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第3回 BIM 360 活用オンラインセミナー

▪ お知らせ

▪ オートデスクソフトウェアとBIM360の連携

▪ Revit / Civil3D / AutoCAD

▪ 機能紹介

▪ メール通知の改善、Insightページ、Data Connector

▪ BIMチームの役割について

▪ 役割設定、業務フレームなど

▪ 補足情報

▪ Autodesk Accountのヒントページ、Forge日本語サンプルの紹介

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

本日の内容

https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/297526
https://knowledge.autodesk.com/ja/community/article/301856


在宅ワーク支援拡張トライアル(EAP)について

▪ BIM360 Design EAPの有効期限は2020年6月30日まで
になります。

▪ 更なる有効期限の延長の予定はありません。

▪ 有効期限の変更により、システムに不具合が生じている場合があり
ます。

▪ ※体験版の期限が6月30日以前に終了している場合や、ヘル
プページよりご報告をお願いします。

▪ 6月以降に体験版を申込まれた場合は、申込後30日間利用でき
ます。

▪ しかし、EAPが終了する6月30日以降は商用利用が禁止されて
いるので注意してください。

▪ 「拡張アクセス プログラム移行ガイダンス」をご確認ください

▪ https://knowledge.autodesk.com/ja/search-
result/caas/simplecontent/content/extended-access-
program-transition-guidance.html

お知らせ

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/simplecontent/content/extended-access-program-transition-guidance.html


EAP有効期限までに確認すべきフローチャート
無料版を有料版に切り替える処理には、BIM360アカウントID情報が必要になります

体験版BIM360アカウントの情報の期限

06/30

購入検討の期限（原則）

EAP 有効期限 体験版BIM360アカウント情報の消去予定日

アカウント停止
データへのアクセス不可

購入申込みが遅れる場合
有料版への
切替え？

購入申込み＆
購入手続き

（セットアップフォーム）

BIM360アカ
ウントの削除

必要なデータを

ダウンロードする

NO

YES

購入申込み
Clinent Serviceチームに

よる購入手続き処理

有料版への切替え

07/30

アカウント停止
データへのアクセス不可

購入手続き
（セットアップフォーム）

06/14
申込み目安

BIM360にアクセス可



BIM360のサイトネーム＆アカウントIDの取得場所

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

④

③



BIM360についておさらい
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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

BIM

打合せ

電話・FAX

メール

設計・検討 やり取り

スケッチ

CAD

BIM

打合せ

電話・FAX

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

▪ 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

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

In
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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。
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クラウドの利点
アプリケーションやデータがサーバに集約することのメリット

■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。

▪ 事業継続性

▪ どこからでもアクセスできる

▪ 作業の自動化

▪ コンピュータは24時間作業可能。

▪ システムのパーソナライズ

▪ ユーザー属性から個別にカスタマイズ可能

ただし、活用するには検討が必要

▪ 業務フローの洗い出し

誰に何のデータをI/Oさせるのか？

▪ コンピュータによる自動化

コンピュータが理解できるデータとは？
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5つのポイント(+α)で理解するBIM360概要
振り返り

01

02

03

04

05

ファイルの一元管理

ドキュメントの閲覧

業務内容の管理

働き方改革

フロントローディング

+α 連携やカスタマイズ

＆

ファイル保管：一般的なファイル形式に対応
（クラウドストレージ）

dwg, rvt, nwd, docx, xlsx, pptx, pdf, ifcなど

ファイル閲覧

BIM360内のデータベースに保存
EXCELやcsvに書き出し可能。



Q. RevitでBIM360にアップロードしたデータファイル
が表示されません。

Q. BIM360のrvtデータをRevitで利用するには、
毎回ダウンロードしないといけないのでしょうか？



BIM360のシステム概要
今回はBIM360とPCの関係に着目する

★アップロード

★パブリッシュ

DB

ストレージ

プロジェクト概要
指摘事項
マークアップ

様々なデータファイル

アプリケーション

アップロード

ファイルの一覧 いろいろなデータ

業務システム
（自社開発）

Revitから
取り出したDB



PCからBIM360へのデータファイルのアップロード方法
Revitのみソフトウェア内のホームビューから「クラウドモデル」としてrvtデータをアップロードできる

クラウドモデルとしてアップロード

DB

ストレージ

アプリケーション

ファイルの
一覧

rvt, dwgから
取り出したDB

PC

（パブリッシュまで自動）

パブリッシュ
(初回だけ自動)

