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米国での BIM 導入率1

74% 70% 64%

エンジニア意匠設計者施工会社

45%
の増加

3
過去

年間で

400%
の増加

5
過去

年間で

米国で BIM を非常に高度に活用している
施工会社の 67% が、25% を超える投資対
効果を得ていることが報告されています267%

北米における BIM の普及状況

BIM（ビルディング インフォメーション モデリン
グ）はもはや当たり前のものになりました。BIM 
を取り入れる動きは世界的に広がっています。ま
だ BIM を業務に取り入れていない意匠設計者や
エンジニア、プロジェクト関係者までもが、近い将
来、BIM プロセスの影響を大きく受けることになる
でしょう。建設業界では、設計段階の正確性や効率
性を改善し、また生産性やプロジェクトの収益性を
向上させるために、BIM プロセスへの移行を推し
進めてきました。

その一方で建築設計のプロフェッショナル
たちは、BIM への投資から最大限の価値
を引き出し、良好な投資対効果（ROI）を実
現したうえで最終的な収益も上げること
が、難しいと感じているかもしれません。
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BIM は、単なるテクノロジーとプロセスではありませ
ん。「人工テクノロジーと、これを社会に導入すること
で社会制度にもたらされる結果の組み合わせ」であ
る、社会技術システムです3。BIM の技術面での価値に
より、導入者間でコラボレーションが促進されますが、
これは BIM の社会的価値に付随する要素にすぎませ
ん。調整のとれた業務の進め方と制度・文化的な枠組
み、これこそが BIM の真の価値です。

設計のプロフェッショナルの 4 分の 3 が、BIM に投
資してプラスの ROI を得たこと、さらに BIM が深
く浸透するほど収益が高くなったことを報告してい
ます4。また BIM を導入すると、チームのコラボレー 
ションが促進され、コスト削減につながることも調査
で明らかになっています。これが、孤立した BIM と 
ソーシャルな BIM の違いです。

設計コラボレーションに対する投資

設計コラボレーションにどれだけ投資するかが、プロジェクトの成功に直接影響します5

ただし成功するためには、克服しなければならない課題がいくつかあります5

69%
プロジェクトにおける組織間でのコラボレーションに 
オンライン コラボレーション ツールを使用したこと 
がある組織

59%
生産性向上につながる最新テクノロジーを「早期導入」 
していると自認している組織

37%
施工会社、サプライヤー、クライアントが最新技術をより迅速
に導入すれば、建設業界の生産性が向上する大きな可能性が
生まれると回答した組織

19%
プロジェクトにおける組織間でのコラボレーションにオンラ
イン コラボレーション ツールを組織全体で日常的に使用し
ている組織

73%
設計・入札・施工プロセスの生産性
には改善の余地があると回答した
組織

20%
協力会社やサプライヤーとのコラボ
レーションや情報共有における障壁
が最大の課題であると回答した組織

14%
生産性向上を阻んでいる最大の 
障害は、時代遅れのテクノロジーや
ツールであると回答した組織



建築・建設業界の 
コラボレーションを 
促進する  
4 つのトレンド
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建築・建設業界は "つながった" BIM を積極的に活用トレンド 1

歴史的に見ると、これまで重要だったのは BIMの M（モ 
デリング）でしたが、今はそれが I（インフォメーション）
へと急速に変わりつつあります。情報が重要視される今
の状況と、情報の共有が効率的に行えるようになったこ
とから、プロジェクト チームは、かつては不可能だった方
法で連携できるようになりました。

"つながった" BIM の時代を特徴づけるものは、プロジェ
クトを中心とする総合プロセスです。個々のファイルやア
プリケーションではなく、開始時点からプロジェクトを
中心に据えて業務を推進します。テクノロジーによって意
匠設計、エンジニアリング、施工の各チームのつながりが
強化され、どこからでも豊富な情報にアクセスすること
が可能になります。

データ、システム、プロジェクト、チームなどがクラウドに
よってつながります。そのため、すべてのプロジェクト要
素と全関係者が常に連携し、最新のファイル、設計、プロ
ジェクトの業務にもすぐにアクセスできます。常に "つな
がった" BIM においては、リアルタイムでプロジェクトの
コラボレーションを行い、世界中のチームが時差を最大
限に活かしながら常にプロジェクトの作業を進めていく
ことができます。

プロジェクトの進め方がますますコラボレーション型に
現在、デザインビルド方式、ジョイント ベンチャー、インテ
グレーテッド プロジェクト デリバリー（IPD）、官民パー 
トナーシップ（PPP）など、コラボレーション型のプロジ
ェクト推進方式の需要が高まり、注目を集めています。 
設計段階以外に目を向けると、建築関連製品のサプラ
イ チェーンは自国だけで完結せず、ますます国際的にな
ると見られ、世界規模となる可能性もあります6。その結
果、建築・建設業界の設計会社は、ジョイント ベンチャー 
のパートナーシップ契約でさまざまな要件に直面し
ます。たとえば、関係者が 1 箇所に集まる必要性、共有 
サーバーの要件、バージョン管理、一元的なフィード 
バックの仕組みなどが挙げられます。

こうした共同作業で進めていくプロジェクトの設計段
階においては、建築会社とエンジニアリング会社が容易
にコミュニケーションやデータ共有を行うことで、効率
の良い意思決定を可能にする必要があります。コラボ 
レーション型のプロジェクト推進方式が標準的になり
つつあるなか、こうした業務の進め方を支援する技術ソ 
リューションも建築・建設業界のプロフェッショナル向け
に開発が続けられています。

BIM への投資から最大限の価値を引き出すには、 
どうすればよいでしょうか？ 
まずは建築・建設業界に影響を及ぼしている 4 つの 
トレンドについて理解しましょう 

