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オートデスク ユーザ事例

会社名

有限会社アーキ・キューブ
所在地

岐阜県岐阜市
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit LT Suite

有限会社アーキ・キューブ

木造戸建住宅でトータルに
Revitを活用する小規模事務所が挑む
「木造BIM」への展開
ビル建築の手法というBIMのイメージは先入観にすぎない
基本設計から実施設計までトータルに、Revitだけで実施

BIMは設計者のためというより、むしろ施主のため
にあるのではないでしょうか。つまり、建築について
は素人の施主が、それでもちゃんと思いどおりの建
物を建てられるような……。そして、このようなBIM
を実現していくために、設計施工のプロセスの中で
これをどんな風に活用すれば良いのか考えていくこ
とが、私たちにとってとても大切だと感じています。
それはたぶん建築業界の皆で考え、取り組んでいく
必要がある問題でしょう。どうか皆さんもぜひRevit
に触れ、BIMというものを体験してみてください。

有限会社アーキ・キューブ
代表取締役 一級建築士
大石 佳知 氏

国産材を活用した木造住宅の外観。南北に長い敷地のため、敷地の奥に光が届くように工夫されている

生き残りへの切り札「木造BIM」
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表示材」
も安心して使えるようになった。大石氏が

岐阜県は国内有数の林産県として知られ、
トップ

山に足を運ぶ回数も以前ほどではないが、
これま

クラスの産出量を誇るヒノキをはじめ、豊かな森

での試みで築きあげた、林業家や大工をはじめと

林資源に恵まれている。特に近年、CO2削減を目

する多くの職人とのネットワークは、県産材による

指す世界的潮流のなか、木造住宅等による国産

住いづくりを探求する同社にとって大きな武器と

材利活用の拡大をめざす流れが強まり、岐阜にお

なっている。そんな同社が創設以来取り組んでき

いても県産材による住宅づくり等が推進されてい

た、
もう1つのテーマが「木造BIM」だ。縮小し続け

る。岐阜県岐阜市に本社を置く有限会社アーキ・

る戸建て新築住宅市場にあって、設計事務所も工

キューブ（以下アーキ・キューブ）は、一級建築士

務店もハウスメーカーも、いまや厳しいサバイバ

の大石佳知氏が主宰するアトリエ設計事務所で

ルゲームに直面している。
これを勝ち抜いていく

ある。工法にこだわらず、戸建て住宅から店舗、社

ためには、規模の大小を問わずさまざまな業務

会福祉施設や生産工場まで幅広い建築を手がけ

改善を行って、生産性の向上と明確な他社差別化

ている同社だが、中でも得意としているのが戸建

を図っていく必要があるだろう。特に中小規模の

て住宅である。特に事務所の創設以来、“岐阜県産

建築設計事務所では、営業活動における受注率

材を使用して建てた木造住宅”を追求し続けてい

の向上や施主に対するプレゼン力のアップ、さら

る。大石氏は語る。
「岐阜で伐採された木で建てた

には図面の食い違いによるミスや手戻りの軽減、

家を、岐阜の住まい手に供給する。かつては当た

あるい は 設 計 業 務 そ の もの の 高 付 加 価 値 化

り前だったこの“流れ”の探求が、当事務所創設以

等々、業務のあらゆるフェーズで改善の必要が強

来のテーマとなっています。たとえば山へ行って

まっている。大石氏もまたそんな風に感じていた。

丸太を買い付け、伐採し製材してもらった木で住

しかも、それらの課題は、今まで通りのやり方をし

まいを建てる――という手法にも挑戦していま

ていたのでは、解決するのが難しいことも明らか

す。先日も大規模な保育園の木造園舎プロジェク

だった。そこで注目したのが、Autodesk Revitに

トで、直径60センチ・長さ12メートルの材木が30

よるBIMの活用だった。
「BIMといえば、ゼネコン

本も必要になったので、山に行ってきたんです

が大きなビル建築に使う手法というイメージがあ

よ」。
もちろん現在では木材のトレーサビリティが

ります。実際、BIMソフトのRevitも“箱モノ設計用”

