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Autodesk Revitによる意匠・構造・設備のハイブリッド3次元設計を駆使し
天井高2.7m＆階高3.53mの高度な階高圧縮を実現

ソフトウェア：Autodesk® Revit®
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スターバックス コーヒー ジャパン
魅力ある店舗設計の秘密
〜 BIM と VR で追求する新たな体験

2016 年 5 月にリモデルされたスターバックスアークヒルズ店。「感度の高い大人が集うサードプレイス」という
コンセプトで、コーヒー選びから抽出、提供までの過程を担当する、馬蹄形の EXPERIENCE BAR を新たに設置。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

会社名
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
所在地
東京都品川区
ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® Stingray
Autodesk® Live

シアトル生まれのコーヒーショップ、スターバックス。
多くの人々に親しまれ、アメリカを中心に全世界で 2 万を超える
ショップを展開するグローバルブランドだ。
日本国内では、現在、1245 店舗（2016 年 12月 31 日時点）を展開している。
自宅と職場、学校の間に存在するサードプレイスの先駆者的存在として、
心地よい体験を提供し続けている。

私たちが日頃親しんでいるチェーン展開のショッ
プにはさまざまな形態があるが、スターバック
スの大きな特徴のひとつが、店舗のほとんどが
「直営店」であり、社内のデザイナーが店舗設
計 を直 接 手 が けてい ることだ。 定 型 化され た
ひとつのデザインを各店舗に落とし込む通常の
チェーンストアのやり方ではなく、出店する地
域の歴史的文脈やそこに住む人々のライフスタ
イルを考慮しながら、各店舗の設計にインハウ
スデザイナーが工夫を凝らして取り組んでいる。
しかし、最初からそうだったわけではない。

スターバックス コーヒー ジャパン
株式会社
1995 年創立。従業員数 3,440 名。
コーヒーストアの経営、コーヒー及び関連商品の
販売を行うスターバックスの日本法人。

1996 年 8 月に東京・銀座に日本 1 号店をオープン。
現在では国内 1,200 店を超える店舗数に達して
いる。スターバックスのミッションは「人々の心を
豊かで活力あるものにするために − ひとりの
お客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュ
ニティから」。各地域に根ざしたそれぞれの店舗
で、一杯のコーヒーを通じた小さなつながりの
積み重ねを大切にしている。
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1996 年、初出店となった銀座松屋通り店の広々
とした店舗は、
「北米以外で初のスターバックス」
としてニュースで大きく取り上げられた。当初、
店舗はシアトル本社から渡される定型化された
デザインをもとに、日本の法規や空間特性に準
ずる形で設計されていたという。その後、世界
各国に進出していく中で、本社からの指示はより
コンセプチュアルなものに変わり、各地域での
創意工夫が試されるようになっていった。

スターバックス コーヒー ジャパンの店舗設計
部は、世界に 18 あるスターバックスのデザイン
スタジオのひとつに位置付けられ、別名 ジャパ
ンデザインスタジオ と呼ばれている。在籍する
約 30 名のスタッフのほぼ 8 割がインテリアデザ
イナー、もしくは建築士の資格を持つスペシャリ
ストで、実に年間 100 店舗以上の新規出店に伴
う設計を行なう。さらには、最大で年間 150 店
舗に及ぶ既存店のリモデルも手がけている。
インハウスデザイナーはグローバルブランドと
してデザインの一貫性を保つことが求められる
一方で、日本文化を理解し、その地域の客層が
求める魅力的な店舗設計のスピーディーな提供
を求められる環境にいるのだ。

何度かのリモデルを経て、現在も多くの人に愛されるスターバックス銀座松屋通り店。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

1996 年 8 月にオープンしたスターバックス銀座松屋通り店の
当時の様子。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

インハウスデザイナーが手がける
スターバックスの店舗設計
2009 年、スターバックス コーヒー ジャパンの
店 舗 設 計 部 は 従 来 の 2 D C A D を置き換 える
形で、既にシアトル本社で運用されていた BIM
ツールの Autodesk Revit を導入。同部部長の
髙島真由氏は、その当時の状況を
「トレーニング
する準備もなく、システムを整備する担当者も
不在のまま手探り状態でトライしたため、デザイ
ナーそれぞれが違う描き方で始めてしまったん
です」
と振り返る。
髙島氏は「Revit では、どんなやり方を使っても、
作業はできてしまうんですね」
と笑う。「極端な例
でいえば、発注相手の情報が各ファミリ
（ 3D モ
デリング用の部品）に紐付いているにもかかわら
ず、それが情報として取り出せなくて別のデータ
に手入力するなど、 BIM の属性情報を有効活用
できない、混沌とした状態になっていました」。
この状況から脱却するため、作業工程の抜本的
な見直しを実行した。「各デザイナーにヒアリン
グしながら、まずは使用する機能を、店舗の設

計図を仕上げるために最低限必要なものへ徹底
的に絞り込みました。全員の情報を集めて 歯列
矯正 のように、まずは皆が同じレベルで作業で
きるものにしたんです」と、設計企画チームの
高尾江里氏は振り返る。その作業が功を奏し、
現在では全ての店舗設計に Revit を使ってス
ムーズな作業が行われている。
また、その整備の過程でトレーニング プログラ
ムも作ることができた。これは Revit を使用し
たことのない外部パートナーや CAD オペレー
ターが効率よく習得できるプログラムとして、
現在でも有効に活用されている。
「今は迷いなく
『この図面はこう描く』ということ
が全員できるようになっています。そのぶん、
デザインについて悩む、創造的な時間を生み出
すことができました」
（髙島さん）
毎年、店舗設計部では、既存の店舗のリモデル
を多数行っているが、既存店は当時の CAD ソフ
トで設計されているため、 2D の図面しか残って
いない。そこで、まずは当初の設計で使われた

アークヒルズ店の実写（右側）と設計時に作成した Autodesk Stingray のレンダリング。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

2D の図面から 3D の Revit モデルを起こし、そ
こへ新たなデザインをしていく。そのデータを
見せることで、運営サイドの営業部長やディスト
リクト マネージャーなども、各空間がどう変化
するかという説明が格段にしやすくなるという。
「デザイナーは頭の中でつねに 3D で考えていま
すが、普通の方はそうではないですよね。 2D の
図面では把握しにくかった部分が、3D の Revit
モデルを見せることで非常にコミュニケーション
しやすくなるんです」
（髙島さん）
「デザイナーとしても、借りているビルの ここ
の梁が出てきちゃうよね といった部分は、やっ
ぱり Revit モデルで見た方がリアルなんです。
そういう意味では、デザイナーとしても助かる
ツールです」
（高尾さん）
ビル オーナーへの説明の際も、プレゼン用パー
スを外部に発注するのでなく Revit 内でレンダリ
ングできるため外注コストも不要となる。すぐに
オーナーのところに説明に行って決断をいただけ
るため、作業のスピード感も大幅にアップできた。
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既存の BIM データを使って
VR コンテンツへと変換
さらに 2016 年の夏からは 3D ゲーム エンジン
の Autodesk Stingray をベースとするクラウド
ソリューション Autodesk Live サービスを利用
して、店舗の BIM データから VR コンテンツを
作成することにも着手しはじめた。 Autodesk
Live では Revit ファイルを、複雑な変換作業な
しにワンクリックで VR コンテンツへ変換でき、
それをプレゼンや情報共有に活用している。
導入検討の際には社内のさまざまな部署に呼び
かけ、リモデルしたばかりの「アークヒルズ店」
を、HTC Vive のヘッドマウントディスプレイで
体験してもらった。
その VR 体験は、実際の店舗で働くパートナーも
違和感を感じないレベルだったという。「実はそ
の体験日の前日、アークヒルズ店で働いている
バリスタが偶然スターバックスジャパンの本社
オフィスに来ていたので、こっそり先に VR を
試してもらったんです」
と、高尾氏。
「実際の建築に使った BIM データを使っている
ので当然なんですけど、 毎日、ここでサイフォン

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社

を触ってます。幅も高さもそのままで、お客さま
が座ったときも、この角度です！ と言ってくれま
した。それで当日は自信を持って他の部署の方
にトライしてもらうことができました」

VR コンテンツで確認しながらできそうですね。
クイックに 3D の体験をすることが、今後はいろ
いろと役立ちそうだと感じます」
（髙島さん）

Autodesk Live を使うことで Revit モデルが
実際の店舗で働くスタッフも違和感を感じない
VR コンテンツ。体験日当日はさまざまな部門
から来た 60 名にも及ぶスタッフがトライした。
リモデルを担当したスタッフもそうでないスタッ
フも、 そ れ ぞ れ の 観 点 か ら VR コン テンツ に
夢中になったという。
「みんな、さまざまな反応で、面白かったです
ね。設備設計チームの人たちは、 ここの下が
気 に なってたん だよ と細 かい 部 分 を見 たり。
バーチャルにカップを持って、お客様に出すとこ
ろまで再現すれば、オペレーションデザインにも
活用できると思います。そういう可能性を発見
しました」
（高尾さん）
「店舗で使う備品などは原寸のモックアップ作っ
て確認する場合もあるのですが、それを省くこ
とができるかもしれないと思いました。スタッフ
と実際の機器の配置などは、何度も打ち合わせ
をして決めていくのですが、その打ち合わせも

Autodesk Live の画面。ヘッドマウントディスプレイに投影すると、3D 空間内を自由に移動して
デザインを確認できる。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

短時間でリアルタイム表示用に加工編集され、
インタラクティブなモデルが数分で利用できる。
Editor ツールを使うことで視点位置やライティ
ングの調整も可能。プロジェクトの関係者は、
無償提供される Live Viewer を使用して、イン
タラクティブなビジュアライゼーションの閲覧、
体験が可能だ。
「建設部やオペレーション担当などデザインの
理解が必要な部署には、これまでは仕上がりを
想像してもらいながら説得していた部分があり
ました」
と、髙島氏は語る。
「今後は VR を使うこ
とで、リアルなイメージを共有しながら合意形成
ができるのではないかと期待しています」。

Autodesk Live により提供される VR 体験は、
社内での確認作業には十分なクオリティを提供
するが、Autodesk Stingray を使用すればさ
らに細密なビジュアルを実現して、非常にリアル
な VR 体験を得ることも可能となっている。

Autodesk Stingray の画面。より細かな美しいビジュアルとなる。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

Autodesk Revit でデザインされたアークヒルズ店のカウンター。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

オートデスク ユーザー事例

ものづくりの面白さを体験できる支援
ス ター バックス は 、 震 災 復 興 支 援 をはじめ 、
地域のコミュニティにも働きかける、さまざまな
社会貢献活動を行なっている。 2016 年、店舗
設計部は、北海道旭川市の助成金事業に参加し、
テレワーカーを育成する取り組みを実施した。
これ は 自 治 体 が 過 疎 化 対 策として行 なう 雇 用
促進の一環であり、介護やハンディキャップなど
の理由により働く意欲があっても家から出るこ
とができない人を対象に、Autodesk Revit の
操 作 を習 得して 戦 力 に なってもら おうという
試みだ。

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社

髙島氏は、「スターバックスは企業理念として、
『より良い社会をつくるために貢献していきたい』
という想いを常に持っています」と語る。「この
取り組みはその理念にも合致していると感じた
ので、 店 舗 設 計 部として初 めてテレワーカ ー
さんとの協業にトライしました」。

Revit のオペレーターが市場で強く求められて
いる現在、その技能を習得することが経済的な
自立につながるのではないか、と髙島氏は語る。
「みなさん Revit を初めて触る方々ですが非常に
積極的で、操作が面白いと口々におっしゃいます。

たとえば、Revit では家具を描いたりする必要が
あるのですが、それが組み上がっていく過程が
面白かったり、単純にデザインするということが
どういうことなのかを、一緒にやることでわかっ
てくるのではないでしょうか。2D CAD とは違っ
て、デザインを形にしていくことがリアルに実感
でき、デザイナーと一緒にものづくりの面白さを
体感していただけるようです」。
テクノロジーの進歩とともにさまざまな働き方や
生産工程の見直しが模索される今、スターバッ
クス コーヒー ジャパンのこうした取り組みは、
今後もさらに広がりを見せていくに違いない。

2016 年 9 月にリモデルしたスターバックス京都三条烏丸ビル店。最先端のコーヒー表現と

茶人・小堀遠州が作り上げた美的概念を示す「綺麗さび」という考え方をデザインに取り入れた。
［提供 : スターバックス コーヒー ジャパン］

（左から）店舗設計部 設計企画チームの高尾江里氏、店舗設計部 部長の髙島真由氏、オートデスク
テクニカル コンサルタントの横田篤典。店舗設計部にはオートデスクのコンサルタントのための
デスクがあり、
店舗設計の基盤となる BIM データの構築や、
新しいテクノロジーの活用など技術的な
要望に対し、柔軟かつ迅速に対応できる体制をとっている。
［撮影 : 井上直哉］
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フリーダムアーキテクツの
BIM を活用した住宅設計が
VR 体験でさらに進化

提供 : フリーダムアーキテクツデザイン

会社名
フリーダムアーキテクツデザイン株式会社
所在地
東京都中央区
ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® Stingray
Autodesk® Revit® Live

設立から 20 余年の歴史を持つフリーダムアーキテクツデザイン（以下、
フリーダムアーキテクツ）株式会社は、全国に

事務所。現在、 1 年間に約 400 棟の注文住宅を手がけるという同社は、

2017 年 2 月から、注文住宅の施主との打ち合わせ時に VR （バーチャル
リアリティ）を導入しはじめた。施主はヘッドマウントディスプレイを通じて、

建築前の建物の中を自由に見て回ることができるという。
建築業界での VR 活用というと、これまでにも
大手ゼネコンやハウスメーカー等で「モデルルー
ムを VR で体験する」といったサービスが行わ
れてきている。しかし、今回フリーダムアーキ
テクツが始めた「 VR アーキテクツシステム」は、
注文住宅の分野で「設計中の家の中を VR で体験
し、それをデザインに反映させる」
という、全く
新しい試みだ。

フリーダムアーキテクツデザイン
株式会社
〒 103 ｰ 0005

東京都中央区日本橋久松町 10 ｰ 6

FT 日本橋久松ビル 5F
Tel. 03-5651-1791
Fax. 03-5651-1799
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16 のスタジオを持つ建築設計

フリーダムアーキテクツは、 BIM ソフトウェア
である Autodesk Revit のデータを使用した
BIM での建築確認申請を実現するために大塚
商 会 、 オ ートデス ク、 住 宅 性 能 評 価 セン ター
との協業を行い、 2016 年 8 月には国内で初め
て BIM での確認済証が交付された実績を持つ。

今回の VR 導入は、 BIM の活用を推し進めた
新たな取組みとなる。
注文住宅という 一点もの の設計では、設計士
が頭の中に思い描くプランをきちんと伝えなが
ら、クライアントのニーズを丁寧に汲み取るこ
とが何よりも重要な作業となる。通常は図面や
模型、 CG パースなどを用いてクライアントに
提案することになるが、そこに VR 体験が加わる
ことで、予想以上の成果が得られているという。

フリーダムアーキテクツデザイン株式会社
フリーダムアーキテクツデザインの手がけた事例
［提供 : フリーダムアーキテクツデザイン］

同 社 事 業 開 発 部 部 長 の 長 澤 信 氏 は「 お 客 様 に
アン ケ ートを取 ると、 圧 倒 的 に 多くの 方 々が
今自分が打ち合わせをしている間取りを VR で
体験したい とおっしゃいます」と語る。設計士
の 頭 の 中 に は 具 体 的 にイメ ージす るプ ラン が
あるが、そのプランをクライアントがどの程度
イメージできるかは、人によってさまざまだ。
設計の初期段階において、実際に家の中を見て
回るように VR 体験ができるようになれば、クラ
イアントはぐっとイメージしやすく、具体的なリ
クエストを出すことも可能になってくる。これま
でに同社で VR 体験をした方からも、好反応が
得られている。

• 動線がとてもわかりやすい。キッチンからす
ぐ裏のランドリースペースに、自分の足では
何歩で行けるのかを実際に歩いて確認できた。

• 自分のお気に入りの大きなお皿を入れるとし
たら、キッチンの棚のどこに入れられるかを
リアルに検討することができた。

いずれのエピソードからも、感想が非常に具体
的だということがよくわかる。同社ではクライア
ントが VR 体験をしている際、横にある大きなモ
ニターでも同じシーンを見られるため、クライ
アントがどの視点でどこを見ているかも手に取る
ようにわかるという。クライアントのニーズを、
言葉だけでなくビジュアルから汲み取ることも
十分可能になっているのだ。

• 20 cm の身長差があるご夫婦。ご主人がキッ
チンに立って「レンジフード邪魔じゃない？」
と
奥様に問いかけると、「私の身長だったらまっ
たく視界に入らないから大丈夫」との答えが
返ってきた。

フリーダムアーキテクツデザインの手がけた事例
［提供 : フリーダムアーキテクツデザイン］

オートデスク ユーザー事例

フリーダムアーキテクツデザイン株式会社

Autodesk Revit で設計したデータは、クラウ
ドサービスを利用して Revit Live 形式のデータ
へ変換。それを 3D ゲーム エンジン & リアルタ
イム・レンダリング向けの Stingray を使用して、
よりリアリティのある表現に進化させている。
フリーダムアーキテクツではヘッドマウント ディ
スプレイ HTC Vive を使い、VR データを活用す
ることで、まだ建っていない家の中をリアルに
歩き回ることが可能となる。
また、陽当たりなどについても厳密にシミュレー
ションを行い、その結果を設計にも反映させて
いる。ある事例では、「朝日が入るベッドルーム
にしたい」というクライアントの要望に沿って横
長の窓をつけたが、シミュレーションしてみる
ことで、朝 10 時にならないと光が差し込まな
いことが判明。そこで縦に窓をつけて、もっと