ドラッグ＆ドロップ

Desktop Connector

Revit ホームビュー

画面を表示

（パブリッシュまで自動）

クラウドモデル

①

②

③



BIM360からPCへのデータファイルの提供方法(ダウンロード)
Revitのみソフトウェア内の「ホームビュー」からアップロードできる

DB

ストレージ

アプリケーション

ファイルの
一覧

rvt, dwgから
取り出したDB

PC 一覧のみ自動で同期

ダウンロード

Desktop Connector

Revit ホームビュー

画面を表示

クラウドモデル

※クラウドモデル以外のrvtデータは表示されない クラウドモデル以外

必要に応じてダウンロードする

①

②

③



①BIM360のwebページ：アップロード(ドラッグ＆ドロップ)



①BIM360のwebページ：アップロード(リンクファイル)



①BIM360のwebページ：ダウンロード



②Desktop Connector http://help.autodesk.com/view/CONNECT/JPN/

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


②Desktop Connector : ファイルエクスプローラー

一覧のみ自動で同期

必要に応じてダウンロードする



②Desktop Connector : AutoCAD

ファイルを開く
→BIM 360を指定
（Desktop Connector)

※プロジェクトファイルのみ
内容を表示可能



②Desktop Connector : Civil3D

スタートタブ
→BIM360

←更新ボタン

キャッシュはデスクトップコネ
クターと連動している。キャッ
シュされていないデータは表
示するまで時間が必要（ダ
ウンロードするため）

←

※プロジェクトファイルのみ
内容を表示可能



③Revit : クラウドモデルとして新規保存

※Autodesk Accountに
「Cloud Models for Revit」がない
場合は、グレーアウトして利用不可

←AEC-Collection、Revit、RevitLT
のサブスクリプションライセンスの特典



③Revit : クラウドモデルとして新規保存

※保存が終わるとモーダル
ウィンドウが表示される



③Revit : クラウドモデルとして新規保存

※なぜかバージョンがv2で保存される



③Revit : クラウドモデルとして変更保存

←Ctrl+Sでクラウドに保存する

ただし保存では「パブリッシュ」はされない！



③Revit : クラウドモデルとして変更保存

※保存だけではバージョンは更新されない



Revitからクラウドモデルに変更保存＝パブリッシュされない
そのためクラウドモデルとBIM360で表示されるモデルは異なる→パブリッシュで更新する

変更を保存

DB

ストレージ

アプリケーション

ファイルの
一覧

rvt, dwgから
取り出したDB

PC

パブリッシュが必要
(初回だけ自動)

ドラッグ＆ドロップ

Desktop Connector

画面を表示

クラウドモデル

①

②

③

Revit ホームビュー



③Revit : パブリッシュ(ホームビューから)

←情報が古い場合は更新する

「最新バージョンにパブリッシュ」をクリック↑

←BIM360アカウントの変更

※BIM360のひとつのプロジェクトで扱える
Revitのバージョンはひとつだけ！

クラウドモデルとBIM360
で表示されるモデルが同
じ状態の時は緑色



③Revit : パブリッシュ(クラウドモデルを管理から)



③Revit : パブリッシュ(クラウドモデルを管理から)

BIM360アカウント関係
なく、クラウドモデルが保
存されているプロジェクト
が一覧で表示される

表示されない場合は
①Revitのバージョンが異
なる可能性
②クラウドモデル保存さ
れていない可能性



③Revit : パブリッシュ(クラウドモデルを管理から)

BIM360アカウント関係
なく、クラウドモデルが保
存されているプロジェクト
が一覧で表示される

表示されない場合は
①Revitのバージョンが異
なる可能性
②クラウドモデル保存さ
れていない可能性

プロジェクト名にマウスをホバーすると小さいボタンが表示される

←全てのRevitデータを一度に
パブリッシュする場合

↑パブリッシュが最新の場合は緑のチェックマークになる



③Revit : クラウドワークシェアリングの新規保存

※Autodesk Accountに
「Revit Cloud Worksharing」がない
場合は、グレーアウトして利用不可

↑BIM360 Designの
サブスクリプションライセンスの特典



③Revit : クラウドワークシェアリングの新規保存



クラウドワークシェアリングでは「保存」「同期」「パブリッシュ」
「保存」はPC内だけ、「同期」はストレージに変更を反映、「パブリッシュ」はBIM360の表示に反映

