
新規登録  ログイン

今までの100時間=Arch-LOGの5分。
ここに、建築業務フローのパラダイムシフトを宣言します。

それは、B I Mに関する実務上の悩みをすべて解決する唯一のソリューション。

 建材にまつわるあらゆる業務をWe bベースの環境で完結。 

建材検索・サンプル請求・マテリアルボード作成  B I Mレンダリング  e t c . . .



高精細
BIMオブジェクト
の実力

圧倒的に高精度な3次元CG技術をお確かめください
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代表あいさつ
Top message
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「世界をモデリングする」
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建設業界のデジタルイノベーション

設という巨大市場において、労働力も技術力も不

足している今、建設業界のデジタル化は必至と言

われて久しいですが、日本ではその打開の一手となるBIM

の活用が進んでいません。世界ではBIM化の普及が進む

中、日本は諸外国に比べて大きく出遅れているのが現状

です。しかしながらBIM活用には課題もあり、仕事の高効

率・低コスト実現のために導入したものの、使いこなせる

だけのスキルやノウハウが現場で不足し、BIMを活用する

ための人材やコストが必要になるという本末転倒な結果

となっているケースが多く見受けられます。このまま、

BIMへの対応において遅れをとっていては、競争力が失わ

れていくばかりです。

　そこで、これらの様々な課題に対するソリューションとな

るのがBIMオブジェクトの総合検索プラットフォーム

Arch-LOGです。Arch-LOGは建設業のあらゆる工程にお

いて飛躍的な効率化・精度向上をもたらし、建設業界の未

来を変えると言っても過言ではありません。

　このArch-LOGを介して、BIMを有効活用できる建設業界

を確立するために、2019年６月に総合商社「丸紅」と、

Arch-LOGを開発したBIM分野のプロ「ログログ」がタッグを

組み、それぞれの総力を結集した合弁会社「丸紅アークログ

株式会社」を立ち上げました。

　建材の新しいプラットフォームとして注目を集める

Arch-LOGは、その高い製品検索機能によって膨大な製品

情報を表示すると共に、建材データの最新情報や廃盤の

建 管理までを行い、建材データのスマートな運用を可能にし

ます。また、建設に関わるあらゆるメーカーの製品をBIMオ

ブジェクト化してArch-LOGに登録し、利用者である建設

会社や設計事務所等が登録された建材製品を検索してBIM

設計図にダウンロードすれば、リアルタイムに高精細でフォ

トリアルな3次元完成予想CGの制作も可能です。

　Arch-LOGが持つ、これらの目覚ましい機能が、建設業界

にイノベーションをもたらすことは想像に容易です。大き

な可能性を握るこのプラットフォームを業界全体に行き渡

らせること、即ち「建設業界でのデファクトスタンダード

化」を出来るだけ短期間で実現させることこそが当社の使

命と考えています。当社は、BIMオブジェクトの活用が常識

となる世界を創出してまいります。

　また、Arch-LOGによって、建設業界のデジタルトランス

フォーメーションを促し、業務の効率化を実現させること

が、この国の働き方改革への一助になると信じておりま

す。そして、グローバルプラットフォームとしてのArch-LOG

では、国内建材メーカーの将来的な世界進出への良き

パートナー企業となり、共に歩んでいけるよう、邁進いた

します。

　当社は建材メーカーと利用者である施主・設計事務所・

建設会社がウィン・ウィンの関係を築く為の架け橋となり、

BIM活用を介して建設業界の飛躍的な発展に寄与する、

建設業界初のプラットフォーム企業を目指してまいります。



建設業界のデジタル化の現状
Current status of dig it izat ion in the construct ion industry
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030年には1,750兆円程にもなると言われ

る巨大な建設産業では、建設プロジェクト

の低い利益率や低効率、労働・技術力不足に加

え、購買を含むほとんどのコミュニケーション手

段が紙ベースという事実や、先端技術への低い

投資環境など様々な問題を抱えています。これら

の問題解決はデジタル化しかないと言われて久し

いものの、日本だけではなく、世界的に見ても建

設業界のデジタル化の進捗状況は全ての産業セ

グメントにおいて最低クラスの農耕・狩猟業に次

ぐワースト2位です。BIMの活用こそが、この業界

の真のデジタルトランスフォーメーションであり、業

界の効率化への唯一の打開策であると言えます。
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建設業界のデジタル化の遅れ

壊的インパクトを与えるB IM技術。

建設産業を構成する最新技術トレンドに

おいて、BIMはその他の先進技術を抑え、圧倒的

なインパクトを与えていきます。建材メーカーが

クライアントに対してBIMモデルによる情報提供

をできなければ、建設業界は現状のままアナログ

で非効率な産業となってしまいます。しかし、BIM

が今後建設業界を大きく変えていくことは確実視

されています。建材メーカーがBIMへの対応に遅

れを取れば競争力が失われることとなるのです。

こうした現状を解決するために、建材メーカーへ

の救世主としてArch-LOGを開発しました。

破

BIMによる
破壊的インパクトの波

McKinsey Global Institute industry digitization index; 
2015 or latest available data

The construction industry is among the least digitized.