トレンド 1 トレンド 2

「コラボレーションに BIM 360 Design を使っ
たところ、ブラウン大学に新しく建設するエンジ
ニアリング リサーチ センター（IPD）プロジェク
トの期間を 20% 短縮し、コストを 90% カット
することができました」

「Autodesk BIM 360 Design をチーム同士の
コラボレーションに利用しているおかげで、クラ
ウドベースの BIM プロジェクトの生産性が最
大 25% アップしています」

BuroHappold 社、Paul McGilly 氏

Corstorphine + Wright 社、アソシエート/BIM マネージャー、Anthony 
Woodsford 氏



建築・建設業界はクラウド テクノロジーの恩恵を受け、
コラボレーションやデータ管理のソリューションを積
極的に活用しています。クラウドは今や日常生活のあら
ゆる面に普及しています。常に連絡が取れ、いつでもどこ
からでも情報やデータにアクセスできる環境は、すっか
り当然のものとなりました。クラウド ソリューションの
おかげで、私たちはどこにいてもアイデアが浮かんだ瞬
間に作業することができます。
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「チーム メンバーとの距離が 5 フィートでも、 
2,000 マイルでも同じように共同で作業でき
ます。おかげで、多くの設計案を出し合い、問
題を取り除き、（設計）作業を着々と進めるこ
とができています」

Fentress Architects 社、Corey Ochsner 氏

クラウドベースのコラボレーションにより、BIM プロセス、新しい 
プロジェクト推進方式、そして接続性の需要がますます到来

クラウドの成熟

トレンド 3

トレンド 4

BIM でのコラボレーションには情報だけではなく、さ
まざまな要素があります。プロジェクト チームの構成メ
ンバーもそうですし、決定事項、情報更新、伝達内容を
同時かつ即座に適用し、フラグを設定し、追跡するため
に必要な、リアルタイムで共同作業が行える共有スペー
スも、コラボレーション要素の一部です。業界では、設
計・施工を統合したアプローチへの移行が進んでいるト
レンドを反映し、外部関係者とのコラボレーション プロ
セスの整備や、通信インフラへの投資が優先事項として
進められています。BIM のコラボレーション能力を最大
限に引き出すには、延々と続くメール送受信より優れた
連絡手段や、作業空間およびデータを統合した場所を
提供するソリューションが必要です。適切なクラウド ソ
リューションを採用することで、計画から設計、施工、運
用まで続くプロジェクトのライフサイクル全体にわたっ
てワークフローが統合され、コミュニケーションの障壁
が取り除かれるため、リアルタイムのコラボレーション

が実現します。クラウドベースのコラボレーション ツー
ルは、設計の中断や手戻りを最小限に抑えるうえで役に
立ちます。

「ジョイント ベンチャーやプロジェクト パー
トナーとシームレスに情報を共有するとい
うことにこそ、ビジネスの未来の姿がありま
す。BIM 360 Design なら、その未来を今こ
こで実現できます」
Newman Architects 社、Leo Gonzales 氏



連携性、コラボレーション、クラウドが設計業務に与える影響
建築・建設業界においてこうした 4 つのトレンドは顕著で
はあるものの、設計業務の進め方やこうしたトレンドの活
用方法への影響は、まだ発展途上です。

コラボレーション方式の設計では、従来とは異なる作業ス
タイルが求められます。設計者やエンジニアは、特定のワー
クステーションやオフィス、デスクで作業する必要がありま
せん。テクノロジーにより制約が取り除かれ、どこからでも
データや情報にアクセスできます。ますます多くの建築・建
設チームが、会社の複数の支社や自宅、外出先のカフェな
ど、それぞれが離れた場所にいながら協働作業を進めるこ
とができます。チームが物理的に同じ空間にいる必要がな
いため、プロジェクト チームをひとつに統合し、建築設計プ
ロセスに必要な標準仕様やルールもすべて取り入れること
ができます。ただし仮想空間で協働するチームには、遠隔地
の関係者も含めて最も効率的な方法で作業を進めるため
に、一元化されたコラボレーション ソリューションが必要と
なります。

建築・建設業界を牽引するトップ企業はクラウド テクノロ
ジーを積極的に活用し、リモート データ管理プロセスを
実現しています。現代の設計環境の中心には、クラウド上で
共有、追跡、アーカイブできるリアルタイムの情報がありま
す。3D モデル データからプロジェクトでのやり取り（メール
や注釈）まで、あらゆるデータがここに含まれます。非常に重
要なことは、チーム メンバーがあらゆる場所やデバイスか
らこうした情報にアクセスできるようにすることです。コラ
ボレーションは、プロジェクト メンバー全員の間で行う必要
があります。主要設計・エンジニアリング会社、そのコンサル
タントや各専門分野を担当する企業、プロジェクトの関係者
（施主や行政機関、クライアントの代理人など）を含む全員
です。

この全員がどこからでも、設計の専門知識がなくてもコラ
ボレーションに参加できる、共有ワークスペース環境が必
要です。そのような環境があれば、世界中の専門分野の協力
会社をコラボレーション チームに招待することが可能にな
ります。いつでもどこからでもアクセスできる環境のおか 
げで、データの不整合は早期段階で特定されるため、プロ
ジェクトの終盤になってから予算内に収まるように要素を
取り除く作業が減少します。またチームは、設計プロセスの
早期から相互に承認したソリューションでコラボレーショ
ンすることが可能になります。こうした業務の進め方が可能
になるため、どこからでもアクセスできるコラボレーション 
ソリューションにより、経費削減が実現します。
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コラボレーション テクノロジーで実現する新しい作業方法
BIM の利点をフルに引き出すには、効果的なコラボレー 
ションが鍵となります。オートデスクの中核的な BIM のた
めの設計ソフトウェアである Revit® では、ワークシェアリ
ング機能により、複数の作業者が共有モデルに同時にアクセ
スできます。ワークシェアリングには、共有モデルにその場
で完全に同時アクセスできるモードから、プロジェクトを個
別の共有ユニットに正式に分割するモード、さらにはプロ
ジェクト要素またはシステムを完全に分離して、個別に管理
するリンクされたモデルにするモードまで、あらゆるコラボ
レーション モードが揃っています。そのため、チームはワー
クフローやプロジェクト要件に基づいてコラボレーション
とコミュニケーションに最適な方法を選ぶことができます。

