
モントリオールの中心に建設中の Centre 
hospitalier de l’Université de 
Montréal（CHUM）は、カナダの大都市の景観に 
変化をもたらしています。2 ブロックを丸々占める  
CHUM の建設は、現在北米で進行中の医療施設
建設プロジェクトとしては最大で、世界でも有数の
規模に相当します。CHUM の前身は既存の 3 つ
の病院です。3 つが合併したことで、それらを統合
した新しい医療施設を 1 つの敷地に建てて、古
い施設の代わりにしようというのが、このプロジ
ェクトです。モントリオールの中央に位置する医
療地区の要となるこの開発プロジェクトには、教
育、医学研究、患者の治療をシームレスに連携さ
せ、医療と研究の優れた拠点という同市の位置付
けを不動のものにしようという狙いがあります。

プロジェクト 
21 階建ての高層ビル 3 棟から成り、総面積 
334,000 平方メートルに及ぶこの施設は、とにか
く巨大の一言です。それだけの規模にも関わらず、 
互いにつながった 3 つの高層ビルは、内部で行き
来して連携しつつ、それぞれの独自性を保てるよう
になっており、医療コミュニティに不可欠なヒュー
マン スケールを実現する造りになっています。 
CHUM は、モントリオールのサンソヴェール尖塔
などの歴史的建造物に、合金製の微妙な色合いの
外装材を使った建物を組み合わせた設計によっ 
て新旧の文化を融合させ、この地域の個性の定義
を塗り替えています。医療、研究、教育の総合セン
ターであるだけでなく、文化的役目も果たす場所
として、13 の巨大な芸術作品を展示し、1967 年
の万国博覧会以来、モントリオールで芸術作品
が最も多く集まった公共の場となっています。

2017 年に完了した、プロジェクトの最も重要な 
第 1 期の建設には、総合病院、救急センター、物流 
センター、薬局、研究室、地下駐車場など、プログラ 
ムの 85 パーセントが含まれていました。第 2 期は  
2021 年の完了を目指して現在進行中で、学習セン 
ターと図書館、大講義室の建設と医療オフィスの最 
終仕上げが行われる予定です。完成までまだ間が 
あるにも関わらず、CHUM プロジェクトは、モント 
リオール市と同市の大学病院制度から、市内の数 
千人の患者と医療スタッフ、プロジェクトを担当す 
る設計チームまで、関係者全員の概念を覆す事業 
となっています。
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この壮大なプロジェクトの実現には、国際的に有
名な設計会社と、モントリオールで最も有名な設計
事務所が手を組むという、前代未聞の提携が必要
でした。モントリオールを始め、世界に 23 のオフィ 
スを構える CannonDesign 社は、医療施設に
関する業界トップレベルの専門知識と、救急病院
の建設や大規模拡張の設計を 130 件以上手がけ
てきた経験をプロジェクトに活用しました。NEUF 
architect(e)s 社は、モントリオール、オタワ、トロン
トにオフィスを持つ、創意工夫に富んだプロフェッ
ショナルの集団です。1971 年以来、モントリオール
の都市景観の形成に貢献しています。現在、南北ア
メリカ、ヨーロッパ、アジアでいくつものプロジェク
トに関わっている NEUF 社は、革新的な建築設計
を提供することにかけて抜きん出ており、今回のプ
ロジェクトにもそのノウハウを注ぎ込みました。

両社は CHUM プロジェクトで協力するにあたり、
それぞれの独自の強みを活かして真にシームレス
なパートナーシップを築きました。プロジェクト期
間中、両社のエンジニア、施工担当者、建物運用者
をモントリオールの同じオフィスに配置して、連携
を強化したのです。「私もその一員ですが、2 つの
オフィスを統合したのは大成功でした」こう語る
のは、CHUM を担当する CannonDesign 社の
プロジェクト建築設計者、David Goyne 氏です。

手法
2009 年の入札プロセスで始まったときから、設計
チームは、CHUM を通常の都市部の病院プロジェ
クトとして扱ってはいませんでした。チームの行動
は当初から大胆でした。

最初の提案依頼（RFP）では、第 1 期で建設する一
連の中層棟にプログラムの 55 パーセントを含め 
ることが要件として記されていました。ところがチー 
ムは、改善の余地があることにすぐ気付き、プログ
ラムのさらに 30 パーセントを前倒しで建設する
高層棟建築ソリューションを提案しました。コス
トが嵩むプログラムに早目に着手した方が、後か
ら大幅なコスト増になるリスクを軽減できるから
です。

「当社の規模の他に、医療市
場や技術的に複雑なプロジェ
クトで培った経験から、私たち
は他のローカル企業にはない
レベルの専門知識を、このプロ
ジェクトに持ち込みました。と
ころが NEUF 社には、モント
リオールとケベックへの深い
理解がありました。NEUF 社の
協力があったからこそ、モント
リオールにとって本当に価値
のある設計を生み出すことが
できたのです。2 つのまったく
異なるスキル セットがうまく
融合した結果、共同で CHUM 
を納品することができまし
た。CHUM こそ、世界にふたつ
とない注目に値する建物です」

