
オートデスク 
BIM活用事例集 2019



02

CONTENTS
株式会社佐藤総合計画
佐藤総合計画が BIM で最適なルーバー角度、ピッチを解析　 
Revit と Dynamo、Refinery によるジェネレーティブデザイン
ソフトウェア：Autodesk® Revit®、Autodesk® Dynamo、Generative Design for Revit (Project Refinery Beta)

P.04

株式会社ハイビッグ建築図面工房
BIM の 3D 情報生かし、施工図作成を大幅自動化　ハイビッグ建築図面工房のRevit 活用現場を直撃
ソフトウェア：Autodesk® Revit®

P.08

株式会社大建設計
高品質の設計を簡単に使える BIM ワークフローを全社で構築　効率化に特化した大建設計の Revit 活用戦略
ソフトウェア：Autodesk® Revit®

P.11

株式会社乃村工藝社
子育てや介護、働き方改革と生産性向上を両立　乃村工藝社の BIM 360 Design 活用戦略
ソフトウェア：Autodesk® Revit®、Autodesk® ReCap™ PRO、Autodesk® BIM 360® Design

P.14

株式会社安井建築設計事務所
BIM 未来図　安井建築設計事務所
ソフトウェア：Autodesk® Revit®

P.18

株式会社長谷工コーポレーション
BIM 未来図　長谷工コーポレーション
ソフトウェア：Autodesk® Revit®

P.21



03

株式会社大林組
BIM未来図　大林組
ソフトウェア：Autodesk® Revit®

P.24

岩田地崎建設株式会社
岩田地崎建設が BIM/CIM のスピード導入に成功　2020 年には 90% の物件での活用を目指す
ソフトウェア：Autodesk® AEC Collection

P.27

東急建設株式会社
“超精密”な薬液注入工事で CIM モデルを活用　 
東急建設が「Point Layout」を測量機器と連携し、作業量を従来の ¼ に圧縮
ソフトウェア：Autodesk® Architecture, Engineering & Construction Collection

P.30

株式会社奥村組
iPad と測量機の連携で「工事作業を待たせず、1 人で測れる」　奥村組の工事所で急速に広まる“BIM 測量”とは
ソフトウェア：Autodesk® Revit®、Autodesk® BIM 360™ Coordinate（Glue）、Autodesk® BIM 360™ Layout

P.34

フジテック株式会社
3D CAD、BIM、クラウドの先進的な活用で、世界の都市機能の未来を創造する
ソフトウェア：Autodesk® Inventor®、Autodesk® Revit®、Autodesk® AutoCAD®、Autodesk® Vault、Autodesk® 
BIM 360®、Autodesk® VRED™

P.38



04

ジェネレーティブデザインで最適解を追究
「冬場に室内に差し込む日射量を最優先し、
夏場の日射をある程度制限するのに最適な
ルーバーのピッチや角度を、定量化された 
日射データに基づいて決められるようになり 
ました」―こう語るのは、佐藤総合計画  
情報開発センターセンター長の網元順也氏だ。

建築設計者にとって悩みのタネは、限られた
予算の中で、建物の環境性能をいかに最大化
するかだ。クライアントからは、「冬はできる
だけ暖かく、夏はできるだけ涼しく、そして

会社名
株式会社佐藤総合計画

所在地
東京都墨田区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

Autodesk® Dynamo
Generative Design for Revit  
(Project Refinery Beta)

外壁にルーバーが付いた建物内への日射量は、BIM（ビルディング・ 
インフォメーション・モデリング）の日影解析機能を使うと求められるが、 
「冬暖かく、夏涼しく」といった相反する条件に帯する最適な 
ルーバー角度を求めるのは難しい。そこで佐藤総合計画は、 
BIM ソフト「Revit」をジェネレーティブデザインツールと連携 
させることにより、ルーバーの最適解を求めることに成功した。 
新しい BIM による設計法を追究する同社を直撃した。

室内からの視界はできるだけ広く、コストは
一番安くしてほしい」というように、相反する
条件を突きつけられることがしばしばある。

「これまでは、2～3 案作った設計案の中から 
1 つを選ぶといった決め方がほとんどでした。
しかし、これでは本当に最適な設計案になっ
ているのか、クライアントが納得するように
説明できませんでした」（網元氏）。

そこで同社は、オートデスクの BIM ソフト
「Revit」から光環境に関するパラメーターを

Revitとジェネレーティブデザインを連携させ、 
最適な設計案を求める作業

Revitで設計したルーバーの角度やピッチを最適化する作業の流れ

取り出し、「ジェネレーティブデザイン」という
数値設計手法と連携させることにより、最適
な設計値を求める新しい設計手法の開発に取
り組んでいる。

例えば、建物の外壁設置するルーバーの角度
やピッチを決める場合、（1）Revit で作成した 
BIM モデルから建物やルーバーなどの形状情
報を読み取る→（2）ジェネレーティブデザイン
用のツールで最適な配置を求める→（3）専門
のソフトで検証する、という流れになる。

RevitのBIMモデルを元に、 
ジェネレーティブデザインで 
ルーバー角やピッチの最適解を 
求める解析作業

佐藤総合計画が BIM で最適なルーバー角度、ピッチを解析 
Revit と Dynamo、Refinery によるジェネレーティブデザイン
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行っているため、最終案に対しては光解析ソ
フト「Radiance」によって性格や解析を行い、
性能の検証を行うという流れだ。

夏の日射を最適化するルーバー
例えば、5 階建てのオフィスビルの 5 階フロア
（面積約 1,200㎡）で、（1）夏に日射を最小化
する、（2）冬に日射を多く入れる、（3）冬に日射 
を深く入れる、（4）ルーバーコストを最小化す
る、という課題を解く場合を考えてみよう。

長辺と短辺の外壁にそれぞれ「ルーバー 1」と
「ルーバー 2」を設置する。それぞれの角度と
ピッチをパラメーターとして設定し、最適値
を求めるのがこの解析のゴールだ。

太陽光が直接、室内に差し込む「直達日射」の
量を表すために、「ソーラーアクセス」という
考え方を使っている。

CG（コンピューターグラフィックス）のレン
ダリングを行う「レイトレーシング」と同様に、
太陽光線の量を「本数」で数値化したものだ。

2 面のルーバーの角度やピッチを変えながら、
冬至と夏至のソーラーアクセスを組み合わせ

「Dynamo」と「Refinery (*)」が 
最適化を担う
最適な設計案を求めるジェネレーティブデザ
インを担うのは、オートデスクのビジュアル
プログラミングツール「Dynamo」と、最適化
ソルバー「Refinery」だ。

(*)Project Refinery Beta 
https://www.autodesk.com/campaigns/refinery-beta

「Dynamo」とは、Revit  の BIM モデルの 
形や大きさなどを数式によってデザインする
ためのツールだ。複雑な曲面の作成や部材の
配置を作ったり、いくつかのパラメーターを
変えながらデザインを連続的に変化させたり
するなど、人間の手作業では難しいデザイン
操作が行える。

一方、「Refinery」は Dynamo とデータをや
り取りしながら、少しずつパラメーターを変
化させて最適解を求めていくツールだ。「遺伝
的アルゴリズム」という合理的な手法により、
トライアンドエラーの計算を繰り返しながら、
最適な解に向けて収束計算を行う。

ただ、Dynamo と Refinery による最適解
の追求段階では、照度や輝度などは概略値で

て、室内に差し込む日射の強さ（本数）や深さ、
ルーバーのコストを何通りも計算していく。

その結果、冬の日射量を最大化した場合、夏
の日射量を最小化した場合、ルーバーのコス
トを最小化した場合など、最適なルーバーの
角度やピッチがはじき出させる。

相反する条件の折り合いをつける
当然、どの条件を最優先にするかによって、
最適なルーバーの角度やピッチは変わって
くる。建築設計者としては、すべてを最適化
することはできないまでも、優先すべき条件
と他の条件とのバランスを考えながら、総合
的にみて最良の選択を行う必要がある。

従来は、これらの条件の満足度を定量的に判
断することが難しかったため、設計者もクライ
アントも「果たして、これが最良の選択なのか」
という疑念を拭い去ることはできなかった。

しかし、ジェネレーティブデザインでは、 
数多くのトライアンドエラー計算を行い、それ
ぞれの条件による多数の計算結果を比較する
ことで、最適値を探ることができるのがメリッ
トだ。

1000 ルクスの部屋がほしいという目的で照明設計を 
収束させるイメージ

課題としたオフィスの 5 階フロアの BIM モデル 課題条件のイメージ

Revit から形状情報を受け取り、Dynamo と Refinery がジェネレーティブデザイン手法によって最適解を求めていく
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例えば、上記の例の場合、（1）最優先すべき
は冬の日射量確保で、ソーラーアクセスが  
45 本以上、（2）続いて、夏の日射本数が最少
になる、（3）ルーバーコストも低い数値であ
る、といった優先順位を満たすように、計算
結果一覧のなかからルーバーの角度やピッチ
を選んでいくと、それが限界の結果であるこ
とが納得できるのだ。

一方、室内にいる人からは、ルーバーがあ
ると外を見るときの視界の妨げになる面も 
ある。そこで、外から差し込む太陽光を評価
するソーラーアクセスと同様に、室内から屋
外に向けての視界の開き具合を、視線の本数
で表して Refinery で解析することも可能だ。

下記は外に抜ける視線を最大化した場合と、
夏の日射量を最小化した場合の結果の違いを
表す。視界の開き具合を最優先にして、夏の
日射を次の優先順位とする、といった条件に
した場合も、多数の計算結果から納得いく意
思決定を行うことができる。

Radiance による照度解析で検証
Dynamo と Refinery によるトライアンドエ
ラー計算では、日射の量を太陽光の本数で表
して簡易的な分析を行った。そのため、太陽
光が室内にたどり着くかどうかしか考慮して
いない。

しかし、実際の室内の光環境は、窓ガラスに
よる減衰や床や壁による反射・拡散などが複
雑に絡み合った結果だ。

そこで、佐藤総合計画では、最適解として
得られたルーバーの角度やピッチをもとに、 
照度解析ソフト「Radiance」により高精度の
解析を行って結果を検証している。その目的
は、ルーバーのデザインが求められる照度を
確保しているかどうかを確かめることだ。

長辺と短辺の外壁に付くルーバーのピッチと角度をパラメーターとして設定する

冬の日射量を最大にした場合のルーバー

コスト（ルーバー本数）を最小化した場合のルーバー 冬の日射量確保→夏の日射量最少化→コストの順で計算結果を選ぶイメージ

夏の日射量を最小にした場合のルーバー

太陽光の量を本数で定量化する「ソーラーアクセス」の概念図

最適解を BIM モデルにフィードバック
最後の手順として、Radiance による高精度
の照度解析で、性能が確認されたルーバー
の角度やピッチを、Revit の BIM モデルに
フィードバックする。

このときも、BIM モデル上にルーバーを 1 つ
1 つ、手作業で配置していくのではなく、ルー
バーのファミリータイプのパラメーターを  
Dynamo で編集し、角度と幅を変更する。
そして、一定のピッチで BIM モデル上に複写
していくのだ。

佐藤総合計画の光環境最適化の取り組みは、
さらに続いている。それは Radiance による
照度解析で得られた輝度画像をもとに、VTL・
ビジュアル・テクノロジー研究所（本社：東京都
品川区）が開発したアピアランス（見え方）設計
支援ツール「REALAPS」によって、VR による
明るさ画像やグレア画像を作成。設計プロセ
ス全体を通して見え方を定量的に検討する技
術を確立することだ。
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「見え方」という視点に立つと、朝や夕方は自
然光だけでは部屋が暗く見えてしまうので、
人工照明による補助が必要であることがわか
ることもある。

Revit の BIM モデルをもとに、Dynamo と  
Refinery を組み合わせて最適解を求めたり、
Radiance や REALAPS で解析したりする設
計法は、極めて珍しく、前例もほとんどない。

そこで、佐藤総合計画は、こうした解析に 
ついて日本や海外の大学で経験を積んできた 
メンバーからなる合同会社「ぽ」とサポート 
契約を結び、解析時にトラブルがあった場合
などの解決を行っている。

先駆者として BIM による設計の新境地を開き
ながら、今年創立 75 周年を迎える佐藤総合
計画の挑戦はこれからも続いていく。

視線を最大化した場合と、夏の日射量を最小化した場合の結果の違い

Dynamo により、ルーバーのファミリータイプのパラメーターを変更する ルーバーのファミリーを一定間隔でBIMモデル上に複写する

Radiance で冬の室内照度を解析した例 冬の日射量について、ルーバー角度の最適化前（90度、左）と最適化後（38度東へ、右）を比較したもの。
最適化後の方が日射量が増えていることがわかる