早い時間に光が入るよう変更することができた
という。
「これまで建築家には、自分が設計したものが
現場で出来上がることで、初めて実感する部分
がありました」
と、長澤氏。「実際に目にすること
で、必ず ああしておけばよかった という反省
が出てきます。建築家自身の能力がどう伸びる
かは、それを何件経験できるかによって変わっ
てきますが、図面を描いて出来上がるまでには
1 年くらいはかかります。でも VR であれば半日
もかからずに、自分が設計したものの中に入り
込むことができるんです」。
「実際に空間を自分でチェックできるので、さら
に戻って設計し直すことも簡単にできる。設計
士たちの意識も変わってきていて、より自信を

持ってお客様に説明することができるようにな
りました。とても細かいところまで自分自身で
空間を体験しているからこそ説得力が出てくる。
VR は、作る側の環境も確実に変えていくことに
なると思います」。
さらに、実際に置く予定の家具や家電のデータ
も BIM データへ入れることで、その空間に占め
る割合、位置はもちろん、形状や色、張地など
ディテールまで体感できるようになる。
「特に海外の家具メーカーは、その多くが 3D
モデルをダウンロードで提供しているため、それ
を利用して BIM データに入れ込んでいます。
早い段階で家具を決定できれば、（設計の完成を
待たずに）オーダー可能になります。例えば海外
で作ったもの を取り寄 せ る 場 合 、 時 間 が ない

当初のプランを Revit Live 上で確認すると、十分な日当たりが得られないことがわかる［提供: フリーダムアーキテクツデザイン］

プラン変更後の季節や時間に応じた日照の変化を Revit Live 上で確認［提供: フリーダムアーキテクツデザイン］
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オートデスク ユーザー事例

ために空輸したりして余分な費用がかかったり、
国内の在庫品で探すと色が合わないなど、いろ
いろなことが あ る ので、 早い 段 階で家 具 を決
定できることのメリットは想像以上に大きいん
です」。
家づくりは「三度建てないと理想の家にならな
い」と言われることが多い。しかし VR 体験に
より、まだ建てていない家の中をくまなく歩ける
としたら？ 長澤氏は「 VR 上の家が既に 1 軒目」
だと言う。設計士、クライアントの両方が VR
体験をすることで、イメージを具体的に共有して

フリーダムアーキテクツデザイン株式会社

アイデアを出し合うことができるため、打ち合わ
せも非常に 建設 的なものになり、出来上がっ
た家への満足度も高くなるのだ。
建築家とクライアントが一緒になって取り組む
ことができる、理想の家づくり。今後、照明や
音響のシミュレーションも手軽にできるように
なってくれば、建築業界での VR 体験のニーズ
も、さらに高まってくるだろう。

フリーダムアーキテクツデザイン株式会社
事業開発部部長の長澤信氏

設計中の住宅を、日照も含めてレンダリングしたところ
［提供 : フリーダムアーキテクツデザイン］
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福岡に日本で 4 人目の BIM の
エリート・メンバー が誕生
Revit 活用ノウハウや独自のファミリを公開

6 階建てのマンション・オフィス兼用ビルの
内観シミュレーション

福岡市中央区の建築設計事務所、プランニングビープルの代表取締役を務める
会社名
有限会社プランニングピープル
所在地
福岡県福岡市
ソフトウェア

Autodesk® Revit®
AutoCAD®
AutoCAD® Civil 3D®

栗原洋一氏は 2012 年、オートデスクの BIM （ビルディング・インフォメーション・
モデリング）ソフト、Revit を導入し、実務での活用を始めた。独学にもかかわらず、
約 1 年後には Revit だけで実施設計図を作成できるようになり、そのノウハウを
ブログで公開するほか、独自開発のファミリを低価格で公開している。その姿勢が
オートデスクに評価され、 2017 年 3 月には日本で 4 人目の「 Autodesk Expert

Elite」
メンバーに選ばれた。

BIM 活用の成否を決める
「ファミリ」に注目
「2012 年に BIM ソフト、Revit を本格的に使い
始めました。使いこなすまでの最初の 1 年はそれ
こそ 不 眠 不 休 の 覚 悟で独 学しました 。 そ の
結果、約 1 年後には Revit だけで実施設計まで
を行えるようになりました」
と語るのは、福岡市
中央区の建築設計事務所、プランニングピープ
ルの代表取締役、栗原洋一さんだ。
栗原さんは今、 Revit を使って企画から実施
設計まで行えるようになった。「以前、設計の
メインツールだった AutoCAD は、全く使って
いません」
と栗原さんは語る。
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Revit で設計を行うプランニングピープル代表取締役の
栗原洋一氏

6 階建てのマンション・オフィス兼用ビルの
外観シミュレーション

平面詳細図

図面を拡大すると建具の取り合い
寸法までが既に調整されている

今では 6 階建て程度のビルなら、 2 週間程度で
ボリューム検討から外観・内観のデザイン検討、
日影・日照シミュレーション、そして実施設計
までの一連の設計をこなすようになった。
栗原さんは Revit による設計業務を重ねていく
うち、効率的な設計を行うためには Revit 用の
BIM パーツ、
「ファミリ」の整備が重要であること
を悟った。
「以前は、設計上の必要に応じて、形や寸法が固
定されたファミリを力わざで作り、その場をしの
いでいました。しかし、このようなファミリは別
のプロジェクトに流用しにくかったり、行方不明
になったりして、再利用ができず、また新たに
ファミリを作 る 必 要 が あり、 非 効 率でした 」と
栗原さんは振り返る。

そこで 、 意 を決して 、 木 製 建 具 、 鋼 製 建 具 、
アルミ建具、カーテンウオールや道路の縁石、
駐車場のラインなど、よく使うファミリを丁寧に
作りこむことにした。パラメーターを設定するこ
とで、ファミリの形や大きさを変えたり、テクス
チャーなどのデザインを変更しやすくしたりした。
「一度、基本設計の段階で配置したファミリは、
後の詳細設計段階でもそのまま使えるようにす
るため、躯体との取り合い部分の形状や寸法も
ミリ単位の精度で作り込んであります。躯体と
の納まりが分かる図面は、施工でも使いやすい。
それが BIM を使う目的だと思うからです」と
栗原さんはファミリづくりに取り組んだ動機を
語る。

複層ガラスの厚さもミリ単位で変えられる
栗原さんが特に力を入れて作ったものの 1 つに
「カーテンウオール」のファミリがある。 Revit
にもカーテンウオールのデザインをするために、
「マリオン」のファミリが標準装備されいるが、
施工段階でも使える図面を作るために、数多く
のバリエーションを用意した。
「カーテンウオールには窓ガラスや換気用のガラ
リ、床と連結する防火材付きパネルなど、様々
なパネルの種類があります。どのパネルが隣に
来 る かで、 パネ ル 間 の 取り合い や 寸 法 などが
微妙に違ってきます。そこで、あらゆるケース
に対応できるように、様々な組み合わせを用意
しました」
と栗原さんは言う。

カーテンウオールのファミリ集。1 つ 1 つが詳細なモデルになっている（左）。
ファミリの 1 つを拡大したところ（右）
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オートデスク ユーザー事例

有限会社プランニングピープル

U 字側溝（左）と縁石（右）のファミリ。埋まった部分の境界線が自動表示されるなどの工夫が施されている

もちろん、各部の寸法や材質なども、パラメー
ターを操作することで変えられるようになって
いる。
「カーテンウオールの複層ガラスの厚さもミリ
単位で設定できるようにしました。ガラス厚が
変わると、コーキングの位置も変わります。ま
た、ガラスの種類や幅・高さ別に何枚のガラスが
必要かの数量集計や、コスト管理も行いたいと
思った結果、こうした形のファミリになりました」
（栗原さん）

縁石や U 字溝などにも細かい配慮が
また 、 BIM モ デ ル の 外 構 部 分 の 縁 石 や 駐 車
スペース、側溝などのファミリもさりげないとこ
ろにこだわって作った。

例えば、道路の縁石ファミリは地中に埋まった
基礎部分と地上に見える部分がある。通常は
地面を表す「舗装」と縁石の境界線は図面上に
表示されない。
そこで 、 境 界 線 が 図 面 に 反 映 でき るよう に
「境界線」をファミリに組み込み、舗装の高さに
応じてその位置を自動的に変更できるようにし
た。隣の土地にはみ出さないように、基礎部分
の寸法を変えたり、ドラッグすると一定間隔で
一気に並べられるようにしたりと、Revitでの設
計を効率化するための「見えない工夫」が施され
ている。
また、駐車場の表面に表示するラインのファミ
リも作った。駐車場や駐車スペースには排水用
の勾配が付いていることが多い。そこに水平の

駐車場ラインのファミリ。斜面でもスムーズにラインが引ける
ように「面」になっている

ライン 画 像 を張り込 むと、 地 表 面 か ら 浮き上
がったり、沈み込んだりして地面に張り付いたよ
うにならない。
そこで、 ライン のファミリは 面として作 成し、
勾配がある面にもピッタリと張り付けられるよう
にした。
同時に誘導用の矢印の向きを 1 〜 89 度の間で
パラメトリックに動かせるようにしたり、文字の
大きさも自由に変えられるようにしたりした。
手間ひまとノウハウをつぎ込んで開発したこれら
のファミリ集は、プランニングピープルのウェブ
サイトで一般向けに販売している。

道路境界線となる敷石や駐車場のマスキングまでが
丁寧に配置された外構モデル
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オートデスク ユーザー事例

日本で 4 人しかいない
「エキスパート・エリート」メンバーに
「BIM ソフトを導入し、使いこなすのは誰でも苦
労します。我々の体験が少しでも誰かのお役に
立つことができればと、自社サイトに『Revit の
実例ブログ』を解説しました」
と栗原さんは言う。
「Revit の実例ブログ」にはその名の通り、栗原
さんや事務所のスタッフが直面した Revit 活用
の課題について、どんなところでつまずきやすい
か、どのように解決していったか、といった経験
を動画付きの解説で丁寧にまとめているのだ。

有限会社プランニングピープル

エキスパート・エリートとは、世界各国のオート
デスクユーザーの中から、ユーザーのコミュニ
ティーに対して多くの時間を費やし、知識の共有
やユーザー向け掲示板で解決策を書き込むなど、
貢献度が高い人がメンバーとして選ばれる制度だ。

フローの構想を描いたりと、長期的に取り組ん
でいる。
プ ラ ン ニ ン グ ピ ー プ ル を 軸 とし て 、 九 州 に
Revit による BIM ワークフローが実現するの
も時間の問題のようだ。

日 本ではこれまで、 首 都 圏で活 躍す る 意 匠 や
構造、土木分野で活躍する Revit や AutoCAD
Civil 3D などのユーザー 3 人がエキスパート・
エリートのメンバーに選ばれており、栗原さんは
4 人目となる。世界中でも約 300 人しかいない
貴重な存在だ。

自らの Revit 活用体験を、他のユーザーにも
積極的に公開してきた栗原さんの姿勢は、オー
トデスクの目にもとまり、このほど、同社のエキ
スパート・エリート
（ Autodesk Expert Elite ）
のメンバーに選ばれた。

栗原さんは、九州でも BIM のワークフローを
広げようと「 Team BIM 」のメンバーを募集し
ている。 BIM に興味を持つ意匠設計や構造設
計の事務所に Revit を勧めて導入を手伝った
り、 BIM による意匠・構造・設備の設計ワーク

Revit を活用するプランニングピープルの設計スタッフと

Autodesk Expert Elite

Planning People

Revit Families Shop

https://www.autodesk.co.jp/expert-elite/about

https://www.planning-people.co/

http://shop.planning-people.com/
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自社開発の
レーザースキャナーを
活用して BIM で住宅改修

部屋毎にキャプチャした点群データ上を
トレースして BIM モデルを生成。
そのモデルを使って作成した
改修提案プラン［提供 : アーキ・キューブ］

会社名
有限会社アーキ・キューブ
所在地
岐阜県岐阜市

日本の住宅の寿命は短く、木造住宅の場合は 30 年程度だと一般に考えられ

てきた。だが世界最古の木造建築物と言われる法隆寺は、実に築 1,400 年を
超えている。また民家建造物としては日本最古とされる箱木家住宅（箱木千年
家とも呼ばれる）の主屋も、その建材は 700 年以上前の木材だ。

ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® ReCap™

木造住宅の多い日本で新築が重視されてきた背景
には、戦後に建築された住宅の質や、市場・流通
の問題などがあった。だが既に住宅ストックが量
的に充足した現在、少子高齢化や都市化のさらな
る進行、景気の低迷なども背景として、リフォー
ムやリノベーションなど、既存の建物を生かした
設計に注目が集まるようになってきている。
岐阜県、愛知県で木造戸建住宅の新築や改修、
事務所や店舗などを手がけ、自らも国土交通省
の検討会に参加してきたアーキ・キューブ一級建
築士事務所の大石佳知所長は「この数年の、世の
中の大きなシフトが我々設計の世界にもやって
くることは分かっていました」と語る。「そして、
リフォームに設計事務所がどう関わっていけるか
を考え始めるようになり、ほどよい古さの住宅
を新築並みのスペックへ上げていく改修に、より
注力していくことに決めました」。

アーキ・キューブ代表取締役の大石佳知氏（左）と
スタッフの深尾早希氏（右）

16

2000 年に事務所設立後、3D プリンターや VR な
どのテクノロジーにも岐阜県情報技術研究所とと
もに取り組み、それらを設計に生かしてきた大石
氏にとって、早い段階から BIM への取り組みを

行ったのも自然な流れだった。
「僕らの頭の中にあ
るものを施主や住まい手に理解してもらうには、
従来はパースか模型、図面という手段しかなく、
何となくしか伝わないまま進むことがほとんどでし
た。 Revit であれば、頭の中の自分たちのイメー
ジをダイレクトに表現できます。しかも、ある程
度の経験を積んだ建築士でも、比較的若い建築の
技術者であっても、施主に対して同じようなレベ
ルでプレゼンができることが興味深いですね」。
同社がリフォームを手掛けるのは築 20 年から
40 年程度のものが多いが、その半数近くに図
面が残っていないという。新成長戦略に示され
た、2020 年までの「中古流通住宅・リフォーム市
場の倍増」を実現すべく策定された「中古住宅・リ
フォームトータルプラン」にもとづき、2013 年に
は第三者が検査・調査がインスペクションを行う
際のガイドラインが「既存住宅インスペクション・
ガイドライン」として公表されるなど、消費者が
中古物件の状態・品質を把握できる環境も整い
つつある。「その調査をする際に図面化が必要な
ので、それをどう効率良くできるかが重要です」
（大石氏）。

有限会社アーキ・キューブ

木質化リフォームの実例［提供 : アーキ・キューブ］

「図面もなければ資料も残っていない、飛騨地方
にある造り酒屋の店舗だった建物を耐震改装した
に ん く
いというときに、大変な人 工をかけて現況図を
2D で作りました。それを BIM モデルにして 3D
図面を作り、改修計画を立てようと思うと、相当
の工数がかかります」
と、大石氏。「梁の寸法をひ
とつずつ測ったり、部屋の柱のスパンを計測して
図面化したりする作業にすごく工数がかかったの
で、それをいかに省力化するか。 3D レーザース
キャナーの存在は知っていましたが高価で導入が
難しかったので、それに代わる、リフォームに使
えるものを自社で開発しました」。
「事前の調査と現況図の作成にかけられるコスト
を考えると、そこに何千万円もする機械を投入
するのは難しい。調査の省力化と低コスト化が要
になると思いました。スキャナーがあれば、自分
が立ち会わなくても点群の情報が集まる。それ
に点群データと 360 °撮影可能な全天球カメラ
THETA の情報を渡せば、現場に行かなくても写
真と点群だけでモデルを作ることができます」。
アーキ・キューブが開発した「現況建物測定シス
テム」は、自動車の自動安全技術やロボットの
自立走行の際に状況を把握するのに使われる測
域センサーを、アルミ製アングルで 2 軸式の雲
台にマウントしたもの。中小企業庁の「ものづく
り補助金」を活用し、開発には岐阜県情報技術
研 究 所 の 協 力 を得てい る 。 水 平 方 向 へ の 回 転
は 0.032 度、垂直方向には 0.25 度のピッチで
スキャンを行うことが可能。通常は水平方向も
0.25 度ピッチで回転させ、10 分ほどで点群デー
タをキャプチャできる。このデータは、アプリ
ケーション上で回転の誤差を補正したり、ReCap
で読み込めるファイル形式へ変換したりすること
も可能だ。

「この測定器は自分を中心にして 20 mぐらいの
半円球くらいは測定できるので、大学の先生と、
倉庫など近代遺産建築物の研究としての測定も
しています。ドローンなども含めて、いま現況調
査が建築士の新しい仕事になるとも言われてい
ますし、我々の仕事も調査にシフトしていくこと
も視野にいれています。赤外線サーモグラフィ
なども使いながら、建物のモデルを作るサービ
スをできないかとも模索しています」。
アーキ・キューブは現在、大石氏を含めた 6 名の
事務所で、設計を行うスタッフ全員が Revit を
使用できるようになっている。プレゼンで、設
計内容をいかに施主に分かりやすく見せられる
かに力が入れられており、また BIM により改修
の仕事もやりやすくなっているという。
「2D でやっていたころは、現況図と改修図をバラ
バラに書いていました。現況図には壊すところだ
けにフォーカスして表示したり、改修図ではもと
もとあるものは破線で表示したりと、2D ならでは
の表現方法でやっていたんですが、新たな図面の

