
BIM/CIM と  
GIS の統合
インフラの計画、設計、 
建設、運用を変革

今すぐ見る > 



01  BIM/CIM と GIS の統合 

位置情報と設計プロセスの力を 1 つに。

BIM/CIM と GIS の融合
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コンテキストが何よりも重要

GIS の情報が BIM/CIM に役立ち、 
BIM/CIM のモデルが GIS に役立つ

アセットに関して実際環境の詳細データが得
られるため、設計者とエンジニアはこれを使用
して設計・施工の調査や評価を行うことができ
ます。このように、GIS（地理情報システム）の
情報が BIM/CIM に役立ちます。また、リッチ
で正確なモデルを利用することで、アセット 
全体の運用とより広い範囲の保守を改善 
できます。このように、BIM/CIM が GIS に 

役立ちます。

実際の環境を把握

BIM/CIM と GIS を融合することによ
り、地理情報とインフラ設計データが統
合された、堅牢なコンテキスト モデルの
構築が可能になります。このモデルを利
用することで、現地の周辺環境や地形な
どの状況に応じて各アセットの相互関係

をさらに詳細に把握できます。

少ないコストで大きな成果

今日のマクロ経済的な課題に対処し、サステイ
ナビルで強靭なインフラを構築するには、 

BIM/CIM 設計プロセスと GIS テクノロジーの
間でデータや情報をさらにシームレスに共有で
きることが求められます。BIM/CIM と GIS を
隔てる壁を取り除き、両者を融合させることで、
都市計画や都市管理を効率化し、インフラへの 
投資による社会、経済、環境への悪影響を 

低減させることができます。

位置情報と設計プロセスの力を 1 つに合わせれば、インフラ全体を包括的にとらえられ
るようになります。
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主なメリット

それでは、始めましょう。

目次 >

プロジェクトの 
ライフ サイクルを変革

周辺環境を含む 
建築現場のコンテキスト

現場の変化を 
センサー計測

実世界を 3D で 
設計・視覚化

インフラの運用情報を 
最適化

オープンで拡張可能な
システム
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1 万  
3,000 棟
1 日に建設される建築
物の数（これでも需要
に満たない）

2050 年までに都市
人口は 63 億人に増加
（2010 年の 36 億人 
から 75% 増）*

63 億人20 万人
都市に移住する人
の数（1 日あたり） 

世界は急速に変化しつつあり、次のような重要な動向が見られます。

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル

世界的な課題と機会

1 2

3.7 兆ドル
需要に追いつくために
必要なインフラ投資額

*出典：国際連合経済社会局、人口部（2012 年）『World Urbanization Prospects: The 2011 Revision』
https://www.pwc.com/sg/en/real-estate/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf

次のステップデータ中心

15 兆ドル
全世界の建設費
は、2025 年までに 
倍増する見通し

近い将来に成功を収めるためには、上記の動向が招く状況を予測し、準備しておくことが重要になります。また、新しいアプロー
チで計画、設計、アセット管理に取り組んでいく必要があります。
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BIM/CIM チームと GIS チームが連携して作業するという従来と同じやり
方では、こうした世界動向に対応することは困難です。具体的には、次のよ
うな課題があります。

プロジェクトの引渡しプロセス
GIS 専門家は未加工の BIM/CIM データや CAD データを受け取りま
す。そのため、データを手動で更新しなければ、GIS データベースに読
み込むことができません。情報は通常、一方的に渡されるだけで、ワーク
フロー全体でプロジェクト データが活用されることはありません。

古いデータ
手作業のデータ入力プロセスで人為的なミスが発生すると、重要な情
報が失われる可能性があります。また、データを手動で書き出すと、書
き出し元の BIM/CIM プログラムや CAD プログラムからそのデータに
直接アクセスできなくなるため、更新されないまま「古いデータ」になっ
てしまいます。

信頼性の低い記録システム
信頼性の低い記録システムに接続される GIS データがプロジェクトに
導入されると、不正確で古い情報に基づいて設計が行われるおそれが
あります。

このようなプロセスは効率が悪いだけでなく、重大なデータを損失するな
どのリスクが増大します。そこで BIM/CIM と GIS を統合すると、こうした
非効率的でリスクの高い作業方法を変革することができます。

