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免責事項

▪ 本プレゼンテーションには当社の将来の経営成績、業績、実績、ならびにその他、年次報告書および四半期報告書の指針についての将来予想に
関する記述が含まれています。

▪ さらに本プレゼンテーションには当社の既存または新規の製品およびサービスのために計画されている、または将来の開発努力に関する将来予
想に関する記述が含まれています。かかる発表は、業績、製品、サービス、または機能の将来的な提供を約束または保証することを意図するも
のではなく、単にその時点でのオートデスクの計画を反映するものであり、その時点で判明している要因に基づくものです。かかる計画中また
は将来の開発取り組みは予告なく変更が生じる可能性があります。したがって、購入および投資に関して決定する際にかかる発表を拠り所とし
ないでください。

▪ かかる記述は現在入手可能な情報に鑑みてなされた当社の経営陣による現状の予想、予測、仮定を反映したものであり、将来の業績を保証する
ものではありません。重大なリスク、不確実性ならびにその他の要因が内在しており、実際の経営成績、業績、実績は、本プレゼンテーション
の将来予想に関する記述で明示または暗示されたものと大きく異なる場合があります。

▪ 当社の将来の業績に影響を与える可能性のある要因（オートデスクならびに本プレゼンテーションの将来予想に関する記述に影響を与える可能
性のあるリスク要因も含む）は、直近の会計年度末の年次報告書Form 10-K、ならびに四半期末の Form 10-Q に記載されており、これらは米
国証券取引委員会に提出されています。本プレゼンテーションが作成日以降に修正され、その後オートデスクからやWeb サイトまたはその他の
方法で入手可能になった場合、最新または正確な情報を反映していない場合があります。

▪ オートデスクは、かかる発表が行われた日以降に発生した出来事、もしくは存在または変化した状況を反映するために、かかる将来的な発表を
更新する義務を負いません。



第4回 BIM 360 活用オンラインセミナー

▪ よくある質問

▪ BIM360は他のクラウド製品と何が違うの？

▪ BIM360活用ケーススタディ

▪ 社内へのRevit導入を支えるBIM360の活用方法

▪ BIM360アップデート情報

▪ Model Coordinationの指摘事項改善（自動スクリーンショット機能）

▪ Revit 指摘事項プラグイン（β版テスト中）

過去のオンラインセミナーについて

▪ Autodesk Knowledge Networkにリンクをまとめています。

▪ 2020.04.17「コラボレーションツール BIM 360 活用オンラインセミナー」動画と質疑への回答

▪ 2020.05.13「第2回 コラボレーションツール BIM 360 活用オンラインセミナー」動画と質疑への回答

▪ 2020.06.15「第3回 コラボレーションツール BIM 360 活用オンラインセミナー」動画

本日の内容

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/297526
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/301856
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/309361
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オートデスクの建設業界向け製品
従来のソフトウェアに加えて、新たにクラウド・ソリューションも登場

Assemble Building
Connected

BIM 360 PlanGrid

▪ クラウド・プロダクト

▪ クラウド・プラットフォーム

etc.

etc.

Design Automation API

Model Derivative API

▪ 建設業界コレクション：包括的なBIMツールセット

Inventor

VRED

Revitファミリの製作も可

VRソリューションの提供

製造業界向けソフトウェア



BIMとクラウドを分けて考える

設計・検討 やり取り

スケッチ

CAD

打合せ

電話・FAX

メール

設計・検討 やり取り

スケッチ

CAD
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メール

設計・検討 やり取り

スケッチ
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BIM
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メール

クラウド

設計・検討 やり取り

スケッチ

CAD

打合せ

電話・FAX

メール

クラウド

▪ BIM

▪ 計画中の建物をデジタル
で表現する新しい手段

▪ 建材のデータベース化

▪ 個人作業の変化

▪ クラウド

▪ 情報のやり取りの新しい
手段。

▪ データを一箇所で管理

▪ チーム作業の変化

(コミュニケーション)

建設業に到来している2つのICT技術の波

（クラウド化の波）Innovate how we deliver
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ソフトウェア製品とクラウド製品の仕組みの違い
アプリケーションの保管位置とデータの保存方法が異なる