冬至の朝、9時の輝度や明るさの画像。明るさ感推定値によると、自然光だけでは部屋が暗く見えて
しまい、人工照明による補助が必要なことがわかる

Revit とジェネレーティブデザインによる光環境の最適化に 
挑むメンバー。 
左から佐藤総合計画情報開発センターの吉田佳奈氏、 
同・センター長の網元順也氏、合同会社「ぽ」の堀田憲祐氏、 
同・江莱氏



08

高さをもとに柱の階記号を自動作図
「これまでは平面図上の柱の階記号を手入力し
ていましたが、Revit モデルの柱オブジェクト
に含まれる Z 座標データ情報を使って、階数
を自動入力できるアドオンアプリを開発しまし
た」とハイビッグ建築図面工房の東京オフィス
で BIM チームを率いる北野宏明課長は語る。

Revit で BIM モデルから施工図を作成する
業務を主に手がける同社の課題は、これまで
手入力することが多かった図面上の寸法線や
部材の記号、仕様などの情報を集約した「タ
グ」内の情報入力をいかに自動化するかとい
うことだった。

例えば、鉄骨造の工場や鉄筋コンクリート造
のマンション、複合施設などの施工図は、図
面の詳細度（LOD）が 300～350 にもなる。
それだけ図面内には、部材の仕様や型番など
多くの情報がある。その中から必要な情報を

会社名
株式会社ハイビッグ建築図面工房

所在地
京都市伏見区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）モデルから図面を作成する
とき、寸法線や部材の仕様を表すタグなどを手入力すると図面の 
作成や設計変更などに多大な労力が発生する。そこでオートデスク
の BIM ソフト「Revit」を活用するハイビッグ建築図面工房（本社：京都
市伏見区）は、BIM モデルの 3D データや属性情報を生かして施工図を
作成する際の手作業を自動化するテンプレートやファミリ、アプリ
を開発。図面作成作業を大幅に自動化した。

組み合わせて図面表現を自動的にするかが、
施工図作成業務のカギとなっている。

「こうしたワンクリックの手間を地道に自動化
していくことで、施工図作成の生産性が上が
り、ヒューマンエラーもなくなります」と北野
氏は言う。

寸法線を自動作図し、パート主婦が微修正
寸法線の自動作図アプリも開発した。柱や壁
など寸法線を表示する部材をメニュー上で選
んだ後、「図面寸法」のコマンドをクリックする
だけで、図面上に次々と寸法線や数値が表示
されていくものだ。フカシなどの細かい寸法
押さえにも対応している。

これまで 1 つひとつ、手作業で描いていた膨
大な寸法線が自動作図されることで、図面作
成の効率はぐっと上がった。

ハイビッグ建築図面工房
日暮 映吏 係長

ハイビッグ建築図面工房
相原 和教 代表取締役社長

ハイビッグ建築図面工房
北野 宏明 課長

BIM の 3D 情報生かし、施工図作成を大幅自動化
ハイビッグ建築図面工房の 
Revit 活用現場を直撃
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「自動化すると、寸法線が重なって見えにくい
部分も当然出てきます。その修正作業は、寸
法線をずらすだけなので、主婦のパートの方
にお願いしています。すべての作図を技術者
だけで行うのではなく、経験の浅い人とも分
業できるようになり働き方改革にもつながっ
ています」と、北野氏は作図の自動化がもた
らした分業効果を説明する。

このほか、同社が開発した機能としては、躯
体図や仕上図など、作成する図面の種類
に応じて必要な BIM モデルだけを表示する
「ビューテンプレート」、壁のフカシの有無や
フカシの付いた側を表示するタグの自動作図
などがある。

さらには、レベルの数値が Revit ではデフォ
ルトが「0」となるところを「±0」と自動表示さ
せるといった日本の図面ならではの細かいも
のまで開発している。

社内統一基準でファミリやテンプレートを 
整備
施工図作成の生産性向上を図るワークフロー
を実現するため、BIM 活用に関する様々な
開発や環境整備に取り組んでいるのが同社
の BIM チームだ。 BIM マネジャーを務める

そのため開発対象は、3D モデル構築やファミ
リの管理機能の部分まで及んでいる。設備や建
材のファミリを検索するアプリはその一例だ。

「寸法や色などが少しずつ異なる建材設備を、
ファミリ名にどれだけ工夫を凝らしてもそれだ
けの情報で検索するのは限界があります。そ
のため、型番や仕様、物流管理に使われる 
JAN コードなどのカタログデータからもパラ
メータ情報に入力しているものなら検索でき
る機能を開発しました」（日暮氏）

このほか、仮設の BIM モデルをスピーディー
に作るため、Revit のカーテンウォール機能
を使って建物の枠組み足場をひとまとめにモ
デリングし、さらにフェーズ設定まで簡易的
に作成する機能なども開発している。

「開発したい機能はまだ 100 個以上ピックアッ
プしています。うち 20 個を現在開発し活用中
です」と北野氏は言う。

BIM チームが開発した様々な自動化機能は、
各現場の最前線での施工図作成業務に生かさ
れる。このほか、仮設や鉄骨建て方の施工手
順を検討する際に、3D モデルに時間軸をプラ
スした「4D シミュレーション」など行うときに
もフルに活用されている。

日暮映吏係長は新卒で入社後、約 10 年にわ
たって施工図の知識を学んだ上で Revit 関連
のシステム開発などに取り組んできた。

「BIM モデルから 3D 座標データや属性情報
を利用して、2D の施工図作成を自動化する
ためには、ファミリやテンプレート、アプリの 
社内規格を統一しておく必要があります」と、
日暮氏は言う。

「梁などのオブジェクトには属性情報として
『共有パラメーター』が設定してあり、その
データを施工図作成用のテンプレートと連
携させることで、効率的な作図が行えます」 
（日暮氏）。

つまり、BIM モデルを作成する段階から、施
工図作成に必要なをファミリにインプットして
おき、テンプレートで施工図作成の様々な作
業を自動化するという作業を、技術者が無意
識に行えるように、地道な開発を続けている。

日々の実務で作成した新しいファミリやテン
プレートから“いいとこ取り”して、BIM 資産
に取り込むことも行っている。こうして、社
員が編み出した Revit 活用ノウハウや貴重な
データが死蔵されることなく、全社で活用し
日々向上させながら取り組んでいる。

Revit で作成した BIM モデル

寸法線の自動作図機能。まず、寸法を表示する部材を選択する

BIM モデルの位置情報や属性情報を使って自動作図した柱のタグ。 
「1C1」の最初の「1」は「1 階」であることを表すが、BIM モデルの Z 座標データから階数を自動表示させ 
ている。柱の構造体寸法「650×650」は柱の属性情報をもとに表示している。こうすることで、 
C1 の柱のタイプを 1 つにすることができ、ヒューマンエラーもデータ容量も減らすことができる

画面左上の「図面寸法」（赤丸印）をクリックすると、柱周りや壁に寸法線が自動的に作図されていく。 
施工図ならではのフカシと言われる部分の寸法も考慮して押さえることができる
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「最終的に図面はいらなくなるだろう」
ハイビッグ建築図面工房の 3D 活用は、2000 年
ごろオートデスクの建築向け  3次元  C A D  
ソフト「AutoCAD Architectural Desktop
（ADT）」を導入したときにさかのぼる。

「当時の ADT で、鉄骨の建て方シミュレーショ
ンを行い、3D モデルのわかりやすさに着目し
ました」と、ハイビッグ建築図面工房の相原和
教代表取締役社長は振り返る。

同社は 2007 年ごろ、本格的な BIM 活用に
移行するため別のソフトベンダーが開発した 
BIM ソフトを導入した。

その後、2013 年頃にはオートデスクの Revit
に切り替えた。「BIM が普及するのに従い、
当社のクライアント企業の中でも Revit ユー
ザーが圧倒的に多くなってくると予測したた
め」と、相原氏は説明する。

現在、施工図まですべて BIM で行う“フル
BIM”は年間 3 件程度だが、仮設など部分的
に BIM を活用する業務は年間約 80 件もこな
している。

現在、社員約 30 人のうち Revit ユーザーは  
11 人ほどになってきている。社長の相原氏自
身もユーザーだ。今後は社員全員が実務を通
してつかえる状態にしていく。 Revit は AEC  
コレクションを 2 ライセンス、通常版を 2 ライ
センス、LT 版を 10 ライセンス導入している。

長年、施工図作成に Revit を活用してきた
結果、BIM モデルから作成した図面のクオリ
ティーは、従来の AutoCAD で描き込みなが
ら作成したものと変わらないレベルになった。
BIM モデルの属性情報を利用した作図の自動
化によって、今後の生産性は飛躍的に向上し
ていくだろう。

新しい取り組みとしては、Revit の BIM モデ
ルを VR（バーチャルリアリティー）化し、現場
担当者と実寸大、立体視で部材の納まりを確
認したり、景観シミュレーションソフトによっ
て仕上げ部材などを選ぶ「モノ決め」を実施す
る事例も出てきている。

さらには同社の強みである施工段階のノウハ
ウを、上流の設計段階で生かした設計業務へ
の展開も今後は視野に入れている。

独自開発のファミリ、テンプレートと自動化アプリを使って効率的に描かれた基礎伏図

枠組み足場をスピーディーにモデリングする機能。ビケ足場など他の足場材にも 
対応しており、Revit のカーテンウォール機能をベースとして開発した

従来の AutoCAD で作成した基礎伏図（上）とRevitで作成した
基礎伏図（下）の比較。図面としてクオリティーはほとんど同じ
レベルになった

ファミリの検索機能。JAN コードや品目名、説明文などから必要なファミリをファミリに入力して
るパラメータ情報から情報を自動で取り出し素早く見つけることができる

これが実現すると、施工段階の問題を設計段
階で解決する「フロントローディング（業務の
前倒し）」が、いっそう加速しそうだ。施工図
という図面の中では難易度が高い図面がクリ
アできれば、どの段階での図面も BIM から作
ることができるだろうと考える。

長年、施工図の作成に携わってきた相原社長
だが、「最終的には図面がいらなくなる時代が
やってくるでしょう」と語った。その言葉から
は、BIM モデルから効率的に施工図を作るビ
ジネスモデルにとどまらず、施工に必要な情
報を施工図以外の方法で提供する新しい時代
への構想が、既に相原社長の中で動き始めて
いることが感じられた。
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業務の効率化につながる機能だけを使う
全国 15 都市に拠点を持ち、約 300 人の設計
者を擁する大建設計は、5 年前に BIM 部会を
発足させ、全社横並びでの BIM 導入を進め
ている。

同社の BIM 活用の目的は明快だ。大建設計取
締役 執行役員 デザインセンター総括の井上久
誉氏は「BIM は設計業務の効率化につながる
機能を優先して使い、非効率な部分は無理に
使わないようにすることで、高い品質の設計
を簡単に行えるようにしています」と説明する。

「お客さまからは高い品質の設計、高度な解
析、迅速な対応を求められています。こうし
たニーズに対応するため BIM を戦略的に活
用し、誰もが簡単に使える実践型の BIM ワー
クフロー構築を目指しています」（井上氏）。

目的を明確にして取り組み始めた BIM 部会の
活動により、成果は短期間で現れはじめた。
その 1 つの例は医療対応型特別養護老人ホー
ム「ひびのファミリア」の設計業務だ。

会社名
株式会社大建設計

所在地
東京都品川区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

全国で約 300 人の設計者を擁する大建設計は、オートデスク
の Revit を中心とした BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング） 
ソフトを 100 本以上活用し、独自の実践型 BIM ワークフロー
を全社で展開している。その目的は、高品質の設計・解析を 
誰もが効率的に行えるようにすることだ。

延べ床面積約 5000 ㎡の建物の基本設計から
実施設計までをわずか 4 カ月ほどで終えるこ
とができたのだ。

ひびのファミリアには入居者やその家族から
医療・介護スタッフ、日常的に出入りするサー
ビス企業まで、多数の人々が関わる。

運営業務が行いやすいレイアウトや動線の最
適化や、誰もが受け入れやすいデザインや色
使いを、様々な視点で検討するためには BIM
モデルによるプレゼンテーションが、合意形
成を早めるのに大きく貢献した。これも BIM
ならではの業務の効率化だ。

もう 1 つの業務効率化は、BIM モデルデータ
の有効活用に見られた。基本設計で作成した
データを実施設計に引き継いて実施設計図を
作成し、さらには実施設計のデータを施工段
階に引き継いで色決めシミュレーションを行っ
たのだ。