確立され、高性能な岐阜県産材である
「ぎふ性能

と言われることが多い。でも、実はそれは先入観
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有限会社アーキ・キューブ
主に意匠設計で

Revitは実施設計レベルにおいても2次元CADに遜色なく使える
AutoCADで実施図を書き直す二度手間は、もはや過去のことである

にすぎません。当社では昨年、岐阜県産材で新築
したある戸建て住宅を、基本設計から実施設計ま

2点だけだったという。
「実際にプランが出てくるといろいろ要望も生ま

んと抜けるようにするには吹き抜けがすごく効果
的だし、床面積が狭くても広く見える。いろいろ考
えていくとすごく有利なんです」
（大石氏）。前回の

敷地の問題点を
日影シミュレーションで解決

れましたが、当初こだわったのは1つだけ。
とにか

提案からほとんど間を置かずに示されたこの吹

く全部ひとつながりで仕切りのない、明るく広がり

き抜け案も、もちろんRevitで作った3Dモデルに

のある部屋で、家族団らんできる場所がほしいと

よるCGパース等が活用されていた。通常の平面

基本設計から実施設計までRevitを活用した、大

いうものでした。後は、
できたら中庭を作りたかっ

図主体の提案では大きな吹き抜け等の表現は難
しく、その「気持ちよさ」を施主に理解してもらう

石氏らによるフルBIMの戸建て住宅とは、岐阜県

たと言ったくらいでしょうか……細長い土地なの

某所に新築された「O 氏邸」プロジェクトである。

で難しいと思いましたが」
（O夫人）。

のは容易ではないが、BIMを駆使した大石氏に

今回、施主であるO氏ご夫妻のご好意により、
この

このような要望を受けて敷地調査等を済ませた

その不安はなかった。だが、もちろんそれも万能

O 氏邸をお訪ねして親しくお話を伺う機会を得

大石氏は、プロジェクト最初期からRevitを投入

ではない、施主にはプランを正確に把握できたか

た。そこで大石氏とインテリアコーディネータの

し、基本設計の検討と提案に着手した。まずラフ

野村優美氏と共にO氏邸を訪ね、木造BIMによる

な作りだが、いきなり3Dモデルでざっくりした建

「吹き抜けの解放感、住みやすさはすごく伝わっ

家づくりについてお話を聞いてみた。

らこその不安も生まれてくる。
てきたんですが、
これだけ大きく天井まで吹き抜

回りに他家の既築建物をマス状に作って入れた。

けていると、夏冬の暑さ寒さがすごいんじゃない

です。
しかし条件に合った土地が見つからず、資

これを用いて日影シミュレーションを行いなが

金面の問題もあってなかなか具体化しなかった

ら、基本設計を進めていったのである。

んです。それが、2 年前にこの土地を見つけて

「最初に提案したプランは、実は“2階リビング”案

か、
って思ったんですよ」
（O氏）
「音とかも気になりました。子どもが騒いだら下ま
で響くんじゃないか、
って。するとすぐに見せてく

でした。前述の通り南北に細長い土地でしたが、

れたのが、
日当たりのシミュレーションです。それ

んとん拍子で進んだ実感があります」。

たまたま東側にまだ家がなかったため1階も明る

を見たら、“将来前に家が建つと、
こんな早い時間

そう語るO氏もその奥さまも建築については全く

かったんです。
しかし、将来ここに家が建てばこの

に陰ってしまうんだ ! ”って本当にびっくりしてし

の素人であり、
これが初めての新築住宅購入だっ

1 階にも陽が入らなくなります。そこで隣地に家
が建っても日照を確保できる、2 階リビング案を
考えた分けです」
（大石氏）。
しかし、さすがにO氏

まって……」
（O夫人）。

た。だが、だからこそ「良い家にしたい」
という気
持ちは、ひと一倍強かったという。土地探しをつづ
ける一 方で、O 氏 夫 妻 は 住 宅 展 示 場 のモデ ル
間取りの研究を行うなどしていたのである。
「もっとも、雑誌に載っている図面などを見てもい

