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▪ シャフ愉季/ Yuki Scharf

▪ オートデスク株式会社 技術営業本部
テクニカルセールススペシャリスト

▪ 建築学科卒業後、ハウスメーカで営業・現場管理を経験。
その後、ニュージーランド在学中にBIMに出会う。帰国後、
大手ゼネコンのBIM推進室にて社内のBIM推進活動に携わる。
2019年10月オートデスクへ入社、AECコレクションの販
売・技術促進に携る。日本ユーザ様が使いやすい環境を目
指し、AEC向けのコンテンツ整備を行う。
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Ⅰ.工業化建築とは



工業化建築（IC=Industrialized Construction）

製造組立容易性設計(DfMA)

組立容易性設計(DFMA)

製造性考慮設計（DFM)
工場組立（Factory-Built)

オフサイト（Off-site)

モジュール化（Modularization)

プレファブリケーション（Prefabrication)

オフサイト製造（OSM=Off-site Manufacturing)

スキッド（Skids)

オフサイト建築（Off-site Construction)

モジュラー建築（Modular Construction) キット化（Kitting）

リーン生産方式（Lean Manufacturing)

ポッド（Pods）



工業化建築＝建築環境における製造技術の応用



工業化建築に含まれる要素

工業化建築
建築環境における製造技術の応用

プレファブリケーションの連続体

進化した
建築製品

ADVANCED
BUILDING
PRODUCTS

単一業者によ
る部材組立

SINGLE
TRADE

ASSEMBLIES

複数業者によ
る部材組立

MULTI
TRADE

ASSEMBLIES

ボリューメトリッ
ク・モジュラー

VOLUMETRIC
MODULAR

ロボット化＆
自動化

付加製造技術
ADDITIVE

MANUFACTURING

DfMA
製造組立容易性設計

BIM リーン生産
LEAN MFG

IOT
ビックデータ&

解析

プロセスイネーブラー※ テクノロジーイネーブラー※

クラウド

※実現要因



連続性のあるプレファブリケーション
施工効率を高めるツールボックス

プレファブリケーションとは、管理された環境で建築要素を作り、
それら部材を最終目的地に運び、好ましくは、

素早い組立方式※で現場に設置することを包括する言葉

単一業者による部材組立
SINGLE TRADE
ASSEMBLIES

進化した建築製品
ADVANCED BUILDING

PRODUCTS

複数業者による部材組立
MULTI TRADE
ASSEMBLIES

ボリューメトリック・モジュラー
VOLUMETRIC

MODULAR



海外で多くみられる5つの主要なプレファブ

画像：SurePods Bathroom pods for Season Retirem Communities AGACAD BIM Is Very Good for Precast, Revit Is Ideal

ポット
(バスルームなど）

プレキャストパネル

MEPラック MEPモジュール

マルチトレード
ヘッドウォール

https://www.surepods.com/seasons
idealhttps://agacad.com/blog/bim-is-very-good-for-precast-revit-is-ideal-interview


工業化建築＝建築環境における製造技術の応用

テクノロジー・プロセスの改革

下支え



建設製品化を実現するプロセス

資料：建設の製品化戦略を実現するための 3 つの方法とは

サイロをひとつに
まとめる

※分断された分野を繋いでいく

テクノロジーを用いて共通
理解を生み出す

※SSOT

重要なプロセスから
スタートし、検証して学ぶ

https://redshift.autodesk.co.jp/productization-strategy/


Ⅱ.建築業界に工業化が
求められる背景



技術労働者の減少、
働き方変化による建設業界の技術者不足

建設・修繕需要高

資源の減少（環境配慮）

工期短縮コスト削減を求めるオーナーからの要望

建築業界の生産性の伸び悩み

＋製造という拘束（DfMA)によるデザイン変化

DXで魅力のある職業へ
技術のデータ化・建設ロボット化

正確なスケジュール＋事故の削減＋建物の高品質化

建設の高速化

標準化、省資源化（LEED要求）

上記効果の結果コスト削減



▪ 45%の建設業における価値は従来型
の建設プロセスからシフト

▪ 建設業の収益の~30%はプレファブリ
ケーションにシフト

マッキンゼー・アンド・カンパニー エグゼクティブサマリー 2020年

資料：McKinseyThe next normal in construction 2020

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/The%20next%20normal%20in%20construction/executive-summary_the-next-normal-in-construction.pdf


