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おさまり・部材情報・工程を一元管理。
「タカミヤの BIM・CIM」で、仮設工事を「見える化」。
仮設計画に BIM・CIM を導入することで、施工上の問題発見やズムーズな予算の算出、工程管理などが可能に。
ミスや手戻りから生じる無駄なコストを削減し、さらなる「安全」と「効率化」を目指します。

おさまりの見える化
設計段階で施工上の問題を発見、
ミスや手戻りを回避
設計段階ではわからなかった躯体との干渉や危
険箇所の確認など、施工段階で明らかになるよ
うな問題も、設計段階で「見える化」することが
可能。最適な計画やスケジュールを検討できる
ので、手戻りや軌道修正による無駄なコストを削
減できます。

躯体との干渉を発見

危険箇所の確認

部材情報の見える化
一部、または全体の部材情報確認や
費用の算出作業を効率化
タカミヤオリジナルの機能を使えば、部材数量

＞

の算出も、直感的な操作でカンタンに。BIM・CIM
画面上の 3D 図面で必要な範囲をサッと選択する
だけで部材数量を算出できるので、費用の算出も
手間なくスムーズに行うことができます。CSVで
の出力にも対応しているので、共有も容易です。

BIM・CIM の画面上で必要な範囲を選択

選択部分の部材数量を確認、CSV で出力

BIM・CIM モデルのイメージ。BIM・CIM ソフトウェアで設計された 3D 設計図面は、部材情報や数量、費用などの様々な属性情報を持つ。

工程管理の見える化
実際の現場との工程比較で
進捗管理をスムーズに

「Takamiya BIM・CIM」とは
おさまり・部材情報・工程管理を「見える化」する設計方法

BIM・CIMとは

従来の仮設図面では、図面通りに施工できずに干渉などが起こり、現場

BIM Building Information Modeling

での調整が必要でした。
また実際の施工が反映された最新の図面が存在せず、
維持管理に支障を

3D モデルを一元管理し、情報を随時更新可能。
図面を最新の施工状況に反映できます。さらに設

CIM Construction Information Modelingの略称。

計データに時間軸を組み合わせれば、工程ごとに

各種属性情報（サイズ・重量・メーカー名・費用など）が付

モデルデータを確認、実際の進捗状況と比較する

加された3Dモデルを建築プロジェクトの中心に据え、設

ことで、効率的な工程管理を実現します。

きたす場面も少なくありません。

計・施工から維持管理までのあらゆる工程で、建築物の情

そこで、タカミヤでは仮設計画においてBIM・CIMモデルのワークフ

報を一元管理するソリューション。

１時間、１日、１週の工数ごとにモデルデータを確認

ローを導入。3Dモデルに付加された様々な属性情報（仮設機材の種類・
前チェックなどを可能にしています。

従来のフロー

BIM・CIM のフロー

企画

企画

＞
意匠設計

＞

＞

＞

の各フローで3D図面を共有・更新・活用することが可能です。

BIMモデルを
更新・共有

施工

構造
設計

施工

＞

を、さまざまなデータ形式で他ソフトと連携できること。プロジェクト

意匠
設計

設備設計

＞

従来の3DCADとの最も大きな違いは、属性情報の付加された3D図面

データ活用サポート

BIM・CIM導入の疑問やお悩み、
タカミヤがサポートします

資材の積算や見積もり業務の
サポートも可能

BIM・CIM導入について、
建物設計段階

集計機能を利用した、資材の積算や見

からサポートいたします。また、タカミヤ

積もり業務 のサポートも可能です。ま

構造設計

＞

3D図面データの共有が可能に

維持
管理

維持管理

＞

従来の3DCADとの違い

BIM・CIM導入サポート

＞

設備
設計

＞

数量・重量・費用）から、費用算出、工程管理、躯体干渉や危険箇所の事

のBIM・CIMサービスでは、
あらゆる工事

た、3D閲覧ソフト「NAVISWORKS」を

で使用する仮設機材の部材データがそ

用いたプロジェクトスケジュールとコス

ろっています。
「i - 部品Get」から、
必要に

トの見える化にも貢献。クリティカルな

応じてダウンロードしてお使いください。

提案の実現を支えます。
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