アーキ・キューブが開発した「現況建物測定システム」
の 3D レーザースキャナー本体。PC 用の専用アプリ
でコントロールしている。

方では柱や壁などの付け足さなければいけない部
材が表示されていないなどの問題もありました。
BIM で作業することで、そうした確認も不要にな
りましたね」。
「改修は人が作った建物、計画した建物を触ると
いう意味で、すごくリスクを感じている建築士の
人は多いと思います」
と、大石氏。
「いちから作る
のとは違って、以前作った人の瑕疵まで責任を
持たなければならないという、ネガティブな発
想を持っている人も多いのではないでしょうか。
でも住まい手は、古くなったから改修したいとい
うだけでなく、自分たちの生活の質をよくしたい
と思ってリフォームを希望されるんです」。
「単に表面を綺麗にするようなリフォームであ
れば、僕らのかかわる余地はないんですけど、
骨組みを取り外したりしてがらっとプランを変え
ることで、自由度は格段に上がります。新築よ
りも改修工事の方が、住まい手の満足度は高い。
リフォームは、すごく評価をしてもらえる仕事だ
と、我々は考えています」。

記録するのに手間のかかる床の間など和室の造作材も、
3D スキャンにより簡単に記録できる［提供: アーキ・キューブ］
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過去、現在、未来の現場を iPad で比較
福岡空港改修工事の施工 BIM

福岡空港旅客ターミナルビル再整備後のイメージ
設計：株式会社 梓設計
提供：福岡空港ビルディング株式会社

会社名
清水建設株式会社

福岡空港の国内線旅客ターミナルでは再整備事業が行われている。施工を

所在地
東京都中央区

インフォメーション・モデリング）モデル化し、工事内容の見える化や合意形成、

ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® BIM 360TM Glue®
AutoCAD®
Autodesk® Navisworks®

担当する清水・錢高・西鉄 JV は、大規模かつ複雑な工事を BIM（ビルディング・
協力会社とのコラボレーションにオートデスクの BIM ソリューションを
活用し、効果を上げている。
iPad で現場の過去、現在、未来を
比較する

完成後の建物を現在の現場で見る
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ターミナルビルを稼働させながら解体、新築、
リニュ ーア ル を 同 時 並 行 で 行 う こ の 工 事 は 、
既存構造物の解体・撤去と新設構造物の施工が、
時間的・空間的に交錯する。

毎日のように目まぐるしく変化し続けるこの現場
で、現場の過去、現在、未来をその場で確認す
るため、施工を担当する清水建設が導入したの
がオートデスクの BIM 360 Glue だ。

竣工図から作成した BIM モデル（過去）と
3D レーザースキャン（現在）を重ね合わせた例

現在の現場と今後、設置される設備を比較した例

オートデスク ユーザー事例

清水建設株式会社

BIM 360 Glue を現場で活用する施工管理技術者

福岡空港国内線旅客ターミナルビル工事の全体計画

BIM 360 Glue とは、Revit や Navisworks
などで作成した BIM モデルや、 3D レーザース
キャナーで計測した点群データなどをクラウド上
で共有し、現場や工事関係者がパソコンやタブ
レット端末などでいつでも見られるクラウドサー
ビスだ。
福岡航空の現場では、既存建物（過去）と解体・
新設後の建物（未来）の BIM モデルと、工事中
の現場（現在）を 3D レーザースキャナーで計測
した点群データを重ね合わせてタブレット端末
「iPad」
で見られるようにした。

ターミナルビルと地下鉄駅をつなぐ吹き抜け部の構造と設備。
エレベーターの BIM モデルは東芝エレベータが Revit で作成

「タイムマシンのように、現在の現場に今後、設
置される設備を重ねて見ることができる。新しく
配置される BHS（バゲージハンドリングシステム）に、
設 備 や 既 存 建 物 が 干 渉しない か などを現 場で
確認したりするのに役立っている」
と、清水建設
生産計画技術部 BIM 推進グループ主査の水田定
光氏は語る。

ターミナルビルを運用しながらの連続工事
福岡空港は現在、2800 mの滑走路が 1 本だけだ
が、平成 27 年度の発着回数は 17 万 4000 回。

1 日当たり約 480 便が発着し、約 5 万 8000 人
の旅客が利用する。国内では羽田、成田に次ぐ
利用実績となっている。 1 本の滑走路で運用する
空港としては、日本一の混雑度だ。
「多くの旅客が利用するターミナルビルを使い続
けながら、工事を進めるのが難しい。これだけ
大規模に、既存ビルの解体、新築、改修・移設
工事を連続的に行う工事はあまり例がない」と
福岡空港ビルディング施設部施設課主任の鳥越
源氏は語る。
工事の進ちょく状況や空港の運用状況は、設計
者の梓設計や空港を管理する福岡空港ビルディ
ング、そして航空会社、利用客にもわかりやす
く伝え、空港の運用に支障をきたさないように、
安全に進める必要がある。
そこで清 水 建 設 JV は 、 空 港 全 体 の 着 工 か ら
竣工まで 12 ステップの工事計画を BIM モデル化
した。そして、3 次元で時系列的に工事の計画を
わかりやすく表現することで、工事関係者や空港
のユーザーの合意形成をスムーズに行っている。

階段の詳細 BIM モデル。横森製作所が AutoCAD で作成
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オートデスク ユーザー事例

清水建設株式会社

2ビル接続部の構造と設備の工程調整に活用したBIMモデル

新築と既存の建物接続部を精密に
BIM モデル化
工 事 の 中でも、 特 に 複 雑 な の が ターミナルビ
ルの中央部分に位置する「 2 ビル」と新築する
「新 1 ビル」、そして地下鉄駅をつなぐ部分の構
造・設備だ。

2 ビル地下には地下鉄空港線の駅舎、埋設水路
が通っている。埋設水路は地下鉄上部にあり、
今回、水路ルート変更工事や地下鉄出入口工事
が行われる。 2 ビル地下工事はこれらの工事と
干渉しないよう進める必要がある。さらに地上
では、既設構造物の解体や新設、工事進ちょく
に伴う車道、歩道、仮囲の変更が工程によって
時間とともに変わっていく。
こうした 複 雑 な 工 程 を管 理す る た め 、 複 数 の
BIM モデルを合体し、時系列で 3D モデルとして
見られるオートデスクの Navisworks を使った。
施工を担当する清水・錢高・西鉄 JV の計画長、
矢冨保氏は「複雑な施工ステップを 2 次元の図面
と工程表だけで細かいところまで理解するのは

既存、新築、地下鉄が複雑に入り交じる「2 ビル接続部」の
地下工事
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難しい。 Navisworks によるシミュレーション
のおかげで、モデル上で撤去する部材と新設す
る部材の時系列的な干渉部分も確認でき、事前
に解決できた。そして複数の工事協力会社やエ
アライン関係者と調整のとれた工程計画が作成
できた」
と振り返る。

協力会社からも設計変更の提案が
BIM の導入は、複数の協力会社とのコラボレー
ション にも威 力 を発 揮した 。 鉄 骨 工 事 を担 当
する永井製作所は鉄骨設計システム「 KAP 」、
エレベ ー ター の 三 菱 電 機とエスカレ ー ター の
東芝エレベータは「 Revit 」、設備の九電工は
「 CADWe'll Tfas 」と、異なる BIM ソフトで
それぞれの工事を BIM モデル化した。
清水建設はこれらの構造・設備の BIM モデルを
Navisworks によって合成し、干渉部分を事前
に調整することで、工事の手戻りを防いだ。
しかし、 BIM の効果はそれだけではない。各協
力会社から、BIM モデルを使った積極的な改善

を受けることもでき、工事計画をさらに効率的
なものにできたのだ。
例えば東芝エレベータからは、エスカレーター
本体を支える受け鉄骨の位置変更案と補強案
が提出された。さらにエスカレーターの動線を
3D で解析し、上部空間を確保する提案もあった。
既存の 2 ビルと新 1 ビルとの間に設置されるスラ
イド支承も、 BIM による設計変更でスムーズな
施工が実現した。
当初の設計案は既存の柱鉄骨を補強し、新たな
片持ち梁を取り付けてスライド支承を支える構造
だった。しかし、この構造だと現場溶接が必要と
なり、施工の難易度が高い。
そこで清水建設は、既存柱に付いていた梁を受
け梁として転用する案を設計監理者に提案し、
現 場 溶 接 を必 要としな い 改 善 案 を作 成した 。
こうした施工上の工夫を、わかりやすく比較説明
する BIM モデルは大いに貢献している。

スライド支承の当初案（左）と改善案（右）。受け梁を示す赤い部分のうち、改善案は現場溶接が必要ないことがよくわかる

水色部分がバゲージハンドリングシステムのルート。
チェックインカウンター裏からトレーラーへの
積み込み場所まで複雑なルートを描いている

バゲージハンドリングシステムのルートを
干渉チェック
空港ターミナルビルで欠かせないのが、旅客の
預け入れ荷物を輸送するバゲージハンドリングシ
ステムだ。工事の進ちょくに伴い、各航空会社
が使用するバゲージハンドリングシステムのルー
トも変更する必要があった。
チェックインカウンターの裏から、飛行機に荷物
を運ぶトレーラーの積み込み場所まで、バゲー
ジハンドリングシステムは、設備を縫うようにし
て複雑なルートを描いている。場所によっては
立体交差している部分もある。ルート切り替え
の際には荷物が建物や設備に接触しないように
することが必要だ。
そこで、 清 水 建 設 は ベ ルトコン ベ ヤ ーと取 扱
手荷物の最大寸法を考慮して、 4D による干渉
チェックを行った。その結果、2 次元の図面では
気づきにくい躯体との干渉部分などを発見した。

ベルトコンベヤーに荷物を置き荷物を Navisworks で走らせる
ことで建物の躯体や設備などと接触しないかを干渉チェックで
確認した

協力会社と連携する BIM 推進会議
福岡への空の玄関口である福岡空港国内線ター
ミナルビ ル を運 用しな が ら 大 改 造す る 今 回 の
工事で、施工 BIM を効果的に活用するために、
「トップダウン」
と
「ボトムアップ」の両面から取り
組んだ。
トップダウンの推進は、清水建設 JV 建設所長
の森隆氏が、建設所のプロジェクト BIM マネー
ジャーを清水建設ＪＶ計画長の矢冨保氏を推進役
として任命するところから始まる。プロジェクト
BIM マネ ージャー は 、 現 場での BIM の 実 施
計画書を作成するほか、協力会社も参加する
BIM 月例会議で、それぞれの課題や検討の進
ちょくの確認を行う。
一方、ボトムアップで重要な役割は、
BIM モデラー
（女性 1 名）が担当する。支店や本社と連携し、
Revit や Navisworks で BIM モデルを作成す
るほか、協力会社が作成した BIM モデルと合成
して干渉チェックなどを行う。

バゲージハンドリングシステムが区画壁を貫通する部分の
構造も BIM で検討

このほか、現場全体で BIM を活用するために教
育や定例会議で使う BIM の資料作成などを担って

いる。現場での BIM 展開では欠かせない存在だ。

「 BIM の効果は数字では表しにくいが、 3D によ
るわかりやすさでいろいろな課題がスピーディー
に解決できる。従来は 5 回くらいの打ち合わせ
が必要だったのが 1〜2 回で終わる感じだ。その
ため、時間的余裕を感じる」
と清水建設九州支店
生産総合センサー生産計画グループ主査の梶原
等氏は言う。
延べ床面積約 12 万 7000 ㎡の国内線旅客ター
ミナルビルの再整備事業の進化はまだまだ続く。
ターミナルビルと滑走路をつなぐ誘導路は現在
1 本しかないが、二重化する事業が進んでいる
ほか、現在の 2800 m 滑走路の西側に新たに
2500 m滑走路を増設するプロジェクトも控えて
いる。
九州の玄関口として、福岡空港の発展は、今後も
続きそうだ。

協力会社も月例会議に参加し、BIM で課題を解決する
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建物から街へと拡大する日本設計の
BIM シミュレーション
東京・虎ノ門周辺の温熱環境を見える化

大都市を吹き抜ける風のシミュレーション

会社名
株式会社 日本設計
所在地
東京都新宿区
ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® Dynamo
Autodesk® Infraworks® 360
Autodesk® CFD
Autodesk® SimStudio

日本設計は様々な 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、
超高層ビルが林立する東京・虎ノ門周辺の街並みを対象に温熱環境の
シミュレーションを行い、ヒートアイランド対策や熱中症の危険性などを
見える化した。
その成功の裏には、オートデスクの幅広いBIMソリューションを
フル活用できる「EBA（Enterprise Biz Agreement）」という日本初の
契約もあった。

大都市に潜む豊かな環境を見える化
「都市と言えば ヒートアイランド現象 などの
言葉で、温熱環境の悪さが語られがちですが、
この 解 析 結 果 をよく見 れ ば 、 高 層ビ ル の 周 辺
緑 地 や 公 園 などの 緑 の 面 によってクー ルス
ポットがあちこちに存在していることがわかるで
しょう」
と、日本設計 3D デジタルソリューション
室長チーフ・アーキテクトの岩村雅人氏は説明
する。

株式会社 日本設計
1967 年創立。社員 874 名 (2015 年 4 月 1 日現在 ) 。
建築、土木の設計・監理、都市計画・地域開発など
の関連業務、リノベーション業務、コンサルティン
グ業務を行う総合組織設計事務所。
創立当初より超高層建築の日本におけるパイオニ
アとして、さらには、1980 年代以降は、
「環境」を
テーマとした多くの作品を創出し、「環境の日本設
計」
として活動。社会に求められる新しい価値を創
出し、高品質な建築、都市づくりを目指している。
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東 京 の 虎ノ門 や 赤 坂 周 辺 に は 、 日 本 設 計 が 設
計 を手 が け た 様々な 高 層ビ ル が 立ち 並んでい
る。同社は目には見えないこの街並みの温熱環
境を、 BIM モデルデータを利用して熱流体解析
（ CFD 解析）を行い、見える化することに成功
した。

例えば、 BIM モデルと太陽光の放射熱を組み
合わせて解析することで、地上高 1.5m における
気温や風速などがどのように分布しているかが
わかる。上の図を見ると、写真だけではわから
なかった都市の環境が手に取るようにわかる。
また、高層ビルの周辺は強い「ビル風」が吹くと
いう の が 定 説 だが 、 緑 によって風は弱められ
ることも、都市を吹き抜ける風の解析によって
わかる。高層ビルが林立する首都の中心でも、
豊かな環境が広がっているのだ。
「目に見えない都市環境を BIM によるシミュレー
ションで見える化し、今後の街づくりについて議
論していくためのスタートラインができました」
と、岩村氏は説明する。

皇居にも近い東京の虎ノ門、赤坂周辺の街並み

建物から街へと広がる
「インテグレーテッド BIM」
日本設計は 2014 年 9 月にオートデスクとパー
トナーシップを締結し、BIM ソリューリョンを使
い、基本設計から施工、維持管理まで 3Dモデル
と属性情報を並行して活用できる「 I ntegrated
BIM」を進めている。
イ ン テ グ レ ー テ ッ ド

ビ ム

意 匠 、 設 備 、 構 造 の 設 計 に は B I M ソ フト
「 Revit 」などを活用し、 BIM モデルを「建物形
態の決定」だけに使うのではなく、BIM パーツの
各部分に埋め込んだ属性情報を最大限に活用し
て「性能仕様の決定」までを同時並行に行うのが
特徴だ。
例えば空調設備を設計する場合、BIM モデルの
外形を決める前に、風量や温度、冷却能力など
の属性情報を先行的に決めるシステムも実用化

している。建設のワークフローでは、建物に使
用する具体的な設備や製品を選ぶ前に、仕様を
決めておく必要があるからだ。
そこで、日建設計では Revit の BIM モデルの外
観や属性情報を、プログラムによって操作できる
「 Dynamo 」という BIM ソフトを Revit と連携
させることで、設備の自動設計が行えるシステ
ムを既に開発している。
今回、行った東京・虎ノ門周辺の熱流体シミュ
レーションは、その延長上にあるものだ。地形
や道路などは土木や都市計画の分野で使われる
「 Infraworks 360 」
というソフトに、 Revit で
作った建物モデルなどをインポートし、熱流体解
析ソフト
「Autodesk CFD」や緑地のモデリング
や解析を行う「 SimStudio 2016 」
と連携して、
解析を行ったのだ。

BIM モデルを使った熱流体解析によって見える化した地上高 1.5m の気温分布

地上高 1.5m での風速分布

必要なソリューションを必要なだけ使える
「EBA 契約」
一般の BIM ユーザーには、土木用の「Infraworks
360」や「Autodesk CFD」などのソフトはなじみ
が少ないソフトかもしれない。もし、その機能が
必要ということで、導入を検討しても、年間の
稼働率の低さを考えると、見送らざるを得ない
という結論に達することが多いだろう。
日本設計がこれらのソフトを利用して、大都市圏
の温熱環境シミュレーションを行えた理由は、同
社とオートデスクが日本で初めて締結した「EBA
（Enterprise Biz Agreement）」
という契約にあった。
この契約は、オートデスクの様々なソフトやク
ラウドサービスを、従量制によって自由自在に
使えるものだ。建築だけでなく、土木や製造業、
エンターテインメント分野まで広がるオートデス
クのソリューションを、好きなとき、好きなだけ
使えるのだ。
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オートデスク ユーザー事例

