
非効率性の問題

AEC ビジネスの成功の
鍵を探る

画像提供: East China Architectural Design 
& Research Institute
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ルールの定義
企業が直面している 3 つの劇的な変化
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建設資材の種類に影響が及び、建物やインフラストラクチャの
寿命が格段に伸びています。

さらに、クライアントが少ない労力やコストで多くの成果を上
げるよう求めることが顕著になっています。クライアント自身に
も予算上の制約があります。建設と関連資産の管理にかかるコ
ストの削減に意欲的であり、可能な限り利益を生み出そうとし
ています。

最後に、規制当局と業界団体は、ビルディング インフォメーション 
モデリング（BIM）を通じて実現するプロジェクト情報、データ 
ドキュメント、そしてコラボレーションに大きな価値を見出して
います。BIM を必須とする傾向は国の内外に拡大し続けていま
す。BIM が必須でない国でも、多くの企業が BIM プロセスを
採用して、プロジェクトのパフォーマンスの向上、高度な資産管
理を実現し、投資の価値が最大限になるよう取り組んでいます。
さらに重要なのは、貴社が BIM に対応済みであることを多く
のクライアントが期待していることです。

今日、世界人口の 54% は都市部に居住し、国連
の報告書によれば、その割合は 2050 年までに 
66% に達すると予測されています。都会化現象
と世界人口の伸びが重なることで、2050 年ま
でにさらに 25 億人が都市部に流入するとされ
ています。 

政府機関や民間事業のオーナーは、建築、エンジニアリング、建設
（AEC）業界に対して、このような人口密度が高く混雑した都市
部に、住宅、学校、医療機関、さらにはヒトやモノのためのライフラ
インや輸送システムをより効率的に供給するよう求めています。

問題をさらに複雑にしているのは、石油、天然ガス、木材など、建
設に利用される天然資源の価格が上昇していることです。また、
環境に配慮するクライアントは、このような資源を使いたがりま
せん。より持続可能な設計への要求が高まったことで、使用する

1 番目の変化

高まる外部の圧力

ルールの定義: 企業が直面している 3 つの劇的な変化
トップ画像提供: East China Architectural 

Design & Research Institute
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そして、32% が「コミュニケーションとコラボレーションの不足」
を、生産性の向上における最も大きな障害と位置付けています。
今日の設計およびエンジニアリングのほとんどの作業において、
複数の分野にまたがったチームが共同で取り組む必要がありま
す。しかし、従来の設計プロセスでは、設計モデルの最新版の有無
を確認したり、他のチームから最新版が届くのを待ったりするこ
とがよくあります。

また、企業はかつては存在しなかった形で国際競争に巻き込ま
れています。たとえば、エネルギー部門や輸送部門に従事してい
るのであれば、主な製品で国際的な競争を余儀なくされていま
す。そして、競争を勝ち抜くには才能ある人材の採用が不可欠で
す。不況の時期に希望するような人材を確保できなかった多くの
企業が、競争がより激しくなっていることを現在実感しています。

マクロ経済の要素とクライアントの期待に由
来して高まり続ける圧力に加えて、企業内に問
題があることが多々あります。

最善の努力にもかかわらず、プロジェクトが納期に間に合わなかっ
たり、予算を超過したりすることが珍しくありません。調査によれ
ば、建物の所有者の 93% がプロジェクトの納期に遅れが発生
したと回答し、85% が合意した予算を超過したと回答していま
す。クライアント側の変更の要求がその原因である場合もありま
すが、多くの場合は非効率的なワークフローに問題があります。
 
EIU のアンケートでは、建設業界の専門家の 74% が、自社の
経営幹部が生産性の向上を課題と捉えていると回答しています。 

2 番目の変化

増大する複雑化と
内部からの期待

納期に間に合わなかった割合 予算を超過した割合

93% 85%

Dodge Data & Analytics の調査で、建築パフォーマン
スにおける深刻な問題が明らかになりました。

ルールの定義: 企業が直面している 3 つの劇的な変化

「生産性低迷の原因の多くは、市場条件にあります。そうした
原因は、クライアントが施工会社に少ない労力やコストで多く
の成果を上げるよう求めていることだけではありません。技能
不足の深刻化や、建造量の低減、競争の激化などが、各社の手掛

