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Pinnacle Infotech 社は、20 年以上にわた

り、世界中の建築設計者、エンジニア、建設
会社に革新的な BIM エンジニアリング サー
ビスを提供している業界のリーディング カン
パニーです。世界一の高層ビルとなるジッダ
タワーや、2022 FIFA ワールド カップの会場
となるカタール（ドーハ）の 8 万人を収容す
るサッカー スタジアムをはじめ、これまでに
手がけた大規模 BIM プロジェクトは 5,051
件以上にのぼります。BIM を導入すること
で、シームレスなコラボレーション、統合され
た解析と詳細設計、優れたエンジニアリング
ソリューションの提供を実現しています。
昨今の業界では、プロジェクトの難易度が上がり
続ける一方で、スケジュールや予算は厳しさを増す
ばかりです。プロジェクト デリバリーには重圧がか
かり、失敗は許されません。Pinnacle Infotech 社
の創設者兼 CEO である Bimal Patwari 氏は、そ
のような状況をよく心得ています。同社は、BIM の
専門技術と統合エンジニアリング ワークフローの
実践を加速させました。世界一の記録を更新する
超高層ビルのジッダ タワーや、毎秒 884.5 m3 も
の冷却能力を誇る空調設備と世界最大の膜屋根
構造に 8 万人の観客席を備えるドーハのワールド
カップ スタジアムなどは、この新しい手法を実践す
るうえで理想的なプロジェクトでした。

Pinnacle 社の成功の秘訣
Pinnacle 社はエンジニアリング プロセスを BIM
ワークフローに組み込むことで、作業時間を平均
30 〜 40% 、コストを 20% 削減し、これをクライ
アントに還元しています。さらに持続可能性につ
いて高い目標を設定し、高精度な設計を実現して
います。
同社の高精度かつスマートなプロジェクト デリバ
リーは、同社にもクライアントにも非常に大きな価
値をもたらしています。ジッダ タワーの建設を例
にとってみましょう。高さ 1 km 以上、地上 252 階
（地下 4 階）。エッフェル塔 7 基分以上の鉄骨と
ダム 5 基分以上のコンクリートを使って建設され
るこのビルの設計には、BIM の統合ワークフロー
がなくては不可能な高レベルの精度が必要不可欠
でした。
また、8 階建てのワールド カップ サッカー スタジ
アムの建設工事現場では、Autodesk® Revit® で
中央モデルから 30,000 枚の正確な施工図が生成
され、のべ 9,000 人の作業員たちが Autodesk®
BIM 360 Docs® でこれにアクセスしながら作業
を進めました。

"私たちは 30 〜 40% ほどの作業時間を削減できました。BIM のワークフローなしに
は、厳しいスケジュールに対応することはできなかったでしょう。設計を最適化するこ
とで、当社にとっては 20%、オーナーにとってはそれ以上のコストを削減できました"

̶ Pinnacle Infotech 社 創設者兼 CEO Bimal Patwari 氏
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"現在は、工学計算にも Revit を使用して
います"
̶ Pinnacle Infotech 社 創設者兼 CEO Bimal Patwari 氏
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「BIM がなければ不可能だったと思います。
（ワー
ルド カップ スタジアムの）プロジェクト規模はとて
つもなく莫大ですから、このテクノロジーを使用せ
ずに実施することなど考えもしませんでした。この
業界では今、パラダイム シフトが起こっています」
と Pinnacle Infotech 社創設者兼 CEO の Bimal
Patwari 氏は話します。

Pinnacle Infotech 社は最近のプロジェクトで、
Revit で BIM 5D モデルを使用してコンクリートの

Revit モデルの使用は、コーディネーション モデル

「この技術で素晴らしいのは、建設の確実性が増
すところです」と Patwari 氏は述べます。
「当社
は、格段に施工性の高いモデルの作成に成功して
います。建設プロセスが非常にスピーディーにな
り、納期よりも前に完成させることさえできます。
これはバリュー エンジニアリングです」

施工性の高いモデルのメリット

さらに、エンジニアが建物のオーナーに、さまざま
な設計案やエンジニアリング オプションにおける
コストの違いを、Revit モデルを使って分かりや
すく説明できれば、建設の最終段階における変更
依頼が減り、費用のかさむ手戻りの発生が回避さ
れ、機械/電気/構造システムにその影響が及ぶよ
うな事態も防げます。

の作成や詳細設計以外でも増えつつあります。ジッ
ダ タワーの場合、エネルギー解析や冷暖房負荷、
ダクト・配管・ポンプのサイズ、電圧降下、ブレーカ
ー、配線サイズなどの工学計算機能によって、設計
が容易になりました。

18 種類以上の解析とシミュレーションを包括的に
実施する Revit の手法によって、Pinnacle
Infotech 社は競合他社を圧倒しています。Revit
で計算し、Autodesk® BIM 360® を通じて 1 つの