株式会社 日本設計

Infraworks 360 でまとめた都市の 3D モデル

「ちょっとした自然換気のシミュレーションなど
は、 CFD ソフトがあれば外注しなくても自社で
行えます。しかし、年間を通してのソフト稼働
率を考えると、導入を見送らざるを得ません。
EBA 契約によって必要なソフトが必要なだけ使
えるので、たまにしか使わなくても業務に使える
ようになりました」
と岩村氏は語る。
虎ノ門周辺の温熱解析ではこのほか、太陽光に
よる放射温度や熱中症予防に役立つ暑さ指数
（WBGT）などの分布も求めた。
岩村氏は「今回の解析は、Infraworks 360 や
Autodesk CFD を短期間だけ使えたから行えた
と言えます。高価なパッケージソフトを購入する
というこれまでの BIM 活用のスタイルでは実現
できなかったでしょう」
と振り返る。

太陽光による地表面の放射熱シミュレーション結果

24

Infraworks 360 に Revit の BIM モデルをインポートし、Autodesk CFD や SimStudio と連携して解析を行った

熱中症予防に役立つ暑さ指数（WBGT）の分布

オートデスク ユーザー事例

クラウド活用でハードへの投資も経済的に
日本設計は BIM モデルから高品質な CG パース

株式会社 日本設計

EBA 契約に含まれるクラウドサービスは、大容

これからの BIM は、複数の建物や土木構造物
が混在する都市計画レベルの検討や、IoT（モノの
インターネット）や AI （人工知能）との連携、そして
VR （バーチャル・リアリティー）などの技術と連携し、
新たな成長段階を迎えつつある。そして BIM の
活用は建築分野にとどまらず、土木や都市計画、
さらには製造業やエンターテインメントなど、
幅広い分野との連携が待っている。

量のメモリーや計算能力を持つハードウェアも含
めて提供される。そのため、たまにしか使わな
いハイスペックなハードウェアも、購入せずに必
要なとき、必要なだけ使えるのだ。

日本設計が取り組む Integrated BIM は、新
たな BIM 活用の未来を予見しているものと言え
そうだ。

を作るときのレンダリング作業などにも、オート
デスクのクラウドサービスを利用している。ノー
トパソコンだと 12 時間かかる作業が、クラウド
だと 30 分から 1 時間で終わるのだ。

「日本の BIM 元年」
と呼ばれた 2009 年から早く
も 10 年近くがたち、当時の BIM1.0（3D による
モデル化）、BIM2.0（BIM モデルによる解析）、
BIM3.0（BIM による設計ワークフロー改革）と
いう考え方は、既に達成されたと言えるだろう。
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大建設計×オートデスク

Future is Coming
井上

ｰ

未来はもうここまで来ている

大建設計は、来年で創業70年を迎えます。設計事務所のなか

昨年からの取り組みとして、技術者といわれているグループ社員

では比較的古い方ではないでしょうか。もともと、プラント関係製鉄

全員が、Revitの講習を受けることになりました。以前から若手世

所などの設計を行っており、そちらと並行して公共建築などもやっ

代に体する講習はあったのですが、BIM戦略会議のなかで、もっと

ておりました。近年は、プラントも含めてバランスよくやっていま

上の世代、若手の上司にあたる段階の人間から、会社全体がBIM

す。

の特性を理解した方が実践に結びつくということで、50歳代くらい

CAD関係では、もともと社内に技術情報部という部署があり、内
部でプログラミングを行ってきました。構造のプログラムや、オート

までは全員、基礎講習を受けることになりました。
濱地

BIMのトレーニングというのは、CADのように単純オペレーシ

デスクでいえばAutoCADのうち、建築の日影を算出するオートミッ

ョンだけではなく、建設のプロセスやしくみを理解していないと難

ションというソフトをパートナーとして開発したり、構造解析ソフト

しいんですよね。エグゼクティブクラスの人、設計者として熟練し

をつくったりしていました。その部署が、現在は独立して大建情報

ている人、建設のノウハウを持っている人、そして若手の実際に手

システムという別会社になっています。

を動かす人たち、そのそれぞれの理解と知識と実践がうまくかみ合

濱地

現在、大建設計の社員は300名を超えていると伺っています。

そして、設計会社のなかでもエンジニアリング中心の技術集団とい

うことが必要です。
井上

全国組織として各地域のクライアントの近くで設計をするにあ

う印象を持っています。ホームページを拝見すると、
『アジェンダ

たり、皆に共通の知識を身につけてもらいたいと思っています。

2015』というのがありました。そこに「4つの基盤」として、
「経営基

徐々に実践しているところですが、社内外ともに評判はよいようで

盤」、
「戦略性を持った業務展開」、
「技術スキルの向上」、
「未来
に向けた海外展開」とあり、それらが柱になっているということでし

す。現段階の目標は、
「全員がBIMを使えるようにしよう」ですね。
濱地

健全な運用方法ですね。BIMでできることはたくさんあるの

た。そのうち、
「技術スキルの向上」についての取り組みをお聞か

で、一度に全部やろうとするとたいへんですけれど、部分部分か

せください。

ら、たとえば図面からやってみようとか、ここのシミュレーションを

井上

たとえばBIM関係では、2年ほど前にアジェンダにあわせて、

やってみようとか、ポイントを決めて運用するとすごく使い勝手が

BIM戦略部門という、テクノロジーセンターの中核となる部門をつ

いいものだという声を聞きます。クライアントとのコミュニケーショ

くりました。大建テクノ、大建情報システム、大建エンジニアリング

ン方法の選択肢が増えた、テクノロジーとしてできることが広がっ

という技術系の関連会社３つと、社内の技術者が集まって、これか

たと実感していただきたいと思っています。

らBIMをどう進めていこうか、どうあるべきかを調べたり、運用した
りしています。

濱地

クライアント側から継続的なBIM運用の要望をもらうことはあ

るのでしょうか。

もともと、大手重工メーカーのプラントに対応するためにCADを

井上

:

たとえば全国展開しているホテルチェーンには、建設に特化し

使いはじめました。彼らはグローバル企業ですから、ほぼ100％、

ている部隊があります。そういう部署をお持ちのクライアントからは

AutoCADだったんです。その後、そのライセンスをそのまま使える

興味を持たれていますし、グローバルのプラントメーカーはBIM運

ということもあり、Revitに移行しました。

用が当たり前になってきています。

濱地

２次元のベースがあって、そこから3DのBIMに移行するのに

濱地

BIMはもともと製造業の考え方からきている部分もあるので、

ひとつのプラットフォームで発展させるという、スムーズな移行がで

クライアントの理解があると浸透が速い、という実績があります。設

きたともいえますね。

計のためだけのツールではなく、自分たちの資産、建物を管理して

井上

そうですね。当時は他のソフトの選択の余地がなかったのかも

知れませんが、おそらく他に選択 肢があっても自然な移行として

ってきていると思います。
井上

Revitになったとは思います。

●井 上久誉
HisayoInoue

大建設計
執行役員 統括部長
技術部門 デザインセンター
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いくために具体的なデータが必要だという理解が全体的には広が

函館アリーナ（BIM事例）

そうですね。他の企業でも「活用したいと思っている」という

オートデスク ユーザー事例

大建設計

のが伝わってくることが増えました。一方で、全員が同じソフトを使

●濱 地和雄
KazuoHamaji
オートデスク
WWSS AEC
セールスディベロップメント
AEC
セールスディベロップメント
エグゼクティブ

っているわけではない、という実態もあります。設計事務所はRevit
で、ゼネコンではまた別のソフトで…という具合に。ソフトのなかに
も得手不得手があるのは理解しているのですが、すんなりデータが
渡っていかない、というのはジレンマですね。
濱地

それはこれからの課題のひとつですね。ソフトはツールなの

で、使いやすい、使いたいツールを使うことを基本としながら、情
報をシェアしやすい、ということも必要な機能です。
ところで、業務のグローバル化というのは意識されていますでし
ょうか。
井上

国際事業部という海外の案件を行う部署があります。JICAの

ズできる環境を提供しています。そのようにして、各国のニーズに

取り組みでODAというものがありますが、それを中心に行ってきた

は対応できても、次の段階、各社の固有のニーズというのにはなか

部署です。ODAというのは、日本の企業にお金が落ちる仕組みで

なか対応できていないのも事実です。設計事務所の共通のツール

すが、現在は資金支援をして現地の企業で行うプロジェクトが増え

として発展していくと同時に、汎用性の持てるような改良が必要で

ています。ODAの時代にけっこうな比率で売り上げがありました

すね。

が、それがだいぶ少なくなってきたので、きちんとグローバル化を

井上

AutoCADも汎用CADだったせいもあり、最初は使い勝手が

めざし、民間の案件も含めて積極的にとりにいこうという姿勢にな

悪いものでしたが、それがどんどんよくなってきました。Revitもそ

っています。

ういうふうに変化していくことを期待しています。

濱地

やはり2020オリンピック後の、海外でのビジネス拡張を見据え

てのことなのでしょうか。
井上

そうですね、オリンピックがあってもなくても、日本全体のキャ

パシティというのは決まっていますので、そういう意味からすると海

濱地

つを綱引きしながら新しいツールに発展させていくことをめざして
います。

外の案件を視野に入れるのは自然なことだと思います。
濱地

両方からのアプローチ、日本固有の大切な部分と、昔から続い

てはいるけれども実は変えていかなければいけない部分、そのふた

オートデスクでは「Future is Coming」、
『未来はもうここまで

オートデスクは、BIMや3Dなど、新しいテクノロジーを提供す

来ている』という言葉を使っています。日々研究開発をしながら未

る側ですが、今後も使う側と一緒につくっていくことが大切だと考

来感のあるものを提供していくなかで、使う側が最初は使い勝手が

えています。できたものを使ってください、というのではなく、コラボ

悪そうだなと感じたものでも、ある瞬間に「こんなことができるん

レーションしていきたいと思っています。

だ！」と。それは、実は使っている人しか見つけられないものなんで

井上

オートデスク製品の特徴のひとつが、必ずしも日本の仕様に合

わせてはこない、ということだと感じています。あえてなのかも知れ
ませんが、日本の図面の書き方や設計の仕方に合わせてはいない
ですよね。
濱地

す。そういうことを一緒に発見できると、新しい世界観ができてくる
のかなっていう気がします。
井上

今はソフトウエアメーカーにとっても建築事務所にとっても過

渡期ですよね。徐々に教育の分野から、みんなで一緒になってやっ

そこは反省点でもあり、同時にコンセプトでもあります。現在の

ていきましょうという取り組みが増えてきています。人材から育てて

オートデスクは、世界共通のプラットフォームをまず提供しようとい

いかないとBIMは普及しないよね、使えるようになれば次の展開が

うことを重要視しています。その上で、それぞれの国のローカルニ

見えるよね、そういう動きが業界内に広まってくれるといいのかなと

ーズに対しては、各国のベンダーと協力をする、あるいはカスタマイ

思いますね。
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松田平田設計×オートデスク

Be Part of the Change
小野里

ｰ

変化の一部を成す

松田平田設計において、設計者自らが図面のCAD化を行っ

を行ってきました。今回の建築画報にも、新築案件としてその幾つ

たのは、1992年に実施設計をした千葉県庁舎新館に始まります。そ

かのBIMプロジェクトを掲載していますが、今後建設業界はどうな

の 後 、本 格 的な C A D の 運 用開 始 に 合 わ せ オートデ スク社 の

っていくのか、2020年の東京オリンピックの先は……、と考えたと

AutoCADの導入を行い、岡山操車場跡地公園球技場（1994年公

き、新築よりもすでに社会にストックされた建物をどう活用していく

開設計競技最優秀賞）ではAutoCADの3D機能を使って設計を行

かということに重きが置かれる時代がさらに進むのではないかと。

い、3ds Maxでアニメーションの作成も行いました。それらの経験

新築案件と並行して現在とくに力を入れているのが、既存建物に

をもとに、ラグーナ蒲郡リゾート開発（2001～2006年）、高松シンボ

対するBIM化です。松田平田設計では、2019年に開催されるラグ

ルタワー（2004年）、東京国際空港（1993～2010年）、東京競馬場

ビーワールドカップの国内12会場のうち2か所に携わる機会を得ま

（2007年）を次々にCAD化し、建築主とのコミュニケーションツー

した。いずれも既存のスタジアムに変更を加えていくものですが、

ルとして幅広く活用してきました。ただ、3次元モデルからの２次元

そこでは3Dスキャナを使い既存建物のデータを吸い上げ、あらた

の図面化は、操作も複雑で、修正作業にも手間がかかり、誰しもが

に変更部分を加えていくことで、短時間に密度の高い設計を行い、

行える操作ではなく、トピックス的な大きな案件以外は、ほとんど２

ビジュアル的なデータを施主へのプレゼンに活かそうと取り組んで

次元の活用に限定しAutoCADを使っていました。そうしたなか、
今から10数年前にオートデスク社からRevitを紹介され、これはま
さに、CADの未来に思い描いていたもので、これなら簡単にモデル
や図面をつくることができる、ぜひやりたいと思いました。しかし、
当時はパソコンのスペックや、外注先等の問題がクリアできず手を

います。
濱地

それらのデータは、実際に設計者が自ら設計のプロセスのなか

で使っているのでしょうか。あるいはそういう部署、専任者、協力会
社などが活用しているのでしょうか。
小野里

3Dスキャナの測定では、現地立ち会いのもと、その場でデ

拱いていましたが、BIM元年といわれた2009年頃から本 格的に

ータの確認を行います。そのデータをReCap 360の点群データとし

Revitの導入を開始し、同時に現在のテクニカルデザインセンター

てRevitに取り込み、マス機能を活用してモデル化を行います。そ

の前身であるBIMセンターと設計部内にBIM特化部を設け、社内

のデータを部署、協力会社で共有し、さまざまなシミュレーションに

BIM化並びにBIMプロジェクトの拡大を図り現在に至っています。

用います、さらには既存建物の基礎資料として、既存図との食い違

濱地

オートデスクでは「つながりの時代」と呼んでいますが、時代

いの発見や存在していない図面の復元、建物クラックや傾き等の

はさまざまなソリューションを組み合わせながら設計のプロセスを

劣化状況の把握、歴史的建物であれば、免震レトロフィット時の保

変えていこうというフェーズに移ってきています。松田平田設計で

存資料としても活用しています。

は、BIM教育にどのように取り組んでいるのでしょうか。
松下

実践でBIMを使い実施設計までやるためには高いスキルが必

要で、設計者にはかなりの負担になってしまうため、まずは基本設

濱地

そのような新しいテクノロジーを、一般的な設計にも活用する

:

ような取り組みはあるのでしょうか。
旭山

点群は建物情報としての価値が認識されてきたので、特殊な案

計までのBIM化を３年計画で進めることにしました。現在２年目、

件に限らず活用していきます。ReCap 360とRevitを介して、現地調

順調に進んでいます。今後、実施設計まで負担なくBIM化を図るた

査や図面化の代用、ムービーなどのプレゼンにも使われています。

め「こういうやり方であればこんな表現ができる」といったやり取り

また、計測を基にしたディテールなどを３次元的に保存してい

を設計者と行いつつ、そのフィードバックをさらなる改善につなげ

き、形にすることで、アーカイブ化し、社の財産としてつなげていく

ていくことを試みています。

ことを試みています。

濱地

スキルセットという意味では、設計者に求められる能力も変わ

ってきていると思います。たとえばRevitを使って設計だけできれ

濱地

プロジェクト後に見直して、使ったテクノロジーをきちんと標

準化していきたいですよね。

ばいいのか、シミュレーションしなければならないのか、Dynamoな

その先にあるのは、昨今注目を集めているAI（人工知能）です。

どのプログラミングもできなければいけないのかなど。そのあたり

オートデスクでは、人工知能で過去に蓄積された情報を、決定力に

の、設計者に求める将来像はありますか。
旭山

今までは、若手の設計者は、図面表現のための作図や修正に

追われることが多かったのですが、これからは作図作業から設計者
を解放して、クリエイティブに空間を考えるという方向に能力を発
揮してもらいたいと思っています。
濱地

人がクリエイティブな部分に集中するために、テクノロジーが

助けになる。テクノロジーが、人間の考えや決定を補っていく方向
に進んでいるのだと感じます。
小野里
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松田平田設計は今年で85周年を迎え、4000件を超える設計
横浜国際競技場／日産スタジアム（3Dスキャナ事例）

松田平田設計
競技場スタンド（3Dスキャナ事例）
左より）
●松下 雄大 Takehiro Matsushita
松田平田設計 総合設計室
テクニカルデザインセンター
●小野里 匡章 Masaaki Onozato
松田平田設計 総合設計室
テクニカルデザインセンター センター長
●濱地 和雄 Kazuo Hamaji
オートデスク
WWSS AEC セールスディベロップメント
AEC セールスディベロップメント
エグゼクティブ
●旭山 陽子 Yoko Hiyama
松田平田設計 総合設計室
テクニカルデザインセンター

