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清水建設関東支店生産支援部 部

長、藤咲雅巳氏は建物の受注から

設計、施工、そして保全活動に至る

建設フェーズ全体の業務効率を

BIMで改善することを計画しまし

た。2010年4月に支店内の設計

者、施工者、協力会社とともに実務

者2名のプロジェクトチームを結成

し、小規模な事務所ビルを対象に

柔軟な発想やスピード感を意識した

BIM活用を実践しました。その中心

になったツールがAutodesk Revit 

Architectureなどです。 Revitで受注前にBIMモデルを作成

清水建設関東支店では、2008年ごろからAutodesk Rev i t 

ArchitectureやAutodesk Revit Structureなどくを活用した 

BIMへの取り組みを始めました。現場での施工業務を長い間、担

当してきた私は、設計や施工の枠にとらわれず、建設フェーズ全体

の業務にBIMモデルを活用することにより、業務効率を改善する

ことができました。

重要なことは、「やることを決めてから道具を選ぶ」のと、「道具

を選んでからやることを決める」のでは異なるということです。後

者は「やること」が「やれること」になってしまうのです。

したがってまずは「何をしたいか」を決めてからBIMツールを選ぶ

ことが重要であると思いますが、発注者や設計事務所から特定の

ツールの使用を求められる場合もありますので、決められたツー

ルを使う必要が出てくることもあるでしょう。

関東支店ではRevitシリーズを軸に、各種の構造設計ツールや設

備設計ツールを組み合わせて使っています。その理由は、意匠設

計だけでなく、施工の実務にも対応しやすく、AutoCAD®など他

の BIM用ツールとの連携が取りやすいためです。

受注前の段階から竣工までの業務を一貫してBIMで進めていくの

は今回のプロジェクトが初めてで、未知のことも多いため、今回は

小規模な事務所ビルを対象として取り組みました。

設計から施工まで一貫したBIMモデルの活用を実践した清水建設関東支店

Revit Architectureで作成した事務所のBIMモデル

清水建設関東支店
生産支援部 部長
藤咲 雅巳 氏



従来の設計行為は「結果型」であり、承認行為は

「スタンプラリー型」でしたが、BIMを活用してプ

ロジェクトの最初から意匠、構造、設備の設計者

や施工担当者などが一堂に集まり施工段階の問

題を解決しながら設計を進めていく「造り込み

型」設計とし、合意形成は「早期一括型」を目指し

ました。

受注前の技術提案では、BIMの手法を使って分か

りやすく、説得力のある資料をスピーディーに作

成することを目指しました。建物の完成後のイ

メージをBIMで視覚化するとともに、建物の用途

特性やコストに大きく影響する構造部材をモデル

化し、受注前に施主が意思決定できるようにしま

した。受注を優位に進めることを可能にしたプロ

セスをご説明します。

意匠設計のスケッチから意匠、構造、設備を

モデル化

意匠設計者がスケッチによって建物の意匠、構造、

設備のイメージを作った後、BIMツールによるモ

デル化を行いました。

これまで、意匠設計段階でのBIM活用はパースや 

CGの作成が主流でした。そこで今回は構造形式

をBIMモデル化し概算コストの算出と連動させ、

RC造かS造かをコストや用途に基づいて施主が

検討できるようにしました。その際、仮定の構造

設計を行って構造計算も行いました。

RC造は長いスパンがとりにくいため、柱をところ

どころに立てる必要があります。構造計算ツール

で作成した構造フレームの形状を専用ツールで変

換し、Revit Architectureに取り込み、早期に構

造部材のBIMモデルも作成しました。それを施主

に見てもらったところ、室内空間はなるべく広くし

たいという要望がありました。そこでRC造の内側

にS造を組み込むという構造形式が決まりました。

提案から受注まで

Revit Architectureによる迅速な提案で受注を優位に

意匠モデル 構造計算：CSV

構造計算ツールで作成したデータをRevit Architectureに
読み込み、構造を可視化した

意匠モデル RC造 RC+S造or

構造形式の選定に使用した構造モデル。施主にも分かりやすく、意思決定もスムーズに

スケッチ
（意匠）

スケッチ
（構造）

（構造比較検討）

（テンプレート使用）（用途適性･原価比較）

構造モデル（検討）

構造モデル（検討） 設備モデル□目的： 構造種別毎の比較による
構造モデルの決定

□手法： 構造計算データより検討
モデルを立ち上げ、用途
適性や原価比較を考慮し
決定、決め手は速さ

□道具：SirCAD、SSC、RevitＡ(S)

