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プラットフォームによる2020年代のBIM

オートデスク技術営業本部 石川翔平
建設・土木ソリューションエンジニア / DXスペシャリスト

DXを実現する
オートデスクのプラットフォーム



x
Digital Transformation



デジタルツイン

※Tandemは日本ではまだサービスの取り扱いがありません



Costruction IQ

機械学習・AI

※SPACEMAKER、Pypeは日本ではまだサービスの取り扱いがありません



VR・AR

※THE WILD、IRISVRは日本ではまだサービスの取り扱いがありません



点群



施工BIM・クラウド



プラットフォーム



建設DX、いろいろあるけど
何から始めればよいのか？



最初に取り組むべきは
プラットフォームです



 BIMからDXへの変遷

他業界のDXから学ぶ

 Autodeskが目指すプラットフォーム

 Autodesk University2021の事例紹介

Q&A 

本日の内容



BIMからDXへの変遷
2020年代のBIMはどうなっていくのか？



What is BIM？



従来のBIMのイメージ

Google



BIMの活用範囲：建設業務へのBIM利用のイメージ

Autodesk 日本建設情報技術センター https://www.jcitc.or.jp/bimcim/bim/

https://www.jcitc.or.jp/bimcim/bim/


BIMの活用範囲：Digital/Parametric Design

Parametric Design with Grasshopper 建築／プロダクトのための、Grasshopperクックブック Rhinoceros+Grasshopper 建築デザイン実践ハンドブック

https://amzn.to/33dhkfF
https://amzn.to/3raE1cr


「BIM バブル」＝他分野から切り離された技術としてのBIM

https://www.bimplus.co.uk/study-highlights-bims-isolation-knowledge-and-rese/

(2017.9 BIMplus)

BIMバブル
 「Designing Buildings Wiki」の

5000記事のユーザーアクセス600
万件を調査

 42分野のクラスターマップを作成
他分野の技術に対してBIMの
「孤立」が浮き彫りになった

https://www.bimplus.co.uk/study-highlights-bims-isolation-knowledge-and-rese/


2010’s→2020’s

BIM→DX



建設DXはプラットフォームの時代

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/rise-of-the-platform-era-the-next-chapter-in-construction-technology

(2020.10 McKinsey Report)
Rise of the platform era: The next 

chapter in construction technology

 「プラットフォームの時代」
o BIMは情報管理の手段という位置づけ
o Technologies such as building-information 

modeling (BIM) and electronic document 
management are nearly ubiquitous among major 
firms.

o BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）や
電子文書管理などの技術は、大手企業の間ではほ
とんど普及しています。

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/rise-of-the-platform-era-the-next-chapter-in-construction-technology


建設DXはプラットフォームの時代に

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/rise-of-the-platform-era-the-next-chapter-in-construction-technology

https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/rise-of-the-platform-era-the-next-chapter-in-construction-technology


2020年代のBIMとは？

これまでのBIMのイメージ
o BIMを中心にさまざまな業務が改

善されるはず
o 3D形状に注目が集まる

• シミュレーション/干渉チェック
• Digital/Parametric Design



2020年代のBIMとは？

建設DX

o業務を解決するためのデータ活用
• 工程管理/契約管理/リスク管理
• 多くの管理すべき情報がある

oプラットフォームによる情報管理
o BIMはその中で建物情報をデジタ

ルに管理する技術

BIMで重要なのは3D形状ではなく、
プラットフォーム上で管理可能な建物情報
＝データベースであること

メンバー情報業務情報 建物情報

デジタル・プラットフォーム



業界による「デジタル化」の方向性の違い

建設業で進められていた
デジタル化=BIM

2010’s 2020’s

建設DXの部分としてのBIM

他業界で進んでいた
デジタル化=DX

プラットフォーム・サービス



「建物のデジタル表現」から「業務のデジタル化」へ

建設業で進められていた
デジタル化=BIM

他業界で進んでいた
デジタル化=DX

2010’s 2020’s

建設DXの部分としてのBIM

いつ
誰が

何した

業務情報の管理をデジタル化

干渉チェック
CG、シミュレーション
4D＆5D(見積り&工程)

建物をデジタルに表現

プラットフォーム・サービス



BIM成熟度レベル 2008 Bew Richards
https://www.cdbb.cam.ac.uk/system/files/documents/BISBIMstrategyReport.pdf

BIM成熟度レベルにおけるプラットフォームの位置付け

GoogleやAmazonによって想定よりも早く
世の中がファイルベースからデータベースへ移行

データベース(プラットフォーム)の整備と
それに対応した業務情報の管理

https://www.cdbb.cam.ac.uk/system/files/documents/BISBIMstrategyReport.pdf


他業界のDXから学ぶ



https://press.jal.co.jp/ja/release/202107/006133.html https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1806/28/news050.html

ジェネレーティブデザイン/機械学習/人工知能

顔認証

無人レジ(Amazon GO)



他業種のDXから学ぶ

 一般的なDXのイメージ
機械学習 顔認証 無人レジ

金具や性能のデータ 顔写真やユーザのデータ 商品やユーザのデータ

 蓄えられた記録情報 DXで成果を出すには、業務に関する大量の情報が必要

発展的DX(SoE : System of Engagement)
 記録された情報を活用し、顧客や取引先と
の結びつきを強化するためのシステム

基礎的DX(SoR : System of Record)
 既存のアナログな業務管理をデジタルで再
設計することで、迅速に「記録化」する

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)