今後3年間の予測

▪ プレファブ企業の増加

▲25％ マルチ・トレード・アセンブリの採用

▲17％ ボリューメトリック・モジュラーの採用
※プロジェクトの10％以上

▪ プレファブ採用企業の約90％の企業
生産性の向上、品質の改善、正確な工程の向上を達成

▪ プレファブ工法を増やす要因上位

1. スケジュールの改善

2. 建設コストの削減

3. 品質の向上

ドッジ・データ・アンド・アナリシス～スマートマーケットレポート 2020年

資料：Dodge Data & Analytics Prefabrication and Modular Construction 2020

https://www.construction.com/toolkit/reports/prefabrication-modular-construction-2020


▪ 世界で64億米ドル以上の規模
年率8.8%で成長

▪ アジアのモジュール式設備市場
年率10.8%で成長

▪ ハイブリッドスキッド式のモジュール構造が市場
シェア38％
スキッドマウント式のモジュールソリューション
シェア35％

現実：モジュール設備プロバイダー
約40%は、従業員数1〜50人の小規模企業
※今後エコシステムに影響

ルーツ・アナリシス社 2030年までの予測

AsiaGlobal
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モジュラー設備の市場の伸び率
モジュラー
タイプ
割合予測

資料：Root Analysis

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/10/2245313/0/en/The-modular-facility-manufacturers-market-is-projected-to-be-worth-over-USD-6-4-billion-by-2030-growing-at-a-CAGR-of-8-8-claims-Roots-Analysis.html


Ⅲ.海外における工業化建築



世界で活躍するゼネコン・サブコン・トレード



Skystone
Marriott Hotel With Autodesk Portfolio

資料：News Skystone to Build World’s Tallest Modular Marriott Hotel With Autodesk Portfolio
Forbes The New Marriott In Manhattan Is The World’s Tallest Modular Hotel

▪ 世界最高層モジュラーホテル

▪ 168室26階建て（90日間で完成）

▪ ニューヨークマンハッタン

▪ Danny Forster & Architecture

▪ 客室はポーランドで建設され、
ニューヨークへカーゴシップで搬送

▪ 基準階の居室をモジュール化

▪ 設計にはAutoCAD,Revit
プレコンにはAssemble
現場管理にはBIM360を使用

▪ 25％の新規ホテル建設にプレファブを採用予定

https://adsknews.autodesk.com/news/skystone-marriott-tallest-modular-construction-marriott-hotel
https://www.forbes.com/sites/juliabrenner/2019/11/22/the-new-marriott-in-manhattan-is-the-worlds-tallest-modular-hotel/?sh=3fbc3e9241a1
https://www.dannyforster.com/


Cannistraro

▪ アメリカボストンの設備サブコン

▪ 自社工場で機械スキッドをプレファブ化

▪ 配管の自動切断を行う

▪ BIMモデルをBIM360で共有し現場管理

(現在のAutodesk construction Cloud製品）

資料：自動化により機械設備のスキッドを記録的なスピードで構築

https://redshift.autodesk.co.jp/cannistraro/


Cannistraro

資料：自動化により機械設備のスキッドを記録的なスピードで構築

https://redshift.autodesk.co.jp/cannistraro/


プレハブ住宅やホテルだけではない



MEP ( )

▪ 多くの場合初期段階で関与することで
デザインに影響を与えることができる

▪ 全体の建設コストに占める割合が高い
25-40％※

▪ ビジネスプロセスと工場での
ファブリケーションへの大幅な投資

▪ シングル及びマルチトレードアセンブリ
を最も頻繁に実施している企業

※医療工場やデータセンター等は設備工事にかかるコストが40%を超える場合も



Ⅳ.工業化建築を加速させる鍵
技術とプロセス変革



The Hill Group

▪ アメリカシカゴの機械設備系のサブコン

▪ 製造・プレファブ・モジュラー化・施工

▪ Autodesk Fabricationを15年以上にわたり使用

▪ 3年程前からRevitへ移行

▪ マテリアル・積算情報を持ち、製造可能な且つ購入可能
なモデリング要素

▪ 全製作データは洗練されたRevitプレコンモデルから使用

▪ API開発を行い社内ワークフローシステムを構築

▪ メーカ側ビジネスメリット

▪ 販売促進につなげたい

▪ 自社作業負担を軽減したい

▪ 施工側メリット

▪ BIMが資材調達につながる＝リスク回避

製造用パーツによるBIMモデリング

資料：設備BIM最前線 建築設備向けウェビナー

https://www.hillgrp.com/
https://www.autodesk.co.jp/campaigns/connected-bim-for-mep-webinar-absm/form-4-wistia