         

Assets Usage Labor 

Sector 
ICT 2

Media 
Professional services 
Finance and insurance 
Wholesale trade 
Advanced manufacturing 
Oil and gas 
Utilities 
Chemicals and pharmaceuticals 
Basic goods manufacturing 
Mining 
Real estate 
Transportation and warehousing 
Education 
Retail trade 
Entertainment and recreation 
Personal and local services 
Government 
Healthcare 
Hospitality 
Construction 
Agriculture and hunting 

1 Based on a set of metrics to assess digitization of assets (8 metrics), usage (11 metrics), and labor (8 metrics).
2 Information and communications technology.
Source:AppBrain; Bluewolf; Computer Economics; eMarketer; Gartner; IDC Research; LiveChat; US Bureau of Economic Analysis;  
US Bureau of Labor Statistics; US Census Bureau; McKinsey Global Institute analysis
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A:   Of all the trends in the construction industry, BIM will have the strongest impact 
on players' business models.
Trend radar for the construction industry.

Source: Roland Berger "Digitization in construction" study
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BIMの持つ可能性
Possibi l it ies of BIM

次元設計手法であり、設計モデルの中に建材情報を

含むBIMモデルを利用し設計する為、設計施工はも

とより資産管理、建物管理まで、あらゆる工程でBIMが持つ

情報を活用することができ、新しいソリューションを生み出

すワークフローです。欧米では2000年頃から3Dデータ化、

BIM化も急速に普及、アメリカでは2007年にはBIM義務化が

開始し、イギリスでは全サプライチェーンまで摘要範囲を拡大。

アジアではシンガポールが2011年から、香港も2018年から

BIM義務化を開始しました。日本は諸外国に比べ大幅に遅れ

ています。
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BIMとは

BIM活用に向けての課題

建設、設計業務の問題点

● ソフトウェアの相違
● プレゼンテーションデータが不足
● 実証可能な実モデルの不在
● 大容量データのハンドリングが不可能
● 必要な情報が不在

BIM運用に多大なる時間、
コスト、人材が費やされる

結局使えない
BIMオブジェクトが蔓延

落書き 手書き図面 2D-CAD BIM3D-CAD

■ 設計プロセスの
    進化の過程とBIM

建材メーカーの課題

● 複数のソフトウェアへの対応が必要
● プレゼンテーションに使えるデータが必要
● 検証可能な実モデルデータが必要
● 軽量化されたデータが必要
● 適切な情報を含んだデータが必要

B I M の 恩 恵を受けられ ない

2007年 アメリカ連邦政府の公共ビル部門はBIMモデルが義務付け
USCG（沿岸警備隊）、USACE（陸軍工兵隊）、NASAなどの組織も同様

2012年 北米BIM導入率71％を超す

1997年 IFC策定、IFC基本ソフト、モデルチェッカーやモデルサーバーなどの研究開発

2007年 政府資産運用管理公社が発注する建築プロジェクトの要件として
BIMとIFCを提供指定

2007年 設計事務所建築家の93%、構造、設備技術者も60%BIMを使用

2001年 IFC　実証実験が行われそれ以後BIM実用化
2007年 公共工事分野を中心にBIM/IFC納品を要求

2011年 BIM電子納品システムによる3次元モデルを政府へ提出開始
2012年 官庁プロジェクトを対象に意匠モデルの提出を義務化
2013年 2万㎡超の建築物に意匠モデルの提出を義務化
2014年 2万㎡超の建物に意匠、構造、設備モデルの提出を義務化
2015年 5000㎡超の建物に意匠、構造、設備モデルの提出を義務化

2007年 建設部が特級ゼネコンに対して情報化要求
2012年 特級ゼネコン情報化を完了
2011-15年 建設業情報化発展計画要網でBIM等、情報化標準として指定

2009年 国土海洋部が国家BIMロードマップを整備
2010年 調達庁では段階的にBIMの導入を開始
2011年 共通BIMガイドを制定、導入やモデリング、実施方法等指定
2012年 調達庁発注額が34億円を超える設計施工案件にBIMを義務付け
2016年 建築、土木問わず、全ての調達庁発注案件はBIMを採用

2014年 国土交通省にてBIMガイドライン制定
2018年 国土交通省によるBIMガイドラインの改定
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2009年 BIMガイドラインを制定