他業種のDXから学ぶ

 日本航空(JAL)
o 発展的DX

• 顔認証
• アバターロボット
• リモート案内
• イノベーションプラットフォームの構築

o 基礎的DX
• 運行情報の迅速な収集
• 顧客データ基盤の構築と活用

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)

https://www.jal.com/index.html



他業種のDXから学ぶ

 日本航空(JAL)
o 発展的DX

• 顔認証
• アバターロボット
• リモート案内
• イノベーションプラットフォームの構築

o 基礎的DX
• 運行情報の迅速な収集
• 顧客データ基盤の構築と活用

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)

2010年にJALを再建した稲盛和夫氏
 今日の羽田ー伊丹の運行は黒字か？赤字か？

→3ヶ月前の数字しか出てこない
「世界中に支店があり、毎日1000機以上飛んで
いる。本社の経理がまとめるのには時間がかかって
当然だ。」

 「毎日すべての便の収支を把握するように」

→顧客データ基盤が構築され基礎的DXが整備される



他業種のDXから学ぶ

 ワークマン
o 発展的DX

• 新業態「ワークマンプラス」
• 善意型サプライチェーン
• AI発注

o 基礎的DX
• スローガン「データ経営で新業態へ」
• AIよりまずエクセルを使いこなす
• 社員がデータを引き出して考える習慣

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47613350S9A720C1I00000/



他業種のDXから学ぶ

 ワークマン
o 発展的DX

• 新業態「ワークマンプラス」
• 善意型サプライチェーン
• AI発注

o 基礎的DX
• スローガン「データ経営で新業態へ」
• AIよりまずエクセルを使いこなす
• 社員がデータを引き出して考える習慣

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)

現場を知ってる社員が分析することが重要
 データを活用し現場で判断をする風土を作
るという組織論

 毎日の売上情報を、社員自らデータを引き
出して分析する。

 ロジスティクスや商品担当の各部長も、幹
部が全員、現場を知っていて分析ができる。

 分析力を付けるための長期的な研修カリ
キュラムの実施



他業種のDXから学ぶ

 発展的DX(SoE)に注目しがちだが、
それを支える基礎的DX(SoR)が重要

発展的DX(SoE)と基礎的DX(SoR)

基礎的DX(SoR : System of Record)

発展的DX(SoE : System of Engagement)



基礎的DXから新しい価値は
創出されるのか？



経産省によるDXレポート「2025年の崖」

 日本企業のデジタル化で行われている
のは「現行ビジネスの維持」がほとんど
o 既存業務をパソコンで作業できるように置
き換えているだけで、価値を作っていない。

o DXとは、「データやデジタル技術を使って顧
客視点で新たな価値を創出していくこと」

新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出する

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.html
参考：経産省「DXレポート ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開」

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004.html


日本の「無人キオスク」とアメリカの「Amazon GO」の違い

 無人キオスクは「経費を削るため」に開発
o レジの無人化→レジの人件費が削減できる
o 試験運用「店内に一度に入れるのは3人まで」

 Amazon Goは「売上を上げるため」に開発
o 盗難を防ぎ商品価格を下げ、価格競争で優位に立つ
o レジがなくなればスループットが上がり売上が増える

経産省 和泉憲明氏の談話

Amazonのレジの無人化は
目的ではなく「手段」

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1905/31/news063.html
参考：デジタル技術が変革する新たな産業の姿、求められる技術と社会のバランス(MONOist)

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1905/31/news063.html


Amazon GOは、
従来のレジと何が違うのか？



買い物のフロー①従来のレジ
店員とレジが同期して作業を行う＝コンピュータを道具として利用

デジタル領域

アナログ領域
（現実）

入店 商品を選択 精算 支払い 退店

商品データベース
・バーコード
・商品名
・値段

突き合わせ 合計の計算

①レジでバーコードを読む（店員）
↓
②バーコードから金額を確定（レジ）
↓
③合計を要求（店員）
↓
④合計値を返す（レジ）
↓
⑤受取金額を入力（店員）
↓
⑥お釣りを計算＆出力（レジ）

①

②

③ ④ ⑤ ⑥

※イメージです



買い物のフロー②セルフレジ
客とレジが同期して作業を行う＝コンピュータを道具として利用

デジタル領域

アナログ領域
（現実）

入店 商品を選択 精算 支払い 退店

商品データベース
・バーコード
・商品名
・値段

突き合わせ 合計の計算

①レジでバーコードを読む（客）
↓
②バーコードから金額を確定（レジ）
↓
③合計を要求（客）
↓
④合計値を返す（レジ）
↓
⑤受取金額を入力（客）
↓
⑥お釣りを計算＆出力（レジ）

①

②

③ ④ ⑤ ⑥

人件費削減

※イメージです



買い物のフロー③AmazonGO
デジタル領域へのデータ送信と処理を切り分けている＝非同期＝コンピュータを労働力として利用

デジタル領域

アナログ領域
（現実）

入店 商品を選択 支払い退店

商品DB
・バーコード
・商品名
・値段

ユーザーDB
・請求先

事前登録

入退店DB
・ユーザーID
・入店時間
・退店時間

商品取得DB
・ユーザーID
・商品ID

精算DB
・ユーザーID
・商品ID
・値段
・請求金額

請求DB
・ユーザーID
・請求金額
・請求方法

①会員登録（客＆記録）
↓
②入店（客＆記録）
↓
③商品を選択（客＆記録）
↓
④退店（客＆記録）
↓
⑤精算処理（システム）
↓
⑥請求処理（システム）

精算処理

請求処理

※イメージです



セルフレジとAmazon GOの違い

 セルフレジは、従来のレジと「デジタル領域」の情
報が変わっていない
o 人間の入力に対してコンピュータが出力を返す

→コンピュータを道具として利用している

 Amazon Goでは、「デジタル領域」の情報が非
常に増えている

o コンピュータがデータベースを横断して情報を処理
している

→コンピュータが(命令に従って)労働をしている

コンピュータを道具として使うか、労働力とみるか

セルフレジの処理

AmazonGOの処理

基礎的DX(SoR : System of Record)



