
BIM 360 製品紹介



BIMモデルを用いて情報共有を行うには

ビジネスのデジタル化に関する課題

BIM 360

ひとつのプラットフォーム
➡情報一元管理
➡Webアプリ：デバイスを問わず利用

豊富な機能
高機能ビューワーが搭載
➡直感的に操作が可能
➡指摘を作成する際はファイルに直接追記

準備は不要

AWSを利用した安全なセキュリティ環境
➡アクセスコントロールが可能

製品・Forge→中長期で見た際に拡張性

アプリケーション
BIMツール

└縦割り用途に応じて分割
情報の一元管理
導入コスト
教育
インストール・バージョンアップ
デバイスが限定

セキュリティ
└セキュリティ安全性確認

フロー
└事前準備

質疑応答書＋図面への書き込み→メール
システムの事前準備



BIM 360 製品とサービス



BIM 360 の構成

BIM 360 Docs
¥55,000/ユーザ/年

BIM 360 Design
¥137,000/ユーザ/年

BIM 360 Build
(日本では未発売)

BIM 360 Glue
¥111,000/ユーザ/年



BIM 360 製品

多部門間でモデルの

干渉チェック、調整

（測量）

施工現場での

コラボレーション、

問題管理、工数管理、

帳票作成、コスト管理

全てのプロジェクト関

係者の情報共有、アク

セス管理

Revitモデルをリアル

タイムにコラボレー

ション、配布管理



製品とサービス

データの一元管理

プラットフォーム

ダッシュボード解析

アカウント管理

• 設計
コラボレーション

• Revitクラウド
ワークシェアリング

ドキュメント管理

プロジェクトホーム

＋ インサイト (分析)

ドキュメント管理

プロジェクトホーム
＋ インサイト (分析)

•モデルの調整

プロジェクトホーム

＋ インサイト (分析)

ドキュメント管理

•現場管理

•プロジェクト管理

ドキュメント管理

プロジェクトホーム

＋ インサイト (分析)

アカウント、プロジェクト、メンバーを統合管理
(プロジェクト管理/ アカウント管理)

BIM360 DOCS

BIM360 DESIGN BIM360 GLUE BIM360 BUILD



製品とサービス

Revit でのワークシェアリング

Design Collabotarion
Document Management

高機能ビューワ付き図面管理

Document Management

統合管理・Pointlayout連携

Model Coordination / BIM 360 Glue
Document Management

BIM 360 Glue

Project Home ダッシュボード解析 アカウント管理 /       プロジェクト管理 : プロジェクト、メンバを統合管理

現場管理・プロジェクト管理

Project Management
Field Management
Cost Management



BIM 360 概要



いつでもどこからでも

APP：オフラインの状態でも利用可能

インストール
アップデート不要



安全に

クラウド上の暗号化さ
れた領域に保存
※AES-256を使用

メンバの
アクセスコントロール

Amazon AWSによる
安全なデータセンター
で実行

24時間365日の稼働
を維持するための冗長
な電源システム

脆弱性スキャン、侵入
テスト、外部監査の実
施※SANS TOP25

二段階認証の導入

※MDM連携



2D/3Dサポート

リスト表示・サムネイル表示とあり、 2D/3Dを
確認することができます。
Revitのデータであればシート展開機能がありま
す。

2D/3Dでモデルを表示させることができます。
またBIMで作成した属性もwebブラウザ上で確認
することができます。



文書管理 – シート&プロパティ抽出

3Dモデル シート ページ モデル レイアウト



Revit ファイルのアップロード

設計図

プロジェクトファイル



PDFファイルのアップロード

ページ 文字認識



BIM 360 環境

言語

モバイル OS バージョン

iOS 10+

Android OS 5.0 (Lollipop)以降

デバイス バージョン

iPhone 4S 以降

iPad 2+

iPad Pro はい

Android WebGL

ブラウザ バージョン

Chrome
(推奨)

