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１．はじめに

・本視察は、２０１９年３⽉１２⽇〜１５⽇にかけ、⽇本建設業連合会
と建設コンサルタンツ協会の共同で実施したものである。

・これまで、BIM/CIMの利活⽤に係る主な情報の⼊⼿先は、⼟⽊学会主催に
よる北⽶における３次元モデル利活⽤の状況視察（2013）、欧州における
３次元モデル利活⽤の状況視察（2014）等、北⽶や欧州が専らであった。
⼀⽅で、わが国に程近い東南アジア諸国が実施している取り組みについて
は、本格的な視察は⾏われていなかった。

・今回の調査では、中国における最新のBIM/CIM推進状況や、それを⽀える
⺠間企業をはじめとする関係者の取り組み状況を調査するため、同国の測
量・調査会社、コンサルタン、ICTベンダーの視察と意⾒交換を実施した。
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２．視察概要
2.1 視察期間

２０１９年３⽉１２⽇〜１５⽇

2.1 視察場所
中国 遼寧省瀋陽市（瀋陽⽊本、Map Tech）

北京市（Euclideon、太空科技、Glodon等）

2.3 視察団の構成
（⼀社）⽇本建設業連合会 ５名
（⼀社）建設コンサルタンツ協会 ２名

(株)きもと（コーディネーター） 1名

2.4 視察⾏程
3⽉12⽇︓瀋陽⽊本、Map Tech（視察・意⾒交換）

瀋陽市都市計画展⽰館（⾒学）
3⽉13⽇︓移動⽇（瀋陽→北京）
3⽉14⽇︓ Euclideon、太空科技（視察・意⾒交換）
3⽉15⽇︓ Glodon（視察・意⾒交換）
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3.1 瀋陽⽊本
(1)会社概要

・所在地︓沈阳 沈阳市沈河区⽂萃路95-1号
・URL ︓https://www.kimoto.com.cn/
・従業員数︓80名
・主な事業内容︓

1) GIS（地理情報システム）データ処理
データベース構築およびソフトウェア開発事業

2)  DTP（コンピュータープレート）プリプレスデザイン
3)  測量、印刷および広告機器の製造、販売および輸出⼊
4)  グラフィック事業

(2)視察内容
・⽇時 ︓2019年（平成31年）3⽉12⽇（⽕）9:30〜10:20
・内容 ︓社内視察、意⾒交換
・訪問先の出席者 ︓纪 晓东(XIAODONG JI)［董事长（会⻑）］

唐 振满（ZHENMAM TANG）［総経理（社⻑）］
陳 ⾶（CHEN FEI）［データ編集部 統括部⻑］
⽯川 武［株式会社きもと 営業本部］
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3.２ 瀋陽都市計画展⽰館
(1)会社概要

・所在 ︓沈阳市沈河区五爱街156号
・URL ︓http://www.syupeh.com/

(2)視察内容
・瀋陽市の歴史的変遷と都市計画を展⽰するための展⽰館
・1Fは、瀋陽市の概況や受賞履歴、歴史などが展⽰
・2Fには、2011年に発表された都市計画と1500㎡を超える巨⼤な都市計画

模型が展⽰
・展⽰館のコンセプトメッセージは
「更好的规划 更好的城市（Better Plan, Better City）」
・中国が推進している「⼀帯⼀路」のパネルも展⽰
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3.３ Maptech
(1)会社概要

・名称 ︓辽宁宏图创展测绘勘察有限公司
（Maptech Inc.）

・所在 ︓瀋陽市輝南区国際ｿﾌﾄｳｴｱﾊﾟｰｸE16
・URL ︓https://www.emaptech.cn
・従業員数 ︓約2,000(⼈)
・事業規模 ︓約11,516 (百万円)
・主な事業内容 ︓

1) 測量（基準点測量、⼯事測量、リモートセンシング）
2) 補償コンサルタント（2018年第三次全国⼟地調査）
3) 技術開発
※ 最近、スマートシティに関する取組みも進められている。

(2)視察内容
・⽇時 ︓2019年（平成31年）3⽉12⽇（⽕）13:30-17:30
・訪問先の出席者 ︓＊董事⻑、Han総経理
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3.３ Maptech
(2)視察内容