データベースが整備されることで、新しい価値が見つかる
データベースを広く整備することで、別の分野での活用も可能に→脱サイロ化

アナログ領域
（現実）

来店者 店員

商品DB
・バーコード
・商品名
・値段

ユーザーDB
・請求先

店舗外の人

入退店DB
・ユーザーID
・入店時間
・退店時間

商品取得DB
・ユーザーID
・商品ID

（アプリケーション層）

（DB層）

1. (コンピュータを労働力として利用す
るために)データベースを整備する

在庫DB
・商品名
・在庫数①

精算処理のために
DBなどを整備する



データベースが整備されることで、新しい価値が見つかる
データベースを広く整備することで、別の分野での活用も可能に→脱サイロ化

②見える化

アナログ領域
（現実）

来店者 店員

商品DB
・バーコード
・商品名
・値段

ユーザーDB
・請求先

店舗外の人

入退店DB
・ユーザーID
・入店時間
・退店時間

商品取得DB
・ユーザーID
・商品ID

（アプリケーション層）

（DB層）

1. (コンピュータを労働力として利用す
るために)データベースを整備する

2. データベースを見える化し、状況を
俯瞰して把握。改善対象の領域を
決める

在庫DB
・商品名
・在庫数①

いろいろな
アイデア



データベースが整備されることで、新しい価値が見つかる
データベースを広く整備することで、別の分野での活用も可能に→脱サイロ化

②見える化

アナログ領域
（現実）

来店者 店員

商品DB
・バーコード
・商品名
・値段

ユーザーDB
・請求先

店舗外の人

入退店DB
・ユーザーID
・入店時間
・退店時間

商品取得DB
・ユーザーID
・商品ID

（アプリケーション層）

（DB層）

1. (コンピュータを労働力として利用す
るために)データベースを整備する

2. データベースを見える化し、状況を
俯瞰して把握。改善対象の領域を
決める

3. 改善内容をプログラムに落とし込む

在庫DB
・商品名
・在庫数

在庫に応じて
リアルタイムに補充指示

（購入履歴や在庫など）
データベースの内容を元に
クーポンを配布する

①

③



DX 3つのキーワード

DXの主語は「会社」

BIMは「建物・構造物のデジタル表現」
1

2

3

DXは「業務情報のデジタル化」

労働力としてコンピュータを利用

個々の業務ではなく会社全体を見据えて考える

コンピュータを使うのではなく、コンピュータに労働させる



会社としてルールを作り、コンピュータが一律にチェックをすることで
会社全体の建物の質を底上げし、担当者は自分の作業に集中できる

プラットフォーム

会社でコンピュータの
作業を検討する

チェックをコンピュータに
任せることができる

プラットフォームは会社全体の業務効率を上げる
コンピュータが働く環境としてのプラットフォーム

プロジェクトA

プロジェクトB

プロジェクトごとにBIMモデルを作るが、担当者が活用方法を検討する
■2010年代のBIMの考え方

プロジェクトC

BIM活用＝CG、ビジュアライズ

BIM活用＝環境シミュレーション

BIM活用＝4D-5Dシミュレーション

BIM

BIM

BIM

BIM

BIM

BIM

プロジェクトA

プロジェクトB

プロジェクトC

■2020年代のBIM(=建設DX)の考え方

チェック

チェック

チェック

コンピュータを
人間が利用する



コンピュータがBIMをチェック？



BIM＝コンピュータが建物情報を理解できる形式

集計表

図面

3Dモデル

建物をイメージ

施主

施工

積算

「コンピュータに建物を理解させたい」

どんな建物なのかな…？



BIM＝コンピュータが建物情報を理解できる形式

Revitで壁を6枚配置する。

Revitの作業の裏側

↑データベースなら理解可能

？

タイプ インスタンス
(座標/表示)

インスタンス
(パラメータ)



BIM＝コンピュータが建物情報を理解できる形式
Revitの作業の裏側
タイプ(種類)のデータベース インスタンス(実態)のデータベース

識別情報 形状情報 属性情報

ID カテゴリー 名前 幅(mm) 機能 価格(￥/m2)

T1 標準壁 壁１ 200 外部

T2 標準壁 外壁 200 外部 5000

T3 標準壁 内壁 90 内部 2500

壁 柱 床 屋根 天井 …

識別情報 種類 形状情報 属性情報

ID ID 始点 角度 長さ 高さ 設置階 フェーズ

W1 T2 0,0 0 7200 4000 1F 新設

W2 T2 7200,0 90 5400 4000 1F 新設

W3 T2 7200,5400 180 7200 4000 1F 新設

W4 T2 0,5400 270 5400 4000 1F 新設

W5 T3 0,3600 0 7200 4000 1F 新設

W6 T3 4500,0 90 3600 4000 1F 新設

壁 柱 床 屋根 天井 …
標準壁 カーテンウォール 重ね壁 標準壁 カーテンウォール 重ね壁

※イメージです

なるほど！壁は6枚あるのか。



さまざまな見方で取り出す

床

柱

壁

扉

窓

家具

登録（入力）

BIMモデル(建物データベース)の作成

→形状情報も属性情報もどちらもデータベースに格納している

BIM＝コンピュータが建物情報を理解できる形式

集計表

図面

3Dモデル

建物をイメージ

施主

施工

積算

「コンピュータに建物を理解させたい」→データベースなら可能！

同じ建物を
イメージできる



Autodeskが目指す
プラットフォーム



情報をプラットフォームに集約することで、情報の管理効率を上げる
業務情報を個人管理から会社管理へ

個人PC管理

個人間のやり取り

Bプロジェクト

Aプロジェクト
個人PC管理

Bプロジェクト

Aプロジェクト
個人PC管理

Bプロジェクト

Aプロジェクト

 PCは個人で管理される
 データファイルの管理はPC単位(個人単位)

