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2013 年にカナダ建築センターで開催された講演会
で、建築家の Stan Allen 氏が線引きした「コンピュ 
テーション」と「デジタル」の違いには大きな意味が
ありました。

「プリンストン大学では、建築用語としてコンピュー
ターについて語るときは、デジタルではなくコンピュ 
テーションと言うよう厳しく指導されました。デジタ
ルは一種の形態、つまり情報の状態を表す言葉であ
り、コンピュテーションは能動的なプロセスを表す
言葉だからです」¹

Allen 氏の説明によれば、建築業界は、情報がコン
ピューターで生成されるようになってから、長い年
月をかけてデジタル化の方向に進んできたが、今の
私たちがどっぷり浸かっているのはコンピュテー 
ションです。

つまり、データの生成だけでなく、アイデアそのもの
を生み出し、扱い、管理するのにもコンピューターが
使われている、というわけです。デジタル ツールもコン 
ピュテーション ツールも、かつては新奇な印象があ
りましたが、AEC 業界が情報時代へと完全に突入す
る中、力のある会社で、この 2 つを放棄しようと考え
る会社はどこにもないでしょう。

このレポートでは、テクノロジーの潮流が建築分野で
どのように進化し、建築業務の環境を向上させてい
るのかに目を向け、コンピューター支援設計（CAD）
の創生期から、ビルディング インフォメーション モデ
リング（BIM）、クラウド コンピューティング、ジェネ 
レーティブ デザインに至るまでの複数の時代を巡る
旅に皆様をお連れします。図面の時代、最適化の時
代、つながりの時代を経て、オートデスクが建築設計
業界の未来をどのように描いているのかをご覧いた
だきます。 

画像提供：HKS Inc.



図面の時代
1950 年代に学究の世界にコンピューターが登場して以来、CAD 
ソフトウェアは建築業界に大きく貢献してきました。1980 年代
にパーソナル コンピューターが登場すると、この状況に拍車がか
かりました。CAD 時代の初期は、AutoCAD のようなツールが 
「図面の時代」の旗手でした。

当初研究者たちは、機械と人間の設計者が互いにやり取りする、
胸躍る未来を予想していましたが、建築設計者の間に普及した
最初のコンピューター ツールは、従来の図面作成ツールとレンダ
リング ツールのコンピューター化版にすぎませんでした。言うな
れば、プラスチックと鉛でできたマイラー フィルムと製図板の代
わりに、ソフトウェアとデータとプロッターを使うという感じで
す。おかげで、従来の方法よりもはるかに短時間で技術図面を作
成できるようにはなりましたが、だからと言って、設計プロセスが
根本から変わったわけではありません。

結果として、CAD 図面は必ずしも設計ファイルの共有、修正、 
保存に適した最良の方法ではないことが次第に分かり始めまし
た。エンジニアと意匠設計者が代わりに探ったのは、3D フォーム
を基にした技術図面でモデルを作成し、それを組み合わせる方
法です。これが、CAD から 3D モデリングへの移行の発端となり
ました。

それから 20 年を経て、BIM という新たなテクノロジーが広く浸
透してきました。BIM では、コンピュテーションを用いて建造物
を 3D で表示し、最終的にできあがる実際の建造物を、前もって
シミュレーションで体験できるようにします。このモデルは、設計
者、施工業者、建物所有者に、建物やインフラのライフ サイクルを
通じて膨大な情報にアクセスし、共有、活用することができる重
要な基盤を提供します。競争市場で優位に立つのに欠かせない
基盤です。

