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都市やインフラのシステムは、設計当初は明示的に意図さ
れていなかった方法にも将来的に適応・対応可能となるよ
うに設計しておく必要があります。
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はじめに
都市やインフラのシステムは、設計当初は明示的に意
図されていなかった方法にも将来的に適応・対応可能
となるように設計しておく必要があります。クラウド コ
ンピューティングの台頭や、ハードウェアとソフトウェア
の進歩により、物理的な世界に関する情報をコスト効
率よく迅速に収集してデジタル化することが可能にな
りました。
 
実際の世界をデジタル世界に忠実に反映する「デジタ
ル化の鏡」は、かつてないほど実現に近づいています。
近い将来、この情報をプランニング、設計、建設、運用の
各プロセスで利用し、意思決定の判断材料とすること
で、環境破壊を最小限に抑えるとともに、プロジェクト
の設計会社、施工会社、インフラ オーナーに利益をも
たらすこととなるでしょう。

本書では、こうしたテクノロジーの変革に関する詳細と
ともに、イノベーションを生み出すアイデアについて解
説します。全世界で 57 兆ドル1にも達するインフラの 
課題を効率的かつ効果的に解決するためのソリューシ
ョンは、BIM/CIM、ビッグデータ、クラウド コンピュー
ティング、解析といったテクノロジーの活用にあります。
今後、インフラ建設のプランナー、設計者、施工会社の
役割は根本的に変わるでしょう。インフラ建設では今
や、適切な方法で建設するだけでは十分ではありませ
ん。「つながりの時代」に突入しようとしている今、「そ
もそも建設しようとしているそのインフラ自体は適切
なのか？」という根本的な質問に対して回答できなけ
ればならないのです。

世界は変わりつつあります。今日のインフラは、インフ
ラ自体の老朽化が進んでいるだけでなく、プランニング、
設計、建設のアプローチも、急速に時代遅れになりつつ
あります。本書では、オートデスクから見たインフラ業界
の将来の展望についてご紹介します。eBook『デジタル
化のパワーを建設業に』の内容を補足する形で、新たな
テクノロジーの動向によって、収益性が高く、回復力が
あり、俊敏性の高い業界や建設環境が実現する理由を
解説します。

今後 20 年間は、人口の増加や都市化、景気拡大によっ
て、インフラの需要は前例のないレベルにまで高まるで
しょう。そればかりでなく、新たなテクノロジーの動向に
よって、世界中の土木インフラ業界全体で、インフラのプ
ランニングから設計、建設、維持メンテナンスまでの方法
が変わりつつあります。イノベーションは今や任意のオ
プションなどでなく、不可欠な要素となっています。業界
がさまざまな面で変化を続けているなか、変わりなく存
在し続けているのは、リスクへの対処方法や収益を増加
させる方法についての懸念です。

こうしたなかで BIM/CIM は、目的に適した安定した
建設環境を実現するための効率的かつ革新的なアプロ
ーチとして、重要な役割を果たします。オートデスクはさ
まざまなお客様のプロジェクトをサポートするなかで、
そのことを証明してきました。私たちに必要なのは、環
境に優しく、社会の発展を支え、経済的な価値を生み出
す、持続可能で回復力のあるインフラです。これを実現
するために、インフラ オーナーと設計企業は仕事のやり
方を変える必要があります。実際の現場で並行して生じ
るインフラ上のさまざまな課題はすべて、同時進行で特
定・対応していく必要があります。重要なのは、インフラ
建設のプロセスを適切な方法へと変革していくことで
す。将来に向けて成長力、適応力、回復力を備えたインフ
ラを構築するには、隣接するすべてのインフラ システム
の相互依存性とライフサイクル全体のコストを考慮しな
がらインフラを増設していく必要があります。税金を賢
く投資するには、実用性だけでなく、将来性を考慮した
うえで最善の方法をとることが必要になります。

1



UAV とドローン AI と機械学習クラウド
コンピューティング

ロボット モノの
インターネット
（IoT）

インフラの動向 自動運転車：自動運転車が普及すれば、公共交通機関から車へ
のシフトが大幅に進み、道路交通量が増加したり、交通の流れ
のパターンが変化したりする可能性があります。自動運転車で
は、車車間通信を利用して車両の間隔を狭めることができ、道路
の輸送能力を今より向上させることができます。近い将来、徒歩、
自転車、公共交通機関、自動運転車、さらに有人ドローンなどの
さまざまな移動手段に対応するために、交通システム全体の計
画・設計手法が大きく変化するでしょう。

無人航空機（UAV）： UAV やドローンは、インフラ建設のプラン
ニング、設計、施工、運用で既に利用が始まっています。利用方法
は、現況のデジタル記録、建設の進捗追跡、建設プロジェクト完
了後の現況情報の取得などです。UAV は今後、輸送で大きな役
割を果たすようになる可能性があります。その結果、地上を走る
輸送車の数と道路ネットワークの需要は減少しますが、一方で新
しい航空交通の管制方法が必要になるでしょう。

製造業のイノベーション：積層造形、3D プリンティング、新素材、
高度な自動化により、製造サプライ チェーンの見直しと合理化が
進み、生産場所が消費や組み立ての場所へと移動するでしょう。

代替資源：高度な資材開発と、再生可能なエネルギーや非従来
型のエネルギーにより、従来の自然資源に対する需要が変化
するでしょう。

世界中のインフラは今、転機を迎えています。100 年前の
作業工程に数十年前のアプローチを組み合わせた方法
では、急速な都市化と人工増加に対応することは不可能
です。さらに、既存のインフラ システムにかかる負荷は
ますます増大しています。多くのインフラ システムは耐
用年数をはるかに超えており、財政難の状況下で、修復
が間に合わないペースで故障が生じています。

