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ヒューマンリソシア株式会社
ヒューマンアカデミー株式会社

日本初の「グラフィソフト認定トレーナー」 BIM トレーニングセンターから誕生！
～講師の指導技術向上により BIM 人材育成・輩出の取り組みを一層強化～
ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で人材サービス事業を運営するヒューマンリソシア株式会社（本
社：東京都新宿区、代表取締役：御旅屋 貢 以下、ヒューマンリソシア）と、教育事業を運営するヒューマンアカデミー株
式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岡本 成正 以下、ヒューマンアカデミー）は、共同で全国展開を始めた「BIM
トレーニングセンター」の講師から、日本初となる「グラフィソフト認定トレーナー」（GAT）が 8 名（東京 4 名、名古屋 2 名、
大阪 2 名）誕生したことをお知らせします。また、ヒューマンアカデミーは、グラフィソフトジャパン株式会社（本社：東京都
港区、代表取締役：コバーチ・ベンツェ）から、これまでの ARCHICAD 教育における取り組みや設備・人材・実績が同社の
基準を充たしたことと、所属講師の GAT 認定が評価され、同社のトレーニングパートナー企業に認定されました。
■グラフィソフト認定トレーナー（GAT ※Graphisoft Authorized Trainer）とは
グラフィソフト認定トレーナー（GAT）は、ARCHICAD の基本的な
トレーニングの水準を保ち、BIM の認識、OPEN BIM の浸透とイン
ストラクターによる指導レベルを均一化することを目的として、グラ
フィソフトジャパンにより創設された認定制度です。
ARCHICAD や BIM の技術的な知識・スキルと、その指導の両面で優れた能力を有し、質の高いトレーニングプログラム
が提供できることを認定条件としています。
■グラフィソフト認定トレーナー（GAT）ご紹介

～8 名のうち東京・名古屋・大阪から各 1 名～

安松 一雄（やすまつ かずお） 講師 ［東京］
＜経歴＞
日本大学大学院工学研究科修士課程修了。青年海外協力隊マラウィ共和国派遣（建設会社）、家具店増改築部門
や百貨店室内装工部門などを経て独立、庵デザイン１級建築士事務所代表。ヒューマンアカデミーでの講師歴 15 年
＜取得資格＞
◇グラフィソフト認定トレーナー（GAT）資格 ◇一級建築士 ◇インテリアコーディネーター＆プランナー ◇オートデ
スク認定インストラクター（AutoCAD、Revit） ◇SketchUp Pro 認定トレーナー

佐嵜 知香子（さざき ちかこ） 講師 ［名古屋］
＜経歴＞
ゼネコン・土木会社での CAD オペレータ歴 17 年（受託含む）、ヒューマンアカデミーでの講師歴 12 年（担当講座：
CAD オペレータ養成講座・建築製図・CAD 利用技術者試験（建築）1 級・3D アドバンス：他）
＜取得資格＞
◇グラフィソフト認定トレーナー（GAT）資格 ◇オートデスク認定インストラクター（AutoCAD、Revit） ◇CAD 利用
技術者試験 1・.2 級 ◇Autodesk プロダクトスペシャリスト ◇Autodesk ソリューションエキスパート

住山 淳子（すみやま じゅんこ） 講師 ［大阪］
＜経歴＞
電機メーカーで CAD オペレータ歴 10 年（受託含む）、ヒューマンアカデミーでの講師歴 13 年（担当講座：CAD オペレータ養成講座・CATIA・他）
＜取得資格＞
◇グラフィソフト認定トレーナー（GAT）資格 ◇オートデスク認定インストラクター（AutoCAD、Revit、Inventor） ◇CAD 利用技術者試験 1・.2 級
◇Autodesk プロダクトスペシャリスト ◇Microsoft Office Specialist 2007

ヒューマンリソシアとヒューマンアカデミーは、BIM オペレータを育成・輩出する取り組みをさらに強化するため、東京・
名古屋・大阪に続いて、2016 年度中に全国 7 カ所（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡）へと、「BIM トレーニング
センター」を拡大させる予定です。今後は、既に 70 名以上の派遣スタッフを輩出している BIM オペレータのほか、BIM イ
ンストラクター、BIM マネージャーなどの BIM 人材の育成・輩出を通じて、建設業界の BIM 化促進に貢献できるよう尽力し
ていきます。
■グラフィソフト認定トレーナー（GAT）による ARCHICAD トレーニング

開催日程

GAT によるトレーニング（短期集中プログラム）は、東京・名古屋・大阪の「BIM トレーニングセンター」にて受講可能で
す。派遣登録手続き済みで、受講後に就業を希望しているスタッフの方々を対象に、受講料無料で提供しています。
＊詳細・お申込はこちらから http://resocia.jp/bim/training
・東京（3 月開催分）