□目的： 構造フレームと設備の干
渉を事前に避ける

□手法： 構造フレームをテンプレー
トとした設備計画

□道具：Rebro

□目的： 構造種別毎の比較による
構造モデルの決定

□手法： 構造計算データより検討
モデルを立ち上げ、用途適
性や原価比較を考慮し決
定、決め手は速さ

□道具：SirCAD、SSC、RevitＡ(S)

構造、設備のスケッチからそれぞれの BIMモデルを作成。受注前の段階でも基本設計の一部を行っている
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従来の「結果型設計」のワークフロー概念図
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今回の「造り込み型設計」のワークフロー概念図

※コストスタディは概算レベル
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建築図

構造モデルを「テンプレート」として、構造部材を避けるように設
備モデルを設計した

干渉チェック

総合調整

構造部材を事前に避ける「造り込み型設備設計」

を実践

構造形式が決まると、設備のBIMモデル作成にも

着手しました。構造部材のBIMモデルと設備のス

ケッチを照らし合わせ、構造部材を避けるように

設備の配置を決めていきます。

そこで構造計算ツールで検討したモデルデータを

「テンプレート」として設備系BIMツールに読み込

ませ、そのモデル上に配管や空調ダクトなどを配

置していきました。こうすることで、構造モデルと

設備モデルの空間的な干渉を事前に防ぐことがで

きます。さらに、設備モデルを使って設備の数量

計算も自動的に行うことができます。

従来のワークフローでは、施工段階に入ってから、

意匠、構造、設備の図面を重ね合わせて総合図を

作り、干渉部分を見つけて調整を行っていました。

それが、「BIM総合図」により、受注前の段階で解

決できるようになりました。

今回のプロジェクトは、施工部門出身の私が主導

的な立場で意匠、構造、設備の設計を進めました。

その狙いは、設計内容を可視化したBIMモデル

データを施工者や協力会社とも共有し、施工時の

問題をフロントローディングで解決できるように

意識していた点でした。

スピーディーかつ具体的なコスト比較を行った以上

のような提案は、施主にもわかりやすく、受注につ

なげることができました。BIMの導入は単なる投資

ではなく、最終的には建設業のビジネスで収益を上

げていくことを目標としています。BIMの可視化力を

生かし、施主にもわかりやすいプレゼンを行うこと

で受注を優位に進めることはその第一歩と言えます。

フロントローディングで着工前に施工時の問題を

解決

当社以外の会社が担当する別枠工事部分の3D 

モデルも入手し、意匠、構造、設備のモデルと組

み合わせて総合調整や確認を行えます。その作業

方法はRevit Architectureの意匠モデル、Revit 

Structureの構造モデル、設備系モデル、そして別

枠工事の3Dモデルを、Autodesk Navisworks®

に読み込んで3次元的に干渉チェックを行うとい

うものでした。

着工前の段階にもかかわらず、施工手順を4Dシ

ミュレーションで仮想的に再現することで、各部

分の施工担当者との合意形成も図ることができま

した。事前にここまで調整できていると、施工時

の設計変更や手直しはずっと少なくなります。こ

れこそ、BIMならではの可視化力を使った「フロン

トローディング」（業務の前倒し）効果でしょう。

次回に紹介しますが、この後の施工段階では設備

協力会社は施工図の作成をせずに、現場での施工

作業に専念することができました。近い将来には、

設備部材をすべてプレハブ化して工場で製作し、

現場では組み立てるだけという方法も可能になり

そうです。

構造モデルを「テンプレート」として、構造部材を避けるように設備モデルを設計した

構造モデル 設備モデル

調整

設備図

調整調整

整合図干渉検証

干渉してから調整ではなく事前に避けることが合理的
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BIM（ビルディング・インフォメーション・

