40％）

鉄筋専⾨⼯事会社 職⻑
⼿書き・専⽤システム

加⼯⼯場への加⼯指⽰書。部材
単位から加⼯ロット単位に情報
が変換される。専⽤システムで
は次⼯程とデータ連携できる。

④

絵符
（100％）

鉄筋加⼯⼯場
専⽤システム

④

加⼯⼯場内における作業指⽰書。
加⼯機がQRに対応していれば
⾃動加⼯ができる。⼯事現場へ
出荷する荷札にもなる。

考察
■ 鉄筋⽣産情報の不具合は最後の配筋検査プロセスでしか発覚しない。
1. ⽣産プロセスは企業による違いは無く、分業化の体制が確⽴している。
2. 鉄筋⽣産情報は「部材」単位と「加⼯ロット」単位が⼊れ替わる。単位
の変換作業は属⼈的な作業である。
3. ⽣産プロセス内で第三者による設計図書（構造図）との照合が実施され
ていない。

正しい⽣産情報を連携する仕組みづくりが肝要
1. 部分最適で活⽤されるBIM/ICTから全体最適で連携する。
2. 総合建設会社と専⾨⼯事会社が正しい⽣産情報を連携する。
⇒ 次⼯程に不具合のある鉄筋⽣産情報を渡さない。

※ 調査対象︓鉄筋専⾨⼯事会社３社（関東圏における⼀般的な会社）｜鉄筋加⼯⼯場２社（いずれも鉄筋加⼯を専業。１社は国内最⼤級、もう⼀社は関東圏の標準的な鉄筋加⼯⼯場）
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⼯程内チェックの分析（第4章）
⽣産情報の活⽤は、⽣産性向上の実現だけでなく不具合が発⽣する要因にもつながる。そこで、鉄筋加⼯⼯場と⼯事現場にお
いて⽣産情報の活⽤実態を調査した※。合わせて⽣産情報の活⽤と不具合の発⽣要因を検査に着⽬して分析した。

鉄筋加⼯⼯場／⼯事現場
⽣産プロセス内の⾃主的な検査（以下、⼯程内チェック）に着⽬し、⽣産情報の活⽤を分析した。
鉄筋加⼯⼯場内の⼯程内検査

• 使⽤する⽣産情報︓絵符（加⼯ロット
単位）

⼯事現場内の⼯程内検査（梁の例）

• 使⽤する⽣産情報︓絵符、加⼯図、構
造図

•

⼿書きでチェックシートを作成している。

•

•

検査結果は職⻑や総合建設会社と情報共
有はない。

⼯事監理者や技術者の検査では、構造図
を使⽤する。検査シートは⼿書きが多い。

•

配筋検査前の職⻑や技能労働者が⾃主検
査時に使⽤する⽣産情報は 絵符＋加⼯
図である。

•

検査は絵符単位の抜き取りだが、⼯事現
場単位ではなく、加⼯ロット単位である。

考察

• 配筋検査プロセスに必要な鉄筋⽣産
情報 ⇒ 図⾯作成から鉄筋加⼯まで
に91.6％が確定している。
• 設計図書との照合を都度おこなって
いない ⇒ どこかで間違いが発⽣す
るとそのまま次⼯程に流れる。

※ 調査対象︓鉄筋加⼯⼯場２か所（専業、規模は国内最⼤級と⼀般的な加⼯⼯場）、⼯事現場2か所（関東圏）。現場において職⻑への聞き取りも同時に実施した。
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鉄筋加⼯⼯場における不具合発⽣要因の分析（第5章）
⼯事現場で作成された⽣産情報が、鉄筋加⼯⼯場の加⼯⼯程でどのように処理されているのかを明らかにするために、加⼯⼯
程で発⽣する不具合事象と加⼯ラインとの関連性を絵符に記載される⽣産情報に着⽬して現地調査を実施した※。

鉄筋加⼯⼯場の加⼯ラインに着⽬
不具合の割合は加⼯材では0.05〜0.07％以下、出荷現場では10％以下だったが、不具合発覚は⼯事現場が約6割だった。加⼯不具合の発
⽣が多い加⼯ラインの作業を⼯程分析図にして発⽣要因を分析した。
加⼯不具合のリスト