 情報交換は個人間のやりとり(メール)



情報をプラットフォームに集約することで、情報の管理効率を上げる
業務情報を個人管理から会社管理へ

個人PC管理

個人間のやり取り

Bプロジェクト

Aプロジェクト
個人PC管理

Bプロジェクト

Aプロジェクト
個人PC管理

Bプロジェクト

Aプロジェクト

 プラットフォームに情報を集約する
 ブラックボックスを無くす

 PCは情報を閲覧するインターフェース
プラットフォーム

Aプロジェクト

作業データファイル 業務連絡

Bプロジェクト

作業データファイル 業務連絡

管理者



DX 3つのキーワード

DXの主語は「会社」

BIMは「建物・構造物のデジタル表現」
1

2

3

DXは「業務情報のデジタル化」

労働力としてコンピュータを利用

個々の業務ではなく会社全体を見据えて考える

コンピュータを使うのではなく、コンピュータに労働させる



CADから建設DXまでの進化を、都市の移動手段に例えて考える
建設DXは「会社全体の底上げ」が目的

指摘事項

作業行動の記録作業結果の記録

BIM

作業結果の記録 作業結果の記録 作業結果の記録

建設DXBIM3DCADCAD

自家用車自転車徒歩

■CADから建設DXまで

■都市の移動手段

バス停バス

路線バス

運転手



CADから建設DXまでの進化を、都市の移動手段に例えて考える
建設DXは「会社全体の底上げ」が目的

 目的は「都市移動の効率化」
o バスの車体は移動速度や輸送量を決定する
o バス停は移動ルートを決定する
o 重要なのは、都市の需要がある場所にバス停を設置
し、バスの輸送効率を実需に合わせること

バス停バス

路線バス

運転手

 バスは利用されなければ意味がない
 なぜ街に路線バスを走らせたいのか。市民が理解しなければ

バスは利用されない。
 声掛けをする市長役
 計画をたてる都市計画チーム
 利用を周知する広報役

バス停を設置するには、都市の観察が必要 DXを進めるには、会社による整備が重要

市長 計画 広報



クラウドストレージやチャットツールでは
だめなのか？



オートデスクが目指すプラットフォームは、
集約した情報を「見える化」できます

DX



データファイルの保管場所（クラウドストレージ）として活用。また情報伝達がフロー。
クラウドストレージやチャットは情報を俯瞰的に取り出しにくい

プロジェクト

クラウドストレージAutodesk ソフトウェア

会話

チーム

プロジェクト

チーム
チャットサービス

会話

チャット

データファイルやチャットは
コンピュータには理解しにくい



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする
Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム

プロジェクト

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする

プロジェクト

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

建物DB

建物DB

建物DB

Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする

プロジェクト

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

Autodesk クラウド製品

Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする

プロジェクト

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

Autodesk クラウド製品

Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする

プロジェクト

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

Autodesk クラウド製品

見える化(Power BIなど)

Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム

Rest API

csv



データファイルの集約だけでなく、プロジェクトに関わる多くの情報をデータベースで管理可能にする

プロジェクト

Integration

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

メンバーDB業務DB 建物DB

など

Autodesk クラウド製品

見える化(Power BIなど)

Autodeskが目指す「データベース」主体のプラットフォーム

Rest API

Rest API

csv



Autodesk University2021
の事例紹介



 Autodesk University 2021 概要
o 2021年10月開催。

• 10月5～7日アメリカ
• 10月7～8日ヨーロッパ、中東、インドなど
• 10月13、14日日本、中国、韓国

o 日本向け発表セッションは全部で73個、
• 建設業界ユーザーセッションは27個、
• 建設業界Autodeskセッションは12個

Autodesk University 2021



Japan キーノートジェネラルセッション 1

Autodesk CEOアンドリュー・アナグ
ノストによる基調講演。

Autodesk の届ける価値を根本的
に変化させるプラットフォームのビ
ジョンの紹介

施工業界向けキーノート

ジェネラルセッション 2

M&E業界向けキーノートジェネラルセッション 3

Forge キーノート製造業界向けキーノート

建設業界向けキーノート

Autodesk University 2021 ジェネラルセッション 各業界向けキーノート

建設業界でもリモートコラボレー
ションの導入が必要になり、オー
ナーがデータ重視のプロセスを求め、
プロジェクトのライフサイクルの変化
が必要になりました。それをサポー
トするオートデスクのデジタル化のプ
ラットフォーム・アプローチをを紹介。

日本の各業界で進んでいる革新
的なDXについて紹介。
・生まれ変わったAutoCAD
・清水建設とAutodeskによるデジ
タルツインプラットフォーム
・国交省のインフラDXなど

