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ジェネレーティブ デザインとは
たとえば、
オフィス ビルの内装を計画しているとしましょう。
ひとつ目のシナリオでは、設計パラメーターの定義から始め、
季節ごとにデスクに必要な光量、会議室に好ましい眺望、施
工に投じられる最高金額などを定義します。
こうした条件を
定義した後に解析を 1 回実行すると、設計ツールがそこから
最適な結果をすべて導き出してさまざまな設計案を生成し、
それぞれを評価します。
これだけのことを人間が手動で処理
しようとすると、
かなり正確な概算を 1 つか 2 つはじき出す
のがせいぜいですが、
ツールを使えばほんのわずかな時間で
完了します。
ふたつ目のシナリオでは、
オフィス ビルの他の要素（エネル
ギー負荷や施工費用など）に設計パラメーターが与える影響
の大きさを、人間が手動で計算します。設計を進める中で、何
百項目にものぼるアイテム
（キッチン、
トイレ、
デスク、共有ス
ペースなど）の配置場所を、長時間かけて検討します。選択肢
を吟味するこのプロセスは、完了までに数日から数週間かか
ります。
最初のシナリオのように、人間が目標を定義すれば、
ソフト
ウェアが可能性のある設計パターンをすべて見つけてくれる
としたら、設計方法はどれほど変わるでしょうか。
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一般的な施工プロジェクトでは、設計を実際の建設手順に
落とし込まなくてはなりません。そこでは、何を作るかではな
く、
どのように作るかが問題になります。施工業者にとって、
予算オーバーや大量の廃棄物は絶対に避けたいところです。
マテリアルについて適切な指針を得たり、現場の作業予定や
フローを調整することで、
コストに関する潜在的なリスク要
因を抑えられるとしたら、
どうでしょう。
プレキャスト コンク
クレーンの
リート パネルを設置するための最適な戦略や、
配置に最適な場所など、
さまざまなケースに応じた最適なソ
リューションが、可能性のある多数のシナリオから、
ソフト
ウェア アルゴリズムによって導き出されます。
コンピュータに
これがジェネレーティブ デザインの目的です。
よる自動化を通じて、設計者がさまざまな選択肢を定義し、
検討し、選べるようになります。
ジェネレーティブ デザインは
単なる手法ではありません。多くのアプリケーションと技術
が組み込まれており、人工知能や機械学習などのテクノロ
ジーが進化すればするほど、
ますます強力かつ便利になって
いきます。
ジェネレーティブ デザインとは基本的に、専門家が
設計上の複雑な問題について解決策を探り、情報を基に最
適な判断をすばやく下せるようになるテクノロジーを指しま
す。
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ジェネレーティブ デザイン

generative design［gen·er·a·tive de·sign］
名詞

目標主体の設計手法。自動化機能により、設計者とエン
ジニアが設計方法を詳しく検証し、情報を基にすばや
く判断を下せるようにする手法。特定の設計パラメー
ターを定義することで、可能な方法を多数、場合によっ
ては数千通り生成できる。人間がソフトウェアに希望の
結果を指定すると、その条件を基に、
どの設計が最も性
能に優れているかを示すデータとともに、最適な設計
方法がはじき出される。

ジェネレーティブ デザイン ソフトウェアは、設計オ
プションを生成し、テストし、評価してくれるアシス
タントと考えられます。
場合によっては人間には想像もつかないアイデアを提供し
てくれるほか、
より短時間かつ少ないリソースで、
さらに多
くのことができるようになります。
ただし、優先事項に基づ
いてプロジェクトに最適な判断を最後に下すのは人間で
す。
どれも未来の話に思えるかもしれませんが、
実はジェネレー
ティブ デザインによって既に、設計や施工プロセスのあら
ゆる段階で行われる意思決定の方法には変化が起きつつ
あるのです。
ここからは、建築設計、建設・施工、土木インフ
ラ業界にとって、
ジェネレーティブ デザインにはどのような
意味があるのかを探ります。

「私はジェネレーティブ デザインを、バー
チャルの設計仲間と呼んでいます。
ジェネ
レーティブ デザインは、
プロセスに絡む作
業やオプションの解析を一手に引き受け
てくれます。
より良い設計方法を何通りも
生成してくれるので、
こちらはプロジェク
トの条件に合わせて選択し、実行に移す
だけです」
VDC/BIM ソリューション アーキテクト
M. Mehrdad Tavakkolian 氏
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画像提供：PTAH 社