夫妻もこの大胆な提案に難色を示した。

言うまでもなく、それは前述のRevitの3Dモデル
による日影シミュレーションを駆使した高品質の

CGパースによる比較だった。吹き抜けの有／無

「2階リビングというのは抵抗が……（笑）。でもそ

による1 階リビング部の明るさの違いが、文字通

う言ったら次々代案を作ってどんどん要望を反映

り一目瞭然の分かりやすさで示され、O氏夫妻の

させてくれて。それも眼で見て分かるビジュアル

心を大きく動かしたのである。

な提案ばかりなので検討しやすかったですね」。

「本物そのままの写真みたいな CG ですごくイ

だったこともあって、
どんな家が良いのか、正直、

O夫人の言葉通り次々示された複数のプランのう

メージしやすくて、だから問題の所在もすぐ理解

当初はよく分からなかったんです」。

ち、特に大石氏が力を入れてプレゼンしたのが、

できました。ああ、
これなら将来のことを考えたら

O 氏が入手した土地は岐阜市の郊外、新旧の戸

大きな吹き抜けをあしらったプランである。

やっぱり吹き抜けがいいね! って」
（O夫人）。

建て住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地の一画にあっ

施主がイメージしやすい高解像度のパースをス

細長い長方形状の土地で、敷地の長辺にあたる

「解放感」や「住みやすさ」
を
どう見せるか

東西 2 面のうち西側にはすでに隣家が建ってい

「実は吹き抜けプランは当社の得意技で、ほとん

ば、自分のデスクトップPCで作る場合の数分の1

たが、反対の東側は開けた空き地のままの状態

どの戸建て物件に取り入れています。今回のよう

という短時間で、高解像度のパース等のイメージ

だった。
このような敷地を前提として、O氏がアー

な環境で、将来お隣に家が建っても風と光がちゃ

を作り、
日影シミュレーション等も容易に行うこと

た。同氏の言葉通り、南北に細長く伸びたような

B
I
M

をご活用

まひとつピンと来なくて。土地がちょっと特異な形

施工で

ルームなどを見学して回ったり、住宅雑誌を見て

B
I
M

をご活用

アーキ・キューブに相談してからは、思いのほかと

B
I
M

主に構造設計で

築プランを立ち上げて、
これを敷地に配置。その

「家を建てたい、
と考え始めたのは4年ほど前から

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

でトータルにRevitだけで設計したんです」
。

キ・キューブに対して出した要望は、当初、大きく

をご活用

B
I
M

ピーディに提出できたのは、
クラウドレンダリング
設計︑施工で

（※）を利用したからである。
このサービスを使え

をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で

建設地における、冬至9時の外観
日影シミュレーション（リアリスティックモード）。基本設計時に
は、隣地に住宅が建設されることを想定し、吹抜けを設置する提
案資料とした

冬至9時の内観パース（クラウドレンダリング）。
吹抜けがあることで、家族が顔を合わせる朝の時間帯に、
ダイニ
ングキッチンが明るくなることが施主にも容易に理解できた

内観完成写真。
当たり前であるが、設計時のシミュレーションと同じ形に竣工し
ている

をご活用

B
I
M
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ができる。施主を待たせずに、写真画質レベルの