このモデル レベルのコラボレーションは BIM の真髄です
が、プロジェクト参加者は共有サーバーを介して接続する必
要があります。建築プロジェクト チームは、メンバーが柔軟
にプロジェクトに参加でき、複数の拠点や企業がアクセス
可能で、モビリティに優れている機能を必要としています。

真のコラボレーションを実現する設計ソリューションには、
こうしたハードウェア要件や、ファイアウォールにより生じる
障害はありません。つまり、複数の独立したネットワーク間で
リモート ワークシェアリングができます。建築・建設業界は、
外部の関係者との真のコラボレーションと、そのために必
要なテクノロジー インフラの導入に注力した結果、以前よ
りも外に開かれた形となりました。

建築・建設業界では過去数年間にわたり、外部関係者との
コラボレーションを実現する BIM プロセスの開発に対し
て優先的に投資を行ってきました。現在ではますます多く
の企業が、プロジェクトチームのより良いコラボレーション
がもたらすメリットを享受しています。最近の調査では、こ
のようなメリットがあったと回答した組織の数が、2012 年
の 31% から 2014 年には 49% へと増加しています7。外
部関係者とのコラボレーションを実現する BIM プロセス
の開発には多額の投資が行われています。2012 年の 33% 
から 2014 年には 54% へと増加しました8。BIM プロセス
で真のコラボレーションを実現した場合に得られる投資
対効果は、「孤立した BIM」では得ることができません。 
データ管理インフラに投資してモデル共有を改善し、モデ
リングの共同作業におけるワークフローや作業方法を最
適化したり、モデルにいつでもどこでもアクセスできるよう
にする動きが、BIM の導入が進むにつれて起こっています。

クラウド環境でコラボレーションができる能力があること
は、建築・建設業界の他の組織から提携先として選ばれる
要因となっています9

81%

28%

53%

プロジェクト チームを 
編成する際に、この点を 
ある程度考慮する組織

必須条件としている 
組織

強く推奨している組織

「米国の BIM 導入は遅い方でしたが、『ソー 
シャル』なコラボレーション型の BIM を実現す
るテクノロジーは早くから導入されてきました。
この動きが促進されている理由の一部に、広大
な国土ゆえの地理的な問題があります。プロ 
ジェクトと常につながりを持てることに対する 
需要はありますが、南部の州で BIM の導入は少
し遅れています。BIM を実施するうえで、コラボ 
レーション テクノロジーは大きな役割を担って
います。ただし米国では BIM がまだ一般的に 
ヨーロッパほどは普及していません。 
「また最近は、建物のライフサイクルを考慮し、
「最終形」を念頭に置いて設計を行う傾向が表
れ始めています。たとえばエネルギー消費コス
トを制限する、セミスマート仕様にすることを検
討するなどです。最終的には、建物自体から収
集できる情報を分析して保守管理を調整し、パ
フォーマンスを最適化できるようになることが
目標です」

Autodesk USA、シニア テクニカル セールス スペシャリスト AEC、Joe Gould



シームレスな 
設計コラボレーションが 
収益性の向上に 
役立つ 9 つの理由



施工会社は、プロセスの早期にモデルにアクセスして干
渉を検出することができます。施工段階で干渉やエラー
が検出されると、BIM プロジェクトで設計段階に潜在的
な問題を特定した場合と比べて 13 倍の費用がかかりま
す12。現場で干渉を解決すると約 1,100 ドルの費用がか
かりますが、BIM で解決すれば約 90 ドルしかかからず、
大幅に費用を節約できます13。

プロジェクトの遅延や予算超過が発生した原因が、コ 
ミュニケーション不足やプロジェクト、データ、ドキュメ
ントの管理が不適切なことで引き起こされた人為的な
ミスだということはよくあります14。ひとつで完結したコ
ラボレーション型の建築設計ソリューションを取り入れ、
頻繁かつ正確に分析を実行できるようになると、人為的
ミスは大幅に低減します。BIM のコラボレーション テク
ノロジーにより、CAD 図面の手戻りは 48% から 2% ま
で低減します15。
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プロジェクトのエラーを低減し、データの競合を最小限に抑える
施工段階で発生する手戻りにかかる費用は、プロジェ
クト費用全体の 5 ～ 15% にも上ります。建築設計段
階でエラーを削減することは、すべての建築・建設会
社の目標となっています10。BIM を導入すると、それ
だけでもプロジェクトのエラーは低減されますが、そ
の効果はコラボレーション プロセスを改善するとさら
に膨らみます。McGraw Hill Construction 社による 
SmartMarket Report『The Business Value of BIM 
in North America』（北米における BIM がビジネスに
もたらす価値）の調査では、アンケートに回答した意匠設
計者の 57% が、BIM のもたらした最大の利点はド 
キュメントのエラーや抜けが低減したことであると答え
ています。BIM を活用することで、早期段階からエラーや
抜けを削減し、手戻りを防ぐことができます。これが、コス
トが大幅に削減して収益が伸びる要因のひとつとなりま
す。McGraw Hill Construction 社のレポートによれ
ば、「手戻りの削減は、ドキュメントのエラーや抜けが低
減するという（BIM の）最も重要な利点がもたらした具
体的な成果」であり、意匠設計者の 45% が BIM の最
大の利点にこの項目を挙げています。

