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コネクテッド コンストラクション: 
コラボレーションが生み出す 
「つながる」建設の世界
序文

これまで建築・建設の業界内では、つながりが欠けていることが多かった。
この業界で働いている人は、プロセスやデータの分断がもたらすインパク
トを、痛いほど理解しているはずだ。大抵の建設現場で、現在も関連する
チーム間のコミュニケーションやコラボレーションの欠如が問題となってい
る。協力・調達会社が、誤りや欠落のある古いデータやプランをもとに作業
していると気付くことも多い。その原因は、プロジェクトの各ステージで使
われているソフトウェアが統合されていないため、建設やインフラのプロジ
ェクトの各フェーズの間で、データが失われてしまうことにある。

データのサイロ化やチーム間の分断、リアルタイム情報の可視性の低さは全
てプロジェクトのパフォーマンスに影響を与え、それがコストのかかる遅延
や手戻り、無駄へとつながる。PlanGrid と建設業界の調査会社 FMI によ
る 2018 年のレポートによると、データとコミュニケーションの問題による
損失は、米国の建設業界だけでも実に 1,770 億ドル (18.6 兆円) に及ぶ。

建設を、あらゆる段階で再考すべきときが来た。まず必要なのはチームとワ
ークフロー、プロジェクトをコネクトして、設計の最初のフェーズからプラン
ニング、建設、運用に至るまで、シームレスなデータ共有とコラボレーショ
ンを行うための基礎を構築することだ。 

次のページからは、コネクトされたデータと次世代の建設テクノロジーがコ
ラボレーションの向上とリスクの低減、迅速なプロジェクトデリバリーにど
う貢献するかを、オートデスクのエグゼクティブと業界のエキスパートたち
が紹介していく。コラボレーティブなプランニングのプロセスとツールを大
規模なプロジェクトで活用する BAM Ireland、完全デジタルな未来に向け
て意欲的なプランを策定する Skanska Sweden など、業界をリードする
建設会社の事例も紹介している。  

建設のプロセスにはコラボレーションが必須だが、シームレスなデータ共
有の欠如は、往々にして関係者間での責任の押し付け合いを招いてしま
う。より優れたデータへのアクセスとコラボレーションの実現により、コネ
クテッド コンストラクションは建設の方法の再定義に役立つことになる。

アリソン・スコット 
Director, Thought Leadership and Customer Marketing, 
Autodesk Construction Solutions
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ビッグデータの活用 
によるリスク緩和で 
建設業界が飛躍 
できる理由
BY JIM LYNCH

オートデスクの副社長兼建設ビジネスユニットGMを務める 
ジム・リンチは、機械学習ツールはクオリティと安全性に関する 
根本的な原因を発見し、その再発を回避できると述べている。

建設会社は、テクノロジーの導入により引き渡し時期を早めることで、実質
的な効率を向上させることができる。だがプロジェクト データから洞察を得
ることを怠っているなら、重大な機会損失になる。せっかく作った優秀なジェ
ット エンジンを、地上においたままにするようなものだ。 

建設関連文書のデジタル化は豊富な情報を生み出すが、ほとんどの建設業者
は複数のプロジェクトを同時進行させているため、データ分析に時間を割け
ない。このプロセスを自動化する機械学習ツールがあれば、なかなか解決しな
い問題の根本的な原因の発見に役立てられるだろう。企業はビッグデータの
活用により、品質問題から安全性のリスクに至るまで建設業界のトレンドを特
定でき、今後のプロジェクトでより良い結果を導き出せるようになる。
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私が話を聞いたどの企業も、リスクを低下させ、プロジェクトの予見可能性を強化す
る必要があると語っている。それにより生産性を高め、より高い利益を実現できる。
建築マネジメント テクノロジーの導入は、リスク マネジメントの最初のステップだ。
変更指示書、RFI (情報依頼書)、提出物要綱、問題報告書など、すべてのプロジェク
ト関連文書をデジタルでキャプチャすれば、プロジェクトがデータベースに追加され
るに従って、かなりの情報が収集されることになる。機械学習ツールは、これらのプ
ロジェクト データを検討し、品質と安全性における傾向を把握して報告を行い、リス
クにフラグを立てて注意を促す。システムに追加される情報の関連性が高いほど、
結果の予見可能性は高くなる。

問題は建設業者が従来の方法による文書化から、プロセスをデジタル化することで
重要業績評価指標 (KPI) にもとづく業績情報へのアクセスを得るという手法へ、行
動様式の転換を行う準備ができているかどうかだ。これまで手動で行われていたプ
ロセスに、新たなテクノロジーを進んで取
り入れたり、新しいプロセスへと完全に切
り替えたりできるだろうか？

現実には、建設業者は厳しい工期を遵守
するため懸命な取り組みを続けている。
建設プロジェクトのニーズを満たすため
の十分な労働力を持たない場合には、特
にそうだ。建設業者は多忙を極めるが、
自動化はその労働力に対するプレッシャ
ーの一部を緩和し、プロセスの予見可能
性をもたらして、プロジェクトのリスクを
低下させる。一方で、飛行中にジェットエ
ンジンを交換できないのと同様、こうした
業者には休業してツールを一新するよう
な時間はない。「デジタル プロセスを導
入する間、新規案件の受注は止める」な
どというゼネコンは存在しないのだ。

行動様式の大転換

10 年前、建設業界は「テクノロジーを積極的に導入する業界」リストの最下部に属し
ていた。それは建設業界に対する正当な非難とは言えないものだったが、この問題に
真っ向から挑むきっかけにもなった。テクノロジーが建設業界のビジネスの中核を成
すようになると建設業者が認識を深めるにつれ、業界内に大きな変化が生まれること
になる。

建設は現場での肉体労働と設備がすべてではない。企業のツールボックスの中で、
テクノロジーは重要なツールとなっている。こうした見方こそ、仕事を獲得し、生産性
を高めて、より良いプロジェクトを引き渡すことにつながる。これは、2040 年まで続
くビル、インフラの膨大な需要に応えるため、建設業界が採用すべき姿勢でもある。

https://www.enr.com/articles/45120-worker-shortage-continues-to-grow?v=preview
https://www.autodesk.co.jp/redshift/building-the-future/
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自動化されたプロセスへ首尾良く移行した企業各社
は、組織内で行動様式の大転換を行っている。ベテ
ラン チームに権限を与え、最も大きな影響を与える
であろう箇所にテクノロジーを活用。そのチームは、
テクノロジーの全般的な状況と既存のプロセスを検
討し、社における具体的な課題に対処可能なテクノ
ロジーを導入する。これには専門チームによる取り組
みが必要だ。

その導入例である米国の Suffolk Construction 
では、イノベーション文化により、ミスが少なく予見
可能性の高い建設プロセスが導かれている。取締役
副社長兼チーフ データ オフィサーのジット・キー・チ

ン氏は、同社のテクノロジー戦略を極めてシリアスに
考えている。機械学習を活用したデータ分析、リスク
の予見、より優れたビルの竣工において、時代の先を
行っているのだ。

建設会社各社がチーフ データ サイエンティストや最
高技術責任者、テクノロジー ストラテジストといった
人材を雇用するようになるかどうかはさておき、テク
ノロジーを活用するということは「我々のビジネスに
おける挑戦とは？　世の中に存在するテクノロジー
のうち、我々の役に立つものは何か？」について、毎
日考える役割を誰かに与えることを意味している。

KPI の先を見据えて 

建設テクノロジーの導入は、建設マネジメントの自動
化に留まらない。建設業者は、社員や会社、クライア
ントへ全面的により良い結果をもたらすことに役立つ
テクノロジーを求めている。リスク要因を予見し、今
後のプロジェクトでパフォーマンスを向上させるため
の改善に必要十分な情報は、1 – 3 年で収集可能だ。

Swinerton はゼネコンとしてのリスク マネジメント
の支援に BIM 360 の Project IQ 機械学習エンジ
ンを活用し、常習的に問題を溜め込んだりミスを繰り
返したりする高リスクの施工会社にフラグ付けするこ
とで注意を促している。企業がリスクへさらされない
ようにすることは、コスト超過やスケジュール遅延を
生み出す問題の回避につながる。手作業でデータを
くまなく調べるのは多大な時間を要するため、それを
試みる企業はほとんど存在しない。機械学習ツール
なら素早く行うことができ、ツールが複数のプロジェ
クトを経て学習を重ねるにつれて精度も向上する。