都市化、交通渋滞、環境規制、そして景気拡大により、イ
ンフラに対する需要は前例のないレベルにまで高まっ
ています。McKinsey Global Institute は、現時点の
需要を満たすだけでも 2016 年から 2030 年の間に、
全世界で約 49 兆ドル相当のインフラ投資が必要にな
ると推定しています。これに加えて、予想される成長率に
対応していくためには、2030 年までに全世界で毎年 
3.3 兆ドルの投資がさらに必要になります。現在投資さ
れている予算は約 2.5 兆ドルです。

このような背景から、インフラ市場には根本的な変化が
起こりつつあります。公共部門のインフラ資金不足を解
決するために、官民パートナーシップ（PPP）などの従来
とは異なる資金調達方法で、公共のインフラ プロジェク
トに民間資本が投入されています。新たな顧客の期待が
加わり、市場のグローバル化が進むとともに、プロジェク
トの進め方にも変革が起こっています。従来の手法と新
しい手法の間で競争が進み、市場の勢力図が一新され
つつあるのです。持続可能性（サステイナビリティ）と回
復力（レジリエンス）は、もはや「望ましい特徴」でなく 
「要件」となりつつあり、これらの要件が建設プロセスと
建設された資産の両方に影響を及ぼしています。オーナ
ーは、エンドツーエンドのライフサイクル ワークフロー
を求めています。そこには、より高品質な建設データや、
資産とポートフォリオを効果的に管理できる方法が提
供されることに対する期待が含まれます。 

また、このような変化や需要が生じつつあるなか、建設
作業の生産性は、インフラ業界にとって最大の課題の 1 
つであることには変わりありません。大規模なプロジェ
クトでは、予算が 10% 以上超過したケースが次々と報
告されています。こうした問題の存在は、そこに大きな 
チャンスがあることを意味しています。政府は、インフラ
提供システムをより効果的にするために、行政機関とそ
の能力やプロセスを変革しなければなりません。

また、インフラ業界では現在、事業運営費の 1.2% しか 
IT に投資されていません（製造業界では 3.3% 投資さ
れています）。この業界では、テクノロジーをもっと有効
に活用する必要があります。インフラ業界で現在使用され
ている手法やテクノロジーのほとんどは、まだ人口が少な
く、緊急性が低く、需要が少なかった時代に生まれたもの
です。しかし今日では、その当時よりもプロジェクトの規
模や複雑さが増し、さらにインフラの老朽化が進んでい
ます。そのため、設計案のシミュレーション精度の向上
や、納期の短縮、高い品質の維持、コストの最小化、安全
性の確保の必要性が高まっています。

そして、こうしたニーズはテクノロジーで解決できるの
です。BIM/CIM などのデジタル テクノロジーやプロセ
スを開発・導入し、全面的なデジタル化を行うことで、こ
うした問題を大きく改善できます。世界的な年間コスト
で見ると、設計・施工フェーズで 10 ～ 25％、運用フェー
ズで 8 ～ 13％ のコストを削減できると推定されてい
ます2。
BIM/CIM、ビッグ データ、クラウド コンピューティン
グ、解析などのテクノロジーは、インフラのプランニン
グ、設計、施工、管理の方法に変化をもたらしています。
テクノロジーによって人々、プロセス、アイデアがつなが
り、持続可能で回復力のあるインフラが実現します。

インフラ エコシステムをデジタル化することで、インフラのプランニング、設計、施工、管理の方法に変革がもたらされます。イン
テリジェントな仮想空間によるインフラ プロジェクトによって、インフラのプランニング、検討、コラボレーション方法を改善し、
将来のニーズを満たす未来のインフラを実現することが可能になります。テクノロジーは人々やアイデア、プロセス、ビッグデータ
をひとつにつなげ、インフラ プロジェクトや将来のニーズについて、十分な情報に基づいた確実な判断を下すことが可能になり
ます。これが「つながりの時代」のビジョンです。
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インフラのプランニング、設計、建設、運用は、すべての
人々の生活に大きく影響する、難易度の高い事業です。
そのため、綿密な調査が必要となります。特に都市部の
場合は、なおさらこれが必要になります。ここ数十年の
間に、かつてないほどのスピードで都市化が進みまし
た。現在、世界的に農村部よりも都市部と郊外の方が多
くの人々が居住しています（2014 年の 46％ から 54
％ に上昇しています）。国連は 2050 年までに世界人
口の 66％ が都市部と郊外に住むことになると予測し
ています3。

このような人口の流れを考えると、都市部のインフラ需
要への対応が、この業界の 21 世紀の課題となると言え
るでしょう。都市が成長していくためには、将来像を定
め、これを実現するための資金調達に取り組みつつ、優
先事項を新たに決定しながら、変化していく必要があり
ます。多くの都市は、テクノロジーとデータの活用方法を
模索しながら、サービス効率の高い「スマート シティ」を
実現しようと取り組んでいます。しかし、「スマート シテ
ィ」とは、一体何を意味するのでしょうか。

都市には高い生産性やアクセス性が求められますが、
同時に住みやすさや市民へのサービスも重要です。ス 
マート シティは、人々を場所や情報とつなげます。そして
同時に、インフラ資産の持続可能な運用を将来に向け
て最適化します。テクノロジーは、創造やコミュニケー 
ション、選択肢の評価を行うためのプラットフォームを
提供します。そしてより強固につながった、持続可能で 
回復力のあるコミュニティが実現するのです。テクノロ
ジーによってコラボレーション プロセスは促進され、イ
ンフラ資産のライフサイクル全体を通じて、関連するデ
ジタル情報の作成や交換が可能になります。