̶ Jose Silva 氏
CannonDesign 社
エグゼクティブ ディレクター

CannonDesign 社と NEUF architect(e)s 社： 
北米最大の医療センター プロジェクト、CHUM の 
第 1 期の納品に Revit と Navisworks を活用

図 1：部門別に独立して分かれた部屋の概略図



どちらの設計会社にとっても、CHUM はそれまで
に経験したことのない大掛かりなプロジェクトで 
あるだけでなく、Revit で作成したモデルの中で 
最も大規模な医療施設でもありました。建物部分 
だけで約 334,000 平方メートルにもなるこのプ 
ロジェクトには、BIM へのアプローチやプロジェ 
クトのワークフロー、納品方法、さらには人員配置 
の方法を一から見直すチームが必要でした。 
Goyne 氏の説明によれば、「従来のツールと納品
システムを用いて従来の方法で取り組もうとする
と、この規模のプロジェクトを成功させることはき
わめて困難になるだろう」ということです。オート
デスク製品のユーザーである CannonDesign 
社と NEUF architect(e)s 社は、設計ソフトウェ 
アと設計ソリューションをフルラインナップで利用 
することができましたが、CHUM プロジェクトの
あまりのスケールの大きさから、主に Revit と 
Navisworks に、他のさまざまな補完ツールを組
み合わせて活用しました。

2011 年の後半に、設計チームは、設計とドキュメン 
ト作成のプロセスのロードマップを作成する、プ
ロジェクト納品に関するミーティングを開催しまし
た。ミーティングには、それぞれの会社の品質管理
担当者から BIM チーム リーダー、プロジェクトの 
BIM コンサルタントであるボストンを拠点とす
る CDV Systems 社の担当者、さらには管理、計
画、技術の担当者など、プロジェクトの関係者全員
が集められ、その場で、定型的なタスクと BIM 固
有のタスクの両方に適用する手順が確立されまし
た。これで、メールでのやり取りやデータの受け渡
しから、Revit モデルに組み込む機器関連のコン
テンツや参照情報の詳細の形式まで、共通の方法
が決まりました。

課題と解決策
設計チームにとって最大の課題は、膨大な量のプロ 
ジェクト データを管理し、多数のチーム メンバー
の間でデータの一貫性を保つことでした。プロセ
スの早い段階で、CannonDesign 社の Single-
Firm, Multi-Office（SFMO：単一の企業、複数
のオフィス）アプローチを採り入れたことが功を奏
し、プロジェクト チームは、タイムゾーンの異なる 
15 のオフィスで業務にあたる 180 人のスタッフ
をまとめることができました。Goyne 氏は次のよ
うに述べています。「医療のエキスパート、技術部門
のリーダー、製造部門のスタッフが連携し合える方
法を採用し、適切なタイミングで適切なツールを
使用したおかげで、こうした課題を、チームワーク
の効果と効率を高める機会へと変えることができ
ました。プロジェクトが始まった時点で、私たちは 
Revit をメインのプラットフォームに選びました。 

建築モデルが 41 種類もあり、コンサルタントを考
慮に入れると、モデルの数は 150 以上になりまし
た。管理するにはあまりにも大量ですが、Revit を
利用すると何の問題もなくデータを扱うことがで
きました」

Revit では、大量のデータを処理できる以外に、扱
いやすいワークフローと管理機能も提供されまし
た。「これにより、プロジェクトをいくつもの部分に
分割して、それぞれで必要な納品物を確認したり、
複数のチームをひとつにまとめることができまし
た。併せて、その情報を各モデルに関連付けて、管
理と相互運用をしやすくすることもできました。こ
の方法のおかげでプロジェクトは実にスムーズに
進行しています。Revit には特に感謝しています」

2 つの言語を使用する大人数の製造チームには、
特に Revit のあるワークフローが役立ちました。
チーム限定のキーノートを使用し、図面と仕様の
専門用語を標準化するという方法で、各キーノート
に英語とフランス語の両方の説明を含め、品質管
理目的に設置されたグループによる編集を経ない
と、製造グループが製造モデル全体に実装できな
いようにしたのです。

設計チームも、オートデスクの別のツールである 
Navisworks が、CHUM プロジェクトの全工程
で非常に役立つことに気付きました。特に便利な
のが、機械系統と構造システムの干渉チェックです。 

この機能を利用した結果、チームはコストと時間
の無駄につながる手戻りを回避することができま
した。また、設計と調整の問題を CHUM プロジェ
クトのスタッフや病院のスタッフに視覚的に説明 
するのにも、Navisworks は欠かせないツールで 
した。たとえば、患者が常に視界に入ることをデモ 
で見せたい場合、Navisworks を使うと、医療セン 
ターの解析部門を仮想的に歩いてもらい、テレビ 
ゲームのように一人称視点で確認することができ 
ます。