加⼯ラインの⼯程分析図
（壁筋と床筋の例）

考察
1. 絵符のQRコードによる切断・加⼯の作業は不
具合を防ぐことに有効である。
⇒ QR コ ー ド に 対 応 し た 加 ⼯ が 作 業 ⼯ 程 の ⼀ 部
分である場合は、それ以降の⼯程で技能労働者の作
業が発⽣している ⇒ 加⼯形状、加⼯本数の不具合
に繋がる。
2. 加⼯された鉄筋部材が積込みヤードのどこに置
いているのか明確でなかった。
⇒ 出荷を担当する運転⼿がライン毎にある積込み
ヤードを探している ⇒ 出荷時間の集中により⾞両
の渋滞 ⇒ 探す⼈は焦る事象が⾒られた。

不具合事象の分析

3. 出荷前の検査は積込みヤードで検査員が⽬視
（絵符と現物を照合）
• 絵符のQRコードによる切断・加⼯
の作業は不具合を防ぐことに有効で
ある。

「加⼯形状」（33.3％）、「本数」
（27.1％）、「積込み」（27.1％）
⇒ 全体の約9割を占める
※ 調査対象︓国内最⼤級の鉄筋加⼯⼯場

• 加⼯された鉄筋部材が積込みヤード
のどこに置いているのか明確でな
かった。
• 出荷前の検査は積込みヤードで検査
員が⽬視（絵符と現物を照合）

⇒ 検査記録は絵符毎にチェックをしている（検査
のすり抜けが発⽣）。

• 絵符からデジタル情報の連携ができる加⼯機の
導⼊、加⼯ラインの⾒直し。
• 本数・加⼯形状・出荷前検査・積込みの⼀連の
フローで⽣産情報が連携できる絵符が望ましい。
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⽣産情報の連携フローを⽴案（第6章）
総合建設会社と鉄筋専⾨⼯事会社が双⽅向でBIM/ICTを活⽤して⽣産情報を連携するフローをユースケースとして想定し、正
確な⽣産情報をマネジメントできる情報システム構築の在り⽅を⽰した。

課題の整理

⽣産情報を連携するワークフローの⽴案

第3章から第5章で指摘した課題を整理する。

仮想配筋検査を実現させるために、鉄筋を加⼯する前に総合建設会社と鉄筋専⾨⼯事会社
が協働するフロントローディングの在り⽅を論述した。

1. ⽣産情報は⼀⽅的に次⼯程に渡っている（⼿書き
主体・再⼊⼒）。
⇒ 連携が前提でないため、⾃分の業務の効率化
にBIM/ICTを活⽤している。

2. 各プロセス内で作成された⽣産情報は第三者の
チェック⼯程が⾒られない。
⇒ 構造図との照合を⽣産プロセス内で実施する
⼿⽴てがない。

3. 積込み、搬⼊、間配り、配筋・組⽴で⽣産情報が
分断している。
⇒ 絵符にトレサビリティに関する情報の記載が不
⾜している（搬⼊⽇、仮置き場所、配置場所）。

課題解決の⽅針
1. 総合建設会社と専⾨⼯事会社が双⽅向で正しい⽣
産情報を連携する。
⇒ 総合建設会社が作成した⽣産情報に専⾨⼯事会社
側で必要な情報を付加する。付加された⽣産情報は
加⼯前に完成形として確認できるようにする。

2. 部材（鉄筋）の配置や構造図との照合は仮想空間
で⾃動的に実施する。
⇒ 従来、属⼈的に検討・チェックしていた作業を
技術者の経験値をプログラム化することで、仮
想空間で⾃動的に処理をする。

ワークフローの実現に向けて要件定義した項⽬
■ 鉄筋部材の⾃動配置ロジックの標準化（知識のプログラム化）
■ 設計情報から作成

︓鉄筋BIM（総合建設⼯事会社 ⇒ 鉄筋専⾨⼯事会社）

■ 加⼯情報から作成

︓配筋BIM（鉄筋専⾨⼯事会社 ⇒ 総合建設⼯事会社）

■ 加⼯図から加⼯帳・絵符︓ICT（鉄筋専⾨⼯事会社 ⇒ 鉄筋加⼯⼯場）
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鉄筋BIMと配筋BIMを定義（第7章）
総合建設会社と鉄筋専⾨⼯事会社間における連携フローに基いて、鉄筋加⼯や配筋・組⽴前
に仮想空間上で正しい⽣産情報を作成・検査するBIM/ICTを活⽤した構築⼿法を考案した。