■ソフトウェア：メールなどでデータファイルをやり取りする

ソフトウェア

データファイル

ハードウェアの中で実行される

プログラム。アプリケーションとも

呼ばれる。

利用目的に応じた機能が

まとめられている。

ソフトウェアで作成される個別の

情報。.rvt、.docxなどソフトウェア

に対応した拡張子が付いている。

■クラウド：ユーザーに応じてデータを出し分ける

アプリケーション・サーバ

データベース・サーバ

ハードウェアから外に出て

しまったソフトウェア。

ネットワーク経由でアクセ

スされて利用される。

データの一元管理

複数のプログラムで利用

するデータを、1つの場所

で保管する。



BIM360は他のクラウド製品と
何が違うの？



クラウドには大きく3タイプ

▪ Saas①：クラウド・ストレージ
▪ データファイルをクラウドで管理する

▪ 主に「フォルダ」で利用する
▪ BIM360, OneDrive(Microsoft), Dropbox, Box…

▪ Saas②：クラウド・アプリケーション
▪ 業務情報をクラウドで管理する

▪ 主に「ブラウザ/アプリ」で利用する
▪ (海外) Google, Microsoft, Amazon, Slack, SFDC…

▪ (国内) サイボウズ, Sansan, Freee, SmartHR…

▪ (建設) BIM360, PlanGrid, Photoruction, ANDPAD… 

▪ PaaS/IaaS
▪ システム環境をクラウドで提供

▪ システム開発は各企業で行う

▪ 企業から物理サーバの管理・運用コストを削減
▪ AWS(amazon), GCP(Google), Azure(Microsoft)

BIM360にはクラウド・ストレージの側面とクラウド・アプリケーションの側面がある
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Saas①：クラウド・ストレージ
データファイルをクラウドで管理する。PCのフォルダと同じ感覚で操作が可能。

※BIM360ではクラウドのフォルダを同期するのにDesktop Connector(デスクトップ・コネクター)のインストールが必要

同期 同期

表示 表示

※デスクトップ
コネクター

※デスクトップ
コネクター

データベース・サーバ

アプリケーション・サーバ

https://help.autodesk.com/view/CONNECT/JPN/


Saas①：クラウド・ストレージ
データファイルをクラウドで管理する。PCのフォルダと同じ感覚で操作が可能。

※BIM360ではクラウドのフォル

ダを同期するのにDesktop 

Connector(デスクトップ・コネク

ター)のインストールが必要

https://help.autodesk.com/view/CONNECT/JPN/


Saas②：クラウド・アプリケーション
ユーザーはブラウザ経由で画面にアクセスし、サービスのいろいろな機能を利用する。
ユーザーが利用する画面やデータ管理は運営会社の業務。

データベース・サーバ

アプリケーション・サーバ

・一覧画面

・詳細画面

・入力画面

・一覧画面

・詳細画面

・入力画面

表示 表示



Saas②：クラウド・アプリケーション
ブラウザを利用してサービスにアクセス。多くの機能が利用できる。



Saas②：クラウド・アプリケーション
ブラウザを利用してサービスにアクセス。多くの機能が利用できる。



PaaS/IaaS
ユーザーはブラウザ経由で画面にアクセスし、サービスのいろいろな機能を利用する。
クラウドのシステム環境を借り、自分たちでユーザーが利用する画面やデータ管理の開発を行うために利用。

データベース・サーバ

アプリケーション・サーバ

社内の利用者

社内の開発者

・一覧画面

・詳細画面

・入力画面

表示

開発

PaaS/IaaS



PaaS/IaaS
自分たちの業務に必要な作業画面/自動処理を自分たちで作る



クラウドには大きく3タイプ

▪ Saas①：クラウド・ストレージ
▪ データファイルをクラウドで管理する

▪ 主に「フォルダ」で利用する
▪ BIM360, OneDrive(Microsoft), Dropbox, Box…

▪ Saas②：クラウド・アプリケーション
▪ 業務情報をクラウドで管理する

▪ 主に「ブラウザ/アプリ」で利用する
▪ (海外) Google, Microsoft, Amazon, Slack, SFDC…

▪ (国内) サイボウズ, Sansan, Freee, SmartHR…

▪ (建設) BIM360, PlanGrid, Photoruction, ANDPAD… 

▪ PaaS/IaaS
▪ システム環境をクラウドで提供

▪ システム開発は各企業で行う

▪ 企業から物理サーバの管理・運用コストを削減
▪ AWS(amazon), GCP(Google), Azure(Microsoft)

BIM360にはクラウド・ストレージの側面とクラウド・アプリケーションの側面がある

Desktop Connector(デスクトップ・コネクター)

https://help.autodesk.com/view/CONNECT/JPN/


BIM360活用ケーススタディ
社内へのRevit導入を支えるBIM360の活用方法



[再掲]BIM360の利用が難しい理由
操作が難しいのではなく…

難しい理由は、大きく分けて2つ。

▪ ①操作だけではなく、今までの慣習にない行動が求められている点

▪ ②設定すべき情報が、会社ごとで大きく異る点

→具体的なBIM360の活用ケースを想定してみる



BIM360活用は、チーム作業のための仕組みの構築が重要

BIM360を活用するために重要なこと

▪ 「チーム作業の効率化」を意識する

▪ 導入の目的を定める

▪ 小さくても良いので具体的な目標を決める

▪ チームに周知する

▪ 説明会を開く / 質問を受け付ける

▪ 情報収集の仕組みを用意してから実行する

▪ 定量的な情報(KPI:Key Performance 
Indicator)

