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空港関連や運動施設などに強い
総合設計事務所「梓設計」
梓設計は、
2011 年に創立65 周年を迎えた長い歴史を誇る総合設計事務

建築業務の効率を大きく向上させる
BIMソリューション

所である。梓設計は、
「東京国際空港国際線旅客ターミナル」や「中部国際

BIM(Building Information Modeling)とは、

空港旅客ターミナルビル」
「福岡空港国際線ターミナルビル」
「埼玉スタジア

コンピューター上に材質やコストなどの属性

ム」
「山梨県立博物館」など、著名な建物を数多く設計しており、多くの賞を

情報を含む建物の3 次元モデルを作成し、

受賞している。特に、空港関連や運動施設などの機能的な建物を得意とし

そのモデルに基づいて、建築設計や施工か

ており、その高い技術力には定評がある。また、総合設計事務所の中では、

ら維持管理までのあらゆる工程で情報を活

比較的早い段階でBIM ソリューションを導入し、
BIM ソリューションによる
設計実績を積み重ねている。

「梓設計」が選んだ
BIMソリューション

柴峯 一廣 氏

用するソリューションである。BIM の導入に
より、業務のワークフローが一新され、設計
工期が短くなり、工事費も削減できる。海外
でもBIM の導入は進んでいるが、日本でも
今後、他社との競争に勝つためにはBIM の
導入が必須となると考えられている。

BIM ソリューションも数社から発売されており、それぞれ特徴があるが、
梓設 計ではグラフィソフトの「ArchiCAD」が人気があるという。同社情
報システム部長の柴峯一廣氏は、
「 他社のBIM ソリューションも同時に導
入してトレーニングを行いましたが、社員に人気があったのは圧倒的に
『ArchiCAD』でした。設計者がなじみやすいUI を採用していたほか、処理
速度も優れていました」と語る。また、グラフィソフトは、サポート体制が
充実しており、利用者からの要望への対応が早いことも、梓設計が採用し
ている理由である。
BIM を導入することで、顧客との意思疎通が深まり、設計の品質も高く
なったという。
「 まだ、一部でBIM を導入したという段階ですが、意志決定
が早くなるのは確かです」( 柴峯氏)。
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埼玉スタジアム

今後はBIMを要件とする
プロポーザルが増えてくる

ThinkStation C20の導入によって
レンダリング時間が大幅に短縮

建築設計業務ではプロポーザルによって、
設計者

梓設計では、
ThinkStation C20 を導入し、評価を

が選定されることも多い。
2010 年、国土交通省

行っているが、そのパフォーマンスは予想以上だ

が「新宿労働総合庁舎外設計業務」
の公募型プロ

という。
「以前のマシンとは明らかに違います。レ

ポーザルを行い、梓設計が選定されたのだが、そ

ンダリングがとにかく速いし、メモリーも大容量

のプロポーザルではBIM の採用が要件とされて

なので、
安心してチームワークで仕事ができます。

いた。
国土交通省としては、
初めてのBIM 採用プロ

BIM を使っていると、メモリー不足でデータが読

ポーザルであったが、
今後は、
公共、
民間をとわず、

めなくなったり、
途中で固まってしまったりするこ

BIM 採用プロポーザルが増えてくることになりそ

とがよくあるんですが、
ThinkStation C20 ならそ

うだ。
「間違いなく増えてくると思います。
お客様か

うした心配はありません」
。
6 コアXeon を2 基搭

らBIM でやって欲しいと言われたらやらざるを得

載したThinkStation C20 のパフォーマンスは非常

ないので、どこの事務所も必死になってやると思

に高く、他のマシンで約24 時間かかっていた、顧

います」
( 柴峯氏)。

客に提出するためのVBE( バーチャルビルディング

BIMの真価を発揮するには
BIMマネージャーが重要に

間程度で終了するとのことだ。
「 これまではレン

今後、設 計事務 所が生き残るためには、
BIM ソ

にはモデリングを終了する必要がありましたが、

リューションの導入が必須となるが、
BIM の導入

ThinkStation C20 なら、
3 時間前ギリギリまでモ

は実はそれほど簡単なことではないと、
柴峯氏は

デリングを行い、最後の最後にレンダリングをし

指摘する。
「単にBIM を導入しても、すぐにそのメ

ても間に合いますので、
重宝しています」
( 柴峯氏)。

リットが享受できるわけではありません。
モデリン

BIM の真価を発揮するには、
ThinkStation C20 は

グやレイヤーの規則を決め、
ユーザーの使い方を

最適なマシンといえる。
BIM の導入を考えている

指導・管理するBIM マネージャーが重要です。
さら

設計事務所も多いだろうが、
BIM を導入するの

エクスプローラー) のレンダリングも、わずか3 時
ダリングに丸1 日かかっていたので、
納期の1 日前

に、
全社をあげてBIM に移行するという、
思い切っ

なら、ソフトだけを購入するのではなく、同時に

た体制でないと、なかなかうまくいかないでしょ

ThinkStation C20 をはじめとするレノボの高性能

う」
。
BIM マネージャーは、
CAD で図面を書くスキ

ワークステーションも導入することをお勧めする。

BIMマネージャーにお勧めするハイスペックマシン

THINKSTATION C20
C20 は、
インテル® Xeon® プロセッサー 5600 番台
をデュアルで搭載可能なハイエンドワークステー
ションです。
NVIDIA® ハイエンドグラフィックスに
対応するハイスペックながら、
クラス最小レベル
容積24Lの筐体を実現したコンパクトモデルです。
お勧めの理由

▶ BIM データの取りまとめも余裕でこなせるハイパフォーマンス
6コア×デュアルのプロセッサー性能と最大24GB
メモリーにより、
BIMマネージャーが 行うデータの
取りまとめ等の重い作業もスムーズに行えます。
▶ 高度なレンダリングに対応するグラフィックス
ウルトラハイエンドNVIDIA® Quadro 5000 グラフィッ
クスを搭載可能、
レンダリング時間を大幅に短縮する
ことが可能です。
▶ デスクにすっきり置けるコンパクト設計
コンパクトな筐体に加えて、
約24dB
（待機時）
の静音設計に
より、デスク周りに設置しても快適にお使いいただけます。
ThinkStation C20 推奨構成
O
C

P

S ： Microsoft® Windows® 7 Professional（64bit）
正規版
U ： インテル® Xeon® プロセッサー 5600 番台 2 基 ＊1

メ モ リ ー ： 12GB（最大24GB まで搭載可能）
H D D ： 500GB
グラフィックス ： NVIDIA® Quadro 2000（3D プロフェッショナル）
もしくは
NVIDIA® Quadro 5000（ウルトラハイエンド）＊1
モ ニ タ ー ： ThinkVision L2321x Wide 23 インチモニター
＊1：レンダリング性能を強化するにはQuadro 5000 クラスのグラ
フィックボードの搭載をお勧めします。
BIM クライアントには、優れた性能とお求めやすい価格を両立した
ThinkStation E30 もあわせてご検討ください。

ルだけでなく、
設計者やSE としての資質も必要で
あり、そう簡単になれるものではないという。
「今
後はそうした人材をいかに育てていくかが重要な
ポイントとなるでしょう」
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