複数の製品間を行き来するので
はなく、 1 つのプラットフォームで柔
軟に作業できる環境を提供する。
Forgeでプロジェクトのライフサイク
ル全体をつなげる取り組みを各業
界ごとに紹介。

今日の課題を克服し、明日のチャ
ンスに備えるために、進化するツー
ルやテクノロジーが製造業の回復
力の構築、コラボレーションの改善、
プロセスの自動化にどのように役
立つかをご紹介。

オートデスクのクラウドプラットフォー
ムであるForgeのビジョン。
アクセンチュアぁら、多くの企業が
デジタルトランスフォーメーションから
望む結果を得られていない理由と、
Forgeとコネクテッドデータがどのよ
うに役立つかについて紹介。

Forge がどのような役割を果たすの
か、 CTO の Raji Arasuが説明。

機能やデータの垣根を取り払い、
Autodesk の主要製品を 1 つに統
合するプラットフォームの紹介。

オートデスクのプラットフォームがどの
ようにプロセスをつなぎ、ワークフロー
を自動化し、インサイトを引き出し、
チーム、スタジオ、エコシステム間の
柔軟でスケーラブルな接続を可能
にするかを紹介。

Autodeskが新たに参入しているク
ラウドベースの施工管理ソリューショ
ンを、プロジェクト管理の最適化の
観点からその重要性を紹介。

※1：タイトルをクリックすると動画URLに移動します。
※2：英語セッションは日本語字幕でご覧いただけます。

https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Japan-kinoto-chuangzaonoweilainoshixianteshitarutoransufuomeshiyonnoqurizumi-KN-2021#video
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/General-Session-Part-One-2021#video
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Construction-Keynote-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/General-Session-Part-Two-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Media-and-Entertainment-Keynote-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/General-Session-Part-Three-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Forge-Keynote-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Product-Design-and-Manufacturing-Keynote-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Architecture-Engineering-and-Construction-Design-Keynote-2021


フリーダムアーキテクツデザイン
長澤AS500374

VR、CG動画プレゼンテーションの有効
性を科学的に検証…

国土交通省、他
パネルディスカッションCI500038

業界を凌駕するインフラ事業における
データ連携と連係のあり方と将来…

オートデスク
羽山CS500270

進化が止まらないRevit MEP～2021
年夏総まとめ・パイロットプロジェク…

オートデスク(Forge)
原田SD500068

Autodesk Construction Cloud API 
アップデートと今後の予定

髙取建築情報化コンサルティング
髙取AS500354

1から！Navisworks Freedom & 
Manage

大林組
町田CS500260

BIMワンモデルを基盤とした生産設
計の業務変革 ~BIMモデルを施工…

オートデスク(Forge)
伊勢崎SD500086

Forge ロードマップ

アサヒコンサルタント
宮内CES500172

10年後を意識したInfra BIMによる企
業DXの試行錯誤

ビム・アーキテクツ
山際AS500404

設計と施工をつなぐRevitデータの作
り方。誰でも簡単に早くできるキレ…

大和ハウス工業
吉川AS500415

BIM Level3を目指して ～「つなが
る」のではなく「つなげる」BIM～

オートデスク(Forge)
伊勢崎SD500069

Forge Viewer＋Design Automation 
AutoCAD で作るコンフィギュレータ

オートデスク
植田CES500204

AEC CollectionとInventorの連携に
よる新しいワークフロー

日揮グローバル株式会社
津多AS500421

デジタルツインに向けたBIM環境の整
備

清水建設
柳川CES500206

CDE（BIM360Docs）を活用したコロ
ナ禍での業務のデジタル化・可視…

清水建設、プロパティデータバンク
パネルディスカッションCS500268

清水建設が推進するBIMの一貫利
用 -設計、建築確認申請…

丸紅アークログ
照沼AS500369

Revitファミリ+プレゼンなどに活用でき
るレンダリング機能を提供する…

東畑建築事務所
山本AS500399

維持管理におけるBIMの活用

オートデスク
石川AS500419

BIMとクラウドのコラボレーションによる
DX

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

Autodesk University 2021 建設業向けセッション 1日目
※タイトルをクリックすると動画URLに移動します。

https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:83a21a4b-58fe-47a4-bdef-5b22aeafa52e
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:5532868e-7ec6-4555-80bc-88f7487f69ff
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:f35971e4-8148-4507-ab2c-ccfb88db3e7e
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:0319a1c1-b3e4-4e9f-a93c-bc653ef8b313
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/1karaNavisworks-Freedom-Manage-2021-0
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:69fb68c6-656b-4a2d-b1bc-9f82068e26d5
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:617cf6ca-a307-40a5-984f-a5ef080ab789
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/10nianhouwoyishishitaInfra-BIMniyoruqiyeDXnoshixingcuowu-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:c3ccb3e5-1258-4ab8-9328-96b8902eea51
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:f9a6c346-1ef9-4be0-bc82-fd7910dd613d
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Forge-ViewerDesign-Automation-AutoCAD-tezuorukonfuikiyureta-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:4867cfe1-7665-44a3-9060-dbb992282a2e
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:a683b920-f536-481b-893c-5593077fedb5
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:c6536f9a-5c4e-496d-9581-93780b298f2e
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:aeb3994e-c3a1-413c-9d18-23bbddef5c41
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:56bca9c5-2be2-4682-abd2-ba4085a64d58
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:8d6e3cc5-053c-41ae-a4ae-2e01ab08be13