このスマートなインフラのつながり、つまりテクノロジー
による個人、コミュニティ、都市、さらには国レベルでの
つながりが、スマート シティのビジョンを変えていくでし
ょう。このつながりが、さらに包括的なプランニングの
基盤となります。これにより、あらゆる種類のインフラが
相互につながり、ニーズやパフォーマンスの優先順位決
定や最適化が行われ、エネルギー消費が最小限に抑え
られ、そこに住む人々がもっと楽しく生産的な生活を送
れるようになります。

インフラの変革
21 世紀に向けた “

テクノロジーの変革はパラダイム シフトを引き起こし、
インフラの「つながりの時代」をもたらします。ワークフ
ローのデジタル化に加えて、デジタル モデル、人々、ソー
シャル ネットワーク、ビッグデータ分析が相互作用する
ことで、プロジェクトの予測可能性、長期的なライフサイ
クルの理解、そして品質、安全性、コストなどの改善に役
立つ新たな考察が得られます。デジタル化が進めば、か
つてない規模で従来のワークフローが見直され、大きな
可能性を秘めた新しい時代が到来します。しかしここで、
建設・土木業界の企業が適切に計画・管理できなけれ
ば、ビジネス上のリスクも増大します。

インフラに関しては、解決していかなければならない課題がいくつか
あります。この課題の解決に成功するためには、さまざまな異なる要素
がすべてうまくいく必要があります。つまり私たちには、やり方を変え
ていく必要のある事がたくさんあるということです。プロジェクト成果
の質が低くなった場合、それはシステム全体を考えて計画しなかった
ことが主な原因です。 
 
 
KEN HENRY 博士 
元財務省長官 
オーストラリア BIM/CIM は都市化の需要に対応するうえで重要な

役割を果たします。BIM/CIM は、インフラやリソー
スの資産のプランニング、設計、構築、管理、維持を 
行うための総合的なプラットフォームとなります。ス
マート シティの創造や新しい都市の建設、既存の都
市の接続、都市を支えるインフラ基盤の提供につい
ても同様に、BIM/CIM は総合プラットフォームとし
て機能します。

BIM/CIM については既に、プロジェクトのリスク
を低減し、成果の予測可能性を高めるなどの効果が
実証されていますが4、設計プロセスだけでなく、建
設の引き渡しや運用にまで活用していく必要があり
ます。インフラ資産の最適化された設計とライフサイ
クルの全段階をデジタルで結びつけることで、BIM/
CIM の効果や利益をさらに拡大し、コストを削減
し、プロジェクトの全関係者の利幅を増加させ、より
低コストでより良い成果を、予測可能な方法で実現
させることが可能になります。

米国、英国、ドイツ、フランスにおける BIM/CIM の
導入状況、最も多用されている手法、BIM/CIM によ
って得られた利益、BIM/CIM プログラムの発展と
改善のために行われた投資について、Dodge Data 
& Analytics 社の SmartMarket Report『The 
Business Value of BIM for Infrastructure 
2017』（インフラ向け BIM がビジネスにもたらす価
値 2017 年版）が紹介しています。
詳細はこちら（英語） >
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テクノロジー 
とリスク
土木インフラの構想と実現で中心的な要素となるのは、
リスクです。具体的には、リスクを管理可能なレベルま
で減らすことが重要になります。リスクは、インフラ シス
テムの投資、処分、再投資に関するすべての意思決定に
潜んでいます。社会の発展に欠かせない建物の建設にか
かる資金を十分に確保できるか、出資する投資家はいる
か、そうしたことを検討しなければなりません。インフラ
企業にとっては、取り組むプロジェクトを選択すること自
体がリスクです。

他の業界やプロジェクトとは異なり、非常に複雑で相互
に関連するインフラ システムを設計し、構築することに
は大きなリスクが伴います。たとえば、完成するまで数年
から十年もかかるインフラ資産やシステムの構築につ
いて、事前にスケジュールや価格を決定することにはリ
スクがあります。また、完成したインフラが意図された耐
用年数に達するまで十分に維持管理されない場合に生
じるリスクもあります。さらに、クラウド、モバイル、ソー
シャル ネットワークが普及した現在では、データに関す
るリスク、統合されたハードウェア/ソフトウェア システ
ムに関するリスク、そして何よりもサイバー セキュリティ
に関するリスクがあります。

インフラ設計に関する意思決定では、必ず短期的およ
び長期的な影響とリスクを考慮します。リスクが設計と
建設の両方に対して及ぼす影響を理解することが、リス
クを低減させる鍵となります。ビッグデータの分析から
得られる設計や建設に関する情報は、リスク管理に革
命をもたらす可能性があります。土木インフラ業界は、
新たな手法でリスク管理を行うことで、プロジェクトの
リスクの特定、定量化、軽減を改善できるだけでなく、
リスクを転じて反対に利益を増やしたり、利幅を予測
可能にすることもできるでしょう。インフラの「つながり
の時代」が訪れれば、設計に関する特定の意思決定や
アプローチの長期的な影響をただ推測するだけでな
く、正確に計算できるようになります。