時にどう見えるかとか、どういう場所に収納が

リアルなパースで具体的に比較・検討してもらえ

あったら使いやすいかとか……まるきり“奥さま

るのである。言わば速さと高品質を両立させた多

目線”という感じでしたね」。野村氏は笑顔で語る。

彩なビジュアルによるプレゼンテーションが、基

こうした、ある意味女性ならではの細やかなディ

本設計段階における木造 BIM の最大のメリット

ティールにわたるデザインワークでは、やはり

だったと言えるだろう。通常の図面やラフな手描

Revitによる3Dモデルとクラウドレンダリングに

きスケッチ、パース程度のプレゼンでは到底産み

よる高品質なビジュアライゼーションが、大いに

出せない、圧倒的なスピード感と説得力がそこに

必要となる。たとえば、本プロジェクトの内外観、

あった。

特に室内を中心とするカラースキームの提案で

「この高品質なCGはいろんな提案で見せてもら

は、野村氏はポイントごとに多様なカラーパター

いました。たとえば階段を上がってすぐの 2 階に

ンのプランを用意してビジュアルに見せること

ちょっと目隠しがほしいと相談したら、すぐ木製の

で、施主が検討しやすく選びやすいよう工夫した。

格子の目隠しを提案してくれて。
これも写真みた

また、家具類についても、キッチンを中心にRevit

いなCGパースですごく雰囲気が良くて」
というO
氏のコメントに、O夫人もうなずく。

でプランを練り、提案していったと言う。
「Revitで家具のモデルまで作るというのは、あま

「紙のカタログや雑誌を見てもイメージがつかめ

り行われてないかもしれません。ビューを調整す

ず、全然分からなかったんですが、あれで見たら

るのに手間がかかるんですが、
これも1 つ作って

一発でイメージが浮かんだんですよ。だからすぐ

しまえば、後は同じように使っていけるので、面倒

に決めてしまいましたね」。

だったのは最初の時だけ。2回目からはスムーズ

（※）
クラウドレンダリングは、Subscription契約期間中にご利
用頂けるクラウドサービスの一部で、クラウドコンピュー
ティングパワーを活用し短時間にフォトリアリスティックで
説得力のあるCGを作成できる。

に進みましたよ」
（野村氏）。
ルから図面とパースを生成。
これを用いて家具職

「おかげで、最終的には構造図も設備図も、
ちゃん

人と打ち合わせを行い、実際に家具を製作させた

とモデルからRevitで生成することができました。

のである。対施主だけでなく、作り手側とのコミュ

伏図や軸組図についても、2 次元 CADで書いた

基本設計から実施設計、家具も
Revitで設計

ニケーションも大いに質が向上したのは言うまで

図面表現と何も変わりません。むしろRevitで作る

もない。
もちろん実施設計についても、
このO氏邸

ことで転記ミスをなくし、図面間の整合性をきち

このような木造BIMによるリアルなビジュアライ

プロジェクトではRevitがフル活用された。”実施

んと保つことができ、そのメリットの方がよほど大

ゼーションが生みだす強力なイメージ喚起力は、

設計ではRevitは使えない”、
という声もあるが、そ

きかったという実感があります。いまやRevitによ

実は施主に対してはもちろん、設計する側にも大

れは「単なる思い込みに過ぎない」
と大石氏は断

る木造BIMは、実施設計レベルにおいても2次元

きな効果をもたらしている。たとえばO 氏邸プロ

言する。たしかに最初は大石氏にも躊躇があっ

ジェクトでは、最初期のゾーニング等から大石氏

た。
しかし木造では構造図や設備図も意匠設計者

C A D に 遜 色 な く使 えると 言 える でしょう。
AutoCADで実施図を書き直す二度手間は、もは
や過去のことなんですよ」
（大石氏）。

が進めていき、大まかなプランが固まると、以降

が書くことが多く、木造BIMに取組む以上、実施設

の設計実務は、施主とのやり取りも含めてスタッ

計は避けて通れない課題と考えたのである。そこ

フの野村優美氏に任された。

でO氏邸のプロジェクトにおいては、Revitで作る

光にあふれ
家族の距離が近くなった新居

同じ年齢の子どもがいたりしたこともあって、奥さ

3Dモデルに構造や設備のデータをいかにして持
たせて、
「きちんと情報を持ったBIMモデル」
とし

まと同じ気持ちになってプランを進めさせていた

て構築していくかについて研究しながら、設計を

邸は、同年9月に竣工しO氏に引き渡された。
ご一

だくことができました。たとえばキッチンに立った

進めていったのである。

家がここに転居して半年余が過ぎた、今の率直な

「今回は施主の奥さまが私と同世代で、私自身も

BIMモデルの断面パース。
建築については素人の施主と建築士が、完成後のイメージを容易に共有できることがBIMの最大
のメリットである
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O氏ご一家と大石氏・野村氏（O氏邸にて）