分断と細分化

1 2

現在の作業方法

情報の流れが一方向

1

2

3

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心
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労力を抑えながら生産量を増加させ、品質を向上させるためには、業界全体でアプローチを変え
ていく必要があります。BIM/CIM と GIS を統合すれば、システム間でデータをシームレスに移行
できるワークフローが実現します。それでは詳しく見ていきましょう。

新しいアプローチ：データ中心

シームレスなコラボレーション
オートデスクは Esri 社と提携し、GIS と BIM/CIM を統
合することで、GIS 専門家、設計者、エンジニアがプロジェ
クトのライフ サイクル全体にわたってコラボレーションで
きる環境を提供しています。

より深い洞察
「データ中心」のアプローチでは、建築物と自然環境を含
むより大規模なコンテキストをもとに、インフラについて
広く深く把握することができます。早期から十分な情報に 
基づいて意思決定できるようになり、プロジェクト関係者
間のコミュニケーションが改善され、承認プロセスが迅速
化します。

適切な意思決定
プロジェクト ライフ サイクル全体の関係者が、建築物と
自然環境を含むデジタル情報を活用して、代替案の検討
や影響の確認を行い、より適切な意思決定を下すことが
できます。

B IM / C IM

G I S

運用

施工

プ
ラ
ンニング

設

計

アセット管理規制と許可

監視と強化マスター プラン
の作成

コミッショニングと
引渡し

施工設計

プロジェクト
計画

1 2

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心



08 BIM と GIS の統合場所を問わず自由に作業

スマートな意思決定を促進
この新しいアプローチでは、GIS 情報を BIM/CIM に活用しつつ、BIM/CIM で GIS を強化することができます。GIS と 
BIM/CIM を統合することで、システム内のアセットのパフォーマンスを最適化し、新しいプロジェクトに活用してよりサステイ
ナブルな計画を実現することができます。

さらに強靭なインフラと 
さらにスマートな都市を実現

関係者がプロジェクト
についてより深く把握

プロジェクトの 
工期が短縮

コスト削減十分な情報に基づいた 
スマートな意志決定

画像提供: Hyder Consulting

1 2

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心
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サステイナビリティ

ビジュアライゼーション解析と
シミュレーション

その他計画

GIS
ArcGIS®

Map3D

リアリティ
キャプチャ
デジタル プログラミング
LIDAR
赤外線

BIM/CIM
Civil 3D®

Revit®

IoT
交通
駐車
気候
照明
公益事業

地理空間データを含むさまざまな種類の情報を組み合わせて作成した情報モデルを、都市計画、解析とシミュレーション、 
サステイナビリティの検討、視覚化などに活用することができます。

導入のメリット：オートデスク製品でできること

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心
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2 3 96 121 4 107 135 118 14

InfraWorks でレーザー スキャン情報をモデルに追加すると、3D データの貴重なソースとして活用できます。地形、ポイント フィーチャ、リニア フィーチャを
抽出して、実際の条件が反映された包括的なモデルを作成できます。InfraWorks には自動抽出機能が搭載されており、リアリティ キャプチャ データに簡単
にアクセスして利用することができます。

入力

リアリティ キャプチャ

レーザー スキャン情報を 3D データ ソースとして利用

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

https://autodesk.wistia.com/medias/6geflncx64
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2 3 96 121 4 107 135 118 142

IoT システムが「スマート」なのは、センサーから収集したデータを活用するからから、というだけではありません。IoT データを分析しながらリアルタイムで意
思決定できる点も重要ですが、他にも、新しいアセットで設計・建設する際の入力情報やコンテキストとして IoT データを活用することもできます。このデータ 
タイプを利用すると、新たな洞察が得られます。たとえば都市交通を例にすると、交差点ひとつひとつの個々のアセットについても、道路網全体の包括的な
アセットについても、効率性を改善できるようになります。

入力

IoT

シンガポールのヒート マップの例

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

https://autodesk.wistia.com/medias/6ofram1jv9
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2 96 121 4 107 135 118 14

インフラ オーナーの大半は、GIS と BIM/CIM という 2 つのデータ ソースを統合したいと考えています。なぜなら BIM/CIM テクノロジーと GIS テクノロジー
は、さまざまなケースに活用できるからです。この 2 つのプロセスの統合が、次のステップにつながります。