建設業者が機械学習を使用し、KPI に従って品質と
安全性の評価を行い、最終的にビジネスにプラスの
影響を与えるゴールを設定すれば、利幅も向上する
だろう。その結果、利益率の向上につながるのだ。品
質と安全性は、現場の生産性、ひいては採算性に影
響する最も重要な要素だ。リスクを低下させ、作業員
が毎日無事に現場を去ることができるようゼネコン
が取り組めるすべてのことが、最終的な収益に大き
な影響を与えることになる。

https://www.suffolk.com/about-us
https://www.suffolk.com/build-smart-innovation
http://www.swinerton.com/
https://www.autodesk.co.jp/bim-360/construction-management-software/construction-data-analytics-reporting/machine-learning-construction-management/
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative
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根本的な原因を修正

複数の企業やプロジェクト チームが一丸となって複雑なプロジェクトを実行する場
合、複数の問題発生ポイントが生じる可能性がある。これらの問題は、設計段階で生
じたものが現場での建設段階にまで波及し、修正が手遅れの状態になるまで発見さ
れないこともある。

修正を要する設計の誤り、補修が必要な建設作業など、ミスは種類を問わず現場の
安全性に多大な懸念を引き起こす。チームはそれまでのタスクをもとに現場で仕事
をするため、そのタスクが未完成や不完全な場合は、安全性の問題に発展しかねな

い。品質は安全性に影響し、安全性は品質に影響する。課題となるのは、おおもとの
問題の発生を防ぐことだ。

その解決策は、建設テクノロジーによってキャプチャされた豊富なデータを活用し
て、根本的な原因を特定することだ。機械学習ツールは、対処が必要な品質と安全
性の問題を予見し、フラグ付けして注意を促し、優先順位を付けることができる。建
設業者の貴重な時間を、進行中のプロジェクトにおける問題の緩和でなく、今後の
プロジェクトでの問題防止に費やすことができる。どの建設会社も、リスクを低下さ
せ、プロジェクトの複雑性を解消して、より予見可能にすることの必要性を理解して
いる。身動きの取れない、もどかしい状態に陥らないようにすることが重要なのだ。
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建築や土木・インフラ業界において、計画や設計から建設、運用に至るまでの各プ
ロセスの間で、残念ながら重要なデータが消失しているという事実がある。

例えば橋の耐用年数のデータを各フェーズ間で移動する場合、独自のデータ セット
のみを認識できる複数のソフトウェアシステム間でデータのやり取りを行うことにな
るのが現実だ。データを変換するたびに、そのデータのリッチさと価値が下がってい
く。プロジェクト関係者がプロセスの初期フェーズのデータを必要とする際、プラン
ナーや設計者、エンジニアが手作業で情報の作り直しを行うことも多く、結果として
不要な作業が増えてしまう。 

オートデスクのビジネス戦略・マーケティング部門の 
AEC 分野を担当するニコラ・マンゴン副社長は 
GIS と BIM データの融合が、より安全かつスマートな 
ビルや道路、輸送を実現すると述べる。

GIS と BIM の 
統合が実現する 
インフラの設計と 
建設の変容
BY NICOLAS MANGON
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ただし、GIS (地理情報システム) 業界が 3D モデリングへ
と急速に移行を始め、ディスラプションが生じつつあるの
は朗報だ。こうした進化は、設計・建設業界における 2D 
から 3D BIM への移行に伴う変化を反映したもので、GIS 
と BIM が総合的な環境へと統合しつつあることを示唆し
ている。

BIM と GIS の連係

GIS 情報は、周辺環境に照らした道路、橋、空港、線路
網、その他のインフラの計画と運用に必要となる。また、
こうしたインフラの設計と建設には BIM 情報が重要だ。

両者を組み合わせることで、BIM モデルに地理空間情報
を融合できる。つまり、例えば GIS が洪水発生危険エリア
についての手がかりを供給し、設計者へ構造物の場所や
向き、建材に影響するような正確な情報を提供できるとい
うことことになる。

もうひとつは、スケールだ。GIS 情報は都市や地域、国の
規模で運用される一方で、BIM データは特定の形状や構
造の設計や構築に応用される。BIM では、扉、窓、壁をス
ケッチするなど、物理的構造をオブジェクト レベルで設計
デザインできる。GIS を追加することで、その構造物を、
より大規模かつスマートな景観という観点から管理可能
だ。建築物は区画や公共施設、道路に紐付けされるよう
になる。

これらの相対的な 2 つのスケールを結び付け、その間でシ
ームレスに情報をやり取りることで、データの冗長性を排
除できる。BIM プロセスへ、より良質の地理空間情報が
加えられることで、プロジェクト オーナーはより優れたデ
ザインが得られ、コストを削減できる。

GIS データにより BIM デザイ
ンに地理空間要素を提供でき、
道路や橋をその周辺環境に照ら
し合わせ、より良い計画を実現で
きる。(上) 
 
自動運転車のセンサー システム
により収集された情報に BIM/
GIS データを組み込むことが、よ
り優れた道路の設計と管理につな
がる。(右)
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全情報がクラウドに保存されるため、インフラと建築の両プロジェクトの関係者が、
世界中のあらゆる場所、環境でデータを管理し、その情報をデータ変換を繰り返すこ
となく再利用できるようになる。

BIM + ロケーション データ = より良いデザインと長期的コスト削減

ゼネコンによる建設プロセスがプレファブリケーションによるものなのか、建設現場
をオープンエアの工場に変えるのかを問わず、ロジスティクスのスケジュール改善、労
働時間と無駄の最小化へ新たに注目が集まっている。新しい工業化工法プロセスに
空間も持ち込むことで、建設されるプロジェクトの効率が向上するだろう。

Esri とオートデスクは BIM と GIS 向けソフトウェアの相互運用性の向上に取り組ん
でいる。それによって物理的構造の「デジタル ツイン」を作成でき、現実世界に照らし
合わせたより良い設計が可能となって、建設と運用の両方における効率性が向上する
だろう。

既に現時点でも、さまざまなテクノロジーの統合が進行中だ。その分かりやすい
例を挙げよう。グローバルな活動を行なうエンジニアリング/設計事務所、Mott 
MacDonald は GIS と BIM を統合し、ニューヨークでキャッツキル アケダクト下流の
修復を支援するプロジェクトを行なっている。この取り組みで生まれたデジタル ワー
ク製品は、情報の記録やカタログ化、検索の革新的な手法を提供し、プロジェクトの
スムーズな引き渡しに役立つものだ。

リスク アセスメントにおける「ロケーション」技術

新設する道路や橋、設備の長期的な価値を最大化するということは、現在都市が直
面しているサステナビリティやレジリエンスの問題の多くを解決するための、より優れ
たデザインを提供することを意味している。そのためには BIM や CAD、GIS が提供
する地理空間情報の間における、動的データのやり取りの最適化が必要だ。

デジタル デザインを実際の地形の中のロケーションに配置することで、設計と建築
に関する初期段階のリスクの多くを排除できる。大規模なインフラ プロジェクトにお
いて、最大の遅延要因は計画や許認可手続のフェーズにある。そこでは社会上、経済
上、環境上の影響について、さまざまな評価が必要だ。エンジニアやプランナーは、
こうした評価のほとんどを、地理空間データを使用してデザイン プロセスの外で行っ

それが自然な成り行きである理由：

 

52%

 

手戻り

13%

 

18.6 兆円

時間の無駄 経済的損失

 

建設業界におけるデータ問題について

データの問題が与える影響

キャプチャーされた全データのうち
エンジニアリングと建設で使われない

ものの割合1

設計と建築で作成された初期データ
のうち、プロジェクトの完了までに

失われるものの割合2

使用するソフトウェアが全く統合されていない
と回答した建設従事者の割合3

ソフトウェアが統合されていない場合に
マニュアルでデータを移行すると回答した

建設従事者の割合

世界で起こっている手戻りのうち
データとコミュニケーションの
質が問題になっている割合4

建設チームの作業時間のうち
プロジェクトデータを探すために

使われている割合

2018 年に米国企業が
最適化されていない作業に

費やした人件費

ソース:
1 Digging for the Big Data Gold in Today’s Construction Projects
2 Emerson
3 JB Knowledge Construction Technology Report 2018
4 FMI and PlanGrid

https://www.esrij.com/
https://www.mottmac.com/en-US/
https://www.mottmac.com/en-US/


\  11

ている。洪水ハザード マップの検討や地下ユーテ
ィリティの設置は、こうして行われているのだ。で
は、GIS と BIM データを同時に使用した設計で
は、どうだろう?