2016年 完全に協働的な３D BIMの実現を要求
2011年 内閣府がサプライ・チェーンの全メンバーのBIM化勧告
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● 複数のソフトウェアに対応

● プレゼンテーションに使えるデータ

● 検証可能な実モデルデータ

● LODに応じた軽量化されたデータ

● 適切な情報を含んだデータ

企画
営業

基本
設計

実施
設計

申請

施工 FM
BM

省力化・即時性
Onl ine

建設会社

建材
メーカー 設計会社

施主

完成イメージの共有・シンプルなフローで整理整頓
意思決定の最速化

Arch-LOG

win

win

win win

各社のメリット

建材メーカー

● 商品・案件毎の採用傾向や
　 閲覧傾向などのデータ取得
● WEBカタログの代替となる
● 廃盤情報など管理・最適化
● 業務効率化

ユーザー（建設会社・設計会社）

● フォトリアルCGによる施主とのイメージ共有
● リアルタイムレンダリングによる
　 意思決定迅速化
● 過去案件の建材仕様一括管理
● 業務効率化・経費削減

施主

● プロジェクトの透明性
● プロジェクトの高効率化・最適化
● プロジェクトスケジュールの短縮
● 的確で素早い意思決定が可能

建設業界の作業効率・生産性を革新的にアップデート

クライアント

B IMライブラリー総合検索プラットフォーム

建材メーカー

カタログ情報

画像データ

CADデータ

3Dデータ等の
提供

設計図書の作成 デジタル
モックアップの生成

低容量なBIMオブジェクトに
より軽快な作図環境を実現

・商品検索、比較
・サンプル一括請求
・マテリアルボード制作
・プロジェクトの一括管理

プラグイン

プラットフォームを利用した
付加サービス

データ
リンク

BIMオブジェクトを
高精細データに

読替えてレンダリング

BIMオブジェクト
の精度、クオリティー

を統一 プラグインソフトの
ダウンロード

BIMオブジェクト
のダウンロード

BIMオブジェクト
データの提供

CG画像
データのみ配信

独自ファイルの
アップロード

ユーザPCへの負担を
かけずにフォトリアルな
CG画像の生成が可能

ArchiCAD SketchUP

Revit Others

データ変換
独自ファイル化 CG画像表示

リアルタイムで
・設計変更に追従
・フォトリアルな
　画像生成

B IM
データ化

プラグイン
ソフト

BIMオブジェクト
サーバー

クラウドレンダリング
サーバー

高精細データ
サーバー

Arch-LOG solut ion

〈 Arch -LOG データフロー 〉
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建材の新しいプラットフォーム

Arch -LOGとは

SO
LU
T
IO
N

在、建材メーカーだけでは克服

できない、BIMに対する色々な

課題があります。 Arch-LOGは、それら

すべての課題を克服する「BIMサービ

ス」をご利用頂く皆様に提供いたしま

す。Arch-LOGは建築業界に関わる

様々な人々の利便性、業務効率向上

の一翼を担い、全て無料で提供される

ワンストップサービスです。Arch-LOG

ですべての課題は解決されます。

現

ユーザー
建設会社・設計会社

利用の場合



2つの主機能
Two main features
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BIMオブジェクトの総合検索機能