オートデスクの「Revit」を使った構造設計業務

大建設計　造設計室課長
伊藤 裕一氏

大建設計　取締役 執行役員 デザインセンター総括
井上 久誉氏

高品質の設計を簡単に使える BIM ワークフローを全社で構築
効率化に特化した大建設計の Revit 活用戦略
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「意匠設計では CG パースの作成や基本設計レ
ベルの図面作成をかなり BIM で作成できるよ
うになりました。また実施設計用として BIM
部会ではテンプレートやファミリの作成や、
BIM による実施設計マニュアルを整備し、 
設計業務を高い効率で行えるようになりつつ
あります」（井上氏）

全社が参加する BIM 部会の取り組み
大建設計が短期間で実施設計まで BIM を活用
できるようになったのは、社内の各拠点やグ
ループ会社の大建情報システム、大建テクノ
が参加する、BIM 部会の取り組みによるとこ
ろが大きい。

「社内に BIM を根付かせるため、Revit の 
講習会を全国の各拠点で行っています。講習
カリキュラムは設計者用、BIM オペレーター
用のほか、管理者用に分けて用意し、設計に
関わる社員全員に教育を行っています。その
ため、今では約 5 割の設計者が BIM を使うま
でになりました」（井上氏）

同部会では意匠・構造・設備の設計における
BIM 活用の問題点を洗い出し、解決を探る活
動も行っている。

「一貫構造計算プログラムの SS7 や BUS の
計算結果を、ST-Bridge 型式でデータ交換し  
Revit に取り込み、構造 BIM モデルを作成
しています。そして配筋の干渉チェックを
Revit で行うことで、高品質の構造設計を 
スピーディーに行っています」と大建設計構造
設計室課長の伊藤裕一氏は説明する。

大建設計の構造設計部門内では、構造計算結
果 → 構造 BIM モデル → 構造図というワーク 
フローを構築し、計算モデルの確認や配筋の
干渉チェックを効率化している。

「現時点では、構造計算 → BIM モデル → 作図 
という一方向のみで運用していますが、図面
を修正してから再度、構造計算を行うケース
もあります。 BIM モデル → 構造計算という 
逆のワークフローにも対応できるように、 
従来の SS3Link のようなアプリが、SS7 用に
も開発されると助かります」（伊藤氏）。

さらに他部門とは、構造 BIM モデルを意匠
や設備の BIM モデルと合わせて干渉チェック
を行うほか、構造躯体数量から積算を行うと
いう部門間をまたいだワークフローもできて
いる。

「BIM ソフトを使って設計効率を上げるため、
標準のファミリやテンプレートを整備したほ
か、建物のサイズに応じて大きさを調整でき
るパラメトリックモデル、姿図付きの建具表
を自動的に作成するアドオンソフトなども開発
しました」（井上氏）

これらの標準化活動は、グループ会社の大建
情報システムや大建テクノとの協働によると
ころが大きい。

大建情報システムは BIM ソフトを社内用にカ
スタマイズし、リアルタイムで概算コストをマ
ネジメントできるアドオンの開発や、BIM ソフ
トの操作性を改善するライブラリーの構築、
コマンドのカスタマイズ、実施設計用ツール
の開発などを行った。

一方、多数の BIM オペレーターを抱える大
建テクノは、複雑な BIM モデルの入力やパラ
メトリックやライブラリーの構築を行った。

構造計算結果を Revit と連携
そして最近は、意匠設計だけでなく、構造
設計や設備設計にも BIM を活用し始めた。 
構造設計では RC 断面図や伏図・軸組図の作
成をRevit によって効率化している。

医療対応型特別養護老人ホーム「ひびのファミリア」の CG パース（左）と竣工写真（右）。基本設計から実施設計までわずか 4カ月で終える
ことができた

エレベーターホールのデザイン検討（左）と竣工写真（右）

基本設計の BIM モデルを引き継いで作成された実施設計の 
平面詳細図
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構造計算プログラムの計算結果を ST-Bridge によって Revit 
に読み込み、伏図や軸組図の作成を効率化している

構造部材の納まり検討（左）と詳細な鉄筋 BIM モデル（右） 鉄骨柱脚部の詳細検討

意匠、構造、設備のフル BIMも
BIM 部会の地道な取り組みにより、2018 年に
は意匠、構造、設備をすべて BIM で設計する
「フル BIM」のプロジェクトも 1 件手がけた。

意匠設計と構造設計は Revit で行い、設備設
計には CADWe'll Tfas を使った。 Revit と
CADWe'll Tfas のデータ交換は、IFC 形式を
介して行った。さらにこのプロジェクトでは、
自社開発のアプリを使って積算にも BIM モデ
ルを使用した。

このほか、加工図レベルまでの詳細な構造
図が求められる国内のごみ焼却工場の設
計では、構造解析ソフトの結果を「Tekla 
Structures」に読み込んで加工図レベルの詳
細な構造 BIM モデルを作成。その構造モデ
ルを Revit にリンクさせて意匠図を作成する
ワークフローを開発した。

こうした異なるベンダーの BIM ソフトが混在
する設計プロジェクトでは、Revit がデータ
交換の軸となり、BIM モデルデータを柔軟に
連携させるケースが多い。

「設計段階で詰め切れなかった部分があると、
施工段階で設計変更が起こり、それだけお金
がかかってしまいます。その点、BIM を使っ
てしっかり干渉チェックなどを行うと手戻りが
減ります。建設ワークフローの中で、設計段
階におけるフロントローディングはますます
求められているように感じています」と井上氏
は語った。

意匠、構造、設備をすべて BIM で設計した「フル BIM」のワークフロー 構造図を Tekla Structures、意匠図を Revit で作成したごみ焼却工場のプロジェクト

東京・東五反田にある大建設計の本社ビル
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子育てや介護、働き方改革と生産性向上を両立 
乃村工藝社の BIM 360 Design 活用戦略

会社名

株式会社乃村工藝社

所在地

東京都港区

ソフトウェア

Autodesk® Revit®

Autodesk® ReCap™ PRO
Autodesk® BIM 360® Design

イベント空間や商業空間などの企画からデザイン、施工までを得意とする株式会
社乃村工藝社（本社：東京都港区）は、2018 年にオートデスクの BIM（ビルディング・イン
フォメーション・モデリング）ソフト「Revit」を本格導入し、クラウドサービス「BIM 360 
Design」と併用しながら、オフィスのほか、自宅やサテライトオフィスでもスムー
ズな設計業務を行えるようにした。その結果、“働き方改革”と生産性向上を両立し
たのだ。

出先から Revit で 
社内のデザイナーと共同作業
「オートデスクのクラウドサービス、BIM 360 
Design を導入したおかげで、自宅や出先のサテ
ライトオフィスでも Revit によるデザイン業務が
できるようになりました。」と乃村工藝社 事業推
進統括部 生産技術研究所 BIM ルームの田辺真弓
さんは語る。

2002 年に入社後、田辺さんは商業施設やショー
ルーム、展示会、イベントなど様々な施設の制作

管理に関わってきた。この間、同社では初の女

性制作管理職になったほか、社内で初めて子ど

も 3 人を持つ母親となった。

在宅勤務中の女性社員。自宅から BIM 360 Design にアクセスすれば、 
会社にいるのと同じように Revit によるデザイン業務が行える

BIM ルームのスタッフ。 
前列中央がルームチーフの田辺真弓さん

そして仕事と子育てを両立しながら、2018 年に
発足した BIM ルームの初代ルームチーフに就
任。乃村工藝社での BIM 活用の推進や教育、サ
ポートを担っている。

乃村工藝社グループにはデザインや設計を行う

プランナーやデザイナーが約 560 人、制作管理
を担うプロダクトディレクターが約 520 人いる。
同社の特長は、内装や店舗デザインを行う前に、

クライアントのビジネスを理解し、真の目標はど

こにあるのかを探ることから始まる。

その後、デザイナーがデザイン・設計を進めるの

と並行して、プロダクトディレクターと呼ばれる

制作管理担当者が施工費をはじき出す。そしてコ

ストオーバーになりそうなときは、デザイナーに

早めにフィードバックする。

そして、工場製作も含めて現場で施工する。企

画からデザイン・設計、施工までを一貫して、社

内外のスタッフが密に連携しながら、クライアン

トが求める施設を予定されたコスト、工期の中

で実現していく。こうしたプロジェクトは、年間

約 1 万 5000 件にものぼる。
東京・お台場にある乃村工藝社の本社ビル。企画からデ
ザイン・設計、施工までを社内外のスタッフが密に連携
しながら、年間約 1 万 5000 件ものプロジェクトをこな
していく
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「BIM 360 Design の導入は、密なチームワー
クが要求される当社にとって不可欠なものでし

た。社内外を問わず、デザイナーやプロダクト

ディレクターが同じ BIM モデルにアクセスし、
会社にいるのと同じように共同作業ができます。

在宅勤務をしていても“孤立感”がないので安心

です」と田辺さんは言う。

BIM とクラウドサービスを組み合わせた乃村工
藝社のワークスタイルは、場所にとらわれずに

働ける「テレワーク」を活用した働き方改革の成

功例として社外からも注目を集めている。

BIM とクラウドを組み合わせた乃村工藝社の働き方改革
は、テレワーク関係のイベントでも注目を集めている。
アドビ システムズ主催の「建設・建築業向け働き方を 
デザインセミナー」に登壇した田辺さん（中央、写真：アド
ビ システムズ）

設計から工場製作、施工までを  
BIM で実施
企画、デザイン・設計から施工、運用までを一貫

して行う乃村工藝社の業務スタイルに合わせて、

BIM のワークフローも自然にできあがった。

デザインや設計のコンセプトが決まった後、

Revit  などの  BIM ソフトを駆使して、デザ
イナーが設計を行っていく。その過程では、

Rhinoceros や Grasshopper などのアルゴリ
ズミックデザインソフトも駆使して形をデザイン

し、Revit の BIM モデルに取り入れていく作業も
ある。

その設計内容は、図面のほか CG パースなどでク
ライアントともに確認しながら詰めていくスタイ

ルだ。

同時に、制作管理を担うプロダクトディレクター

が、BIM モデルを元に建設コストをリアルタイム
にはじき出していく。予算オーバーになりそうな

ときは、デザイナーに早めにアラートを出すこと

で、設計の手戻りやコストアップを未然に防ぐこ

とができる。

アルゴリズミックデザインソフト、 
Rhinoceros と Grasshopper による 
展示会ブースのデザインデザイン案

1 枚の鋼板からできるだけ多くの部材を切り出すために
作成した「板取図」

デジタルファブリケーションのために、部材の取り付け
角度や座標を正確に決め、自動ナンバリングを行うため
の加工用データのイメージ

レーザーカッターによる部材の切り出し作業

レンダリングによるデザインの確認 Revit に統合された展示ブースの BIM モデル

設計が固まった後は、部材の工場製作に使う図

面も自社で作成する。展示会ブースの装飾に使

われる鋼板の形状は、一つ一つ、形が違う場合

もある。

「そこで効果を発揮するのがデジタルファブリ

ケーションです。 BIM モデルから工場加工用の
データを作成すると、レーザーカッターで 1 枚ず
つ形やサイズが違う鋼板を、スピーディーに切り

出せます」と、乃村工藝社内でデジタルコミュニ

ケーション領域の開発する NOMLAB の高野次
郎ディレクターは説明する。

このほか 1 枚の鋼板からできるだけ多くの部材を
切り出せるように「板取図」や、部材を区別する

ために刻印する「自動ナンバリング」を行うため

データも自社で作成するのだ。

VR、3D スキャナーも活用した 
社内改装プロジェクト
2018 年 6 月にオープンした社内の改装プロジェ
クトでは、BIM のほかバーチャルリアリティー
（VR）や 3D レーザースキャナーによる点群計測と
いった最新技術も活用した。
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社内の執務スペース 1 フロアを、社員同士のコ
ミュニケーションスペース「Reset Space」とし
て、若手社員を中心に企画からデザイン、設計、

施工のすべてを手がけたものだ。

会話、くつろぎ、飲食、集中のほか体を動かすと

いう 5 つのゾーンを設けているのが特長だ。

「このプロジェクトで特筆すべきは、既存のオ

フィス内部を 3D レーザースキャナーで計測した
ことです」と乃村工藝社生産技術研究所所長の福

島努さんは語る。

「オートデスクの点群処理ソフト『ReCap』とライ
カジオシステムズの小型の 3D レーザースキャ
ナー『BLK360』を連携させて、床や壁、天井裏
の配管・ダクトなどを点群計測し、現況モデルを

