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■「古民家再生」だからこそ分かりやすく伝えたい
かつて日本の民家は地元産木材を使い、熟練した職
人たちが伝統構法を駆使して建てていた。それらは
贅沢な住いではなかったが、日本の気候風土や人々
の生活と調和しながら、長い時の流れを生き抜いた。
まさに風土と生活が磨き上げた、建物としても優れ
た建築だったのである。これらの建物は、戦後の経
済・社会状況や生活様式の変化の中で急速に失われ
ていったが、近年、省エネルギーや地球環境保護の
流れのなかで、これを見直そうという動きが始まって
いる。福井県のイトウ工務店も、そんな新しい流れ
を担う企業の1社だ。大工として20年余のキャリアを
持つ、同社の代表 伊藤和正氏は語る。

「私は棟梁だった父親のもとで、大工として長年仕事
をしてきました。主に手がけていたのはクロス張りの
住宅で、合板なども豊富に使う今風の作りをしていま
した。ところがそうして長年働くうち、合板に使われ
る接着剤等が原因でアレルギーになってしまったんで
す」。現場に入れば症状が出るような状態で、大工と
しては致命的な問題だった。結局、アレルギーの治
療をしながら働き続けるしかなかったが、これを転機
に伊藤氏の家作りは大きく転換したのである。

「アレルギーがでるような家を作っていて良いのだろう
か、と思ったんです。むしろ私が見習いの頃に作って
いた、木を手で刻んで土壁を塗って作る家の方が気
候風土にも合い、健康にも良いんじゃないのか。そ
んな思いが強くなり、親父から会社を引き継いでか
らは、どんどんそちらの方向へ進んでいったんです」。
やがて伊藤氏は、同じように伝統構法を目指す各地
の若い大工を訪ねて意見を交わすようになる。そして、
その技術を学びながら、独自の伝統構法による家作

りスタイルを確立していった。現在では古民家再生
を主体とする改修工事が事業の主柱となり、この分
野では地域でも知られた存在となっている。一方で
は、テレビ番組の影響等もあって古民家再生が隠れ
たブームとなっており、大手ハウスメーカー等の参入
も進んでいるが、自分の古民家再生はそれらとは一
線を画すものだ――と伊藤氏は言う。

「私たちの仕事は“後に残るもの”です。私たち自身も、
自分が作ったものをできるだけ長く使ってほしいと考
えています。そのためには、古民家の改修でもお客
様の思いに応えることが最も重要です。構造的に不
可能なケースはともかく、それ以外は工事途中で言
われた要望にもできる限り応えたいのです」。
それだけに伊藤氏の古民家再生プロジェクトにおい
ては、お客様の要望をきちんと把握し、自身のプラン
内容や設計意図を早く正しく伝えていくための質の高
いコミュニケーションが何より重要なポイントとなる。
そのために、伊藤氏は早くから簡易な3次元プレゼン
ツールを活用して、お客様に対するビジュアルコミュ
ニケーションを行ってきたのである。

「私自身は、実は CAD もほとんど使えません。でも、
だからといって口頭や手描きのスケッチでの説明だけ
ではとうてい伝えきれません。だから簡易な3次元
プレゼンツールで立体のプランを作ってお見せしてい
ました。しかし、これも梁等を直線でしか表現できず、
勾配天井も描けません。大工としていちばん伝えた
いところがお見せできず、限界を感じていました。そ
こで何か良いツールはないかと探していて、あるイベ
ントで出会ったのがアミューズワークスの中川さんと、
彼女が使う Autodesk Revit（以下 Revit ） だった
のです」。

木造伝統構法に Autodesk Revit を活用
古民家再生の新しいトレンドを創る
古民家再生プロジェクトにおいては、新築の場合以上に
施主との質の高いコミュニケーションが重要なポイントとなる
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「現場の大工」と 「BIM のプロ」がコラボレーション
これまでにない設計施工スタイルで切り開く、新しい「古民家再生」