▪ ユーザーからの直接な言葉でのフィードバック
も重要

▪ 改善や追加

改善サイクル(PDCA)を意識した仕組み作り

二
週
間
～
一
ヶ
月



ケーススタディ

：社内のRevitユーザーを増やす



ケーススタディ：社内のRevitユーザーを増やす

▪ 目的
▪ 社内のBIM普及状況の改善

▪ Revitユーザーを増やしたい

▪ 構造設計者にRevitを利用してもらう

▪ 構造解析モデルから申請図を作成する

▪ 参考：構造設計へのBIM活用オンラインセミナー

▪ 目標の設定
▪ 短期目標：構造設計者若手3人が一通りRevitを利

用した申請図の作成操作を学ぶ

▪ KPI：1ヶ月で3人が一通りトレーニングを終えること

▪ 中期目標：実際のプロジェクトでの利用

▪ KPI：1人あたり3プロジェクト/年

▪ 予定参加者
▪ BIM推進室：1名

▪ 構造設計者：3名

具体的に掘り下げる

BIM推進室の役割の整理

▪ 0：仕組みのセットアップ
▪ 各種Autodeskのライセンスの準備

▪ BIM360の準備

▪ 1：情報提供
▪ 作業マニュアルや動画など資料の提供

▪ 2：トレーニングのチェック
▪ 進捗状況の確認

▪ 3：相談窓口
▪ 質問の受付

▪ フィードバックの受付

▪ 4：協働作業
▪ 困ったら一緒に作業する

https://www.youtube.com/watch?v=v1iFdVQEDVQ


ケーススタディ：社内のRevitユーザーを増やす
設計担当者とBIM推進室の関係を整理し、BIM360の機能を利用して仕組み化する

BIM推進室

設計者

データ提供
指摘事項

設計者

BIM推進室

①情報提供 ②トレーニングのチェック

データ・アップロード

設計者

BIM推進室

③相談窓口

質問・要望・フィードバック

設計者

BIM推進室

④協働作業

使い方の把握 ワークシェアリング

設計者

BIM推進室

指摘事項比較機能など
Revit Cloud
Worksharing

0：セットアップ



0：仕組みのセットアップ：Autodesk Account



ライセンス管理方法の変化：シリアル番号管理

▪ PCにソフトウェアをインストール

▪ 起動するにはシリアル番号を入力

▪ 会社としてソフトウェア全体の管理の重要度
が低かった時代

▪ ソフトウェアは道具(ツール)

▪ 必要な従業員のPCにソフトウェアがインストールさ
れていれば良い

▪ （≒PCを管理するのが業務）

▪ 会社によっては、現場ごとにソフトウェアを購入

▪ （≒会社として管理する重要性が低い）

業務データが少なく、作業が個人のパソコン(PC)内で完結していた時代

シリアル番号：XXXXX

ソフトウェア

インストール

シリアル番号：YYYYY

ソフトウェア

インストール

ソフトウェア管理者

現場

購入

購入



ライセンス管理方法の変化：Autodesk Account管理

▪ 会社が社員のAutodesk Accountに契
約した製品ライセンスを割り当てる

▪ PCにソフトウェアをインストール

▪ 社員は自分のAutodesk Accountを利
用してソフトウェアにサインイン

▪ Autodesk Accountが使用を許可する

PC業務の一般化により、ソフトウェア・ス
キルと業務内容が一体化してきている

▪ ソフトウェアの利用状況が会社の資産
となる時代

▪ 社員とソフトウェアを紐付けて管理する

▪ (≠PCとソフトウェアを紐付ける)

▪ 誰が何の業務ができるのか、を管理

▪ ソフトウェアの稼働状況を可視化

Autodesk Accountによるライセンス管理の概要

自宅PC

Adsk Account

サインイン

許可

Aさん

会社のライセンス管理者

サインイン

許可

Bさん

ライセンス管理者の
Adsk Account

ライセンス◯本

ライセンス◯本

オフィスPC

ライセンス

ライセンス

会社所有のライセンス

割当て

割当て
ライセンス◯本

Adsk Account

稼働状況のレポート

稼働レポート

稼働レポート

オフィスPC

サインイン

許可

※1ユーザーにつき3端末まで
インストール可



0：仕組みのセットアップ：Autodeskのライセンスの準備

必要なライセンスの洗い出し

▪ AEC-CまたはRevit サブスクリプション
▪ 契約管理者：BIM推進室

▪ 合計4本

▪ BIM推進室1本、構造設計者3本

▪ (特典)

▪ Cloud Models for Revit

RevitからBIM360に直接データを保存

▪ BIM360 Design サブスクリプション
▪ 契約管理者：BIM推進室

▪ 合計4本

▪ BIM推進室1本、構造設計者3本

▪ (特典)