BIM によって、デジタル処理と物理的な手順の境界があいまい
になりつつあることから、建設プロジェクトでは設計と施工の工
程が連携の方向に向かいつつあります。とは言うものの、CAD か
ら BIM への移行はたやすくはありません。ストレージ機能、プロ
セッサーの能力、グラフィックスの解像度の点でコンピューター
そのものの処理能力を高めることが、いくらか役立つぐらいで
す。移行には、それ以上に大きな課題があります。BIM は数千年
来の建築ワークフローを覆す手法だということです。2D の図面
で表し伝えるという方法が、データベースに取って変わられるの
です。そこでは図面作成が目的になることはありません。図面は、
あくまでもツールから生成した産物です。このデータベースには、
いつでもアクセスできる情報が大量に格納されており、設計の過
程で作業内容を表示したり解析することが可能です。そのため意
匠設計者やエンジニアは、プロジェクトに含まれる建設用地、建
造物、空気の流れを評価、最適化することができます。各種の解析
ツールを使って進行中の設計を評価することで、信頼性に優れた
デジタル モデルから詳細な解析データを得ることができます。
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最適化の時代
1990 年代に BIM が登場して「最適化の時代」の幕が上がると、
同時に、コンピュテーションがデジタル情報と同じように重要に
なりました。

この変化は、ソフトウェア プロバイダーとその顧客のどちらに
も、コンピュテーションに関する課題となりました。BIM ツール
は極めて強力な作図プラットフォームであるだけでなく、コード
化された具体的な情報の体系でもあり、目的をもって作成された
オブジェクトのセマンティックな表示をベースとしています。

（AutoCAD などの）CAD ツールは基本的に結果を認識しない
ため、どのようなものでも図面にできます。その点では、高度な
作図機能を提供するよう最適化されていると言えるでしょう。一
方 BIM ツールは、道路にせよ建物にせよ、「それは何か」を認識
する必要があります。たとえば、構成要素（ドア、壁、窓、下地、サー
フェス、縁石）の表示方法や適切なパラメーター、関係性などの
認識が必要です。基本的には複雑なデータベース設計の問題で
あり、結果的にソフトウェアによって、データの作成とデータに関
する「レポート」の生成が図面という形で同時に行われる場所な
のです。このプラットフォームが登場し、機能が発達して分野別に
モデルの「ビュー」を差異化できるようになったことで、さまざま
な分野から大勢の設計者（構造設計者や機械設計者）が BIM の
世界に参入しました。作業プロセスとテクノロジーが成熟した今
では、建築業界が BM に移行中であることは広く理解されてい
ます。

ソフトウェア ベンダーが作る BIM ツールの機能が向上するに
つれて、建築の専門家は新たに見つけたテクノロジーの利点を業
務に活かし、新しい作業方法を採り入れ、実際に建造する建物、
実際の建築基準、実際に実施するプロジェクトに合わせて新しい
機能を活用するようになりました。CAD ベースのプロジェクト管
理は、それ以前のアナログ式管理と大して違っていなかったので
すが（「ファイル収納用の平べったい引き出し」が「サーバー上の
ファイル フォルダー」に代わっただけです）、BIM に対応すると、
新しい方法を用いて、モデル同士を連携させ、技術的に優れた成
果を引き出し、現場で情報を調整し、高解像度のレンダリングを
作成し、図面の作成にかかる時間を短縮することができます。イ
ンターネット接続がどこでも当たり前になり、さらに高速化した
ことで、オフィスとプロジェクトの施工現場の間でデジタル デー
タをすばやくやり取りできるようになりました。インターネットに
つながったデスクトップの処理速度が向上した今、次は何が来
るのでしょうか。

今はクラウド コンピューティングによって建築のプロセスとワー
クフローに変革が起きており、そのため BIM への移行による混
乱がわりと和らいだように見えます。建物や橋などの大規模な建
造物の表示には常に大量のリソースが必要ですが、BIM では必
要なリソースがさらに増えます。しかし、クラウド対応の BIM に
はこの制約がありません。基本的にどのデバイスからでも、コン
ピューティング機能とストレージ機能を無制限に利用できるから
です。デバイスが、エンジニアのワークステーションなのか、現場
監督のタブレットなのかが問われなくなります。これには深い意
味があります。表示だろうが複雑なコンピューティング処理だろう
が、事実上、プロジェクト チームのメンバーであれば、全員が好き
な場所から好きなハードウェアやソフトウェアで、しかも同時に
利用できるからです。情報の作成場所が設計者のオフィスでも、作
業用トレーラーでも、協力会社の製造工場でも、情報が最初にど
こで作成されたかに関係なく、自由にアクセスできます。情報と
関連する詳細データを生成するにせよ、利用するにせよ、それが
どこかが問題になることはありません。こうして、コンピュテー 
ションとデジタルは対等な関係になったのです。
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建築設計プロジェクトに見る 
クラウドベースのコラボレーションの普及
（出典：Leading the Future of Building: Connecting Teams）