このようにして、野村氏は作りあげた3D家具モデ

2013年春から秋にかけて施工が進められたO氏

監理時に役に立ったカラースキーム。
キッチン面材の色を選定する際、部屋内観をイメージしながら検討することができた

オートデスク ユーザ事例

有限会社アーキ・キューブ
主に意匠設計で

具体的な運用ノウハウさえ把握できれば
Revitによる木造BIMへのチャレンジは決して難しくない

感想を伺ってみた。
「竣工した時はやっぱり感動しましたよ。思いどお

れこれを、早い時期に全国のRevitユーザに提供

「 Autodesk Revitユーザ会（Autodesk Revit

も木造BIMという前例の少ない分野だっただ
けに、その都度手探りしながら進めることが多

User Group Japan）」通称「RUG」である。日本

「そういう意味では初めてマイホームを見る時の

全国に広がるRevit ユーザ相互の交流はもちろ

感動は、昔より薄れたかも知れませんね。でも昔

ん、Revitをより使いやすくするためのオートデス

よくあった“思っていたのと全然違う! ”なんてク

クへの提言や、
さらにはBIMの考え方に基づいた

レームは木造BIMではまずありえません」。一方、

新しい設計業務の研究などにも積極的に取組む

O夫人は新居の住み心地を語ってくれた。

ユーザ会において、大石氏は中部地区リーダーを

かったのは事実です。でも、
どれも1回やってし
まえば次からはスムーズにできるんですよ。だ
から、物件を重ねるごとにビジュアルも技術も
向上しているのは確実です。それらを私達の
事務所の中で標準化していけば、みんなどん
どん楽にできるようになっていくはずです。