入力

GIS と BIM/CIM プロセスの統合

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

3
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4

InfraWorks でレーザー スキャン情報をモデルに追加すると、3D データの貴重なソースとして活用できます。地形、ポイント フィーチャ、リニア フィーチャを
抽出して、実際の条件が反映された包括的なモデルを作成できます。InfraWorks には自動抽出機能が搭載されており、リアリティ キャプチャ デー
タに簡単にアクセスして利用することができます。

入力

Autodesk® Connector for ArcGIS®

Autodesk Connector for ArcGIS

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 107 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/neqeumslwr
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5

Ramboll 社と Sweco 社のチームは、InfraWorks で GIS 情報を利用することで、ノルウェーの高速鉄道延伸プロジェクトを効率的に進めることができまし
た。チームは、幅広い範囲に及ぶプロジェクト制約情報や設計モデル案を活用して、設計意図や課題などを 120 人以上のプロジェクト関係者に効率的に伝
え、設計の承認を得ることができました。

プロジェクト チーム全体が、共通データ環境として InfraWorks を使用しました。これにより、14 日ごとのプロジェクト レビューをしっかりと予定通りに行
うことができました。チームではこのプロセスを同時進行型統合エンジニアリング（Integrated Concurrent Engineering：ICE）と呼びました。プロジェクト
の計画/承認フェーズにコネクテッド BIM/CIM プロセスを導入することで、20% の時間短縮に成功しました。 

計画

ノルウェー鉄道：高速鉄道延伸プロジェクト

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 107 13118 14
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6

こちらはパリ市の洪水モデルで、GIS、BIM/CIM、リアリティ キャプチャなど、さまざまなデータ ソースを基に作成されています。このモデルは、設計における
意思決定の参考として重要な解析を行うために作成されました。

このような分析によって、洪水の影響を最も受けやすい地域を特定することができます。オートデスクは Hydronia 社と提携し、洪水のシミュレーション、 
視覚化、アニメーション化を InfraWorks の 3D コンテキスト モデル内で直接実行できる機能を実現しました。実際のデータに基づいて河川や沿岸地域の
洪水シミュレーションを行い、都市の氾濫原や沿岸地域における洪水リスクを事前評価することができます。

解析とシミュレーション

洪水

パリ市の洪水モデル

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 9 121 4 107 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/9nkstc78bw
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7

モデルを使って実行できる解析を、もう 1 つご紹介しましょう。こちらは歩行者と車両の動きの解析です。赤いエリアは渋滞が発生する可能性が高く、青いエ
リアは交通が円滑に流れると予想されます。

設計上の決定事項が及ぼす影響について、たとえば改修予定の道路や交差点への影響だけでなく、道路網の他の部分への潜在的な影響も含めてリアルタイ
ムで確認できるため、より適切な意思決定を下すことができます。道路を通行止めにしたら、どうなるか。一方通行にしたり、交差点を増やしたりするとどうな
るか。こうしたことをシミュレーションして確認することができます。変更を検討する際には、プロジェクト関係者の賛同を得るために意思の疎通を図る必要
があります。3D 設計モデルとして表現された解析結果は、そうした意思の疎通でも役立ちます。

解析とシミュレーション

交通シミュレーション

パリ市の交通シミュレーション

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 10 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/fcyqkujzt1


17  BIM/CIM と GIS の統合 

InfraWorks のモビリティ シミュレーション（InfraWorks に付属）を使用すると、大きな公園の周囲における歩行者の通行をシミュレーションできます。 
入口の場所を変更しながら、安全性やアクセス性を評価することができます。これは歩行者に焦点を当てたモビリティ シミュレーションですが、駐車場や 
バス停の位置などを評価することもできます。

8

解析とシミュレーション

マイクロシミュレーション

InfraWorks のモビリティ シミュレーション

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 107 135 11 14

https://autodesk.wistia.com/medias/3ges0utqvg
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9

近隣地域または地区単位ほどの規模のグリーン インフラ（環境に優しいインフラ）を計画する際は、3D コンテキスト モデルを使用すると、最適な計画を導
き出すうえで参考になります。

Green Stormwater Infrastructure は、BIM/CIM で雨水管理プロジェクトの設計とリアルタイム解析をすばやく実行できる InfraWorks の拡張機能です。
土木エンジニアやランドスケープ アーキテクトは、グリーン インフラを 3D モデル化し、地域的な性能要件やサステイナビリティ基準を満たすかどうかを検討
することができます。

