
ゼネコンが BIM を 
採用するメリットとは
成果物の精度と 
予測可能性を上げることで 
収益性を高める



建設はリスクの高い事業です。
計画や施工準備の段階で、複雑な 2D プロセス
を手作業で行うと、ミスや漏れ、見落としなど
が発生しがちとなり、それが原因で予算やスケ 
ジュールを超過してしまうこともよくあります。

BIM ベースのワークフローに移行すれば、設計
と施工準備のプロセスを連携させ、成果物の精
度と予測可能性を高めることができます。 
Autodesk Architecture, Engineering & 
Construction Collection（AEC コレクション）
で、早い段階からリスクを回避してコストのか
かる手戻りを削減し、イノベーションを加速させ
ましょう。

本 eBook では、その方法をご紹介します。 



建設会社が高品質な建設プロジェクトを完成させ、 
収益を高めることのできる要因は 3 つあります。

01  プロジェクト品質を向上させて 
手戻りを削減する

02  コストのかかる遅延を回避して  
スケジュール通りに予算内で完了する

03   競争優位性を獲得して受注を増やし、 
プロジェクトのパイプラインを構築する

BIM ワークフローと Autodesk AEC コレクションを活用すれば、 
このような成功要因を実現できます。

プロジェクトの成果を改善する



主なポイント
 •  関係者間のコラボレーションと調整を効率化
 •  3D ビジュアライゼーションでプロジェクトについての明確な理解
とコミュニケーションを促進

 •  完全かつ施工可能なドキュメント
 •   構造設計や設備設計などのチーム間で潜在的な干渉問題を解決

BIM では、建物のディテールを細部まですべてモデル化できま
す。このモデルからビジュアライゼーションを作成することで、関
係者はどのような建物が完成するかについて着工前から明確に
理解できます。さらに、施工前からコストがかかる問題を特定し
て解決しやすくなります。BIM では計画、スケジュール、コストの
見積もりも効率的になり、プロジェクトの業務品質が高まり、最
終段階で望ましくない問題が生じるようなことがなくなります。

BIM プロセスを導入すべき理由

世界中の建設業界で 
手戻りにかかるコストは

2,800
億ドル/年
出典：FMI



Autodesk AEC コレクション
を選ぶべき理由
Autodesk AEC コレクションは、業界最先端の BIM および CAD ソフト
ウェアを搭載し、設計から施工までのプロセスを包括的にサポートしま
す。たとえば、次のように使用できます。

 •   BIM ソフトウェアの Revit を使用して、施工意図を 3D で効率的かつ
正確に把握

 •   施工準備段階で統合された 3D モデルを確認し、Navisworks でプロ
ジェクトの成果を適切にコントロール

 •  BIM ワークフローに移行後も、AutoCAD を使用して 2D での作業を
継続可能

•  AEC コレクションと Autodesk Construction Cloud のツールを組み合
わせて、建設のあらゆる段階でシームレスにデータを連携

主なポイント
 •  施工性やモデルの調整を分かりやすく可視化
 • コストとスケジュールのリスクを低減
 • BIM へのスムーズな移行に役立つツール



つまり、BIM ワークフローと AEC コレクションを組み合わせることで、 
次のことが実現します。

01 プロジェクト品質が向上
02 スケジュール通りに予算内で完了
03 受注が増加 

次に、それぞれのポイントについて詳しく説明しましょう。



プロジェクト品質が向上
BIM ワークフローとオートデスクのツールを使用すれば、デジタル技
術で問題を解決し、コストのかかる現場での手戻りを削減できます。
さまざまな分野を統合して干渉チェックを行うことで、プロジェクト
全体の品質を向上させることができます。また、施工モデルを使用し
て、設計意図のモデルにディテールを追加し、施工に備えることがで
きます。

 「チーム メンバー全員が 1 つのインテリジェントな 
Revit モデルで共同作業を行ったため、全関係者の意
見を取り入れながら建物の品質を高めることができ
ました。従来のソリューションでは、このように設計
のあらゆる側面を可視化することは不可能でした」
  Ahmed Al Khatib 氏 