なるようなソリューションとして提供していくというのがひとつの大
きなビジョンになっています。たとえば設計者が何をしたいかを決

ると思います。
濱地

海外の、大きな規模の設計事務所では、全員がデザイナーで

めるとき、コンピュータがそこに到達するまでのジェネラティブデザ

あり、エンジニアであり、プログラマーである、という言い方を聞く

イン、解を提供するような時代になっていくでしょう。

ことがあります。コンピュータなどのテクノロジーを使って、自分の

小野里

若手の所員は、とくにAIに対する興味が強いです。当初は、

建築の職域職能というのはどこまでなのかというのが悩みどころで

クリエイティブなものをどうするかということが、これからの設計者
には必須になってくるのでしょう。

した。しかし、既にそういうスキルを持った設計者がどんどん活躍

オートデスクのキャッチフレーズに「Be Part of the Change

している時代がやってきました。これからはRevitとDynamoをつな

（変化の一部を成す）」という言葉があります。ものを、自分を、会

げ、その世界観を広げていきたいと考えています。
濱地

AIが進んでいくと、コンピュータに自分の決定と同じようにそ

社を、そして業界をどう変えていくのかが重要です。
小野里

日本の建設業界はガラパゴス化された、閉じたなかでの設

の一部をさせる、させながらモニタリングしていくといった選択肢

計であるといわれています。では、海外のほうがすぐれているのか

がありますが、そのなかで「設計者自身がプログラミングをする」と

というとそうではなく、海外には海外の、日本には日本のよいところ

いうのが重要なことだと感じています。ジェネラティブデザインは

がある。日本の長所を伸ばせるような、そういう意味でのグローバ

現在、形態とか建物の性能などシミュレーションが中心になってい

ル化をめざしていきたいと感じています。

ますが、今後、たとえば施工段階でのものづくりのノウハウも、どん

旭山

オートデスクのRUG（Autodesk Revit User Group Japan）

どんビッグデータに集約されていく。設計者としては、何を見据え

を機会に、同業他社の方々とお会いし、会社の垣根を越えて、やり

どういう方向に向かうべきなのでしょうか。

やすい設計ができないかと知恵を出し合うことができています。

松下

AIによって自動的に判断されるものもありますが、やはり決定

RUGに参加している若手や中堅の設計者のコミュニケーションが

権は人にあると思っています。そこをどう割りきるかを含めて、指示

今後も継続していくことで、設計業界のなかでの何らかの布石にな

する。結局、設計者の職域はデザインであって、それに対して対価

っていくのではないでしょうか。

が払われるべきではないでしょうか。つまり、各設計者とそれぞれ

濱地

の設計事務所が得意とするところがAIに蓄積され、より差別化が

みなさんが場を共有して同じ悩みを解決していく、そのためにテクノ

まさにRUGはそのように使っていただくための交流の場です。

生まれてくるのだと思います。より思考的な判断は設計者自身が、

ロジーをどう使うかという部分もお手伝いしていきたい。そういった

そのほかはAIが担う、というふうに。AIの進歩はとても速いので、

ツールもこれからどんどん出していき、それをソリューションにして

そこに設計者がどうついていけるかというのもこれからの課題にな

分かりやすく伝えていきたいと考えています。
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株式会社三菱地所設計

Autodesk Revitによる意匠・構造・設備の
ハイブリッド3次元設計を駆使し
天井高2.7m＆階高3.53mの高度な階高圧縮を実現
三菱地所設計は、
三菱地所のインハウス設計組織から分社独立した、
都市と建築の総合設計事務所である。
現在では国内はもちろん、上海、シンガポールを拠点として中国のほか東南アジアにまで広く進出し、数々のエポックメイキングな
プロジェクトに携わっている。
BIMへの取り組みも積極的で、
2007年にAutodesk Revitを導入してさまざまなトライアルを展開。
その蓄積を活かし2014年にデジタルデザイン室を創設し、
本格的なBIMの普及を推進している。
ここでは、
そんな同社の最新のBIM活用案件である
「互助会ビル建設プロジェクト」
における取り組みについて、
デジタルデザイン室長の伊藤誠之氏ら3人の設計者にお話を伺った。

Revit による3次元設計を活かし
常識外れの階高圧縮へ挑戦

十分な天井高を確保するために、“いかにして

ある。

階高を圧縮しオフィススペースを積んでいける

「このプロジェクトはオーナー企業の本社と

か”が重要な技術課題となったのである。通常、
11階建て程度のビルでは4ｍ弱の階高で設計

のオフィスビルです。2014年末に設計者選定

されることが多いが、長澤氏らは天井高2.7mを

Revitによる多様な取り組みの成果を
結集しデジタルデザイン室を創設

プロポーザルが行われ8社ほどのエントリーの

確保しつつ、階高を3.53mまで圧縮しようと考

「当社のRevit活用は、2007年の“大手町ファ

なかで、最終的に当社の提案が評価され当選し

えた。通常より50cm近く狭める常識を超えた階

イナンシャルセンター”プロジェクトまで遡りま

ました」。同プロジェクトで意匠設計を担当した

そう語るのは、
デジタルデザイン室の室長と
高圧縮である。社内からも
「本当に大丈夫か？」 す」。

長澤輝明氏はそう語る。
同氏によれば、
このプロ

と声が上がるほどだったが、長澤氏らには確信

して同社のBIM活用を牽引する伊藤誠之氏で

ジェクトには当初から敷地に関わる大きな課題

があった。

ある。
当時、伊藤氏はこの大手町ファイナンシャ

決するかが勝敗をわけるポイントとなった。

30

多彩な取り組みに興味と関心を持っていたので

一部賃貸オフィスとして計画された、11階建て

があった。
そして結果的に、
この課題をいかに解

08

制限が厳しいなかでも最大のフロアプレートと

「極小に圧縮した天井裏に、必要な設備を徹

ルセンタープロジェクトにおいて、導入したばか

底してコンパクトに収めること。構造的にも設備

りのRevitで実施設計図の大半を仕上げ、
その

「新橋駅に近い角地という好立地でしたが、 を邪魔しない最適な架構を同時に考え、意匠・

後も幾多のプロジェクトでプラン検討や行政協

道路斜線制限が非常に厳しい土地で、標準的

構造・設備にわたりハイブリッドな状態で検討し

議用CG作成にRevitを活用。海外案件でもプ

なオフィスの階高設定ではなかなか容積を積み

ていけば実現できるはずだ、
と」。長澤氏らがそ

ロポーザル提案用ムービーを作成するなど、多

きれなかったのです」。
しかも、
オーナー企業が

の切り札として考えていたのが、Autodesk

分野で実績を積み上げていた。

本社として使用するのはビルの一部で、残りは

Revitによる3次元設計だった。実は長澤氏自身

「最初にRevitを選んだのは、
当時20数万平

賃貸オフィスとして貸し出す計画だったため、
テ

は、
まだ実務でのRevitの使用経験はなかった

米もの物件をまとめられるのがこのツールだけ

ナントビルとしての商品性が重視された。斜線

が、社内で始まっていたRevitによるBIM設計の

だったからです。
それにRevitのデータベースが

株式会社三菱地所設計
デジタルデザイン室長 伊藤誠之 氏

株式会社三菱地所設計
建築設計一部 参与 長澤輝明 氏

株式会社三菱地所設計
建築設計一部 副主事 門脇稔 氏

Archi Future 2016 ガイドブックより抜粋

株式会社三菱地所設計

Revitによって、
極小に圧縮した天井裏には必要な設備を徹底
してコンパクトに収めることが可能になった

持つインフォメーションモデルの思想も魅力的
でした。汎用性豊かで応用しやすく、
これを使え
ば長生きするBIMがやれると感じたのです」
（伊

オーナー、施工者とのコンセンサスを統一
するために使用した外観の3Dモデル

ムービーにより、オーナーとのイメージの共有を図り設計された
エントランス

設計 ― 施工者 ―オーナーの3者が
互いのコンセンサスを統一するために

大きな威力を発揮した。
「例えば建物全体のイメージなども、静止画
だけだとお客様には断片的にしか理解してもら
えないことが多いのですが、3Dモデルを元に

藤氏）。
こうして同氏が取り組んだ多様な取り組

「前述のとおり、3Dで意匠・構造・設備の総

みの成果を結集し、2014年にデジタルデザイン

合的な収まりを検討することで極小の階高を実

作ったムービーをお見せすればすぐわかってい

室が開設。伊藤氏はさらに本格的にBIM設計

現したわけですが、結果的に、
これが施工者や

ただける。今回はオフィスレイアウトもムービー

オーナーに対しても“コンセンサスを統一するた

で提案したところ“この方針で行こう”と即断即

めのツール”という点で大きな意味を持っていっ

決していただけました」
（伊藤氏）。

を推進していったのである。
「これを機に若手を含め実物件でBIMを活用
しようという流れが強まり、
タイミングよくプロ

まさにRevitの活用により、設計者―施工者

たのです」
（長澤氏）。

ポーザルに当選して取り組むことになったのが

今回のような高度な階高圧縮の設計は、施

―オーナーの3者が明確にコンセンサスを取り

今回のプロジェクトです。Revitもそれまで建築

工する側にとっても難度が高く、
また建築の専

合っていくことで確かな信頼関係が生まれ、結

主体の利用だったので、設備や構造も含めて詳

門家ではないオーナーにすれば理解しづらい内

果としてより質の高いものづくりが効率的に進

細な収まりをやってみようと、
より難度の高い課

容だ。三菱地所設計はこれまでも多くの物件で

められていくことになったのである。

題に挑戦しました」
（伊藤氏）
。
前述のとおり設計を担当した長澤氏はBIM
設計の経験はなかったが、外部のスクールに
通って操作の基礎を学び、後は実務で使いな
がら学んでいったのだという。

階高圧縮に取り組んできたが、実際は経験的に

「建物はもともと3Dの物体ですから、3Dでモ

「こうすれば大丈夫」
という考えを元に進めた

デリングすること自体に大きなアドバンテージが
あります。特に設計者にとっては、3次元でいろ

ケースも多かったのである。
「しかし今回、BIMですべてを可視化して確

んな方向から見て、気づきを得ていくことこそ設

認することで確かな検証ができました。施工者

計の本質的プロセスといえます。だからこそ、
ま

「かなりの階高圧縮を考えていたので、設計

には目で見て納得いただき、“これならやれる”

ずは設計者がBIMを使うべきなのです。今後も

段階から設計者自身がRevitの3Dで検討する

と言ってもらえたのです。早い段階でこうしたコ

今回のような事例をどんどん増やしていきます

必要がありました。幸いチーム内のRevit熟練

ンセンサスを得たことは非常に大きかったです

よ」
（伊藤氏）。

者のおかげでなんとか進めていけました」
（長澤

ね」
（長澤氏）。
どれほど良い設計でも実際に建

氏）。一方、後からプロジェクトに参加した門脇

てるのは施工者だ。彼らに設計者を信頼しても

稔氏は、スクールに通う間もないままRevitを

らい、
同じ思いで取り組んでもらうことが、
良いモ

使うことになった。

ノづくりへの最大のカギなのである。

「Revit利用が大前提だったので、OJTで学

「“本当に大丈夫なんですか？”と半信半疑で

びながら使っていきましたね。最初は印刷設定

臨まれるのと、“これならやれます！”と前向きに

さえできずもどかしかったですが、習熟したス

臨まれるのでは違うのが当然でしょう」
（ 長澤

タッフに手取り足取り教わりながら少しずつ慣

氏）。詳細検討を行う打合せでは3Dモデルを

れていった感じです」
（門脇氏）
。

プロジェクターで投影し、設計者と施工者で議

こうして計画初期段階から始まったRevitの

論を進め、
その場でデータを修正しながら課題

活用は、初めて本格的BIMに取り組んだ設計

を解決していったという。
そして、
この早く確実な

者たちに大きな驚きをもたらすことになった。

コミュニケーションは、対オーナーにおいても

お問い合わせ先

CORPORATE PROFILE

株式会社三菱地所設計
設

立

2001年（創業1893年）

事業内容

建 築・土 木 の 設 計・監 理 、リノ
ベーション業務、都市・地域開発
関連業務、各種コンサルティング

本

東京都千代田区

社

代 表 者

オートデスク株式会社

取締役社長 大内 政男

http://www.autodesk.co.jp
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2006年からBIMという認識を持ち、モ

まず、プロジェクトが始まるとBIMの

クトでは最初のハードルを下げてとりあ

デルと情報の両輪で設計を進めてきた。

利用をどこまで行うかを下図を利用して

えず一般図が書けて平立断の整合性と用

16年の実績で意匠4割、構造9割、設備3

決める。意匠では図面作成のレベル、一

途と申請関連の面積が押さえられればい

割のBIM化プロジェクトを行っている。

般図、仕上表、建具表、詳細図、どこま

いとしてスタートし、途中で欲が出て建

使用しているBIMソフトウエアは、意

でBIMソフトで入力しどこからCADにデ

具などの拾いを行いたいというようなこ

匠ではARCHICAD、構造ではRevit Str-

ータを渡して進めるのか、また、シミュ

とが多々ある。しかし、最初から拾いを

ucture、設備はT-fasを主に、周辺ソフ

レーションや干渉チェック、面積算出、

意識して入力していないとはっきり言っ

トを含めて30弱のソフトウエアを連携し

数量拾いなどどこまで情報を必要とする

てその部分は再度入力し直しになる。そ

ている。

のか、構造では意匠との入力部位の分担

れを避けるためにスタートの段階でBIM

BIMは形状に様々な情報を付与して入

や解析ソフトとの連携、概算数量の算出

の適用範囲を決めることは重要である。

力することが欠かせないため、従来の設

など、設備でも同様にBIMソフトで入力

また、CADでは線1本を平気で動かせ

計者とオペレータのように簡単な指示で

するものとCADで入力するものなど、そ

るが、BIMではその線の意味を理解し平

は入力が非効率である。そのため、設計

れぞれの分野でBIMの利用方法をあらか

面で1本の線でも立面や断面に影響する｡

者のBIM入力を前提としてBIMプロジェ

じめ決めておく必要がある。これは、例

つまり入力者はしっかりと空間を把握し

クトをマネジメントしている。

えば設計者の練習も兼ねて行うプロジェ

ていないと効率が上がらない。
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株式会社日建設計

BIMの効果が一番出ているのは、弊社
では構造である。構造解析ソフトへの入
力は設計者が中心になって入力しており、
解析が終わるとコンバータを通じてRevit
Structureにデータを流し図面化する。
Revit Structure側では好きな断面を切れ
るため、意匠や設備との検討にも利用し
ている。現在では断面リストや継手詳細
などその幅を広げようとしている。
次の段階としては鉄骨やPCaのファブ
とデータをやり取りし、継手などの詳細
の納まりを検討するなどBIM利用を図る。
また、構造体と設備配管や設備機器の取
り合いを3Dプリンタで出力し、関係者で
検討することにより干渉のチェックや、
将来の改修などの展開性の検討に用いて