コンピュータのパワー
ジェネレーティブ デザインは、構想、設計、施工の方法を根本
アルゴ
から変えます。
ジェネレーティブ デザインは基本的に、
リズムで設計論理を自動化することで、人間にできることを
補強してくれます。設計パラメーターを定義するのは人間で
すが、モデルを手作業でひとつずつ作成する代わりにジェネ
レーティブ デザイン ソフトウェアを使うと、設計者は、いくつ
ものソリューションを同時に生み出すことができます。
ときに
は、
「うれしいアクシデント」
が起きたり、
思いがけない独自の
ソリューションが生まれることもあります。
こうしたソリュー
ションは、従来の方法ではまず見つかりません。
この自動化は、設計ソフトウェアの機能としては目新しい
わけではなく、単なる自動化の発展形です。
たとえば初期の
AutoCAD AutoLISP が、スクリプトでルーチン ワークを
自動化しただけの製品だったことを思い出してください。
ま
Dynamo に Autodesk Revit を組み合わせると、強力
た、
な機能を発揮するのにも似ています。
変わった点は、
スクリプ
トとアルゴリズムで、
より大きな機能の塊をコントロールし、
より大きなデータ抽出と解析を管理できるようになったこと
です。
®

®
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オートデスクが 10,000 の設計オプションを独自のジェネレーティブ デザイン ソリューションで検証
オートデスクは、
トロントの MaRS イノベーション地区に新設するオフィス
と研究所の設計と計画にあたり、建築設計におけるジェネレーティブ デザイ
ンの限界に挑みました。
まず、高い目標と制約を設定するために、社員と管理
職から、仕事のスタイルと場所の好みについて情報を収集しました。続いて、
測定可能な主要目標として、仕事のスタイルの好み、
デスクの配置の好み、気
が散る要素の抑制、互いのやり取りのしやすさ、採光、外の眺めの 6 つを選
びました。そして仕事用スペース、
アメニティ スペース、情報交換スペース、専
用オフィスという複数の配置要素から、
ひとつの幾何学的なシステムを構築
しました。続いて、
クラウドベースのコンピューティング パワーで 10,000 通
りの設計オプションを生成し、評価して発展させ、最終的に新しいオフィス
に最適な設計を選び出しました。
この手法は、オフィス空間の設計に多くのメリットをもたらします

•
•
•
•
•

複雑な要素の処理
特定条件に基づいた最適化
人間の創造性と直観力の強化
過去プロジェクトからの情報や現在の要件など大量のデータを適用
実際のデータを基に取捨選択して調整
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•

関係者同士が設計の機能とプロジェクトの目的について話し合うこと
が可能

•

プロジェクトの前提条件をオープンにし、使用開始後のモニタリングお
よび再スタック用に
「ライブ モデル」
を提供

•

思いもつかない設計ソリューションの発見

スクリプト、アルゴリズム、そして
ジェネレーティブ デザインの背景にある歴史
「建築設計の世界では、
コンピュータが作成したジオメト
リを取得するために何十年も前からスクリプトが使われ
ています。
スクリプトは、取得したジオメトリを処理する新
しい方法にも使われ、そこから新世代の建築設計・施工
手法が生まれました。
コンピュータを使えば、従来の直角
だらけの設計ではなく、実際に建築可能なさまざまな形
状や曲線を含む設計を描くことが可能になります」
「当初のスクリプトでプログラムを実行して生まれたの
が、Zaha Hadid 氏のヘイダル アリエフ センターのよう
な形です。今では、
スクリプトが生成するアルゴリズムで
ジェネ
建築用の多種多様なデジタル ツールを制御する、
レーティブ デザインを採り入れた新たな戦略と施工が登
場しています。
ジェネレーティブ デザインという名前は、
ジェネレーティブ ツールが建築設計者や施工業者にもた
らすパワーを意味するだけでなく、設計と施工のプロセス
の一本化という、
ジェネレーティブ ツールによって可能に
なった重要な連携も意味します」
イェール大学スクール オブ アーキテクチャー副学部長
兼上級講師、
オートデスク フェロー
̶ Phil Bernstein 氏
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画像提供：Zaha Hadid 氏