12:00

Turner & Townsend
加藤BLD500058

BIM360, Revitと他ソフトウェアのデー
タ連携によるBIMコラボレーション

LIXIL
小松AS500406

Forgeを活用した自動設計システム
が変革するパブリックトイレ設計

JM
大竹BLD500060

地方創生への第一歩：BIM360を
活用したリアルとデジタルの融合

美保テクノス
新田AS500417

米子発 「Revit」+アドオン
「BooT.one」を使用したBIM建築…

清水建設
佐藤AS500414

BIMのデジタル情報と法適合判定プ
ログラムによる建築確認申請（事…

大和ハウス工業
宮内CS500251

やさしい！施工現場でBIM活用でき
る事例と今後の発展…

久米設計
古川AS500401

病院実例における維持管理までの
ワークフローを含めた効率的なBIM…

清水建設
三戸AS500422

Revit鉄骨システムの開発運用と
Revit配筋システムの開発

東芝エレベーター
平手AS500444

デジタルでつなげる建設業と製造業
の未来

オートデスク
シャフCS500257

設備BIMにおける製造連携と工業
化-最適化された施工と製造を…

BIMプロセスイノベーション
伊藤AS500410

BIMによるプロセス改革のすゝめ ～
ISO19650におけるRevitとBIM360…

大林組
焼山AS500412

ワンモデルBIMの中のRevitMEPと設
計段階のBIM活用ツールとしての…

大林組
森CS500256

BIM360designを利用した設計施工
一貫 BIM利用に専門工事会社…

アーキ・キューブ
大石AS500424

木造住宅設計でのREVIT活用のすす
め～在来工法で建てられた木造…

日建設計コンストラクション・マネジメント
吉本BLD500059

事業主がビジネスに主体的に利用す
る「やさしいBIM」について

オートデスク
日下部CES500202

Dynamo,
Generative Design

13:00

14:00

15:00

16:00

オートデスク(Forge)
加藤MFG500143

iLogicとForge Design Automation を
用いたバスルームコンフィギュレータ…

オートデスク(Forge)
伊勢崎SD500083

いまさら聞けない Forge

オートデスク(Forge)
小笠原SD500082

Autodesk Construction Cloud と
Design Automation for Revit で…

花田設計事務所
花田ENR500028

点群・Revit・Inventor・plant3Dを統
合したプラントBIM設計

オートデスク
山根CS500263

Assemble

Autodesk University 2021 建設業向けセッション 2日目
※タイトルをクリックすると動画URLに移動します。

https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:a0a4d218-9266-4ec4-a61c-e359fe945a06
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:92c157a2-7dd2-44ee-88b6-030981224424
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:7fc3a213-7f57-4bd0-bc1f-9d22c2f4b107
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:e9ef934c-b02e-48b6-8ee0-4d4e314ed93a
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class-8
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:46d47c6b-237d-458c-b840-0f6662c41c24
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:f5b403e4-e46f-4310-b5fa-544719ce4464
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:4ecb15a7-38db-4c62-8e1d-0a61644d60c0
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutetsunakerujiansheyetozhizaoyenoweilai-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:8cb81891-16ce-403e-a498-0a03312a5f51
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/BIMniyorufurosesugaigenosume-ISO19650niokeruRevittoBIM360noxiaoguodehuoyongshu-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:9c3ca47e-6561-4ac5-b711-eed36b227df8
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/BIM360designwoliyongshitashejishigongyiguan-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTky
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class-6
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjY5OTY2
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:b13c2203-8d35-4109-91d8-fd2ae9d57125
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:7f12ba1d-b6b7-4496-b97d-f9a0f4cb1202
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/iLogictoForge-Design-Automation-woyongitahasurumukonfuikiyuretanokaifa-2021
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:f6991772-88c0-4f12-b371-d0ad8f534d10
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:f1a96c70-6e5c-4e26-bdb1-74bf520de16d
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:54abe30c-0053-485e-99da-c782a2243702
https://events-platform.autodesk.com/event/autodesk-university-2021/planning/UGxhbm5pbmdfNjcwMDE1
https://www.autodesk.com/autodesk-university/forge-content/au_class-urn:adsk.content:content:e17f014b-7112-4fda-bd27-c498b332dc38


建設業界向けキーノート
ピックアップ・セッション

 プロロジス社の事例(10分あたり)
o ドアが壊れたが型番が分からず発注に時間
がかかってしまった。

o Revitならば生きた設計データベースになってい
る。

o 何かを入力すれば、Revitモデルから情報を
取得できる。

o Google検索とよく似ている。
→データベースとしてBIMを活用している

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Architecture-Engineering-and-Construction-Design-Keynote-2021
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https://redshift.autodesk.co.jp/gigafactory/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自動化・デジタル化されたプランニ
ングプロセスも活用しており、そこに
はAutodesk BIM 360のクラウドベー
スのBIM モデルを使用した情報共
有が含まれる。

建物データモデルへのアクセスポイ
ントを一元化することで、どの大陸
や時間帯にいるかを問わず、プロ
ジェクトに関わる全員が、プロジェク
トの状況をいつでも確認できる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

[参考]Teslaのベルリン・ギガファクトリー

https://redshift.autodesk.co.jp/gigafactory/


ピックアップ・セッション

 業務情報のブラックボックス化を避けるために、
仮想空間にアクセスしデータをあげる

 Revitモデルからダッシュボードを作成
o ワークフローを整理し、各セグメントで必要な情報の
洗い出し

o 各セグメントを充足するための自社LODを策定＝属
性情報を定義

o 属性情報の充足率からモデルの進捗率をグラフで
可視化

日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


仮想空間にデータを蓄積することで業務情報のブラックボックス化を避ける＝誰でも情報にアクセスできる
日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