さらに、「モノのインターネット」とこれに接続されたデ
バイスを利用することで、インフラ資産のライフサイク
ル全体にわたり、リスクと不確実性をより細かく把握
できるようになります。たとえば、橋梁のセンサー デー
タを利用すれば、ひび割れやその他の異常の初期兆候
を検出できるため、重大な障害が発生する前に迅速か
つコスト効率の良い方法で対処することができます。ま
た、建設済みの類似するインフラを事前に調査して、同
様の障害が起きる前に先手を打って対策したり、類似
する設計を検討中の場合は設計内容を見直して問題が
生じる前に解決することができます。
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インフラ業界が運用に関して直面する現実は、絶えず
変化しています。企業は常にリスクを低減する方法につ
いて頭を悩ませています。投資家はインフラ投資に対し
て慎重な姿勢を示します。これは、プロジェクト コスト
や施工スケジュールの超過に関するリスクや、承認され
たプロジェクトの工程が不明瞭な点が原因となります。
道路、橋梁、インターチェンジ、水道システムなど、未完成
のインフラについては完成時の性能を証明できないに
もかかわらず、非常に高額で、多くの人々に影響を与え
る重要なものであるため、投資家が懸念を抱くのは当
然です。ソーシャル メディアが普及した今日のデジタル
世界では、場所、規模、コストにかかわらず、あらゆるイ
ンフラ プロジェクトについて、建設や規制当局の承認が
実施される前に、市民はモバイル デバイスで情報を確
認できます。

世界の上位 32 ヵ国には、218 兆ドル以上に相当する
インフラ資産が存在します5。これを維持管理する必要
がある一方で、方法を変革する必要性も生じています。
米国土木学会によると、インフラを修復しなかった場
合、2020 年までに米国だけで 3.1 兆ドルの GDP の損
失が生じる可能性があるといいます6。問題は、業界のパ
フォーマンスを改善する方法があるどうかです。

そしてもちろん、その方法はあります。BIM/CIM などの
デジタル テクノロジーとプロセスを導入すれば、プロジ
ェクト成果の予測可能性を高めることができます。そし
てその価値は、既に実証されています7。「つながりの時
代」におけるデジタル化は、交通機関などのインフラ プ
ロジェクトのエンジニアリング コストと建設コストを  
15 ～ 25% 削減すると予想されています8。

リアリティ キャプチャとモデリング技術が進化した結
果、現実世界に関する情報を迅速かつコスト効率よく取
得してデジタル化することが可能になりました。こうした
技術の発展により、現実世界をデジタル世界に忠実に
反映する「デジタル化の鏡」の真の実現が近づいていま
す。この情報は、プランニング、設計、建設、運用の各段階
における意思決定をサポートし、環境破壊を最小限に
抑え、結果的にプロジェクトの設計会社、施工会社、イン
フラ オーナーに利益をもたらします。

経営上の現実

技術開発はスピーディーに進んでいて、その影響力は多
大です。従来のインフラ業界の専門家には、新しい技術
やプロセスを取り入れるリスクを回避しようとする傾向
がありましたが、今はこの考え方を克服する必要があり
ます。さもなければ、デジタル化の機会を利用して外部か
ら業界に参入してくる企業に遅れを取ってしまいます。
インフラ企業の経営者は、こうした破壊的革新を受け入
れなければなりません。まずは現在利用可能な技術水準
と比較しながら、自社のデジタル能力を社内で評価する
ことから始める必要があります。

都市化、インフラの老朽化、自然災害のリスク増大に伴
い、目的に適った安定した環境を建設することの必要性
が高まっています。環境を保護しながら社会の発展を支
え、経済的価値を生み出す、持続可能で回復力のあるイ
ンフラを構築することは、不可能ではありません。しかし
それには、インフラ オーナーや建設・土木業界の企業が
仕事のやり方を変え、経営陣が変化に対する不安を克服
する必要があります。

若手従業員がプロジェクト
全体がどのように進行するか

を学びやすくなる

サービスの提供

一貫していて再利用
可能なプロセスの確立

施工業者 エンジニア

34% 22% 21% 16% 8%

BIM の利点 BIM 導入の内部的なメリット

エラーの削減 コストの予測
可能性が向上

理解の向上 スケジュールの
改善

設計の最適化

SmartMarket Report『The Business 
Value of BIM for Infrastructure 2017』で
は、調査対象の BIM ユーザーの大半（87%）が、
BIM の利用によってメリットがもたらされてい
ると回答しています。ほとんどのユーザーは、まだ
潜在的な能力の一部しか活用できていないと感
じています。
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インフラ業界に対するエンジニアリン
グサービスの価格、需要、供給力に影
響を及ぼす経済的要因。

商取引中心の事業から
イノベーション重視へとシフトする。

変革によってパフォーマン
スのバランスを取る。

複雑さや規模はコスト増加の要因にはならない場合が
ある。技術の進歩により、最適なソリューションを導き出
すために、数千の選択肢を検討できるようになる。

新しい方法、技術、手法を取り入れて設
計完了までの時間を短縮しつつ、品質
の向上とコストの削減を実現し、サービ
スを改善しなければならないというプ
レッシャー。

プロジェクトの実行力

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

市場要因

価値とイノベーションの基礎

O&M
ISO 55000

TBL

トリプル ボトムライン（TBL）、運用と保守（O&M）に
おける回復力、資産のパフォーマンス、ISO 55000 な
ど、顧客のニーズの変化にどうすれば対応できるか？

ライフサイクル サー
ビス

持続可能性から長期にわたる認可サイクル
まで、どうすれば対応できるか？

政府の政策

リスクの軽減

適切な人材を（適切な費用/請求単価で）確保できているか？
彼らは、プロジェクトチームの他のメンバーと効果的かつ

正確なコミュケーションが取れているか？

プロジェクトの収益
性

パフォーマンスの
改善

プロジェクト予算の範囲内でビジネス/ライフサイクルに
フォーカスした企業パフォーマンスを向上するには、どう

すればよいか？

プロ
ジェク

トの対応能力

グローバル化やオーナーの特徴の変化にどう
すれば対応できるか？

競合と成長

ビジネス
ケース

さまざまな利害対立がある中で、どうすればクライア
ントのプロジェクト資金を調達できるか？

プロ
ジェク

トの資金調達

コストを抑えるだけでなく、設計
自体の価値によって競合企業に
勝つにはどうすればよいか？

競合との差別化

インテグレーテッドプロジェクトデリバリー（IPD）、官民パート
ナーシップ（PPP）、設計・調達・建設（EPC）…計画担当責任者とし
て、私の役割は何か？財政的実行可能性や代替設計案の分析に
使用するエンジニアリングデータをどうすれば提供できるか？