作成しました」（福島さん）。

このデータに基づいて Revit で改装案の BIM モ
デルを作成していった。さらには VR データも作
成し、デザインを確認した。

施工に当たっては実験的に、壁やパーティション

の造作、床の施工、家具の製作、植栽など複数

の専門工事会社の担当がひと目でわかるように、

BIM モデル上で発注先別の色分け表示も行った。
多数のメーカーや施工会社をたばねて内装工事

を行う乃村工藝社ならではの BIM 活用がそこに
あった。

オートデスクの点群処理ソフト「ReCap」と連動する小
型 3D レーザースキャナー「BLK360」で改装前の建物内
部を点群計測した

BIM ルームを設置後、 
ユーザーが急増
乃村工藝社が BIM の本格導入を検討し始めた
のは 2017 年だった。社内的には BIM 指定プロ
ジェクトの増加や、子育てなどの負担が大きい女

性デザイナーが増えたこと、外部的には働き方

改革や BIM 活用が普及しつつある業界動向に、
対応が迫られたことがきっかけだった。

そこで部門を横断する BIM 導入委員会が設置
され、BIM 勉強会や社外のイベント・セミナー
での情報収集が行われた。その中には、オー

トデスクが主催する Autodesk University 
Japan や、米国オートデスクがラスベガスで開
催する Autodesk University も含まれた。

そして翌 2018 年、BIM の普及と活用促進を図る
「BIM ルーム」が発足し、ハイスペックのワーク
ステーションが並ぶ「BIM トレーニングルーム」も
開設。本格導入が始まったのだ。

これらの施設を利用した  BIM 研修は、毎年、
Revit ユーザーを 50 人ずつ増やすほどの人気
だ。社内から希望者を募り、上司の了解を受け

て実施している。

イメージ通りに完成した展示ブース
2018 年 6 月にオープンした 
社内のコミュニケーションスペース「Reset Space」

計測された点群データ Revit による改装案の設計
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また、2018 年度には、BIM などのテクノロジー
に興味のある学生を対象にインターンシップも

行った。当初は 100 人程度を予定していたが、
実際は約 200 人が参加した。 2020 年にはその
うち数人が入社する見込みだ。

「Revit 講座は 1 回 7 時間で合計 9 日間行いま
す。また、地方拠点から泊まり込みで受講する

社員向けに、1 日 7 時間半を 5 日間連続で行う短
期集中コースも用意しています」と田辺さんは

言う。受講生はオートデスクが実施する「Revit 
Architecture ユーザー試験」を受験するが、
7 割が合格している。

2019 年度からは工事を発注する協力会社の
スタッフや、海外拠点の社員向けにも BIM 教
育メニューを開始する。こうして乃村工藝社

の BIM コミュニティーは、プランナー・デザイ
ナーやプロダクトディレクターから協力会社、海

外拠点、さらには新入社員まで急速に広がりつ

つある。

2016 年以来、導入した AEC コレクションのラ
イセンス数は、2019 年 6 月現在で 28 にものぼ
り、今後も導入の拡大が見込まれる。 Revit の
ほか、内装業界での活用が多い Vectorworks、
Rhinoceros、SketchUp も併用している。

東京・お台場にある乃村工藝社は、BIM とクラ
ウドが生み出す “BIM のダイバーシティー（多様
性）” によって働き方改革と生産性向上を両立させ
ていると言えそうだ。

（2019 年 7 月取材）

BIM モデルを VR データ化したもの。ウェブブラウザーを通じて上下左右 360 度、 
拡大・縮小してデザインを確認できる

工事の発注先別に色分け表示された BIM モデル

開放感あふれるコミュニケーションスペース。左から BIM ルームの赤池桃さん、生産技術研究所所長の福島努さん、
BIM ルーム ルームチーフ田辺真弓さん（左）。その片隅には、集中して作業できるブースも設けられている（右）

「BIM トレーニング用研修室」での Revit 研修。 
毎年約 50 人の Revit ユーザーを輩出している



18

BIM 導入に踏み切ったのは、日本で盛り上
がりを見せた“BIM 元年”より 2 年前となる 
2007 年のことだ。当時、設計部長として推進
役を任されていた村松弘治専務執行役員東京
事務所長は「設計のやり方が大きく変わった」
とこれまでの歩みを振り返る。基本設計はよ
り前倒しされ、その密度も実施設計レベルの
情報まで入れ込むようになり、社内では意匠、
構造、設備の各担当がより密接に連携し合う
関係性も生まれた。

BIM ワークフロー構築の転機となったのは、
2011 年に公募型プロポーザルで獲得した関東
地方整備局発注の前橋地方合同庁舎だった。 
既に国土交通省官房官庁営繕部発注の海上保
安庁海洋情報部庁舎（現国土交通省青海総合
庁舎）の設計提案として自主的に BIM を導入
していた同社にとっては意匠、構造、設備の
すべてに対応する“フル BIM”への挑戦でも
あった。

繁戸和幸執行役員 ICT・環境領域統括兼 ICT 
室長は「その時の知見がいまにしっかりとつな

会社名
株式会社安井建築設計事務所

本社所在地
大阪市中央区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

大手建築設計事務所の中でも、いち早く BIM 導入にかじを
切った安井建築設計事務所は、日本の BIM をけん引してきた。 
同社の佐野吉彦社長が「底堅いものになった」と BIM への 
手応えを口にするように、同社の BIM 導入率は基本設計の 
9 割、実施設計の 7 割程度にも達する。設計活動を軸に業務
領域をより川上・川下に広げる新ビジネス創出の手段としても 
BIM が大きな役割を担おうとしている。

がっている」と強調する。現在の設計マニュア
ルは 80 ページにも及び、BIM を軸にした設計 
ワークフローが確立している。教育体制も含
め、共通言語としての BIM が根付き、その成
果として実労働時間の大幅な短縮効果も見え
てきている。

同社の試算によると、従来の 2 次元設計時代
と比べた場合、実施設計段階では 40 %もの
時間短縮効果があることも分かった。基本設
計段階では従来を上回り、フロントローディ
ングが進んでいる。村松氏は「設計業務を軸
にして、その前後となる川上・川下の領域を
より深く見る目も養われてきた」とも感じて
いる。

そもそも同社が BIM の情報収集を始めたの
は 2000 年に入ってからだ。 2005 年には  
3 プロジェクトを選定し、試行検討に乗り出
した。社内では標準設計ツールとしてオート
デスクの『AutoCAD』を使っており、試行検
討を機に BIM ソフトの選定にも着手。従来
ツールとの親和性を考慮しながら将来的な

東京国際クルーズターミナル外観パース

データベースの活用を念頭に置き、最終的に
オートデスクの『Revit』を選択した。

日本で脚光が当たった“BIM 元年”の 2009 年
ころは、一般的に基本設計段階にしかBIMが
導入できないと言われていたが、同社は先陣
を切るように実施設計への導入を推し進め、
BIM のスキルを高め、着実に階段を上って
きた。社内のスキル統一も地道に進めてきた
課題の 1 つだった。ガイドライン、テンプレー
ト、教育などのインフラ整備を先頭に立って
進めてきた繁戸氏は「実プロジェクトで果敢に
未知へ挑戦する推進力があったからこそ、教
育も意識改革も進めることができた」と考えて
いる。

東京事務所の熊谷泰彦副所長設計部長は「も
はやプロジェクトチームの編成時に、設計
者の BIM スキルを気にすることはない」と、 
現在の状況を説明する。社内では BIM が共
通言語化し「2 次元で図面を描くことに抵抗感
を抱く設計者さえいる」ほどだ。

BIM未来図 - 安井建築設計事務所
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東京都江東区の臨海副都心地域で建設が進む
東京国際クルーズターミナルの設計チームも、
BIM を駆使した緻密な設計を実現した。施設
規模は S 造 4 階建て延べ 1 万9,000 ㎡。内部
には税関や入国審査などの機能が入り、複雑
な動線計画も求められる。

意匠設計を担当する東京事務所設計部の杉木
勇太主任は「チームの若手全員が BIM をフル
に使いこなし、基本設計から実施設計までの
一連の作業をチーム内で完結させた」と強調
する。他のプロジェクトも同様だ。BIM スキ
ルの裾野は社内で着実に広がり、誰もが BIM 
を使える体制になったことで社内のワークフ
ローは意匠、構造、設備が同時に動き出すコ
ンカレント型に移行している。

BIM の活用により、意匠のイメージ出しは以
前より早まり、それに構造や設備が引っ張ら
れ、業務全体が前倒しになっている。このフ
ロントローディングの効果で業務効率は高ま
り、図面を描く前から部門間の情報共有も始
まる。プロジェクトではさまざまなパラメー
ターを駆使しながら最適解も導き出している。

円滑な運営を実現するためには事前の入念
な検証が欠かせない。同社が自社で活用する
オートデスクのクラウドサービス『BIM360』
をプラットフォームに位置付け、そこに BIM 
データをアップロードすることで、施設運営
関係者が事前に3次元モデルデータを使って
室内レイアウトの検証などを行える仕掛けの
実現にも取り組む方針だ。

繁戸氏は「オペレーションが始まるまで時間が
ないようなプロジェクトでは、特に施工段階
から運用時の詳細が把握できる仕掛けが、当
社にとっての新たな価値提供になる」と力を込
める。事前に BIM で施設検証できるメリット
は大きく、テナントが事前に利用計画を立案
する手段にもなるほか、人の流れをも詳細に
解析できる。

佐野社長は BIM 活用の現在地を「まだ道半ば」
と説明する。BIM ワークフローを整備し、社内 
の共通言語として機能してはいるが、導入率 
を高めることが最終的なゴールではない。 
「社内に BIM が浸透してくるにつれ、新たな世
界への可能性が見えてきた」と先を見据える。

屋根形状は、意匠と構造が密接に連携し合い
ながら最適解を導き出した。柱は 750 ミリ
角、軸力は大きい部分で 1,000 トンにも達す
る。建築の軸力を土木の躯体にしっかり伝え
るため、柱の施工誤差をなくす独自の仕掛け
も取り入れた。東京事務所構造部の足立幸多
朗主任は「構造解析に加え、立体的な把握や
関係者の説明という観点でも BIM の効果は
大きい」とプロジェクトを通して実感した。

採光も詳細な検討が求められた 1 つだ。北面
は積極採光、西面は採光を落とすことになり、 
固定ルーバーの角度も厳密に割り出した。 
モデルと連動しながらシミュレーションできる
ため、デザインの根拠を示せることが BIM の
強み。東京事務所環境・設備部の伊藤圭一部
長は「フロントローディングが進み、基本設計
の段階から大づかみで検討が始められること
は設備設計にとって大きい」と考えている。

運用時を見据えた BIM データの活用という
視点から、新たな試みも進めようとしてい
る。開業予定の 2020 年 7 月は東京五輪の開
催直前でもあり、多くの利用者が見込まれる。

土木と建築の接合（杭）施工。左の絵の実際施工の写真



オートデスク ユーザー事例 株式会社安井建築設計事務所

20

昼光シミュレーション（春夏秋冬） 外装ルーバーの採光シミュレーション（春分・夏至・冬至）

BIMモデルから景観・アプローチの検討動画に活用

同社が導入目的に置くクライアントリレーショ
ンシップの実現では、建物完成後にも顧客と
の強い結びつきが求められる。維持管理段階
のデータ計測を進めながら、次の改善点を探
り、建物価値の追求を進めている。例えばテ
ナント入居時の判断要素として管理や清掃な
ど使用状況を数値化することで、築年数では
見えてこない価値を導き出す。

「われわれの情報のつくり方も変わりつつあ
る」と、繁戸氏が強調するように、ビルオー
ナーからは建築生産の範囲を超え、事業計

画や経営のためのデータを直接業務として依
頼されるケースも出てきた。業務提案とは別
に、データを導き出す業務ツール自体を提供
する選択肢もターゲットに置いている。

村松氏は、これまでの歩みを振り返りながら
「社内の意識が LCM（ライフサイクルマネジメン
ト）部分に向くようになった」と実感している。
BIM を使いこなす中で、確信を持って答えを
導き出せるようになり、建物の LC を通じて
全体を眺めるスキルが備わってきたからだ。

同社は BIM を足掛かりに業務領域の拡大へ
とかじを切った。佐野社長が「BIM は感受性
のツールでもある」と強調するように、BIM 
は単なるモデリングのツールではなく、業務
改革に向けたマネジメントのツールに他なら
ない。 BIM を駆使して建築価値とコストの
最適解を導く。同社の BIM は進化を続けて
いる。
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会社名
株式会社長谷工コーポレーション