オートデスク導入事例

「提案依頼書に異議を唱える
とは、ずいぶん大胆でした。クラ
イアントに、私たちは基本的に
これよりもよい仕事ができる、
必要な機能をすべて備えた総
合病院を 10 年ではなく 5 年
で納品できると訴えたのです
から。当社にとっては、ブロッ
クとマスの検討に Autodesk 
Revit を使うことがきわめて重
要でした。Revit のおかげで設
計をすばやく検討し、代案を示
すことができたことが、最終的
にプロジェクトを獲得できた理
由です」

̶ David Goyne 氏
CannonDesign 社
シニア アソシエイト - VDC 担当リーダー

図 2：機器のモデルの抜粋



適切なツールを適切なタイミングで
Revit はプロジェクトの全工程に威力を発揮する
強力なツールですが、すべての作業に高度なツール
が必要なわけではありません。実際、データ管理や
コミュニケーション、コラボレーションには、他の
テクノロジーを使用した方が効率が大幅にアップ
しました。Revit は、設計チームが開発したカスタ
ム プラグインなど、チームで活用している他のツー
ルと互換性があることから幅広い用途にあてるこ
とが可能で、場合によっては時間を節約できます。
たとえば、設計チームと施主グループは内部のコ 
ミュニケーションには PDF を使用し、共有ドキュ 
メントの編集には統合された外部のコラボレー 
ション ソリューション（2D）を使用していました。 
PDF のマーク アップは、その 2D プラットフォー
ム上で行え、また、別のオフィスの設計者が Revit 
モデルの変更をリアルタイムでチェックすることも
できます。「他のプログラムと直接データをやり取
りできるので、ワークフローがスムーズに進み、 
プロジェクトを成功させることができました」と、 
Goyne 氏は語っています。

Revit に他の BIM 対応テクノロジーを連携させ
たことで、プロジェクト チームは Revit モデルと、 
他のソフトウェアとの相互運用性を活用し、従来の  
2D の設計図書の作成を大きくしのぐレベルにま 
で BIM を押し進めることができました。「種類は 
異なれど一貫性が保たれた成果物を作成し、日  々
の品質管理を効果的に行い、異なる分野間で発生 
する調整の問題を早期に解決できるようになりま 
した。概念の説明はエンド ユーザーにとってわか 
りにくくなりがちですが、これをわかりやすく説明 
することも可能になりました」

成果
CHUM プロジェクトでの経験を踏まえ、 
CannonDesign 社と NEUF architect(e)s  
社は、Revit の一般的な部屋対応ファミリーを
標準化し、今後の医療プロジェクトのテンプレー
トとして使用することを決めました。さらに、その 
CHUM モデルの構造と、モデルの規模と整合性の
管理機能で、他の大規模プロジェクトのベースとな
る基準を設定しました。

Goyne 氏の言葉です。「BIM の力で、高品質の最
終成果物を納品することができました。官民連携
の建設物納品方法で、これだけ高品質の納品物を
見ることは普段ありません。Autodesk Revit を
利用したおかげで、複数のオフィスに分散したチー
ムが 1 つのプラットフォームでシームレスに連携す
ることができました。生産性と一貫性も向上し、ミ
スが減って効率的なワークフローが実現しました」

2021 年に第 2 期の工事が完了すると、CHUM 
は、1 つの敷地に建つ病院としてはアメリカ大陸最
大になります。それまでの間、必要な機能をすべて
備えたこの施設は引き続き、ホームタウンであるこ
の街の価値を、都市と医療の両面から高めていくこ
とでしょう。

画像提供：CannonDesign 社と NEUF architect(e)s 社
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プロジェクトの概要：
• 予算：20 億カナダ ドル 
（15 億米ドル）

• 規模：21 階建ての 3 つの高層棟 
全体で約 334,000 平方メートル

• 部屋数：検査室 442、手術室 39、 
入院用の部屋（シングルベッド） 772

• スタッフ：職員 10,000 人以上、 
学生およびインターン 6,000 人

• 年間患者数：通院 345,000 人、 
入院 22,000 人、救急 65,000 人

• 機器の数：200,000 以上

BIM の概要：
• Revit モデル：総ファイル数 159 
（建築 41、データ 9、物流 6、 
設備 77、構造 26）

• モデルの平均サイズ：850 MB

• 作業セットの数：400

• Revit ファミリー：15,000 以上

• 詳細コンポーネント：4,000 以上

• 基本図面のシート数：6,756

• 改訂された基本図面のシート数： 
29,572

「モデルには膨大な量のコンテン 
ツが含まれており、医療機器だ
けで 20 万点以上ありました。
それを、他のビル設備と調整する
となると並大抵ではありません。
でも Navisworks を利用して
いたので、干渉を洗い出して分
離し、必要な修正をすぐに施すこ
とができました」

̶ David Goyne 氏
CannonDesign 社
シニア アソシエイト - VDC 担当リーダー