モデリング）のトータルな活用により建設

フェーズ全体の業務プロセスを大幅に改善

し、生産性向上を目指した清水建設関東支

店は、Autodesk Revit Architectureを中

心に意匠、構造、設備のBIMモデルを活用

した施主への提案が功を奏し、事務所ビル

の受注に成功しました。その後、BIMモデ

ルにはタイル目地や設備の吊りボルトなど

の情報が加えられ、さらに詳細な設計へと

進んでいきました。

NavisworksでBIM総合図を作成

受注からAutodesk Rev i t  A rch i tec tu reや 

Autodesk Revit Structureなどで意匠や構造の 

BIMモデルを作成して建物の用途に最適な構造

形式を検討し、構造フレームとの干渉を事前に避

けた設備モデルを作成することにより、清水建設

関東支店は、施主に対して説得力のあるプレゼン

テーションを行うことができました。

当初、すべて鉄筋コンクリート造にするプランを

提案していました。BIMモデルによるプレゼン

テーションで施主に説明したところ、ロビーの柱

がじゃまになることが分かりました。BIMの可視

化効果により、図面では分かりにくい設計内容が

施主に理解してもらえたのです。

そこで鉄筋コンクリート造に一部、鉄骨造を組み

合わせることにより、柱をなくしました。構造や設

備の計画も施工レベルで取り組みました。その結

果、工事の受注へと進んだのです。

受注後の作業は、さらに詳細なBIMモデルへと造

り込んでいきました。建物の意匠・構造・設備等

の相互調整は、従来、施工段階で「総合図」として

行っていました。BIMでは各々のBIMデータを読

み込めて同時表現できるAutodesk Navisworks

により干渉検証等できます。設計後の受注の場合

はこの方法もありますが、ここでは設計前より取

り組んでいるので、干渉を事前に避けるBIMモデ

ルを前提としています。詳細設計はデータが繋が

るというよりは、膨らむというイメージです。 

タイル割、天井割の目地とサッシ、設備を連動

干渉のないBIMモデルが出来上がると、同時に建

築確認申請や施工に向けた詳細な設計を目的別

に進めていきました。この段階では、意匠と設備

の設計を密接に連携させました。開口部のサッシ

や空調吹き出し口、照明などの設備の取り付け位

置は、タイルや天井割付の目地に合わせる必要が

あるからです。

そこでBIMモデルにもタイルや天井の目地情報や、

天井の吊りボルトも入力し、割付の変更に伴う

サッシや設備の設計と連動するようにしました。

その作業はRevit ArchitectureでBIMモデルを作

成するときに使う3次元CAD部品「ファミリ」を工

夫することで簡単に行えるようにしました。

「例えば、タイルにからめたサッシファミリを作る

方法があります。今回は外部参照レベルで干渉を

防いだ設備設計を行いましたが、設備ツールとし

てRevit MEPを導入すると、目地と設備の位置を

連動させることもできるでしょう」と藤咲氏は説

明します。

このことは設計段階で空調ダクトや配管などの位

置をしっかり決めておくこととなり、天井割や設

備の吊りボルトの位置も確定し、手戻り施工によ

る品質の低下も防げました。変更に備えて余分な

ボルトを埋め込んでおいたり、鉄骨梁の貫通穴を

多めに開けておいたりといった無駄もなくなりま

す。今回の設計では、貫通部に埋め込むスリーブな

どの種類ごとの数も正確に自動集計することがで

きました。

基本設計と詳細設計

タイル割や天井割の目地と、サッシや設備の位置を連動させるこ
とでモデルは施工レベルになる
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BIMモデル