Basler & Hofmann AG 社 
構造エンジニア
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02
スケジュール通りに予算内で完了
豊富なデータを備えた BIM モデルと AEC コレクションのツールを組
み合わせることで、スケジュールの精度や計画、物流管理を改善できま
す。たとえば、高度なシミュレーションを利用すれば、交通の流れのモ
デリングから重機の追跡まで、プロジェクトのさまざまな工程を視覚化
できます。Navisworks では次のことを行えます。

•  調整モデルの表示と分析
•  BIM 360 との統合による干渉の特定と解決
•  スケジュールおよびコストのシミュレーションの連携
•  着工前に遅延の潜在要因を削減

「高品質な成果を短期間かつ低コストで実現でき
るようになり、競争力が高まりました。かつては 120 
日かかっていた住宅の建築も、今では 60 日で完成
できます。従来と同じ資材とチーム構成で、すべて実
現しました」
  Peter Hutten 氏 

Van Wijnen 社 
ジェネラル・マネージャー



03
受注が増加
Navisworks Quantification を使えば、2D または 3D で数量拾い
を迅速に行い、タイムリーに正確な見積もりを提示できます。精度
の高い入札提案はクライアントにもメリットをもたらし、継続的な
受注につながります。

BIM データと、Autodesk Construction Cloud の施工準備ツール
を組み合わせれば、見積もりのワークフローが強化され、受注率が
増えます。調整モデルを Assemble に取り込むと、計画策定やプロ
ジェクト実施が効率的になります。

施工準備段階で詳細計画の策定に集中し
て取り組んだ Juneau 社は

85%
の再受注率を達成

https://connect.bim360.autodesk.com/juneau-preconstruction-services


次に、BIM と AEC コレクションの実際の使用事例をご紹介しましょう。設計
の初期段階や施工準備段階における、次の 3 つのプロセスを改善するうえ
で、どのように役立つかをご覧ください。

• 施工モデリング
• モデルの調整と干渉検出
• 資材の数量拾い



 
施工モデリング
2D から BIM に移行すると、施工前から設計を可
視化でき、確認できる情報も増えるため、先を見越
してプロジェクトを計画し、現場でミスや漏れが生
じないように回避することができます。

画像提供：KlingStubbins



変更を加えるたびにすべての図面を再作成する必要はあ
りません。建物の Revit モデル全体が自動的に調整されま
す。図面を 1 枚ずつ手動で更新する必要がなくなるため、
貴重な時間を節約でき、ミスや漏れも防ぐことができま
す。

メリット：
ミスや漏れを 
回避



BIM では、施工手順とスケジュールを最適化し、遅延を回
避できます。施工開始前や資材の納入前に物流上の問題を
特定し、手戻りを大幅に削減することができます。

メリット：
スケジュールを最適化



3D モデルを利用して現場をバーチャルに「歩いて」確認するこ
とで、2D の図面では見つけることが難しい問題を特定できま
す。施工前段階で早期に問題を解決できるため、現場でコスト
のかかる問題が生じないように回避し、遅延の生じる可能性を
最小限にできます。

メリット：
早い段階に問題を解決



BIM ワークフローなら、関係者全員が同じインテリジェント 
モデルで作業するため、プロジェクト チーム全体が変更や更
新を把握でき、変更依頼の件数が減ります。その結果、現場で
生じるミスや漏れが低減します。

また、BIM 360 のクラウドベースの問題管理ツールを使用すれ
ば、関係者間の責任範囲や作業内容をリアルタイムに確認で
き、タスクが明確になります。

メリット：
透明性の向上



「 最近のプロジェクトでは、深
刻な不整合を引き起こしかね
ない設計要素が、さまざまな
工程を経て干渉チェック段階
でようやく検出されました。
施工前に不具合を特定できた
ことで、手戻りにかかる可能
性があった 20 万ドルを超え
る費用を節約することができ
ました」