こうした GIS と BIM の統合は、構造物の完成後
も同じように有益だ。GIS に紐付けされたフレキ
シブルなモデルは、施設管理用の最終データを簡
略化し過ぎることなく、運用に必要なもの全てを
提供する。カスタマーは、構造物のライフサイクル
全体で、そのデータを再利用できる。

例えば道路を実際に運用していく上では、ユーテ
ィリティの管理やガードレールの設置対応、路上
の区画線の管理、メンテナンス スタッフの監督な
ども含まれ、かなりの改修や修復が必要とされ
る。GIS とCAD、BIM がコネクトされれば、運用
効率を向上して、ミスを排除可能。こうしたテクノ
ロジーのコンバージェンス (収束) は、予知保全に
おいても重要な役割を果たすようになるだろう。

データのループを完結させる

よりスマートな都市を生み出すためには、よりス
マートな計画決定を行う必要がある。だからこ
そ、BIM と GIS をコネクトすることが非常に重要
だ。これらのシステムの統合により、自動運転車
の進化に何が生じるのかを考えてみよう。自動車
のセンサーは、常にリアルタイムの情報を収集し
ている。だが、ナビゲーションやローカルなジオメ
トリ、エレクトロニック ホライズン (予測型運転用
デジタル地図) の作成は、極めて精度の高いマシン 
マップに依存している。

コンピューターが変換可能なマシン マップは、現
実世界の地理空間情報により強化された、3D幹
線道路デザイン ファイルのようなものだと考えら
れる。未来の自動運転車は、工事による車線閉鎖
や車線変更といった最新の道路情報を収集しつ
つ、高リスクのエリアを識別し、今後新たな道路
のデザインや管理を行うプランナーへとその情報
を送るようになる。プロセス全体はよりシームレ
スなものとなり、米国運輸省は、劣化した路面整
備により素早く対応できるようになるだろう。

リアルタイム センサー システムや地理データ、モ
デリング データをコネクトすることで関係者全員
の理解を向上させ、あらゆる規模で、インフラ デ
ザインの優れた決定を行えるようになるのだ。

統合テクノロジーとデータ
の見える化が信頼とコラボ
レーションを向上

先日オートデスクとFMI が業界の利害関連者 
2,500 名を対象に行った調査によると、組織
は信頼度の計測だけでなく、背極的に向上さ
せることができる。社内の信頼度が高い企業
は、コラボレーションへも注力している。

最高レベルの信頼度を持つ組織には何億円
にも相当するメリットがある:

• スタッフの刷新を招くような自主退職率の
低減 – 最大で約 7,900 万円に相当 

• スケジュール遵守 – 最大で年間約 4.2 億
円の増収

• 再契約率の向上 – グロスマージンが 2-7%
向上

 
ソース: 「Trust Matters: The High Cost of Low 
Trust」(信頼が全て:信頼性の低さがもたらす高価なコス
ト), Autodesk and FMI

GIS と BIM のデータ
は施設の運用、管理に役
立てることができる。

https://www.autodesk.co.jp/redshift/smart-cities/
https://www.autodesk.co.jp/redshift/autonomous-vehicle-safety/
https://response.jp/article/2013/12/21/213533.html
https://www.autodesk.co.jp/redshift/future-of-expressway/
https://www.autodesk.co.jp/redshift/future-of-expressway/
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大手の建築・エンジニアリング事務所が、CTO (最高技術責
任者) を置くことは非常に珍しい。CannonDesign は 2017 
年、同社初の CTO としてヒルダ・エスピナル氏を迎え、それ
が大きな分岐点となった。

建築と情報工学、プロジェクト管理をバックグラウンドに持つ
エスピナル氏は、CannonDesign がテクノロジーを応用し、
より優れたデザインと強力なパートナーシップを発展させるこ
とに貢献している。彼女はこうしたアプローチが設計者や施
工者から建物を使用するユーザーまで、プロジェクトに関わる
全ての人の生産性や競争力、収益の向上につながると信じて
いるのだ。これまで企業は差別化という名目で情報を機密扱
いにしてきたが、エスピナル氏はこの業界でもコラボレーティ
ブな考え、つまり誰もが最後列から競争に参加できるよう支援
する、オープンシェアリング環境が増えつつあると言う。

こうした転換には BIM が核となる一方、取り組みの推進力は
プランニングやデザインの専門家を組織内へ招いたシェアリ
ングの文化だと述べるエスピナル氏が、建築家やエンジニア、
施工会社、居住者とオーナーのコラボレーションの文化がデジ
タル化により変革しつつあることを示す 5 つの例を紹介してく
れた。

コラボレーションの文化を育む 
建築のデジタライゼーション 
5 例
BY KIM O’CONNELL

建築事務所 CannonDesign の CTO は、知識の共有とコラボレーションは 
早い段階で行うほど良いと述べている。

CannonDesign のチームは VR や他の可視化ツールを使ってコラボレーションを行な
っている [提供: CannonDesign]



\  13

1. 情報共有が進化を促進

プロジェクト デリバリーは直線的なプロセスではないが、そうであるかのように提示
されることが多いとエスピナル氏は話す。実際には多くの面が繰り返しであり、情報
共有の機会も豊富にある。「私は資格を持つ建築家であり、プロジェクトには専門知
識が不可欠ですが、それにも限界があります。より早い段階で施工会社の見識が得
られれば、建設可能性の現実に関する理解を深め、デザインビルドにおける落とし
穴を避けられるよう相互に支援を行うなど、遥かに良好な結果が得られるに違いあ
りません。各部門がバラバラに仕事を進めると、予見する態勢を整えることができな
いのです」。

設計にコンピューター モデリングが採用された当初、企業は情報共有に乗り気では
なかった。それはテクノロジーや時間、教育、コンテンツ構築に巨大な投資が必要
になったからだと、エスピナル氏は話す。だが今やテクノロジーは先進経済圏におい
て、ほぼ全ての人がアクセス可能なレベルまで進化している。エスピナル氏は、モデ
リングやビジュアライゼーションの効果的な活用方法が各業界で確立されることを
願っている。共通のアプローチが導入されれば、プロジェクトの全ての段階で、ずっ
と迅速に同意を得られるようになる。

「情報は力となります。それが秘密にされず、共有されるのであれば」と、エスピナ
ル氏。「そうすれば互いの知識を進化させ、向上させることができます。リソースを解
放できれば、それは最終的にはビルや都市などに対してもメリットを提供します」。

カリフォルニア州アナハイムの Kaiser Permanente Radiation Oncology Center の案件では、医療のプロフェッショナルである CannonDesign の社内スタッフが、デザイナーとコラボレーションを行った [提供: CannonDesign]
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2. ジェネレーティブ デザインが生産性を強化

ジェネレーティブ デザインは、指定したデータと制約のもとで、ソフ
トウェアを使って複数のデザイン ソリューションを作成する。これこ
そがデザインと建設の業界の未来とも言われる。だがエスピナル氏
は、こうした変化に一部の建築家やエンジニアが抵抗しており、ジェネ
レーティブ デザインはロボットによって人間の仕事が奪われることを
意味する、という怖れを抱く人がいることも理解している。

実際のところ、ジェネレーティブ デザインは効率を向上させ、デザイナ
ーがプロジェクトに価値をもたらす手法のひとつだ。「我々の最善の
行動は、何にジェネレーティブ デザインを利用し、何を自動化して何
を自動化しないかという決定に参加することです」と、エスピナル氏。
「例えば、現場の駐車スペースを計算する必要があったとしましょう。
その作業を、需要の高いデザイナーが行うことが本当に必要でしょう
か？ 答えはノーです。コンピューターを使い、アルゴリズムを利用すれ
ば十分です。コンピューターは情報や数式、目標、制約を整理して多
数の選択肢を生成し、それぞれを評価できます。最適なソリューショ
ンが得られるまで改善を続けるよう、学習させることも可能です」。