▪ Revit Cloud Worksharing

BIM360を使ったワークシェアリング機能

従業員に必要なソフトウェアやサービスへのライセンスを与える

会社のライセンス管理者

ライセンス管理者の
Adsk Account

AEC-Cのサブスクリプションと特典

BIM360 Designのサブスクリプションと特典

従業員の
Adsk Account

従業員

AEC-Cのサブスクリプションと特典

BIM360 Designのサブスクリプションと特典



サブスクリプションライセンス＆特典の割り当て（管理者）

※マルチユーザーライセンスをご利用の場合で

あっても、特典のCloud Models for Revit

に関しては割り当てが必要です。

ライセンスの割り当てがない場合は、契約管

理者またはプライマリ管理者に連絡して割り

当てをもらってください。

ライセンス管理については以下を参照。

https://knowledge.autodesk.com/ja/cust

omer-service/account-

management/users-software/user-

management

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management


Autodesk Accountにてライセンスの確認（従業員）
以下の4つを確認する。

• AEC-Collection または Revitのサブスクリ

プション

• その特典のCloud Models for Revit

• BIM360 Designのサブスクリプション

• その特典のRevit Cloud Worksharing



0：仕組みのセットアップ：BIM360 アカウント



▪ Autodesk BIM 360 の動作環境のページで確認しよう

Tips：ブラウザはChrome,Safari,Firefox,Edgeを使おう
Internet Explorerはできるだけ避けよう。

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/System-requirements-for-Autodesk-BIM-360-Docs.html


0：仕組みのセットアップ：BIM360アカウントの準備

▪ BIM360アカウント

▪ BIM360製品を購入すると自動でBIM360アカウント
が作成される

▪ 原則、会社でひとつのBIM360アカウントを管理する

▪ BIM360アカウントにAutodesk Accountを招待する

▪ 従業員に限らない。協力会社の従業員や現場
作業員なども必要に応じて招待可能。

▪ BIM360の機能は、モジュールごとに分かれている

▪ 購入する製品で、利用できるモジュールが変わる

▪ 購入数で、モジュールを利用できる人数が変わる

BIM360製品は「BIM360アカウント」を会社で管理

設計者

協力会社

監督

Adsk Account

Adsk Account

Adsk Account

設計者

監督

協力会社

招待

承認

承認

未承認

招待

招待

プロジェクト

BIM360アカウント

アカウント管理者

アカウント管理者

BIM360製品購入依頼
BIM360アカウント

の用意

オートデスク社

利用可能モジュール
とシート数

例：BIM360 Docs x 50
BIM360 Design x 10
BIM360 Coordinate x 2

Document Management
:50+10+2=62シート

Design Collaboration
:10シート

Model Coordination
:2シート



BIM360 製品パッケージと機能モジュール
購入対象の製品と利用できる機能モジュール(サービス)の組合せ

Account Admin

Project Admin

(管理用モジュール）

Project Home

Insight

BIM360 機能モジュール BIM360 機能モジュール BIM360 機能モジュール BIM360 機能モジュール

Document Management Document Management Document Management Document Management

Design Collaboration Model Coordination Project Management

Field Management

Assets

Cost Management

Account Admin

Project Admin

(管理用モジュール）

Project Home

Insight

Account Admin

Project Admin

(管理用モジュール）

Project Home

Insight

Account Admin

Project Admin

(管理用モジュール）

Project Home

Insight

※BIM360 新ジェネレーション製品のみ

• BIM360の基本機能。
• データファイルの管理や閲覧
• 指摘事項機能によるtodo管理

• 複数BIMモデルの進捗管理 • モデルの干渉チェックとその指示出し • 設計と施工の情報管理

• チェックリスト、日報による現場管理

• 建材のステータス管理

• 予算管理

※アドオン

Revitの追加機能

Revit Cloud Worksharing

• 多人数によるRevitの同時編集機能

BIM360 Layout

現場測定機器との連携

• BIMモデルと測量機器の連携

BIM360 Designの特典

BYOS

• 他社BIM360へライセンス持込み可

(Bring your own Device) Navisworks/Point Layout

25 Subscription Pack購入特典

※購入前に特約をご確認ください

※Android※Autodesk Account
に割当てが必要

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/About-BIM360/files/about-bim-360-design/About-BIM360-about-bim-360-design-bring-your-own-subscription-html-html.html
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/jp/special-terms


BIM360 製品パッケージと機能モジュール
購入対象の製品と利用できる機能モジュール(サービス)の組合せ
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Project Admin
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※BIM360 新ジェネレーション製品のみ

• BIM360の基本機能。
• データファイルの管理や閲覧
• 指摘事項機能によるtodo管理

• 複数BIMモデルの進捗管理 • モデルの干渉チェックとその指示出し • 設計と施工の情報管理

• チェックリスト、日報による現場管理

• 建材のステータス管理

• 予算管理

※アドオン

Revitの追加機能

Revit Cloud Worksharing

• 多人数によるRevitの同時編集機能

BIM360 Layout

現場測定機器との連携

• BIMモデルと測量機器の連携

BIM360 Designの特典

BYOS

• 他社BIM360へライセンス持込み可

(Bring your own Device) Navisworks/Point Layout

25 Subscription Pack購入特典

※購入前に特約をご確認ください

※Android※Autodesk Account
に割当てが必要

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/About-BIM360/files/about-bim-360-design/About-BIM360-about-bim-360-design-bring-your-own-subscription-html-html.html
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/jp/special-terms