しかし、分散したチームやジョイント ベンチャー プロジ
ェクトなどの新しい形態の業務では、プロジェクト チー
ムが BIM のすべての利点をフルに引き出すことが難し
くなることがあります。複数のチーム メンバーが地理的
に離れている場合は、クラウドベースのコラボレーショ
ン ソリューションが非常に役に立ちます。チームは必要
なときにリアルタイムでコミュニケーションやデータ共
有を行うことが可能になり、BIM の利点が活かされま
す。

建築・建設業界のプロフェッショナルの 33% が、常に最
新のドキュメント一式にアクセスし、最新情報を入手す
ることが、プロジェクトを実施するうえでの課題であると
回答しています。また 32% が、いずれかのメンバーが間
違ったバージョンを使用してしまう可能性について懸念
しています11。プロジェクトの通信ログが保持され、バー
ジョン履歴を追跡できるクラウド ソリューションがあれ
ば、正確な変更内容が全関係者に示されるだけでなく、
全員が作業に使用するマスター モデルにも変更内容が
反映されます。

利点 1

クラウドを活用した "つながった" BIM がプロジェクト チー
ムにもたらす利点の大きさは、測定可能です。シームレスな
設計コラボレーションが収益性の向上に役立つ 9 つの理由
をご紹介しましょう。

BuroHappold 社、Paul McGilly 氏

「従来のプロジェクトの場合、設計会社
が受ける変更申請の数は、何百とまで
はいかなくても何十にも上ります。ブ
ラウン大学の新しいエンジニアリン
グ リサーチ センター プロジェクトで 
BuroHappold 社が受けた変更申請
は 1 桁でした」
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利点 2

プロジェクトがより速く完成
大規模投資プログラムの 60% 以上が、費用および
スケジュールの目標を達成することに失敗していま 
す18。従来のプロジェクト業務プロセスは非効率
で、多大なコストと時間がかかります。より効率的な 
BIM のワークフローでは、プロジェクトのタイムラ
インを効率化して全体のコストを下げることができ、
プロジェクト関係者全員に利益がもたらされます。
クラウド対応のコラボレーション ソリューションと 
BIM を組み合わせると、建築設計プロセス全体にわ
たってプロジェクト チームの作業時間を短縮できま
す。設計者は設計要素をすばやく反復検討できるた
め、たとえば建物の性能の評価や最適化、顧客から
の要求への対応、設計段階の早期における解析やシ
ミュレーションの実施などを行い、プロセスの早期
段階で潜在的な問題を修正することができます。ク
ラウドベースのコラボレーション ソリューションで
は、BIM で直接作業を行う人も、設計変更を確認し
て承認する人も、チーム メンバー全員がリアルタイム
で作業に参加できるため、ワークフローが飛躍的に
スピードアップします。

日常的な設計更新はクラウドを介して継続的にチー
ムに通知されるため、メンバーが実際に集まって行
う会議では、日々の進捗よりも重要な、将来に関わる
事項の話し合いに専念できます。コラボレーションの
利点を活用しながら、日々の作業をクラウドに移行さ
せます。クラウドは、従来の作業方法に革新をもたら
すテクノロジーです。

利点 3

作業場所を選ばないので 
生産性が向上
クラウド サービスによってリモートに保管され
ている膨大なデータにアクセス可能になり、また
モバイル デバイスや多機能なモバイル アプリ 
ケーションが普及したことで、プロジェクト チー
ムはどこからでも全プロジェクトデータにアクセ
スできるようになります。°更新内容をプロジェク
トの全関係者に対して即時にプッシュできる通
信機能によって、BIM プロセスが劇的に変わり
ます。関係者とのコミュニケーションが簡単にな
り、関係者はプロジェクトが更新されるたびに リ
アルタイムで認識して承認できます。また、外部の
メンバーも含むプロジェクト チームにおいて真の
コラボレーションが実現します。

チームは会社などの同じ場所に集まらなくても
生産性を保つことができます。従来よりも効率的
になり、最終的には収益にプラスの影響が出ます。
建築・建設業界のプロフェッショナルの約 40% 
が、会社の生産性を向上させるため、またはコ
ストを削減するために最も重要な要因のひとつ
は、すべてのドキュメントにあらゆるプラット 
フォームのデバイスからオンラインでアクセスで
きることであると回答しています20。人々はどこか
らでも作業できる環境を求めています。これには、
モバイルでの作業に合わせて最適化されたアプ
リが必要となります。

「ここまで複雑なプロジェクトを遂行するに
は、世界中から有能な人材を集めなければ
なりません。当社では、サンフランシスコ、 
ニューヨーク、メルボルン、ニューデリー、ドバ
イのメンバーでチームを組み、コラボレー 
ションしています。全員が設計の更新内容を
リアルタイムで確認することができます」

「BIM 360 Design は、究極のコミュニケー
ション ツールです。今までにない方法で情報
フローが強化され、作業を迅速に完了できま
す。たとえばこのプロジェクトでは、モデルと
図面を納品するまでの時間を 35% 以上削
減できました」