http://resocia.jp/skillup/view/30111017320/10163

・名古屋（3 月開催分）

http://resocia.jp/skillup/view/30131017220/10041

・大阪（4 月開催分）

※サイト準備中

場所

開催日時

東京

平日夜間＋土曜

3/1（火）・3/3（木）・3/8（火）・3/10（木） 各日 19：00～21：30［2.5 時間］

（新宿）

※6 日間で 1 セット

3/5（土）・3/12（土） 各日 10：00～17：00［6 時間］

講師
安松 一雄

平日＋土曜
名古屋

3/4（金）・3/5（土）・3/11（金）・3/12（土） 各日 10:00～17:00［6 時間］

佐嵜 知香子

※4 日間で 1 セット

平日＋土曜・日曜
大阪

4/17（日）・4/19（火）・4/23（土）・4/26（火） 各日 10:00～17:00［6 時間］

住山 淳子

※4 日間で 1 セット

■グラフィソフトジャパン株式会社 営業部長 前田和弘 氏のコメント
「BIM トレーニングセンター」には大いに期待しております。私たちの ARCHICAD を導
入いただいているお客さまは、以前主流だった 2D-CAD をメインで使いながらパースや
建築の一部分に３D を利用する形態から、BIM モデルを建築情報のメインにして組織や
複数の会社間で情報共有するモデルベースである BIM ワークフローの形態に大きく移
行されております。プロジェクトの規模や用途、あるいは設計者の人数、会社の規模に
関係なく、BIM は建築情報を管理する方法の主流となりつつあります。このような中、お
客さまの声で多いのが「ARCHICAD を使える人を増やしてほしい」というものです。当社でもさまざまなトレーニングプロ
グラムを拡大しておりますが、お客さまのご要望に十分お応えするためには更に大きな努力と時間が必要です。
新しいツールを覚える際に重要となるのは、優秀なトレーナーの存在です。ARCHICAD を仕事で使いこなしている方が
優秀なトレーナーであるかというと必ずしもそうではありません。ARCHICAD を使えるということと、ARCHICAD を教えると
いうことは全く違う技術であることを私たちは理解しています。「BIM トレーニングセンター」の優秀なトレーナーの方々が、
グラフィソフト認定トレーナー（GAT）として BIM トレーニングを実施していただけることは、ARCHICAD を使える人を増やす
ための最も効果的な解決方法であると確信しております。

また、このトレーニングを受講される方には大きなチャンスが訪れていると思います。BIM は画期的な技術であり建築
業界全体の主流になりつつあるのに使いこなせる人が少ないのが現状です。早くこの技術をマスターし自分のものとす
ることで、これまでの古い価値観や不自由な優先順位に縛られることなく、自分らしさを生かした仕事選びが可能となり
ます。BIM が使えるということは大きな可能性を持つということだと思っています。是非このチャンスを生かしてください。

◇グラフィソフトジャパン株式会社： 世界的な建築 CAD ソフトウェアメーカーで BIM のパイオニア
1982 年にブダペスト（ハンガリー）で設立後、1994 年にグラフィソフトジャパン株式会社を東京に設立。
ARCHICAD などの建築 CAD ソフトウェアの開発、販売を行う、建築および建設のインフォメーションマネジメントソリュー
ションのリーディングプロバイダーで、現在 PC ベースの建築 CAD ソフトウェアメーカーとしては世界最大級の立場を確立。
※ARCHICAD は、GRAPHISOFT® の登録商標です。
◇BIM［ビム］：Building Information Modeling（ビルディング インフォメーション モデリング）の略称。
コンピューター上に作成した 3 次元のデジタルモデルに、建物の意匠設計情報、構造・設備設計情報、コスト、仕様など、
付随する情報を集約・管理することで、設計・施工・維持管理までのあらゆる工程でその情報を有効活用できます。

ヒューマンリソシア

会社概要

1988 年の創設以来、人材派遣、正社員紹介事業、アウトソーシング・国際人材コンサルティング・企業研修などの幅広
い人材サービスを全国 28 拠点で展開しています。グループ内の教育事業をバックボーンにしていることが強み。また、多
様な雇用形態とシニア・女性・グローバルなど多様な人材を組み合わせ、「労働力確保の最適化」を目指しています。
※拠点数は 2015 年 12 月末現在
●代表取締役 ： 御旅屋 貢

●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 1 階

●資本金 ：1 億円

●URL ：http://resocia.jp
ヒューマンアカデミー 会社概要

1985 年の創業以来、社会人教育の「ヒューマンアカデミー（全国 30 拠点）」、全日制教育の「総合学園ヒューマンアカデミ
ー（全国 19 拠点）」、子ども向けの「ヒューマンアカデミーロボット教室（全国約 740 教室）、国際教育の「ヒューマン国際大
学機構（全国 2 拠点）」「MBA プログラム（全国 1 拠点）」「日本語学校（全国 3 拠点）」など、幅広い年代を対象とする教育
事業を全国で展開。講座数は約 800。修了後は、グループ内の人材事業会社が就職、転職をバックアップしています。
※拠点数は 2015 年 12 月末現在
●代表者 ：代表取締役 岡本 成正

●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿木村屋ビル 1 階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：http://manabu.athuman.com/

＜事業に関するお問い合わせ＞
●ヒューマンリソシア株式会社 東京本社 経営戦略室 担当： 竹内
Tel： 03-6894-3317

E-ｍａｉｌ： hr-kikaku@athuman.com

●ヒューマンアカデミー株式会社 広報課 石山
Tel： 03-6864-0065

Fax： 03-5925-6545

＜リリースに関するお問い合わせ＞
ヒューマングループ 広報担当：原・石山 まで
Tel：（03）6388-0108

Fax：（03）6846-1220

E-ｍａｉｌ：kouhou@athuman.com

