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概要 
 
Autodesk® BIM 360® は、プロジェクト ライフサイクルを通してパフォーマンスを向上することを目

的とした、クラウドベースの建設プロジェクト管理プラットフォームです。セキュアなクラウドベースの

製品である Autodesk BIM 360 は、顧客データを保護しながら、建設分野でのコラボレーションとい

うメリットを提供します。BIM 360 アプリケーションは、最高水準のクラウド ソフトウェア手法を使用し

て設計および構築され、クラウド インフラストラクチャの世界的なリーダーである Amazon Web 
Services（AWS）を利用しています。オートデスクは拡張可能で安全なサービスの設計に取り組んで

いるため、回復力があり安全なアプリケーションを顧客に提供できます。また、顧客のビジネスは当

社への信頼の上に成り立っていることを理解し、その責任を真剣に受け止めています。 
 
 

このドキュメントの目的と範囲 
 
このドキュメントは、Autodesk BIM 360 の運用、ソフトウェア開発、環境に実装されたセキュリティ 
対策について説明することを目的としています。このホワイトペーパーの範囲は、以下の BIM 360 
アプリケーションおよびサービスに限定されます。 

• BIM 360 ドキュメント管理（Docs） 

• BIM 360 フィールド管理（別名：次世代の Field） 

• BIM 360 モデルの調整（別名：次世代の Glue®） 

• BIM 360 プロジェクト管理および BIM 360インサイト 
 
 

クラウドの運用 
 
クラウド運用チームは、アプリケーション リリース管理、ハードウェアおよびオペレーティング システ

ムのアップグレード、システム正常性の監視、BIM 360 の保守に必要なその他のアクティビティの 
手順を定義し、実行する役割を担っています。 
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高可用性 
 
高可用性に対する当社の取り組みによって、顧客は BIM 360 をフル活用できます。高可用性を 
実現するために、BIM 360 は基盤となるインフラストラクチャに冗長システムを採用し、拡張性のあ

るインスタンス群に負荷を分散させています。Autodesk BIM 360 のシステムは、いくつかの Web/
アプリケーション サーバー、バックグラウンド ジョブ処理システム、レポート実行システム、データ ス
トア、ファイル ストレージで構成されています。これらのサービスは、一対の AWS アベイラビリティ 
ゾーン（AZ）に分散されています。それぞれの AZ は地域内で独立したデータ センターです。そのた

め、複数の AZ を使用することで BIM 360 アプリケーションのサービス停止を防ぐことができます。

高レベルなサービスを確実に提供するため、BIM 360 サービスは 99.5% 以上の可用性を目標とし

ています。 
 
 
ビジネスの継続性とデータ センターの冗長性 
 
オートデスクには、事業継続計画と、AWS アベイラビリティ ゾーン（AZ）に依存する障害回復プロセ

スがあります。このプロセスをサポートするため、BIM 360 は一対の AWS アベイラビリティ ゾーン

（AZ）に配置されています。各 AZ は独立したデータ センターであり、データは AZ 間で複製され 
ます。 
 
 
電源システムの冗長性 
 
24 時間 365 日の稼働を維持するため、データ センターは冗長な電源システムを備えています。 
障害が発生した場合は、無停電電源装置（UPS）によって自動的に一次電力系統にバックアップが

提供されます。停電が発生した場合は、各データ センターの発電機によって長時間のバックアップ

電力が提供されます。 
 
 
インターネット接続の冗長性 
 
Autodesk BIM 360 は冗長なマルチベンダー システムを使用することで、各データ センターへの 
インターネット接続を維持しています。 
 
 

データ複製 
 
別々の場所にあるデータ センター間で顧客データの複製が行われます。複製によって、バックアッ

プ データ センターへのフェイルオーバーが必要になった場合のデータ損失およびサービス遅延の

可能性を回避します。 
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物理インフラストラクチャのセキュリティ 
 
BIM 360 アプリケーションは、Amazon AWS による安全なデータ センターで実行されています。

データ センターは、さまざまなセキュリティ制御によって不正な物理アクセスや災害から保護されて

います。 

• 施設へのアクセス制御。データ センターは、24 時間 365 日、専門のセキュリティ スタッフに

よって警備されています。データ センターの入り口は、入場を一度に 1 人だけに制限するマ

ントラップ方式で警備されています。業務上正当な必要性を持つ従業員だけがデータ セン

ターへのアクセスを許可され、すべての訪問は電子的に記録されます。すべてのビジターお

よび契約業者は、いかなる場合も身分証明書を提示して、権限を持つ担当者から入室許可

を得る必要があり、その担当者の案内で入室しなくてはなりません。 

• ビデオ監視。各データ センターの周囲およびコンピューティング装置や支援装置のある部屋は、

ビデオ監視によって保護されています。ビデオ監視映像はデジタル メディアに保存され、要求が

あれば最近のアクティビティを確認することができます。 

• 火災の防止。各データ センターの随所に煙警報器や熱作動のスプリンクラーといった火災検知

および鎮火システムが設置されており、コンピューティング装置や支援システムのある部屋が 
保護されています。火災検知センサーは、天井および高床の下に設置されています。 