■昔気質の大工と Revit のプロがコラボレーション
滋賀県東近江市に本社を置くアミューズワークス
は、 BIM や CAD の導入・運営・教育支援を行う
CAD のプロフェッショナルである。代表の中川氏
は、AutoCAD や Revit のディープユーザとして
知られ、2007年にはラスベガスで開催されたオー
トデスクのイベント AU（Autodesk University）
で日本人として始めてセッションスピーカーを務め、
Revit の教習本等も出版している。そんな中川氏
が伊藤氏と知りあったのは、2011年に福井で開か
れた古民家再生の勉強会でのことだった。

「私の場合、建設会社との仕事が多く木造建築の
プロジェクト経験がほとんどなかったんです。まあ
当時は木造を BIM でやる人自体ほとんどいません
でしたしね。だから、逆に木造の世界にすごく興
味があってその勉強会に参加しました。そして懇親
会で、リクエストに応えてある有名な建築を Revit 
で簡単にイメージを作って、皆さんにお見せしたん
です。それを見て驚いた伊藤さんが声をかけてくだ
さったのが、すべての始まりでした」（中川氏）。
今でこそ Revit を木造建築に使う設計者や工務店
も珍しくなくなったが、当時は Revit といえば、四
角い箱形のビルものの建築が得意な 3D CADと
いう評価が一般的で、これを木造建築に使おうと
いうユーザはほとんどいなかった。しかし、自身
は CAD を使わない伊藤氏は、だからこそそういう
先入観とは無縁だった。中川氏が自在に駆使する 
Revit を見て、ストレートに「古民家再生に使いた
い！」と注目したのである。

「これはすごい！と見てすぐに思いました。これなら、
なかなか伝わりにくく理解されにくい平面図等では
なくて、誰が見ても一目瞭然の美しいビジュアルで
伝えることができる。私がお伝えしたいプラン内容
が、どんなお客様にも分りやすく届くはずだ、と感
じたのです」（伊藤氏）。
当時としてはあまり例のない「現場の大工」側から

のコラボレーション提案だったが、実は中川氏に
とってそれは待ちかねた提案でもあった。中川氏が
2005年に訪れたアメリカで、初めて Revit に触れ
た時から持ち続けていたアイデアだったのだという。

「Revit に初めて触れたとき一番最初に思ったの
が、これを使えば、地場の工務店の親父さんが1
人で何でもできる！ということでした」（中川氏）。
地場の工務店を切り盛りする“一人親方”の多くは、
営業から住宅のプランニング、設計、プレゼン、施
工まで、何でも自分ひとりでやらなければならない
のが基本である。

「設計施工の技術は高くても、それを表現するの
が下手だったり面倒臭がっている親方は少なくあ
りません。でも、 Revit を使えばプランを形にして
面積を出し、元になるデータを拾いだして見積り
を仕上げるなど、１人親方としての幅広い仕事を
トータルに支援できるのではないか、と考えたん
です」（中川氏）。
こうして、いわば需要と供給が一致する形で、伊藤
氏と中川氏による、Revit を核にした古民家再生コ
ラボレーションが始まったのである。

■古民家再生は現状の測量＆作図から
伊藤氏・中川氏によるコラボレーションが本格稼働
したのは2014年。福井県敦賀市の古民家再生プ
ロジェクトでのことだった。物件は築65年で延床
面積約250平米弱の木造2階建て。これを伊藤氏・
中川氏も参加する空き家活用の地域グループの活
動拠点としてリノベーションすることになったのだ。

「自分たちでリノベーションし、活動拠点にモデルハ
ウスの機能も持たせよう、というわけで。私がデザ
インを担当し、中の工事は解体から全て伊藤さん
が１人で行いました。私は古民家再生は初めてだっ
たので驚くことがたくさんありましたね」（中川氏）。
当然のことだが、こうした古民家の物件では図面な
どの記録はほとんど残っていない。古い建築では、

図面を作ることさえ行われないことが多いのだ。だ
から、改修するにせよ、まずは現状を正しく把握す
るためその古民家を図面化する必要がある。

「そのためには、まず建物自体の測量が必要です。
ざっくり計測して写真を撮り、それらのデータを中
川さんに送って Revit で図面とモデルを起してもら
うことからスタートしました」（伊藤氏）。
現場がアミューズワークス近傍であれば、中川氏が
直接現地へ足を運ぶこともできるが、そうでなけれ
ば、インターネットを介したやりとりが基本となる。