何らかのクラウドベースのコラボレー 
ション ソリューションを BIM プロジェクト
に採り入れている

98%
クラウドベースのコラボレーション  
ソリューションを利用している

63%

コラボレーション ソリューションに大々的に投資し
た結果、プラスの投資対効果が得られた

82%

https://pages.autodesk.com/Smart-Market-Brief-Report-Connecting-Teams.html


つながった

BIM

プロジェクトのライフサイクルを 
通して正確で信頼できるデータを 
一元管理できる

「つながった BIM」とは、BIM とクラウドのパワーの組み合
わせ。クラウドのさまざまな機能を BIM プロセスに活用する
ことで、建築・建設の専門家に次のメリットがもたらされる。

詳細な解析で得られる情報を意思決定
や計画に活用し、今後のプロジェクトに
備えられる

地理的に分散したチーム同士が、 
専門分野の違いを超えてリアル 
タイムにコラボレーションできる

プロジェクト データにいつでもどこでも、
どのデバイスからでもアクセスできる

高速のコンピューティング パワー
により、シミュレーションやビジュ
アライゼーション（AR/VR）が可
能になる

6

つながりの時代
さて、「最適化の時代」から新世代のツールとプロセスの登場を経
て、新しい「つながりの時代」へと移り変わりました。「つながりの
時代」は、安定した表示（BIM）と、どこでも利用可能なコンピュー 
ティング パワー（クラウド）が一体化した時代です。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）なのです
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、情報の共有が簡単になっ
てきたことから、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。

クラウド対応の相互につながる BIM プロセス、つまり「つながっ
た BIM」が、設計から施工までのプロセスを管理、最適化するた
めのプラットフォームとして、「相互運用可能な CAD」に取って代
わりつつあります。設計と施工のプロセスから図面が完全になく
なることは今後もなさそうですが（少なくとも人生で 1 回は図面

を目にするでしょう）、つながった BIM プロセスでは、モデル、解
析ツール、ビッグデータ、コラボレーション インフラを統合した
スキーマの成果物として、はるかに質の高いプロジェクトから図
面が生成されます。この相互につながったコンピューティング テ
クノロジーの集合体は、新しい一連のワークフローと機能をもた
らします。

「つながった BIM」の考え方の中心にあるのはクラウド対応の
オーサリング ツールです。このツールは（デスクトップに縛られた
ツールとは異なり、）高速のコンピューティング パワー、超大容量
のストレージ、複数の分野で構成された環境での連携作業によっ
て、さらに高い機能を発揮します。

「つながった BIM」とは何か
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つながった BIM で、新しい PDX ターミナルのコラボレーションを効率化
ポートランド国際空港（PDX）ターミナル建設プロジェクトは、コロラド州デンバーに本社を置く Fentress Architects 社と 
ポートランド州オレゴンを拠点とする Hennebery Eddy Architects 社の共同設計事業として実施されました3。両社は 1 つ
の設計チームとして Autodesk® BIM 360 を介して連携し、複雑な公共インフラ プロジェクトの遂行にあたりました。2 つの
会社は地理的に離れていましたが、それだけでなく、このプロジェクトには、コンサルタント、エンジニア、意匠設計者、建物の所
有者、その代理人など、さまざまな関係者が多数関わっていました。そこで BIM 360 を利用して 2 つの設計チームの作業を 1 
つのクラウドで集中管理することにしました。コミュニケーション、設計のレビュー、ファイル共有、バージョン管理、モデルの調整
をすべて BIM 360 で行うことで、両社のメンバーが物理的に 1 箇所に集まらなくても問題がないようにしたのです。