鉄筋BIM

配筋BIM

構造図に⽰されている鉄筋の⽣産情報を仮想空間上において⾃動で配置するこ
とを検討した（鉄筋 BIM モデル）。従来は技術者の経験値に⼤きく依存してい
た属⼈的な納まり検討を⾃動配置ロジックとして知識のプログラム化を試みた。
⾃動配置ロジックはJASS5（単体規定）に準拠し、仕⼝部分のように単体規定
を組合せる箇所（複合規定）は、技術者や職⻑からの聞き取り調査により定義
した。壁と床は納まり検討をすることが少ないので、⾃動配置の対象外とした

職⻑は鉄筋BIMモデルの⽣産情報を受け取り、鉄筋加⼯に必要な⽣産情報を専⽤
ソフトウェアで加⼯図として作成する。作成された加⼯図の⽣産情報を鉄筋BIM
と⼊れ替えることで、加⼯内容と合致した組⽴後の状況を仮想空間で再現でき
る配筋BIMモデルに変換させる。⼯事監理者が配筋・組⽴前に閲覧することで、
作業前に⽣産情報に関する検査が実施できる。このプロセスで合格した後、鉄
筋加⼯や配筋・組⽴に進む。配筋検査時に配筋BIMモデルと照合させることで、
検査の簡略化につながる。

■ 配置ロジックの対象範囲

■ 配置フローの定義

■ 鉄筋加⼯形状のテンプレートを準備
加⼯帳を作成するソフトウェアと鉄筋BIM・配筋BIMで部材の共通化を試みた。
加⼯図で標準化されている617タイプの加⼯形状からよく使⽤される39タイプ
を抽出することで、⽣産情報をテンプレートとして標準化した。

■ 知識のプログラム化

仮想空間における配筋検査（鉄筋BIMと配筋BIM）
検査項⽬︓48項⽬の検査 ⇒ 実際の配筋検査項⽬を包含する。
• 鉄筋BIMの検査
⾃動配置ロジックで⾃動配置された鉄筋部材が構造図や
JASS5などに合致しているかを確認する。
• 配筋BIMの検査
加⼯帳として作成された鉄筋加⼯形状を鉄筋BIMと⼊れ替
えて加⼯形状の検査を実施する。
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効果の検証（第8章）
実際に構築したシステムを基礎躯体⼯事に適⽤した結果を報告した。総合建設会社と鉄筋専⾨⼯事会社がBIM/ICTを活⽤して⽣
産情報を連携するマネジメント⼿法は、⼯事現場における不具合低減と⽣産性の向上に寄与することを確認した。

実際の⼯事現場で適⽤して効果を検証
対象とした⼯事は、設計施⼯⼀貫で発注された鉄⾻造の基礎躯体である。建築⾯積は約645㎡、鉄筋の数量は約265tだった。BIM/ICTの活⽤は⼯事
着⼿後とした。
⽣産情報連携の効果※

⽣産情報の連携（鉄筋BIM⇒配筋BIM）

•

総合建設会社︓約20％の作業量の低減効果
配筋・組⽴中の是正が低減（▲95％）

•

鉄筋専⾨⼯事会社︓約44％の作業量の低減効果
加⼯図・加⼯帳作業が低減（▲56％）

⼲渉回避は⾃動配置だけでなく編集作業の⽅が効率的な箇所があった

梁⼿筋の定着が⼲渉
（⾃動配置）

梁⼿筋を回転させて⼲
渉を回避（編集作業）

システムによる配置の
やり直しではなく主筋
を回転させれば対処で
きる箇所がある。この
ような場合は⼿作業で
位置を修正することを
優先した。

加⼯作業と配筋・組⽴作業を含むと約2％の作業量の低減効果

考察
• 総合建設⼯事会社・鉄筋専⾨⼯事会社の両社が⽣産情報を作成・
共有する効果が確認できた。
• 図⾯作成時の検討業務を効率的に進め、加⼯図・加⼯帳へデータ
連携が実現できることを確認した。
※ 組⽴、配筋・組⽴は検証の対象外とした
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建築⼯事におけるBIM/ICTの受容（結章）
鉄筋⼯事を題材として現地調査から⽣産情報の活⽤実態を把握・分析して、BIM/ICTによるデジタル情報を主軸としたマネジメ
ント⼿法と技術開発を重ね合わせ、建築⼯事におけるBIM/ICTを受容する⼿法を総括した。

