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テクノロジー
で建築を 
スマートに
建設会社がスマート テクノロジーを使用する理由
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はじめに：建設業界の現状

第 1 章

テクノロジーで建築をスマートに 1

建設会社はいつでも、コスト効率と品質の両方が高い建築プロ
ジェクトの実現を目指しますが、それが簡単にいくとは限りま
せん。仕事の需要は多くても、成功までには苦しい戦いが待っ
ています。技能労働者の人手不足と資材コストの高騰が、それ
でなくても少ない利幅をさらに圧迫します。皆さんや皆さんの
プロジェクト チームには、品質よりもスピードを優先させると
いうプレッシャーがかかります。

クライアントが支払う金額に追いつかないスピードで資材コス
トが高騰するため、増額分を自社で吸収し、他の補填方法を探
さざるを得ない場合も多々あります。

現在の人手不足は、業界全体に広く影響を与えています。技能
労働者は採用に時間がかかり、人件費も高くなります。

建設会社向けのアンケートでは、70% の企業が優
秀な人材の採用に苦心しています²。

資材コストは 5 年以上最高値を更新し続けています。
2016 年 2 月と2017 年 2 月では、4.8% の価格上昇が
見られました¹。
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労働者/下請け業者不足の影響3

75% 賃金/下請け業者の
入札金額の上昇

より広い地域から労働
者/下請け業者を募集

受注率の減少

住宅価格の上昇

プロジェクトの頓挫

失注/販売キャンセル

プロジェクト完了遅延
の増加

不採算プロジェクト

その他
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68% 64%

37%

20%

28%

15%

28%

7%
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成果を誇れるようなプロジェクトに取り組みながらも利益
を確保するにはどうすれば良いでしょうか。

プロジェクトのスピードと品質を向上する新しい方法を見つけ
る鍵は、テクノロジーにあります。時間を節約できるツールを
使用して効率化すれば、人手不足やコストの上昇による損失を
埋め合わせることができます。 

新しい技術の導入は簡単ではありません。技術的課題を無視した
としても、プロジェクトを成功させるために請負業者と連携する
のは大変です。同じチームとまた一緒に働くことはほとんどない
ので、時間を割いてまで各自に状況を説明しようという気にはな
かなかなれません。

重要なことは、適切なテクノロジーを見つけることです。さま
ざまな技術や個々の建設会社を結びつけるソリューションを探
すこと。それが皆さんの仕事にとっても、業界にとっても良い
結果を生むのです。

テクノロジーで建築をスマートに

「労働環境を取り巻く問題が深
刻化する中で、既存の労働者を
支えつつ、次世代の業界人に刺
激を与えるという役割を果たす
テクノロジーは、今後ますます
重要になってくるでしょう。」
サラ・ホッジ氏、Autodesk 社建設事業部門ディレ
クター2



テクノロジーで建築をスマートに

用途に合わせたツールで基礎づくり

第 2 章

スマート テクノロジーを利用することで、縮小した利益幅を補
填しましょう。新しいテクノロジーと管理手法を導入すると、
建設業界に 1.6 兆ドル規模の付加価値が生まれ、生産性の落ち込
みも挽回できます。4

また、建設業界でのモバイル デバイスの使用率は上昇傾向にあ
ります。モバイル デバイスを使えば、現場、クライアントとの
打ち合わせ中、オフィスなど、どこにいてもファイルに簡単に
アクセスできるようになります。

モバイルの重要性が上昇
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2012:

important

important

2016:

テクノロジーを取り入れると、見積依頼（RFP）プロセスがシン
プルかつ容易になり、チームがファイルにすぐにアクセスでき、
全員の仕事がやりやすくなります。

建設関係者によると、仕事にモバイル技術を使うこ
とが重要であると回答した人は、20% も増えてい
ます5。

79.3% が重要だと回答

58.1% が重要だと回答



「同様に、企業はクライアント側
の RFP 対応の変化を受け入れる
必要があります。これは一見難
しい課題に思えますが、社内プ
ロセスを見直し、より柔軟なク
ライアント対応を行うことは、
その企業の強みになります。」
2017 Engineering and Construction Trends
（2017 年のエンジニアリングおよび建設トレン
ド）、PwC6