1)技術開発と事業拡⼤の両輪
・2001年設⽴と、⽐較的歴史の浅い会社であるもの、測量等の地理情報に

関するソフト・ハードの技術開発を⾏いながら、事業展開している。
2)豊富な⼈材
・内業、外業共に若い技術者が豊富で、点群処理等の作業を⼈海戦術で進

めている。また、新規に⼊社した社員への技術教育も重視しており、
訪問時、30名程の教育ミーティングが⾏われていた。

3)⼈材育成への取組み
・中国内の⼤学に関連講座を開設し⼈材を育成するとともに、リクルート

に活⽤している。Han総経理は⼤学教授の肩書も有する。
・中国の⼤学では、測量の教育が最重視されている。
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3.３ Maptech
(2)視察内容

4)第三次全国⼟地調査（2018年）への取組み
・現在、中国国⼟資源省が進める第三次全国⼟地調査に参加している。

また、調査⾃体のみならず、成果のDBシステムも開発している。
・これらの成果に基づき、2020年には地理情報が更新される予定。
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3.３ Maptech
(2)視察内容

5)補償コンサルティング
・独⾃開発のSfMソフトで作成した3Dモデルに基づき、VRゴーグルを使⽤

しながら、⼟地家屋の所有境界を調査するデモンストレーション。
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3.4 ⾼速鉄道
(1)路線概要

・運営者 ︓中国鉄路総公司
・URL ︓http://www.china-railway.com.cn/
・乗⾞区間 ︓瀋陽北駅（8:11）〜北京南駅（11:58）

（瀋陽〜天津 ︓天津〜瀋陽連絡線*）
（天津〜北京 ︓北京〜上海旅客専⽤線）
（＊︓北京〜瀋陽旅客専⽤線は⼯事中で、2019年開業予定）

・乗⾞⾞両 ︓和諧号（CRH380BL、1等⾞）

(2)視察内容
・全体的に約305km/hの速度で巡⾏し、

⾞両の揺れも少なく、快適。遅延も
無し。

・瀋陽北駅、北京南駅共にセキュリティ
対策が強硬で、駅舎⼊構時と改札で、
パスポートの提⽰とX線検査があった。
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3.5 Euclideon
(1)会社概要

・所在地︓北京市朝阻区媒体村天暢园8号楼2501
・URL ︓https://www.euclideon.com
・主な事業内容︓

3D視覚化技術に関する製品・サービスの開発、販売等

(2)視察内容
・⽇時 ︓2019年（平成31年）3⽉14⽇（⽊）9:00-11:00
・内容 ︓同社が開発したﾎﾛｸﾞﾗﾑﾃｰﾌﾞﾙ等の視察、意⾒交換
・訪問先の出席者︓刘 宏志（Hongzhi Liu）[Technical Director]他
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3.６ Taikong
(1)会社概要

・所在 ︓北京市鳳台区富豊路４号商⼯組合A棟２３号
・URL ︓https://www.taikongkeiji.cn
・主な事業内容 ︓

1)上場会社Taikong Intelligent Construction（フォームセメント複
合ボード製品の研究開発、設計、製造、販売）の完全⼦会社

2)豊富な業界経験とIT開発の強みを持ち、全国をカバーするBIM技術
チームを持ち、エンジニアリング分野の専⾨的な情報サービスプロ
バイダー

3)Autodesk ChinaのPlatinum Solution Service Providerおよび
Microsoft Authorized Service Provider

4)建設業界BIMと業界情報コンサルティングサービス、プラットフォ
ームとツールのソフトウェア開発、専⾨的なソフトウェア製品ソリ
ューションの販売能⼒を持つ専⾨会社

5)⼯事管理におけるBIMの活⽤と建設業の⼯業化をコンサルティング
している。中国で唯⼀BIMの⽀援をしている会社で、isBIMという
ブランド名でBIMソリューションを提供している。



(2)視察内容
BIMの活⽤展開は、政策・学習普及・理論研究・実験的応⽤の4点が
重要であり、建築構造物での応⽤例に合わせて基準の改定をしてき
た。建設業においても⼯業化とデータ化が重要である。

2020年には基本的に全⾯活⽤を⽬指している。2009年建築データ
化技術戦略（ロードマップ）を策定し、2020年には基準を完成させ
ることを決めていた。
基準は国が作りそれを業界や地⽅の発注者が作りそれを企業が具体
的な流れにする。また、基準つくりには、⾔語の統⼀・辞書化が重
要である。
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中国におけるBIM推進テーマ
政策・学習普及・理論研究・実験的応⽤

2014年に作成したBIM基本標準



(2)視察内容
2014年に初めての基準としてBIMの概念や実施⽅針などをまとめた
ものだった（⺠間⽤建物）。この段階で、規模による基準策定が重
要であることがわかったことから規模や汎⽤度によるBIM基準を作
成した。

最近の⼯務署の事業は⼤規模であり、この事業だけでローカルな基
準を250以上設定する予定である。
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2014年に作成した北京市基本基準