同期

DB

ストレージ

アプリケーション

ファイルの
一覧

rvt, dwgから
取り出したDB

PC

パブリッシュが必要
(初回だけ自動)

ドラッグ＆ドロップ

Desktop Connector

画面を表示

ワークシェアリングの
クラウドモデル

①

②

③

Revit ホームビュー

保存

同期



③Revit : クラウドワークシェアリングの変更の同期

1、まずローカルに保存
2、最新状況をダウンロードして内容確認
3、クラウドに保存
4、念の為、再度ローカルに保存

※パブリッシュはされてないので注意



③Revit : Design Collaborationモジュールでパブリッシュ

Design Collaborationモジュールならば、
①管理者側が最新版にデータを更新できる
②パブリッシュをスケジュール管理できる



データの製作とその閲覧関係
Document
Management

意匠

構造

1日に何回も
保存される

BIMモデル作業

パブリッシュ

Design
Collaboration

意匠チーム

コピー

Shared

構造チーム

Consumed

意匠チーム

パッケージの作成↓

「使用」

パブリッシュクラウドモデル

パブリッシュされないと
BIMモデルを確認できない

構造チーム

Revit クラウドワークシェアリング

Revit

パッケージの使用



パブリッシュに関係するところを抜き出してみる

構造

構造チーム

パブリッシュ

（構造rvtデータを、前ページの図からRevit クラウドワークシェアリングに変更してます）

同期：
BIM360にデータを
アップロードすること
≠Document
Managementの

中のデータは更新
されない

保存：
PC内にデータを保存すること

Document
Management

Design
Collaboration

BIM360の中だけど、
見えない領域

パブリッシュの方法は3つ
①Revitのコラボレートタブ
「クラウドモデルを管理」

②Revitのホームビュー

③Design Collaborationの
「最新のデータに更新」

②

①

③
①、②はRevit作業者、
③はBIM360閲覧者。

行える人が異なるのがポイント。



Q. 新機能の更新が激しいので紹介して欲しい



機能改善①：メール送信頻度の変更

▪ 指摘事項メールの送信頻度を変更可能

▪ Project Admin > サービス >通知

▪ 3つから選択可

▪ 直ちに：これまで通り

▪ 毎時：1時間に1回

▪ 毎日：1日に1回

▪ プロジェクトメンバーに設定を許可

▪ メンバーが自分で設定できるように。

「送信しない」はないので注意



機能改善①：メール送信頻度の変更

▪ ユーザーが自分で通知頻度を変更

▪ 管理者が許可する必要がある

▪ （前ページ）

▪ 右上のアカウントから「通知の設定」
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機能改善②：Insightページ

▪ 表示内容

▪ カスタマイズでいろいろ設定可能

▪ Power BIなどサードパーティのサー

ビスを引用できる

▪ 詳しくはヘルプページ

▪ こちら

▪ プロジェクトのInsight

▪ 当該プロジェクトの情報に限定

▪ AccountのInsight

▪ Account全体の情報を表示

▪ 設定にはメンバーに「事業概況」の

設定が必要

https://help.autodesk.com/view/BIM360D/JPN/?guid=GUID-F25413AA-74B2-4F53-A361-14FEF4871A20


機能改善③：Data Connector (早期試験機能)

▪ BIM360のデータベースをPower BIで分析

▪ AccountのInsightからアクセス

▪ 指摘事項などで登録されるBIM360内の
情報から、自分の会社で必要な情報を取
り出す。

▪ Microsoft Power BIを利用

BIM360 Buildが1ライセンス以上必要

プロジェクト概要
指摘事項

Power BI Desktop



Q. BIMの導入がうまくいかない
Q. BIMマネージャーの業務が分からない



The Modern BIM Manager: Human, Machine, or Team?