モデルですべての最新データを処理すれば、プロ
ジェクト関係者はすぐに正確な情報にアクセスで
きます。この手法で建築材料の数量や設備の選
択、サイズなどを最適化できるため、建設段階で大
きな成果が表れます。

量を計算すると、従来の見積もり方法よりもはるか
に正確な値が得られることに気付きました。同社は
現在、プロジェクトの全工程で通常必要とされる
変更指示の量を、業界標準の 10 〜 15% から 1 〜
2% にまで下げることを目標としています。
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"こうした革新的なツールについて若いエ
ンジニアを教育すれば、彼らの気持ちを
つかむことができます"
̶ - Pinnacle Infotech 社エンジニアリング部長 Chip Branscum P.E.
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サステイナビリティの向上

未来を含めた納品

Pinnacle Infotech 社は、さまざまな建築材料や設

Pinnacle Infotech 社のような会社が目指すとこ

備が、プロジェクトと建物のライフサイクルにかか
るエネルギー コストにどのような影響を及ぼすか
について解析する際も Revit を使用しています。
分かりやすい例として、大きな建物に設置されるポ
ンプ設備があります。同社のエンジニアは、あるプ
ロジェクトで Revit を使用してポンプ設備の解析
を実行しました。すると、かつて手作業で損失水頭
を計算した場合と比べて最大 20% も設備を小さく
することができました。結果的に、電気負荷と建物
のエネルギー使用量を、かなり低減させることがで
きたのです。
「Revit や Revit と連携するサード パーティ ソフ
トウェアを使用すれば、ずっと短時間で正確な計算
ができます。当社ではこれまで何度も、BIM モデ
ルで最終的なダクトと配管を修正してクライアント
に見せ、設備のサイズを 20% 削っても問題ないこ
とを提示してきました」と Patwari 氏は説明しま
す。設備のサイズを小さくすることは、プロジェクト
にも完成した建物にもプラスになります。
「設備を
必要以上に大きくしてしまうと、電気負荷だけでな
く、さまざまな負荷が上がってしまいます」

ガラス カーテンウォールも、ガラスの太陽光透過率
や熱貫流率に応じてエネルギー効率を大きく左右
する建築材料です。最初に Revit モデルで正確なエ
ンジニアリング データが得られることで、後工程の
問題をいかに回避できるかについて、Patwari 氏は
次のように説明します。
「プロジェクトによっては、
使用するガラスと太陽の軌道に基づいて解析を行
います。プロジェクトへの影響とエネルギー コスト
を削減する方法を把握するためです。早い段階で
Revit モデルを使ってエネルギー解析を行えば、
ファサードの材料を早期に最適化し確定できま
す。私がこれまで携わってきたプロジェクトでは、
5 件のうち 3 件で、プロジェクト終盤になってオー
ナーが『もっといいガラスを見つけた』と言い出し
たものです」

ろは、単に設計図面を納品するだけにとどまりませ
ん。同社のエンジニアは、かつての設計者/技術者
の在り方から脱却し、設計における意思決定に関す
る情報を提供できるようになることを目指していま
す。大規模かつ複雑なプロジェクトでは、設計段階
でワークフローが統合すれば、エンジニアはプロセ
スの早い段階から建築設計者やコンサルタントと
連携して作業を進めることができます。
また同社は、革新的なエンジニアリング ワークフ
ローを導入することで、人材採用で次世代を担って
いく才能あるエンジニアを確保しやすくなることに
も気づきました。
「若いエンジニアほどテクノロジー
に強い興味を持っていて、Revit に搭載されるさま
ざまな機能の良さを理解しています」と Pinnacle
Infotech 社のエンジニアリング部長を務める Chip
Branscum P.E. は話します。
「こうした革新的なツ
ールについて若いエンジニアを教育すれば、彼らの
気持ちをつかむことができます」
将来についてはどのようなビジョンを持っている
のでしょうか。Pinnacle Infotech 社は、Revit と
BIM 360 を使用して部門間の壁を完全に取り払
い、すべてのプロジェクトの最初から最後までの
全プロセスに、BIM の統合されたエンジニアリン
グ ワークフローを適用することが重要だと考えて
います。
「構造、土木、設備、建築のすべての設計チーム
が、部門ごとに分かれて仕事をするのではなく、共
通のモデルを共有しながらプロジェクトを進める
方向に向かっていくと考えています」と Branscum
氏。
「単一の BIM 360 モデルを使って共同作業で
設計し、このモデルをゼネコンに渡して建設を進め
る、という方法は、すでに大きなメリットをもたら
しています。関係者全員が、プロジェクトの最初か
ら最後までを通して BIM の 1 つのモデルで作業す
る。これこそが来たる未来の姿だと思います」

こうしたエネルギー解析をワークフローに組み込む
と、プロジェクトのサステイナビリティだけでなく、
顧客満足度も高めることができます。
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