けるプロジェクトの利益幅を一層狭めているのです」

Michael Skelton 氏
マーケット戦略部門長
AECOM
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に太陽に反応し、光と熱利得を一日を通して動的に調整し、環境
に優しくかつエネルギー効率の良い建物を実現します。土台や標
識に組み込まれたセンサーにより交通量データを取得して分析
することで、オペレーターが高速道路の渋滞や事故に積極的に対
応できます。

その一方で、クラウド コンピューティングが設計プロセスのバッ
クボーンとして急速に普及しており、設計の反復、分析、より充実
したコラボレーションへの道を開いています。 クラウドベースの
サービスにより、さまざまな設計オプションをより簡単に評価で
きるようになり、最も重要な設計条件に合致するオプションを選
べるようになります。クラウドを利用することで、地理的に分散し
ているチームが、モデルのコラボレーションをリアルタイムで簡
単に行えます。プロジェクトの各分野を代表する主な関係者の意
見を直接取り込むことで、設計の効率化、より優れた設計品質、リ
スクの低減、建物やインフラストラクチャの寿命の不確実性の排
除といったメリットがプロジェクトにもたらされます。

新しいテクノロジーを継続的に導入していくことで、社員と企業
にプラスの結果がもたらされます。手動によるプロセスの自動化
やワークフローの大幅な合理化を進める機会となり、作業と成長
に関して多大なメリットがもたらされます。さらに、より柔軟なビ
ジネス モデルと組み合わせることで、テクノロジーの革新により、
このようなメリットに規模に関係なく手が届くようになります。

このような世界的な傾向と業界およびビジネス上の制約の中、
建物とインフラストラクチャをより経済的、効率的、サスティナブ
ルに提供するためにどのような準備をしていますか。新しいツー
ルとプロセスを採用してビジネスを合理化し、より高いレベルで
の競争への道を開く準備はできていますか。

デジタル テクノロジーの革新は 
すべての業界を根底から変えます。
AEC も例外ではありません。

テクノロジーは、建物、道路、橋梁、およびその他のインフラストラ
クチャの設計、エンジニアリング、建設へのアプローチの際に重要
な役割を果たします。そして、テクノロジーにより、プロジェクトを
仕上げる方法を劇的に変える新しい機会がもたらされます。

今ではクライアントを建設前の空間に立たせることができます。リ
アリティ キャプチャ ツールと拡張現実ツールにより、実環境にお
けるプロジェクトの姿を視覚化できます。モノのインターネットを
利用してデータをリアルタイムで収集して分析すれば、将来の資
産の設計を改善できるだけでなく、オペレーターが建物とインフ
ラストラクチャをより効率的に維持・管理することが可能になりま
す。外装スキンを備えた建物を設計できます。このスキンは自動的

3 番目の変化

テクノロジーによる混乱

ルールの定義: 企業が直面している 3 つの劇的な変化
画像提供: LPO Arkitekter 
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ワークフローの問題

非効率性を招く 4 つの問題から脱却する
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画像提供: Kelprojektas

2D CAD ツールが主流の頃は、コンセプト デザインやすばやいプ
ロトタイピングにツールを利用できず、すべての設計オプションを
活用することが困難でした。

モデルベースの設計は、プロジェクトのデータを集約してインテリ
ジェントな 3D モデルを生成するというコンセプトに軸を置いて
おり、より革新的な設計プロセスの中核に位置付けられています。
デザイナー、エンジニアやその他の関係者は、このモデルをプロ 
ジェクトのライフサイクル全体にわたって共有し、最終的には建設
された資産を共有します。デザイナーとエンジニアがプロジェクト
設計を開発するに連れて、モデルのデータがより豊富になります。

プロジェクトの複雑さが増すほど、モデルベースの設計の利点が
より明らかになります。豊富なデータが含まれたモデルを使用す
ることにより、競合する設計パラメータにより簡単に対応でき、設

これで、より効率的な働き方への移行の準備が整ったことになります。この移行に
必要なテクノロジーと手法は既に存在しているものです。既に存在するものを採用
して利用することで、プロジェクトのワークフロー全体でよりスマートな作業方法
を確立し、非効率性を招く問題から脱却できます。

1 番目の問題

制限された 2D ビュー

計の早い段階で異なるアプローチの実行可能性を簡単にテスト
することができます。これにより、後の工程で多大なコストを発生
させる可能性のあるミスを探して修正できます。

土木エンジニアは、異なる種類の交差点や道路の形状をモデリン
グできます。シミュレーションを利用して一日の異なる時間の実
際の交通量を表示し、それぞれのオプションがどのような効果を
もたらすのかを確認できます。建築家であれば、建物のデジタル 
モデルを利用して、温度や自然光の入り具合を分析して、より快適
な暮らしの実現に役立てることができます。