画像提供：Fentress Architects 社および Hennebery Eddy Architects 社
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設計者とコンサルタントは、分野が異なる複雑なモデルを必要に
応じて同期させながら、別々にも同時にも業務を遂行できます。
設計プロセスの「参照空間」、ここは決定事項を連携させたり、互
いに情報を交換する環境ですが、これが巨大化しています。設計
者はパワフルなオーサリング ツールで支援され、ソリューション
の代案の作成、評価、選択、練り直しをより迅速に行い、与えられ
た問題に対処できるようソリューションを拡大することができ
ます。

検討の範囲を広げたければ、ツールセットに追加のコンピュー 
ティング レイヤー、つまりスクリプトを追加できます。スクリプトと
はデジタル命令のことで、設計の代案を、デジタル モデルのパラ
メーターを変更しながら自動で生成します。たとえば、ファサード
を飾る一連の窓のサイズを直接選択する代わりにスクリプトを
記述して、各開口部の縦・横のサイズを調整し、いくつもの選択肢
を試すことができます。同時にモデルを使って、ファサードの建造
への影響、差し込む光の量、エネルギー負荷、施工費用をレポー 
トできます。窓の縦・横のサイズをさまざまに変えて、すべての組
み合わせをひとつずつ手動で試すとなると、手間がかかり煩雑で

す。しかもこれは、設計を進めるうちに数百にもなるパラメーター 
変数のほんの 2 つにすぎません。こうした設計パラメーターをア
ルゴリズムを用いる方法で操作すれば、つながった BIM での
表示にコンピューティングを直接持ち込むことができます。これ
がジェネレーティブ デザインと呼ばれる方法で、設計者は、代案
を定義して検討し、選択する力をジェネレーティブ デザインで 
（置き換えるのではなく）補完することができます2。

設計の選択肢の検討を自動化すると、設計者は、選択肢を評価し
て分類し、選択する力が大幅に高まります。BIM での表示に、ク
ラウドベースのシミュレーション ツールと解析ツールを併用す
ると、このプロセスを迅速かつ正確に行えるようになります。前
述の例でファサードを設計している意匠設計者は、作業にクラウ
ドベースの解析エンジンをつなげ、変更を加えることで、（たとえ
ば）日光、冷暖房負荷、システムのサイズ、配気にどのような影響
が及ぶかを、リアルタイムに検討できます。また、このデータから、
設計戦略の効果に関して即座にフィードバックを得ることができ
ます。シミュレーションによる解析を用いると、作業を進めなが
らその場で設計上のアドバイスを得ることができます。これは以
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(88%) about quality control

Structural engineers

Civil engineers

71%

88%

Architects (75%) lead in producing better 
solutions within budget because of generative 
design

意匠設計者

エンジニア

施工業者

ゼネコン

50%

47%

44%

22%

意匠設計者

エンジニア

施工業者

ゼネコン

50%

47%

44%

22%

つながった BIM テクノロジーの導入状況

（出典：Leading the Future of Building: Connecting Design Insight）

ジェネレーティブ デザインのツー 
ルと実際の方法を知っている。さ
らに、そのうちの 3 分の 1 以上
（37%）が現在ジェネレーティブ 
デザインを利用している