職人を動員できるため、施工者に造るだ

いる。

けの責任を負わせればよいという考え方
である。

もてあますことが多い。
そこで、設計者の立場として、実際の
工法まで指示するのではなく、あくまで

近年、海外特にアメリカのBIM進捗に

BIMのように情報を風上から風下まで

参考として施工者に伝達することを主に

比べて日本のBIM進捗が進んでいないと

流すにはすべての工程がシームレスに繋

すれば、いわゆる一般図レベルの形状デ

言われている。しかし、弊社ではその違

がっている必要がある。しかし、日本型

ータと必要な情報を繋いでいくだけでい

いを分析し、下記のように考えている。

の場合、どうしても設計と施工の間が途

い。施工者も中身がブラックボックスの

切れてしまう。

オブジェクトを利用するより各自のオブ

アメリカの場合は、
①発注者が建物の仕様を細かく定めコス

これまでは、この断絶がいかにも悪者

ジェクトを使う方がリスクの在りかがは

トの調整をしたうえで設計発注する。

と言われてきた。しかし、設計者が仕様

っきりする。そのため、弊社ではライフ

②設計者は建物が工法やコスト面を含め

・性能に責任を持ち、施工においては造

サイクルデザインを支えるために必要な

実際に立つように設計図面を作成する。

り方も含めて施工者が責任を持つと考え

レベルのデータを整理しBI（Building

③施工者は図面通りに工事を進める。

るとかえって理にかなっているのではな

Information）データベースの構築を始

④全工程において発注者がそれぞれの専

いかと整理を始めた。日本の施工者の技

めた。

門家と仕様、性能、コストなどのチ

術が高くいわゆる職人としての誇りを備

これまでBIMはBIMソフトウエアという

ェックを連携して行う。

えているからこそ、このような分断を行

要素が強かったが、既に海外も含めBIM

日本の場合は、

いそのリスクを負担し、設計者は施工可

はARACHICADやRevitなどのソフトその

①多くの発注者は建物の仕様を最初から

能性をつねに意識し、施工者は設計図に

ものを指すのではなく、I（Infomation）

限らず設計意図をどう実現するかを意識

を主軸にデータベースをBIMと扱うこと

②設計者は発注者と協議しながら仕様、

してきた良い関係なのではとも捉える。

が重要になってきている。AutoDesk社

性能、コストを調整する。また、設計

BIMの情報も、精細な詳細情報は基本施

のBIM360などはその典型的な例である。

図面は発注するための性能と概算を規

工するために必要なものが多く、そのま

2Dや3Dまたはテキスト情報を問わず、

定するものになっている。

まFMに渡してもデータ量やその細かさで

建物の部材や形状に紐づけることこそが

そこまで決めていない。

③施工者は実際に建てるための図面を作
成し施工する。
④それぞれのフェーズで専門家が検討し
たものを発注者がチェックする。

BIMになってきた。
設計というものが「かたち」主軸であ
ったものが「情報」をデザインし尚且つ
リスクヘッジをする時代に変革している。

というように、設計から施工の流れが異

これからの設計者は「情報」もデザイン

なっている。BIMソフトは欧米流で作ら

できないと「かたち」のデザインもでき

れているため日本ではそのままの導入に

なくなってきた。そういう意味では常に

問題があるのも事実である。

解析し、それを「かたち」にしてきた構

確かに、クライアントが仕切る欧米型

造設計者の視点も設計の早い段階からよ

では、施工者の練度に頼るより、設計者

り必要とされ、意匠・構造・設備のBIM

がどうやって造るかを示す方が、情報が

連携とデータベース化はますます重要に

伝達しやすく、レベルを問わず、多くの

なっている。
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BIMワークフローの構築

株式会社日本設計

Construction

～ ｢Integrated BIM｣ の推進～

岩村 雅人

Fabrication

株式会社日本設計
プロジェクト管理部
副部長兼3Dデジタル
ソリューション室長

Academic

■「BIM」概念

する側面がある。｢形状」は、建物ボリュ

今回は、我々の構造設計におけるBIM

ーム決定に始まり、詳細の形状決定・納

取り組みを紹介する。ところで、｢BIM｣

まり決定を行うことであり、｢性能・仕様｣

と言われても、まだまだ、人それぞれイ

は、例えば建物外装の「断熱性」｢気密性｣

メージが異なるのが実態である。そこで、

などを定めたり、諸室の「温湿度条件」

日本設計では、各セクションにおけるそ

や「収納人数・換気回数」などを定める

れぞれの試み・取り組みを、きちんと位置

ことである。

づけ、定義付けすることを重要視してい
る。まずは全体の定義付けを紹介したい。

これを設計ワークフローに当てはめる
と、｢形状」は、おおよそ、設計の進行に
合わせて、大きな形状から小さな形状の

我々は、LODについても整理している。

決定へと移っていく流れである。一方、

3Dの部分「Visual BIM」に着目してBIM

BIMには、3Dを活用する「Visual BIM｣

「性能・仕様」については、設計初期に

フローを眺めると、BIMフローは「LOD

と、情報を活用する「Information BIM｣

決定される。例えば、諸室性能をまとめ

（Level Of Detail）が深化するフロー」

の二つの側面がある。

た諸元表は基本設計時に作成する。実施

として捉えることができる。

設計では諸元表にあわせ、具体的な機器

日本で「Visual BIM」の部分からBIM

いる。3Dを使いながら形状検討し、パー

の仕様を定め仕様表にまとめる。そして、

が広まったことと、当初、盛んにLODが

ス・動画などを使いながら、平面・断面

施工段階で、仕様書に沿った具体的な製

議論されたことは同じ話である。LODの

だけでは分かりにくい形状を視覚化し、

品が選ばれるという流れである。

深化は、基本的に一方向のフローになる。

干渉チェックなども行う。
一方、｢諸元表」｢仕様書」などをBIMモ

例えば、カーテンウォールの詳細取い合
■「Visual BIM」｢Information BIM｣

いを高LODモデルでチェックする「3D

デルの中に統合管理して、BIMをデータ

以上の設計の二側面を、BIMに当ては

モックアップ検討」をしたとしても、そ

ベースとして活用するのが「Information

めてみると、主に「形状」決定を「Visual

れを全体モデルに反映することはあまり

BIM」である。従来、Excel表で別途管理

BIM」が受け持ち、｢性能・仕様」決定を

意味がない。統合モデルのデータを必要

していた部分をBIMモデルの中に取り込

「Information BIM」が受け持つ。

以上に（しかもある部分だけ）重くする

み、連携活用するイメージである。

日本では、これまでBIMの3Dの部分､

だけである。こうした高LODモデルは､

そして、二つの側面の相乗効果を高め

「Visual BIM」の活用が最初に広まった

るBIMを「Integrated BIM」と呼んでいる。

こともあり、3D=（イコール）BIMのよ

さらに、もう一つ、機能的な二側面が

うに考えている人も多い。しかし、3Dの

専門業者、専門メーカーの分業作業に移

ある。主に検討段階の「モデル利用」と、

部分だけであれば、必ずしもBIMを使う

行していくこと、さらに、後述するよう

主に2Dドキュメント化を受け持つ「アウ

必要はない。

に、BIMのアウトプット利用においては、

トプット利用」である。この点もきちんと

例えば、RhinocerosやSketch Upのよ

部分検討モデルで良い。
LODの深化は、基本的に一方向であり、

3Dではなく、｢2D」情報データベースと

区別して考える必要がある。設計全体で、

うに、3Dモデリングが得意なソフトもい

しての活用も有効であることを考えると、

すなわちアウトプットにまでBIM利用し

ろいろとある。また、設備設計において

LODが必ずしもモデル管理の的確な指標

なければ、価値が薄れるというような単

も、Rebroなどのソフトを使ったほうが

にならないケースも出てくる。

純な話ではない。

配管モデリングはしやすい。

■設計の二つの側面

「Information BIM」の部分であり、だ

我々がBIMにおいて重視しているのは、

060

■ LOD と LOI（Level Of Information）

■BIMの二つの側面と二つの機能の区別

3D利用の部分は、すでによく知られて

34

田畑 健

株式会社日本設計
構造設計群3Dデジタ
ルソリューション室

大きく整理すると、設計には「形状」

からこそ、3DとBIMをきちんと言葉とし

を決定する側面と「性能・仕様」を決定

て使い分けて話をするようにしている。
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実際、米国の最先端のBIMを駆使する
設計事務所では、LODという言葉を既に
使っていない。
LODよりもLOI（Level Of Information）
を考えていく必要がある。

株式会社日本設計

■モデル活用とアウトプット
続いて、機能的な二側面についての整

一貫構造計算プログラムNASCAを使用し

■今後の課題

ている。また、BIMソフトについてはRevit

現在、BIMモデルから部材断面リスト

を使用している。そして、効果的にBIM

を作成する環境が不十分であるため、BIM

｢BIMモデルを横に切ると平面図、縦に

活用を行うために、NASCAの構造データ

モデルの断面情報を使用して自社の製図

切ると断面図になる、横から見ると立面

からRevitへのデータ変換を行うプログラ

基準に適合した断面リストを自動生成す

図になる。だから、BIMを使うと整合性

ムを開発し、現在運用中である（図1）
。

るプログラムの開発を行う必要がある。

理を紹介する。

が図られる」という言い方は、半分は正
しく半分は正しくない。例えば、開き扉

また、Dynamoを使用してRevitとExcel
■BIMモデルの使用

の連携やRevitと汎用構造解析ソフト間

の部分を本当にそのまま切断した場合、

現在、NASCAからのデータ変換によ

でのデータ連携を行い、形状のパラメト

単に細い二重線になる。建築の平面図で

って作成された構造のBIMモデルは、①

リックスタディや部材の構造計算などを

あれば、慣例的な半円形の開きマークを

建築・設備などの他セクションのBIMデ

行う環境を構築する事で、これまで以上

表記が必要で、BIMパーツに事前登録し

ータとの干渉チェック（図1）
、②構造図

にBIMの情報を活用し、Integrated BIM

ておく必要がある。｢設計図書」としての

（伏図、軸組図）の作成などで活用して

を進めていきたい。

図面化するには、様々な慣例表記に合わ

いる。このBIMモデルから作成された構

せた事前準備が必要であり、その手間は、

造図は、相互の図面間で整合性が確保さ

モデル検討の手間とは異なる種類のもの

れるため、図面の確認作業が軽減されて

である。

いる。

我々は、建築主によるBIM指定がない
場合、最初から最後までBIMで設計し終

■構造図作成の自動化

えることにこだわっていない。我々は設

Revitを用いて自社の製図基準に適合

備アルゴリズム設計手法など、いくつも

した構造図を作成するには、多くの手間

のBIM活用手法を用意しているが、モデ

がかかる。そして、その作業の一部は単

ル利用はそうした手法を利用する設計検

純作業の繰り返しであり、かつ、どの案

討までに留め、アウトプットは2D作図す

件に対しても共通である。今後BIMによ

ることもある。BIMを行うことが目的化

る設計を継続的に行っていく上で、この

し、却って設計品質を落とすことのない

ような作業を自動化することは非常に効

よう注意し、柔軟な活用を心がけている。

果的であり、構造図の品質向上及び作業

図1

システムの全体図

図2

変換時の設定項目

効率の向上につながる。そこで、NASCA
■アウトプット自動化

→Revit変換時に自社仕様の伏図・軸組

上述を即座に覆すようだが、一方で、

図の自動生成も同時に行うようにさらに

アウトプットの効率化には積極的に取り

開発を行った（図1）。伏図・軸組図自動

組んでいる。3Dモデルから2Dアウトプ

生成についてその概要を以下に記す。

ットを作成する際のルーティンワークを
いかに自動化するかの工夫である。
テンプレートの整備や便利コマンドの
作成などにより対応している。
従来とは少し異なった視点としては、
｢Information BIM」～BIMのデータベー

NASCA→Revit変換のための操作は､
変換を行う部材種、解析モデルの範囲、
構造図に表示する通りの名称、座標の基
点、作成するビューの名称、ビューテン
プレート名を指定し変換ボタンを押すこ
とで完了する（図2）
。

ス機能を､（3Dにこだわらずに）積極活用

そして、変換が終了すると指定された

する方向である。例えば、建築では2D詳

ビューが自動生成され、各階、各通りの

細図と仕様書のリンクによるアウトプッ

伏図・軸組図がそれぞれ作成される（図

トの整合性向上、建築の面積表と設備計

3, 4）。これらの図に対しては、ダミー通

算書のリンク、これまでは実施設計説明

りの非表示化、不要な断面線の非表示化、

書に別途記載していた建築・構造・設備の

表示する通り間の寸法表現、部材符号タ

建物性能表の管理など、｢2D-BIM｣活用と

グの配置、壁スリットの表現、梁の材端

いう考え方も十分あり得ると考えている。

条件の表現（伏図）、部材の勝ち負け判

図3

生成された伏図

定などの処理が自動的に行われる。こう
■NASCAと構造BIMモデル
ここからは構造設計の取り組みを紹介
する。構造解析プログラムは、自社開発の

して作成された構造図は、少量の手直し
で打ち合わせ資料や成果品として使用で
きる。

図4

生成された軸組図
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Structure

BIMと構造設計

株式会社日立建設設計

Construction

－現状と2017年の展望
青木 隆広

Fabrication

株式会社日立建設設計
構造設計部

Academic

1．コンピュータを使用した設計の現状

材料情報が反映されていない。鉄骨造の

要となる。基礎・杭はまだ変換機能が用

当社の構造設計では2015年より構造

小梁は電算で定義された断面符号が取り

意されていないため、すべてBIMへ手入

設計にBIMを導入し、現状では一部のプ

込まれ、すべてBIM側で符号の指定が必

力としている。特に、鉄筋コンクリート

ロジェクトでBIMを利用して基本設計か
ら実施設計を行い、確認申請図書の作成
まで行うことができるようになった。当
初は電算モデルをBIMモデルに変換の上、
出力できる図面は伏図・軸組図・主要構
造部材のリストのみであったが、その範
囲は徐々に広がり、仕様書・柱状図・基
礎リスト・二次部材リストなど、詳細図
を除くほとんどの図面をBIMデータ内に
登録するようになった。これにより、従
来のCADによる作業からBIMへ移行する
ことができた。しかし、これらの情報は
BIMのデータベースとして登録する動的
な情報だけでなく、CADデータをBIMに
載せただけの静的な情報も含まれている。
計算モデルとBIMモデルの連携は、現
状は先に計算モデルを作成しBIMモデル
へ変換する設計フローであり、計算モデ
ルは主要構造部の解析を目的としている
ため、BIMモデルに登録する設計情報と
しては不十分で、データ変換後に手入力
による作業が多く残されている。柱・大
梁などの主要構造部は配置・符号・断面
形状・材料・配筋ともBIMモデルへ取り
込まれる。二次部材では配置・断面形状
は取り込まれるが、符号・材料・配筋な
ど、変換後に情報を追加・編集しなけれ
ばならないものが多い。特に床スラブは
計算モデルで荷重番号として登録された
符号が取り込まれるため、建物情報とし
ての符号とは一致せず、BIM側ですべて
のスラブ符号を指定し直さなければなら
ない。鉄筋コンクリート造の床スラブや
小梁・片持ち梁など、階に依存しない符
号が付けられるものは、階により材料強
度が変化する場合、BIMモデルへ正しい
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図1

RC小梁 配筋登録～断面リストの作成

株式会社日立建設設計

の配筋はBIM上での手入力ではかなり煩

してBIMのデータベースの中に集約して、

れる。BIMとのデータ変換可能なFEMの

雑になるため、Revit～Dynamo～Excel

BIM内外の計算機能と接続していく必要

中で国内基準に準じた断面算定を行える

間のデータI/Oにより部分的に作業の省

がある。

ようにするか、BIMデータに戻した応力

力化を図っている（図1）。以上のように、

BIMに設計荷重、境界条件を登録し、

・変形を基に断面算定を行うか、その汎

計算モデルとBIMモデルの連携もまだ改

これをFEMに接続すると鉛直荷重をかけ

用性も考慮して検討が必要と考えている。

良の余地が残されていると考えられる。

ればスラブ・小梁などの平面配置された

詳細検討に関しても3次元オブジェク

二次部材の応力、風荷重をかければ間柱

トで行うことを検討したい。このために

・耐風梁など、外壁を支持する鉛直面の

は現在、部材に文字情報として登録され

2017年には、BIMを現状の作図を主

二次部材の応力の算定が可能になると考

ている鉄筋をオブジェクトに変換したり、

な目的とした使い方から、より設計プラ

えている。図2の例では、Revitの解析

鉄骨接合部の用意が必要となる。

ットフォームとしての使い方に展開して

モデルに床荷重・柱脚境界条件を追加し

また、地質調査から得られる地盤情報

いきたいと考えている。そのためには現

FEM（Robot）へ変換し解析後の応力を

をBIMに登録する試みを考えている。支

在不足している設計情報を動的な情報と

Revitに戻したものである。鉄筋コンクリ

持層及び中間層の土質やN値等の情報を

ート造ではこの手順を確認することがで

BIMの中で3次元的に表現できれば、杭

きたが、鉄骨造の場合はこのFEMでは部

・基礎の計算に接続し、杭・基礎と地盤

材を符号の代わりに断面のカタログ名で

の関係を視覚的に確認しながら設計でき

定義するため、同様の手順を行う方法を

るようになるのでは考えている。

2．2017年の展望

見つけられていない。しかし、このよう

以上のような構造設計への展開には設

に算定される応力・変形を断面算定に繋

計情報・モデル情報をどこにおくか、各

ぎ、計算シートが作成できれば大半の二

種計算検討をどこで行うかなど、設計フ

次部材の設計を一括して行えると考えら

ローを整理しながら、BIMの内外におけ
るデータハンドリングのため、APIやス
クリプトなどツールの整備も一層必要に
なると考えられる。
3．関連会社とのやりとりやシステムに
関する新しい試み
現状ではBIMデータの社外との送受信
はほとんど行っていない。社内ではLAN
内のストレージでデータを共有、社外へ
はBIMデータから出力されたDWGまた
はPDFといった二次元データの送付に留
まっている。しかし、今後は社外とのデ
ータのやり取りも必要となる。設計中は
施主・建材メーカー・設備機器メーカー
・協力事務所との情報共有が必要となり、
設計完了後は施主・施工者らにデータを
送付する必要も考えられる。
BIMデータの送受信方法としてはその
データ容量から電子メールでは現実的で
なく、一時的にはセキュリティのあるデ
ータ転送サービスも考えられるが、常に
最新情報を維持するためにはクラウドス
トレージが必須と考えられる。現状、社
内ではパブリッククラウドへのプロジェ
クトデータの保管は困難だが、BIMベン
ダや他のパブリッククラウドを利用でき
るようにするか、社内でプライベートク
ラウドを構成し社外からのアクセスを許

図2

Revit 荷重・境界条件の登録～FEM解析

容するなどの準備が必要と考えられる。
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Structure

モデル先行BIMのメリット

Construction

株式会社三菱地所設計

伊藤 誠之

Academic

Fabrication

株式会社三菱地所設計
デジタルデザイン室

■2016年のデジタルデザイン室の取り組み

入口としてCG作成をBIMモデルでサポー

2016年は、プロジェクト数件をフル

トすることが行われている。デジタルデ

BIMで進めながら、他チームのプロジェ

ザイン室でも、他チームのプロジェクト

クトをパーシャルBIMでサポートし、BIM

のムービー作成をBIMモデルベースで行

プロジェクトの体験者を増やす取り組み

って、外装だけでなく “あらゆる” 空間

を行った。今年の経験を振り返りながら、

のビジュアライズが発注者理解を劇的に

効果的なBIM利用のポイントへと話を進

深めることを実プロジェクトで体験して

めたいと思う。

図1

もらう取り組みを続けている。

ムービーでの検証

②ムービー作成モデルからBIMによる一
■モデル先行のフルBIM

いくという、従来型の検討プロセスにBIM

般図作成へ

①「２D-CAD封印」のモデル先行BIM

モデルを導入していった。

今年は上記のような取り組みの中で、

一つのフルBIMプロジェクトでは、意

階高やコアサイズにクリティカルに効い

ムービー用BIMモデルを発展させ基本設

匠チーム内で「２D-CAD封印」をして､

てくる空調機とメインダクトの位置・ル

計の一般図検討を行うというプロジェク

検討をBIMモデルに集約している。

ートを3Dモデルで決め、それから配管や

トを行った。ムービー用BIMモデルの作

ラックなどの要素をこれら大物の間に入

成時には図面をBIMが後追いという状況

ことがなくなり、モデル作成・図面入力

れていき、最終的なレイアウトを決めた。

であったものを、基本設計の一般図検討

の人工が減ると共に、常に最新の情報が

この時、2D作図で “ゆすりながら” 検

BIM内に集約されている “安心感” の中

討をすると、そのたびに平面･縦横断面

外観と内装のムービーを作成したモデ

で検討を行うことができ、設計の効率が

を描き直しながら行うことになるので、

ルにはかなりの建築要素が入っていて、

“一ゆすり” に掛かる時間と労力がかさむ

室名称や区画ライン、雨仕舞などの納ま

②リアルな空間を見てデザインする効果

のに対し、3Dモデルでは “一ゆすり” が

りを3Dで加えていくことで、かなりスピ

結果は、2D図面をBIMが後追いする

上がった実感がある。

においてBIMモデル先行に替えていった。

基本設計の外装デザイン時は、ボリュ

一瞬で行えるので、同じ時間で検討のサ

ーディーに基本設計レベルの一般図が仕

ームモデルをモディファイしてデザイン

イクルを多く回せ、有効率の高いコアプ

上がることになった。

案を作成し、チーム内ですぐにムービー

ランを短時間でまとめることにつながった。

化しそれを見ながら検討した。デザイン

■パーシャルBIMで入口を広げる

場合も、新しいムービーがまたすぐに見

コンセプトを印象的に見せるには何を捨

①BIMプロジェクトへの入口を広げる

せられるなど、すべての情報が1つのモ

てるべきかが焦点になったが、リアルに

意匠設計者の中には、なぜBIMで設計

イメージをつかめるムービーを見て行っ

するのかが納得できないメンバーもいて、

基本設計段階でのプラン変更が生じた

デルに集約されている合理性を感じても
らえたと思う。

た議論を基に、修正デザイン案を30分後
にムービー確認しプレゼン案として完成
できたのが印象的であった。外装デザイ
ンの発注者プレゼンも好評であった。
③3Dモデルで可能となる多面的な検討
もう一つのフルBIMプロジェクトは高
層ビルのコアプランを設備・構造要素を
取り込みながらまとめるものであった。
いきなりの干渉チェックという手順では
なく、いくつかのクリティカル部のスケ
ッチを描きながら落としどころを決めて
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図2