本社所在地
東京都港区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

「あくまでも設計施工一貫の BIM にこだわってきた」と、 
長谷工コーポレーションの堀井規男設計部門エンジニアリング
事業部統括室長は力を込める。2019 年 3 月期に着工した 3 割
のプロジェクトで BIM を導入した同社は、2022 年 3 月期には
設計施工の全案件に全面導入を計画立てる。5 年前に第 1 号案
件に挑み、一気に階段を駆け上がってきた。

すべてのステージで BIM をフル活用
マンション事業に特化する同社は設計・施工
一貫比率が 95% に達する。近年はフローか
らストックまでのトータルビジネスを経営の軸
に置く。プロジェクトの川上から川下までをよ
り強固に結ぶには一貫した情報伝達が欠かせ
ない選択肢となり、その手段として BIM に白
羽の矢を立てた。すべてのステージで BIM を
フル活用するため、ワンモデルで事業全体を
つなぐことにこだわってきた。

BIM の検討に着手したのは“BIM 元年”と言わ
れる 2009 年。 3 次元モデルデータの有効性
を把握しようと市場調査に乗り出し、2011 年
には社内ワーキングを立ち上げ、本腰を入れ
て導入検討に乗り出した。あくまでも同社は
設計と施工の両部門を議論に参加させ、当初
から一気通貫のシステムを目指してきた。

9 割を超える高い設計施工比率を誇るだけに、
BIM によって設計と施工の密接な連携効果

を最大限に発揮できるとの狙いが、当時から
経営陣にはあった。既に設計段階では 7 割の 
プロジェクトに BIM を導入、2021 年 3 月期 
には設計着手案件の  100%、着工案件の 
70％ の BIM 化を目指す。

とはいえ道のりは平坦ではない。原英文建設
部門建設 BIM 推進部部長が「失敗を繰り返し
ながら、一歩一歩地道に進展させてきたこと
がいまの原動力になっている」と振り返るよう
に、同社は BIM を軸に建築生産の抜本的な
改革を進めてきた。

長谷工版 BIM の始まり
第 1 号案件では、従来の CAD 作図に対して 
5 倍もの手間がかかった。導入プロジェク
トを着実に積み増し、BIM への対応機会を
養ってきたものの、3 年後の 2017 年 10 月
時点でもまだ 2 倍もの手間がかかっていた。 

BIM 未来図 長谷工コーポレーション
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そこで標準システムとして位置付ける BIM  
ソフト『Revit』を、設計施工一貫のワークフ
ローに見合うようにカスタマイズした。それ
が長谷工版 BIM の始まりであり、改革の大き
な一歩となった。

『Revit』のアドオンツール H-CueB
標準  BIM ソフト『Revit』のアドオンツール 
「H-CueB」を共同開発したのは  2017 年 
10 月のことだ。BIM の導入を推し進める中で
「データの重さ」「データ精度の確保」「生産効
率の低下」という課題が浮き彫りになり、それ
ら解消する手立てとして、モデルデータ構築
に伴う作業を簡単に進められる自動化ツール
などをシステムに組み込んだ。

BIM の作業手間は導入から 3 年が経過しても
CAD の時と比べて 2 倍もあった。モデルデー
タの属性情報を使い、的確に部材などが配置
できるようにシステムを改善し、遠回りせず
ダイレクトに作業が行えるようになった。

特に設計段階の生産性向上には自動配置ツー
ルが大きく寄与している。従来であれば複雑
な操作になる面倒な部分は自動処理により、
より簡単な作業性となった上、作業の可視化
を重視したことで管理者も一目で状況を把握
できるようになった。

図面チェックでは気がつかない部分が、3 次
元では明確に見え、着工後の設計質疑量は従
来と比べ 5 割削減、BIM モデル修正項目数も 
3 割削減と数値的な効果としても明確に表れ
ている。今後は事業者にもレビューに参加し
てもらう機会も作る予定だ。

設計施工一貫の BIM
設計施工一貫の BIM にこだわってきた同社
が、建設部門に「建設 BIM 推進部」を発足し
たのは 2017 年 1 月。これを機に施工段階の 
BIM 導入にかじを切った。施工図をなくし、
統合図に一本化する道を選択したことで、設
計部門と建設部門の垣根もなくなった。施工 
BIM の導入効果を引き上げるため、現場の
ローカルルールを抑制し、ディテールの統一
化も推し進めてきた。

BIM フローをスムーズに循環させるには、統
一のルールに沿って組織全体が動くことが求
められる。手戻りをどれだけ減らせるかが生
産性向上の前提となるだけに、フロントロー
ディングによって設計段階で多くのモノ決めを
確定する同社にとっては、施工段階における
モデル修正を最小限に抑えることが生産性向
上の生命線になる。

BIM を導入した当初は、BIM モデルから設計
図書や施工図を出力することに注力していた
が、2017 年からは図面出力から生産性向上
にかじを切り、モデル優先を突き詰めた結果、
設計図面に施工図を組み入れた『統合図』にた
どり着いた。

BIM ソフト『Revit』をより使いやすくするた
め、自動化のアドオンツール「H-CueB」を導
入し、以前よりも 2 割程度の作業効率化が実
現したものの、それでも従来の CAD と比べ
れば、まだ 1.6 倍程度の手間がかかっている。
堀井氏は「BIM の導入で川上に業務を前倒し
ていることも関係している」とフロントロー
ディングの影響を示唆する。統合図に移行し、
設計段階の作業や密度が以前よりも増えただ
けではない。それに見合うアウトプットの効
果も得られているという。

設計レビューの密度向上も、如実に表れてい
る効果の 1 つだ。 H-CueB には進捗管理を把
握できる「ステータスブラウザ」機能や、3 次元
モデルをさまざまな角度からチェックできる 
「プレコンストラクション」機能があり、設計
段階から施工時や維持管理時の不具合を念入
りに検証できる。 BIM に移行してからは設
計、施工、設備、CS 促進などの 6 部門が参加
する枠組みに切り替え、より多くの目線から
チェックできる体制を整えた。



株式会社長谷工コーポレーション

23

現場ごとのこだわりを整理し、より効果的な
取り組みを水平転換するため、2018 年 9 月
にルール集を取りまとめた。また、設計施工
一貫の BIM を徹底するため、BIM モデルの
変更については現場に権限を与えず、変更が
生じた場合には設計部門に依頼し、モデルを
修正するルールも定めた。

同社は一貫 BIM を突き詰める中で、情報化
生産の扉も開こうとしている。原氏は「今後は
デジタルデータでの伝達が主流になり、伝達
の手段も変わる」と先を見据える。既に一部
のメーカーとは製作図発注モデル作成の承認
作業完了後に CSV データを渡す動きが活発
になっている。

さらに住まい情報（BIM）から暮らし情報
（LIM）への展開も位置付ける。活動領域は
計画・設計・施工・販売のフローから、建物管
理・大規模修繕・リノベーション・建て替えのス
トックにまで広がり、それに対応させた一貫 
BIM の構築を青写真として描く。

実験的に自社の社員寮では、センサーから
暮らしの情報を取り込み、新たなサービスに 

発展させる検討もスタートさせた。 BIM デー
タを基盤に AI（人工知能）や IoT（モノのイン
ターネット）への展開を見据えた試みとなり、
将来的には外部と連携したオープンイノベー
ションに発展させる計画を持つ。

マンション事業のストック領域にも、BIM 活
用の幅を広げようと、設計施工段階から入
れ込むべき情報の整理を進めている。原氏は
「目的をしっかりと定め、情報を集約するこ
とが何よりも大切。情報を正確に、そしてタ
イムリーに伝える仕組みづくりにこれからも
注力する」と語る。

10 年先には BIM から LIM にシフト
マンション事業のトータルビジネスという視
点に立つ同社は、各フェースで BIM をフル活
用できる枠組みを描くだけに、目指すべき到
達点はまだ先にある。堀井氏は「いままでに
ない価値提供が LIM の領域になる。マンショ
ンのトータルサービスを展開する中で 5 年先、
10 年先には BIM から LIM にシフトしていくこ
とになるだろう」と力を込める。
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会社名
株式会社大林組

本社所在地
東京都港区

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

「これが今後の主流になることは間違いない」。大林組が大阪市内で

設計・施工を担当した大阪みなと中央病院工事の作業所長を務めた

池本和清氏は、社を挙げて試行に踏み切ったワンモデル BIM の可能
性を誰よりも感じている 1 人だ。プロジェクト関係者が 1 つのモデル
から情報を出し入れするワンモデル BIM の試みは、設計変更などが
あった場合、すべての関連情報が連動しているため、その都度の図

面の書き直しなどの手間が必要なくなり、建築生産における情報伝

達のあり方もこれまでとは大きく変わってくる。これを下支えしたの

がオートデスクの BIM ツールだ。

大手ゼネコンの中でも、同社は BIM にいち
早く取り組んできた。 2013 年には建築本部
の BIM 推進室を発展させ、現在の中心的な
役割を担う PD センター体制を構築。当時は
まだワンモデルという明確な考え方はなかっ
たものの、建築生産システムの中でデータを
一貫して共有する方向性を模索していた。さ
らに 2019 年には、一定品質の BIM モデルを
提供することを目的に、iPD センターへと改
組し、その歩みを加速させている。

ワンモデル BIM
ワンモデル BIM を位置付けたのは 2017 年 
4 月からだ。 BIM 標準ソフトにオートデスク

の『Revit』を定め、同年 11 月には本支店に 
BIM マネジメント課を発足し、現場への支援
を担う BIM マネジャーという役割も設けた。
取締役専務執行役員東京本店長の村田俊彦氏
が「仕事のやり方や情報伝達のあり方が変わ
るきっかけになる」と大きな期待を寄せるよう
に、同社は新たな建築生産の確立に向け、ワ
ンモデル BIM への挑戦を明確に打ち出した。

そのパイロットプロジェクトに指定された際、
大阪みなと中央病院工事では実施設計の真最
中だった。当該プロジェクトの意匠設計担当
者は、数年前から設計実務で Revit を駆使し
て、その特性に精通しており、実施設計開始
時から意匠・構造の統合モデルの作成に取組

BIM未来図 
大林組
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んでいた。そのような状況から、タイミング
よくワンモデル BIM の初弾プロジェクトとし
て白羽の矢が立てられた。

ゼネコンの優位性を発揮できる 
設計施工一貫プロジェクト
設計から施工へのスムーズな情報共有が生産
性向上の強みになるが、これまでは設計図書
をベースに BIM モデルを作成し、関連情報
との密接なデータ連携はしていなかった。大
林組が挑戦するワンモデル BIM は、設計図、 
確認申請図をはじめ、生産設計図や施工管
理に利用する各種情報図など関連する図面
類が 1 つのモデルデータから出力されている 

同社はワンモデル  B IM の支援役として、
2017 年 11 月に BIM マネジメント課を発足し、
全国で 60 人もの BIM マネジャーを任命した。
現場とのつなぎ役として活動する中で、各担
当者は「情報をどう取り出すかという現場の
ニーズが数多く上がるようになった」と、現場
の意識変化を如実に感じ取っている。

大阪みなと中央病院
病床数 275 床、13 階建て延べ 1 万 8,509  ㎡。
この規模であれば、生産設計担当は通常 3 人
ほどを配置するが、あえて 2 倍の 6 人に増や
した。ワンモデル BIM を前提にしながらも、
万が一を考慮し、通常の 2 次元の生産設計担
当も置くダブル体制を確立した。

ため、設計変更が生じてもすべての関連情報
が追随し、図面の整合性が保持される。

データベースとなるクラウド内には、プロ
ジェクト関係者が集まってくる。大阪本店の
設計担当や現場の生産設計担当、さらには外
部の協力事務所まで総勢 30 人がアクセス権
限を与えられ、現場の運営時には常時 10 人
ほどがアクセスしていた。意匠、構造、設備
はもちろん、内装の細かなデータまでもが入
り、しかも変更時にはリアルタイムにデータ
が更新される。現場関係者は最新情報をすべ
て得ることができる。
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ワンモデル BIM は、リアルタイムに情報が整
理される仕組みだからこそ、組織内の垣根は
なくなり、設計と施工が一体になって情報を
共有している状態になる。それだけ設計担当
に現場の要望が迅速に伝わる仕組みが整わな
ければ成立しない。

「現場がやるべきことは従来となんら変わらな
い」と池本氏は自信満々に語るように、当初
はパイロットプロジェクトに選定されたことに
驚きと不安を抱いていたが、建築本部 PD セ
ンターとの入念な打ち合わせを経て「現場が
情報伝達をコントロールできれば、大きな生
産性向上の成果を得ることができる」と思いを
一変させた。ワンモデル BIM によって、情報
共有のスピードは一変し、現場運営にも余裕
が生まれた。