とも可能です。ユーザーアカウントを登録すれば、プロジェ

クトの登録ができ、案件ごとの使用建材管理に使えるほ

か、建材サンプルを掲載したマテリアルボードも作成可能

になります。建材メーカーが製品を廃盤にすれば、その情

報が反映され、常に最新のカタログ製品を検索できます。

検

リアルタイムレンダリング機能

I Mソフトの「R e v i t 」「A r c h i C A D」、及び

「SketchUP」、に対しソフトウェアを起動させながら

Arch-LOGで検索などの機能を利用できるArch-LOGプラ

グインと、フォトリアルなレンダリングを実現するレンダー

プラグインの2種類を無料で利用できます。Arch-LOGで

検索した建材のBIMオブジェクトを設計図面にダウンロー

ドすれば、高精細なデジタル・モックアップ画像を数秒で

生成可能。実現されたCG画像は、スマートフォンなどでリア

ルタイムに共有でき、複数人が画面に指摘項などを書き込

みながら共同作業も可能となります。また、輝度・照度のシ

ミュレーションやVR画像がすべてリアルタイムに生成でき

る機能が実装されています。通常、BIM設計データや建材

のBIMオブジェクトを動かそうとすると、非常にデータ容量

が大きく重たくなるため利便性が悪いことが課題となって

いました。その課題に対しArch-LOGではユーザー側へは

設計及び図面表現に必要十分である軽量化されたBIM

B オブジェクトを提供し、同時にクラウドサーバー側へはユー

ザー側のデータに対応した高精細なデータを準備すること

で、レンダリング時には高精細画像のみがユーザー側へ配

信されるという独自技術を構築。この技術により、ユーザー

は軽量化された利便性の良いBIMオブジェクトを利用して

設計することができ、レンダリングもクラウド上のスーパー

コンピュータを利用して出来るため、非常に高精細な画像

も瞬時に生成できるようになりました。また、クラウドサー

バーのみに高精細データを置くことで、建材メーカーの知

的財産も、ユーザーの手に渡らないのでセキュリティーを担

保することにも成功。同時に、ユーザーのデータもレンダリ

ングに必要なデータのみをクラウドサーバーへアップロー

ドすること、また、レンダリング終了時には一切メモリーに

保存されないことにより、ユーザーの設計データのセキュリ

ティーを担保することにも成功しました。

索画面で建材メーカー名や製品名、建材の種類な

どさまざまなキーワードで建材を検索すれば、建材

のBIMオブジェクトが表示され、無料でダウンロードできま

す。表示された建材をクリックすると、製品写真とともにカ

タログに記載されている詳細な製品情報が表示され、そこ

からカタログ・サンプルを建材メーカーにリクエストするこ
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AIの開発と導入

建設計様とArch-LOG機能に関する動作確認とそれに

伴う効率化の測定、及びどの程度のレンダリング時間と

画質ならば利用可能なシーンとして運用できるかについての実

証実験を行うために、同社内システムに連携した管理機能の開

発、及びレンダリング機能の高速化を実現するためのAIの開発

と導入を行いました。その結果、日建設計様としてはArch-LOG

プラットフォームを利用することで、BIM運用の合理化・効率化

が図れることを、本実証実験によるベンチマークにおいて確認。

今後、Arch-LOGプラットフォームの普及が促進され、更なる設計

作業の生産性とクオリティーが向上し、働き方改革の一助となる

ことを目指します。

日 ベンチマーク結果とその考察

解像度が960×540で比較した場合、フリーと

占有予約システムでは占有予約システムがフリーに比べて、

2.5倍～16倍レンダリング速度が早くなりました。

AI Denoiserが無効の場合と有効の場合を比べると、

AIが有効の場合のレンダリング時間は最大約35倍も

早くなりました。

従来のレンダリング手法（レイトレーシング：光線追跡法）では

解像度が3840×2160（4K）の場合、数時間以上かかりますが、

Arch-LOG Cloud RenderingにてAI Denoiser が

有効の場合は外観のシーンでは3分以内で終わりました。

（ベンチマーク協力 日建設計）

Benchmarking

日建設計様　実証実験
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紅の分譲マンション「グランスイート」シリーズの中でも、

ハイグレードな仕様である「グランスイート千代田麹町」

のモデルルームをArch-LOGを使用し、レンダリングを実施

しました。その結果、撮影写真と比較しても劣らないフォト

リアルなクオリティーでリアルタイムにレンダリングでき、実物

と遜色ない、こだわりぬいた上質な空間を再現できました。

室内インテリアの細部にわたる質感も表現でき、今後の次世代

デジタル販売戦略の中心としての位置づけを確立。丸紅として

は、この手法をその他案件でも導入していく予定です。また、

構築されたデータは、デジタル・ツインデータとしてBM・FM

においても活用が期待されています。

丸

住宅販売におけるデジタル・モックアップの有用性

● 所在地／東京都千代田区麹町６丁目４－３

● 交通／JR中央・総武線「四ツ谷」駅より徒歩2分

● 敷地面積／276.46㎡

● 建築面積／225.93㎡

● 構造・規模／鉄筋コンクリート造・14階地下1階建

● 総戸数／31戸

● 売主／丸紅株式会社

● 建物完成日／2019年2月　

［ グランスイート千代田麹町 ］

丸紅 グランスイート千代田麹町プロジェクト
Project
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高精細BIMオブジェクトの実力（写真ではありません）
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商号

本社住所

設立

資本金

代表者

事業内容

https://www.m-arch-log.com/URL

丸紅アークログ株式会社 （ Marubeni Arch-LOG Co., Ltd.  )

〒105-0023　東京都港区芝浦 1丁目 3番 3 号  
　　　　　　浜松町ライズスクエア 2階

2019 年 6 月 27 日

16 億 9,430 万円（ 資本準備金含む ）

井谷   嘉宏（ 代表取締役社長 ）

建築建材総合検索サイト
“Arch-LOG”（ https://www.arch-log.com/ ）の運営

WEB メディア
“Arch-MATERIA”（ https://arch-materia.com/ ）の運営
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「建てる」はもっと、
可視化できる。



https://www.m-arch-log.com/


