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会社名

HFB 社
所在地
オランダ、ロッテルダム
ソフトウェア
Revit®
ReCap 360™
BIM 360™ Glue®
BIM 360™ Field®
3ds Max®
Stingray
Navisworks®

「テクノロジーは今や、イノベー
ションを阻害するものではなく
牽引するものです。現在利用で
きるテクノロジーを導入しよう
としたとき、最大の課題になる
のは、法律やプロセス、コミュ
ケーション方法、変化に対する
拒否感です」

̶ Sharif Ben Chamach 氏
HFB 社副代表

HFB 社：人とテクノロジーを 
第一に考える

BIM を導入するなら今が絶好の時期

画像提供：HFB 社

HFB 社は、オランダのロッテルダムにある総合 BIM 
サービス会社です。同社では BIM のような、人と人
をつなぐテクノロジー アプリケーションで社員が連
携しています。同社の経営陣が強調するのは、毎月
定例の HFB「ランチ ミーティング」で社員が発表す
る成果のすばらしさです。このランチ ミーティング
では、BIM の活用例について、誰もが熱意を持って
発表できるようになっています。こうした状況を考
えれば、HFB 社がオランダで最も優れた BIM 対応
企業に選ばれたのも不思議ではありません。

一般住宅から都市設計まで
HFB 社が劇的に変化したのは 2008 年の金融危機
がきっかけです。このとき同社のリーダー陣は、最新
のテクノロジーを採り入れなければ、今後も成功を
収めていくことはできないと気付きました。HFB 社
のディレクター、Rob van Dorp 氏は、一部始終を目
の当たりにした人物です。「2008 年当時、当社は数
ある建設会社のひとつでしかありませんでした。危
機に見舞われて、今の状況に対して行動を起こさな
ければ今後が困難になると気付いたのです」
数々のテクノロジー ソリューションを検討した結
果、同社は、BIM 360 製品ラインが、新規プロジェク
トを獲得して事業領域を継続的に拡充していくのに
最適なツール セットだとの判断に至りました。Van 

Dorp 氏は次のように語っています。「それまで当社
は、比較的シンプルな住宅建設に業務を限定してい
ましたが、今では研究施設や病院、オフィス ビルの
設計はもちろん、都市の中心部を丸ごと設計する事
業も手がけられるようになりました。古い建物を再
生するリノベーション プロジェクトにも乗り出して
います。BIM 360 Glue、BIM 360 Field、Revit を使っ
ているので、コミュニケーションが全面的にスムーズ
になりました」

絶好のタイミング
HFB 社副代表の Sharif Ben Chamach 氏は、既存の 
BIM テクノロジーを導入するなら今が絶好のタイミ
ングだと考えています。「テクノロジーは今や、イノ
ベーションを阻害するものではなく牽引するもので
す。現在利用できるテクノロジーを導入しようとした
とき、最大の課題になるのは、法律やプロセス、コ 
ミュケーション方法、変化に対する拒否感ですが、 
HFB 社はこうした問題に正面から取り組んでいま
す。突き詰めれば、BIM とは情報を管理し共有する
ことだからです」製品ラインナップをフル活用する
と、BIM 360 がそれまでにない方法で補完されま
す。事業開発からコラボレーションまで、「3ds Max 
や Stingray などのオートデスク ソフトウェアでは、
バーチャル リアリティで画像を作成できます。この
機能はクライアントへの説明に欠かせません」
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「社員は業務の進め方を変える必要に迫られましたが、 
今ではすべてのプロジェクトが BIM を中心に回っています」

コンサルタントという新しい役割
組織に BIM を導入するには、社員全員にそれを受け
入れる姿勢が必要です。Ben Chamach 氏は次のよ
うに説明しています。「誰かに釘と木材を渡して家を
建てろと命じていたのは過去の話です。必要な材料
と指示を提供すれば、プロセスは提供された側で知
ることができます。これが今のやり方です」この手法
を定期的に拡大したことで、HFB 社は、新しいテクノ
ロジーを導入しようとしている他の組織に、コンサ
ルタントやガイダンスを幅広く提供できるようにな
りました。
Ben Chamach 氏はこの重要性を強調しています。
「BIM を適用すると、計算担当や作業計画担当、
施工担当といった既存の役割が変化します。誰もが
情報を監視し入手できるので、チームがまとまり、
互いに協力しやすくなります。同時にボトルネックも
明らかになります。誰が何をしているかが全員にわ
かるので、事前に合意した作業が遅れている人がい
れば、全員が認識できます。透明性の高さに慣れる
必要も少なからずあるわけです」BIM によるコラボ
レーションにより費用対効果の大幅な向上というメ
リットが何度となく得られるため、透明性の高さに
もすっかり慣れています。プロジェクトは予算内でス
ケジュールどおりに進み、チームはシームレスに連携
できます。

実践で活躍する BIM

サマータイム プロジェクトは、設計を Search 
Architecture 社と Urban Planning 社が、施工を BAM 
Woningbouw Amsterdam 社が担当する事業です。 
BIM を駆使して高い成果を収める HFB 社の手法がわ 
かる一例でもあります。独特な共同住宅で、建物の角 
にひとつとして同じものはありません。プロジェクト  
マネージャーの Jeroen Horlings 氏は次のように述べ 
ています。「このプロジェクトは意匠設計と詳細設計 
を Revit で行い、Naviswors を使用してシミュレー 
ション、干渉制御、数量拾いを実施しました」BIM 360 
Field は、建設現場に革命を起こす製品です。「プロ
ジェクトの中心は今や BIM です。安全性チェックリ
ストから検査管理、材料の確認からサプライヤーの
管理まで、すべて BIM 360 Field で行えます」

BIM 対応の最優秀企業
BIM は HFB 社にいくつもの恩恵をもたらしていま
す。オランダでは毎年、高い名声を持つ国内のリー
ダー企業によって構成された審査団が成功を収めた
企業を選んで表彰する、National Business Success 
Award が開催されています。HFB 社はこの強力な審 
査団によって、建設業界部門の絶対的スペシャリスト 
に選出されました。それだけではありません。オラン
ダの BIM 対応企業最優秀賞にも輝いたのです。

Van Dorp 氏は誇らしげに、この受賞はまぐれではな
い、HFB 社のチームの努力のたまものだと語ってい
ます。「BIM 賞の受賞は、ビジネス キャリアで最高の
出来事のひとつです」

BIM 360 の詳細は、次の URL を参照してください。 

http://bim360.com

HFB 社について
HFB 社はロッテルダムを拠点
とする、総合 BIM サービス会
社です。2008 年に 5 名の社員
で始まった同社は、今では 65 
名の社員を抱えるまでに成長
しました。HFB 社は、組織の立
ち上げから管理、維持までを 
サポートし、BIM のコンサル 
タントとして、テクノロジーと
コミュニケーションの面で相談
に応じています。この点を高く
評価された結果、先日、オラン
ダの BIM 対応企業最優秀賞に
選ばれました。
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