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「当社が投資したテクノロジーが 
存在していなければ、 
我々はこの場所にいなかった 
はずです」

 —Steve Warlick 氏
CEO 
Bates Architects 社
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Bates Architects 社は受賞実績のある建築
およびエンジニアリング会社です。ミズーリ州
セントルイス郊外に最先端の病院を設計した
総工費  1 億  4000 万ドルのプロジェクトでは、
McCarthy Building Companies 社と Mercy 
Hospital とのコラボレーションのハブとして  
A360 を採用しました。

Bates 社は 35 年以上医療施設の設計を手掛けて
おり、Mercy Hospital とは Mercy Hospital 
Jefferson プロジェクトが始まる 3 年以上前から
協力関係にあります。 

全国に 35 の病院と 4 万人以上の職員を抱える 
Mercy は、アメリカで 5 番目に大きいカトリッ
ク系の医療組織です。このプロジェクトでは、
Mercy Hospital Jefferson を拡張し、腫瘍や
心臓病などを専門とする医療センターを建設し
ます。

病院拡張の設計と建築を任された Bates 社と  
McCarthy Building Company 社は、複雑な  
Revit モデルの共有やレビューに A360 を利用す
ることで、時間の節約とチーム間の透明性の向
上を実現し、フィードバック サイクルを短縮しま
した。

Bates 社のイノベーション ディレクターである  
Marin Pastar 氏は語ります。「Revit の操作方
法を知らない人でも、リアルタイムでファイルを
表示し、レビューできました。通常のプロジェクト 
ミーティングの合間にオーナーからフィードバック
を得て、その内容をプロジェクトに組み込むこと
ができたので、大幅な時間の節約になりました」

医療施設の設計
大規模な最先端医療施設のコンセプト化、設計、
建築をそれぞれ担当した 3 つのチームは、コラ
ボレーションの問題に直面します。プロジェクト 
チームには、Revit プロジェクト モデルのマル
チユーザー レビューが可能なコラボレーション 
ツールが必要でした。設計チームと施工チーム
は、A360 を最善のソリューションと考え提案し
たところ、Mercy Hospital チームに快諾して
もらうことができました。

「エンドユーザーにモデルを渡せるファイル共有
システムが必要でした。設計パートナーと施工
パートナーが共通のプラットフォームでオーナー
とやり取りできると、A360 のパワーが実証され
ます」と、McCarthy Building Companies 社
デザイン インテグレーション部門の部長である  
Mike Stapf 氏は語ります。

病院設計／建築プロジェクトの
チーム コラボレーションを 
促進した A360
Bates Architects 社は A360 によって 
最先端の医療施設を実現
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A360 を使用すれば、すべてのチーム メンバーおよびクライアントが 
どこからでも同時にモデルを表示したりレビューできます。

プロジェクトの全期間を通して、チームメンバー
は  A360 で 3D モデルを表示したり、注釈を 
付けることができました。また、設計や施工用の
ソフトウェアを使い慣れていないメンバーでも、
モデルを操作してフィードバックを提供すること
ができました。

プロジェクト関係者の関与
定例ミーティングの合間にプロジェクト オーナー
や関係者からフィードバックを受け、その内容
をプロジェクトに反映させることができた結果、
3 つすべてのチームでかなりの時間を節約するこ
とができました。コストのかさむ手戻りを低減し、
コメント、要求された変更、新しい機能を早く 
からプロジェクトに組み込んだことが、設計およ
び建築プロセスの効率化につながったのです。

「私が感心したのは、オーナー、エンジニア、意
匠設計者といったすべての関係者が組み込みの
ビューアーで 3D モデルを表示できたことです」
と、Pastar 氏は述べています。

多くのチームメンバーが Android または iOS の
モバイル機器を使って現場から 2D や 3D プロ
ジェクト ファイルを確認し、より広い視点でプロ
ジェクトを捉えるようになりました。A360 プラッ
トフォームの大きな利点は、ほぼすべての機器
に対応していることです。

Pastar 氏は語ります。「終日社外に出ているメン
バーの多くは Android または iOS の携帯電話を
使っていました。タブレットを現場に持ち込んで、
少し大きな視点でプロジェクトを見るメンバーも
いました」 

成果
Revit モデルや 2D 図面などのプロジェクト ド
キュメントの表示、レビュー、コメントをすべて
のチーム メンバーが行えるようになったことで、
プロジェクトを透明化することができました。

Bates 社のイノベーション ディレクターである  
Marin Pastar 氏は明言します。「当社は A360  
なしではやっていけません。モデルを同時に 
レビューできる機能は、間違いなく大きな変革で
した」

A360 についての詳細は、 
www.autodesk.co.jp/products/a360/
overview を参照してください。

「私が感心したのは、オーナー、

エンジニア、意匠設計者といった 
すべての関係者が組み込みの

ビューアーで 3D モデルを 
表示できたことです」

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