ジェネレーティブ デザインは、大規模な建設をモジュール化できる
可能性を有しており、戦術的にも実践的にもなり得る。世界の人口は 
2050 年までに 100 億人に達すると予測されているため、これは必須
のアプローチだ。「ジェネレーティブ デザインとは、クリエイティブな
プロセスや複雑な形状を生み出す役割をコンピューターに明け渡す
ことだと考える人が多いのです」と、エスピナル氏。「ですが、最適化
に関するジェネレーティブ デザインの優れた可能性を無視してはなり
ません。複雑度を問わずに大量生産を支援し、それが量的な節約、プ
レファブリケーションなどにつながるのです」。

設計者は、今後もデザインを牽引する存在でありつづけるだろうと、
エスピナル氏は話す。「建築家としての我々の役割は、クライアントの
要望に応えるべく四苦八苦することであることも多いのです。こうした
仕事を、コンピューターに任せることができません」。

カリフォルニア大学サンディエゴ校大学病院 Jacobs Medical Center [提供: CannonDesign]

https://www.autodesk.co.jp/solutions/generative-design/architecture-engineering-construction
http://bim-design.com/catalog/pdf/AEC_Generative_Design_eBook.pdf
https://www.autodesk.co.jp/redshift/building-the-future/
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3. コラボレーションは社内からスタートすべき

今後 5 年間で、設計やエンジニアリング、建設分野
の各企業内で、さらにデジタル コラボレーションを
目にする機会が増えるだろうとエスピナル氏は期待
している。連携が進めば、それは他のコラボレーター
との、より良好な情報共有にもつながる。戦略レベ
ルにおいては、全てを意図通りに進められるよう、
共有できる情報とそうでない情報について話し合う
ことから始めるとよいだろう。

「知識の共有と収集は、自社内でミクロレベルで拡

大していくべきで、また知識のデジタル化への、より
集中的な取り組みを推進していく必要があります」
と、エスピナル氏。「全知識を頭の中に置いておくだ
けでなく、どこか別の場所に記録して、利用や共有
を可能にする必要があるのです。それが最初の一歩
です」。

CannonDesign のポートフォリオにはカリフォ
ルニア大学サンディエゴ校大学病院の Jacobs 
Medical Center や、カリフォルニア州アナハイム
の Kaiser Permanente Radiation Oncology 
Center などの大規模なヘルスケア プロジェクトが

含まれており、医療プロフェッショナル スタッフを雇
用するという珍しい措置をとっている。スタート段
階からスタッフがプロジェクト デザインに組み込ま
れており、彼らの業務には最初期から入居後までの
顧問業務や設備最適化が含まれている。

4. ビジュアライゼーション ソフトウェアの時代

クライアントとのコラボレーションには、様々なアプ
ローチ手法がある。例えばトロントのヨーク大学に
学生センターを新設した際、CannonDesign はイ
ンクルージョンとウェルネスがデザインの中心となる
よう、11,000 名の学生をプロセスのあらゆる局面で
関与させた。デザイナーは図面をボキャブラリーとす
るよう訓練されており、建物の断面図や立面図を提
示して、それが何を意味するのかをプロジェクト関係
者に伝えることができる。だがエスピナル氏は、VR 
や AR など没入感のあるビジュアライゼーションのプ
ラットフォームが、クライアントやプロジェクト マネ
ージャーとの対話をさらに向上させると話す。

「VRや AR などのテクノロジーの出現により、ゴー
グルを装着させて空間内を案内し、“この天井は低
すぎると思われますか？　この廊下の幅で問題な
いでしょうか？”と尋ねることができるようになりま
した」と、エスピナル氏。「今やクライアントは実際
にデザインを体験できるのです。これによって、クラ
イアントは善し悪しに関する意見を、より明確に表
明できるようになりました。これまで以上にデザイ
ン プロセスに参加できるということです」。

トロント・ヨーク大学の新学生センター [提供: CannonDesign]

https://www.cannondesign.com/our-work/work/uc-san-diego-jacobs-medical-center/
https://www.cannondesign.com/our-work/work/uc-san-diego-jacobs-medical-center/
https://www.cannondesign.com/our-work/work/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-center/
https://www.cannondesign.com/our-work/work/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-center/
https://www.cannondesign.com/our-work/work/york-university-student-centre/
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5. 情報共有は環境保護への責任

材料の再利用やムダの削減、自然光の最大限の利用から、その他の条件に合わせた
建物の向きの検討まで。気候変動によって、設計者がサステナブルかつレジリエント
な空間を生み出すよう求める圧力はますます高まっている。気候変動は建造環境を
脅威にさらすが、自社独自のサステナビリティ ソリューションの開発に時間とリソー
スをかけることは、環境保護上の責任ある行動とは言えない可能性がある。

「サステナビリティへの配慮に熱心に取り組んでいるのであれば、透明、不透明の
どちらのガラスを採用するか、ビルの向きをどうするのかなどを検討し、それをモデ
リングして選択肢を検証するようになる筈です」と、エスピナル氏。「試行錯誤を繰
り返せば、それは情報の一部になります」。設計者には、この見識を共有する責任が
あると氏は話す。「環境に対する責任は必ず取り組まなければならないことであり、
競争し合うべき分野ではありません。地球は、ひとつしかありません。得られた知識
やベストプラクティスは、秘密にしておくべきではないのです」。

CannonDesign の CTO、ヒルダ・エスピナル氏 [提供: CannonDesign]
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近郊にある太平洋の波へのオマージュとなる、樽のような金属屋根を持ったインペリ
アル・ビーチ図書館は、メキシコとカリフォルニアとの国境にほど近い小さなコミュ
ニティの、モダンなランドマークとなっている。

2017 年に開館した約 1,378 平米のこの建物は、ENR California Small Project 
Award of Merit や San Diego Architectural Foundation Orchids Awards な
ど、数々の建築賞を受賞している。そのトロフィーを受け取るのは、デザイナーや建築
家だ。だが工事の施工者たちは、称賛を受けるプロジェクトはどれもチームによる取り
組みの成果であり、そのチームにはデザイン スタジオの構想の実現に尽力するエンジ
ニアやサプライヤー、建設業者が含まれていることを知っている。

このプロジェクトにおける舞台裏のヒーローが、うねる屋根の上面を支える構造部材を
提供した Richardson Steel のランス・リチャードソン氏と、鉄骨ディテーラーでリチ
ャードソン氏と連携した Steel Detailing Online のバート・ロホール氏だ。

鉄骨ファブリケーター 
が語るデザインと建設の 
ギャップを埋める 
4 つのヒント
BY JOSHUA GLAZER

ユニバーサルなテクノロジーの採用から事後検討まで。 
鉄骨のエキスパート 2 名が語る、 
より効率的な建設プロジェクトの詳細プラン。

鉄骨ファブリケーターは複雑な建設プロジェクトでのコミュニケーションを向上させるアイデアを有している

https://www.countynewscenter.com/imperial-beach-community-celebrates-new-library-opening/
https://www.countynewscenter.com/imperial-beach-community-celebrates-new-library-opening/
https://www.enr.com/articles/42916-small-project-award-of-merit-imperial-beach-library
http://www.orchidsandonions.org/project/imperial-beach-library-2/
http://www.richardsonsteelinc.com/
https://sdoinc.com/
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「多数の問題を引き起こしかねない複雑さが存在
していました」と、リチャードソン氏。「(この形状は) 
ある半径から第 2 の半径へと変化し、その後さらに
第 3 の半径へと移行します。その位置をモデリング
無しで把握するのは困難です。幸運にも作業はスム
ーズに進み、コミュニケーションも良好だったので、
全員が連動して作業できました。コミュニケーショ
ンとテクノロジーの共有によって問題を回避し、関
与する分野ですべてをうまく進めることができたの
です」。

このプロジェクトは、Revit、Navisworks、BIM 
360、Advance Steel などのソフトウェアが活用さ
れた。BIM テクノロジーは、インペリアル・ビーチ図
書館のようなジョブをより能率化できるが、一貫性
に欠けた応用が行われた場合は、プロジェクトが設
計、エンジニアリング段階から建設段階に進行する
につれて、情報のギャップを生じさせる。