Woods Bagot 社、設計テクノロジー担当リーダー
Pardis Mirmalek 氏

McCarthy Building Companies 社、VDC マネージャー、 
Enrique Sarmiento 氏

工期どおりに完了したプロジェクト19

予算内で完了したプロジェクト19

20.5% 33.35%

46.8% 37.2%

行政機関 民間企業

行政機関 民間企業

工期どおりに完了したプロジェクト19

予算内で完了したプロジェクト19

20.5% 33.35%

46.8% 37.2%

行政機関 民間企業

行政機関 民間企業



シームレスな設計コラボレーションが収益性の向上に役立つ 9 つの理由 | 13
      

利点 4

IT コストが低減
クラウド ソリューションにより、ユーザーはさらに迅速
に作業に取り掛かることができます。また、設定に時間が
かかるオンプレミス型の IT システムにはない、さまざま
な利点がもたらされます。しかもオンプレミス型のシス
テムには先行投資が必要で、システムを管理する IT ス
タッフなどの運用コストもかかり続けます。FTP を使用
するなどの回避方法では、ネットワーク トラフィックが重
くなったり、サーバー上でデータの重複が生じる可能性
があります。建築・建設業界のプロフェッショナルの約  
3 分の 1 は、設計や建設のプロジェクトで複数のソフト
ウェア ツールを使用したためにデータの重複が起きた
ことがあると回答しています19。

クラウド型のコラボレーション ソリューションはすぐに
導入でき、プロジェクトや関係チームの規模に合わせて
拡張や縮小ができます。ワークスペースをクラウド上で
ホストすることで、リアルタイムの同期した設計が可能に
なります。この形態は現在進行中のプロジェクトや次の
プロジェクトにすぐに導入することができます。

BIM プロジェクトをオンプレミス型のソリューション
のみで運用すると、現場にいないチーム メンバーがモデ
ルにアクセスすることが難しくなるため、合同で行う修
正作業に問題が出てきます。意匠設計者、エンジニア、施
工会社がそれぞれ自社サーバーを使用する場合もあり
ますが、誰が中央モデルをホストするか、誰がデータベー
スの責任を負うか、どのように関連費用を分割するか、な
どについて決定する必要があります。サーバー間やワー
クステーション間での 3D モデルの同期が不十分だと、
時間と費用もかかります。

プロジェクトの施主や関係者など、BIM で直接作業し
ない人物と共有する際に、オンプレミス型のソリュー 
ションでホストするモデルへのアクセスを提供すること
は、こうした関係者が技術図面を読むために必要なソフ
トウェアの使用方法を知らないことがあるため、理想的
なソリューションではありません。このような環境が原
因でフィードバックが遅れる可能性があります。一方、ク
ラウド型のコラボレーション ソリューションでは、外部
のチームメンバーは簡単に入手できるビューアを使って
ログインして 3D モデルを確認できるため、フィードバッ
クのスピードも正確性も改善されます。

Newman Architects 社は、VPN を使った回
避策は回線も重く費用もかかり、設計者は使用
時にストレスを感じており、さらに IT リソース
に著しい負荷をかける原因となっていることを
発見しました。

「私たちが本当に必要としていたのは、自社の IT 
リソースに不適切な負荷をかけることはなく、財
政的な制約のなかでプロジェクトの管理や性能
の要件を満たす、拡張性に優れたソリューション
でした」
Newman Architects 社、建築設計者兼 BIM マネージャー、 
Leo Gonzales 氏
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利点 5

仮想空間で 1 箇所に集まり、コストを削減
BIM の主要な利点は、複数のメンバーが同じモデルで同
時に作業できることです。クラウドで共有モデルをホスト
することは、クラウド上で仮想の BIM ワークシェアリン
グを実現する方法のひとつです。共有モデルへのモバイ
ル アクセスが可能なクラウド型のコラボレーション ソ
リューションでは、Revit 環境の内部にいる人にも外部
にいる人にも、クリティカルなアクセス ポイントが提供
されます。

プロジェクト チームが物理的に同じ場所に集まること
が顧客や行政機関から求められることがありますが、こ
れには非常に多額のコストがかかります。集合するため
にかかる交通費は、入札プロセスで事前に申請する必要
があります。つまり、事前に申請した金額を超えた場合、
プロジェクト チームが費用を肩代わりしなければなら
ない可能性もあります20。プロジェクト期間中は、自社の
正社員をプロジェクトに専念させる必要があります（通
常、プロジェクト チームがある現場に出向します）。チー
ムが 1 箇所に集まる場合、ハードウェアや IT インフラに
対する投資や、チームのためのオフィス空間の設計や調
整が必要になる可能性があります。そこで仮想空間で集
合するというデジタル ソリューションは、代替ソリュー 
ションとして、財政上の莫大なメリットをプロジェクトに
もたらす可能性があります。

クラウドベースのコラボレーションを採用すれば、チー
ムは「作戦司令部」さながらに、機械、電気、配管などの
設備設計者や意匠設計者、施工会社、構造エンジニアと
いったすべてのメンバーで、プロジェクトのチェック ポ
イントの作業を効果的に進めることができます。この代
替ソリューションなら、プロジェクト チーム全体のために
物理的な場所を設置したり、食事や交通手段を用意する
必要がありません。

「プロジェクトでは BIM 360 Design のテクノ
ロジーを採用し、基本的に仮想空間で集合する
ことができたため、物理的なオフィスを設置して
集まる必要はありませんでした」
Hennebery Eddy Architects 社、代表、Michelle Vo 氏



シームレスな設計コラボレーションが収益性の向上に役立つ 9 つの理由 | 15
      

利点 6

調整にかかる時間を削減し、
その時間を設計にあてること
が可能
建築設計のプロフェッショナルは、自分の専門分野に
集中できるときに、最も効果的な力を発揮します。従
来の設計プロセスでは、3D モデルに更新を反映する
方法を検討したり、他の関係者から最新バージョン
のファイルが届くのを待ったりすることに時間が費
やされてきました。建築・建設業界のプロフェッショナ
ルの約 3 分の 1 が、建築・建設市場向けに設計され
ていないクラウド テクノロジー ツールを使用すると、
プロジェクトを工期どおりに完了させることが困難に
なると回答しています。また同数の人々が、複数のソ
フトウェア プログラムを併用すると IT システムに冗
長性が生じ、スタッフの作業時間も浪費されるとも回
答しています21。