生産性、時間とコストの節約、廃棄物に注目
エンジニア、施工業者、建築設計者の間には、時間とコスト
を節約して作業量を増やすという共通の課題が昔からあ
り、誰もがこの課題をクリアしようと奮闘していますが、厳
しさは増すばかりです。調査会社の Technavio 社による
2017 〜
と、建築エンジニアリングと施工の世界市場は、
2021 年の間に複合年間成長率 11.8% で拡大するという
ことです。労働力の不足がさらに状況を複雑にしています。
建材メーカーの USG Corporation と米国商工会議所が
先日発表したレポートによると、今後半年間に施工業者の
半数以上（57%）でさらに働き手が必要になるものの、人
手不足とコストが問題解決を困難にしているということで
した。結果として、予算、
スケジュール、建物の品質のいずれ
にも問題が発生しています。
この需要に応え、
コスト効率に優れた持続可能な結果を
引き出すには、新たな作業方法とテクノロジーの導入が必
要です。実際の作業量が、今のやり方と労働人口でできる
ことを超えているからです。
これは、自動化が単なる選択肢
のひとつではなく、競争力を獲得し、世界中で必要とされ
る数のプロジェクトをこなすための必要条件だということ
を意味します。
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ジェネレーティブ デザインの魅力のひとつは、時間がかかる
ばかりの単純作業を減らし、複雑な問題に集中して取り組め
ることです。
この自動化により、空いた時間を活かして、より
多くのプロジェクトや戦略的な意思決定に注力できるよう
になります。
「ジェネレーティブ デザインを利用するということは、軽い
解析作業といった類いの仕事は、
コンピュータの方が向いて
いると認めるということです。
たとえば、
すべてのドアが正し
い向きに開くか、階段の幅が十分にあるか、壁を覆う窓に、
全体的なエネルギー目標に沿って正確に機能するガラスが
使われているか、
といったチェック作業はコンピュータの方
が得意です」
イェール大学スクール オブ アーキテクチャー
副学部長兼上級講師でオートデスク フェローでもある Phil
Bernstein 氏は、
このように述べています。
「コンピュータに
チェック作業を任せれば、設計者は、建物全体のソリューショ
ン、エントランス ロビーの使い勝手や印象、近隣との一体感
など、
より重要な課題に専念できます。
こうした設計上の問題
は、
コンピュータでは最適解を生成できません。人間が考える
しかありません」
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「コンピュータや自動化の話になると、多く
の人が、
『つまり、何でもあっという間にでき
るということですね？』
などとすぐ尋ねてき
ます。
しかし私たちにとって自動化は、100 時
間かかっていた作業が突然 50 時間で済む
ようになるというような、時間の短縮ばかり
を意味するわけではありません。その 100
時間で、はるかに多くのことをできるように
する、
というのが私たちの考え方です」
̶ DIALOG 社設計テクノロジー担当マネージャー
Krigh Bachmann 氏

コンピュータを利用すると、単調でつまらない作業
を減らすことができます。一方、ジェネレーティブ デ
ザインの手法も、廃棄物とコストの削減という設計
チームや施工チームの最終目標を達成するのに役
立ちます。
マテリアルの使用量やエネルギー消費量が最小限に抑えら
れるようにアルゴリズムを設定すると、
自然とコストも減っ
て、
施工作業の効率がアップします。
これを実現したのが、
オランダを拠点に住宅建設などの建設・施工を行っている
Van Wijnen 社です。
同社は、新しい土地開発プロジェクトにおいて環境に優し
い手頃な価格の住宅建設を目標とし、
ジェネレーティブ デ
ザインを利用して 15,000 通りの設計オプションを生成し
ました。
ジェネレーティブ手法を使用して、その中から都市
部にふさわしい形状に仕上げることができそうな面白い 3
つのオプションに絞り込み、そこから、太陽エネルギーを最
大限に収集でき、
ネットゼロ エネルギーの目標を満たせる
最適なオプションを選択し、
さらに敷地面積や部屋からの
眺めを最適化しました。特に設計者に喜ばれたのは、
コスト
と利益率を条件に設定して最適なソリューションを探れた
ことです。

Van Wijnen 社の COO、Hilbrand Katsma 氏は次のよう
に述べています。
「ジェネレーティブ デザインでは、必要な数
のオプションをコンピュータでいくらでも生成できます。
お
かげで、美しい住環境と、顧客が絶対住みたくなるような住
居を同時に生み出すことができました。
もちろん、
ネットゼロ
エネルギーの目標も達成しています。
ジェネレーティブ デザ
インは、顧客にも地域社会にも環境にも、
より良い結果をも
たらします」

増加するジェネレーティブ デザインの利用者
調査によると、
ジェネレーティブ デザイン ツールを知ってい
る設計会社は半数近く
（46%）に上り、その内の 3 分の 1 以上
がすでに利用しているということです。
（37%）

46%

が認識

ジェネレーティブ デザインは次の
ことを実現すると考えられていま
す。

• 数多くの設計案を生成し、そこ
から品質と機能の優れた最終
案を提示
その内の

37% が利用

• 品質向上、予算管理文書の作
成、施工性の検討
• ルーチン ワークの自動化

出典：Leading the Future of Building:

Connecting Design Insight
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画像提供：HKS 社

AEC 業界に新しい潜在能力をもたらすジェネ

レーティブ デザイン

アルゴリズムはアルゴリズムでしかありません。
解決すべき問題は
何か、達成すべき目標は何か、問題を解決するうえで最も重要な要
素は何かを考えるのは、あくまでも人間です。
コンピュータは、
こうした考えを整理して優先順位を付けるうえで
アシストしてくれますが、実際に判断を下すことはできません。何が
大切かを決められるのは人間だけです。
ジェネレーティブ デザインは、建築設計者、エンジニア、施工業者の
設計作業に新しい自由をもたらし、
より良い世界を作り上げるた
めのお手伝いをします。

こちらで、ジェネレーティブ デザインを活用して
新たな設計手法を実践している同業者の皆様
をご紹介しています。ぜひご覧ください。
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