大抵の場合、意思疎通の途絶は、その修正に要す
る追加時間の消費を招く。最悪の場合には、さらに
深刻な時間と材料のムダが生じることもある。前者

を最小限に抑えて後者を回避するため、鉄骨のエキ
スパートであるふたりが、建築やエンジニアリング、
建設の各業界で日常的に目にするプロセスを向上
させる方法について、4 つのアドバイスを紹介してく
れた。

1. ユニバーサルなテクノロジーを活用

鉄骨製造における数々の課題の解決策は、ソフトウ
ェア技術のユニバーサルな採用だ。リチャードソン
氏とロホール氏は、BIM の採用の加速を実感してお
り、この傾向が、関係者全員が共通認識を持つこと
ができる (つまり、同じ 3D チームとして連携する) 未
来へとつながることを期待している。

リチャードソン氏とロホール氏は、細部への特別な
配慮が要求されるカスタム スチールのプロジェクト
に多数携わってきた。非常に緻密な金属加工製造
をソフトウェアが極めて簡単なものにした、あるコ
ラボレーションを記憶している。

「ランス (リチャードソン氏) が連携していたディテー
ラーは、詳細設計をすべて 2 次元で行っていました」
と、ロホール氏。「アルミ製トラスは非常に高価であ
り、また建築的な構造になっています。私は図面を
受け取って、それを 3D にしました。カット チューブの
作成は 1 日か 2 日で済み、IGS ファイルで提供できた
ことで、数百時間の時間短縮となりました」。

「提携するチューブ サプライヤーと機械工場は、 
Advance Steel から受け取った 3D IGS ファイルを 
5 軸レーザーと CNC ミルにインポートして、わずかな
労力で筋交いを正確に切断できます」と、リチャード
ソン氏。「レイアウトとパーツ切断を手作業で行うの
であれば、数百時間はかかるでしょう」。

インペリアル・ビーチ図書館の複雑な鉄骨屋根デザインは、プロジェクト全体を通じてクリアな
コミュニケーションが行われたため問題なく構築された [提供: Steel Detailers Online]

https://www.autodesk.co.jp/products/revit/overview
https://www.autodesk.co.jp/products/revit/overview
https://www.autodesk.co.jp/products/revit/overview
https://www.autodesk.co.jp/products/revit/overview
https://www.autodesk.com/products/advance-steel/overview
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2. より早期にコラボレーションを開始

リチャードソン氏とロホール氏は、より早い段階から鉄鋼業のプロたちが設計、エン
ジニアリングのプロセスに参加すれば、その結果として、関係する全ての人々に大幅
な節約と知識がもたらされると信じている。

「一部の建築家と多数のエンジニアたちが、プロジェクト デザインの初期段階で私
に意見を要請してきますが、大抵の場合、それは鉄骨提供の契約前で、契約成立の
確証もない段階です」と、リチャードソン氏。「建設が始まれば、それはプロジェクト

に本当に有益なものになります。私はエンジニアと建築家に、建設界のメンバーとの
関係を構築して、彼らを総体的なリソースとして活用することを強く勧めます」。

ロアール氏は、このアイデアをさらに進め、設計とエンジニアリングのレベルで考え
る新たな役割を考案している。「資格を持った QCSD (クオリティ コントロール ス
チール ディテーラー) とでも呼ぶべき適格者に、鉄骨プロジェクトの DD (デザイン
開発) と CD (建設ドキュメント) の間のレビューを依頼することは、建築、エンジニ
アリング業界のプロジェクト オーナーにとって賢明なことだと思います。この役割
は、QCSD が契約した鉄骨ディテーラーが務める必要はなく、むしろ入札前に鉄骨

コンサルタントが行うのが適切でしょう。そ
れによって鉄骨プロジェクトのオーナーは、
鉄骨の全体的な費用と納期を大幅に節約で
きます。さらに設計とエンジニアリングのチー
ムは鉄骨に関して、今後のプロジェクトに応
用できる貴重なアドバイスが得られます」。

3. AISC 基準準拠でモデリング

米国鉄骨構造物学会 (AISC) は鉄骨製造の
図面に、1/16 インチ、配向角度小数第 4 位で
の公差を含めるよう指示している。ロホール
氏のようなディテーラーにとっての課題は、
この仕様に従っていないデザイン プランやモ
デルがあるため、基本的な鉄骨配置に関する
情報依頼書 (RFI) を作成しなければならな
いことだ。

「2 次元のデザインと 3D BIM モデルは、
プロジェクトの冒頭で AISC 基準に設定さ
れている必要があります」と、ロホール氏。
「AISC の仕様に合わせてモデリングされ
ていない場合、鉄骨ディテーラーは、最初に 
Revit モデルの再チェックや検証を行うよ
り、ゼロからスタートする方を好みます」。

関係者がユニバーサルなソフトウェア テクノロジーを採用することで、エラーを最小限に抑え、時間とコストを節約できる [提供: Steel Detailers Online]

https://www.aisc.org/publications/steel-standards/
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AISC に従わないことのコストは、即座に明らかとなるとロホール氏は話す。「私た
ち鉄骨ディテーラーは、ディテーリングの入札の際、鉄骨のディテーリングを実施済
みという体で見積を行います。デザインに「製造前の現場検証 (VIF) 」が必要であ
ることが注記されている場合、それをまずはレビュー提出プロセスに、さらに建設に
も実施することになるため、鉄骨ディテーリングを、より高いコストで組み込むよう
になるでしょう。これは、鉄骨の納入を遅らせる可能性もあります。亜鉛メッキの鉄
骨の場合は、特にそうです」。

4. プロジェクト後のレビューを組み込む

建設ブームにより、多くのプロフェッショナルたちは、ひとつのプロジェクトを終える
と、即座に次のプロジェクトに取りかかる。だがロホール氏は、プロジェクト完了後
の RFI のレビューが、非常に貴重な学びの体験となると提案する。

「建築事務所とエンジニアリング事務所は、鉄鋼に精通した RFI を用いた特定のプ
ロジェクトでは、 (社内での] プロジェクト後レビューを組み込むべきです」と、ロホ
ール氏。「これにより、今後のプロジェクトに関するアイデアを具体化し、最も経済的
で構造が健全なプロセスに合致するよう、その基準を調整できます」。

3D でのディテーリングは手作業のレイアウトやカッティングと比較とすると数百時間も削減 [提供: Steel Detailers Online]
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大海原をゆっくりと進む巨大なタンカーが進路を変更する
には、長い距離と時間が必要だ。それは大きな建設会社も
同様であり、その規模だけを考えても、方向の変更は容易
ではない。品質管理や安全性、コストの問題、そして変容の
ために必要なことを考えると、それだけで怖気付いてしまう
だろう。デジタル化が最も遅れている業界とされ、テクノロ
ジーへの投資が売上のわずか 1.2% に過ぎない建設の世界
で、そうしたトレンドに世界的な大企業はどう抗えばいいの
だろう。

世界第 5 位の建設会社であるスカンスカは、より高い競
争力を持ったサステナブルな組織となるという、未来に備
えた野心的な目標を設定。そのパイロット プログラムとし
て、Skanska Sweden で建設コストの 20% 削減と工期の 
15% 短縮を行い、健康や安全、環境の履歴と社会的責任を 
2023 年までに向上させるイニシアチブを開始している。そ

建設業界の巨人 
スウェーデンのスカンスカが 
2023 年までに 
デジタル コンストラクション 
へ完全移行
BY BLAKE SNOW

世界最大クラスのスウェーデンの建設事務所が 
完全デジタルの未来に向けた基礎を構築中。

ストックホルムの複合コンプレックスである Sthlm New 
Creative Business Spaces [提供: Skanska]

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/technology-jobs-and-the-future-of-work
https://www.skanska.com/
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のために最先端のデジタル テクノロジーを活用し、またドミノ効果
で他の国にも波及させたいという意図も持っている。

Skanska Sweden のデジタル イノベーション マネージャー、ヘン
リク・ユングベリ氏によると、これは短距離走でなく今後 4 年にわた
るマラソンとなり、将来的な未来を見据えたデジタル インフラにフ
ォーカスすることになる。「迫り来る期限にも対応できるような、テ
クニカルな能力をセットアップしておくことが重要です。目標とする
のは、現時点では特定のプロジェクトの納品ではなく、成功を収め
られるような準備をするということです」。