物資調達経路

インフラ ビジネス 市場動向や商業環境の変化、確立された経営上の現実を調査することで、ビジネスにおける「8 つの課題」が見えてきます。 
これらは、株主に対して価値を還元する方法を模索している世界のインフラ企業の経営陣を悩ませている課題です。

これらの課題はどれもよく知られているものです。外部
的な課題には、プロジェクトの処理能力、プロジェクト
の資金調達、競争と成長、政府の政策が含まれます。内
部的な課題には、プロジェクトの収益性、物資調達経
路、競合他社との差別化、ライフサイクル サービスが含
まれます。

「つながりの時代」において、インフラ企業はデジタル
化やその他の革新的なテクノロジーを利用することで、
ビジネス成果を向上させることができます。さらに建設・
土木業界の経営者は、役員レベルの課題に対処しなが
らビジネスを最適化し、市場や顧客の需要の変化に対
応しつつ、ビジネスを成長に導けるようになります。
経営的な課題を見る（英語） >
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インフラ業界に対するエンジニアリン
グサービスの価格、需要、供給力に
影響を及ぼす経済的要因。

商取引中心の事業から
イノベーション重視へとシフトする。

変革によってパフォーマン
スのバランスを取る。

複雑さや規模はコスト増加の要因にはならない場合が
ある。技術の進歩により、最適なソリューションを導き出
すために、数千の選択肢を検討できるようになる。

新しい方法、技術、手法を取り入れて設
計完了までの時間を短縮しつつ、品質
の向上とコストの削減を実現し、サービ
スを改善しなければならないというプ
レッシャー。

プロジェクトの実行力

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

市場要因

価値とイノベーションの基礎

O&M
ISO 55000

TBLO&M
ISO 55000

TBL

エンジニアが、現代社会を形成してきた技術的発
展における自身の役割に気付いていない。

ライフサイクル サー
ビス

持続可能な開発や気候変動を緩和させるためのエンジニ
アリングの重要性や、この事実を方針決定者に伝えること

の重要性を見落としてしまう。

政府の政策

リスクの軽減

エンジニアリングやテクノロジーのプロセスを成功
に導くには、個人、機械、社会組織の相乗効果が必要

であることを見落としてしまう。

プロジェクトの収益
性

エンジニアリングとは基本的に、有形無形の人工物（つまり
インフラ）を創造し、自然に手を加えることだという事実を

忘れてしまう。

競合と成長

ビジネス
ケース

テクノロジーに対する理解が不十分で、最大限に活
用できていない場合、重要なインフラシステムで技
術的な失敗や設計の欠陥が発生するリスクが増す。

プロ
ジェク

トの資金調達

エンジニアリング環境の急速な変化と、そ
れにより社会に及ぼされる変化を軽視して

いる。

競合との差別化

土木エンジニアのスキルや知識に焦点を当てた取り組みは行
うものの、インフラ開発の PPP 実務者や計画担当責任者に

ついての具体的な要件を考慮していない。

物資調達経路

新しいアプローチを採用した際に不明な事
柄や悪い事柄が発生する可能性の累積的な

影響。

パフォーマンスの
改善
パフォーマンスの
改善

プロ
ジェク

トの対応能力

ビジ
ケー
ジネス
ース

さまざまなリスクの
要因

リスク

ルール

インフラ ビジネス
リスクの把握

13 インフラのデジタル化   14土木インフラ：戦略的な業界予測



インフラ業界に対するエンジニアリン
グ サービスの価格、需要、供給力に影
響を及ぼす経済的要因。

商取引中心の事業から
イノベーション重視へとシフトする。

変革によってパフォーマン
スのバランスを取る。

複雑さや規模はコスト増加の要因にはならない場合が
ある。技術の進歩により、最適なソリューションを導き出
すために、数千の選択肢を検討できるようになる。

新しい方法、技術、手法を取り入れて設
計完了までの時間を短縮しつつ、品質
の向上とコストの削減を実現し、サービ
スを改善しなければならないというプ
レッシャー。

プロジェクトの実行力

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

外
的
な
課
題

内
的
な
課
題

市場要因

価値とイノベーションの基礎

O&M
ISO 55000

TBLO&M
ISO 55000

TBL

ライフサイクル サー
ビス

非定型的なアプローチから、問題やプロジェクト、
成果に基づいたジャストインタイムのアプローチ

へと移行する。物資調達経路

エンジニアは、革新的な設計手法によって強化された技術に
よって、インフラシステムを適切に評価し、ライフサイクル全体
にわたって明確に把握しながら運用・保守を行うことができ

る。

競合との差別化

長期的な社会的価値に基づいて資金調達す
るプロジェクトに優先順位を付け、将来を見
据えて大規模プロジェクトを検討し、ライフ
サイクル価値が最も高い設計案を提供する。

