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クラウドを活用して時短



機能 Design Collaboration Coordination Quantification
Project 

Management
Cost Management Quality Safety Project Closeout

ワークフロー • 構成レビュー

• 変更箇所の可視化

• Revit クラウドワークシェア

リング

• Collaboration for Civil 

3D / Plant 3D

• モデル統合・干渉

チェック

• 構成レビュー

• 安全計画

• 指摘事項管理

• スコープ分析

• 2D/3D 数量拾

い出し

• RFIs

• 提出

• ミーティング

• 日報

• 進捗状況の追跡

• 契約書作成・管理

• 注文変更

• 支払い・精算

• 予測

• 品質計画

• 品質チェック

• パンチリスト

• 指摘事項・タスク管

理

• 安全計画

• 安全教育

• 安全巡視・監視

• 安全検査

• コミッション

• 引渡し

• 保証管理

• 竣工

• 現況調査

Document Management ドキュメント管理（CDE）・バージョン管理・ドキュメントワークフロー

統合データ モデル・図面・ドキュメント・コスト情報・アセット・現況情報・写真・ビデオ

Insights ダッシュボード・レポート・コンストラクションIQ・データコネクタ

管理 管理者としての役割・権限・プロジェクト作成・テンプレート整備・通知設定

オートデスク 建設業界向けクラウド製品



iPad等でファイルに直接朱書きや指摘事項
メールを削減

クラウドでBIM/CIMモデルの確認



Civil３DやRevitからクラウドへ保存



DWG,PDF,BIM/CIMモデル閲覧



朱書き・指摘事項



これまで

持ち運ぶため、
共有のための
手間が発生！

移動

転記・複製

移動・出力・
メール 移動

iPadで使うためにPDF化
現地で朱書きするために紙に出力

記録をだれでも見られる状態で残すために電子化

改善できます

どこでも
ファイルに直接書き込み

紙に出力

朱書き

朱書きを電子化PDFに出力

共有

15分

15分

紙やPDFに出力する手間を削減



これまで

だれとでも
ファイルで直接やり取り

依頼時、回答時に繰り返されるアップロードとダウンロード
複製でバージョンが増え続け、最新バージョンを何度も確認

メールの誤送信などのリスク

改善できます

修正をお願い
します

確認をお願い
します

繰り返されるアップロード
とダウンロード、増え続け

るバージョン

5分 5分

最新データにアクセス



これまで

DWGファイルを閲覧するために事務所へ移動
Revitのモデルを手軽に打ち合わせで使いたい

問題の報告にメールに画像を添付しているがわかりにくい

改善できます

BIMモデルを
送ります

BIMモデル対
応のソフトウェ
アがありませ

ん

確認するだけでも移動やソ
フトウェアが必要！？

2DでもBIMモデルでも
ファイルを直接使用

5分 10分

2D図面もBIM/CIMモデルも



オンラインセミナー公開中
https://www.youtube.com/watch?v=XV1gh4gfQXY



ユーザ事例 ： アサヒコンサルタント株式会社

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/10nianhouwoyishishitaInfra-BIMniyoruqiyeDXnoshixingcuowu-2021

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/10nianhouwoyishishitaInfra-BIMniyoruqiyeDXnoshixingcuowu-2021


オートデスクユーザの皆様を対象に実施している年に一度のフラグシップイベント
今年はオンラインで開催

日時： 10月5日～7日 アメリカ
10月7日～8日 ヨーロッパ、中東及びアフリカ、インド、アジア太平洋
10月13日～14日 日本、中国、韓国

今年のテーマ：新たな可能性の実現

開催内容：

O 350を超えるセッション：世界中の業界のエキスパートから実践的な知識を学び、

可能性の限界を突破する力を身につける

O 新しい発見のある導入事例：業界のエキスパートが、チーム、製品、ビジネス、

そして世界をより良いものにするために、どのような方法でテクノロジーを活用しているか

現在一部のLIVEセッションを除きオンデマンド配信中

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja

Autodesk University 2021

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja


英語のセッションでも日本語字幕表示のものもあります

Videoの
Captionsで

日本語字幕
表示



業界を凌駕するインフラ事業におけるデータ連携と連係のあり方と将来展望 500038

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/yejiewolingjiasuruinfurashiyeniokerutetalianxietolianxinoarifangtojianglaizhanwang-2021

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/yejiewolingjiasuruinfurashiyeniokerutetalianxietolianxinoarifangtojianglaizhanwang-2021


業界を凌駕するインフラ事業におけるデータ連携と連係のあり方と将来展望



業界を凌駕するインフラ事業におけるデータ連携と連係のあり方と将来展望



10年後を意識したInfra BIMによる企業DXの試行錯誤 500172

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/10nianhouwoyishishitaInfra-BIMniyoruqiyeDXnoshixingcuowu-2021

https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/10nianhouwoyishishitaInfra-BIMniyoruqiyeDXnoshixingcuowu-2021


10年後を意識したInfra BIMによる企業DXの試行錯誤
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