5

RFP の提出プロセスがシンプルに

多くの場合、RFP の一元管理には手間と時間がかかります。ベン
ダーから情報を収集したり、すべてのファイルを管理したりする
時間は、もっと有益なことに使えるはずです。

ファイル共有技術により、山ほどの事務作業がデジタル化されて
なくなります。必要な情報を簡単に分類できるばかりか、フィー
ドバックや共有プロセスが便利になることで、クライアントの
ニーズを確実に把握し、協力してより良い仕事を成し遂げること
ができます。

テクノロジーで建築をスマートに



6

チーム全員がファイルにすぐにアクセス可能に

リアルタイムのコラボレーション ツールを導入すれば、さまざ
まな場所で働くチームが連携したり、煩雑でムダの多いやりと
りや作業を最小限に抑えることができます。毎日使用するファ
イルにその場でアクセスすることで、仕事をスピードアップで
き、作業者のストレスも低減します。サーバーベースのシステ
ムを利用している請負業者は、建設現場のリアルタイムの情報
から遮断されたオフィスで作業するか、シンプルな作業をこな
すのさえ手間がかかる低速な VPN を使わなければなりません。

最新版のファイルに常にアクセスできれば、作業者一人ひとり
に情報が行き渡るため、チーム全員が最新情報を共有して働く
ことができます。

チームが連携し、より良い仕事をする

また、仕事の効率改善のためのチームの連携にもテクノロジー
を使用することができます。誰もが同じ文書やファイルにアク
セスできれば、作業スピードがアップし、ムダの多い作業を減
らすことができます。良い仕事ができているという手応えを感
じることができるので、社員の満足度も高まります。

「ゼネコンとステークホルダーの関係に問題がある
のは言うまでもありませんが、建設プロジェクト
の大幅なコスト増や工期の長期化という深刻な問
題の原因が、不適切な文書管理にあると言っても
あまり納得感はないかもしれません。しかし多く
のゼネコンが認識する以上に、文書管理の問題は
建設プロジェクトを知らないうちに蝕んでいるの
です。」

ConnectConstruct 社のブログ7
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245%

適切なテクノロジーを使えば、業界の課題に対抗し、利益を維
持または向上させることができます。容易にアクセスできる場
所にリソースをまとめることで、チーム全体の効率改善ができ
ます。Dropbox は、建設会社が効率を高め、建築にかける時間
を増やすためにテクノロジーを使用するための理想的なツール
です。

スピード

ファイルへのアクセスに時間がかかると、生産性が落ち込んで
しまうかもしれません。Dropbox Business は、競合製品と比べ
て 4.6 倍早く同期できるので8、ランチ休憩で離席している間に
ファイルを読み込んでおくような必要はありません。ログイン
も不要で、作業現場で低速な VPN がファイルを読み込むまで待
つ必要もありません。どこで働いていても、リモート ファイル
に簡単にアクセスできます。

エヴェレット・J 氏、Prescott, Inc

Dropbox の導入前は、入札書の 
提出には大量の書類が必要で、毎回 2.5 時間 
かかっていました。提出プロセスに Dropbox を使用するように
なり、入札パッケージの作成時間はわずか 30 分まで短縮できま
した。

テクノロジーで建築をスマートに

Dropbox で競争力を高める
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245% の投資回収率（提出パッケージの作成のみにかかってい
た時間の短縮に基づく）

100%



アクセス

クライアントとの打ち合わせ中でも、作業現場で働いていて
も、ファイルにアクセスできる必要があります。しかし、大容
量の完成予想図や動画の読み込みには時間がかかり、デバイス
の容量も消費します。スマート シンクを使用すると、どのデバ
イスからでもファイルにアクセスでき、ハード ドライブの容
量を使うこともありません。日常的に使用するアプリからファ
イルを閲覧したり作業をすることができ、高度なプレビューや
シームレスなアプリ統合も可能です。

どこで仕事をしていても、ファイルを閲覧し、コメントできま
す。建物の完成予想図に使用される CAD や BIM ファイルから、
領収書の PDF、予算編成のための Excel ファイルまで、デバイス
から簡単にアクセスできます。

共同作業

チームが 1 つの目標に向けて連携し、アイデアや情報を共有で
きることは、プロジェクト全体を成功に導くための大切な要素
です。しかし、時にはチーム間の共同作業によって透明性が損
なわれてしまうこともあります。Dropbox では、サイロを取
り払い、ベンダー、請負業者、クライアントとの連携を完全に
シームレスに行うことができます。