• 室内環境制御。データ センターの室内環境制御によって、既定された環境範囲を超えた場合に

故障する可能性があるサーバー、ルーター、その他の装置を保護します。システムと人員の 
両方で監視することで、オーバーヒートなどを発生させる危険な条件が生じることを防ぎます。 
気温その他の環境計測値は、制御システムによって自動的に許容範囲内に調整されます。 

 

 

運用インシデント管理 
 
BIM 360 には、インシデント解決を推進するためのベスト プラクティスを定義したインシデント管理

ポリシーがあります。このポリシーは、IT インフラストラクチャ ライブラリ（ITIL）バージョン 3 フレーム

ワークに従っています。BIM 360 のインシデント管理ポリシーは、すぐに実施可能な手順のナレッジ 
ベースを構築するため、インシデント修復手順の記録と原因分析の実行を重視しています。ポリシー

の目標には、インシデントを迅速かつ効果的に解決することだけではなく、インシデント情報を収集

および周知することでプロセスを継続的に改善し、累積された知識によって将来の対応時間を推進

することも含まれます。詳細については、Autodesk Trust Center をご覧ください。 
 
 
パッチ管理 
 
クラウド運用チームには、効果的なパッチ展開を確保するパッチ管理ポリシーがあります。可能な 
場合は、新しいパッチのチェックと、権限を持つクラウド運用担当者が承認するための展開リストの

準備が自動的に行われます。また、BIM 360 パッチ適用ポリシーによって、システムの安定性に 
対するパッチの影響を測定するための基準が定義されます。パッチの影響が大きい可能性があると

判定された場合、クラウド運用担当者はそのパッチを配備する前に徹底した回帰テストを行います。 
プロダクション システムへのパッチの展開は、変更管理チームによって追跡されます。 

  



オートデスク次世代 BIM 360 セキュリティ ホワイトペーパー       2018 年 3 月 
 

変更管理 
 
クラウド運用チームの変更管理ポリシーには、以下のプロセスと手順が含まれています。 

• 変更要求（RFC）フォーム。すべての変更について RFC フォームを提出する必要があります。

フォームには、変更イニシエータの名前、変更の優先度、変更に対する業務上の正当性、

要求する変更の実施日が含まれています。 

• 復元計画。クラウド運用チームは、変更によってサービスの中断が発生した場合にシステム

の状態を復元できるよう、変更を展開する前に詳細な復元計画を作成します。復元計画に

は、最小限の手動手順でシステム状態を復元するスクリプトで定義された実行可能指示が

含まれます。 

• 保守期間の定義。クラウド運用チームは定常、緊急、および延長の保守期間を指定します。

定常保守はオフピーク時間帯にスケジュールされます。 

• テスト計画。クラウド運用チームは、変更の展開後、機能にアクセスできるかどうかを検証 
する一連のテストを定義します。 

• テストの実行。展開が完了した後、クラウド運用チームおよび製品品質保証チームは、リス

クありと判定された機能が使用可能な状態を維持しているかどうかをチェックするテストを 
実行します。 

 

 

キャパシティ管理 
 
顧客のクラウド サービスへのアクセスは、セルフサービス モデルによるオンデマンドで提供される 
ため、トラフィック パターンは非常に変わりやすく、使用量が突発的に急増しがちです。突発的に 
使用量が急増し、サービスを行うコンピューティング リソースのプールが使い果たされた場合、サー

ビスの可用性にマイナスの影響があります。 
 
高度な可用性を維持するため、クラウド運用チームはキャパシティ管理ポリシーを運用しています。

キャパシティ管理ポリシーの一環として、BIM 360 のリソース使用状況を、仮想インスタンス、仮想スト

レージ ボリューム、仮想ネットワーク デバイスなどの一連のインフラストラクチャ コンポーネントで頻繁

に収集します。使用に関する統計情報は、キャパシティ管理リポジトリに格納されます。 
 
 
パフォーマンスと拡張性 
 
高可用性を提供するため、ソフトウェア開発ライフサイクルを通してパフォーマンス テストと負荷テス

トが実施されます。 
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BIM 360 運用セキュリティ制御 
 