「鬼門などもきちんと確認して、伊藤さんから元の
家のイメージを聞きながら、Revit でプランを形に
していきました。現状の形、間取りから増築する部
分や水回りなどをいろいろ考えながらデザインし、
プランを形にしていく感じですね」（中川氏）。
プランがある程度まとまったら、Revit で 3D モデ
ルを立ち上げる。さらにパースや図面なども生成し
て伊藤氏に送り、伊藤氏はそれを施主にプレゼン
テーションしていく流れである。

「やはり、3D のビジュアルなイメージで提案でき
るので、お客様にはすごく分かりやすいと好評でし
た。“ここはこうしたい”という要望もすぐに反映で
きるし、この件に限らずお客様にはとても喜ばれ
ています」（伊藤氏）。
もう一点、中川氏とのコラボで、伊藤氏の仕事スタ

Autodesk Revit で作成した内観イメージ 完成後の内観写真

Autodesk Revit で作成した外観イメージ
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イルが大きく変わったのが「見積り」である。それ
まで伊藤氏は、平面図を建材会社に持ち込んでい
ちいち計算してもらっていた、そのため見積り一つ
にもそれなりの時間がかかっていたが、これも中川
氏の協力で一変したのである。

「Revit で作ってもらうと細かい数量も図面で全部
出てくるので、それを Excel に吐き出してもらえば、
後は数を拾って建材会社に値段を聞くだけですぐに
見積りを作れます。作業自体すごく簡単になったし、
大きくスピードアップできましたね」（伊藤氏）。
こうしてコラボレーションによる最初の古民家再生
は2014年5月に竣工し、無事に完了。古民家再
生の新しいユニークな試みとして注目を集めたと
いう。その後は新しい案件も次々と受注し、両氏
は順調に実績を積み重ねているが、もちろんそこ
には古民家再生ならではの難しさも見え始めてい
る。特に問題なのは戦前や昭和1桁の時代に建て
られた建築だ。こうした古民家はそれまで何度も
改築・改修が行われていることが多いが、それら
のリフォームは必ずしも理に適ったものばかりでは
ないのである。

「先日引き渡した古民家再生物件も、すでに4〜
5回リフォームされていましたが、新築当初の構
想を無視して構造等も関係なく家主さんの都合で
ぶった切られるなど、どうにもならない状態でした。
そういう時は、元の形がどうだったか推理しなが
ら、元に近づけるような間取りを考えていくしかあ
りません」（伊藤氏）。
解体してみければ分からないことも多く、「開けて」
みたら困った改修が施されていたケースもしばし
ば。結果として、工事途中でプラン変更を余儀なく
されるケースも珍しくないのである。

「事前に“こんなデザインで行こう”と構想しても、な
かなか思いどおりには行きません。逆にそれを活か
して良い方に持っていける場合もありますが、いず
れにせよ、その場に応じて素早く変更修正に対応
しなければならないのです。これも Revit だから柔
軟に応じられている感じですね」（中川氏）
■ 3D スキャナによる点群データで 3D モデルを
最後に、伊藤氏・中川氏コラボによる最新の取り

3D スキャナで建物をスキャニングする 3D 計測された点群データ 点群データを Autodesk Revit に取り込んで 3Ｄ モデル化する

3D スキャナで計測した 膨大な点群データを Autodesk Revit に取り込む

つ合計1時間ほどで済み、取得した点群データをパ
ソコンに取り込んで完了。びっくりするくらい早かっ
たですね」（伊藤氏）。こうして取得した6つの点群
データファイルが結合され、30〜40分程度で立
体化の作業が完了したという。さらにできあがった
3D データは不要な部分を取り除いた上で Revit 
に取り込み、中川氏が 3D モデルに仕上げていっ
たのである。