設計と建築のプロセス全体を通じて、すべての決定をバーチャル
に行う際にも同じ手法を利用できます。成果はより予測可能なも
のとなります。より高速で効率的なワークフローにより、実力を発
揮できる高品質な設計に集中することができます。

ワークフローの問題: 非効率性を招く 4 つの問題から脱却する



8

進行中の作業をすべての関係者とより簡単に共有でき、全員が
正しい箇所に着目しているかどうかを確認できます。作業を進
めながら、全員が別のユーザーによる作業とアカウントを確認
することができます。施工会社を招待してモデルを建設性の観
点からレビューしてもらい、設計の最初期の段階から実行可能
性を促進させることもできます。
 
すべてのユーザーがどこからでもモデルにアクセスできるため、
コラボレーションの際に同僚と同じ部屋にいる必要はありま
せん。これにより、インテグレーテッド プロジェクト デリバリー
やジョイントベンチャーなどの連携によるモデルを扱うことが
可能になり、必要に応じて、世界中のスペシャリストのパート 
ナーを招待することもできます。 

建物やインフストラクチャ プロジェクトのコン
ポーネントは、組み合わされて初めて意味のあ
るものになります。分離して設計する必要はあ
りません。

さまざまな分野にまたがるチーム メンバーがプロジェクトの最
初期の段階でコラボレーションを行うと、設計の適切さを最初
から確認でき、プロジェクト全体の品質を上げることができます。

クラウドベースの 3D モデルでは、一箇所ですべての設計作業
を行い、全員がリアルタイムで同じモデルに対してコラボレー 
ションを行います。 

2 番目の問題

孤立した設計

ワークフローの問題: 非効率性を招く 4 つの問題から脱却する
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関係者との会議や一般市民への説明会では、モデルの現在の状態
に 3D デザインをオーバーレイさせることで、建物やインフラスト
ラクチャの実環境での姿を現実的に描写できます。クライアントや
地域の住民を仮想ツアーに招待することもできます。実環境での
姿を描写した 3D プレゼンテーションは、モデルの情報とともに、
技術に精通していない人々に対して魅力的かつ直感的な説明を行
うのに役立ちます。会議で出された提案を組み込んで、リアルタイ
ムで変更後のモデルを表示して分析することで、合意形成を早め
ることができます。

また、3D モデルは、建物を利用したり、インフラストラクチャの影
響を受けたりする人々に対して、計画を伝える主な手法として利
用できます。病院のナース ステーションを設計しているのであれ
ば、看護師に設計を見せてフィードバックを得ることができます。
ステーションの完成形をビジュアル化することも簡単です。また、
建設前に設計を施工会社に見せることで、建築する際の最良のア
プローチを考えてもらうことができます。

3D ゲームや CGI ムービーが氾濫している 
世界での 2D 図面は魅力に欠け、業界外の 
人間を当惑させることになります。

詳細な 3D レンダリングにより、設計意図を明確に示す優れたビ
ジュアライゼーションを実現し、最も懐疑的な人間をも引き付け
ることができます。

企業の規模に関係なく、豊富な設計モデルを使ってフル 3D レン
ダリングとインタラクティブなコンテンツを作成することができ、
関係者や一般市民に最終設計の実際の姿を見てもらうことがで
きます。このようなビジュアライゼーションがあれば、入札の初期
段階でクライアントに印象付けることができ、設計と建築のプロ
セス全体でコミュニケーションに活用できます。一般市民に対し
ては、建物や道路のプロジェクトが日常生活に及ぼす影響を示 
すことができ、プランニングのプロセスを加速させることができ 
ます。

ワークフローの問題: 非効率性を招く 4 つの問題から脱却する

3 番目の問題

退屈で
理解しがたいプレゼンテーション

画像提供: BIAD

「制作したレンダリングとウォークスルーをお披露目した際
は、クライアント（および見込み客）をうならせる瞬間が必
ず訪れます。しかし、私達にとってこのようなビジュアライ
ゼーションは、設計思想を伝達し、より優れたエンジニア
リング設計サービスを提供するための最良の方法である
ということに過ぎません」