モデル先行BIMと図面先行BIM

株式会社三菱地所設計

かず苦労を重ねているように思う。
一方、発注者は目の前の図面がどんな
建物になるのかが、最後のプレゼンが出
てくるまでリアルに分からず不安な状態

設備構造を含めたBIMモデルでコア検討

■デザインのプロセスとBIM
①デザインのプロセス
デザインの始まりは、抽象的なアイデ

を持っていて、それを構成するデータの
様相は自ずと異なっている。
設計段階のBIMは、あまたある可能性

でいろいろ注文を出しているようにも思う。

の中で一つの方向を選び取っていくため

お互いに全体像が把握できていない中

のもので、途中で捨てたり方向を変えた

で打ち合わせを行う、という不思議なプ

りしても惜しくない程度にしかデータを

ロセスが、無駄な時間とコストを生じさ

入れない。

せているように思う。

図3

“ステージ” はそれぞれの目的とスコープ

他方、施工段階のBIMではすでに決ま

② “立派な資料”→検討中の建物像の共有

った建物内容を、細かく造りこんでいく

上記の状況の中で、無理にOKをもら

中で課題を発見・解決し、施工発注段階

おうとして、参考イメージを散りばめた

で有用なデータを取り出すためのものに

「打合資料」を作るという状況に陥る。

なる。

発注者打ち合わせに “立派な資料” を

今後は、建築生産に関わる各組織が自

持っていくという意識が強すぎると、そ

分たちの目的とスコープに対応したデー

のまま資料に見える2D図面の方が仕事が

タ構成の仕様を相手に伝え、BIMデータ

アであったり漠然としたイメージであっ

進んでいる感じがあって安心してしまう。

のある部分を有効にハンドオーバーして

たりで、あるアイデアを具体的な “もの”

一方「今考えている建物を見て下さい」

いける緩やかな連携を検討することがで

として表現する時、最初から最終の答え

と言って3Dモデルを画面で見せにいくよ

きる入口にきているように思われる。

が見つかることはむしろ少ないと思う。

うなスタイルの方が、発注者との共通理

その際、アイデアを “もの” にしたもの

解は深まり、信頼を得られるように思い

で、もともとのアイデアを伝えられている

始めている。

■パラメトリックが開く最適化の扉
BIMの中に高度なパラメトリック図形

か、余分な思いでアイデアを濁らせてい

実装が行われて来ている。今まではこの

ないかを、なるべくリアルに確かめ、場合

パラメトリックを表象する "スライドバ

によっては壊してみることがデザイン行

ー" を、設計者がいじっていたが、これ

為のもう一つの重要な動作のように思う。

からはこのスライドバー操作（特に多変

この時 “アイデアを出していくこと”､

数で）の主役は広い意味での人工知能に

また反対に “それが狙ったものになって

変わって行くように思う｡（と言っても､

いるかを確かめること” を繰り返すルー

人工知能が最終的なデザインを1つに決

プを何回も回すことになるので、一回の

めるのではなく、優れた複数の選択肢群

ループの速さと “確かめのクオリティー”
が大切になってくる。
② “確かめ” のクオリティーとスピード

図4

｢打合資料」よりモデルで打ち合わせ

③「とりあえず」からの脱却

を提示してくれるところまでまず進んで
いくと思われる）
特に、エネルギー消費削減をテーマと

デザインのプロである意匠設計者にお

他方、2D図面では相互に矛盾があって

するデザイン領域で、BIMモデルと組み

いても、この “確かめ” のクオリティー

も “見かけ上” 大丈夫なため、｢とりあえ

込まれた多変数パラメーターの最適化の

とスピードがデザインをデベロップして

ず明日の資料はこれで」などと言ったり

トライが増えていくと思う。デジタルデ

いくのにとても重要な要素だと思う。

するが、BIMではその手が使えないとこ

ザイン室でも年間昼光利用最適化を目的

ろに、アンチ派の言い分が生まれてくる。

関数とする遺伝的アルゴリズム利用など

今まで大変そうで最後にしかできなか
ったこのプロセスを、設計の初期からも

BIMの設計プロセスでは、検討課題に

っと気軽に使えるようになるBIMの設計

対しては、情報を整理しどの解決策でま

プロセスは、これを活用するグループと

とめるかを腹を据えて「決める」ことが

■まとめ

そうでないグループの差をはっきりと示

必要になる。

・建物検討をBIMモデル先行で行うと、

すようになるのではないかと思う。

これを “Front Loading” と言うと、｢フ
ィーを増やせるか？」と言う話になるが、

の取り組みを始めている。

設計が効率化。
・リアルにデザインを見ることでデザイ

■組織でBIMを使いこなす

“slow and steady goes a long way” と

①見えていないことから生ずる無駄

言う方が良いような気がする。

・｢打合資料」に労力を費やすより、3D

■設計のBIMから施工のBIMへ

・BIMが高度なパラメトリックモデリン

設計者は、発注者がOKを出してくれ
てどんどん内容を詰めていけるようにと

ン検討が深まる。
モデルを見せた方が合意形成が早い。

思いつつ、忙しさに足を取られ、なかな

FM活用を含めてBIMデータのライフサ

か発注者のOKがもらえるところに辿りつ

イクルという概念があるが、それぞれの

グを取り込むことから、AI利用の最適
解群探索が行われるようになる。
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Structure

地方創生に繋げるBIM技術

ブレンスタッフ株式会社

仲川 昌夫

ブレンスタッフ株式会社
代表取締役

Fabrication

Construction

山形県庄内町「ブレンスタッフ庄内BIM
センター」の挑戦

Academic

■庄内BIMセンターの概要
ブレンスタッフ株式会社（本社：山形

［ソフトウエア］
AUTODESK社

ブレンスタッフは、創業以来、積み重
Revit（13）

県鶴岡市、仲川昌夫社長）は建築設計・

GRARHISOFT社

監理、構造設計、製作図・測量事業及び

福井コンピュータアーキテクト社

これらに関連する調査・マネジメント・

ARCHICAD（8）
J-BIM施工図CAD（1）

コンサルティングを行う総合設計事務所

データロジック社

である。

ファーストクルー社

1984年に山形県鶴岡市に建築設計事

S/F REAL4（4）
FASTHYBRID
（1）

※（ ）内は本数

務所を設立し、建築を通じた社会貢献の
可能性を追求し続け、地方の技術者を活

070

表するゼネコン、大手設計事務所との取
引関係による情報発信力を活かした。山
形県庄内町は地方創生予算による資金面
でのバックアップとオフィス環境の提供、
教育機関や地元の民間企業との連携、広
く人材確保や人材育成の情報発信など、
各々が持つ強みを活かし、今後、国内外

■設立の経緯

において急速な普及が見込まれながらも、

かしながらお客様の様々な要望にお応え

庄内BIMセンターは内閣府が主導する

技術者や受け皿が不足している先端的設

していくために、98年に東京、2011年

地方創生事業として山形県庄内町が実施

計手法であるBIMに着目して建築設計の

に仙台に進出し、現在は76人の技術者が

する「先端的建築設計拠点化事業」の開

地方での拠点化を進め、地方から全国に

全国で活躍している。

始と共に設立している。

BIM技術の優位性や必要性を発信してい

事業の主体は①民間・国及び地方公共

庄内BIMセンターは、弊社の庄内町事

くことで建設業界全体が抱える問題解決

団体などの公共建築物設計・監理②首都

務所で山形県の緊急雇用創出事業・CAD

のトリガー役を請け負う覚悟でこの事業

圏のゼネコン、大手設計事務所などの設

オペレーター養成事業拠点として15年2

をスタートした。

計図面、鉄骨・PC・木造の製作図、耐震

月に開設していたところ、地方創生の重

診断、構造設計③測量調査設計事業を事

要性が国主導で叫ばれ、少子高齢化が急

■地域に根ざしたBIM技術者の人材育成

業の三本柱としている。

激なスピードで進み危機感を抱く庄内町

庄内BIMセンターには現在27人の社員

庄内BIMセンターは15年12月に開設

と、同じく建設業界全体の高齢化と原材

が在籍しているが、そのほとんどが地元

し、現在は27人の社員がBIMを通じた業

料費を含む建設コストの上昇、そしてマ

の山形県庄内地方の出身。山形県は「三

務とBIM技術者の育成を行っている。15

スコミを常に賑わす業界内の品質低下に

世代同居率」全国で1位、｢共働き世帯割

年12月以降、14人の技術者の採用とBIM

危機感を抱き、BIMの優位性と業界全体

合」全国2位であり、保育所の待機児童

ソフトウエアへの設備投資を行い、現在

に早期のBIM導入を目指す弊社の構想が

数は0人（14年度）、すべての小学校学区

にいたっている。

マッチしたところから実現した。

に学童保育所が設置されているなど、豊

庄内BIMセンターが入居する山形県庄内町新産業創造館「クラッセ」外観
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庄内BIMセンターの作業風景

ブレンスタッフ株式会社

実施設計を担当した物件の意匠図（ARCHICADで作図）

実施設計を担当した物件の構造図（S/F REAL4で作図）

かな自然と相まって子育て環境も非常に

これまで2回の会議を都内で開催し、大

恵まれた地域。こうした世帯内で助け合

手ゼネコンによるBIMの推進状況や導入

今後は、永続性のある仕事、BIMセン

う地域風土や支援体制によって、地域住

事例、ソフトウエアメーカーによる先進

ターとしての地位を確立するための取り

民の労働に対する意欲・意識は老若男女

情報、大手設備設計会社による最先端の

組みをセカンドステージのテーマとし、

問わず高いものがある。

信頼の獲得に向けて活動している。

情報交換が積極的に行われ、BIMに関わ

BIMマネージャーの育成に主眼をおいて

このような中で庄内の真面目な職人気

る情報を共有することでBIMの理解、普

いる。若手技術者と共に建築設計の知識

質を活かして庄内町をBIM設計拠点（BIM

及促進に繋ぐ活動として有意義な会議と

に基づくBIMモデル作成・チェック・監

センター）として発展させ、当地で育成

なった。今後は庄内町を会場として、各

修までできるようにすると同時に、知識

した若いBIM技術者と熟練建築技術者と

社のBIMのキーマン・BIMマネージャー

・技術の継承を図っていきたい。BIMの

協働して受注体制を構築し、地方から先

が参加するシンポジウムを開催し、庄内

普及に伴い、建築プロセスにおけるフロ

駆的にBIMを普及させることで、地域の

BIMセンターの活用と業界内でのBIMの

ントローディング化による実施設計段階

コネクターハブ企業として全国的な需要

活性化を目指していきたい。

で、エンジニア部門の地位を確立し、先

を取り込み、地域経済の活性化と雇用を

BIM事業の開始当初には庄内BIM研修

駆けて取り組んだ経験を活かしてプロジ

創出し、中期的には職業訓練校、工業高

会により前田建設工業、新菱冷熱、大塚

ェクトのプランニングやマネジメントへ

校、高等教育機関などとの連携により、

商会の3社から講師を迎え、地元企業約

の取り組み、培った技術・アイデアを加

UIJターン 人材と共に地元就業希望者を

100人を集めてBIMの活用などの講義に

え、提案型の業務への転換を最終目標と

積極的に採用していく計画である。

より、これからの建設業界内におけるBIM

している。

※

また、児童・生徒らに対する職場体験

の優位性の理解を深めている。

なども積極的に行い、建築設計及びBIM
センターを身近な職業・職場として広く

求人倍率の高さや従来業務との兼ね合
いなどで人材育成・採用が思うように進

■今後の展開について

まない中でも、各産業でICT・IoTを駆使

普及を図っていくと共に、女性や若者の

現在はBIM事業のファーストステージ

した産業革命的な動きが広がり、この流

柔軟な発想による新たな切り口の設計思

として、人材採用・育成、ソフトウエ

れは建築プロセスの分野でも同様にBIM

想の創出にも期待したいと考えている。

アなどのBIMインフラの設備投資を行い、

を含めた技術革新の波が確実に訪れてい

事業を軌道に乗せるために即効性のある

る。地方からBIMを発信し、業界全体の

取り組みを進めている。データ入力や部

標準化を使命として、少子高齢化と人材

ついて

材データ作成などの業務も含めて多方面

不足に悩む建設業界と地方を繋ぎ、BIM

設計・構造設計・耐震診断・製作図そ

からの受注を目指し、ノウハウの蓄積と

による地方創生と建築プロセスの産業革

して測量設計を併せ持ち、建築プロセス

業務の質の向上に取り組み、顧客からの

命に地方から挑戦し続けていく。

■首都圏と地元企業の交流・協力体制に

のあらゆる場面でのコーディネーターを
目指す総合設計事務所として全国・地元
のゼネコン、設計事務所、ソフトウエア
メーカーなどとの横の繋がりを活かし、
業界全体へのBIMの普及促進を首都圏と
地方の両面から取り組んでいる。
具体的には、首都圏での取り組みとし
て「BIM情報交換会」を発足している。

鶴岡工業高校によるセンター見学会

ベトナムCOFICO社・庄内町との交流会

※UIJターンとは？
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Uターンは出身地に戻る形態、Jターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態
を指す。
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Structure

データ連動による生産性向上

清水建設株式会社

Construction

－設計・施工プロセスにおけるBIMの活用
佐脇 宗生

Fabrication

清水建設株式会社
設計本部設計技術部

Academic

1．はじめに

1）構造計算モデルから構造BIMモデル

コンピューターの発展は、建築業界の

構造設計では、Revitによる構造BIMモ

元図面と全く同じ表現をしようとすると
手間がかかり無駄を生じるため、図面の

生産性向上に大きな役割を果たしてきた。

デルを作成し、プレゼン資料の作成や意

表現方法についても考え直す必要がある。

建物は立体的であり、コンピューターで

匠・設備との納まり検討、構造設計図の

構造BIMモデルは、Revitのまま、また

3 次元モデルてとして扱える意義は非常

作成など、幅広く活用している。
構造計算モデル自体がもともと3Dモデ

に大きい。

は変換されて、施工BIMモデルに引き継
がれる。

清水建設では、2005年頃から自社開

ルであり、BIMモデルとの親和性は非常

発の3D-CADソフトを利用してBIMに取

に高い。特にRevitは、ユーザーがパラメ

り組み、2009年頃には市販ソフトも利

トリックに扱えるファミリ（要素）を配

用し始めた。設計段階、施工段階におい

置して建物全体を構築することなど、構

自社開発のSPARK-Ⅱや市販のSS3など

て、各種シミュレーション、合意形成、

造計算モデルの作成方法と似ているため、

の構造計算モデルを概算数量の把握に活

整合調整、数量把握、生産管理などに利

扱いやすい。

用していた。一方、鉄骨に関しては、グ

2）構造BIMモデルから鉄骨BIMモデル

清水建設ではBIMに取り組む以前から、

基本設計段階での意匠・設備との整合

ループ会社が開発したKAPシステムが数

特に構造躯体に関わるデータ連動の効

調整においては、意匠が考えるコンセプ

量把握や製作図作成に利用されていた。

果は大きく、ワークフローの改善と合わ

ト、プランに基づき、設備BIMモデルを

以前は発行された設計図を見ながら手作

せて全社で取り組み、生産性の向上を図

作成する基になる構造BIMモデルをほぼ

業で入力していたが、モデリングの効率

ろうとしている。

建物全体にわたり短時間で作成する必要

と整合を確保するために、構造計算モデ

がある。

ルから変換したものを連動、さらには計

用している。

2．設計から施工へのデータ連携

構造BIMモデルは、構造計算モデルか

算でモデル化していない部材を追加し意

設計部門では、基本設計段階でのBIM

ら変換したRevitモデルをベースに短時間

匠・設備と調整した構造BIMモデルを変

活用100％を目指している。意匠設計が

で作成する。構造計算モデルと構造BIM

換したものを連動するようになった。

ARCHICAD、構造設計がRevit、設備・

モデルの違いから、階高、スパン、柱・

設計段階でも設計のBIMモデルを使っ

電気設計がRebroを利用している。施工

梁の寄り、梁のレベルの調整や計算用ダ

て建築と設備の調整を行っているが、KAP

部門では、設計部門で活用されているソ

ミー部材の削除が必要となるが、自社開

システムによって施工の情報がさらに盛

フトに加え、KAPシステム（鉄骨FAB用

発の汎用CAD（ST-CAD）の前処理によっ

り込まれた鉄骨のBIMモデルは、設備専

の専用ツール）などの専用CADなど、各

て変換効率を上げ、構造BIMモデルの修

門工事会社に提供される。KAPシステム

々メリットを出せるソフトを活用してい

正手間を削減している。ゼロからモデル

は、当社設備設計が標準で活用している

るが、建築施工はRevitに集約する方向

を作成するよりは格段に早く、作成手間

Rebroのほか、設備サブコンが多用して

に進んでいる。

の削減と整合性の確保を図っている。

いるCADWE’ll Tfas、CADEWAに鉄骨

また、構造BIMモデルによって可視化

BIMデータを提供することが可能である。

することは計算モデルの架構チェックに
もなり有効である。
構造BIMモデルから作成される2次元
CADと同様な構造図は、各図面間での不
整合がなくなる。ただし現時点では、未
だすべての図面を扱えるわけではないの
で、何がモデルから書き出されているか、
何を加筆しているかを理解することを忘
図1
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れてはならない。また、これまでの2次