同じゴールを目指す 2 つのイニシアチブ

これほどの規模の組織を方向転換するには、文化とテクノロジーの
根本的なシフトが必要になる。Skanska Sweden の場合、それは 
DigiHub、Digital Construction Platform (DCP) という、会社
レベルでの 2 つのイニシアチブを立ち上げることだった。

DigiHub は、リサーチとイノベーションをプロモートする開発イニ
シアチブ。ある種のイノベーション センターを設立することにより、
会社全体で新たな製品やサービスを採用する前に、まずは小規模
でテストを行うことが可能になる。例えばストックホルムの複合コ
ンプレックス、Sthlm New Creative Business Spaces のデザイ
ンでは、DigiHub のリードによって新たなテクノロジーを探求する
ことができた。

だが、会社のデジタル化の大半は DCP によるもので、共同作業者
やパートナー、協力会社や顧客をアップデートされたテクノロジーで
コネクトし、施工プロジェクトで活用される大量のデータを調整す
る作業が、より優れた方法で行われる。スカンスカは、このプラット
フォームに機械学習と IoT センサー、カーボンフットプリントの追
跡や現場機器のリアルタイム追跡を組み込む計画だ。

DCP は、時間の節約やミスの削減、現場での変更を回避する「信
頼できる唯一の情報源」だと言える。近い将来、過去のプロジェク
トからデータを集めて分析を行い、その結果をベンチマークとして

建設中: Sthlm New Creative Business Spaces [提供: Skanska]

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&u=https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/skanska-bygger-morgondagens-digitaliserade-byggarbetsplats/&prev=search
http://sthlmnew.com/
https://udemy.benesse.co.jp/ai/machine-learning.html
https://www.autodesk.co.jp/redshift/iot-in-construction/
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使って、プロジェックトのパフォーマンスを向上する
ために使われるようになる。

皆にパワーを

スカンスカの DigiHub マネージャー、ロッタ・ウィベ
ック氏は「デジタル化を、全ての従業員にとって日常
的なものとすることが重要です」と述べる。「テクノ
ロジーによって仕事をサポートし、設計図や納品物、
計画に関する情報がリアルタイムで得られるように
したいのです」。

この転換を行うため、スカンスカはテクノロジーを
会社全体に共通するものとはせず、各ビジネス ユニ
ット (それぞれの国) へと分権している。「最大のチ
ャレンジは、テクニカルな部分ではないと思います」
と、ウィベック氏。「それは人と、デジタル化に対す
る考え方です。皆が何らかの影響を受けますが、そ
れぞれ異なる短期的な目標を持つ上、習熟度も異な
っていますから」。

より効率的にデジタルで仕事がサポートされるよ
う、この 2 年間、従業員と部署にデジタル コーチが
用意されてきた。スカンスカでソリューション アー
キテクト/デジタル リードを務めるパトリック・ヨハ
ンソン氏は「このデジタル コーチは、仲間や協力会
社とともに、従業員と現場の橋渡しをします」と述
べる。「例えば、環境への影響を向上させるため、カ
ーボンフットプリントのデータを集めています。オー
トデスクとの協力により、設計プロセスで最適な材
料を選択し、異なる材料によるインパクトを確認す
ることができます」。

まずは、より良い基礎が大切

こうした会社のシフトは、強力な DCP の開発によっ
て実現した。「Autodesk BIM 360 と Autodesk 
Forge、さらに Microsoft とBluebeam で形成さ
れました。重要なのはコラボレーションです。過去
のプロジェクト データのストアと分析を行い、内部
ツールを使って、それを現在のプロジェクトに生かし
ます」。

「エンドユーザーは、過去の 2D の設計図と 3D モデ
ル、ドキュメントをどんなデバイスからもレビュー可

能です。以前のように未更新かつ高価で間違った情
報に頼る必要はありません」。

このゴールを達成するため、様々な統合とデータソ
ース、API レイヤーが活用された。「現在のチャレン
ジは、関係性が構造化されていない構造化データ
の分析が難しいということです」と、ヨハンソン氏。
「異なるシステムから集めたデータをロジカルに関
連付けることで、AI と機械学習の可能性を解き放つ
ことができると確信しています。それが、より多くの
情報を活用し、自信を持った決断を迅速に行うのに
役立つでしょう」。

スカンスカの DigiHub マネージャー、ロレッタ・ウィルベック氏 [提供: Skanska]

https://group.skanska.com/media/articles/coaching-construction-to-a-digital-future/
https://forge.autodesk.com/
https://forge.autodesk.com/
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AI と機械学習を活用することで、チームはより多くのデータの翻訳と分析を行い、
安全性やサステナビリティ、効率に関する新たな洞察を作り出すことができる。「現
場の仲間へ、リアルタイムで洞察を提供できます」と、ヨハンソン氏。「問題やプロジ
ェクトの計画、リスク、コスト管理へ、より能動的な対応が可能となります」。

また、現場の安全性と効率を識別するため、スカンスカはオブジェクト認識を活用
している。危険なエリアを移動している仲間や協力会社へ警告を出し、現場の作業
員が適切な安全装備を装着していることを確認可能。それを BIM 360 など、使用
されているツールで視覚化可能だ。

新たな働き方

このプラットフォームは継続的に進化している。「現時
点で、機材やセンサー、カメラから多くのデータと情報
が得られていますが、まだ分析は自動化できていませ
ん」と、ヨハンソン氏。

データは現在のプロジェクトにおいて、さらに有用で関
連性の高いものになっているという。「機械学習の助け
を得て、より多くのデータの翻訳と分析を行い、そこで得
られた洞察をプロジェクト リードや協力会社と共有する
ことで、最終的には安全性や環境、効率の向上につなげ
られればと考えています」。

では、スカンスカの目標に対して目立った変化を生み出すものとは？　ユングベリ氏
は、ここでも技術的なノウハウよりチームワークの重要性を強調する。「デジタル コ
ンストラクションは、ひとりで実現できるものではありません。従業員とパートナー、
基準の間での、コラボレーションがカギです」。

「最も多くのデジタル ツールやアプリ、センサー、スキャナーを手にしたものが勝利
を収めるわけではありません」と、ユングベリ氏。「デジタルな設計や施工を、現在の
作業方法のように会社全体で受け入れられたところが勝利します。それが目指すと
ころであり、DigitalHub と DCP によって実現できると考えています」。

スカンスカの Digital Content Platform では 2D 図面や 3D モデル、ドキュメ
ントのレビューが可能 [提供 :Skanska]
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司法に「即興」の要素はなく、裁判の手続きは構造化さ
れたものだ。冒頭陳述と最終弁論、証人と証拠、申し立
てと準備書面。その全てが訴訟手続きを迅速に、効率
的かつ公正に進められるようデザインされている。納税
者の税金と被告人の自由の前には、無駄にできるもの
など存在しない。上訴するかどうかにかかわらず、裁判
は最初から適正に遂行されなければならないのだ。

ゼネコンもこうした効率性を求めて努力を続けているも
のの、建設現場と法廷に、共通点はほぼ存在しない。マ
ッキンゼーの調査では、大型建設プロジェクトでは平均
して 1 年の遅れと 30% の予算超過が発生していると
いう。

納期のタイトな大規模プロジェクトに直面したこの会社は、コラボレーティブなプランニングの 
プロセスとツールを活用することで、全ての関係者を参加させた。その結果、遅延を発生させずに 
アカウンタビリティと精度、効率が向上させることができた。

BAM IRELAND がプロジェクトを成功に導く 
リーン コンストラクション方式
BY MATT ALDERTON

Cork Courthouse Project には歴史的建造物である裁判所の改修拡張工事が
含まれている [提供: BAM Ireland]

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/accelerating-late-stage-construction-mastering-the-sprint-finish
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だが、アイルランドの建設・エンジニアリング会社、BAM 
Ireland (オランダの Royal BAM グループの子会社) は、
アイルランド司法平等省による Courts Bundle PPP (官
民パートナーシップ) の一環として 7 カ所の新たな裁判所
を国内に建設するプロジェクトに、司法制度と同じような
アプローチを採用した。BAM は裁判官が裁判官室で案件
を主導するようにプロセスを確立し、プロジェクトにサステ
ナブルな建設手法を用いて、法廷の訴訟一覧に記載され
た案件のように完成へと導いている。