建築現場では小梁変更などが頻繁にある。 
従来、こうした変更点は月 1、2 回の連絡会議
などで設計担当に連絡していたが、ここでは
現場と設計担当がワンモデル BIM でダイレク
トにつながった。防火・防煙区画など建築確
認に絡む設計情報については、現場サイドで
変更しないルールを設けるなどの対策も講じ
た。協力会社への図面提供では鉄骨製作会社
にワンモデル BIM から出力した部材情報を 
提供し、それをもとに鉄骨製作図を仕上げる
流れとなり、より正確で効率的な情報共有が
実現した。

大阪みなと中央病院工事では、顧客への情報
伝達も大幅に変わった。設計段階から BIM を
使った入念な打ち合わせをしてきたが、施工
段階でも顧客との合意形成には BIM が大い
に役立った。現場内の情報共有ではワンモ
デル BIM から出力した 2 次元図面類を使い、
3 次元データの活用はほとんどしていないが、
顧客とのやり取りには 3 次元データを大いに
活躍した。

現場は、要望があった変更点を踏まえたス
ケッチを顧客に見せながら、その場で設計図
面を書き直した。これまでは図面を見ながら
顧客と話し合い、変更点を持ち帰り、設計担
当に回して図面を書き直した上で後日、顧客
に示していた。ワンモデル BIM の強みでもあ
る情報連携効果によって、スケッチをその場
でモデルに反映し、顧客と合意できるスタイ
ルを確立した。

大林組のワンモデル BIM は、どこに向かお
うとしているか。プロジェクト情報を連動さ
せ、1 つのデータベースとして集約する試みに
は、その基盤に置くオートデスクの BIM ソフト
『Revit』と関連ソフトとのデータ連携も欠か
せない。ワンモデル BIM の実現に向け、同
社は大阪みなと中央病院工事をパイロットプ
ロジェクトに位置付け、現場内における情報
伝達の仕組みを構築するだけでなく、ソフト
連携の効果も検証してきた。

Revit と積算ソフト 
『HEΛ IOΣ（ヘリオス）』の連携
実施設計後の精積算では、Revit と積算ソ
フト『HEΛIOΣ（ヘリオス）』の連携も試みた。
これまでは担当者が  2  次元図面をもとに、
HEΛIOΣ を使って部材を配置し、数量を算
出していたが、今回はデータをダイレクト連
携させた。鉄骨製作会社ともデータ連携に取
り組み、鉄骨専用 CAD『ファーストハイブリッ
ド』を用いて、現場では協力会社とのモデル
確認も実現させた。

従来の紙図面を媒体とした製作図の照合・承認
作業に比べ、関係者同士の回覧時間が大幅に
削減したほか、重複作業も軽減した。仮設計
画データを将来の増改築時の必要情報として
生かす考えも持っている。ワンモデル BIM の
推進役である中嶋氏は「こうした実績の積み重
ねが、協力会社も含めた現場全体の生産性向
上につながっていく」と力を込める。

ワンモデル BIM は、設計情報の構築や管理
そして伝達の手法を変え、それに呼応するよ
うに仕事の進め方自体にも変化をもたらす。
ワークフローの再構築が強く求められるだけ
に、社を挙げた大改革に発展する可能性を秘
めている。まさに働き方改革にも通じる。中
嶋氏は「ワンモデル構築にかかる実務面の課
題はまだまだ山積している。例えばデータの
正しさを監視する役割を誰が担うかも大きな
課題の 1 つだろう」と明かす。

情報伝達の流れを保つには、日々更新し続け
るモデル内のデータをいかに整理していくか
が求められる。海外では BIM マネジャーとい
う職能が確立され、彼らが情報共有の流れを
常にコントロールしているが、日本では関係
者が融通しながらデータの交通整理をしてい
るのが実態だ。

動き出したワンモデル BIM
これに着目するのは同社だけではない。実は
他の大手ゼネコンも導入に向けた検討を始め
ようとしている。日本は 2009 年の“BIM 元
年”から 10 年の節目を迎えた。社を挙げて
真っ先にパイロットプロジェクトを定めた同社
の試みは、日本の BIM プロジェクトを次のス
テージに進める先駆的な挑戦に他ならない。

こちらの BIM活用事例は、日刊建設通信新聞に
2019年 3月に掲載された特集記事を再編集した
ものです。
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会社名
岩田地崎建設株式会社

所在地
北海道札幌市

ソフトウェア
Autodesk® AEC Collection

札幌市に本社を置く岩田地崎建設は、2017 年に ICT 推進部を 
設置し、オートデスクの BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）、 
CIM（コンストラクション・インフォメーション・モデリング）ソフトを本格活用し 
始めた。以来、建築・土木分野での BIM、CIM 利用率は急速に
上がり、3 年後の 2020 年には全物件の 90% で活用する方針だ。
BIM、CIM のスピード導入が成功した秘

ひ け つ

訣とは。

岩田地崎建設の BIM、CIM 活用をサポートする 
ICT 推進部のオフィス

導入 2 年で BIM 43 %、CIM 65 %の利用率
「2018 年度末で、建築案件では 43%、土木
案件では 65% に、BIM、CIM を活用するまで
になりました。 2020 年度には建築・土木の活
用率をそれぞれ 90% まで高めるのが目標で
す」と語るのは、岩田地崎建設 ICT 推進部推
進課長の山田雅氏だ。

同社が本格的に BIM、CIM の活用に乗り出し
たのは、2017 年 4 月、本社に ICT 推進部を
設置してからだ。それからわずか 2 年で、急
ピッチで実プロジェクトへの導入を進めた。

例えば、新千歳空港国際線ターミナルビルの
新築工事では、鉄骨建て方作業の手順検討、
さらには 2018 年 9 月に発生した北海道胆振
東部地震に伴って天井を木製ルーバーから
膜天井へ急きょ、変更する際の検討にも活用
した。

このほか、建築プロジェクトとしては異例の
3D マシンコントロール付きバックホーによる
基礎根掘りの情報化施工や、トータルステー
ションと BIM を連携させた杭の打設精度管理
なども行った。

また、土木分野では東京・上野駅前の下水道
シールドトンネル工事で、3D レーザースキャ
ナーで計測した地上部の点群データと、地下
構造物の CIM（Civil 3D）モデルを合体させ
て地下を見える化しながら施工手順の検討や
施工管理などを行った。

本社の役員フロア改装を BIM で計画
建築部門の根切り工事に、土木の情報化施
工で使われる 3D マシンコントロール付き重
機を使うなど、建築と土木が融合した BIM、
CIM 活用を実現しているのは、ICT 推進部の
メンバー構成にある。

「ICT 推進部には、オートデスクの BIM ソ
フト『Autodesk Revit』を担当するメン
バー 2 人と、CIM ソフト『Autodesk Civil 
3D』を担当するメンバー 3 人がいます。建築
と土木の社員が共存しているため、両分野の
技術交流が自然に進んでいます」と、ICT 推進
部長の小田桐道弘氏は説明する。

岩田地崎建設の BIM 活用は、北海道江別市に
ある「のっぽろクリニック」の建設プロジェクト
から始まった。内装や外装デザインの検討の

岩田地崎建設　ICT推進部推進課長
山田 雅氏

岩田地崎建設　ICT推進部長
小田桐 道弘氏

岩田地崎建設　ICT推進部 担当部長
堀田 繁夫氏

岩田地崎建設が BIM/CIM のスピード導入に成功
2020 年には 90% の物件での活用を目指す
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ほか「スーパーフレーム」というトラス構造の
屋根と設備機器の干渉検討を行ったものだ。

また、岩田地崎建設本社ビル 9 階の役員フロ
アの改修工事にも BIM を活用し、内装材や
家具、照明などの検討に活用した。

建設会社の役員フロアとなると、様々な専門
的意見やニーズが飛び出し、調整に苦労しそ
うだが、BIM の可視化力によってうまくプラ
ンをまとめることができ、竣工後も「こんなは
ずではなかった」といった問題も起こらなかっ
たという。

このほかの BIM 活用では、エア・ウォーター
月寒の研究所ビルで複雑に入り組んだ屋上設
備の配置検討や、東白石小学校の改築で工程
によって変化する仮設の計画を 3D で行った。

また、支笏湖畔に建つホテル「しこつ湖 鶴雅
別荘 碧の座」では、大浴場などで微妙な高低
差のあるフロアの基礎配筋の施工検討や屋根
形状の確認などを BIM で行った。

さらに大谷川砂防ダムの建設では、3D モデ
ルによる完成予想と施工管理、仮設計画への
利用、土砂崩れ災害の状況把握や変更計画へ
の対応にも CIM を活用し、迅速で的確な判断
につなぐことができた。

BIM、CIM を短期導入するコツは
本格導入から、わずか 2 年でこれほど幅広い
BIM、CIM の展開が実現した背景はどこにあ
るのだろうか。

ICT 推進部 担当部長の堀田繁夫氏は「初めは
現場の技術者全員が BIM、CIM ソフトで 3D
モデルを作れるようにしようと考えていたが、
それは難しいことがわかった。そこで今は、
まず ICT 推進部でたたき台の 3D モデル作り、
現場に持って行って現場のニーズを聞き、改
良する方法に改めた」と語る。

BIM、CIM ソフトを活用していく上の教育訓
練は、ベンダーや Civil ユーザ会による講習
会のほか、インターネット上の教材なども幅
広く利用している。

地下の見える化から始まった CIM
一方、土木の CIM 活用は、地下の見える化
から始まった。地下鉄在来線の上に建設した
「西 2 丁目地下歩道」がそのプロジェクトだ。

「この地下歩道の下には、地下鉄在来線があ
り、周囲の建物や電気・ガス・水道等の埋設管
があるので、これらの既設構造物や埋設管に
悪影響を及ぼしてはいけません。そこで、地
下に打設する H 鋼や地下連続壁などの仮設構
造物を見える化するために CIM に取り組みま
した」と山田氏は振り返る。

その後、CIM の活用は、道路、橋梁、ダム、
トンネル、下水道など様々な工種に広がった。
新石狩大橋の建設工事では、圧気工法で建設
する橋脚のケーソン構造を CIM で検討したほ
か、北 24 条大橋では上部工の仮設の計画や
施工手順の検討を CIM で行った。

神奈川県内で施工した厚木環状道路のバイパ
ス新設工事では、トンネルの施工計画、地盤
改良杭の施工計画、3D マシンガイダンス搭載
のバックホーによる施工のほか、大タカ営巣
地点の環境調査、日影による水田への影響調
査など環境面での検討にも CIM を活用した。

新千歳空港国際線ターミナルビルのBIMモデル（上）。
鉄骨建て方作業の手順検討（下）にもBIMを活用した

岩田地崎建設の本社ビル（左）と 
Revit で作成した BIM モデル（右）

トラス構造の「スーパーフレーム」を採用した屋根（左）。その中を通る設備機器との干渉防止のためRevitが活躍した（右）

9階役員フロアの廊下（左）や応接室（右）などの内装デザインや家具の検討にRevitを活用し、設計イメージを可視化した

エア・ウォーター月寒の研究所ビルの BIM（Navisworks）モデル（左）は、複雑に入り組んだ屋上設備の配置検討（右）にも活用した
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トラス構造の「スーパーフレーム」を採用した屋根（左）。その中を通る設備機器との干渉防止のためRevitが活躍した（右）

岩田地崎建設 ICT 推進部のスタッフ

新石狩大橋の橋脚工事で使う仮桟橋の CIM（Civil3D）モデル（上）と 
圧気工法で施工するケーソンの鉄筋構造（下）

現況地盤の形状に合わせて計画した仮設構台の CIM（Civil 3D）
モデル（上）。土砂崩れ発生時の土量も CIM で迅速に計量し、 
変更計画を作成した

北24条大橋の CIM（Civil 3D）モデル（上）と仮設ベントの検討（下）

「また、ICT 推進部から社内ユーザーへの指導
には、テレビ会議システムを使い、相手のモ
ニター画面を見ながら指導できるようにして
います」と堀田氏は言う。

こうした取り組みの結果、社内では  BIM、
CIM 活用の効果も現れてきた。

「現場で発注者や設計者を交えて会議を行う
とき、これまでは全部の図面とスケッチなど
を準備するのが大変でした。ところが今では
BIM、CIM モデルが 1 つあれば、それを開い
てあちこち見ながら検討できるようになりま
した」（山田氏）。

「2 次元図面だと、合意形成できたと思って各
自の理解やイメージに差が出てしまいます。
その点、3 次元モデルだと誰もが同じように
理解でき、誤解が生じません。本支店間の 
コミュニケーションツールとしても、BIM、
CIM は大いに役立っています」（堀田氏）。