このビデオでは、雨水の流出を最小化またはゼロにするグリーン インフラを計画する方法の例を示しています。

サステイナビリティ

グリーン インフラによる雨水対策

グリーン インフラによる雨水対策

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 6 121 4 107 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/yy46d5vszu
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10

BIM/CIM プロセスに GIS 情報を活用して、さらなるエネルギー節減を実現することができます。建物の高さや建築面積などのデータを活用することで、エネ
ルギー使用コストの高い地域を特定したり、優先度の高い改修候補地を特定することができます。

このビデオでは、ワシントン DC のある地区におけるエネルギー消費量、年間エネルギー コスト、改修候補地などの情報を、3D モデル上にオーバーレイ表示
しています。

サステイナビリティ

GIS 情報

GIS とエネルギー消費量をリンク

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 7 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/2xjzx6tjmr
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11

インフラ プロジェクトの早期段階から、GIS 情報が搭載された 3D コンテキスト モデルを使用してレビューを実施したり、情報の伝達を行うことができ
ます。

このビデオでは、シカゴ市内のプロジェクトを例として紹介しています。シカゴ川沿いの各所に配置された 3D モデルの街（WSP 社作成）の中を移動しなが
ら、さまざまな設計案をビジュアルで確認することができます。

ビジュアライゼーション

SWA – シカゴ市

SWA – シカゴ市

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 107 135 8 14

https://autodesk.wistia.com/medias/2h6ybgz49c
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12

VR 体験や AR 体験を構築することで、コンテキスト モデルをさらに活用することができます。このビデオは、VR ユーザーがさまざまなコンテキスト モデルの
間を移動する様子を紹介しています。1 つ目の例では、テキサス州オースティン市街の中を移動しています。ユーザーは街に配置されたポイントの間を移動
し、周囲 360 度の景色を見ることができます。2 つ目の例では、VR 空間の中に再現されたアリゾナ州グレン キャニオン ダムの上空を飛行します。この例で
も、ユーザーはモデル上の任意の点に移動しながら、俯瞰で景色を見ることができます。

ビジュアライゼーション

AR と VR – オースティン市

バーチャル リアリティ体験の例

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 961 4 107 135 118 14

https://autodesk.wistia.com/medias/ykol0rtaha
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13

BIM/CIM モデルと位置/条件データの組み合わせは、ライフ サイクルの全フェーズを通して非常に役に立ちます。位置情報によって、BIM/CIM データに地図
を組み込むことが可能になります。

その他のカテゴリ

BIM/CIM にリンクされた位置情報

画像提供：CSoft-Terra

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 1075 118 14
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14

建築・土木業界が今日直面している重大な問題の 1 つに、特定の人が特定の目的で使用するだけのデータを、作業で非常に大量に扱わなければならないこと
があります。このビデオは、空間環境で BIM/CIM モデルを簡単にライブ操作する方法を紹介しています。この機能を利用して、プロジェクト納品時のデータ
を運用・メンテナンス（O&M）でも活用することができます。このビデオでは、オートデスクが作成した概念実証を例に、Esri の Web アプリと BIM 360 API 
を使用して構築できる強力なソリューションを紹介しています。

その他のカテゴリ

ArcGIS と BIM 360® のリンク

概念実証：ArcGIS と BIM 360 のリンク

ビデオを見る >

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 96 121 4 107 135 118

https://autodesk.wistia.com/medias/4qdnjexwjy
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すべての要素を 1 つに

旧式テクノロジーの制約とサイロ化を排除

チームのコラボレーションを向上

設計における意思決定を迅速化

BIM/CIM と GIS を統合することで、新しいワークフローが実現します。関係者間で的確に意図を伝達し合いながら、 
リスクを軽減しつつ、複雑なプロジェクトを短時間で完了できるようになります。

1

複雑なプロジェクトを 
短期間で完了

プロジェクトの意図を 
効果的に伝達

リスクを軽減

GIS データを含むコンテキスト  
モデルを構築

プロジェクトに関する深い洞察

規制承認を迅速化

データ損失を最小限に抑え、プロジェクトの
ライフ サイクル全体にわたってデータを活用

効率的でエラーの少ないプロジェクト引き 
継ぎを実現

運用効率を改善

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 3 4
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プロジェクトのライフ サイクルを変革
データ統合のワークフローを改善することで、GIS と BIM/CIM 両
方のユーザーに直接的な価値がもたらされます。設計・施工ワー
クフローに周辺の環境情報を取り入れるなど、さらなる調査が可
能になり、施設やインフラの建設・改修プロセスが改善されます。