最新

Firefox 最新

Safari 最新

Edge 最新

Internet 
Explorer

11

デスクトップ OS バージョン

MS Windows n/a

.Net バージョン n/a

デバイスブラウザ オペレーティングシステム

BIM 360 Document Management
日本語・英語・ドイツ語・フランス語・ 中国語・スペイン語

ポルトガル語・オランダ語・スウェーデン語

Cost Management
英語・ドイツ語・フランス語・中国語・

オランダ語・スウェーデン語



BIM 360 ユーザアクセスレベル

タスク アカウント管理者 プロジェクト管理者

アカウントのセットアップ ✔

アカウント管理 ✔

プロジェクトの作成と削除 ✔

サービスのアクティブ化
プロジェクト管理者への追加

✔
✔

アカウントメンバの編集 ✔

会社の追加 ✔
✔

会社の削除 ✔

プロジェクトメンバの編集 ✔ ✔



BIM 360 Docs



Document Management

✔ 履歴管理

✔ ドキュメント管理

✔ 図面の公開

✔ マークアップ
指摘事項

✔ 承認レビュー

✔ 2D&3Dサポート

✔属性情報

✔ モバイル

情報をパブリッシュ, 表示、共有管理

あらゆるファイル形式のドキュメント、の履歴管理

2D図面、3次元モデルでデザインレビュー、比較、 マーク
アップ、承認フロー

契約図面管理、プロジェクトの活動をトラッキング

iOS & Android アプリはオフライン同期対応



BIM 360 Document Management 基本機能

ドキュメント管理

フォルダ

権限設定

個人・会社・役職

抽出

バージョン管理

セット

サムネイル/詳細

バックアップ

比較

2D/3D

Revit シート展開

朱書き

指摘作成 相手を指定

メールで通知

設計図・プロジェクトファイル

ハイパーリンク機能

日付を決める

履歴管理

タブレット対応

PDF図面枠自動認識



ドキュメント管理
問題解決

効果
例：発注者との仕様確認

→プロジェクトに関するファイルを
全てフォルダで管理します。
権限設定でより安全に

→BIMツールが不要
コスト削減

→2D.3D表示が可能
認識度が上がり、早期解決・決定

→事前準備、補足資料が不要
（直接書き込む・リンクを貼る）
時間の短縮

→バージョン管理、
図面のバックアップ、履歴確認
安全に



BIM 360 Design



Design Collaboration

✔ 履歴管理

✔ 配布パッケージ管理

✔ 様々な視覚化

✔ ワークシェアリング

✔ 指摘事項

✔ 2D&3Dサポート

✔トラッキング

✔ チーム設計

• 複数設計チームとコラボレーション

• 権限設定＋ワークシェアリング管理

• 配布パッケージによる統合的な管理とトラッキング

• 配布パッケージの変更箇所を視覚化



Revitのコラボレーション環境

チーム内
一つの場所

会社間
複数の場所

ワークシェアリング

Revit Server

クラウド
複数の場所

C4R/BIM 360 Design



対応するクラウドサービスはRevitバージョンに依存

Revit 2018.2以前

• C4R / BIM 360 Team

Revit 2018.3

• C4R / BIM 360 Team

• BIM 360 Design

Revit 2019

• BIM 360 Design



Design Collaboration

トラッキング

変更確認

Revit連携

属性

ビュー指定

レベル管理

統合確認

リンク管理

コメントを残す



Design Collaboration
設計データ共有 効果

例：team間での設計やり取り

→ワークシェアリング
場所をきにせず作業が可能

→クラウド共有
Revitから直接クラウド共有

→チーム外の履歴確認
チーム内のコミュニケーション
進捗状況を知る
Revitのリンクへ反映
リアルタイムで問題解決

→アクセス制限
安全に

→バージョン管理、
図面のバックアップ、履歴確認
安全に



BIM 360 Glue



次世代バージョンとクラシックバージョン

サービス名 PointLayout
連携

干渉確認
マトリックス
表示

Revit連携 Document
Manager利用

指摘事項
除外

次世代
Model
Coordination

✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔

クラシック Glue ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖



Model Coordination

✔ 履歴管理

✔ モデルの統合

✔ 干渉チェック

✔ バージョン管理

✔ 指摘事項

✔ 双方向チェック

✔建設マネージメントレビュー

✔ 関係者間調整

• 建設マネジメントレビューによりコストに影響する問題を
確認

• 関係者間調整を向上
• 自動的に干渉チェックしレビュー時間短縮
• 統合モデルを係者ごとにフィルターして表示



Model Coordination

属性

干渉確認

モデル選択

干渉項目

マトリックス管理

ビューワ

指摘



Model Coordination
統合モデル管理

効果
例：team間での設計やり取り

→統合モデル作成
容易な操作で統合モデル作成

→干渉個所
自動検出

→チーム外の履歴確認
チーム内のコミュニケーション
リアルタイムで問題解決

→アクセス制限
安全に

→バージョン管理、
図面のバックアップ、履歴確認
安全に



BIM360 を利用した測量のフロー

目
的

BIMモデルに
墨出しポイントを
追加

BIMモデルをクラ
ウドにアップロー
ドして、現場から
利用

現場で墨出し/現
況情報を収集

差分をチェックし、
施工品質管理

ツ
ー
ル

Revit
Point Layout

BIM 360クラシッ
ク

Glue 

トータル
ステーション
BIM 360 Layout

BIM 360 Glue

Revit
Point Layout

STEP 1
複数人で測る

STEP 2
記録する

STEP 3
事務所で転記

STEP 4
較差分チェック

STEP 5
問題対応

従来

STEP 1
1人で測る

STEP 2
較差分チェック

STEP 3
問題対応

(記録される)