リアルタイムのコラボレーション環境では、すべての
人が常に最新バージョンの設計にアクセスして作業
することができるため、従業員の待ち時間が減少しま
す。バージョンや更新について心配することなく、設
計に集中することができれば、チームはより効率的
に作業でき、最先端の、流行を生み出す、賞に選出さ
れるような建物を完成させることもできます。

「BIM 360 Design で調整を図ったところ、
設計チームの設計時間が 18% 短縮しました」
AECOM 社、Chris Crowe 氏
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「BIM 360 Design を導入すると、プロジェクト
の透明性が高まり、プロジェクトに関与すべき人
全員と情報を共有できます。これがなくては仕事
になりません」

Bates Architects 社、イノベーション ディレクター、 
Marin Pastar 氏

従来のコミュニケーション ツールでは、3D モデル
のレビューや承認のために建物の施主や技術知識
のない関係者と 3D モデルを共有しようとすると、複
雑で時間がかかります。
 
モデルを 3D PDF にレンダリングで書き出し、FTP に 
アップロードする作業は非効率的です。また、レンダリン
グした 3D PDF を送信すると、設計者以外の関係者はし
ばしば混乱します。プロセスに余計な時間がかかり、バー
ジョン管理が難しくなったり、承認やサインオフで遅延が
生じる原因になることがよくあります。建築設計データの
活用法が洗練されていないばかりでなく、極度に細分化
されたチームの増加によって、米国の主要な施設産業で
は年間 158 億ドルのコストがかかっています。そして運
用を続ける間、施主はこのコストの約 3 分の 2 を負担す
ることになります27。また、建築・建設業界のプロフェッ 
ショナルの約 4 分の 1 が、複数のテクノロジー ツールを
能率的に統合することなく使用した場合、プロジェクトの
効率性が損なわれてしまうと回答しています28。

クラウド対応の設計コラボレーションでは、3D モデルが
更新されると同時にリアルタイムでアクセスできるため、
プロジェクトの承認プロセスは劇的にスピードアップしま
す。建物の施主は、いつでもログインして進捗を確認でき
ます。クラウドで共有すれば、チームの双方で時間のかか
る管理タスクを行う必要がなくなり、コミュニケーション 
フローは改善し、信頼関係も強化されます。

受注が増加

コラボレーション テクノロジーの進化によって、国境
を越えたパートナーシップが促進されています。そし
て建築設計の国際化がますます進むとともに、テクノ
ロジーの進化はさらに促進されています。改善された
コラボレーション プロセスの出現によって、世界中
のあらゆる場所にいる専門分野の協力会社と共同で
作業することが簡単になりました。チーム メンバーが
世界中に分散している場合、定期的に全員が同じ部
屋に集まることは無理な話です。このように、建築・建
設業界の企業は世界的な視野でプロジェクトに臨む
傾向があります。そのため、この特定の目的に特化し
たクラウド テクノロジーの設計・開発が 推進されてき
ました。BIM のためのクラウド型コラボレーション 
ソリューションがあれば、プロジェクトの拠点がどこ
であっても、地理的な理由でプロジェクトに参加でき
ない事態はなくなります。

従来だとプロジェクトに参加するには小規模すぎる
協力会社にも、新しいコラボレーション テクノロジー
によって参加する機会が開かれます24。かつては、大
規模な協力会社とモデルでコラボレーションする際
に必要な IT インフラの予算を引き出すことはなかな
か困難でした。しかしクラウド ソリューションでは高
額な設備投資が必要ないため、導入のハードルも低
くなります。設計におけるクラウドでのコラボレー 
ションは、大企業と中小企業の差を埋める役割を果
たします。小さな企業が、大企業より有利になる可能
性もあります。競合の大企業と同じ高品質のソリュー
ションも適切な規模で利用でき、大企業のパート 
ナーとのジョイント ベンチャーに入札しながら、 
ビジネスを成長させることができるからです。

利点 7

プロジェクトにおいて組織間で
コラボレーションが行えるオン
ライン コラボレーション ツール

生産性向上に最も効果的な技術戦略
および管理戦略26

36%

BIM

33%

利点 8

幅広い関係者とのコミュニケー 
ションが改善 



エンジニアを採用する予定の雇用者（2016 年）27

95%

82%

雇用する可能性があると 
回答した組織

役割に適した人材を 
見つけることが難しいと 

回答した組織
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利点 9

「当社は全国に社員がいます。BIM 360 
Design を導入しているので、所在地に関係なく
優秀な人材を柔軟に集められます」

能力の高い人材を引き付けたり離職を防ぐことが
できれば、競争力に大きな違いが生まれます。どこ
にいても働ける環境を整えることには、通勤圏内に
限定されずにプロジェクトに最適な人材を採用で
きるという意味があります。クラウドベースの設計
コラボレーションは、メンバーが各地に分散してい
てオフィスに集まれなくても密に協力し合える優れ
た方法です。

高い専門性を備えた人ほど、ワークライフ バランス
を大切にする会社で働きたがる傾向があります。建
築設計の場合、これは何を意味するかというと、本
業の設計に集中できることは言うまでもなく、設計
に工夫を凝らしたり問題を解決するという課題に
集中でき、働き方を柔軟に選べる余裕がチームに
あるということです。管理業務やファイルのバー 
ジョン別分類作業に時間を費やすのではなく、アイ
デアのヒントを得るために現場に出掛ける時間も
含めて設計に時間をかけたい、というのが彼らの
望みです。短い納期に追われる業界では、柔軟な雇
用形態は不可能に思えるかもしれません。しかしク
ラウドのコラボレーション ソリューションがあれ
ば、チーム メンバーはどこからでも、モバイル アプ
リのおかげで外出先でもプロジェクトに参加でき
ます。