本研究で明らかにしたこと
1. 設計と施⼯をデジタル情報で繋ぐことで双⽅の⽣産情報が連携する⼿法を⽰した。
2. 鉄筋加⼯と組⽴・配筋の現地調査からBIM/ICTで解決できる課題を⾒出した。
3. 配筋基準に職⻑等の知識を加え、鉄筋BIMを⾃動⽣成できる⼿法を⽰した。
4. 総合建設会社と専⾨⼯事会社がデジタル化された⽣産情報を連携して作成することで、配筋検査時の指摘事項が減る可能性を⽰した。

i-Construction｜Society 5.0｜DXの社会を実現する連携フロー

建築⼯事において BIM や ICT
を受容する視点は、⽣産プロ
セスの変⾰を主眼とするので
はなく、正しく作成された⽣
産情報を、設計・加⼯・施⼯
にわたり設計者と総合建設会
社、加⼯⼯場、専⾨⼯事会社
が共同で利⽤するプロセスへ
の変⾰を重視することである。
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本研究の成果・今後の発展
本研究では建設業界における僅々の課題である⽣産性を向上させるために、設計者や総合建設会社、専⾨⼯事会社、加⼯⼯場
の知⾒を取り⼊れ、従来のBIM/ICTを活⽤する枠組を⾒直した取り組みである。本研究で得られた⽰唆は以下の通り。

本研究の成果
総合建設会社と専⾨⼯事会社が⽣産情報を双⽅向で連携する視点から技術の在り⽅を議論した。
1990年代前半に⾒られたような建築⽣産プロセス全体にわたる⽣産情報に関わる技術開発は、近年でもほとんど進んでいない。⼀⽅で
当時の⽣産情報作成に関する技術開発は、情報の上流になる設計者が中⼼であり、専⾨⼯事会社には⽣産情報を⼀⽅的に渡すのみで終
わっていた。本研究では総合建設会社の技術者が設計者や専⾨⼯事会社をつなぐハブ（中⼼）となり、双⽅向で正しい⽣産情報を作成
し連携する視点から議論し技術開発を進めることが可能であることを⽰した。

技術者や技能労働者の経験値をプログラム化し、技術開発の考え⽅を再定義した。
デジタル化された⽣産情報の活⽤を議論するために、⼯事現場・加⼯⼯場における⽣産情報の作成・連携とICTの活⽤に関する実態調
査をすすめ、⽣産情報を活⽤する技術開発の在り⽅を再定義した。さらには経験値をプログラム化することの重要性を⽰した。従来の
技術開発とは異なる視点から建築⽣産プロセスと⽣産情報の関係性を捉え、今後のBIM/ICTを活⽤した技術開発に新たなアプローチ⼿
法を⽰した。

今後の発展
鉄筋⼯事以外の⼯種でも適⽤し、建築⽣産全体に遡及できる可能性がある。
図⾯を作成して⼯事を進める⼯種の⽣産プロセスは、図⾯作成⇒加⼯⇒取付⇒検査である。BIMの活⽤に必要なことは建築⽣産プロセ
スの変⾰ではなく、正しい⽣産情報を作成して次⼯程に引継ぐような連携プロセスに変⾰することと⾔える。総合建設会社が⽣産情報
を連携するプロセスに設計者・専⾨⼯事会社・加⼯⼯場を取り込むことで、それぞれの役割を横断的に研究する⼿法を⽰した。現在、
部分最適でBIMやICTの活⽤が進んでいる。そのような中で、役割分担からユースケースを想定し、不具合を発⽣させず⽣産性を向上さ
せることとの関連性を指摘したことは、今後、あらゆる⼯種においてデジタル化された⽣産情報の活⽤に遡及させる視点が提供できた
と⾔える。
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