BIM360アカウントとプロジェクトと機能モジュールの関係
BIM360 アカウントの中に各プロジェクトがある

トレーニング・プロジェクト

アカウント管理者

上司
X社

アカウント管理者

Aさん
X社

メンバー

Bさん
X社

メンバー

Dさん
X社

メンバー

Cさん
X社

プロジェクト管理者

Aさん
X社・BIM推進室

管理者

Aさん
X社・ BIM推進室

メンバー

Bさん
X社・構造設計者

メンバー

Dさん
X社・構造設計者

メンバー

Cさん
X社・構造設計者

Project Admin

BIM360 アカウント

プロジェクト

Document
Management

メンバー

Dさん
X社

メンバー

Cさん
X社

Design
CollaborationProject Admin

Account Admin

プロジェクト管理者

Aさん
X社

管理者

Aさん
X社

管理者

Aさん
X社

Document
Management



BIM360アカウントとプロジェクトと機能モジュールの関係
BIM360 アカウントの中に各プロジェクトがある

トレーニング・プロジェクト

アカウント管理者

上司
X社

アカウント管理者

Aさん
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メンバー
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Cさん
X社・構造設計者

Project Admin

BIM360 アカウント

プロジェクト 2

Document
Management

メンバー

Dさん
X社

メンバー

Cさん
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Design
CollaborationProject Admin

Account Admin

プロジェクト管理者
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0：仕組みのセットアップ：BIM360アカウントの準備

▪ 設定タブ：アカウントID、サイトネーム
▪ IDをメモしておく。

▪ 設定タブ：アカウント管理者
▪ 「プロジェクト作成」を行う必要がある人を割当る。

▪ 解析タブ：機能モジュールのシート数
▪ 購入した製品パッケージと照らし合わせて確認

▪ 会社タブ：会社情報の確認

▪ メンバータブ：BIM360アカウントの参加者
▪ アカウントへのメンバーの追加はシートを消費しない

▪ 役割タブ：仕組みに利用できそうな役割を作成
▪ 「BIM推進部」「BIM窓口」「構造設計」など

▪ 不要な役割は削除した方がすっきりする

Account Adminモジュールで各種設定を確認する



Account Admin ：設定タブ

BIM360 のHUBのアカウン
トIDを表示する方法
１：Account Admin
２：設定
３：サイトネーム
４：BIM360アカウントID

①

②

④BIM360アカウントID

③サイトネーム

アカウントID、サイトネームの確認



Account Admin ：設定タブ
アカウント管理者の確認と追加

追加



Account Admin ：解析タブ
機能モジュールの利用シート数と上限の確認



Account Admin ：会社タブ
会社情報の確認



Account Admin ：メンバータブ
BIM360アカウントの参加者の確認と追加

プロジェクトに招待予定の
メンバーを予め登録しておく

※ここでは特にシートを消
費しない



BIM360アカウントとプロジェクトと機能モジュールの関係
BIM360 アカウントの中に各プロジェクトがある

トレーニング・プロジェクト

アカウント管理者

上司
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BIM360 アカウント

プロジェクト 2
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Document
Management



Account Admin：役割タブ

▪ 「BIM推進部」「構造設計」
を作成

▪ 「BIM質問窓口」「トレーニング
受講者」などでも良い。

▪ デフォルトで入っている役割
は、不要ならば消しておく

▪ モジュールの割り当てはプロ
ジェクトで変更できるので、
特に気にしないでOK。

仕組みに利用できそうな役割を作成

削除はここから

特に気にしない



0：仕組みのセットアップ：BIM360プロジェクトの準備

▪ Account Admin プロジェクトタブ：プロジェクトの作成
▪ 「構造Revitトレーニング」プロジェクトの作成

▪ Project Admin サービスタブ/概要：機能モジュールのアクティブ化
▪ 今回のケーススタディでは「Document Management」だけでOK。

▪ Project Admin メンバータブ：プロジェクトにメンバーを招待
▪ 設計者をDocument Managementのメンバーに設定。

▪ BIM推進室はProjecct Adminに設定。 Document Managementを付与。

▪ 会社、役割を忘れずに付与する

▪ Project Admin サービスタブ/指摘事項：権限の付与
▪ 構造設計（役割）に「表示および作成」を付与

▪ 指摘事項のタイプ・サブタイプを追加しておく

▪ Document Management フォルダタブ：フォルダ権限の管理
▪ フォルダ構成を決める

▪ プロジェクトフォルダに対し会社に権限「フォルダコントロール」を設定

作業するためのプロジェクトを用意する



BIM360アカウントとプロジェクトと機能モジュールの関係
プロジェクトに機能モジュールをアクティブ化する＆プロジェクトにメンバーを招待する

トレーニング・プロジェクト
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Account Admin ：プロジェクトタブ
「構造Revitトレーニング」プロジェクトの作成