「今後の課題は、オートデスクのクラウドサー
ビス、『BIM 360』を通してタブレット端末に
BIM、CIM モデルを入れたり、測量機器と連
動させたりして現場の最前線で活用したいと
考えています」と、小田桐氏はしめくくった。

東白石小学校の改築工事（上）。 
工程によって変化する仮設計画（下）をBIMで行った

地盤改良施工位置の検討（上）と、止水板と鉄筋の干渉チェック（下）

「しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座」の基礎鉄筋の施工検討（上）と 
屋根形状の確認（下）

地下鉄在来線の上に建設した西 2 丁目地下歩道。 
既設構造物・埋設管に悪影響を与えないようにするため地下の 
仮設を CIM によって見える化した
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“超精密”な薬液注入工事で CIM モデルを活用 
東急建設が「Point Layout」を測量機器と 
連携し、作業量を従来の ¼ に圧縮

会社名

東急建設株式会社

所在地

東京都渋谷区

建設・土木業界向けコレクション

Autodesk® Architecture,  
Engineering & Construction Collection 

含まれる主なソフトウェア

Autodesk® Revit®

Autodesk® Navisworks®

Autodesk® ReCap™ PRO
Autodesk® Civil 3D®

Autodesk® InfraWorks® 
Autodesk® 3ds Max®

AutoCAD®

東京・渋谷駅付近で、東急建設は古い橋台を撤去するため、周辺地盤への薬液注入
工事を行った。斜め下方に向かってボーリングし、地下にあるトンネルや建物の基
礎などを傷つけず、橋台周囲の限られた地盤だけを改良するという “超精密”な工事
を可能にしたのは、オートデスクの CIM（コンストラクション・インフォメーション・モデリング） 
ソフトと、トプコンの測量機を連携させるタブレット用アプリ「Point Layout」
だった。

地下埋設物の間を通す “超精密”な薬液注入
東京・渋谷駅の周辺では、大規模な再開発事業

が行われている。その一環として行われたのが、

東急東横線の旧渋谷駅跡に残っていた橋台の撤

去作業だ。

橋台を掘り出し、解体する際には橋台周囲や下

の地盤を薬液注入によって改良する必要があっ

た。地上の掘削機から斜め下方向にボーリング

を行い、必要な部分だけに水ガラス系の薬液を

注入していくのだ。

必要なボーリングは約 100 本。しかし、現場周
辺には様々なライフラインのトンネルやビルの基

礎などの地下構造物が密集している。これらを

傷つけず、狙った場所までボーリングを行うた

めには、地盤面上の正確に位置に墨出しを行う

必要がある。

そこで施工者の東急建設が利用したのが、CIM
モデルと測量機を連携させるオートデスクのタブ

レット用アプリ「Point Layout」だった。

Point Layout とは、CIM モデルをクラウドサー
ビス経由でタブレットに取り込み、Wi-Fi（無線
LAN）でトプコンのレーザー測量機「LN-100」と
連携させることによって墨出しを行うシステムだ。

墨出しを担当する技術員が持つタブレット端末で

BIM 360 Layoutアプリを開くと、現場の CIM
モデルとこれから墨出しを行うポイント、そして

プリズムバーの現在位置がリアルタイムで表示さ

れる。

東京・渋谷駅付近で行われた薬液注入工事
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そして現在位置から墨出しポイントまでの移動

方法や距離を 3D モデルで直感的に案内してくれ
る。そのため 1 人でも次々とポイントを移動しな
がら、墨出しを行うことができる。その精度は 
3 mm 以内と高い。

電力トンネルを 3D スキャナーで 
点群化

薬液注入工事に先立って行ったのは、現場周辺

の地下にある橋台や電力トンネルなどの地下構造

物と地上の構造物を Autodesk Civil 3D で CIM
モデル化する作業だった。

東急建設土木事業本部事業統括部 ICT 推進グ
ループのグリープリーダー、小島文寛氏は「これ

らの構造物は、所有者が別々の場合が多いので、 
図面が残っていてもお互いの位置関係の整合

性がとれていないことがよくあります。そこで  

Autodesk Civil 3D 上で座標を合わせながら  
3D 空間上に配置していきました。 CIM モデルの
作成は 2 日ほどでできました」と語る

約 80 年前に建設された橋台は、残っていた図面
をもとに 3D モデル化した。また水平・上下方向
に複雑なカーブを描く電力トンネルは橋台との位

置関係がわからなかったため 3D レーザースキャ
ナーを用いて、地上から連続して内部までを計

測。その点群データを CIM モデルに取り込んだ。

「こうした作業により、これまでわからなかった 
地上と地下にある構造物などの位置関係が、

Autodesk Civil 3D 上で正確に再現されました。 
土で見えない地下が見える化されたわけです。

その結果、地上のどの位置からどんな角度、どん

な距離で薬液注入のボーリングを行えばよいの

かを、3D 空間上で検討することができました」と 
小島氏は説明する。

斜めボーリングに不可欠な 
3D 墨出し

こうして作成された CIM モデルは、オートデス
クのクラウドシステム「BIM360」を通じてタブ
レットに取り込んだ。タブレット端末と測量機 
LN-100 を Wi-Fi でつなぎ、BIM 360 Layout  
アプリを開くと、LN-100 がプリズムバーの位置を
計測し、現在位置がリアルタイムで表示される。

そしてボーリングを始める地盤面上の墨出し位置

まで、CIM モデルと座標値を表示しながらわかり
やすく誘導してくれるのだ。

しかし、鉛直方向へのボーリングと違って、斜め

方向にボーリングの場合は気をつけなればなら

ないことがある。それは実際の地盤高が設計と

違っていたとき、ボーリングの軸がずれ、埋設物

を傷つけてしまう心配があるからだ。

薬液注入で改良した橋台付近の地盤。周囲には様々な地下埋設物が密集している

Point Layoutを使った墨出し作業のイメージ。奥はトプコンの測量機「LN-100」 タブレットの画面には、墨出しを行うポイントまでの方向と距離を 3D モデル上に 
わかりやすく表示する

現場付近の CIM モデル。正確な位置がわからなかった
電力トンネルは 3D レーザースキャナーで計測した点群
データを取り込んだ
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「その点、Point Layout を使うと、CIM モデル
上のボーリング軸と現場の地盤面の交点位置を、

LN-100 で現場をリアルタイムに計測しながら
求め、墨出し位置へ誘導してくれるので安心で

した」と、東急建設土木事業本部事業統括部 ICT  
推進グループの太田啓介氏は説明する。

実際の施工時にはボーリングの長さを短くするた

め、作業前に地盤を掘り下げた。ボーリングの 
墨出し作業も再び行うことになった。

「Point Layout システムを使うと従来のように 
地盤高の変更に伴う再計算や、測量機やメジャー

による手計測、丁張りの設置が不要なため、現地 
での作業時間は従来に比べて4 分の  1 に削減 
できました。約 100 本行うボーリング作業の 
墨出しも、数時間ほどで行うことができました」

と太田氏は語る。

その後、行ったボーリングや薬液注入作業、地

盤改良は計画通りに進んだ。改良された地盤を

掘削して、古い橋台は無事、解体・撤去された。

CIM モデル上で作成した薬液注入のボーリング計画図

2D による墨出しシステムは、地盤高が設計と違っていたとき、ボーリングの軸がずれてしまう心配があった

CIM モデルと測量機を連動させる「Point Layout」による墨出しは、地盤高が設計と違っていてもボーリングの軸線と
地盤面の交点をリアルタイムに計算し、地盤進入部分の位置を墨出ししてくれるので、ボーリングの軸線は一定となる

薬液注入用のボーリング孔がぎっしりと並ぶ CIM モデル。 
斜め方向のボーリングは地盤高に応じて進入位置を変える必要がある

東急建設
土木事業本部事業統括部
ICT 推進グループ  
グリープリーダー

小島 文寛 氏

東急建設
土木事業本部事業統括部 
ICT 推進グループ

太田 啓介 氏
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Point Layout によって墨出しした位置からボーリングを行い、地盤改良用の薬液を 
注入する

改良された地盤から掘り出された橋台

オートデスクとトプコンの提携で誕生

測量機として使った LN-100 は、いわば「望遠鏡
のないトータルステーション」のようなマシンだ。

現場をよく見通せる場所に設置して、既知の 2 点
を視準するだけで自分の位置が求められる。

また、自動整準機能を搭載しているため、三脚

上に据え付けて電源スイッチを入れるだけで自動

的に鉛直軸の方向を調整してくれるという便利さ

もある。

LN-100 の遠隔操作やデータ交換のため、トプコ
ンではAPI（Application Programming Interface）

を公開している。Point Layout はこの API を通
して、LN-100 との連携を実現している。

米国のトプコン・ポジショニング・システムズ社

と米国オートデスク社は、2012 年 12 月に BIM 
（ビルディング・インフォメーション・モデリング）分野で包

括的な業務提携を行って以来、オートデスクの  
BIM/CIM ソフトとトプコンの測量機器を連携さ
せるシステムの開発を行ってきた。

Point Layout はその成果の1つだ。バーチャル
な CIM モデルで設計した構造物を、リアルな現
場で再現するための第一歩となる墨出し作業を、

面倒な手作業なしで行えるようにしたことで、 
現場の IoT（Internet of Things）化はまた一歩、 
進んだといえるだろう。

電源を入れると自動的に鉛直軸の方向を調整する機能を
搭載した「LN-100」
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奥村組の工事所に広がる“BIM 測量”
2015 年から本格的な BIM 活用を進める奥村
組の工事所で今、“BIM 測量”という測量手法
が急速に普及している。

奥村組情報システム部 BIM 推進室の三井和
章氏は、「普通はわれわれが工事所に出向いて  
BIM 導入のメリットを説くことが多いのです

会社名
株式会社奥村組

所在地
大阪市阿倍野区（本社）
東京都港区（東京本社）

ソフトウェア
Autodesk® Revit®

Autodesk® BIM 360™ Coordinate（Glue）
Autodesk® BIM 360™ Layout

設計から施工まで、BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）
の活用を推進する奥村組の建築工事所で今、“BIM 測量”と 
いう新しい測量手法が急速に普及している。
iPad で稼働するオートデスクの測量用アプリ「BIM 360  
Layout」を使い、トプコンの測量機「LN-100」を遠隔操作する
ことで、杭や基礎掘削などの出来形管理や墨出し作業を、 
1 人でスピーディーに行えるのが特長だ。

が、BIM 測量に関しては逆に工事所の方から
『使ってみたい』という問い合わせが来ます」
と驚きを隠さない。

“BIM 測量”とは、建物などの BIM モデルと、
現地での測量結果を統合して管理する手法だ。 

フーチング施工のために行われた掘削作業

BIM 測量について語る奥村組情報システム部 
BIM 推進室の三井和章氏

iPad と測量機の連携で「工事作業を待たせず、1 人で測れる」 
奥村組の工事所で急速に広まる“BIM 測量”とは
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がプリズムを立てると同時に測量機の視準は
ほぼ完了している。

iPad で「計測」のボタンを押すと、LN-100 が
測量した測点の座標データが iPad に送られ
てくる。

「工事作業を待たせず、1 人で測量できる」
同社で施工管理を担当する桑原健太氏は、福
島県内で建設中の工場関連施設の基礎工事で
300 本近くの既製杭について、BIM 測量で杭
芯の墨出しを全数確認したほか、杭の打設直
前にも位置確認を行った。

そのメリットについて桑原氏は「自分 1 人だけ
で測量機のセッティングから測点の位置計測
までスピーディーに行えるので、工事作業を
待たせることがありません」と語る。

具体的には、iPad 上で BIM モデルを見なが
ら管理すべき座標点を選んで、その点の位置
を現地で墨出し･計測する。

そして設計図と墨出し･計測結果との誤差をそ
の場で確認し、それを BIM モデル上にフィー
ドバックして工事関係者の間で共有できるた
め、墨の修正対応や出来形寸法の把握など、
施工管理にスピーディーに活かせるのだ。

測量機にはトプコンの「LN-100」（通称：杭ナビ）
を使っている。トータルステーションと同等の
測距・測角機能を備え、1 人で測量することを想
定して開発された自動追尾型の測量機だ。

プリズムを持った技術者が次から次へと測量
点に移動しながら、手に持った iPad から遠
隔操作する。

技術者が移動中も、LN-100 はプリズムの位
置を追いかけ続ける。測点に到着した技術者

テレビ会議システムでの取材に答える桑原氏

iPad で動く「BIM 360 Layout」の画面。 
杭や基礎の BIM モデル上に測量すべき点が示されているので 
わかりやすい

遠隔操作できるトプコンの測量機「LN-100」（左）。
プリズムと「BIM 360 Layout」がインストールされた  
iPad を持って測点を移動する技術者（右）を自動追尾する 杭芯座標やフーチング4隅座標から掘削範囲を計測する活用の 