コンテキストに基づいた設計と建築
GIS と BIM/CIM を統合することで、プランナーや設計者は実際の
コンテキスト情報に基づいて、プロジェクトを詳しく把握できるよ
うになります。つまり、自然環境と既存インフラが新しいプロジェク
トによってどのような影響を受け、どのように相互作用するのかを
把握することができます。プロジェクトを実施する組織はこのよう
な情報をプロジェクトのライフ サイクルに取り入れることで、潜在
的な問題を予測し、ライフ サイクルを合理化して、工期遅れによる
コストの発生を抑えることができます。

6 つの成功の鍵

現場の変化を把握
ドローン、センサー データ、データ処理など多くの革新的技術を 
利用することで、スキャンや写真撮影をすばやく行い、現場の状況を 
3D データとして把握することができます。プロジェクト開始時に
現場のリアルで正確な画像を記録しておき、定期的にスキャンを
実行してデータを更新しながら、開発の各段階で現場がどのよう
に変化したかを記録できます。オートデスクは、すべてのプロジェ
クト関係者が実際の現場情報や視覚化された情報を共有できる
機能を提供することと、その質を改善することに重点的に取り組ん
でいます。

2

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

31 4

01 03

02
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オープンで拡張可能
今後ビジネスや組織は「データ中心」になっていきます。オート
デスクはこの動向を認識し、ユーザーのイノベーションを促進す
るため、拡張可能なプラットフォームの構築に取り組んでいま
す。オートデスク プラットフォームは、ユーザーの皆様が製品の
機能を応用し、ソフトウェア構成要素から新たなツールを作成
し、さらに生産性を高めるワークフローを開発することで、ます
ます進展していくことでしょう。

実世界を 3D で設計および視覚化
テクノロジーとハードウェアの進歩に伴い、3D は急速に普及しつつ
あり、ライフ サイクル全体にわたって、アセットの設計、視覚化、解
析に使用されています。今後もオートデスクは、空間情報を効果的
に活用する 3D 技術を取り入れたツールやアプリケーションの開発
に、重点的に取り組んでまいります。こうした機能をプロジェクト
に取り入れることで、十分な情報をもとに設計プロセスを進め、コス
ト、サステイナビリティ、性能における目標を達成することが可能に
なります。

インフラの運用情報を最適化
モノのインターネット（IoT）技術により、建物や橋などのインフラ 
アセットにセンサーを埋め込んで、その揺れや温度変化を監視する 
ことができます。今後、全世界のあらゆる場所に何十億個ものセン 
サーが設置され、情報が追跡されることになるでしょう。多くは
日常的に利用される施設や設備に設置され、取得されたデータが 
3D 技術で追跡、分析されます。このデータを AI に学習させること
で新しい洞察が得られ、類似する状況に適用することができます。
オートデスクでは、大規模なアセット システムの運用パフォーマン
スの改善を目指すお客様が、センサーを計画的に導入して情報を
取得し、活用できるよう、新たな可能性を模索しています。

3

6 つの成功の鍵

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

21 4

04 06

05
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何をいつ、どこに建設するか
建設されたインフラは、その後長年にわたり利用されることになりま
す。GIS と BIM/CIM を緊密に統合した分析が可能になれば、建築土
木企業、プロジェクトのオーナー、運営者、公共機関が「何を建設する
か」だけでなく、「どこに建設するか」「建設する理由は何か」という点
にも注目できるようになります。つまり、強靭でサステイナブルなイン
フラの構築、責任ある地球資源の利用、都市の拡大と人口増加に対応
可能な環境の創出といった課題に取り組めるようになります。GIS と 
BIM/CIM を活用することでワークフローを改善し、企業の競争力を 
強化することができます。

スムーズな相互運用を実現することで、GIS と BIM/CIM をシームレス
に連携できるようになるほか、ワークフロー間の情報共有がさらに進
み、複雑なプロジェクトを短期間で完了できるようになります。

4

変革 導入のメリット プロジェクトの情報モデル 次のステップデータ中心

2 31

次のステップ
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