_

設計用ファミリから

製造用パーツへ変換

マテリアル拾い

積算

シートへの

ネスティング

レーザー/プラズマ切断機

へG-codes を出力



MEP Design to Fabrication
AEC Collections +マッピング

C
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自社開発や他社サービスの利用





_

製造用パーツで

吊り材を設置

製造用パーツから吊材

のポイント座標を取得

現場のRTS(レーザトータ

ルステーション)を

座標情報受け渡し

ポイント座標を随時

アップデート

製造用パーツへポイント
座標を配置

BIM Collaborate Pro
よりRTSへポイント座標

を受け渡し



リスクを現場から事務所に移動
↓

プレファブ
↓

実現するためのデータが必要



Ⅴ.工業化によるデザイン
手法の変化



▪ KLH engineers(設計)とTweetagrot(専門業者）
の連携

▪ 本気で現場の無駄をなくす目的がマッチ
コラボレーションワークに至った

▪ Revit＋Autodesk Fabricationで実現

▪ BIM360を使用しリモートでプロジェクト管理

▪ KLH：デザイン及びモデリングを担当
ファミリから製造パーツへの変換

▪ ファミリでは製造の意図を含めた
モデリングができず、最終的にすべて
製造パーツへ変換

BIMプラットフォームを活用したコラボレーション

資料：MEPforce2020 Design to Fabrication

https://blogs.autodesk.com/revit/2020/08/24/mep-force-2020-five-sessions-revit-users-dont-want-to-miss/


BIM&

▪ BIMプラットフォームにより互いに最適化された施工と製造を目指せる

エコシステム全体へ工業化が加速

障
壁

施工者 製造者

エコシステムIC適応の圧力

設計者
専門業者

ゼネコン
サブコン

コロナの影響

オーナーから
の要求

政府要求また
は誘因

広告
プロジェクト

サブコン・
専門業者の
製造価値認知

プレハブ製品
の成功例

技術の習得の
容易性



DfMAが工業化を可能に

設計 設置 運用

DfMA 工業化されたサプライチェーン
ライフサイクル
データ

工業化建築のエコシステム

組み立て

デザイン段階に施工や運用を計画を組み込む

画像：Autodesk Hong Kong BIM Award 2020 BSc(Hons) MHKIBIM MHKICBIM

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/campaigns/hk-bim-awards-site-project/2020/young-BIMer-project-abstract-wan-cheuk-lam.pdf


DfM DfA

Design for Manufacturing
(DfM)

Design for Assembly
(DfA)

画像：15 essential tips to Design for Assembly
画像：Design First, Lean Second: A Case Study

• 製品/要素の組み立てを容易にする設計手法

• 製品/要素の設計に用いたデザイン原則で、組
立てに必要な部品数、出荷、取り扱い、組立
ての容易さに着目したもの
(現場での統合）

• 製品/要素を形成する部品群の
製造を容易にするための設計方法

• デザイン選択による製造プロセスの最適化

https://wikifactory.com/+wikifactory/stories/15-essential-tips-to-design-for-assembly
https://www.assemblymag.com/articles/89623-design-first-lean-second-a-case-study


DfMA

Design for Manufacturing
(DfM)

Design for Assembly
(DfA)

一連の設計上の選択肢（原則）を用いて、プレファブの実現と最適化を図る設計手法

• 材料費、間接費、
人件費の削減

• 設計サイクルタイムの
短縮

• 標準規格の活用による
コスト削減



DfMA
+解体後の計画ができる

解体を考慮したDfMA-DR
(Dissembly & Reuse) 

DfMA原則例

• 製作しやすさを追求したデザイン
・組み立てが容易で、持ち運びや
物流を最小限に抑えたデザイン

・隣接する要素が存在する場合には
マルチトレードを最大化する
・繰り返しかつ複数の要素に使えるデザイン
・標準的な部品の使用
・先進的な建築製品の使用
・安全性の高いデザイン

製造しやすさとアセンブリのしやすさをバランス
取り入れる。



▪ The Stavanger University Hospital（ノルウェー）

▪ デジタルツインの作成

▪ 650病棟、100,000㎡

▪ 2023年完成予定

▪ RevitとTeklaを使用、IFCでコーディネーション

▪ PlugIn「コーディネーションツール」開発

BIMモデルで可能になるモジュラーデザイン

資料：Autodesk University Revit for Modular Design, Prefabrication, and Repetitive Layouts