イメージ

テレビ会議インタビューに答える奥村組情報システム部 
BIM 推進室、脇田明幸室長（左）と日野元氏（右）

iPad 上で動く「BIM 360 Layout」とトプコンの「LN-100」（円内）を連携し、1 人でスピーディーな出来形管理や 
墨出しを可能にした“BIM 測量”の活用風景
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「測量機 LN-100 は三脚に据え付けてスイッ
チを入れると自動的に水平になるので、既設
の既知点 2 カ所を視準させると設置は完了。
あとは次から次へと測点をまわって位置を
測っていくだけです」（桑原氏）

桑原氏は 2018 年 11 月から BIM 測量を活用
している。手順は 2 時間ほどでマスターし、 
その後は 1 人で測量業務を行っている。

工事所にはもう 1 人、測量担当者がいると
いう。

「もう 1 つのメリットは、測点の取り違えを防
げることです。例えば基礎部分の掘削やコン
クリート出来形の墨は平面図では上下 2 点が
重なっていることがありますが、3D 画面で見
ると一目瞭然なので間違える心配がありませ
ん」と桑原氏は説明する。

また、この工事所では、杭工事が終わった後
も杭芯の座標を利用し、基礎躯体周りの掘削
や捨てコンクリート打設の範囲･位置を確認
した。

このように、目的ごとに 3D モデルを作り直
さなくても、少しの工夫で様々な目的に活用
することができる。

50mm のずれを発見、設計監理者も信頼
宮城県の教育施設の基礎工事では、390 本の
既製杭の杭芯確認に BIM 測量を採用した。

測量業者が墨出しを行い、杭芯の位置に「セ
パレーター」という金属棒を打ち込んだ直後
に、奥村組が BIM 測量で全数確認したのだ。

300 本以上の杭芯確認は休憩を含めて 5～6
時間ほどで終了。

平均すると 1 カ所当たり約 1 分の計算だが、他
の作業を行う作業員への指示や、電話応対な
ども測量と並行して行っていたことを考慮す
ると、杭芯の確認だけに集中すればさらに短
時間で作業を終えられたはずだ。

この工事所ではスピードだけでなく、精度の
高さについても特筆すべきことがあった。

三井氏は「測量中、杭芯の位置を示す金属棒
が 1 カ所、50mm ほどずれているのを発見し
ました。測量業者が設計図を読み間違えてい
たのが原因です。

このほか、微細なズレを数本発見し、全て杭
の打設前に是正しました」と振り返る。

この確認に立ち会った設計監理者も、BIM 測
量の手順や精度について理解し、信頼できる
計測方法と認めたほどだ。

BIM モデル上に通り芯や杭芯の位置を表示した画面 平面図だけだと測点の高さ位置がわかりにくい BIM モデル上に測点が 3D 表示されると測点がどこに 
配置されているかが見やすい

杭芯座標やフーチング4隅座標から掘削範囲を計測する活用の 
イメージ

フーチング施工のために行われた掘削作業 打設後の杭芯位置の測定
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各測点の実測位置をスピーディーかつ高精度
に計測し、その場で設計値と比較して誤差を
確認することで、間違いのない施工を行うこ
とが可能になる。

BIM ソフトや表計算ソフトで測量結果を共有
i Pa d  で使う  B I M  モデルは、Re v i t  や
AutoCAD、Navisworks で作成したものに、 
これらのソフト上で稼働するアドインソフト
「Point Layout」によって測点を入力したも
のだ。

測点付きの BIM モデルは、オートデスクの
クラウドシステム「BIM 360 Glue」（BIM 360 
Cordinate）を介して、iPad にインプットさ
れる。

また、この逆ルートでパソコン上の BIM モデ
ルにも測量結果をフィードバックすることがで
きる。

現地測量データを CSV 形式で書き出し、表計算
ソフトなどでレポートを作成することも簡単だ。

奥村組では BIM 測量をはじめ、全社での設
計・施工における BIM 活用をさらに進めてい
く方針だ。

奥村組で BIM の普及を進める BIM 推進室の
日野元氏は「BIM 測量によって、施工段階で
の社内検査や設計監理が迅速に行えそうだ」
と言う。

また、BIM 推進室の脇田明幸室長は「BIM 測
量で BIM の有用性を実感してもらい、設計
BIM や施工 BIM の普及への足がかりにした
い」と、これからの展望を語った。

オートデスクでは奥村組をはじめとする、
日本の多くのユーザーからの要望に応え、 
iPad 版に加えて Android 版の「BIM 360 
Layout」の提供を 2019 年 8 月より開始した。
Android 版は日本語に対応し、Bluetooth 
接続にも対応している。

測量機とタブレット端末の接続が Wi-Fi 接続
の場合は都心など無線電波が混在している場
所では接続が不安定になる場合があったが、
Bluetooth 接続ではその問題が解決されそ
うだ。

奥村組でも今後、Android 版の検証も行って
いくそうである。

大規模教育施設の建築工事所。390本もの既製杭を打設した

タブレット上で測点の実測値と設計値をその場で比較し、施工ミスを未然に防止することができる

BIMモデル上に表示された測点

設計通りに打設された杭

パソコンで作成した測点付きの BIM モデルは、クラウドシステム「BIM 360 Glue」（BIM 360 Cordinate）を通じて 
iPad にインプットされる
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3D CAD、BIM、クラウドの先進的な活用で、
世界の都市機能の未来を創造する

オートデスク製品の連携活用で、 
社内一貫生産体制をブラッシュアップ

滋賀県彦根市に本社を置くフジテック株式会
社は、昇降機などの空間移動システムの研究
開発、生産、販売、据付、保守までをトータ
ルで行うメーカーだ。普段、エレベータやエ
スカレータに乗ったときに私たちが何気なく
目にしている同社のブランド「FUJITEC」だ
が、1948 年の創業当時より「世界は一つの市
場」というスローガンを掲げ、他社に先んじて
海外進出を積極的に展開してきた歴史を持つ。
現在では、世界の 24 を超える国々と地域に
拠点がある。

「ビジネスプロセス・リエンジニアリング
（Business Process Re-engineering）」
を推進する同社の BPR 推進プロジェクトは、
2012 年から積極的に業務プロセスの見直し
をはかってきた。細かなパーツから自社で製
造し、据え付けた昇降機の保守までを一貫し
て手がける同社は、各工程での効率化を長年
推し進めてきた背景も持つ。同社常務執行役
員で BPR 推進プロジェクトリーダーの津山圭
二氏は、次のように語る。

「私たちのような昇降機メーカーはお客様で
ある建設業者様との付き合いから仕事がは
じまります。図面でお客様と会話をしなが
ら、それが基本的な契約書になっていくわけ
です。ちょうど 10 年前から日本でも BIM が
出てきましたが、お客様が積極的に導入され
たのは 2017 年頃からでしょうか。クラウド
上の Autodesk BIM 360 に入れた、3D モ
デルを使い、お客様と私たちが色々な内容を
チェックすることができるので、お互いに大
きなメリットがあります。現在はまだ 2D 図面
と 3D の両方を使っていますが、今後は 3D 
が主流になってくるでしょう。承認図面までを 
Autodesk Revit で完結できるようになる
と、さらなる効率化がはかれると考えていま
す。つまり、BIM モデルで合意をして、そこ
から起こした図面で承認を取るような形、あ
るいは図面自体は簡易図面で済むといったよ
うな形になれば、私たちにも大きなメリットが
あると思いますので、そこに向かって進んで
いきたいと考えています」

会社名
フジテック株式会社

所在地
滋賀県彦根市

ソフトウェア
Autodesk® Inventor® 
Autodesk® Revit® 
Autodesk® AutoCAD® 
Autodesk® Vault 
Autodesk® BIM 360® 
Autodesk® VRED™

現在はまだ 2D 図面と 3D の両方を
使っていますが、今後は 3D が主流に
なってくるでしょう。承認図面までを 
Autodesk Revit で完結できるように
なると、さらなる効率化がはかれると考

えています。

 ̶  津山 圭二 氏
フジテック株式会社 
常務執行役員　営業技術本部 本部長

お客様との商談に必要な BIM データ を Autodesk Revit で作成

津山 圭二 氏
フジテック株式会社
常務執行役員　営業技術本部 本部長

山本 健治 氏
フジテック株式会社
デジタルイノベーション本部 　プロセス管理部 部長

三木 治雄 氏
フジテック株式会社
デジタルイノベーション本部 　
システム管理部 主事
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昇降機メーカーであるフジテックは、建築設
備分野の一翼を担いながら、同時にものづく
り、製造業の本流でもあるという両面を持ち
合わせる。そのため、建築と製造のふたつの
分野をまたがる形で、2D CAD のスタンダー
ドソフトウェアとして長年建築業界で使われ
ている Autodesk AutoCAD、3D 建築設計
に対応した BIM ソフトウェアの Autodesk 
Revit、そしてものづくりのための 3D CAD 
ソフトウェアである Autodesk Inventor を、
それぞれ特化する形で社内では使用している。
プロセス管理部の山本健治氏は次のように 
話す。

「私たちは、モデルや IT を活用して、マスカ
スタマイゼーションの高度な実現を目指して
います。 Inventor で自動設計したモデルが
できれば、製造データがそのまま工場で使え
るため、“ものづくり”の面で有効活用できてい
ます。昇降機には標準仕様とオーダー仕様が
ございまして、仕様に応じたスピーディーな
設計、生産体制を備えていないといけません。
Inventor を活用することで、仕様決定から
製造までの期間を短縮することが可能になる
というわけです」

データの一括管理にたずさわっているシス
テム管理部の三木治雄氏は、図面の電子化、
データベースについて以下のように話す。

「90年代初頭より、私たちは図面のデータ
ベース管理をしています。創業当初からの手
書き図面もすべて電子化して見られるように
していまして、ほぼ 100 パーセントカバー
しているのではないかと思います。最近では 
2D だけではなく 3D CAD を利用しています
ので、3D ビューでモデルを回しながら閲覧し
たり、3D モデルの属性情報や構成情報を表示
させたりしています。 3D CAD のデータ管理
は Autodesk Vault を使っていますが、今

後はさらに 3D を加速させうまく連携させて
いきたいと考えています」

3D CAD の活用は設計周りの部署だけのこと
ではない。据え付けた昇降機の保守までを担
う同社では、現場のフィールドエンジニアがそ
の場でスマホやタブレットを活用して、当該モ
デルの 3D データを容易に閲覧すれば、故障
やトラブルが生じた際の対処の仕方も変わっ
てくる。不調となった部品を簡単に交換でき
るように手配も迅速にできるようになるから
だ。また、自社システムによる地図データか
ら、当該現場をズームしていくとデータが掘り
下げられ、その部品構成や図面を見れば、マ
クロからミクロまで一気通貫で 3D モデルを
確認することも可能である。

さらに、施工管理ソフトウェアである BIM 360 
にも「すごく将来性を感じている」と三木氏。

「私たちは、『クラウドファースト』と『モバイル
ファースト』を基本に IT 活用を進めておりま
す。建築施工のプロジェクトデータに、いつ
でもどこでもアクセスすることができる BIM 
360 なら、お客様が準備したモデルの中に 
Revit のファミリなど、私たちのモデルを収め

られ、将来的には二次元の図面も管理するこ
とができるようになります。それを確認申請や
私たちが使うような据付図にもつなげられる
のではないかと期待しています。従来のお客
様との対面での打ち合わせでのすり合わせで
はなく、クラウドを介してデータを精査するや
り方が浸透していくのは、私たち設備メーカー
にとって大きなメリットとなります。そうなれ
ば、クラウドファーストによりシフトできるの
ではないかとも思います」

国内外で同時に多くの現場を持つ同社では、
社外で仕事をする人も多く、モバイルやクラウ
ドの活用は盛んだ。事務所に帰らないと仕事
ができないということは、ほぼなくなっている
という。また、世界各地で展開する事業とし
ても、クラウドのさらなる活用は必須である
と言える。

高度な都市化が進む 21 世紀、昇降機の需要
も、引き続き、右肩上がりであることは間違
いない。さらに AI 活用や VR 活用にまで意
欲を見せる同社の目線は、つねに未来を見据
えている。

エレベータ・エスカレータの設計は  
AutoCAD と Inventor を使用

社内のコミュニケーションも Revit の BIM データをベースに
スムーズに進む

本社「Big Wing」実際の板金加工

必要なデータも Inventor からダイレクトに渡される
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