ワークフローの整備→自社LODを定義→Revitモデルに情報を入力→ダッシュボード化
日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


ワークフローの整備→自社LODを定義→Revitモデルに情報を入力→ダッシュボード化
日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


ワークフローの整備→自社LODを定義→Revitモデルに情報を入力→ダッシュボード化
日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


ワークフローの整備→自社LODを定義→Revitモデルに情報を入力→ダッシュボード化
日揮グローバルさま

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/teshitarutsuinnixiangketaBIMhuanjingnozhengbei-2021


Managing and Visualizing Your BIM Data : Data visualization using Autodesk Dynamo, Revit, and Microsoft Power BI

[参考]BIMモデルをBIツールで見える化(ダッシュボード化)

https://www.amazon.co.jp/Managing-Visualizing-Your-Data-visualization-ebook/dp/B09GS43W9Z

https://www.amazon.co.jp/Managing-Visualizing-Your-Data-visualization-ebook/dp/B09GS43W9Z


ピックアップ・セッション(海外のAUより)

 KPF(Kohn Pedersen Fox)のBIMへの取り組みの解説
o BIM事例ではなく、組織にBIMを定着させるための取り組
みについて話しているセッション。

o 組織体制の変革
o BIMプロジェクトのサポート体制
o 従業員へのBIM教育

• ソフトウェアの操作トレーニングではない
• 自社のBIMルールを策定し、その運用のトレーニング
• 文化を作る試み：社内発表会など

o データを利用する
• モデルの可視化
• 業務状況の可視化

The Strategy of BIM Growth at KPF

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Strategy-BIM-Growth-KPF-2021


モデルを解析して「ダッシュボード」に情報を展開する
The Strategy of BIM Growth at KPF

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Strategy-BIM-Growth-KPF-2021


業務(ビジネス)状況の管理ダッシュボードを作成する
The Strategy of BIM Growth at KPF

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Strategy-BIM-Growth-KPF-2021


ピックアップ・セッション(海外のAUより)

 AECOMによるForge & Autodesk Construction 
Cloud(BIM360)を利用した見える化の取り組み

 Business Valueの可視化
o Model Performance Analytics

• プロジェクト概要、モデル/作図入力状況、ファミリ活用状況、リ
スク分析、モデルのヘルスチェック、

o Project Visibility
• プロジェクト概要ページ、スケジュールの可視化、品質管理、
チェックリストの入力状況、

Using Forge to Build Connected and Customized Workflows in BIM 360

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Using-Forge-Build-Connected-and-Customized-Workflows-BIM-360-2021


Business Value  : Model Performance Analytics

Using Forge to Build Connected and Customized Workflows in BIM 360

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Using-Forge-Build-Connected-and-Customized-Workflows-BIM-360-2021


Business Value  : Model Performance Analytics

Using Forge to Build Connected and Customized Workflows in BIM 360

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Using-Forge-Build-Connected-and-Customized-Workflows-BIM-360-2021


Business Value  : Project Visibility

Using Forge to Build Connected and Customized Workflows in BIM 360

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Using-Forge-Build-Connected-and-Customized-Workflows-BIM-360-2021


Business Value  : Project Visibility

Using Forge to Build Connected and Customized Workflows in BIM 360

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Using-Forge-Build-Connected-and-Customized-Workflows-BIM-360-2021


ダッシュボード化は「会社のため」
• BIM Data for Business Operation
• Business Value



建設業界向けキーノート
ピックアップ・セッション

 プロロジス社の事例(10分あたり)
o ドアが壊れたが型番が分からず発注に時間
がかかってしまった。

o Revitならば生きた設計データベースになってい
る。

o 何かを入力すれば、Revitモデルから情報を
取得できる。

o Google検索とよく似ている。
→データベースとしてBIMを活用している

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Architecture-Engineering-and-Construction-Design-Keynote-2021
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倉庫委託業者
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「プラットフォーム」は、経営のために情報収集を迅速化する
BIMから取り出される情報

Revitモデルの
アップロード

経営層



Forge キーノート
ピックアップ・セッション

 アクセンチュア社によるDXの解説。
o 成功している企業は3分の1。
o 成功している企業は「制度化」と「運用化」をしている。
o 制度化

• データ中心の文化や組織を作り出すこと

o 運用化
• 適切で迅速な意思決定をできる限り早く下すためにデータを活
用すること。

o 組織にとってDXの定義を定める。そして目標を決める。

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Forge-Keynote-2021


「プラットフォーム」は会社の情報構造を変える仕組み

①自分の作業結果

②連絡

①自分の作業結果 ①自分の作業結果

経営層/管理者

③報告(基幹システムなど)

会社がお金を稼ぐための業務

報告のためだけのレポート業務

②連絡

レポートは情報が選別される

■パソコン＆メールでの働き方



「プラットフォーム」は会社の情報構造を変える仕組み

①自分の作業結果

②連絡

①自分の作業結果 ①自分の作業結果

経営層/管理者

③報告(基幹システムなど)

会社がお金を稼ぐための業務

報告のためだけのレポート業務

②連絡

レポートは情報が選別される

■パソコン＆メールでの働き方 ■デジタル・プラットフォームを利用した働き方（目標）

Aプロジェクト

作業結果 連絡

Bプロジェクト

作業結果 連絡

プラットフォーム

経営層/管理者

情報を1箇所に集約

①作業結果
②連絡

①作業結果
②連絡

①作業結果
②連絡

コンピュータによる「見える化」
→業務がそのまま報告される



Rest API/web API=プラットフォームから情報を取り出す技術

プロジェクト

Integration

Autodesk ソフトウェア

プロジェクト

プロジェクト

データファイル

データファイル

データファイル

メンバーDB情報DB 建物DB

メンバーDB情報DB 建物DB

メンバーDB情報DB 建物DB

など

Autodesk クラウド製品

見える化(Power BIなど)