BAM Ireland でテクニカル オペレーションズ マネージャ
ーを務めるマイケル・マーフィ氏は「BAM 社内では、”最初
から正しいやり方で”という原則をもとに行動しています」
と述べる。「経済的な成功を収めるには、最初から適切な
方法で行うことが重要なのです」。

この”最初から正しいやり方で”というメンタリティに恩
恵を受けるのは、収支に限らない。エコの観点でも同様
だ。BAM Ireland のデジタル コンストラクション マネー
ジャー、マイケル・オブライエン氏は「引き渡しの観点から
も、社内のデザイナーやサプライチェーンから提供される
情報をうまく調整して、現場での干渉などの問題を防ぎた
いと考えていました」と話す。「その副産物がサステナビリ
ティと、それに関連する事項でした」。

逆算することで前進を実現

連邦裁判所 7 箇所のデザイン、建設、資金調達と 25 年に
わたる保守を含む、1 億 5,400 万ユーロ (約 188 億円) に上
るプロジェクトの一部である Cork Courthouse Project 
は、2018 年 5 月に完了。このプロジェクトには、歴史的建
造物である既存の裁判所の改修と、6 つの法廷を追加する
拡張工事と、留置施設やオフィス、司法省地方事務所の改
善が含まれていた。

新しい法廷の外側 (左) 
 
新旧の建築を組み合わせた会議スペー
ス (下) 
 
[提供: BAM Ireland] 

https://www.bamireland.ie/
https://www.bamireland.ie/
https://www.bam.com/
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こうした大規模プロジェクトでは、HVAC (冷暖房空
調設備) 用ダクトやコンクリート梁を水道管が貫通す
るなど設計上の干渉が、コストのかさむ、そして頻繁
に生じる問題となる。オブライエン氏は、こうした干
渉の回避が、Cork Courthouse Project の最重要
事項だったと話す。引き渡し日の直後に法廷審問を
予定していた司法省は、BAM Ireland に納期の厳守
を要求。わずかな遅延でも高額の違約金が生じるこ
とになる。

裁判所工事を瑕疵なく、また違約金無しに期限内
に完了させるべく、BAM Ireland はコラボレーショ
ンに注力するリーン コンストラクション方式を採用
した。従来の建設スケジュールの立て方は、個人や
小規模なグループに利害関係者への対応が求めら
れる「プッシュ型」だ。だが BAM Ireland はゼネコ
ンや設計チーム、施工会社とともに「プル」型の計
画プロセスを進めることを選択。これは、各分野が
計画セッションに参加し、そこでプロジェクトの引
き渡し日から着手日へとスケジュールを逆算で調整
し、問題を回避・解決するためにお互いのアクショ
ンを連係させて調整することを意味している。

スケジュールに障害がないことを確認する必要
がありました」と、オブライエン氏。ゼネコン側は 
Autodesk BIM 360 Plan を使用して全ての建設
活動や依存関係、納期、調査事項を共有、確認でき
るシングル ビューを作成することで、裁判所を設計
するデザイナーからそれを建設する関係者に至るま
で、全分野の説明責任を確保。その結果として透明
性や正確性、効率性が向上し、変更の指示が減って
遅延を食い止めることができた。

裁判所のロビー [提供: BAM Ireland]

https://www.autodesk.co.jp/bim-360/platform/bim-360-plan/
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リーンからグリーンへ

コミュニケーションの効率向上が、結果として建設
の効率向上につながった。オブライエン氏は、製
造計画とサプライチェーン管理を連動する BAM 
Ireland のプル プランニング プロセスにより材料と
組立の即時調達が可能となり、材料が現場で置き去
りにされ品質が損なわれる無駄も削減されたと話し
ている。

デジタル モデリングも、現場をよりサステナブ
ルにした。建設計画と行動についての共有ビュ
ーを提供したのと同じツールである Autodesk 
Revit、Navisworks Manage、BIM 360 ソフト
ウェアが、チームが無駄を出さない適切な量で材料
が供給されるよう指示を行い、目録を作成し、材料
を追跡するのに役立てられた。その上、誰もが紙の
使用を削減した。

BAM Ireland でテクニカル デベロップメント スペ
シャリストを務めるサイモン・トリッシュラー氏は、
「以前は、建設に使っていたのは紙ベースのシステ
ムでした」と述べる。現在、BIM を使用する BAM 
のプロジェクトは、その 95% がデジタル化されてい
る。「紙で埋め尽くされた棚だらけの部屋でなく、法
令により書面での保管が必要な書類のフォルダが
数冊あるだけになり、情報もより管理しやすくなりま
した。環境への配慮にもつながり、保管に必要な空
間も削減可能。データへのアクセスや処理、転送の
時間も節約できています」。

リーン コンストラクションの未来

デジタル化とリーン コンストラクションが Cork 
Courthouse  Project でサステナビリティを実現

した手法は、確かなものだが捉えにくくもある。だ
が、完成した裁判所がよりサステナブルな未来に向
けて建設されていた点は明白だった。

オブライエン氏によれば、BAM Ireland はこの裁
判所の 25 年にわたる保守契約を交わしており、サス
テナブルな方法で運用される建物の建設は得策で
もあった。さらにファリシティ マネジメント チーム
が建築チームのデジタル モデルを引き継ぎ、それを
使用して保守整備のニーズを識別することで、ビル
のシステムの効率的な機能と、最長の耐用年数への
到達を確保する。

「BIM 360 Coordinate を使用することで、現場
に実際に取り付けられているもの全てを 3D モデ
ル内に表示可能となりました。このモデルを BIM 
360 Field にアップロードし、Autodesk BIM 360 

Ops 経由でデータをプッシュすることで、それがシ
ンクであれラジエーターであれ、対象物のトレーサ
ビリティと履歴をファリシティ マネジメント チーム
に提供できます」と、オブライエン氏。「例えば、ボ
イラーとポンプ システムであれば、そうした設備に
対するデータシートが全て QR コードでリンクされ
ており、モバイル デバイスでアクセスできます。ファ
リシティ マネージャーがこの施設の定期保守を行う
際は、QR コードをスキャンするだけでデジタル プラ
ンに全情報が表示されます」。

建設や運用の過程で重要なのは、最初から正しい
やり方で行うことだ。「建設にはそれ相当の時間と
コストがかかります」と、オブライエン氏。「3D モデ
リングにより、時間とエネルギー、コストを削減でき
ます」。

The Cork Courthouse [提供: BAM Ireland]

https://www.autodesk.co.jp/products/revit/overview
https://www.autodesk.co.jp/products/navisworks/overview
https://www.autodesk.co.jp/bim-360/
https://www.autodesk.co.jp/bim-360/bim-collaboration-software-constructability-review/
https://www.autodesk.com/products/bim-360-ops/overview
https://www.autodesk.com/products/bim-360-ops/overview
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シアトルの建築事務所 LMN のデザイナー
であるプラメア・ミルシュバ氏は、建築家
が竣工から長い時間を置いて手掛けた建
物へと戻り、そこで鍵を空ける方法に取り
組んでいる。

とは言っても、それはピッキングや覗き
見のテクノロジーではなく、彼女が LMN 
の研究・技術グループ  LMNts (LMN 
Tech Studio) で手掛けているネットワ
ーク機器のことだ。この PODD (Post-
Occupancy Data Device: 入居後データ
機器) と名付けられた機器は、入居者の快
適性などの要素や、その他の入居後データ
のモニタリングと記録を行う。

PODD は、空気の質とCO2 レベル、室温
と湿度、照度、音響レベル、放射温度の 7 
項目をモニタリングするコンパクトなユニ
ット (15x13x11 cm) であり、ミルシュバ氏
はこの多面的なデータにより、デザイナー
は「建物をより良いものとする方法を学ぶ
ことができます」と述べる。