BIM 360 は、複数のセキュリティ制御によって、機密性の高い顧客データを不正なアクセスから保

護します。 

• データ センターへの物理的な規制。データ センターを物理的に規制することで、未承認の関

係者が、BIM 360 が使用するハードウェアや支援システムにアクセスするのを防止し 
ます。 

• バックグラウンド チェック。従業員には、BIM 360 が使用するコンピューティング リソース 
および支援システムへのアクセスが許可される前に、素行調査が要求されます。 

• テストの実行。配備が完了した後、クラウド運用チームおよび製品品質保証チームは、リス

クありと判定された機能が使用可能な状態を維持しているかどうかをチェックするテストを 
実行します。 

• 管理者機能。BIM 360 管理者ツールを使用すると、管理者はユーザー、役割ベースの権限、

エンド ユーザーのアクセス制御を柔軟に管理できます。 

• 冗長化。ロード バランサやクラスタ化したデータベースなどの冗長構成によって単一障害点

（SPOF）を制限します。 
 

 

BIM 360 エンジニアリング 
 
BIM 360 エンジニアリング チームは、BIM 360 アプリケーションの設計、実装、テストを行います。

BIM 360 の設計、コーディング、テスト、保守は、ソフトウェア開発プロセスに基づき、必要に応じて

セキュリティ プロセスが含まれます。 
 
設計段階では、ユーザー ストーリーの詳細な設計ドキュメントが作成され、アーキテクトがレビュー 
して設計の機能性や拡張性を評価します。設計フェーズではジョイント アプリケーション デザイン  
プロセスが使用され、アーキテクトおよびソフトウェア エンジニアがユーザー ストーリーの機能性、 
拡張性、パフォーマンス特性を評価します。 
 
実装中は、エンジニアおよびアーキテクトがコードのピア レビューを実施して、BIM 360 アプリケー

ションの開発プラクティスからの逸脱を検出します。 
 
このプロセスで生成されるすべてのコードにはユニットテスト、統合、品質保証検証が含まれていま

す。品質保証担当者が受入基準を検証するまでユーザー ストーリーは完成しません。 
 
開発ライフサイクルの一環として、BIM 360 のパフォーマンス チームは開発スプリントを通して負荷

テストを行い、プロセスのできるだけ早い段階でパフォーマンスにマイナスの影響を与える変更を 
特定します。 
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社員教育 
 
オートデスクでは、新入社員研修の一貫として、すべての社員に情報セキュリティの重要性について

認識するよう教育しています。さらに社員には、会社の行動規範を読み、理解し、トレーニングを 
受けることを義務付けています。行動規範には、すべての従業員が合法的かつ倫理的に、誠実さを

持ち、他の従業員、顧客、取引先、競合他社へ敬意をもって業務を遂行するための当社の理念が

定められています。 
 
オートデスクの従業員は、機密性、ビジネス倫理、適正な使用、および職業上の基準に関する社内

のガイドラインに従って行動することが求められます。オートデスクのポリシーにより、新入社員は 
機密保持契約に署名することが義務付けられています。顧客データの機密性およびプライバシーに

関しては、新入社員研修で重点的に説明されます。 
 
セキュリティのベスト プラクティスを導入するために、オートデスクはすべての BIM 360 エンジニア

に対して、セキュリティに関するトレーニング プログラムを毎年実施しています。 
 
 

BIM 360 製品セキュリティ制御 
 
Autodesk BIM 360 には、顧客が詳細な ID およびアクセス管理ポリシーを作成できるセキュリティ

機能が組み込まれています。顧客管理者およびユーザーは、BIM 360 のセキュリティ ツールを使

用して、ワークスペース アイテムの所有権を管理したり、レポートに共有の権限を設定できます。 
 
 
転送時の認証と暗号化 
 
BIM 360 にアクセスするには、ユーザー ID および パスワードで構成される認証情報が必要です。

認証情報は、ネットワーク転送中は保護され、SHA-2 の暗号化ハッシュ関数によって生成された 
ソルト付きハッシュとしてのみ格納されます。 
 

データ セキュリティ 
 
BIM 360 ユーザーがアップロードしたファイルはすべて、クラウド上の暗号化されたストレージに 
保存されます。ストレージ ソリューションは、256 ビットの高度な暗号化方式（AES-256）を使用して