46%
ジェネレーティブ デザインが設計ソリューションに与える影響

品質管理 施工性 サステイナビリティの
向上62%

建築設計とエンジニアリング設計の 
間での図面の調整が容易に

ジェネレーティブ デザインに 
より、予算内でより優れたソ 
リューションを生み出すこと
に積極的に取り組んでいる意
匠設計者

75%

ジェネレーティブ デザインが製造、施工、業務に与える影響

59%
設計の意図に対する協力会社の理解が改善

ジェネレーティブ デザイン

VR リアリティ キャプチャ

クラウドでのコラボレーション

データ解析

（出典：2017 Architectural Visualisation Technology Report）

（出典：Leading the Future of Building: Connecting Design Insight）

（出典：Leading the Future of Building: Connecting Design Insight）

（出典：オートデスク）

VR を採り入れて、複数の 
プロジェクトに活用している
建築専門家

80%
48%
リアリティ キャプチャの機能を知っている
意匠設計者とエンジニア

75%
リアリティ キャプチャの機能を知ってお
り、現況をより正確に図面化するために
機能を採り入れている意匠設計者とエ
ンジニア

ビッグデータとデータ解析は、自社の
ビジネスにとってより強力な強みにな
ると回答した建築・建設業界の CIO

42%
クラウドベースの、インターネット
につながったテクノロジーは重要
だと考えている意匠設計者とエン
ジニア

クラウドのパフォーマンス解析サー
ビスを知っている意匠設計者とエ
ンジニア。さらに、そのうちの 3 分
の 2 近く（64%）が現在その機能を
利用している

68% 60%

https://pages.autodesk.com/Smart-Market-Brief-Report-Connecting-Insights.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.chaosgroup.com_arch-2Dviz-2Dsurvey&d=DwMGaQ&c=76Q6Tcqc-t2x0ciWn7KFdCiqt6IQ7a_IF9uzNzd_2pA&r=gGFi4QtySrMi0P0aQFMH8C08SFF_wlFkI8P5UF-SVQo&m=vhPIrUNulK1pd6e5UXRf-_etYDB3a8qu4rBGsTZ4oiU&s=0fHiC-PxVQmWEJl2RDMumeuek9vctv4_v4aa8RBlkCM&e=
https://pages.autodesk.com/Smart-Market-Brief-Report-Connecting-Insights.html
https://pages.autodesk.com/Smart-Market-Brief-Report-Connecting-Insights.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.slideshare.net_AutodeskAEC_role-2Dof-2Dcios-2Din-2Dthe-2Dera-2Dof-2Dconnection&d=DwMGaQ&c=76Q6Tcqc-t2x0ciWn7KFdCiqt6IQ7a_IF9uzNzd_2pA&r=gGFi4QtySrMi0P0aQFMH8C08SFF_wlFkI8P5UF-SVQo&m=yMSFeJAiElyxLy07FnH4bvPfObAQJuZPeZVXWmVUMNg&s=iVVhRkugKXwVTQbp80lC0qFlTnsHojvIZrWsYJwAkIQ&e=


10 画像提供：SHoP Architects 社

前、もっぱら外部のコンサルタントが担っていた役目でした。シ
ミュレーションは、クラウドベースのレンダリングによってさらに
強化され、デスクトップで設計図を開いたときに、長時間かけて
高解像度の画像を生成する必要がなくなり、数分で画像を表示
できます。つながった BIM 環境の高解像度レンダリングは、バー
チャル リアリティ（VR）で表示すると、さらに本物らしく見せるこ
とができます。VR では、リアルタイムでモデル内を移動したり、デ
ジタル形式でレンダリングされた設計要素を操作することが可
能です。設計者は、こうしたツールによって、設計がどのように見
え、機能するかをすぐに把握できます。

つながった BIM のワークフローから得られる情報と詳細デー
タは、施工現場とやり取りすることができます。一元化されたクラ
ウドベースのデータから得られる、調整されたデジタル情報は、
プロジェクトの管理オフィス、製造工場、サプライヤーの調達シ
ステム、現場で使用中のモバイル デバイスに直接提供できます。
いったん紙に印刷するなどの必要はありません。モデルベースの
アセット情報は、施工業者のスケジュール、リーン戦略、プロジェ
クトの管理システムに統合されます。施工が始まる前に、現況の
詳細な 3D モデル（グラウンド面や建物などの物理的な制約）を 
LiDAR や写真でキャプチャし、つながった BIM のデータ構造
にリアリティ キャプチャ テクノロジーで統合することもできます。
ロボティクスやマシン制御のファブリケーションなど、デジタル
で制御されるプロセスにより、施工はますます自動化の方向に向
かっているため、調整ツールによって、データを設計スタジオか
ら実際の現場へとスムーズに移動させることが可能です。現場の
データをドローンで収集すると、この同じ手法で、進行中の施工

に関する詳細なフィードバックを建築チームに提供できます。こう
したリアリティ キャプチャの手法により、設計プロセスにおける
要望と実際の建設の状況を付け合わせることができ、おまけに今
後の作業の参考にできる豊富なデータセットを生み出します。