政府の政策

新しいテクノロジーや知識、ソリューションを取り入れるス
ピードが劇的に上がっていることを含め、エンジニアリン

グの変化が加速していることを認識する。

リスクの軽減

プロジェクトの収益
性

テクノロジーの特性という観点よりも、環境の変化に
応じてテクノロジーを使用し、開発し、取り入れると
いう人間の能力の観点から、業務について説明する。

ビジネス 
ケース

プロ
ジェク

トの資金調達

意思決定者がテクノロジーによる社会的影響と環境
的影響を認識したうえで、最も有益でコスト効率の高
いプロジェクトと設計案を特定し、そのための資金調

達を行う。

競合と成長

設計判断に関する情報を組み込み（インフラのコスト、
メリット、リスクをシステムレベルでモデル化）、設計案
から得られるプロジェクト全体の価値を関係者が理解

できるようにする。

パフォーマンスの
改善
パフォーマンスの
改善

プロ
ジェク

トの対応能力

設計案によって異なるライフサイクルコストを、
より正確かつ公平に比較検討する。

ビジネス 
ケース

チャンスをもたらす
要因

ルール

インフラ ビジネス 技術革新による 
機会の創出
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BIM プロセス データ キャプチャ 拡張現実・仮想現実ビッグデータ クラウド モバイルIoT 機械の自動制御
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価値にフォーカスした検討に変化：これは建設する必要があるのか？これを建設することで、地域の 
交通はよりスムーズかつ安全になるか？商業の拡大と雇用の創出につながるか？

価格よりも価値、リソースよりも成果に 
フォーカスする。

“世界中の政府機関および公共/民間機関による新しい
インフラ プロジェクトでは、BIM/CIM の使用が必須と
なるケースが増加しつつあります。

北欧や英国では既に BIM の使用が必須とされている
ほか、欧州の他国でも同じ方向に進んでいます。たとえ
ばドイツや、EU における審議中のマンデートでは、 
2020 年までにドイツ連邦交通・デジタル インフラ省
の管理下で実施されるすべてのインフラ プロジェクト
に BIM を導入することが義務付けられています。米国
では、連邦道路管理局（FHWA）、米国全州道路交通運
輸行政官協会（AASHTO）、米国道路交通建設業者協会
（ARTBA）、米国建設業協会（AGC）が、「CIM」（Civil 
Integrated Management = シビル インテグレー 
テッド マネジメント）と呼ばれる取り組みを共同で推進
しています。これは、米国以外の国々で「インフラストラ
クチャ向け BIM」と呼ばれているものに相当します。こ
のような新しい標準では、初期のコストや価格しか評価
されない従来の手法と異なり、設計の全体的な価値が評
価されるようになります。

価格から価値へ

当社では既に、建設物に関して多くのことを把握できる状態
にあります。まだ何も建設していない段階でも、建設物の仮想
モデルを利用して、ある程度までのディテールを把握すること
ができます。建設物に関する情報を収集し続けることで、建設が
進むにつれて情報が成熟し、建設物の現況情報に近づいていき
ます。大きな利点は、当社による施工段階から、運用、そして維
持管理の段階へと、非常に効率的に情報を引き継げることで
す。データ駆動型の環境で、標準化されたアプローチに従って
作業を行うことで、データを簡単に引き渡すことが可能になり
ます。

JON KERBEY 氏
HS2 Ltd 
BIM 担当ディレクター

これによりインフラ市場は、現在の価格にフォーカスした
商業的な環境から、価値にフォーカスした市場へと移行
し、リソースよりも成果が重視されるようになるでしょう。
これにより、デジタル化を中心とした「つながりの時代」が
訪れます。その結果、たとえば都市開発においては、プロ 
ジェクトの設計が適切かどうかだけでなく、「そもそもこ
れは実施すべきプロジェクトなのか？道路は拡幅する必
要があるのか？拡幅工事によって、地域の交通はよりス 
ムーズかつ安全になるのか、それとも他の方法を組み合
わせたほうが良いのか？商業の拡大や雇用の創出につ
ながるのか、近隣企業への影響は生じるか？」といった問
題も検討されるようになります。

このようにインフラ業界は、インフラ システムの資産的
な側面にフォーカスした考え方から、インフラ自体の価
値にフォーカスした考え方へと変化しつつあります。 
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“

インフラを構想し、設計し、建設するプロセスには、多く
の人々やタスク、成果物、そして多くのデータが関与しま
す。プロジェクトには非常にさまざまな種類があり、取り
組み方も多様なため、「つながりの時代」の BIM/CIM 
ツールは、柔軟性が高いばかりでなく、各インフラ分野
の主要機能を備えたものである必要があります。このバ
ランスに加えて、プロジェクトのコンセプトから運用ま
でにわたり統合されたインフラ システム内で豊富な設
計データと情報（BIM/CIM の「I」= Information）を
共有する機能によって、主なメリットがもたらされます。
インフラ企業は、作成されたデータやプロジェクトから
得られる ROI が増加し、顧客に対して優れた設計や成
果物を提供することができ、最終的にはビジネスの収益
性を高めることができます。 

インフラ専門家が今後直面する制約や課題は、（第一世
代の BIM/CIM ツールを使用していた頃のように）設計
ルールで決まるものには限りません。代わりに、取り組む
必要のある変革的なビジネスやプロセスの成果によっ
て決まります。

企業はクラウド ファンディングやソーシャル コラボレ
ーションを活用することで、「ソーシャル ライセンス」（社
会的営業免許）を取得できます。こうしたことはすべて、
ビッグデータ分析を活用してインフラのニーズを特定
し、これに合ったインフラを建設し、望ましいライフサイ
クル目標を達成することで実現することができます。

BIM/CIM の「I」に 
フォーカスする

当社は BIM/CIM の導入を検討しています。BIM/CIM な
ら、品質と効率をともに高める相乗効果を生み出せるからで
す。つまり、素晴らしい成果物と社内コラボレーションを実
現できます。
BRAM MOMMERS 氏
Arcadis 社 
BIM 事業開発マネージャー