Lee Kopsaftis 氏
AEC サービス部長

DLB
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件に関するデータを設計モデルに組み込めます。「点群」機能は詳
細な地上測定を提供するとともに、ランプの支柱、境界ブロック、
ガードレール、標識、立体交差の間隔と複雑さ、周囲の植生といっ
た資産を正確に描写します。

デザイナーとエンジニアは、プロジェクトの実世界の条件と環境
に基づいて設計モデルを構築することで、プロジェクトの成果物
の品質を向上させることができます。初期段階からプロジェクトを
より明確かつリアリスティックに理解することで、プロジェクトを
よりスマート、高速かつ安価に進めることができます。

地形測量には時間がかかり、そのデータを設計
プログラムに入力するにはさらに時間がかかり
ます。これは、デザイナーがプロジェクトのリア
リティに関して、明確な構図を常に持ち合わせ
ていないことを意味します。 

光検出・測距（LiDAR）を利用することで、写真、レーザー スキャン、
既存の空間およびアンケートのデータなどを通じて、「リアリティ 
コンピューティング」でプロジェクトの物理的環境に関する空間情
報を直接キャプチャできます。その後で、プロジェクトの現在の条

ワークフローの問題: 非効率性を招く 4 つの問題から脱却する
画像提供: WERFAU

4 番目の問題

現実とかけ離れた設計
Krasnoyarsk Regional Clinical Hospital の再建（ロシア）

効率的なワークフローとチームの連携により、設計の主要なプロセスが 60% 早くなり、 
チームの目標である事故ゼロを促進しています。
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ピースを
はめ合わせる
アクションが必要なケース
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BIM への移行の流れは進行中です。BIM が既に必須である国
があれば、企業が独自に BIM プロセスを採用している国もあり
ます。BIM に移行した国や企業が後戻りすることはほぼありま 
せん。そして、クライアントの多くは貴社が BIM に対応済みであ
ると期待しています。事実、調査によれば、米国企業の 81% がプ
ロジェクト チーム選定の際に BIM への対応状況を考慮すると
回答しています。結果として、より効率的なモデルベースのワーク
フローに移行することは、より多くの仕事を獲得するための鍵で
あるだけでなく、 作業にとって急速に不可欠なものになってい 
ます。

業界で変革を起こしているマクロおよびミクロレベルの変化と、最新テクノロジー
にサポートされた、より効率的なモデルベースのプロセスに移行することで生ま
れる可能性についてご理解いただけたことと思います。変化によるメリットは魅力
的なものですが、ではなぜ今すぐ行動する必要があるのでしょうか。

仕事を獲得する

これは一般的には競争の激しい入札プロセスで成功すること
を意味します。そして、BIM はクライアント（特に BIM が義務
化されていない国のクライアント）に売り込む際に、自社を際立
たせるのに役立ちます。BIM に対応することで、世界市場で競
争することができます。特に独自の標準が策定されていない国
では国際的な標準に変わる可能性が高くなります。

BIM に対応することで、自社を強い立場に置き、クライアント
や規制当局の命令に柔軟に対応することができます。その一方
で、非 BIM のプロジェクトの市場は縮小し、競争が激化するこ
とになるでしょう。 

ピースをはめ合わせる: アクションが必要なケース

• 米国連邦調達庁（米国で最大の調達部門）および米国陸軍工兵隊
では、すべての主要プロジェクトで BIM が必須

• 英国行政機関のプロジェクトでは、資本コストと炭素使用の削減、
および納期短縮プログラムの一環として、BIM 使用義務レベル  
2 が必須

• ドイツでは 2020 年までに BIM の義務化を予定

• EU BIM Task Group は EU における公共事業で BIM への 
一本化を計画一部または全体で BIM を採用している国はフラン
ス、イタリア、スペイン、フィンランド、デンマーク、オランダ

• アジア、シンガポール、中国およびオーストラリアの行政期間では 
BIM の利用が拡大中

• UAE のドバイ市では 20 階以上の政府の建築物でBIM を義務化

自社プロジェクトで BIM を義務付けるクライアントの増加は、
政府機関の義務化とともに、多くの国で変化をもたらしてい 
ます。例: 

画像提供: LPO Arkitekter 
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BIM を導入すれば、今まで外部のコンサルタントに依頼していた
サービスを自社で行うこともできます。シミュレーション ツール内
で設計案のエネルギー使用を分析したり、モデルと連携する特別
なエネルギー分析ツールを利用して、クライアントに建物やイン
フラストラクチャのエネルギー使用や性能に関係する新しいサー
ビスを提案できたりするようになります。