そのため小さい子供や介護者のいる人々、特に業
界で過小評価されてきた女性に対しても、雇用の 
チャンスが開かれます。 

米国の建築・建設業界の設計者は、他の業界と
同様に、ワーク ライフ バランスが崩れているこ
とに苦労しています。Washington Center for 
Equitable Growth 社の調査では、アメリカ人
は恒常的に長時間労働に従事しており、健康を
害していると報告されています。

調査では、週に 40 時間以上の労働を行った場
合に過労と定義しています。賃金の高い職業ほど
長時間労働となる傾向が見られました。

調査対象の建築設計者とエンジニアの 17.1% 
が、こうした長時間労働は日常的だと回答して
います28。この調査では、ホワイト カラーの労働
者をほとんど守れていない米国の残業法に焦
点を当て、被雇用者が効率よく仕事することを
奨励せず、ただ長時間かけて仕事する一因と 
なっているとしています。しかし、注力すべきこ
とは、生産性と仕事の質です。疲弊した設計者は
ミスをする可能性が高くなり、よい仕事をする
可能性は低くなります。そのため、「無理してでも
出社する」ことに焦点を当てるのでなく、どこか
らでも作業ができ、成果を重視できるような適
切なツールが必要となります。

人材 - 優れた設計者を引き付け、離職を防ぐ

Corstorphine + Wright 社、アソシエート/BIM マネージャー、 
Anthony Woodsford 氏
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「AECOM 社は世界各地に 135 以上のオフィスが
あり、それらをつなげるツールとして BIM 360 
Design を活用しています。おかげで、インテグ 
レーテッド プロジェクト デリバリーの手法を推進
し、BIM 360 Design でつながったグローバル 
チームの力で、重要な国際的プロジェクトに貢献で
きるようになりました。プロジェクトの実施コスト
もさらに低減しています」

「当社のチームはコラボレーションにより、設計の
更新内容を誰もがその場で確認できます。設計会
社 4 社が参加したジョイント ベンチャーでも、 
BIM 360 Design を使ってクラウドに 1 つの共
通モデルを作成したので、4 社で同じ情報を共有
することができました」

どの業務モデルが自分の分野に
適用されるか
建築プロジェクトの入札、受注、竣工という一連の流れは変
わりつつあります。複数の専門家のコラボレーションによっ
て、施工後や建物のライフサイクルを含め、可能な限り最高
の成果を施主のために実現することが、ますます重視される
ようになっています。全関係者間のコミュニケーションの問
題は、設計契約を締結しても、残念ながら解決しません。効
率的に協同作業を行いたければ、法的な契約を結ぶだけで
なく、コミュニケーションの計画を立てる必要があります。プ
ロジェクトのコミュニケーション計画の実施方法をめぐる
実際的な問題を解決するうえで、設計のコラボレーション ソ
リューションが役に立つ可能性があります。実際、建物の施
主は彼らが希望するコラボレーション型のプロジェクト方
式を選びます。設計会社は、各方式にどのような違いがある
かを理解し、オーナーの望む枠組みの中での作業に適応す
るよう 準備しておく必要があります。

インテグレーテッド プロジェクト 
デリバリー
インテグレーテッド プロジェクト デリバリー(IPD)は、設
計・製造・建設のすべての段階において、部門を横断した 
チーム間で早期のコラボレーションを実施することを特色
とするプロジェクト推進方式です。このような契約上の合
意を行うことにより、プロジェクト チームのすべての参加企
業がそれぞれの能力とアイデアを結集して発揮できます。
そのため、プロジェクトの成果を最適化することができ、建
築主に対する価値を高め、無駄を省き、設計・製造・建設の
全段階において効率性を最大限に高めることができます。
またパートナー全員に、リスクと利益を共有する機会が与
えられます。この方式で成功を収めるためには、優れたコ
ラボレーションを行う必要があります。

デザインビルド方式
デザインビルド方式のプロジェクトは、共同で作業を行う 2 
社またはそれ以上の企業で構成され、1 社が設計に専念し、
その他の企業が施工プロセスに専念できます。設計会社と
施工会社がそれぞれ個別にプロジェクトの入札に参加して
いた従来の「設計・入札・施工」のプロジェクトとは異なり、デ
ザインビルド方式では設計会社と施工会社が共同で 1 つの
プロジェクトに入札する必要があります。

ジョイントベンチャー パートナー
シップ（JV）
ジョイントベンチャー パートナーシップ（JV）は、2 社
以上の異なる企業が集まって新しい法人組織を形成
する、プロジェクト単位のパートナーシップ形態です。
多くの場合、2 つの企業がプロジェクトの契約に際し
てジョイントベンチャー パートナーシップを形成する
ことにより、その能力と経営資源を共有できるという
メリットがあり、単独では獲得できないような大規模
な、あるいはより複雑なプロジェクトを合同で受注す
ることを可能にします。

ジョイントベンチャー契約により、中小企業、あるいは
補完的な専門性を持つ企業が、1 つの統合事業者とし
て能力を結束して入札に望むことができます。ジョイ
ントベンチャー プロジェクトの業務の進め方では、 
パートナーを組む 2 社間のハイレベルなコラボレー
ションが必要となるだけでなく、複数の専門分野にま
たがる場合もあり、その会社は複数の都市や国々に点
在する場合があります。