     Monica Emmons 氏 
Fortis 社 
BIM マネージャー

Fortis 社：  
BIM で手戻りのコストを削減

目的： 
納期が厳しいプロジェクトの場合に設計に紛れ込んでしま
うヒューマンエラーを削減

方法：
クライアントに 3D モデルの中をバーチャルに歩きながら
確認してもらうことで、施工前に問題を特定

成果：
コストのかかる施工段階の手戻りを回避し、数十万ドルを
節約

https://connect.bim360.autodesk.com/juneau-preconstruction-services
https://www.autodesk.com/customer-stories/fortis


モデルの調整と 
干渉の検出
2D から 3D モデルに移行することで、 
各要素の適合性を分かりやすく可視化できます。



BIM ワークフローでは、モデルを 1 つの 3D ビューに集
約できます。その結果、ミスや干渉を特定しやすくなり、
コストのかかる手戻りを回避し、プロジェクトの遅延を
最小限に抑えることができます。さらにプロジェクト モ
デルを BIM 360 に取り込めば、自動で干渉が検出され
ます。

メリット：
早い段階から 
干渉を特定



目的：
コロラド大学の研究施設の建設プロジェクトにおける計画
とコミュニケーションを改善

方法：
バーチャルな 3D モデルに集約することで干渉部分を特定
しやすくし、4D のスケジュールを作成して建物モデルとタイ
ムラインを連携させ、協力業者の調整を効率化

成果：
情報提供依頼の数を 780 件削減し、情報提供依頼の管理
コストを 58 万 5 千ドル節約して、プロジェクトのタイムラ
インを 6 ヵ月短縮

Mortenson 社：  
3D モデルで業務を効率化

「 BIM を利用すれば、建物の設計
だけでなく、施工プロセス全体を
モデリングできます。そのため、
当社の担当がプロジェクト管理
でも建物の施工でも、施工性の
解析、プロセスの調整、干渉の特
定、全プロセスのスケジューリン
グをすべてバーチャル環境で行っ
てから施工を開始できます」

    Derek Cunz 氏 
Mortenson Construction 社 
プロジェクト開発担当ディレクター  
LEED 認定プロフェッショナル

https://connect.bim360.autodesk.com/juneau-preconstruction-services


 
資材の数量化
統合された BIM ツールを使用すれば、 
2D シートまたは 3D モデルから自動的に 
資材の数量拾いを行えます。



紙面の文書で手動で計算する代わりに、ジオメトリに 
バーチャルにマークアップして正確な計算を実行できま
す。作業時間を節約し、コストのかかるミスを回避でき
ます。

メリット：
プロジェクト業務の 
予測可能性が向上



数量拾いとシミュレーションをデジタル ツールで行うことで、資
材の無駄を削減し、プロジェクトのサステイナビリティの目標を
達成できます。

メリット：
資材の無駄を削減



目的：
中南米で 2 番目に大きい病院の建設で調整を強化し、一貫性を向上

方法：
BIM モデルを使用してプロジェクトの資材に関する情報を収集・追
跡することで、関係者による変更の発生を防ぎ、変更依頼の件数を削
減し、調達にかかる時間を短縮

成果：
早い段階から必要な資材や機材について正確に把握し、早めに発注
することで、現場に納入されるまでの時間を 28% 短縮

Lexco 社：  
関係者全員が BIM で連携

「 空調設備などのリード
タイムが長い製品は、
納品までに通常 6 ～ 8 
ヵ月かかります。それが
今では、2 ～ 3 ヵ月早く
資材が届くようになり
ました」

     Jorge López 氏 
Lexco 社 
創立者兼社長

https://connect.bim360.autodesk.com/juneau-preconstruction-services


最後に
建設プロジェクトで構想から実際の建物を作り上
げることは、一生懸命努力すれば実現できるわけ
ではありません。何よりも重要なのは、スマートか
つ綿密に計画を立てることです。

BIM ワークフローと Autodesk AEC コレクション
を利用すれば、施工準備段階の不確実な当て推量
を排除することができます。早い段階から的確に意
思決定できるようになれば、確実にプロジェクトを
成功させることができるようになり、クライアント
の満足度や自社の収益も高めることができます。

https://www.autodesk.co.jp/collections/architecture-engineering-construction/overview
https://www.autodesk.co.jp/collections/architecture-engineering-construction/overview
https://www.autodesk.co.jp/collections/architecture-engineering-construction/overview
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