プロジェクトが収束するに連れて、完了した最終設計のモデルを
より正確に反映した、資産の現況の記録をクライアントに提供で
きます。これらのモデルは、クライアントが建物やインフラストラク
チャをより効率的に運用して維持するのに役立ちます。作業の進
行中のソースとしても利用できます。所有者は変更を組み込んで
モデルを最新の状態に保つことができます。 

BIM プロセスは 2D 作業に多くのメリットを 
もたらします。

設計の初期段階でモデルについて関係各署の合意が得られ、現
場ではなくコンピューター上で干渉を検出できるため、ミス、変更
依頼、遅延が少なくなります。 
また、作業した内容のデジタル記録があることで、知見の再利用
がさらに簡単になります。より多くのプロジェクトを決められた納
期と予算内で完了できるようになります。生産性も向上するので
より高い収益を上げることができます。

収益の向上

建築、設計、建設の大企業を対象にしたアンケートでは、下記の BIM 
のメリットが明らかになりました。

BIM プロセスを採用することで、作業の生産性と品質が改善し、収益が向上
するというメリットを得ることができます。

ピースをはめ合わせる: アクションが必要なケース

「建築会社は規模を問わず利益幅の減少に苦しんでいます。 
BIM は収益性の改善に新しい道を開きます。タスクを早く終わ
らせることに加えて、BIM プロセスで見られるより多くの情報と
制御により、より大きなビジネス機会への道が広がります。BIM に
対応した企業は、設計作業と、設計時間や建築コストといった合意
済みの成果の実現の両方に課金できることがわかるでしょう」

フィル・バーンスタイン
Strategic Industry Relations 部部長
Autodesk

最終的な建設コストを 
少なくとも 5% 削減 

48%
プロジェクトのスケジュールを 
少なくとも 5% 短縮

51%
生産性が  
25% 改善 

31%
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調査によれば、BIM を利用している所有者の 93% が期待
する品質に達していると回答しています。その一方で、別の研
究によれば、同数が BIM により最終設計の品質と機能が向
上したと回答しています。貴社が BIM プロセスを利用する
ことで、所有者は建築物やインフラストラクチャを長期にわ
たってより適切に運用および維持するのに役立つ、正確か
つ豊富なデータの存在というメリットを享受できることにも
なります。

最後に、所有者にとって時は金なりです。調査によれば、所有
者の半数近くが BIM によりプロジェクトが早期に完了した
と考えています。満足しているクライアントは制御しやすく、
再発注や、新規クライアントの紹介につながりやすくなり 
ます。 

所有者が、BIM のもたらす効果を一度でも 
体験すれば、設計を他社に依頼する可能性は 
低くなります。

設計プロセスの間は、反復やリアルなビジュアライゼーションを
実行する機能により、設計の意図を伝え、貴社とクライアントがよ
り情報に基づいて意思決定を行うのに役立ちます。モデルベース
の設計プロセスは、クライアントの期待がクライアントの要件や
クライアントの先の顧客の期待に合致しないというリスクを低減
するのに役立ちます。

画像提供: Milk

クライアントをつなぎとめる

ピースをはめ合わせる: アクションが必要なケース

「BIM は業界を変えました。上手に活用すれば優れた建築物が生
まれ、クライアントにより良い結果をもたらすからです。BIM をクラ
イアントと共有し、その利点を示せるようになりました。BIM によ
り現場での齟齬が減り、コラボレーションが改善され、効率が高ま
ります」

Ruth Baleiko 氏
社長
Miller Hull Partnership

BIM は、Cutaway の図面、計画、進行状況の追跡に使用されました。 
Cutaway は、オーストラリアのシドニーの地下にある、75,000 立方メートルの 

カルチャー空間です。BIM を利用した結果、プロジェクト期間が 4 ヵ月短くなり、 
3,000 万ドルを節約することができました。



15

BIM でビジネスを成功に導く
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実現させる

BIM への移行の中で、役割とタスクも変化します。
移行を円滑に進められるように、定期的なトレーニング スケ 
ジュールを策定しましょう。オンライン学習教材と、必要なとき
にプロジェクトに追加のサポートを提供する BIM 専門家の 
チームを組み合わせてください。優れたパラメトリック モデ 
リングのスキルを持つ若手スタッフと、プロジェクト遂行の経験
が豊富な上級スタッフを一緒にすることで、企業の文化を飛躍
的に発展させることができます。