「トレーニングプロジェクト」



Project Admin ：プロジェクトタブ
Document Management モジュールをアクティブ化



Project Admin ：プロジェクトタブ
「プロジェクト テンプレートを適用しない」を選択

アクティブ化が完了するに
は少し時間がかかります。

アクティブ化が完了すると
メールが届きます。



Project Admin ：メンバータブ
メンバーを追加していく



Project Admin：メンバー追加する際はEnterキーを押す
メールアドレスを入力したらEnterキーを押す

←選択が押せない



Project Admin ：メンバータブ
メンバーを追加していく

役割の設定 モジュールの設定会社の設定



Project Admin ：サービスタブ>指摘事項
指摘事項の権限を設定する

不要な役割は削除しておく

管理者は自動で権限が付与される



Project Admin ：サービスタブ>指摘事項
指摘事項の権限を設定する

「表示および作成」

個人に権限を与えるのではなく、役
割に対して与えた方が管理が楽。



Project Admin ：サービスタブ>指摘事項
指摘事項のタイプ・サブタイプを設定する

使わないタイプは「非アクティブ」にしておく

ステータスセットは「基本」

※作成後にリロードすると名前順に変わります

タイプは、トレーニング
内容と質問で作成

1_トレーニング

1_0_Revit準備

1_1_解析モデル変換

1_2_伏図作成

1_3_軸組図作成

1_4_リスト作成

9_BIM推進部へ連絡

91_質問



Document Management：フォルダタブ
フォルダの作成と権限の設定

①

②

③



Document Management：フォルダタブ
フォルダの作成と権限の設定

今回は社内なので、
会社に対して設定す
ればOK

少し打つと候補がでる



Document Management：フォルダタブ
フォルダの作成と権限の設定

同じ会社で登録されている
全員に権限を付与

フォルダを作っておく

0_Revit準備

1_解析モデル変換

2_伏図作成

3_軸組図作成

4_リスト作成



1：情報提供：トレーニング内容をBIM360で伝える

▪ PDF資料をアップロード
▪ ブラウザ上でPDF資料を閲覧できる

▪ 指摘事項・マークアップ機能を使える

▪ パワーポイント資料をアップロード
▪ ブラウザでMS officeのデータを閲覧できる

▪ パワーポイント内の動画も再生可能

▪ 指摘事項のテンプレートを利用する
▪ トレーニング内容をテンプレート化しておく

▪ 構造設計者がテンプレートから作業内容をコピー

▪ 質問もテンプレートから作成する

▪ テンプレートを使うことで、タイプの入力ズレを防ぐ

BIM360の機能を利用し、BIM推進部から構造設計者に情報を伝える



Document Management：フォルダタブ
PDFやパワーポイント資料をアップロードする



Document Management：フォルダタブ
PDFの閲覧



Document Management：フォルダタブ
PDFの閲覧/指摘事項やマークアップを利用可能

PDFならば指摘事項を使っ
て質問することが可能。



Document Management：フォルダタブ
パワーポイントの閲覧



Document Management：フォルダタブ
パワーポイントの閲覧/パワーポイント内の動画を視聴可能

ブラウザでパワポ内の動画
を視聴可能



Document Management：フォルダタブ
フォルダ内のデータはURLリンクで共有可能



Document Management：指摘事項タブ>テンプレート
トレーニングの進捗管理用の指摘事項テンプレートを作成する



Document Management：指摘事項タブ>テンプレート
トレーニングの進捗管理用の指摘事項テンプレートを作成する

トレーニングのステップごとにテン
プレートを作成しておくと便利

YoutubeやドキュメントへのURL
リンクを貼っておく

所有者をBIM推進部の担当者
に割り当てておく

←頭に番号を降っておくと並べ
やすい



Document Management：指摘事項タブ>テンプレート
トレーニングの進捗管理用の指摘事項テンプレートを作成する

質問やRevit協働作業依頼などもテン
プレートにしておくと集計しやすくなる



テンプレートを利用した指摘事項の活用フロー
指摘事項のステータスを管理することで、トレーニングの進捗を把握する

BIM推進室

設計者

指摘事項
テンプレート

設計者

BIM推進室

テンプレートを参考に
指摘事項を作成

指摘事項
ステータス変更
回答済み

説明文から
トレーニングを把握

指摘事項一覧ページで確認
rvtを確認し問題なければ
ステータスを「完了」に変更

BIM360に
アップロード

トレーニングを実施

次のトレーニング

テンプレートの準備

質問/
協働
作業
依頼

ワーク
シェアリング

①情報提供

②トレーニングのチェック

③相談窓口 ④協働作業

②トレーニングのチェック



指摘事項を利用して、トレーニングの状況を把握する
指摘事項機能＝管理部と設計者をつなぐ情報システムとして利用する

2/4 完了 作業中 未完了完了

完了 完了 未完了完了

完了 完了 完了完了

構造設計者1

3/4

4/4

指摘事項トレーニング フォルダ

フォルダ

フォルダ同じテンプレートをそれぞれの設計者が使う

ことで、進捗を同じ水準で可視化できる

構造設計者2
指摘事項トレーニング

構造設計者3
指摘事項トレーニング

BIM推進室

• Document Management>指摘事項タブ

設計者

設計者

設計者



Document Management：指摘事項タブ>フィルタ
タイプや割り当て先などで絞り込む



Document Management：指摘事項タブ>フィルタ
タイプや割り当て先などで絞り込む フィルタ：タイプ＝1_3_軸組図作成

※フィルタをかけるとURLが一意に定まるので、ブックマークやURL

リンクを使うことで任意のフィルタページにすぐにアクセス可能