⼯務署作成のローカル基準（250の⼀部）



(2)視察内容
BIMは基本と専⾨・簡単さなどという分類ごとにBIM標準を作成し
た。

中国におけるBIMの推進⽅法は、国の基準として基本的な仕様を設
定し事業者や業界団体ごとにその基準に則した詳細基準を策定する
ようにしている。また、⽇本における特定事業毎の特記仕様書のよ
うに事業毎のBIM/CIM基準を設定している。現在、国⼟交通省で進
められているBIM/CIM関連基準についても細部まで設定せずに基本
的な⽅針を策定するようにして、詳細な仕様は特記仕様書的に決め
ていくようにする点は参考になると思われた。また、IFCRailに参加
している中国においてもIFCは実⽤段階になっていないものと考え
られており、基準では規定していないようである。BSIの動向を確
認することは重要であるが、IFCを基準に盛り込むことは時期尚早
であるかと思われた。 15

⼯務署作成のBIM基準 2020年までのロードマップ



(2)視察内容
太空科技社では「isBIM」というシステム群を作り、オリジナルの
クラウドサーバーを構築している。（BIM360のようなもの）これ
はRevitベースでファミリー管理、モデリングサポート
（collaboration）、ネットワーク環境、積算（数量計算）検査など
をサポートしているシステムである。
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isBIMプラットフォームの機能

isBIMプラットフォームのイメージ



17

3.７ Glodon
(1)会社概要

・所在 ︓北京‐海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦

・URL ︓https://www.glodon.com/

・従業員数 ︓約5200⼈（2017）
・事業規模 ︓年間売上⾼は、2017年で23億元（約380億円）
・主な事業内容

1)創業当時からの積算代⾏業務
2) BIM現場やスマート現場などのソリューションを提供
3)業務フローの⼀元管理のための⾦融や教育⾯などの関連業務
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(2)視察内容
グロードン社は、中国でも有数の建設関連のソフトウェアベンダー
独⾃の技術を持ってBIMソフトの開発を⾏っている。
スマートシティ・デジタルツインと⾔った分野にも進出

精華⼤学とのBIM共同研究センターBIMを駆使した社屋の案内
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(2)視察内容
「数字建築体験館」＝BIM展⽰室の⾒学
社内にコンセプトやソフトウェアのデモンストレーション空間を設置
BIMやデジタルツイン、 AIなどを駆使して建設現場を数値化していくこ
とのにしていくことの重要性に関するコンセプトムービーを作成
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(2)視察内容

マレーシアの建設産業開発局の
MyBIMセンターwebサイト

2018.6.29 第９回中国建設業サミット（主催）

中国の「⼀帯⼀路」政策に対して⽀援するため国際的活動も⾏っている。

グロードン社の世界拠点

アメリカ、フィンランド、イギリス、ス
ウェーデンに⼦会社があり、欧⽶などの市場
もカバーしている。また、全世界で約7カ所に
研究開発の拠点を持ち、たとえば精華⼤学と
の共同研究開発や、アメリカのシリコンバ
レーではAIやビッグデータの開発を⾏っている。
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(2)視察内容
BIM/CIMに関する意⾒交換をした。
特に、両国のプレイヤーの整理とBIM/CIMに対する積極性について議論

中国では、国が積極的に制度や基準類を整備して
おり、特にPM（プロジェクトマネージャー）は、
積極的にBIMを活⽤したいと考えているということ
がわかった。

⽇本と中国のBIM/CIM活⽤に対する積極性
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４．まとめ

・今回の視察では、調査会社やコンサル（主にBIM Manager業務を中⼼のコ
ンサル）、ICTベンダーとの意⾒交換が主となり、施⼯会社との意⾒交換
を⾏うことはできなかった。しかしながら、中国における最新のBIM/CIM
の取り組み状況を肌で感じるには⼗分な内容であった。

・太空科技社との意⾒交換では、同社の顧問を務め、中国全⼟、中国政府の
BIM/CIMの推進に係る精華⼤学の梁教授のご講演を賜る機会にも恵まれた。

・さらに、今回の視察を通じて、中国のBIM/CIMに係る多くの関係者の⽅々
とのコネクションを創造することができたことも⼤きな成果の⼀つである。

・今回の視察は、⽇建連と建コン協の共同での実施となったが、これをきっ
かけに、今後、それぞれの領域を超えた検討を⾏うことで、BIM/CIM本来
の⽬的である、設計、施⼯の効率化、⾼品質化の布⽯になることを期待し
たい。