AECOM 社、Chris Crowe 氏

Woods Bagot 社、William Wallace 氏

40%

30%

建築・建設業界のプロフェッショナルが
回答した、今後 3 年間で生産性を向上
させるための方法35

顧客や出資者が施工会社との
長期にわたる協働関係を強化
することが、最も影響がある
と回答

リスク分担契約の採用の
増加と回答



チーム契約
チーム契約（TA）では、さまざまな専門分野の企業がパート
ナーシップを結んで合同チームを形成することで、提案依頼
書や設計コンペにおいて、より効果的に競争力を高めること
ができます。設計のコラボレーションで連携し合い、プロ 
ジェクトに最適な専門家を集めることを重視し、契約を結
んだ関係者たちの主要なスキルを合わせてプロジェクトを
建築します。

TA の主な利点は、すぐに受注を増やせるところです。より
複雑なプロジェクトに直面することになりますが、同時にス
キルアップして将来的に主要設計会社になるチャンスも得
られます。また、今後の発注につながる可能性のあるパー
トナーと知り合う機会もあります。

米国では、チーム契約は IPD 方式よりも一般的です。意匠
設計者、設備設計者、構造エンジニアの間でコラボレーショ
ンすることは、確かに進化した方法です。

クラウドでの設計コラボレーションとなると、設計者は難
しい問題に直面します。設計者はコラボレーションを望ん
でいます。そして米国内のクラウド データをめぐる法律は、
ソリューションについての決定要因のひとつとなっていま
す。建築プロジェクトの制約である 12 年間の法律を順守す
るために、長期間にわたるデータの安全性について信頼で
きるソリューションを必ず選択する必要があります。

官民パートナーシップ
官民パートナーシップ プロジェクト（PPP、P3、PF2 などと
も呼ばれる）は、少なくとも 1 つの公的機関と 1 つ以上の
民間企業が関わるプロジェクト推進方式です。この契約形
態によって、公的機関が民間企業のスキルを効率的に活用
できるようになるとともに、リスクを最小限に抑えることが
できます。典型的な PPP プロジェクトには、設計から施工、
そして運用といったプロジェクト サイクル全体にわたる業
務の遂行に責任を持つ、統合プロジェクト チームがありま
す。
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設計チームのより良いコラボレーションを実現する 
オートデスクのソリューション
Autodesk® BIM 360® Design のようなツールは、ク
ラウドを活用した BIM コラボレーション環境を設計チー
ムに提供します。

Autodesk BIM 360 Docs は、クラウドベースのコラボ
レーション ソリューションです。複数の設計パートナーが
ひとつの設計チームのように協働することが可能になりま
す。しかも、チームが 1 箇所に集まったり、物理的なファイ
ル ストレージを用意する必要はありません。このプラット
フォームでは、チームのメンバー全員が 2D 図面や 3D モ
デル、設計のマークアップ、アクティビティ フィード、バー 
ジョン履歴など、プロジェクトの最新情報に Web やモバ
イル デバイスを介してアクセスできます。

BIM 360 Design は、プロジェクトのライフサイクルを通
した設計コラボレーションとデータ管理を可能にします。
複数のチームで安全に協力して 1 つの Revit モデルを作
成できます。共同作業には 1 社の環境だけを使うこともで
きれば、複数の会社の共有環境を使用することもでき、進
行中の作業データの交換はコントロールが可能です。設計
チームは、物理的に 1 箇所に集まったりサーバーを共有す
るといった要件から解放されます。フィードバックをリアル
タイムで共有すれば、時間と費用を大幅に節約できます。
チームは一緒にモデルで作業し、従来のプロセスでは解決
までに数週間かかった問題も迅速に解決することができ
ます。

BIM 360 Design では、モデルは BIM 360 Docs の 
「中央」に保存され、一方でローカルにもキャッシュ ファ
イルが作成されます。インターネットに接続できない場合
でもローカルで作業することができ、その後で合同プロ 
ジェクトにデータをアップロードすれば、各地にいる設計
チームに対してすべての変更が確実に同期されます。変更
内容を可視化するツールによって、チームは受け取った 
ファイル一式とパッケージの内容を確認し、過去のバー 
ジョンからの変更内容を簡単に可視化できます。フェーズ
間、建物のレベル間、設計チーム間の差分を比較すること
で、プロジェクトがどのように進展してきたかを特定でき
ます。コミュニケーションは効果的なコラボレーション設
計のカギとなる重要な要素です。また、信頼できるデータ
交換が非常に大切です。

「BIM 360 Design は、まるで夢が叶ったかのよ
うなソフトウェアです。使い始めてすぐ、私たちの設
計コラボレーション プロセスが劇的に変革され
ることが分かりました」
Martinez + Johnson Architecture 社、 
技術ディレクター、Kal Houhou 氏
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シームレスな 
設計コラボレーションを 
実現するオートデスクの 
ソリューションについて、 
詳細をご確認ください。

BIM 360® Design は、プロジェクトのライフサイクルを通した設計コラボ
レーションとデータ管理を可能にします。複数のチームで安全に協力して 1 
つの Revit モデルを作成できます。共同作業には 1 社だけの環境を使うこ
ともできれば、複数の会社の共有環境を使用することもでき、データの交換
はコントロールが可能です。成果物の調整がスムーズになり、変更内容の視
覚化やプロジェクトの進捗状況の追跡、問題への対処によって、プロジェク
トからよりよい成果を引き出せます。

BIM 360® Docs は、プロジェクト データの管理を可能にします。ストレー
ジに制限のない中央のデータ プラットフォームでプロジェクト ファイルを
共有すれば、いつどこからでも最新情報にアクセスして表示やマークアップ
を行ったり、ファイルを管理できます。エラーが減り、自信をもって判断を下
せるので、プロジェクトの成果が向上します。

ご不明な点がございましたら、 
オートデスクの担当者に 
お問い合わせください。

お問い合わせ  >

https://www.autodesk.co.jp/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration?mktvar004=1042320&internalc=true
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