8テクノロジーで建築をスマートに



Dropbox は建設プロセスのすべての段階をシンプルにし
ます。

• 入札：仕事を獲得する最初のステップは入札書の提出です
が、その作業は非常に煩雑です。Dropbox では、入札の依
頼、収集、落札者の決定まで 1 か所で完結します。

• 契約締結：最適な計画を立てるために、設計プロセスでは
さまざまな種類やサイズのファイルをうまく活用して共同
作業を行いましょう。エンジニア、建築家、インテリア デ
ザイナーなど、チーム全員が力を合わせることで、建築設
計の最終版を作り上げることができます。

• 建設：建設期間中、ベンダーやクライアントには常に最新
情報を提供することが重要です。建設マネージャーがそれ
ぞれに個別のフォルダを作成するだけで、サーバー全体に
アクセス権を付与することなくファイルだけを共有できま
す。最新の図面の確認や工程写真や動画の共有が、どのデ
バイスからでも簡単かつ容易に行うことができるため、現
場の作業者と社内のチーム メンバーが同じファイルにアク
セスできます。測量士は現地調査の測量結果や観測結果を
リアルタイムで共有できます。

• 完成：仕事現場とオフィスが連携し、プロジェクト マネー
ジャー、財務部のメンバー、クライアントなどから承認を
得ます。
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「フォルダをDropbox に作成すれば、大容量の
ファイルを下請け業者と共有でき、下請け業者
は提出物をそのままアップロードできます。時
間差はまったくありません。FTP サイトを使用
するよりもずっと簡単です。」

スティーブ・スワンソン氏、Centric Projects 社

テクノロジーで建築をスマートに
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「統合できるソフトウェア アプリケーションが
ないことが、私たちの業界最大の問題です。」

アンケート回答者、JB Knowledge レポート⁹

Dropbox はすでに使用中のアプリと統合が可能

建設マネージャーの作業プロセスをシンプルにするため、当社
がパートナーを組んできたテクノロジー企業をいくつかご紹介
します。

テクノロジーで建築をスマートに



Adobe：場所を問わず、PDF でできる作業を増やすため、
Adobe Acrobat Document Cloud と Dropbox がタッグを組みま
した。外出先で PDF を編集し、作業を一瞬で共有できます。い
つどこでも PDF の最新ドラフトを呼び出すことができます。

DocuSign：これまでになく簡単な電子署名プロセスが実現しま
す。自分の Dropbox アカウントから直接 DocuSign を通じて署
名を行ったり、署名を依頼することが簡単にできます。

Microsoft: Microsoft と Dropbox の統合では、Dropbox の共有
フォルダからドキュメントを開くだけで、Excel、PowerPoint、
Word ファイルをリアルタイムで共同編集できます。変更は 
Dropbox にそのまま保存されるので、誰もが同じ情報を共有で
きます。
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Autodesk：エンジニアリング チームと建設チームが共同作業
で設計を行い、より効率的にアイデアを練ることができます。
Dropbox に保存したファイル ライブラリ全体に、AutoCAD アプ
リケーションから直接アクセス。ローカルにファイルを置いて
おく必要や、最新版にアクセスしているかという心配ももうす
ることはありません。

PlanGrid: Dropbox から PlanGrid に計画書をアップロードし、
竣工図やスナップ写真を Dropbox に保存すれば、どこにいて
も、どのデバイスからでもアクセスできます。

Fieldwire: Fieldwire を使用すると、設計図へのマーク付け、写
真の追加、問題追跡、タスクのスケジュール設定が、現場で直
接行えます。Dropbox との統合により、Fieldwire で行った変更
が Dropbox に自動的に同期されます（その反対も同様）。

テクノロジーで建築をスマートに



Build smarter with tech
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適切なツールを導入することにより、現状顕在化している業界の課題を
解消することにつながります。Dropbox では、建築業界の課題解消やプ
ロジェクトの効率化をサポートさせていただきます。

営業担当者へのお問い合わせ

Dropbox はチームの作業を支援します。詳しくは、こち
らをご覧ください：dropbox.com/business/solutions/
construction
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