タイル詳細 天井詳細

他の設備ツールの3次元モデルデータも合体させて干渉チェック
を行うとともに総合調整を行った

干渉チェック

総合調整



BIMモデルから整合性のとれた各種図面を作成

詳細部分まで干渉のない整合性のとれたBIMモデ

ルが出来上がると、建築確認申請や施工に向けて

目的に合わせた各種図面の元を自動的に作成でき

ます。

今回のプロジェクトでは、1つのBIMモデルから建

築確認申請図や意匠、構造、施工図などを、使用

目的に合わせた図面を「アウトプットする」という

感覚で作っていきました。そのため、Revitは図面

のパイロット役でした。Revit上では図面が連動し

ているので、設計を一部修正した場合も、すべての

図面に自動的に反映されます。

また、同じBIMモデルからは図面のほか建築や設

備の積算に使う数量集計表をBIMモデルにインプッ

トされている「属性情報」からRevit Architecture

の自動集計機能で作成しました。窓周りの詳細

パース、内装の色を検討するカラースキムなどもア

ウトプットすることも可能でした。

セキュリティーを確保しながら海外とコラボも

1つのBIMモデルには、建物の設計、施工に関する

ノウハウがぎっしりと詰まっています。そのため、

これまでの図面とは違ってモデリング作業などを

気軽に外注することができず、かえって作業効率

が下がってしまうのではという心配をする人もい

ます。

藤咲氏はBIMによる設計の外注について、明確な

考え方を持っています。「意匠、構造、設備の要素

をBIMでモデリングしていく作業は、海外の設計

会社に外注することは可能です。大体のモデルが

できた後の調整は日本の技術者が行うことで、精

度は高まります。コストや技術のノウハウが属性

情報などに入力された部材のファミリは企業秘密

なので、海外では“ダミー”の部品を入れてモデリ

ングしてもらい、日本で本物のファミリに置換する

方法や別データをひも付けする方法もあります」

（藤咲氏）。

BIMによる設計は、属性情報という隠れた情報を

上手に使いこなすことで、セキュリティーを確保しな

がら設計効率を高めていくことも可能になります。

次回はいよいよBIMモデルによって行った「造り

込み型設計」が施工段階でどのような効果を上げ

たのかを紹介します。そして竣工時のBIMモデル

を生かして、保全段階でのストックビジネスの可

能性についても展望します。

図面から自動集計機能で建築、設備積算用データも作れる

建築図

BIMモデル

設備図

設備積算

建築積算

1つのBIMモデルから、Revit Architectureで使用目的に応じた各種の図面、パース、カラースキムなどを作成するパイロット役となった

窓廻詳細

カラースキム

建築申請図

構造設計図

意匠設計図

建築施工図



事務所ビルの設計にBIM（ビルディング・イ

ンフォメーション・モデリング）を活用し、

意匠、構造、設備の干渉を設計段階で解決

した清水建設関東支店は、Autodesk Revit 

Architecture（以下、Revit Architecture）

で各種施工図を作成し、施工業務に活用

しました。施工後の写真と図面はぴったり

と一致し、図面がそのまま竣工図として使

えるほどでした。BIMによって施工時の問

題をあらかじめ解決しておく“造り込み型

設計”は、新しい施工方法や、竣工後の保

全業務におけるストックビジネスの可能性

も切り開きました。

BIMの属性情報で素早く概算積算

BIMモデルで意匠、構造、設備の干渉を設計段階

で解決した清水建設関東支店では、BIMモデルの

属性活用として、積算した構造数量内訳や専門工

事会社の見積内訳と、相方の妥当性の検証を行い

ました。

「特に設備の数量計算は高精度に行えました。ダク

トや配管などの設備は、属性情報を基にダクト長

や配管長、バルブの個数などを自動集計した数量

と、専門工事会社が積算で提出してきた数量とが

ほぼ一致しました」（藤咲氏）。自前で積算の根拠

となるデータを共有できると、専門協力会社の積

算について相方評価しやすくなります。

設備と同様に仮設の足場材の計画にも、Revi t 

ArchitectureによるBIMモデルが効率化に役立

ちました。建物の形が変わっても、枠組足場など

の部材は変わりません。ファミリを作っておくと汎

用性が高く、属性情報を利用して数量計算を行う

こともできます。行政への届け出対応から協力会

社を含めた施工手順の検討会にも、ビジュアルな

資料は分かりやすく、役立ちます。とにかく、工事

発注者も施工状況が事前に見て分かるのです。

施工と保全業務

BIMによる足場材の計画。図面の作成から積算、CGによる施工検討など幅広く使える

“造り込み型設計”が新しい施工方法、ストックビジネスを可能に

足場平面計画 足場立面計画 積算

BIMモデル

躯体の数量はコンクリートの数量で型枠・鉄筋を

複合的に判断できます。鉄筋や鉄骨の属性活用と

して「カットリスト」までの到達はもう一息です。3

本のソフトを比較した結果、コンクリートの数量に

ついては基準となる構造調書に比べて±5%程度

の誤差での集計となりました。Revitから拾い出し

た数量は2%と最も高い精度でした。現実には施

工的に言うと、この段階では十分な結果です。

「これらの属性活用は、早期積算で重要な『複合

単価』として扱います。“造り込み型設計”の判断

として精度はある程度で、スピードが大切なので

す」と藤咲氏は語ります。

CG