多くの企業は、コラボレーションをスムーズに行うための情報
共有の基準を定めた BIM マニュアルを作成するところから始
めます。プロジェクトの中央データベースを作成し、情報の共
通化を確立することが成功の鍵となります。モバイル テクノロ
ジーと適切なツールセットがあれば、世界中の誰でも作業する
ことができます。モデルが常に最新の状態で、チームワークが
強固に保たれていることを確信できます。

土木エンジニアは、Autodesk® InfraWorks® を利用して、
大量のデータを集約して、実際の環境における、プロジェクト
の既存の条件を確立させることができます。仮のプロジェクト
設計をより簡単に作成し、モデルで早期の詳細設計を作成す
る際に異なる設計オプションを評価できます。そして、モデル
の詳細設計を完了させ、AutoCAD® Civil 3D® で施工図を完
成できます。

AEC Collection に含まれているツールを利用すれば、プロ 
ジェクトの印象的なビジュアルを作成できます。主要な関係者
にプロジェクトの効果を伝達するのに役立ちます。また、設計
の品質向上、ミスや漏れの最小化、実現可能性の向上、工期策
定の推進を可能にする機能も利用できます。

AEC Collection をサブスクライブ（購入）することで、希望す
るツールを必要なときだけ利用できます。オートデスクのパー
トナー ネットワークが BIM への対応をサポートいたします。
プロジェクトのライフサイクル全体にわたって、プロジェクト  
チーム全体と効果的に連携できます。BIM の提供する手法と
メカニズムにより、プロジェクトを効率的で持続可能、かつ復
元力のある建物やインフラストラクチャに結び付けることが
できます。AEC Collection は、専門家の協力と定量的なプロ
セスを通じて設計、エンジニアリング、建設を促進することで、
この機能をサポートします。BIM がどのように貴社の作業、ビ
ジネス、プロジェクトの成果を変えるか想像してみてください。

今こそモデルベースの設計プロセスへの移行の
絶好の機会であり、オートデスクは移行に向け
てお客様をサポートします。

オートデスクの Architecture Engineering & Construction 
（AEC）Collection により、3D のモデルベースの BIM プロセ
スをより効率的かつ効果的に導入できます。AEC Collection な
ら、CAD ベースのツールセットとともにさまざまな BIM テクノロ
ジーを利用でき、希望する形での移行が可能になります。さらに、
モバイルとクラウドのテクノロジーにサポートされた、相互運用が
より可能なモデルベースのワークフローを導入することは、プロ 
ジェクトのライフサイクルのすべての段階で詳細な情報が得られ
ることを意味します。

使い慣れているツールを使用して、既存のワークフローを改
善することから始められます。建築家か建設エンジニアであれ
ば、Autodesk® Revit® を使用して、プロジェクトでコンセプト 
デザインから施工ドキュメントを作成することができます。インテ
リジェントな構造モデルを作成し、建物が建築規制や安全基準
に準拠しているかどうかをより簡単に評価できます。また、建物の 
MEP 系統をより高い精度で設計することができ、建築や構造の 
コンポーネントとのコーディネートが改善されます。

BIM でビジネスを成功に導く
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「複雑な形状のいくつかの建物が、内部空間を形状か
ら分断していましたが、私達は統合アプローチを採用
しました」と語るのは、BIAD（Beijing Institute of 

Architectural Design）でプロジェクトの建築家を務め
る Zewo ZHOU 氏。「構造リブの外部シェルが建物全体
の負荷を支え、建物内の照明に質感を与えます。BIM に
よりチームが一体化し、複雑な構造を使用して建物の性能
を向上させるのに必要な情報を得ることができました」

Phoenix International Media Center

「プランニング ツールとして BIM を使用したこ
とで、プロセスのほぼすべてが改善されました」と
語るのは InterCity プロジェクトの BIM マネー
ジャーである Kristin Lysebo 氏。「BIM により、
環境によるプロジェクトへの影響の低減、分野を
またがる設計の最適化、プランニングにおける民
主的意思決定と透明性の向上を実現できました」

Rambøll Sweco ANS

ビジネスの成功を妨げる非効率性の
問題を解決できます

Autodesk の AEC Collection は問題の解決に 
役立つ柔軟かつターゲットを絞ったソリューションを
提供します。詳しくは、より優れた建築物の設計や 
インフラストラクチャの設計に関するビデオを 
ご覧ください。

画像提供: BIAD および 
Rambøll Sweco ANS



18