図2

天井内の納まり調整

清水建設株式会社

また、設備サブコンがスリーブ情報を

構造施工BIMモデルに入っている配筋

記載したデータを取りこみ、鉄骨にスリ

情報は、当該階の符号ごとに1断面ずつ

ーブ孔を自動的に設けることができる機

構造断面リストの形式で出力が可能なた

能を有している。さらに、スリーブ補強

め、各種配筋検査ツールにもデータの提

が必要な個所には自動的に補強金物が配

供が可能となり、検査資料の作成手間と

置されるなどの優れた機能を持っている。

整合性において大幅な改善が図られる。

BIMモデルは設計の早い段階から施工

構造情報を引き継いだKAPシステムは、

まで一気通貫で使ってこそ意義があるが、

図3

プロジェクト関係者がその目的とデータ
の作り方のイメージを共有し、短時間で
ベクトルを合わせることによって、手戻
りを防止し生産性の向上が図られる。

PCa部材への連動

5）専門工事業者とのデータ連動

設備以外の専門工事会社とも連動する。

製品マーク・ID、製造に関わる情報をQR
コードで出力して鉄骨に貼りつけ、スマー
トフォンで撮影してデータベースに登録し
て利用する生産・出荷管理も始まっている。

エレベーター、鉄骨階段、ACWやPCaCW
などのメーカーともBIMによる調整を進

3）構造・施工BIMモデルから躯体図

めており、不具合を事前に見つけ、手戻

構造BIMモデルは、RC躯体についても

防止に役立てようとしている。今後さら

連動する。構造BIMモデルはRevitモデル

にデータ連動できるメーカーが増えるこ

のまま施工に引き継がれ、フカシなどの

とを期待する。

写真1

QRコードによる生産・出荷管理

3．おわりに

より詳細な情報が付加される。構造部材
がそのまま引き継がれるため、配置、符

今後もコンピューターの発達は続くで

号、形状は施工図の表示にもそのまま使

あろうが、どう使うかは人間次第である。

われる。

BIMにおいては、これまで特定の設計者、

構造BIMモデルから引き継がれたもの

施工者が活用してきたが、今後は、発注

と後から施工側で追加したものを色分け

者、設計者、施工者、メーカー、協力業

し、見る対象を絞ることによって整合確

者などすべての関係者が各々の立場で使

認にかかる手間を削減できる。

いこなせるかが鍵である。

また、施工BIMモデルを使うことによ

図4

鉄骨との納まり調整（階段)

お互いの作業が重複しないように、ど

って工区分けのシミュレーションも短時

のデータをどうデジタル連動させるかを

間で行え、コンクリート打設数量などの

本格的に考え、具体的なワークフローで

把握も容易になる。

使えるようにする必要がある。

4）構造・施工BIMモデルからPCa製作図

ている各種データ連動ではあるが、扱う

グループ会社のPCa工場とは、構造BIM

内容（項目、パラメータ）はほとんど同

現在、各社各様の仕様で取り組み始め

モデルから鉄筋の連動も始めている。

じであり、データの発信側、受信側にお

構造BIMモデルには、構造計算モデル
から引き継がれた鉄筋の情報が入ってい
る。設計段階においては、全体架構に鉄
筋モデルを作成するとデータ量が多くな
りハンドリングが悪くなるため、部分的
な納まり検討のみに留めている。
構造BIMモデルは施工に引き継がれ、
仕上げ材との取り合いや埋め込み金物位

いて無駄を省くためには、仕様の統一も
図5

鉄骨との納まり調整（ELV)

6）施工管理、生産管理でのデータ連動

必要である。
RUG（Revit User Group）では、意
匠、構造、設備の扱う様々なデータ、コ

施工BIMモデルと総合工程表をリンク

ンテンツの繋がりを確認し、どこがデジ

させて表示する事により、現場全体の状

タルデータで扱えていないかを明らかに

況が見てとれ、数量をリンクさせると出

して、今後のワークフロー、開発の方向

来高の把握も容易となる。

性を見出そうとしている。

置などを調整した施工BIMモデルになる。

ソフト・ハード面での環境整備に加え、

PCa工場では、この施工モデルを利用

ソフトを使える人材の育成、さらにはBIM

して製作図を作成する。伏図・軸組図の

を使ったワークフローを理解してスケジ

案内図に加え、構造BIMモデルから引き

ュール管理ができるBIMマネージャーの

継がれた鉄筋情報を使って鉄筋を自動生

育成など課題は多い。将来、建物に関わ

成し、板図（単品図）に活用される。

るすべての関係者がBIMによるデジタル

BIMモデルが既にあるため、図面から

データ連動がもたらす効果によって、建

の読み取りミスの防止、チェックを含め
た作成手間の削減が図られる。

築業界全体の生産性向上が達成されるこ
図6

建方シミュレーション

とを望む。
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Structure

設計BIMから設計施工BIMへ

大成建設株式会社

Construction

－情報連携の拡大と効率化のために

大越 潤

Fabrication

大成建設株式会社
設計本部
構造計画部

Academic

■はじめに
大成建設ではこれまで設計・施工それ
ぞれの立場で環境整備や開発などを行い、

含め、定常的にBIMを使える人材で作業

たいかといったヒアリングを行い、そこ

所を構成するむずかしさ、といった課題

で実践するBIMについて決定をするよう

である。

なプロセスで運用している。これをBIM

Autodesk社のRevitを核にBIMを利用し
てきた。

適用の作業所開設ごとに行っていたので
■施工BIM実践への解決策

は、当然ながら手間も掛かるし、これが

構造分野では特に、BIMによる効率化

先述の課題のうち、環境整備について

BIMを実践する作業所にとっても、一般

を図るためにRevitと一貫構造計算ソフト

は、会社として予算化することがどれだ

化のための最初のハードルとも言える。

との連携がまず何より必要となり、2013

け可能であるかといった問題であるため、

年にリリースされたSS3Linkを契機に、

ここでの議論は避けたいが、BIMを施工

とはいえ、BIMがどういったものか未だ

現在ではいくつかの計算・解析ツールと

現場で一般化させるためには、その数の

理解していない人材も多く、全体の知識

の連携が進んでいる。

面からも暫く時間が掛かることが分かる。

レベルを向上させる取り組みが必要であ

この計算連携と同時に、断面リスト作

次に、作業所に携わるすべての人材がBIM

る。そのためには、施工BIM運用のため

成機能のリリースがされ、図面化にも目

ツールを使う必要はないものの、BIMに

のガイドラインを整備するなどが必要で

途がたったことで、現在では設計図書と

対する理解は当然ながら必要である。

ある。

して必要となる、かなりの部分をツール
によりカバーできるようになった。

現在のところ、BIM適用作業所となっ

作業所でBIMを運用する過渡期である

BIM運用のためには、BIMに関連する

た場合、間接部門のBIM推進の担当者が、

ツール選定なども必要となる。BIMを実

当該作業所に対し何ができるか、何がし

践するためには、まず何を行うかといっ

■施工BIMの実践に向けた課題
設計のBIM利用が進むようになると、
当然ながら施工や維持管理といった分野
でも、その情報を元に情報を活用するよ
うになる。
施工については、関連する鉄骨ファブ
リケーターや設備サブコンといった、専
門工事業者との連携が進み、現在のとこ
ろ干渉チェックなどを行うことで、不具
合の防止に対し効果を発揮している。
しかしながら、作業所でのBIM利用に
は課題がある。
例えば、当社では年間を通じ、およそ
800から1,000の作業所が工事を行って
いるが、この中で実際にBIMを利用して
いる数は、かなり少ないと言える。
その理由としては、①これまで必要と
してこなかった作業所に対する、ハイス
ペックのPCやソフトウエアの環境整備､
②作業所の人材がBIMを運用するための
教育、③施工を理解し、かつBIMツール
を使える人材の確保、④専門工事業者を

44

080

月刊 鉄構技術 2017 年 1 月 BIM 特集号より抜粋

Jan.2017

図1

免震基礎の干渉チェック例

大成建設株式会社

た目的の設定が必要となるが、これに伴

社と共同で「すけるTON for Revit」の

ら、今後こうした利用が広まることが期

い、どういったツールで目的を実践する

開発に取り組み、運用を開始した。これ

待できる。

か決める必要もある。

は鉄骨CADの機能として保有する継手や

この取り組みと同様に、ファースト・

作業所では、施工に関する専門的な知

仕口の自動生成機能を使い、Revitでモ

クルー社のFAST Hybridについても、現

識、例えば施工図の理解があるかなどが

デリングした柱や梁などの部材に、プレ

在はRevitからのエクスポート機能にとど

考えられるが、現在のところこうした人

ートやボルトといった詳細部材を生成す

まるものの、FAST Hybridに対し受け渡

材とBIMの知識にはミスマッチが多い。

るものである。

しが可能となった。こちらは鉄骨ファブ

施工の知識を持った人材に対してBIMツ

この結果、詳細図の作成といった一次

リケーターからの依頼により検討を開始

ールを教育し、そうした人材を社内外問

の目的だけでなく、すけるTONを利用す

し、まず情報の効率的な受け渡しが可能

わず確保することが、今後増加すること

る積算事務所や、鉄骨ファブリケーター

となるように開発を行った。今後は逆方

が予測される施工BIMにとって重要とい

などにデータを渡すことが可能となる。

向の連携にも対応することで、さらに利

える。

これまで異なるソフトウエアを使用する

便性を向上させたいと考えている。

さて、作業所におけるBIM運用のガイ

ことによる弊害となっていた多重入力を

こうした情報連携に必要なことは、押

ドラインや人材の確保が可能となったと

回避することで、効率化が図れることか

し付けではなく、受け取る側が必要とす

して、これを一般化させるためには、定
常的にBIMを運用する環境を構築する必
要がある。
作業所では専門工事業者を含め様々な
職種の会社や人材が、竣工まで工事を遂
行する。ある作業所でBIMの運用をした
として、次の作業所でBIMを運用しなか
ったのでは、当然ながら知識レベルは低
下することに繋がる。
成功した作業所のメンバーがそのまま
次の作業所に異動になれば、次もBIMで
成功する可能性は高くなるが、あるメン
バーが次の作業所ではBIMを利用しなか
ったとなったら、一体どうなるか。使い
続けられる環境を整備することも必要と
なる。

図2

鉄骨詳細（変換前)

図3

鉄骨詳細（変換後)

■施工BIM励起の取り組み
構造設計BIM実践の中で、次第に明ら
かになった課題として、より詳細な部材
のモデリングがある。これは、配筋詳細
や鉄骨詳細など、一部の図面情報として
必要になるが、これまでモデリングして
こなかったものについてである。
構造設計ではこれまで、Revitのレスポ
ンスの問題や、モデリングに対して煩雑

図4

変換前部分詳細

図5

変換後部分詳細

図6

変換前部分詳細

図7

変換後部分詳細

な作業が必要となることから、鉄筋や、
プレート・ボルトなどの鉄骨詳細部材に
ついては、一部の部分検討に用いる場合
を除き、モデリングしてこなかった。と
ころが、ここ数年でRevitのレスポンスが
向上したことから、作業をいかに効率化
できるかが、この成否を決定すると言え
るようになった。
そこで、まずは構造設計図書で必要と
なる詳細図作成を目的とし、カルテック
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る情報の受け渡しを行うことが何より重

などを使用して算出していたため、いわ

要となる。これまでの情報連携は、どち

ゆる手拾いに対応したものとして規定さ

らかというと情報を受け渡す側の論理で

れている。このため、ある一定規模以下

データのやり取りをすることが多く、と

の小口型枠については数量の差し引きを

もすれば普段使わないソフトウエアでの

必要としないなど、見込み数量が入って

連携を強いる場合もあった。これを回避

いると言える。

することは、当然ながら効率化に対し重

これに対しBIMは、接続する部材同士

要であり、今回のように受け取る側から

の差し引きなどがすべて考慮されるため、

の依頼により実現したことは、今後のBIM

現在の基準に合致した形で数量算出する

を考える上で重要である。

ためには補正計算が必要となり、そのた

鉄骨製作現場で使用されるCADに着目

情報連携のあり方

めの手間が増える。
反対に、モデリングから算出された数

トウエアが利用されていることからも、

量をそのまま利用しようと思った場合に

仕様が変わらないなどの状況が存在する。

今後ソフトウエアベンダーが自主的に効

は、必要となる材料ロスが考慮されない

こうした場合に名称も変わることが多い

率的な連携に対し取り組んでくれること

ことから、その分のロス率を別途定める

ため、これをコストデータベースと結び

を期待したい。

必要がある。鉄骨に関しても、例えば開

つけるためには、管理を容易にするため

先加工をそのままモデリングに反映する

にIDなどのコード情報が必要となる。

表現されるような、メーカーが違っても

と、鋼材の体積がその分引かれるため、

現在ゼネコン各社では、こうしたコー

BIMツールを使いモデリングすること

加工前の必要な数量を算出する場合に、

ド化を独自に行っていると言える。同様

は、オブジェクトからの情報を元に集計

これを使わず部材長を利用するなどの工

に専門工事業者でも独自のコード化を行

表を作成し、この結果から数量を算出す

夫が必要となる。

っていると仮定し、見積書の作成をBIM

ることが可能である。ところが、この数

今後、数量算出にBIMモデルを利用し

による情報連携を含め依頼した場合に、

量をそのまま使用することは現状では難

ようとした場合、BIM積算基準といった、

統一されたコードが整備されていないこ

しい。

使用する上でのガイドラインの整備が必

との弊害として、各ゼネコン向けにコー

理由の一つとして挙げられるのは、建

要となるため、今後はこうした基準整備

ドを打ち直す必要が考えられる。当然な

設に必要なすべての部材をモデリングし

に対しても働きかけを行っていく予定で

がら非効率な作業と言わざるを得ず、米

ないからといったことがある。これはあ

ある。

国のような材料に対するコード化は、今

るフェーズの中で必要とされるLODが違
うからとも言えるが、これは果たして正

後日本でも整備する必要があると考えら
■CMに対する取り組み

れる。

解と言えるのだろうか。例えば、建設の

積算基準が整備されるようになると、

ためには仮設が必要であるが、設計情報

コスト把握への期待が高まる。これまで

にこれが必要となることは少なく、設計

はコストを算出するためには、あるタイ

時にモデリングすることはない。ところ

ミングで数量積算を行う必要があったが、

あり、そのためのデータベースであるこ

が建設コストを考える上では、モデリン

モデリング時にコストのパラメータが存

とを、これまで機会があるごとに述べて

グの要否は別として、その情報が必要で

在すれば、変更があった場合にも瞬時に

きた。BIMの実践的な活動団体である、

ある。

集計表から数量算出を行い、これにコス

Revit User Group（RUG）では2016年

結論として言えることは、情報は受け

トのパラメータを掛け合わせることで、

の活動成果として、現在、設計BIMで何

取る側が必要な時に入力することであり、

おおよその差額を算出することが可能と

ができるか、また今後どうすべきかを、

この認識を誤ってはいけない。BIMによ

なる。

BIMワークフローという形で作成し、現

り数量を算出することは、いかに効率的

082

図8

すると、専用・汎用を問わず複数のソフ

■数量算出に対する取り組み

46

大成建設株式会社

ただし、この運用にもハードルがある。

■効率的な利用を目指して
BIMは建設工程のプロセス管理手法で

在さらにブラッシュアップを行っている。

に、今ある情報を活用することであり、

一つは常に最新のコスト情報を保持する

今後、製作を含めた工事工程についても

受け渡す側に依存する仕組みではあって

ために、相応のリソースを必要とするこ

拡充の予定である。

はいけない。

と。特に現在Excelなどを含めた既存の

効率よく業務を行う手段としてBIMが

数量算出のもう一つの課題として、数

コスト情報を管理している状況から情報

あり、運用していく中でフロントローデ

量積算基準がある。これは建築工事に係

を効率的に取得できるような仕組みづく

ィングの必要が生じる。ワークフローの

わる見積書作成のために、建設に必要な

りが必要となる。

改善は必然である。生産性向上のために

数量を算出するための基準であるが、こ

もう一つは、コストデータベースのコ

はBIMの利用は避けられない。既にある

れがBIMに対応していないことがある。

ード化がある。例えば、コスト情報を管

情報を可能な限り利用し、分野という枠

これまで数量積算は、主に紙に出力され

理するデータベースには、一般的な名称

組みを超えた活用が今後さらに増えるこ

た図面から、三角スケールやデジタイザ

が当てはめられるが、設計では同等品と

とを期待したい。
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構造BIMワークフロー／ミッシングリンク解消に向けた優先開発項目の洗い出し
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