BIM を通じてコンピューター処理で活用したデジタル情報の 
有用性は、アセットの運用にまで広がっています。センサーなどに 
よるデータ取得が「もののインターネット（IoT）」によって可能に
なったからです。最新の建物システムや交通システムの設計には、
システムや交通の流れなどのパフォーマンスに関する特徴をリ 
アルタイムのデータ フローで制御できる、こうしたインフラが必
要です。アセットの「デジタル神経システム」を設計することは、ア
セットの物理的な特徴をつかむことと同じように重要ですが、ど
ちらも、つながった BIM ワークフローの設計パワーを利用すれ
ば可能であり、取得した情報から得られるフィードバックを参考
にすれば、次の設計を改善できます。



クラウドベースの、イン 
ターネットにつながった 
テクノロジーは重要だと 
考えている意匠設計者と
エンジニア

68%
さらに価値ある業界情報を
入手できるので、デジタル形
式でアクセスできるようにし
て設計意図の品質改善に役
立てたい

91%
BIM から得られる詳細な 
データによって、完成後の 
建物の性能の予測性が 
向上する

74%

つながった BIM のメリット
（出典：Leading the Future of Building: Connecting Design Insight）

1111

カフェの設計の改善に BIM と VR を活用しているスターバックス コーヒー ジャパン株式
会社
スターバックス コーヒー ジャパンのカフェ設計部門、通称 Japan Design Studio は、全世界に 18 箇所ある Starbucks 
社の主要設計スタジオの 1 つです4。30 名いるスタッフの 80% 近くがインテリア デザイナーと意匠設計者で、毎年、新店舗
のオープンに向けて設計するカフェは 100 件以上、既存のカフェのリモデルは 150 件以上に及びます。

2016 年、アーク ヒルズ店の新しいカフェを設計するにあたり、チームは BIM のデータで VR 空間を作成しました。使用し
たのは Autodesk® Revit® Live です。Revit Live は、ワンクリックで Revit ファイルを VR に戻せるツールです。複雑
な変換作業は一切不要なうえ、作成したビジュアライゼーションをプレゼンテーションや情報共有に活用することが可能で
す。Revit Live をワークフローに加える前に、チームは社内のさまざまな部署に、リモデルしたばかりのアーク ヒルズ店を、 
HTC VIVE ヘッド マウント ディスプレイを使った VR で仮想的に体験してみないかと持ちかけました。各部署から集まった 
60 名のメンバーに VR でモデルを体験してもらったところ、圧倒的に好評でした。Revit Live での VR 体験は、社内の検証
プロセスに十分な品質を提供し、チームが、さらに詳細なビジュアルを作成し、さらにリアルな VR 体験を提供するのに役立っ
ています。

画像提供：Starbucks 社

https://pages.autodesk.com/Smart-Market-Brief-Report-Connecting-Insights.html
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クラウドは、こうしたプロセスを実現するコンピューティング イン 
フラであり、ローカルの作業環境と情報をまとめて保存するスト
レージの従来の関係を逆転させます。特定のマシンやローカル 
エリア ネットワーク内にデジタル情報を保存していた場合は、ク
ラウドベースのコラボレーション機能でそのデータを統合する
と、アプリケーションではなくプロジェクト情報が、プロジェクト
のワークフローの中心に置かれます。データのやり取りが双方向
だった場合は（事前に定義した時点でのファイル交換は、アナロ

グ時代の図面の配布によく似ています）、クラウドベースのコラ
ボレーション機能を組み込むと、プロジェクト チームのメンバー
全員が、データの格納場所や見つけ方、ステータス、発生元、用途
を知ることができます。プロジェクト データがプロセスの中心に
あり、作業場所に配信されている場合は、最新情報によって建築
ワークフローが効果的かつ効率的に機能します。特に、前述の表
示、解析、リアリティ キャプチャの機能を併用している場合はな
おさらです。

Project Quantum で情報共有とコラボレーションの機能向上を目指す
オートデスクは、対象のプロジェクト情報をチーム内で共有するためのシステムとして、Project Quantum を開発中です。意
匠設計者、エンジニア、協力会社は、Quantum のクラウドベースの共通データ環境を使用して、シームレスなワークフローを
構築して自動化し、複数のアプリケーションとサービスをつなげることができます。そのためコラボレーションに参加している
メンバーはそれぞれが、自分に最も関係する部分にだけ注力できます。