設備ごとの色分けを施したカラー図面。細部の納まりを表した3次元パースや施工管理基準なども貼り付けて現場で便利に使えるようにした

BIMモデルがそっくりそのまま実物となって完成した

立体画像を盛り込んだビジュアルな施工図

BIMで設計しても、現場で頼りになるのはやはり

図面です。しかし、施工図を作成する際は、BIMの

メリットを最大限に生かしました。

そ の 一 例 は「 図 面 のカラー 化 」で す。R e v i t 

Architectureで作成した施工図は、配管やダクト

などの種類に応じて色分けされています。そのま

ま一般に普及した大判のカラープリンターで印刷

したのです。「図面をモノクロで印刷しても、現場

では色鉛筆などで塗り分けているのをよく見ま

す。せっかくBIMで配管などが色分けされた図面

があるのだから、それを有効活用しようと考えま

した」と藤咲氏は説明します。

施工図には細部の納まりを3次元パースで表現し

た立体画像や、品質管理のポイントとなる施工管

理基準なども貼り付けました。Revit Architecture

による「設計の可視化」を、施工段階でも活用し

たのです。

事前にBIMモデルで干渉を解決しておいたため

に、着工後の設計作業はほとんど必要なくなり、

設備協力会社は現場での施工に専念できました。

仮設や鉄骨・プレキャストコンクリート部材の建て方

計画にも、BIMモデルを活用しました。各工種の協

力会社が集まり、BIMモデルを基に作った施工手順

の4Dシミュレーションで関係者間の意識統一や情

報共有、段取りの確認などを行うのに効果的です。

らせん階段などは、平面図、立面図、断面図といっ

た図面だけの情報では、細部の配筋や型枠の施

工方法が分かりにくいことがあります。他の物件

の例ですが、藤咲氏はRevit ArchitectureのBIM

モデルデータを「3Dプリンター」という機械にイ

ンプットして模型を製作しました。複雑な形状も、

模型にすると一目瞭然で、現場の作業員にも分か

りやすく、数ある物の場合はプレキャスト化もで

き、生産効率が良くなるのです。

BIMモデルと完成した工事がぴったりと一致

BIMによる“造り込み型設計”と施工管理を行っ

て完成した工事は、まさにBIMモデルがそっくり

そのまま実物の建物となっていました。

建築施工図

意匠設計図

構造設計図

3Dプリンター

BIMデータ 段々配筋

施工

施工

設備施工図

BIM-2D
Fig 5-14：施工検証（外部）

図面では分かりにくいらせん階段の配筋や型枠の納まりを理解するため、Revit ArchitectureのBIMモデルデータを基に3Dプリンター
で作成した模型

BIMモデルを生かした施工検討会

BIM-3D

施工写真



設備のBIMモデルには施工記録として施工写真を

属性情報に登録しておくと、後の保全に役立つ資

料になります。「完成後に壁や天井裏に隠れる設

備は、実物の完成状態を記録したモデルや写真が

あると、保全に有効活用できます。不具合があっ

たときの記録も属性化することにより、病院の

『カルテ』の文化となるのです」と藤咲氏。

タイル割や天井割に連携して設計したサッシや天

井照明、ハッチなども、事前の設計を生かして手

戻りや設計変更のない施工ができました。

今回、受注前の企画段階から施工まで、一貫して 

BIMモデルを活用したことで、新しい施工の可能

性が見えてきました。着工前に設計部門と協力会

社も交えて合意形成することで、設備のプレハブ

化も可能になり、現場での作業も少なくなります。

これは品質の安定供給と工事原価にも影響を及

ぼすでしょう。

竣工BIMモデルによるストックビジネスの可能性

壁や天井裏に隠れた設備を含めて、竣工時のBIM

モデルを保有していると、壁や天井板の裏側にあ

る各種機器や配管、ダクト、電線などの位置が分

かるほか、属性情報に施工年月やメーカーなどを

記録しておくことで、故障時の対応もスムーズに行

えます。また長期修繕計画の時期やコストも属性

情報を元に自動作成することも可能です。「設備

は完成後に隠れるものだからこそ、そのBIMモデ

ルの価値は高くなる」と藤咲氏は指摘します。

これからの建設会社にとって、竣工BIMモデルを

作成し、修繕や点検時に更新していくことで、建

物の運用・維持管理を対象にした次世代のストッ

クビジネスを展開できるのです。

受注前から施工まで、BIMを一貫活用したプロ

ジェクトは 2011年2月に無事、竣工した。その建

設フェーズを振り返った藤咲氏は「まさに、プロセ

スイノベーションですね」と締めくくった。
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BIMモデルと完成した設備はぴったりと一致していた

天井割と連動させた照明器具の位置もBIMモデル通りに仕上がった

トイレのBIMモデルと完成写真。壁裏の配管や機器の配置もBIMモデルなら一目瞭然

竣工時のBIMモデルと建築、設備の竣工図を作成することで次世代のストックビジネス展開が可能になる
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会社概要

清水建設株式会社

本   社：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館

代表者：代表取締役社長　宮本 洋一

設   立：1804年（文化元年）

資本金：743.65億円

従業員：11,215人（2011年4月1日現在）

事業概要：建築・土木等建設工事の請負（総合建設業）