例：タイプ「質問」、ステータス「未完了」をブックマーク

→毎日チェックすることで、質問を見逃さない



Document Management：指摘事項タブ>フィルタ
タイプや割り当て先などで絞り込む フィルタ：タイプ＝91_質問

※フィルタをかけるとURLが一意に定まるので、ブックマークやURL

リンクを使うことで任意のフィルタページにすぐにアクセス可能

例：タイプ「質問」、ステータス「未完了」をブックマーク

→毎日チェックすることで、質問を見逃さない



Document Management：指摘事項タブ>フィルタ
タイプや割り当て先などで絞り込む フィルタ：作成者＝構造設計者3

※フィルタをかけるとURLが一意に定まるので、ブックマークやURL

リンクを使うことで任意のフィルタページにすぐにアクセス可能

例：タイプ「質問」、ステータス「未完了」をブックマーク

→毎日チェックすることで、質問を見逃さない



URLの利用方法：Teamsとの連携
他サービスから直接BIM360にアクセス 「Webサイトを追加」でURLを指定



BIM360活用ケーススタディ：まとめ

▪ 目的とBIM推進室の役割を定める
▪ セットアップ、情報提供、チェック、窓口、協働作業

▪ コミニケーションツールとしてBIM360を活用
▪ PDFやパワーポイント資料の配布（≠メール配布）

▪ 指摘事項とテンプレート

▪ テンプレートを用意することで、質問など連絡の
ハードルを下げる

▪ 相手の時間を専有しない状況を作る

▪ 「状況の可視化」が大切

▪ URLリンクを活用する

▪ フィードバックをPDCAサイクルに繋げる
▪ 既存の資料を参考に、「自分たちの会社のBIM

ルール」を作り上げることが重要

▪ マニュアルやトレーニング内容を常に改善する

▪ 「継続的インテグレーション」

社内へのRevit導入を支えるBIM360の活用方法



トレーニング参考：BIM-Design(建築)「自己学習教材」

▪ 建築向けページ内

▪ 各種トレーニング教材

▪ 最近はMEP（電気設備）
やDynamoのトレーニング資
料もあります

▪ 業界問わずご参考にどうぞ

http://bim-design.com/learning/mep.html

http://bim-design.com/learning/mep.html


トレーニング参考：BIM-Design(土木)「トレーニング」

▪ 土木向けページ内

▪ Civil 3DやInfraWorksだけ
でなくRevitやDynamoのト
レーニング資料もあります。

▪ 業界問わずご参考にどうぞ

http://bim-design.com/infra/training/

http://bim-design.com/infra/training/


トレーニング参考：BIMオープンカレッジ

▪ Youtubeのトレーニングコンテ
ンツを一箇所にまとめました

▪ Revitデータやパワーポイントも
ダウンロードできます

▪ 少しバージョンは古いですが、今
でも十分勉強になるトレーニング
動画だと思います

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/collection/bimオープンカレッジ

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/collection/bim%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8


トレーニング参考：Revit クイック スタート ガイド

▪ 大まかにどんな機能があるを
確認できるサイトです

▪ Revitを始める前に確認し、
業務に活用できそうな機能を
探ってみましょう

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-products/learn/caas/qsguides/revit-
quick-start-guide.html

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-products/learn/caas/qsguides/revit-quick-start-guide.html


BIM360アップデート情報
・Model Coordinationの指摘事項改善

・Revit 指摘事項プラグイン（β版テスト中）



Model Coordinationの指摘事項改善

▪ 自動スクリーンショット

▪ Model Coordination
（干渉チェック）で作成し
た指摘事項に、自動で干
渉状態のスクリーンショット
が添付されるようになりま
した。



Revit 指摘事項プラグイン（β版テスト中）

▪ Revit内で指摘事項を
確認可能に。

（動画）





お知らせ



BIM360に関する質問はアンケートにてお願いします
（アンケートにご回答いただくと資料がダウンロードできます）

または Japan.BIM360.Contact@autodesk.com まで

mailto:Japan.BIM360.Contact@autodesk.com


BIM 360 Design トライアル

▪ 30日間の無料トライアル

▪ 商用利用は不可になります。

▪ 1名の方のAutodesk 
Account(メールアドレス) でお申し
込み下さい。

※日本語ページは現在不具合がある
ため、英語ページよりお申し込み下さい

https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/

https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/


BIM360 DesignとCivil3Dの共同設計の特設サイト
https://www.autodesk.co.jp/solutions/bim/research-civil-infrastructure/design-collaboration

https://www.autodesk.co.jp/solutions/bim/research-civil-infrastructure/design-collaboration