Rest API

Rest API

csv



ジェネラルセッション 3
ピックアップ・セッション

 多くのお客さまが、「(Rest/web) APIが重要になる」
と話されている。

 Autodeskはお客さまにAPIを通してデータを渡してい
く仕組みを構築している。

 Autodeskが提供するクラウドやAPIの仕組みなどを
総称して「Forge」と呼んでいる。

 [参考]総務省 ICTスキル総合習得プログラム(2017)

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/General-Session-Part-Three-2021
https://www.soumu.go.jp/ict_skill/


2017年度の情報ですが、ICTスキルについて学ぶには非常に参考になります
[参考]総務省 ICTスキル総合習得プログラム

https://www.soumu.go.jp/ict_skill/


https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Strategy-BIM-Growth-KPF-2021
[参考] KPF(Kohn Pedersen Fox) 2021年に開発チーム発足

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Strategy-BIM-Growth-KPF-2021


https://www.tesla.com/careers/search/job/bim-software-engineer-106266

 コンピュータサイエンス、建築、機械工学の学士号、および/ま
たは、卓越した能力を証明する学位

 Autodesk Revit と C# を使用した 3 年以上の実務経験
 非常にダイナミックな技術環境において、ステークホルダーとの
交渉を行った経験

 安全なREST APIの設計、開発、利用の経験
 VUEとPostgreSQLの専門知識があれば尚可
 Power BIの専門知識があれば尚可
 オブジェクト指向プログラミングのベストプラクティスとパターンに
精通していること

 GITによるバージョン管理を効率的に行うことができる方
 リレーショナルデータベースに関する実務的な知識を有すること

[参考]TeslaのBIM Software Engineerの募集要項

https://www.tesla.com/careers/search/job/bim-software-engineer-106266


[参考]国内でもプログラミングに精通した人材の募集が見られるように

https://iotnews.jp/archives/201151

https://iotnews.jp/archives/201151


本日のまとめ



DX 3つのキーワード

DXの主語は「会社」

BIMは「建物・構造物のデジタル表現」
1

2

3

DXは「業務情報のデジタル化」

労働力としてコンピュータを利用

個々の業務ではなく会社全体を見据えて考える

コンピュータを使うのではなく、コンピュータに労働させる



DXはいろいろと難しそうだが、
何から始めれば良いのか？



まずは、Autodesk Docsから始めましょう

[CDE(共通データ環境)]

[BIMモデル管理] [数量拾い・集計] [施工管理]



クラウド製品の種類と契約内容

• 共通データ管理基盤(CDE)
• 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

※各ソフトウェアへの追加機能

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

ACC機能モジュール
Docs

ACC機能モジュール
Docs

Design Collaboration

Model Coordination

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

• 複数BIMモデルの進捗管理

• モデルの統合と干渉チェック

BIM360 Layout
現場測定機器との連携

• BIMモデルと測量機器の連携
※Android

以下のソフトウェアに追加機能

Revit Cloud 
Worksharing 

Collaborate for 
Civil 3D

Collaborate for 
Plant 3D

ACC機能モジュール
Docs

Build

Cost

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

• 設計と施工の情報管理

• 予算管理

• 2Dと3Dの積算

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

ACC機能モジュール
Docs

Takeoff

※プラットフォームの機能

• 共通データ管理基盤(CDE)

ACC機能モジュール
Docs

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

※ACCのみ利用可 ※ACCのみ利用可※ACC＆BIM360※ACC＆BIM360

BIM Collaborateに加え

※ACC＆BIM360



クラウド製品の種類と契約内容

• 共通データ管理基盤(CDE)
• 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

※各ソフトウェアへの追加機能

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

ACC機能モジュール
Docs

ACC機能モジュール
Docs

Design Collaboration

Model Coordination

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

• 複数BIMモデルの進捗管理

• モデルの統合と干渉チェック

BIM360 Layout
現場測定機器との連携

• BIMモデルと測量機器の連携
※Android

以下のソフトウェアに追加機能

Revit Cloud 
Worksharing 

Collaborate for 
Civil 3D

Collaborate for 
Plant 3D

ACC機能モジュール
Docs

Build

Cost

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

• 設計と施工の情報管理

• 予算管理

• 2Dと3Dの積算

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

ACC機能モジュール
Docs

Takeoff

※プラットフォームの機能

• 共通データ管理基盤(CDE)

ACC機能モジュール
Docs

Account Admin
Project Admin

(管理用モジュール）

Insight

※ACCのみ利用可 ※ACCのみ利用可※ACC＆BIM360※ACC＆BIM360

BIM Collaborateに加え

※ACC＆BIM360 AEC Collectionには
Docsが含まれています
すでにご契約されているユーザーさまは
Autodesk Construction Cloudの
Docsモジュールをご利用いただけます



AECコレクション：ソフトウェアからプラットフォームまで「1パッケージ」で

プラットフォーム ソフトウェア

点群・現場画像処理

3D&BIM/CIM

2Dワークフロー



お問い合わせは、オートデスクの担当営業
または

アンケートに「打合せ希望」とご記入ください



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the 
right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
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