データを暗号化します。 
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管理統制 
 
BIM 360 は、顧客管理者に ID およびアクセス管理ポリシーを作成するためのセキュリティ機能を 
提供します。 

• ユーザーの設定： 管理者は、ユーザーを作成したり、非アクティブにできます。 

• 役割ベースのセキュリティ： BIM 360 の役割を使用すれば、管理者はアクセス制御レベル

をカスタマイズして、詳細な制御によってアクセスを制限できます。役割とは、ジョブ機能に

関連するデータおよび機能への権限のコレクションです。 

 役割に基づいて権限を割り当てるという柔軟な方法を提供することで、BIM 360 は最小権

限の原則（各ユーザーのアクセスを、割り当てられたタスクを完了するのに必要とされる

データと機能のみに制限すること）に準拠します。 
 
 
ユーザー制御 
 
ユーザーは、管理者の制限とは別に、所有権を持つアイテム、レポート、ファイルへのアクセスを 
制御できます。またユーザーはファイル バージョニングを使用して、ワークスペース アイテムに 
アタッチした旧バージョンのファイルを復元できます。 
 
 

アイデンティティ連携標準 
 
BIM 360 は、すべてのユーザーに顧客システムと連携したシングル サイン オン（SSO）をサポートし

ています。 
 
 

クラウド セキュリティ 
 
専任のクラウド セキュリティ チームが、Autodesk BIM 360 クラウド環境内のセキュリティの特定と

実施を主に担当しています。その責務には以下があります。 

• オートデスクのクラウド インフラストラクチャの設計と実装のセキュリティ方針をレビューし 
ます。 

• ID およびアクセス管理、パスワード管理、脆弱性管理などのセキュリティ ポリシーを定義し、

確実に実装します。 

• 社内レビューおよび監査を実施することにより、確立されたセキュリティ手順への準拠を 
推進します。 

• 顧客データの安全を確保するテクノロジーを特定して実装します。 

• 必要に応じて情報セキュリティ アセスメントを実施するため、第三者のセキュリティ専門家を

関与させます。 

• クラウド サービスで発生する可能性があるセキュリティの問題を監視し、必要に応じてイン

シデントに対応します。 
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脆弱性スキャン、侵入テスト、外部監査 
 
クラウド セキュリティ チームは、BIM 360 サービスの定期的なセキュリティ スキャンと侵入テストを

実施します。セキュリティ スキャンと侵入テストは、Open Web Application Security Project
（OWASP）および SANS Top 25 によって定義された幅広い脆弱性をカバーします。 
 
 
ネットワーク セキュリティ 
 
ネットワーク セキュリティは、暗号化、ファイアウォール（物理的または論理的）、強化手順など、 
物理的制御および論理的制御の組み合わせを使用して実施されます。データ センターで、クラウド

の周囲にはスタンドアロンのハードウェア ファイアウォールが配備されます。顧客要求に使用する 
必要があるポートを除く、すべてのポートがブロックされます。 
 
 
暗号化 
 
資格情報やセッション トークンなど、機密性の高い情報を含むネットワーク トラフィックは、インター

ネットを介して環境の周辺まで安全に転送されます。 
 
 
セキュリティ基準とコンプライアンス 
 

• Autodesk BIM 360 は、業界標準の SSAE-16 AT 101 SOC 2 認証によってセキュリティ 
態勢を検証しています。 

• Autodesk BIM 360 は、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018 認証を取得しています。 
 
 

プライバシー 
 
オートデスクは、顧客の個人データの収集および取り扱いについて透明性を確保しています。詳細

については、Autodesk プライバシー ステートメントをご覧ください。 
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リソース 
 
以下のリソースは、オートデスクおよびこのドキュメントで言及されているトピックに関する追加情報

を提供しています。 

• オートデスクに関する情報は、http://www.autodesk.co.jpをご覧ください。 
 

• オートデスクの包括的なセキュリティ フレームワークに関する詳細は、

https://www.autodesk.com/trust/security を参照してください。. 

• BIM 360 アプリケーションは AWS でホストされています。そのため、セキュリティおよびイン

フラストラクチャは、オートデスクとアマゾン社の共同責任となっています。アマゾン社のセ

キュリティの詳細については、アマゾン セキュリティ ホワイトペーパーを参照してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このドキュメントに含まれる情報は、公開日時点での Autodesk, Inc. の見解を表しており、オートデスクはこの情報を更新する責任を負いません。オートデ

スクは、製品やサービスに改善やその他の変更を加えることがあり、ここに含まれる情報は、公開日時点で提供されているバージョンの Autodesk BIM 360 
にのみ適用されます。 

このホワイト ペーパーは、情報提供のみを目的としています。オートデスクは、このドキュメントについて一切の明示的または黙示的保証を行いません。また、

このホワイト ペーパー内の情報は、オートデスクの側に拘束力のある義務または責務を作成するものではありません。 

Autodesk BIM 360 サービスは、上記を制限または変更することなく、http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-
service-autodesk360-web-services に記載されている適用可能なサービス利用規約の下で提供されます。 
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