IT導入補助金に関する情報：新しいモノづくり応援サイト

▪ Autodesk製品のIT補助金導
入利用をサポートするサイト

▪ AutoCAD 2021

▪ AEC-Collection

▪ PDM-Collection

▪ Fusion 360

▪ BIM 360 Design

https://cadhojo.jp/product/

https://cadhojo.jp/product/


サブスクリプションライセンスの設定に関する情報

▪ Autodesk Accountの活用
のヒント

▪ 複雑なライセンスやアカウント設
定に関する情報を網羅しました

▪ 動画を使い分かりやすく解説

▪ サブスクリプション購入後の問
合せ窓口もこちら

https://www.autodesk.co.jp/products/subscription-startup

https://www.autodesk.co.jp/products/subscription-startup


[再掲]Autodeskのライセンスの準備

▪ 会社が社員のAutodesk Accountに契
約した製品ライセンスを割り当てる

▪ PCにソフトウェアをインストール

▪ 社員は自分のAutodesk Accountを利
用してソフトウェアにサインイン

▪ Autodesk Accountが使用を許可する

PC業務の一般化により、ソフトウェア・ス
キルと業務内容が一体化してきている

▪ ソフトウェアの利用状況が会社の資産
となる時代

▪ 社員とソフトウェアを紐付けて管理する

▪ (≠PCとソフトウェアを紐付ける)

▪ 誰が何の業務ができるのか、を管理

▪ ソフトウェアの稼働状況を可視化

Autodesk Accountによるライセンス管理の概要

自宅PC

Adsk Account

サインイン

許可

Aさん

会社のライセンス管理者

サインイン

許可

Bさん

ライセンス管理者の
Adsk Account

ライセンス◯本

ライセンス◯本

オフィスPC

ライセンス

ライセンス

会社所有のライセンス

割当て

割当て
ライセンス◯本

Adsk Account

稼働状況のレポート

稼働レポート

稼働レポート

オフィスPC

サインイン

許可

※1ユーザーにつき3端末まで
インストール可



サポートについて：①ヘルプページ

▪ 操作が分からない時は…

▪ 最初は画面右上のヘルプをご
参照ください。

ページはこちら

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/About-BIM360/files/about-bim-360-design/About-BIM360-about-bim-360-design-bring-your-own-subscription-html-html.html


サポートについて：カスタマーサポート

▪ 操作が分からない時は…

▪ 最初は画面右上のヘルプをご
参照ください。

▪ Autodesk Knowledge 
Networkのカスタマーサービスを
ご利用ください。

▪ ただしサポートの対応範囲は主
に技術的なトラブルやライセンス
状況の確認などになります。

▪ 会社の状況に合わせた設定
などBIM360の活用に対する
サポートにつきましては、弊社
パートナー企業さまにお問い合
わせください。

ページはこちら

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/About-BIM360/files/about-bim-360-design/About-BIM360-about-bim-360-design-bring-your-own-subscription-html-html.html


サポートについて

▪ 大塚商会
▪ BIMだけでなくICT利用を全面的にサポート
▪ autodesk-promo@otsuka-shokai.co.jp

▪ 応用技術 [toBIM]
▪ Revitの利便性をあげるBoot.oneやForgeの開発
▪ https://tobim.net/bootone

▪ SEEZ
▪ BIM360のトレーニングやコンサルティング
▪ http://seez-inc.com/

▪ CADネットワークサービス
▪ BIMの導入からトレーニングまで幅広くサポート
▪ https://www.cadnet.co.jp/

▪ CAPA
▪ Forgeの開発
▪ https://www.capa.co.jp/

BIMパートナーリンクはこちら

mailto:autodesk-promo@otsuka-shokai.co.jp
https://tobim.net/bootone
http://seez-inc.com/
https://www.cadnet.co.jp/
https://www.capa.co.jp/
http://bim-design.com/partner/


Forgeサンプルサイト ：BIM 360 Issues Editor 日本語版

▪ 提供：CAPA社

▪ BIM360内の指摘事項を一覧で

表示する

▪ プロジェクトごとの指摘事項を一

覧で表示し、編集できる。

▪ 利用するにはBIM360に「カスタム

統合機能」が必要です。

▪ 詳しくはこちら

▪ https://adndevblog.typepad.com

/technology_perspective/2018/0

3/forge-and-bim-360-

integration-tips.html

https://kj-bim360-issue-editor.herokuapp.com/

https://www.capa.co.jp/
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/03/forge-and-bim-360-integration-tips.html
https://kj-bim360-issue-editor.herokuapp.com/


Forge Online:Technology Perspective from Japan内

▪ Forge Onlineの開始

▪ Autodesk Japanの開発チームによるブ
ログの中に、Forge開発のヒントになる
記事や動画をまとめたコンテンツが登場

▪ Forgeの開発で役に立つ情報がまとめ
られています。

▪ 注意

▪ 2020年5月28日より、Forgeのトライア
ル期間が1年間から90日に短縮されて
います。

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/

https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/