これは実際の世界ではどのようにして行われるのでし
ょうか。新しい交通システムの設計を例に考えてみまし
ょう。クラウド コンピューティングを利用すると、人口統
計、経済予測、ユーザーの好み（電気自動車かガソリン車
か、自動車か公共交通機関か、地上輸送か地下輸送か、
関連する維持管理要件、希望する最大通勤時間など）と
いったデータを高速で処理し、インフラの影響やライフ
サイクル全体のコストを明らかにしたり、リスクに基づい
たさまざまな選択肢についてトリプル ボトム ライン（社
会・環境・財政）のコスト ベネフィット分析（TBL-CBA）
を実行したりできます。また、ジェネレーティブ デザイン
のロジックを利用すれば、求められる成果を達成でき
る交通手段の組み合わせを最適化することができます。
その結果、バランスのとれたマルチモーダル交通体系
を実現し、将来に向けて規模を拡大したり、その状態
や性能についてリアルタイムのフィードバックを提供
したりできます。「つながりの時代」の BIM/CIM ツー
ルでは、知見を収集し、進行中の同様の設計に対して（
まだ生じていない問題を予見して建設前に修正するな
ど）変更を反映させることができます。テクノロジーの
変革によってこうしたことが可能になったため、専門
家たちは必要な設計データを活用および増強して、利
益が出るようにプロジェクトを遂行し、関連するイン
フラ建設を期限内に完成させることができるように
なりました。今後 10 年以内に、コンピューターと設計
者/エンジニアは、最終的にインフラを共に創り出すチ
ームとして結束するでしょう。これが第四次産業革命の
始まりです。

BIM/CIM をプランニング ツールとして使用することで、プロ
ジェクトが環境に及ぼす影響を低減し、複数の部門間で設計
を最適化し、計画段階における民主性と透明性を向上させる
ことができました。
KRISTIN LYSEBØ 氏
ノルウェー国立鉄道局
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BIM とは、Building Information Modeling（ビル
ディング インフォメーション モデリング）、つまり「建設
情報のモデル化」を意味する略語です。この手法の焦点
は、デジタル モデルを使用して建設物を最適化すること
にあります。このように、現在の私たちのテクノロジーの
活用方法は「最適化の時代」に属するものといえます。プ
ランナー、設計者、施工業者は BIM/CIM を利用するこ
とで、さまざまな設計手法や施工手法を最適化し、プロ
ジェクト実施方法を改善できるようになりました。

「つながりの時代」において、BIM は Better 
Information Management、つまり「優れた情報管
理」を表す略語へと変化する可能性があります。BIM の
焦点はビジネスとライフサイクル システムに置かれ、よ
り優れた情報管理（IM）と、設計の指針となるジェネレ
ーティブ ロジックを提供するクラウドが活用されるよ
うになります。これにより、プランナー、設計者、施工会社
は、高効率なプロジェクト実施方法を可能にする包括的
なシステム的アプローチに基づき、企業業績の向上を図
れるようになります。

この次世代の BIM では、成果物や納品物にフォーカス
しながら、インフラ ビジネスの課題に対処することにな
ります。「つながりの時代」では、以下の事柄が新たな優
先事項となります。

•   インフラへの投資と、運用上の利益、持続可能な利
益、社会福祉の間でバランスを取る

•   統合されたテクノロジー システムとしてインフラを設
計することで、より生産性の高い運用を行う

•   予測可能な資産管理を実現するためにダイナミック
な資産運用戦略と企業の再構成戦略を実施し、変化
するインフラ要件に対処する

今後の変化

10 years
Within

full-scale digitalisation of the construction industry
will lead to huge annual global cost savings.
For non-residential construction, those savings will be:

設計・建設フェーズ 運用フェーズ

0.7
兆ドル

1.2
兆ドル

0.3
兆ドル

0.5
兆ドル

「インフラ専門家が今後直面する制約や課題は、BIM/
CIM 第一世代のように設計ルールによって決まるもの
ではありません。それは、顧客のために取り組む必要があ
るビジネス変革とプロセスの成果によって決まります」

最適化の時代から「つながりの時代」への転換とデジタル
化は、主要なテクノロジーの変革によって促進されるでし
ょう。クラウド コンピューティングは、「つながりの時代」
を支える技術プラットフォームの多くに無制限のコンピ
ューティング パワーをもたらします。デジタル ツイン（物
理的なモノや設備に計算データや測定データを重ねたソ
フトウェア モデル）が、可視化、建設の品質保証/品質管
理、モニタリング、資産管理に関する意思決定のサポート
に利用されるようになります。拡張現実（実際の世界の人
の視界にデジタル画像や情報を重ねること）や仮想現実
（現実や想像上の環境を再現し、その環境におけるユー
ザーの物理的な存在をシミュレートすること）を利用す
れば、デジタル データを介してこのような「現実」と相互
作用することができます。そしてもちろん、3D プリンティン
グは、これからもインフラ業界や設計方法、ものづくりの
方法に革命をもたらすことになるでしょう。

また、「つながりの時代」では、ソーシャル ネットワークや
オンライン ニュースを介して人々がこれまで以上につな
がりを持つようになるため、知的/物理的生産活動や顧客
の需要における変化も見られるようになります。このよう
なつながりが形成されることで、関係者たちは自分たちに
影響を与える問題について、さらに明確に認識できるよう
になります。このように、成果物（高速道路、水道システム、
新しい都市センターなど）の定義も変化し、デジタル世界
と現実世界は、成果物である建設物の利用者と深く結び
つくようになります。