たとえば、意匠設計者は、特徴的なカーテン ウォールの設計プロセスと、付属のスパイダー クリップのような、調整が必要な
すべてのコンポーネントに関わることができます。意匠設計者、エンジニア、協力会社はそれぞれが、デザイン性、構造上の完全
性、数量、コストの選択肢と、担当する職務が異なります。全員の担当分野が異なっても、共通のデータを参照できれば、業界標
準のアプリケーションを使って情報を共有し、コラボレーションすることが可能になります。

画像提供：オートデスク



13画画画画画Ryan Companies US, Inc.
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オートデスクが 10,000 の設計オプションを独自のジェネレーティブ デザイン ソリュー 
ションで検証
オートデスクは、トロントの MaRS イノベーション地区に新設するオフィスと研究所の設計と計画にあたり、建築設計のため
のジェネレーティブ デザインの限界に、Project Discover5 というワークフローで挑みました。まず、高い目標と制約を設定す
るために、社員と管理職から、仕事のスタイルと場所の好みについて情報を収集しました。続いて、測定可能な主要目標として、
仕事のスタイルの好み、デスクの配置の好み、気が散る要素の抑制、互いのやり取りのしやすさ、採光、外の眺めの 6 つを選び
ました。仕事用スペース、アメニティ スペース、情報交換スペース、周りを囲まれた専用オフィスという複数の配置要素で 1 つの
幾何学システムを構築しました。最後に、クラウドベースのコンピューティング パワーで 10,000 通りの設計オプションを生成
し、評価して発展させました。10,000 通りの設計オプションを作成するなど、クラウドベースのジェネレーティブ デザインでな
ければ到底無理な話です。

この手法は、オフィスの空間設計に多くのメリットをもたらします。たとえば、複雑さへの対処、特定の条件のための最適化、人
間の創造性と直観力の強化といったメリットが得られ、実際のデータを基に取捨選択しながら調整を加え、関係者同士が設計
の機能とプロジェクトの目的について話し合えるようにします。 

画像提供：The Living 

オートデスク内部の建築設計研究チーム、The Living は、新しい建物の 
スペースに関する構想で、目的達成のための最良の方法を調査を通じて定義
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画像提供：The Living 

画像提供：The Living 



画像提供：BIM 設計センター TADI16

主なポイント
「つながった BIM」構想が予想するのは、コンピュテーション化
された未来の建築業界です。クラウド テクノロジーでパワーアッ
プしたツールにより、設計から調達、施工、アセット運用のライフ
サイクル全体にわたって、さまざまな建築関連活動に幅広く対応
できるようになると予想されますが、そこには 2 つのきわめて重
要な力が働きます。

1 つは、今日のインターネットのデータが、インデックス式の検索
エンジンでたやすく見つかるのとまったく同じように、多種多様
なツールで作成された大量のデータが、相互運用や同期を妨げ
る制約から解放されて、プロジェクトが中心の環境でシームレス
に流れるようになるという力です。

コラボレーション環境、つまり作成するデータに合わせて管理
されるチームがやり取りする環境では、設計の意図、調達方法、
施工計画と施工の進捗状況の詳細な記録がすべて視覚化され
ます。

2 つ目の意味は、機械学習と専門システムの能力が高まるにつれ
て明らかになると思われます。それは、プロジェクトの「データ  
プール」が、プロジェクトの現在と将来の両方のパフォーマンスを
把握し、予想、監視するためのリソースになるということです。将
来的には、プロジェクトのライフサイクルを通じて、機械学習や人
工知能による施工プロジェクトの評価にデジタル情報が不可欠
なリソースになると予想されます。

「つながった BIM」を現在活用している設計者や建築業者は、
今後は、必要な情報をすべて得られるようになり、設計に関して
さらに高い目標を掲げたり、施工業務を改善して、最終的には建
築環境の質を高められることでしょう。
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画像提供：HKS Inc.

http://www.autodesk.com/bim