▪ スピーカー

▪ クリストファー・ロセット

▪ ニコラウス・グリムショウ事務所の
BIMスペシャリスト。前職はOMA。
Revitのユーザーとして、またBIMの
実装者として10年の経験あり。

建設業界では、複雑なソフトウェアへ
の依存度がますます高まっていますが、
この使用量の増加をサポートするため
に適切なリソースを投資しているでしょ
うか？

Autodesk University 2018の講演より

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Modern-BIM-Manager-Human-Machine-or-Team-2018


↑恐らくBEPの間違い



BIM Managerのための9つの業務フレーム

▪ ①TEM : Templates Development（テンプレート管理業務）

▪ Revitのプロジェクトテンプレートの維持管理

▪ タイトル、図面枠、特記事項、など

▪ ②STA : Standards（社内標準作成業務）

▪ ドキュメントやオブジェクトに関する命名規則の策定

▪ モデリングや作図ルールの策定、など

▪ ③CON : Content Development（コンテンツ製作業務）

▪ コンテンツライブラリー（ファミリなどコンテンツの管理）

▪ フォルダ構成の標準化

▪ ファミリテンプレート、共通パラメータファイルの管理

▪ 標準ファミリの作成、品質確認

▪ 必要なコンテンツの要望を受付け

▪ ④AUD : Audit Process（データ監査業務）

▪ 作成されたモデルやコンテンツの監査、

▪ モデル作成の自動化の発展

▪ 問題の発見と学習へのフィードバック、など

▪ ⑤TRA : Training Strategy（トレーニング管理業務）

▪ 戦略的な社内トレーニングの構築

▪ トレーニングコンテンツの作成

▪ 社員のトレーニングの進捗状況の管理と報告

▪ ⑥BEP : BIM Execution Plan（BIM実行業務）

▪ 自社のサービスの標準的なスコープ（範囲）の管理

▪ BIM実行プランの作成

▪ 注意事項や法律への対応

▪ BIMを前提としたプロジェクトの契約へのアドバイス

▪ ⑦ITD : IT Development（IT導入＆管理業務）

▪ ソフトウェアの社内基準の管理

▪ BIM360 DesignによるRevitの協働の仕組み作成

▪ ⑧COD : Coding Development（プログラミング業務）

▪ 事務所独自ツールの作成やDynamoの活用

▪ ⑨VAR:VR & AR Strategy（VR&AR業務）

▪ VRやARなどの先端研究のフォロー

プロジェクトとは独立して、9つの業務を行う必要がある



BIM Manager と BIM Coordinator
BIMマネージャーは、社内のBIM業務を俯瞰的に管理する。※レクチャー内の定義です。

BIM Coordinator
BIM Manager

Architects
Contractor

BIM Coordinator

Computer

Architects
Contractor

Computer

Computer

仕組みを整備

勉強

勉強

BIM環境を整備

▪ BIM全体のルールを整備する

▪ 契約で利用するBIMメニュー
を統括する

▪ プロジェクトごとに自社が提
供できるBIMメニュー

▪ BIM実行計画書に関する
取りまとめなど

BIM Manager サポートチーム

BIM環境を整備

プロジェクトA

プロジェクトA



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


サポートについて

▪ 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

▪ 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

ページはこちら

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


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 Notifier 日本語版

▪ 提供：CAPA社

▪ BIM360とTeamsやSlackを連携

するサンプル

▪ ファイルの追加・修正やフォルダの

追加・修正があった場合に、通知

をTeamsやSlackに送信する

▪ 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-forge-bim360notifier.herokuapp.com/

https://www.capa.co.jp/
https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2018/03/forge-and-bim-360-integration-tips.html
https://kj-forge-bim360notifier.herokuapp.com/


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/


EAP有効期限までに確認すべきフローチャート
無料版を有料版に切り替える処理には、BIM360アカウントID情報が必要になります

体験版BIM360アカウントの情報の期限

06/30

購入検討の期限（原則）

EAP 有効期限 体験版BIM360アカウント情報の消去予定日

アカウント停止
データへのアクセス不可

購入申込みが遅れる場合
有料版への
切替え？

購入申込み＆
購入手続き

（セットアップフォーム）

BIM360アカ
ウントの削除

必要なデータを

ダウンロードする

NO

YES

購入申込み
Clinent Serviceチームに

よる購入手続き処理

有料版への切替え

07/30

アカウント停止
データへのアクセス不可

購入手続き
（セットアップフォーム）

06/14
申込み目安

BIM360にアクセス可