「つながりの時代」では、ビッグデータ、クラウド コン 
ピューティング、バーチャル リアリティなどのテクノロジ
ーの変革が、人々やデータ、知見のつながりを促し、「つな
がった成果」を生み出します。潜在的プロジェクトがシス
テムオブシステムズ方式で評価されるようになり、焦点は
コストと資産から、成果と価値へと移るでしょう。これに
より、プランナーは初めから最終的な目標を考えること
ができます。つまり、たとえば「都市の 2 つの中心地をど
のように接続するのが最善か」と考える代わりに、「スマ
ート シティのこの区域の経済成長を促すには、どのよう
なインフラの組み合わせが最善か。建設リスクを最小限
に抑え、資本を再利用し、最低コストの建設物と比べて
付加価値を提供する建物はどのようなものか」という風
に考えることができます。建設業界の全面的なデジタル化が

進めば、10 年以内に全世界の年
間建設コストが大きく削減されま
す。住宅以外の建設コストについて
は右図のような削減効果が予想さ
れます。 

出典： World Economic Forum
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BIM/CIM の利点

SmartMarket Report『The Business 
Value of BIM for Infrastructure 2017』で
は、調査対象の BIM/CIM ユーザーの大半
（87％）が、BIM/CIM の利用からプラスの
価値を得ていると回答しています。ほとん
どのユーザーは、まだその可能性の一部し
か活用できていないと感じています。

「つながりの時代」とその新しい能力は莫大な可能性
を秘めていますが、価格から価値へと移行していくため
には、私たちの考え方を変革していく必要があります。
企業のプロジェクト実施能力も、インフラ資産そのもの
のパフォーマンスも、すべてが明確化されます。物理的な
システムとともに、密接に結びつけられたデジタル ツイ
ンが納品されるようになれば、設計や提供される価値、
成果の透明性が確保され、より適切な判断を下せるよ
うになります。

インフラ企業はデジタル化を実現するために、組織の運
営方法や、従来のあらゆる業務プロセスを見直し、リス
クを引き継いでいくのではなく軽減する方法を再調整
する必要があります。資産中心の考え方からシステム/会
社組織中心の考え方へと移行するためには、社内のデ
ジタル イノベーションに投資する必要があります。その
際には単体のプロジェクトの投資回収率だけでなく、長
期的な利益を考慮しなければなりません。デジタル化の
価値が実現すれば、これは企業全体、さらには業界全体
の標準となり、インフラ ビジネスはプロジェクト レベル
のビジネスから専門分野レベルのビジネスへと拡大し
ていくでしょう。

未来の展望
ビッグデータとクラウドは、このようなテクノロジーの
変革による集約化や統合を推進する基盤となります。こ
れにより私たちは、変化を受け入れ推進する人々にとっ
ての新しいビジネス価値とは何かを検討できます。「つ
ながりの時代」は、業界に変革をもたらします。既存の
業務プロセスをすこしずつ自動化していくような方法
ではなく、業界の運用方法や構造、報酬のあり方を根
本的に変えます。

このような変化はインフラ企業にどのような影響を及
ぼすでしょうか？以下のような影響が考えられます。 

•    インフラ企業のスキルと専門性のレベルが反映され
た、持続可能で予測可能なプロジェクト パフォーマ
ンスを実現

•   エンジニアリング企業の回復力が向上し、社内の混
乱を最小限に抑えながらオーナーによる要件の変
更に対応し、リソースを重要な成長分野へと迅速に
シフト 

•   新しいテクノロジーを活用することで俊敏にビジネ
スを変革し、新しい手法で既存の業務区分に対応し
ながら、新たな分野を開拓

無制限のコンピューティング パワーとビッグデータを活
用することで、プランナー、設計者、施工会社は、設計を多
角的に分析し、リスクを低減できます。また、複数のプロ
ジェクトのリソース バランスを考慮し、顧客や一般市民
の現在と将来のニーズに最適な統合インフラ システムを
構築するための戦略を導き出せるようになるでしょう。

今後のインフラ システムは、構想時には具体的に意図さ
れていなかった方法にも適応および対応できるような
形で設計されるようになるでしょう。そうすることで、関
係者が協力しながら変化の激しい市場動向に合わせて
インフラ設計手法を調整し、回復力、財政的なパフォー
マンス、ソーシャル ライセンスの要件を満たす成果を実
現できるようになります。

今後はあらゆるインフラの課題が現実に即して説明さ
れるようになるでしょう。未来のインフラの構想、検討、
コラボレーションを可能にし、より良いものへと改善す
るインテリジェントな「インフラのバーチャル プロジェク
ト」の実現を通して、あらゆるインフラ システムに変化が
もたらされます。「つながりの時代」では、プロジェクトの
正しい遂行方法を検討する前に、何が正しいプロジェク
トかを見極めることが重要になります。

次にご紹介する記事では、
インフラ オーナーや建設・
土木業界の企業が実践し
た革新的な取り組みや、な
ぜ今が変革の時なのかを
説明しています。2050 年
のインフラの未来をご覧く
ださい。

詳細はこちら >

詳細はこちら >

詳細はこちら >
詳細はこちら >

詳細はこちら >
詳細はこちら >

詳細はこちら >
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適切な維持管理を行わなければ、資産であるインフラが、負債
となってしまうおそれがあります。グレン キャニオン ダムは国
の重要インフラに指定されており、その保護と維持管理は非常
に重要視されています。しかし、維持管理や総点検が必要な大
型ダムは世界に 57,000 基あります。中国には 23,000 基あ
り、米国、日本、ブラジル、インド、ヨーロッパにも多数存在しま
す。

グレン キャニオン ダムに関する詳細  >
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「つながりの時代」の BIM/CIM は、すべての隣接するインフラ
システムの相互依存性と、ライフサイクルにわたるコストを考慮
しつつ、インフラを強化するための最適な方法にフォーカスした
プロセスです。すべては成長力、適応力、回復力を備えた将来に
対応できるインフラ システムを築くことを目的としています。

出典：
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