
ウィズ コロナ時代の「日常業務」

BIM 360 Design 投資対効果
お客様導入事例



画像提供：O’Mahoney Pike

- O’Mahoney Pike 社
BIM マネージャー/Eoin Prunty 氏、
ディレクター/Alexander Schoenmakers 氏
（英語）

安全なインターネット接続環境に
Web ブラウザーやスマートフォンがあれば
誰でも最新ファイルを表示して作業できます。
ワークフローが革新されました。

私たちは、BIM の導入をすべての設計プロセスへと拡大し、早期から BIM 
360 Design を取り入れたことで、業務のアジャイル性と回復力を実現でき
ました。

新型コロナウイルスの流行という前例のない非常事態のなか、私たちは
BIM 360 Design のおかげでビジネスを継続し、大切なクライアントに効果
的かつ効率的なサービスを提供することができました」

「Revit と BIM 360 Design を組み合わせると、複数のチーム メンバーがリモート環境でモデ
ルや図面を共有しながらリアルタイムに作業できます。オンラインでファイルを操作し、ファイル
に加えた変更が中央モデルに同期されます。
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「モデルのワークフローをセットアップ後、BIM 360 Design 
Collaboration モジュールのメリットは、すぐに明らかになりました。
モデルが更新されるとさまざまな色の「信号」によって、変更箇所や、
新たにリリースされたモデルセットが分かりやすく表示されます。

私たちのスタッフは、あらゆるデバイスからリアルタイムにモデルを操
作、編集できます。仕事をするためにオフィスや現場にいる必要はあ
りません。この機能は、リモートワークを導入しつつプロジェクトの効
率的な進行を維持するうえで非常に役に立ちました。また、会社のビ
ジネスも、BIM 360 Design のおかげで中断することなく継続するこ
とができました。

私たちのチームは、BIM 360 Design を使用

してオンラインでコラボレーションやコミュニ
ケーションを行うことで、ロックダウンやソー
シャルディスタンスの基準を守りながら、プ

ロジェクトの作業を継続することができまし
た。

- TES Group 社（英国ロンドン）

また、このソフトウェアによって効率的に作業できるようになったため、
現場作業員の数を削減し、パーツや機器をできる限り現場以外の場
所で製造することが可能になりました」



さまざまに異なるインターネット速度、チームの規模、ファイルサイズに柔軟に対応できるソフトウェア
が、私たちには必要でした。しかし数々のソリューションを検討しましたが、これに対応できるソリュー
ションはほとんどありませんでした。BIM 360 の導入前、大規模なプロジェクトチームはリモート環境
で作業を行う中で、最低限の基準に足並みを揃えなければならず、これによる制約が最大の問題と
なっていました。

BIM 360 は、複数のプロジェクトチームとデータをリアルタイムでつなげる、クラウドベースの統合プ
ラットフォームです。BIM 360 プラットフォームの一部である BIM 360 Design では、ネットワーク接
続が不安定でも設計モデルの同期を維持することができ、データが破損する心配もありません。

- SAOTA 社 BIM マネージャー/Enslin Joubert 氏（南アフリカ）（英語）

BIM 360 Design では、ネットワーク接続が不安定でも
設計モデルの同期を維持することができ、データが破
損する心配もありません。低速のインターネット接続を
使用しているメンバーがいても、問題ありません。デー
タのダウンロードに時間がかかる場合はありますが、
他のソリューションのように、データの破損や損失に
よって作業が停止することはありません」

BIM 360 Design のパワフルな管理機能と設計レビュー機能のおかげで、
SAOTA のプロジェクト ワークフローは、はるかに効率的になりました。

画像提供：Adam Letch 氏/SAOTA 社のプロジェクト（ケープ タウン）

https://www.autodesk.co.za/customer-stories/saota


画像提供：Buro Happold

「Revit Server では、モデルを開くのに 30 分～3 時間、
VPN で同期するのに 10 分程かかりました。
一方、BIM 360 Design では、モデルを開くのに 1 ～ 3 分、
同期に 20 ～ 30 秒しかかかりません」

Buro Happold 社デジタル設計部門アソシエイト プリンシパル/Paul McGilly 氏（ニュー ヨーク）

「新型コロナウイルスの流行が拡大していることが明らかになった頃には、Buro Happold ではすで
にクラウドで作業していたため、通常どおり業務を継続できました」クラウドと在宅勤務への移行に
よってエンジニアの生産性に影響があったかどうかを判断するために、ベンチマーク テストを実施した
ところ、Buro Happold のデジタル設計部門アソシエイト プリンシパルである Paul McGilly 氏は、ク
ラウド上のモデルにアクセスして自宅で作業する場合も、作業効率は低下しないことを発見しました。

https://redshift.autodesk.co.jp/global-architecture/


画像提供：OpenScope Studio

OpenScope Studio は、新型コロナウイルスが
流行する中で自宅勤務を効率的に進めるために、BIM 
360 Design をメイン ツールとして使用しました。

「BIM 360 Design は、シームレスな作業を実現する本当に優れたツールで
あることが分かりました。モデルの共有やデータの更新などについても、オフィ
スと変わりなく作業することができました。これは、本当に助かりました」