• プレイスホルダー
• パーツへマッピング
• 変更の追跡
• パラメータ管理

https://www.autodesk.com/autodesk-university/article/Revit-Modular-Design-Prefabrication-and-Repetitive-Layouts-2020


プロジェクト中心から製造中心へ

最適化

管理

定義

プロジェクト
マインドの限界

製品化で
生まれる
新たな利益

現場
正確性と
生産性
の伸び

プロジェクト中心マインドが
ラーニングカーブに影響する

反復

製品
中心

初期

障
壁



Ⅵ.国内における工業化建築



▪ 設計設計者へのBIM補助サービスと社内設計業務をBIMへ置き換え

様々なBIM参入

社外向け
• BIM設計補助
モデリング/アドイン開発/クラウド
などのサービス提供

• コンテンツ提供
設計施工者が使用できる
BIMコンテンツやデータ提供

社内向け
• 社内設計・発注・製作
業務業務効率化

• BIMによる製品採用
• 早期納まり検討

+



メーカ製品をBIMモデルへ連携



_

設計用ファミリから

製造用パーツへ変換

RevitAPI (開発中)

配番・XML出力

CAMソフト

シートネスティング

レーザー/プラズマ切断機

へ出力

Revitモデルから
工場帳票類作成



_

▪ 共同カイテック様

▪ AutoCADからRevitへ移行

▪ Revitモデリングで製造用パーツ
（Fabrication CADmep)

▪ 製造用データを社内設計がRevitモデルから
製作部門へ受渡し（製造リードタイムを3割削減）
※従来は手入力データ

電気メーカ（バスダクト）製造連携

資料：建設ITワールド
共同カイテックが電力幹線「バスダクト」の設計をBIM化！ Revitでデータ分断をなくし、リードタイムを3割以上短縮（オートデスク）

https://ken-it.world/success/2021/09/bim-for-bus-duct-design.html


配管・配筋などへの製造連携応用

▪ 配管の切断機 ▪ 鉄筋曲げ加工機

製造に必要なデータをBIMモデルから取得

https://www.tte-net.com/solution/bim.html 画像2：Sabah Wiremesh & Fencing Sdn Bhd

https://www.sabahwiremesh.com/cut-bend


新菱冷熱工業様

▪ BIM推進室副室長 谷内秀敬様
RUGタスクフォースリーダーは自ら発注
者としてBIMの最適化にも挑戦

▪ 外注先の効率化も含めた
”思いやりのBIM”は製造連携への
大きな一歩

▪ ダクトや配管モデルで製造用パーツ検討

つながるBIM・おもいやりBIM

資料：働く仲間の生産性向上をRevitでサポート 新菱冷熱工業が実践する「つながるBIM」（オートデスク）

https://ken-it.world/success/2020/11/connectable-bim-at-shinryo-by-revit.html


高砂熱学工業様

▪ Revitモデルを使用した設備施工の検討

▪ RUG設備コンテンツを施工レベルに
カスタマイズ

▪ 施工でのCO2排出量を抑えるアルミ三層
管の利用と製造用パーツ活用

BIM活用で最良最適な設備計画施工への取り組み

資料：高砂熱学工業斎藤氏-RUGにおける施工向けコンテンツ
整備と現場での活用事例

資料：2020高砂熱学インベーションセンター報：エネルギー自立型サス
ティナブル研究施設 P53 

https://autodesk.wistia.com/medias/c4a0v1dfv0
https://www.tte-net.com/lab/report/pdf/2020_1.pdf


日本で有効なプレファブを模索

画像：Seikei 設備ユニット製品・配管ユニット組み立て

ユニット

MEPラック

①地震大国日本の大きな構造体
（梁下では無く、梁貫通）
②道路幅が制限のよるユニット
の最適サイズの検討
③ファブ工場からの搬送費

ライザー
（竪管）

MEPモジュール

BIM検討

画像：Cadline community Revit 2019 Prefabricated MEP Module

https://www.seikei-co.jp/
https://www.cadlinecommunity.co.uk/hc/en-us/articles/360000541697-Revit-2019-Prefabricated-MEP-Module