「Revit に持ってくれば、もうそのまま断面なども切
れますから、平面図もすぐに作れます。このやり方
なら、現状の間取りはもう最初からできているよう
なものですね。通常、この規模の建物なら測量だ
けで1週間はかかりますから、驚異的なスピードアッ
プと言えます。高価な 3D スキャナをすぐ購入する
のは難しいですが、興味深い試行ができたのは間
違いありません。これからがますます楽しみですね」

（中川氏）。
この古民家は、現在、中川氏らが作成した図面や
モデルをベースにリノベーションの設計が進められ
ており、2015年末から2016年新春頃の着工を予
定しているという。

組みを紹介しよう。福井県の山奥にある茅葺き屋
根の古民家で、福井県から伝統的民家として認定
を受けた物件の古民家再生プロジェクトである。伊
藤氏らは、この取組みで現状の測量に、初めて3
次元スキャナを導入した。

「現場が遠方の時は、実際に建物を見ないまま数
値と写真から Revit で図面にしますが、大きな建
物だと、個々の写真がどこを撮ったものか、どの向
きなのか分からなくなってしまうことがあるんです。
“これはどこの窓か写真ではこう見えるが、実際は？”
といったやりとりが多発し、効率が悪かったんです。
そこで思いついたのが点群データの活用です」（中
川氏）。この分野の最新技術にも明るい中川氏は、
当初写真から 3D モデル化する技術を検討したが、
すぐに 3D スキャナの活用に方針を転換したとい
う。つまり、建物の内外観を 3D レーザースキャナ
でスキャニングし、無数の 3D 座標点で計測。そ
の膨大な点群データを用いて、Revit で一気に物
件の 3D モデルを作り出そうというのである。

「建物の内外6カ所ほどで 3Ｄ スキャナを回して計
測しました。作業自体はごく簡単で、1回10分ず



株式会社イトウ工務店／有限会社アミューズワークスオートデスク  ユーザ事例

培われた熟練の職人技 ＋ 最新のテクノロジーが業界を変える
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株式会イトウ工務店
http://www.geocities.jp/itoh50610/
本　　社　福井県大飯郡高浜町
代 表 者　代表取締役 伊藤和正
設　　立　1988年
事業内容  新築住宅、リフォーム、古民家再生
              など各種建築工事ほか

有限会社アミューズワークス
http://www.amuseworks.biz/public/index.html
本　　社　滋賀県東近江市
代 表 者　代表取締役社長 中川まゆ
設　　立　1999年
事業内容　BIM CAD、CAD システムの導入・運
　　　　　用・教育等のアドバイザー・コンサルテ
　　　　　ィング各種教育機関（大学、パソコン
　　　　　スクールなど）のインストラクタ業務
　　　　　執筆活動、レジュメの作成住宅の外構
　　　　　デザインほか

先般「和食」がユネスコの無形文化遺産に
登録されましたが、それに続け！ということ
で、「日本の伝統的建築技術」を登録して
もらうため、全国の設計士さんや建築業に
携わる職人さん、さらには能や歌舞伎、お
茶、お華、日本画の方にも協力いただき、
全国的な活動を進めています。仕事の上で
も、古民家再生を通じて昔の職人の技術
を再生し活用していきたいのです。そして、
そうした技術を生かす上でも、デジタルの
活用は欠かせません。Revit を介した中川
さんのとのコラボも、さらにいろいろな技
術や手法を試していきたいですね。

点群データの活用に関しては、やはり「い
かに測量の手間を省くか」、また「いかに
今あるものをそのまま表現し、新しいプラ
ンとどのように融合できるか」という所が
ポイントになるでしょう。現状ではこれを
どこまで活用できるか、まだ分からない部
分も多いのですが、この「今あるものがそ
のまま残せる」表現と Revit の組合せに
非常に大きな可能性があるのは間違いな
いと思っています。まあ、そうでなくても、
これを日常的に活用できれば、図面を起
こすことがすごく楽になるのは間違いない
し……コストダウンに期待したいですね。

―伊藤和正 氏
　株式会社イトウ工務店
　代表取締役

―中川まゆ 氏
　有限会社アミューズワークス
　代表取締役