建築家がクライアント 
サービスを竣工後まで 
拡張する 4 つの方法とは
BY ZACH MORTICE

入居後データをキャプチャする新たなツールが、竣工後もクライアント
とも関係を維持したい建築家に、新たなビジネス機会を創出します。

建物データのトラッキングと分析を行うことで建築家はクライ
アント サービスをファシリティの運用にまで拡張できる
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その情報は、建物の非効率な運用や居住者の不快
感の理解に役立つ。どの部屋が必要以上に暖かい 
(あるいは涼しい) のか、また自然光が一日のなかで
どう変化するかを判断するには、綿密な入居後調
査が唯一の方法だ。

PODD に留まらず LMN の研究は建築家へ、建物
がオープンした後もその機能を管理することでビジ
ネスを拡大できるという貴重な教訓をもたらしてい
る。ここでは建築家が建物のライフサイクル全体を
通じてクライアントを支援するための 4 つの方法を
紹介しよう。

1. 独自のツールの開発

入居後の広範なデータ収集は、まだ未開拓な部
分も多く、建築家の業務範囲を根本的に拡大可能
性だ。建物を永続的に監視する複数タイプのセン
サーを統合したデバイスはほとんど存在しないた
め、PODD のように独自のツールセットの作成が必
要となる場合もある。

現時点ではプロトタイプの段階である PODD は、
建物の居住者の近く (卓上など) に設置することで、
その体験をシミュレートする。各ユニットは充電式
リチウムイオンバッテリーで 2 週間の動作が可能。
セット内のユニットのひとつはコーディネーター ユ
ニットで、イーサネットまたは携帯ネットワークに接
続。他のユニットは、収集したデータをコーディネー

ターへと渡す。コーディネーターは、システムのソフ
トウェアと Web ベースのディスプレイ プラットフォ
ームとのインターフェースになる。

データのビジュアライズ機能は開発中だが、セン
サータイプとユニット別のデータが線グラフとな
る。PODD の技術仕様は全て GitHub でオープンソ
ースとなっている。監視できる空間のサイズを除き、
ネットワークで使用できるユニット数に上限や下限
はなく、これまでのテストでは最大 15 ユニットがリ
ンクされた。

ミルシェバ氏は、PODD は主に建築家が設計を改
善するための、LMN の社内ツールだと考えている
が、「クライアントや建物の所有者と、建物の性能を
向上させる方法を話し合うためのツールにもなるで
しょう」と述べる。

「PODD を開発したのは、こうしたものが市場に存
在しないからです。建物に関する、こうした通常で
は得られない情報の入手が不可欠であると感じて
います」。

3D プリントされた PODD のプロトタイプ [提供: LMN]
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2. データをレイヤー

ミルシェバ氏は、PODD が週しているのは実際の
人間の快適レベルではなく「人間の快適さのための
プロキシ」だと注意深く述べる。人間の快適レベル
の情報を得るには、実際に人 と々話し合う必要があ
る。そして、その修正には建物に話しかける必要が
あるのだ。「PODD のデータは、実際には単独では
機能しません。それを機能させるには、機械システ
ムから収集された建物データ、人間が感じる快適さ
や入居後の感想などの定性的な調査データとレイヤ
ーする必要があります」。

例えば空調システムが、ASHRAE (アメリカ暖房冷

凍空調学会) の規格では PODD データが 22 度の快
適な状態へ完璧に調整されていると示していても、
定性調査データは別の評価になっているかもしれ
ない。こうした不一致があるため、ミルシェバ氏は 
MEP/HVAC システムで起きていることを調べ、そ
の瞬間に「建物が何を考えているか」を調査するこ
とが重要だと述べている。

「個々のデータでは、全体像の一部しか見えませ
ん。その 3 つが得られないと、期待値とのズレや不
整合があることを確認できないのです」と、ミルシュ
バ氏は続ける。これら 3 つの異なるデータセットを
使うことで「各ピースを組み合わせて、掘り下げるべ
き場所を、より明確に把握できるのです」。

3. 適切な人に確認

入居後データのトラッキングは、建築家とクライア
ントの間でのみ行われるものではない。そこに含ま
れる建設業者、居住者、建物の保守作業員、建物の
所有者は、必ずしもクライアントと同じではない。そ
のパートナーシップが、建物同様に長く続くことが
理想だ。彼女は、関係者の調整が PODD プロジェク
トの最大の課題のひとつだと述べている。「参加す
べき人は、本当にたくさんいます。そして、彼らそれ
ぞれが技術的なハードルを抱えています」。

PODD 内部の回路 [提供: PODD]

https://www.ashrae.org/about
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PODD ユニットの完全なスイートが無くても、建築家はクライアントに入
居後の建物の性能の検討を続けさせることができる。「建築家は入居者
にコンタクトして、その空間が快適かと尋ねる簡単な調査を行うことがで
きます」と、彼女は言います。「建物のシステムには、既にセンサーが設置
されています」。多くの建物では、温度や湿度などに関して、ベーシック
な HVAC 情報を取得できる。また既存のスマートビルディング センサー
は、PODD ユニットほど情報量は多くないものの、そのリアルタイム データ
にアクセスが可能だ。

ミルシュバ氏は、最もトラッキングが重要なデータは温度と湿度、CO2、光
のレベルだと述べている。CO2 レベルは見過ごされがちな要素であり、こ
れは単なる空気の澱みだけではないという。「閉じた空間で 5 人から 10 人
程度で 2 時間の会議を行うと、換気の程度によっては CO2 レベルの急上昇
が見られます。これは認知機能の低下と疲労感に関係しています」。

4. 入居後調査を早い段階で

入居後調査への対応は可能な限り迅速に行う必要があり、ミルシェバ氏は
「早ければ早いほど良い」と述べる。LMN は、PODD ユニットをクライア
ントとの最初のミーティングに、また仕事を取るためのインタビューにまで
持ち込んでいる。PODD のプロトタイプは透明なプラスチックシェルに収
められており、その回路基板や配線、羽のような球形の温度センサーといっ
た内部コンポーネントが、人々の興味を惹きつけるのに役立つ。プロジェク
ト チームはクライアントの前に PODD をスライドさせ、「竣工後はこれで建
物から学びたいと思っています」と伝えている。

ミルシェバ氏は、物理的なツールを見ることが、クライアントに大きな影響
を与えると述べる。「興味をかき立てます。抽象的にデータを収集すると伝
えるより、はるかに具体的なのです」。そしてそれば、竣工からずっと時間が
経過しても、ビルが最高の性能で運用されるよう建築家が助力していると
いう、全く新たな満足に繋がるのだ。

内部プロセスの見える PODD のボックス [提供: LMN]

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/27/why-your-office-air-could-be-crimping-your-productivity/
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TAKEAWAYS
コネクテッド コンストラクションには、建
築・土木・インフラ業界における全ての原
理・原則が内包されている。チームとワー
クフローをリンクすることで、最初期のデ
ザイン フェーズから引き渡し、ビルの運用
に至るまでのシームレスなデータ共有と
コラボレーションが実現する。

重要なポイント:

建築・建設業界においてデータの損失が重
要な問題となっている。

プランニングから設計、建設から運用に至るまでプロジェク
トの各フェーズで、そのステージ毎に異なるプラットフォー
ムが使われていることが原因となり、重要なデータの損失
が起こっている。

コネクテッド コンストラクションによりデー
タの整合性が維持される。

「信頼できる唯一の情報源」を確立することで原理・原則
を単一化し、二度手間や誤りを回避できる。

早い段階でのコラボレーションが鍵となる。

協力・調達会社などの関係者を建築・エンジニアリングのプ
ロセスへ早い段階から参加させることで、より優れた洞察と
大幅なコスト削減が全ての関係者にもたらされる。

新たな建設技術が情報ギャップを埋める。

次世代のツールとプロセスがプロジェクト チームの統合と
コラボレーションの向上、リスクの低減と、より迅速なプロ
ジェクトデリバリーに役立つ。



デザイン スタジオから建設現場までのシームレス
なコラボレーションが、問題の認識と解決をプロジ
ェクト チームがリアルタイムで行うことに役立つ。

HILMAR KOCH
建造環境が映画製作のパイプラインから学べる 5 つの
こと

記事を読む

MIRON CONSTRUCTION 
Miron Construction がクラウド コラボレーション
でアイオワ大学の現場をペーパーレス化

ビデオを見る

https://www.autodesk.co.jp/redshift/digital-pipeline/
https://www.autodesk.co.jp/redshift/cloud-collaboration/
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