OpenScope Studio 社 Ian Dunn 氏（英語）

https://www.autodesk.com/redshift/online-architecture-work-from-home/


- Cebatec 社（BIM 流体設計事務所）CEO/Laetitia Laquais 氏（フランス）

「新型コロナウイルスの流行とロックダウンの状況下でも、Autodesk BIM 360 を使用する
ことで、スタッフは簡単にテレワークへ移行できました。

現在は、77% 以上のスタッフがテレワークで勤務しています。
私たちは、ほぼすべてのプロジェクトで BIM 360 Design を
使用していますが、おかげでクライアントやスタッフとのコラボ
レーションがとてもシンプルになりました。関係者全員が連携
を保ち、生産性を維持することができます」

画像提供：Cebatec 社 Laetitia Laquais 氏

https://www.autodesk.co.jp/redshift/remote-team-collaboration/


ミスが半分ほど減り、プロジェクト フェーズに
よっては完了までにかかる時間も約半分に
短縮しました」

- BIM マネージャー、プロジェクト建築士（ベルギー）

「以前は、社外の関係者と BIM モデルを共有する必要がある場合、会社のサーバーからモ
デルを書き出し、WeTransfer経由でモデルを送信していたため、それが相手側でいつ使用
されているのかは分かりませんでした。その後 1 ～2 週間後にモデルが送り返されるのです
が、その頃にはそのモデルのバージョンはすでに古くなってしまっています。

1 つのプラットフォームですべての関係者が共同作業できるようになったことは、そのような大
規模なプロジェクトで大きな効果を生みました。かつては他のモデル作成者の作業が終わる
まで待ったり、指摘事項が解決するまで待ったりすることに時間を浪費していましたが、そうし
た待ち時間がすべてなくなったのです。今では、すべてを一元管理できるようになりました。



-建築・エンジニアリングコンサルタント会社（欧州、中東）

BIM 360 Design のバージョン比較機能は、チー
ムがモデルや図面の変更点をすばやく効率的に
比較するのに役立っています。また、コメントを記
録、自動化、公開してチーム メンバーに割り当て
る機能を利用することで、作業時間が大幅に短縮
し、品質も向上しました。

「私たちは、共同作業に役立つクラウドベースの BIM 360 Design を早い段階から採用しました。
そのため、リモート ワークへ移行する間も、過去の経験に基づいて最大限シームレスにサービス
の提供を継続できました。クライアントと緊密にコミュニケーションしながら、現実に即した無駄のな
いプロジェクト マイルストーンを守ることができたのです。

さらに、データ転送に BIM 360 を使用したところ、クライアントとコンサルタントの
間で効率的かつ安全に情報を共有できました」



-建築エンジニアリング会社（スペイン）

「BIM 360 Design にはとても満足しています。
以前の業務方法にはもう戻れません。
このソフトウェアで、ビジネスはガラリと変わりました」

新型コロナウイルスの影響で、このスペインの会社では数人の従業員が 2 ヵ月間
にわたり在宅勤務を余儀なくされましたが、リモートワークに適したインフラが整って
いなかったため、業務は満足に進みませんでした。同社はその後、リモート環境で
設計の共同作業を行えるように BIM 360 Design を導入しました。

オートデスクの営業担当者やテクニカル コンサルタント、サポート担当者と何度か
話し合った後に BIM 360 Design を導入し、利用を開始しました。そしてビジネス
を継続していくうえで、このソフトウェアがどれだけ役に立つかを実感しました。



新型コロナウイルスの影響で、ある建設・エンジニアリング会社の生産
性は大幅に低下しました。リモート ワークが急に必要になったにも関わ
らず、IT インフラの対応が追いつかなかったからです。

そこで急遽、BIM 360 Design を導入し
たところ、モデルのやり取りや統合にか
かる作業が減り、納期を守ることができ
るようになりました。これは、過去の IT イ
ンフラでは到底不可能なことでした。

BIM 360 Design の導入後、この建設会社には明らかなビジネス価値
がもたらされました。そこで同社はすべてのユーザーがその後も引き続
き利用できるように、ライセンスを購入しました。



パリを拠点とするこの設計事務所は、中国とフランスの国際プロジェクトに取り組んでい
ます。このプロジェクトの大部分は BIM プロジェクトで、チーム メンバーは誰もが Revit 
の経験者です。彼らの声をご紹介しましょう。

BIM 360 Design は、リモート ワークにとても
役立っています。メンバーが個々に Revit の
中央モデルで作業を行い、簡単に同期できま
す。オフィスで作業するのと変わりません。



BIM 360 Design が、
設計チームの連携を強化し
プロジェクトの進行を維持
するうえで役立つ理由を
ご説明します。
担当者へのお問い合わせ

お問い合わせ >

AUTODESK®

BIM 360® DESIGN

Revit で、どこからでもシームレスにコラボレーション。

BIM 360 Design を導入すると、建設チームは Revit モデル
でリアルタイムかつ安全にコラボレーションできます。

どこからでも場所を選ばず、設計の進捗状況を明確に把
握しながら、柔軟に作業を進めることが可能になります。

BIM 360 Design 30 日間無償体験版

今すぐお試しください >

https://www.autodesk.com/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
https://www.autodesk.com/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration
https://www.autodesk.co.jp/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration/contact-us
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial/
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