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「Moriyama & Teshima 社と 
Architecttura 社が  
1 つの設計チームとなって 
同時に作業できたのは、 
A360 のおかげです」

 —Claudia Cozzitorto 氏
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Moriyama & Teshima 社

会社名
Moriyama & Teshima Architects 社

所在地
オンタリオ州ウィンザー(カナダ)

ソフトウェア
Autodesk® A360
Autodesk® Collaboration for Revit
Autodesk® Revit®

Moriyama & Teshima 社は受賞歴のあるトロン
トの建築会社で、公共施設、文化施設、教育施
設の建築で世界的に知られています。同社は公共
施設の豊富な設計実績を後ろ盾に、地元の建築
会社である Architecttura 社とジョイントベン
チャーを組み、ウィンザー市庁舎設計プロジェク
トを受注しました。 

ジョイントベンチャーとして、2 社はプロジェクトに
関する情報を共有する必要がありました。ウィン
ザーを拠点とする建築会社の Architecttura 社
が現地についての知見を持つ一方、Moriyama & 
Teshima 社は新しい市庁舎の計画、設計、全体
的なビジョンを主導的の構築することになってい
ました。 

遠方拠点との共同設計
このジョイントベンチャーには 2 つの重要な課題
がありました。それは複数のチームや組織にまた
がるコミュニケーションと、複雑な BIM モデル
の共有です。Moriyama & Teshima 社はトロ
ント、Architecttura はウィンザーを拠点として
いるため、プロジェクト データに一元的にアク
セスできるコミュニケーション センターを提供し
てくれたり、2 つの設計チームによる Revit モデ
ルの表示、レビュー、共同作業を可能にしてくれ
るツールが必要でした。

Moriyama & Teshima 社の BIM ディレクター
である Claudia Cozzitorto 氏は語ります。
「BIM プロジェクトなので、両社が BIM モデル
にアクセスできなくてはなりません。しかし、当
社はまだこうしたジョイントベンチャーに対応で
きる環境を整備していませんでした。このプロ
ジェクトを手掛けるにあたり、2 箇所に分かれた
オフィスでうまくコミュニケーションを取る方法
を見つける必要がありました」

求められたのは、簡単なセットアップで使いやす
く、プロジェクト ファイルへのアクセスを制御で
きる柔軟なツールでした。いくつかの調査の末、
両社は A360 を使ってこのプロジェクトのコラボ
レーションを図ることに同意しました。

遠方にいるチーム メンバーとの作業には、延々
と続くメールのやり取り、電話会議、異なるシス
テムを使ったプロジェクト管理とファイル アクセ
スが付き物です。しかし、A360 を使用すれば、
コミュニケーションとファイル アクセス制御が
同一ツールで可能になるため、このプロジェクト
が最初に直面した課題を両方とも解決できます。

距離を超えたコラボレーション
Moriyama & Teshima Architects 社は  
A360 を使用してウィンザー市庁舎プロジェクトの 
ためのバーチャル オフィスを構築

ウィンザー市庁舎の設計のレンダリング。Image courtesy of Moriyama & Teshima.
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A360 を使用すれば、コミュニケーションとファイル アクセス制御が 
同一ツールで可能になるため、このプロジェクトが最初に直面した課題を 
両方とも解決できます。

BIM コラボレーションの未来
Revit モデルを表示できるだけではありません。
フリーハンドのスケッチ ツールや注釈、テキス
トを使ってモデルにマークアップを作成できるの
で、電子メールや電話会議を介することなく変更
要求を伝達できます。

Cozzitorto 氏は語ります。「モバイルにも対応
しているため、Revit アプリケーションを使わ
なくても詳細な 3D ビューを表示することができ
ます。そのおかげで Revit ユーザー以外のメン
バーもモデルを深く理解できるようになりました」 
彼女自身も外出先でモデルを表示したりマーク
アップを追加するときは、A360 モバイル アプリ
ケーションをよく使用しています。「私はモバイル  
アプリを使って、ミーティングの前にモデルや 
図面を確認したり、マークアップを追加したりし
ています」 

ジョイントベンチャー プロジェクトがますます
一般的になり、BIM モデルが複雑化する中、一元
的なコラボレーションは欠かせない要素となって
います。Moriyama & Teshima 社がプロジェク
トでの任務を果たした後、A360 の管理者である 
Architecttura 社は簡単に同社のプロジェクト
へのアクセスを制限して、次の施工管理の段階に 
進むことができました。

成果
A360 により、Moriyama & Teshima 社と 
Architecttura 社は遠く離れているにも関わら
ず密接に連携し、迅速なレビュー、Revit モデル
の表示、チーム間の円滑なコラボレーションなど 
を行うことができました。 Cozzitorto 氏は、 
このプロジェクトで A360 を使用した経験をこう
まとめます。「BIM プロジェクトなので、両社が  
BIM モデルにアクセスする必要がありました。
A360 のおかげで Revit モデルを一元管理でき
ました。 1 つのオフィスに集まって仕事をしたも
同然です」

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。

「私はモバイル アプリを使って、
ミーティングの前に 
モデルや図面を確認したり、

マークアップを追加したりして

います」

 —Claudia Cozzitorto 氏
BIM ディレクター 
Moriyama & Teshima 社

Image courtesy of Moriyama & Teshima Architects.