大和ハウス工業様

▪ オートデスクとのMOU(戦略的連携)締結

▪ 一般建築と集合住宅のBIM100％化

▪ 工業化建築が抱える矛盾をデジタル技術
で解消とさらなる進化を目指す

▪ 鉄骨モジュラー販売レンタル会社
ヤンスネル社を子会社化
欧州での工業化建築事業を開始

DfMA＋ICで工業化建築に新しい価値を

資料：大和ハウス工業NewsRelease 2021年：
■当社初欧州で工業化建築事業を開始 Flexbuild Holding B.V.（フレックスビルドホールディング）の株式取得（子会社化）に関するお知らせ
Autodesk University 2020でも登壇：次世代工業化建築システム（DfMA＋IC）に関する取り組み～DXへ向けたデジタルコンストラクション戦略

https://www.daiwahouse.com/about/release/house/20201221140401.html
https://www.autodesk.com/autodesk-university/ja/class/Initiatives-Next-Generation-Industrialized-Building-Systems


大林組様

▪ 「ワンモデル」に連携する製造モデル
「サテライトモデル」

▪ パンデミック®エマージェンシー
センター（PEC）感染症対応緊急病棟

▪ プレファブパネル

▪ 豊富なバリエーションモジュール

リーティングカンパニーとして製造連携・プレファブ化の最前線にたつ

資料：建築ITワールド
ワンモデル、サテライトモデルで部分最適から全体最適へ大林組とコマニーの連携で“思いやりのBIM戦略”が実現（オートデスク）
大林組ニュースページ パンデミック®エマージェンシーセンター」に新型コロナウイルス感染症対応病棟を追加しシリーズ化

https://ken-it.world/success/2020/12/obayashi-comany-bim-collaboration.html?fbclid=IwAR1-vTWPG2xLMe75sszFTI3-HeGXNOqeVStWhv3Zr4aN7ioJQDdejNFigu4
https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20200929_1.html


Ⅶ. Autodeskによる
工業化建築推進活動



Autodesk
プロフェッショナルから学び、プロフェッショナル同士がつながる世界を構築

DfMAやプレファブ化
を容易に

Autodeskプラットフォーム
とICエコシステムを連携

協業できる
ICコミュニティの場を提供

製造過程を理解し
Autodesk製品へ適応

データドリブン可能な
世界へ

人を技術を繋ぐ



QUEEN OF PREFAB

▪ Who is Amy Mark?

• 工業化建築の戦略、エバンジェリズムの
リーダー

• 自身が経営者（Xsite Modular）

• 工業化建築改革を行うため2020年に
オートデスクに加わる

• サブコンや専門業者の工業化改革を推進

• AU2020 Autodeskの工業化建築のビジョン

• AU2021 製品化を進めるプロセス

• プレファブ企業をレポート

Autodeskに現れたプレファブ化における改革者

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Autodesks-Industrialized-Construction-Vision-2020#video
https://www.autodesk.com/autodesk-university/conference/construction/queen-prefab?wchannelid=a3862uxgi4


BIMMEPHUB

▪ 設備BIMの実例やコンテンツを集約

▪ 日本仕様の製造用パーツ

▪ 設備RUGコンテンツ

▪ サンプルモデル
テンプレート、ファミリなど

設備BIM情報サイト
4月開設

アクセス数4,000
ビュー数12,000

https://boards.autodesk.com/revit-mep-resources/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1-b25e


Autodesk Japan BIM

設備施工と製造工程(設備メーカー)をつなぐ
Revit MEP + Fabrication CADmep

▪ Revitで使用可能な製造用パーツの紹介
オートデスク シャフ愉季

▪ 各パートナー様取組み

▪ フカガワ（ダクト部材）

▪ さくらドラフトワークス（配管）

▪ 共同カイテック（バスダクト）

過去のセミナー

https://www.youtube.com/user/AutodeskJapanBIM/videos


まとめ



Class Key Takeaway

▪ 建築環境における製造技術の応用

▪ プレファブリケーションは様々
ツールボックスととらえ、現場にあった規模を選択

▪ プレファブ化の高度化の要因

▪ BIMにより事務所での施工検討が可能に

▪ クラウドによる情報の共有が容易

▪ プレファブ化
施工の高速化・省資源化・高品質化・安全性⇒現場コスト

▪ DfMAの採用はプレファブリケーションに有利に働く
（建築の製品化）

建築の未来像：多分野の連携を可能にする
デジタルプロジェクトデリバリー



Building a Better Way.
Time to digitize the construction industry.

Autodesk it.
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