STEP 0
ポイントを追加



© 2016 Autodesk

BIM360 Layout

墨出し、搬入設置管理



© 2016 Autodesk

Image courtesy of PCL Construction

BIM360 Layout

出来型管理



X



BIM 360 Release Notes
http://blogs.autodesk.com/bim360-release-notes/category/next-gen-
bim360/?_ga=2.168511208.894985202.1540776629-329762039.1538029762



▪ ウォークスルーガイド
▪ 指摘事項の編集
▪ 画面表示の変更
▪ 承認フローの編集
▪ ビュー画面の強化
▪ フィルタの設定
▪ 間隔調整
▪ 指摘作成
▪ コストマネージメント
▪ Revitバージョンアップ
▪ 色分け等
▪ iOS アプリ更新予定

1月の更新内容



サポート・コミュニティ・アイデア



アイディア



30日無償トライアル



インテグレーションツール
・BIM 360 ⇔ その他Cloudツールへのデータ移行

360度カメラツール

分析ツール
・

Autodesk Store



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 

Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2017 Autodesk. All rights reserved.



設計図とプロジェクトファイル

設計図 プロジェクトファイル

拡張子 PDF, DWF, RVT, IFC, and DWG.
File Support Reference.

無償版: PDF, DWF, RVT, IFC, DWG, NWC, NWD.
有償版: any file type.
File Support Reference.

マークアップ
バージョン管理・比
較

✔ ✔

指摘 ✔ ✔

PDF 複数枚のPDFを頁毎に表示（図面枠のOCR機能） 複数枚のPDFをそのまま保存

ハイパーリンク ✔

Revit対応 Revitモデル取り込み時にシート展開し、別のファイル
として表示します。

Revitモデル取り込み時にシート展開はされませんが、
シートとビューが表示切替できます。

リンクファイル 複数ファイルをアップロードする際にリンクファイル
ないに親をつけることができます。
子ファイルは親ファイルに含まれ、ログにも表示され
ません。

複数ファイルをアップロードする際にリンクファイル
ないに親をつけることができます。
親・子ファイルが同時にアップロードされ、ログにも
子ファイルが表示されます。

http://help.autodesk.com/view/BIM360D/ENU/?guid=GUID-0E5E18BC-343A-47FC-B921-BDD1A40DA9F4
http://help.autodesk.com/view/BIM360D/ENU/?guid=GUID-0E5E18BC-343A-47FC-B921-BDD1A40DA9F4


設計図とプロジェクトファイル

ビュー表示

シート展開

【設計図】

【プロジェクトファイル】

【設計図】

【プロジェクトファイル】

【設計図】

【プロジェクトファイル】

Revit ファイルの取り込み リンクファイルのアップロード



▪ Revit/Navisworks/AutoCAD用アド
イン

▪ BIMモデルに墨出しポイントを
作成

▪ 現場で活用するために、墨出し
ポイントを付加したBIMモデル
データを、読み込み/書き出し

▪ すばやく正確に施工品質管理

▪ 英語版のみ



▪ いつでもどこからでもアクセス

▪ 関係者とBIMモデルを共有

▪ 各種BIMモデルをアップロード
して、統合

▪ クラウド上で干渉チェックを実
行し、
施工前に問題を解消

▪ Revit/Navisworks/BIM 360 Layout
と連携

▪ クラシックBIM 360 Glue

▪ 英語版のみ



▪ 無償ダウンロード可能なiPadア
プリ

▪ トータルステーションと接続し
て、
ポイント情報を活用

▪ BIM 360 Glueプロジェクトにア
クセスして、ポイント情報を
持ったBIMモデルを利用

▪ 収集したポイント情報を同期/
共有

▪ 英語版のみ

Image courtesy of PCL Construction



BIMモデルを用いて情報共有を行うには
ツール

アプリケーションが縦割り（用途に応じて分割）で
情報の一元管理ができない・導入コストがかかる

▪ BIMツール（教育・インストール・バージョンアップ）が必要になる
▪ デバイスが限定する
▪ 準備が必要になる（検査ツール）
▪ セキュリティ対策が必要になる

BIM 360
▪ ひとつのプラットフォームを利用する→情報一元管理
▪ Webアプリ→デバイスを問わず利用
▪ 高機能ビューワーが搭載されている→直感的に操作が可能
▪ 指摘を作成する際はファイルに直接追記→準備は不要
▪ AWSを利用した安全なセキュリティ環境、アクセスコントロールが可能
▪ 製品・Forge→中長期で見た際に拡張性

ビジネスのデジタル化に関する課題