務めているのである。

るので、キッチンで料理をしていてもとても気持

「私自身、RUGを通じてさまざまな刺激を受け、多

ちが良いんです。驚いたのは家族の距離がとても

くの情報を得てきた実感があります。今度は逆
に、
これまで受けた恩恵を返せる場としていこう、

かげでみんなの距離が近いんです。2階で子ども

と思っています。
これからBIM に取組む方は、ぜ

が何をしているか、キッチンでも気配を感じられ

ひセミナーにも参加いただき、良いと思ったらど

るし、“ごはんだよー”と呼べば降りてくる。毎朝す

んどん真似してください」。まずはオートデスクと
連携しながら、Revitや木造BIMに関わるノウハウ
を伝えていくセミナー等を各地で開催していく計

ジェクトはまず成功のうちに完了したといえるだ

画が具体化しているという。もちろん大石氏自身

ろう。そして、
この木造BIM挑戦を通じて大石氏ら

の木造BIMへのチャレンジも、まだまだこれから

が得た収穫も決して小さなものではない。Revit

が本番である。

による木造戸建住宅での実施設計等々、確かに

「いま力を入れている、私たちの取組みとしてはリ

「初挑戦」的な業務が多く、試行錯誤も多かった

フォームへの応用があります。現況モデルをベー

が、そうした積み重ねが、木造 BIM の先駆者とし

スにRevitの機能を使い、改修前後のモデルを一

B
I
M

をご活用

ごく良い感じです」。
このように施主夫妻にも好評であり、新築プロ

有限会社アーキ・キューブ
インテリア
コーディネーター
野村 優美 氏

率的かつミスの無いリフォーム業務フローが実

力すれば、基本設計段階のモデルデータを後工

現できるでしょう。他にもやりたいことはたくさん
あるし、今後も木造BIMに積極的に取組んでいき
ますよ!」

B
I
M

をご活用

程の実施設計へスムーズに展開・活用することが
できるのか”、“壁の入力の仕方やそのモデルの構

施工で

元的に管理しようという試みです。
これにより、効

「この蓄積をベースに、今はさらに“どんな風に入

B
I
M

主に構造設計で

近くなったこと。広々しているのに、吹き抜けのお

ての大きな財産となったのである。

たが、今回は初めて取り組むモノが多く、
しか

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

盤となる の は 、オ ートデ スクが 支 援して いる

い仕上がりに思わずほっとしました」。そう語るO

「好きな時間は朝ですね。光がいっぱい入ってく

家具モデルの制作や実施設計などもそうでし

して行く計画を進めている。その新たな展開の基

りというか、イメージしていた通りで全くズレがな
氏の言葉に大石氏は苦笑いする。

をご活用

B
I
M

成の仕方等々、
どう作れば後が楽になるのか”、“ど
のタイミングでその構成を変えるのか”等々を社
内ディスカッションしながら、皆で情報共有を進
めています」
（大石氏）。裏返せば、
こうした具体的

設計︑施工で

な運用ノウハウさえあれば、Revitによる木造BIM
へのチャレンジは、誰にとっても可能だ、
と大石氏
は考えている。そして、同氏は蓄積したこの木造

BIMに関わるさまざまなRevit運用ノウハウのあ

をご活用

B
I
M
家具図面。
3Dパースを掲載することで、大工や家具職人などの専門
工事業者とも情報の共有化が図れた

http://archi-cube.com/
本

社

代 表 者
構造図面。
木造設計の場合、設備と合わせて意匠設計者が作図する
ことが多い図面。部材の干渉チェックや食違いミスの減少
などBIMを活用するメリットは大きい

代表取締役 大石 佳知

開

業 2000年

設

立

2002年

事業概要

一級建築士事務所

従業員数

6人

B
I
M

をご活用

意匠図面（平面詳細図）。
1/30 程度のスケールまでの図面をREVITで作図することが可
能。モデルで表現できない部分は注釈（2D)線分などで加筆して
対応

岐阜県岐阜市

設計︑施工︑維持管理で

有限会社アーキ・キューブ
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オートデスク ユーザ事例

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 Building Design Suite
Autodesk Revit
AutoCAD
Autodesk 3ds Max
Autodesk 360

有限会社プランニングピープル

RevitによるフルBIMの活用で実現した
店舗建築の超効率的設計フロー

通常のビルに遜色ないほど濃密な内容が詰め込まれた店舗を
より効率的に、
より高品質で設計していくために

初期の計画段階で、2 次元だと面積等を手計
算で行っていました。打ち出して寸法を測り計
算して……大変な手間です。そして、常に変更
があり、その度に計算し直しでした。ところが、

Revitは1度やれば変更にも全部対応してくれ
るんですね。凄くスピーディだし、私自身も修
正があまり気にならなくなりました。デザイン
においても同様です。3Dモデリング、CGを駆
使し、クライアントにとって理解しやすく、イ
メージを共有できるツールだと感じています。

有限会社
プランニングピープル
代表取締役
栗原 洋一 氏

店舗の内装 Revit のレンダリングパース

難度の高い店舗設計に最適なRevit

としては使えないことが多い。
新店はそれを参考に

福岡県福岡市に本社を置くプランニングピープ

しながら、
やはり一から設計して行くしかない。

ルは、栗原洋一氏が率いる建築設計事務所であ

の構造はもちろん、
外構や内部のインテリア、
さま

いキャリアを持ち、規模もジャンルもさまざまな

ざまな機器類までひと通りの内容全てが揃ってい

建築を手がけてきたが、事務所設立後は特にデ

るのがこうした店舗の特徴です。
むろん建物として

ザインに特化した店舗設計を中心に展開してい

は特別大きなものではありませんが、だからこそ

る。中でもファーストフード・チェーンの日本国内

逆に設備や構造設計についても非常に細密で密

店舗の設計を20 年にわたり手がけ、現在も九州

度の高い内容となるのがポイントです。
それこそ

から中国、沖縄地方の新店舗、改装店舗の設計を

普通のビル設計に遜色ないくらい濃い内容が

手掛けている。栗原氏は語る。

ぎゅっと詰め込まれ、設計も難度の高いものとな

「一番ハードな時期は、年間 10 店から15 店舗も

りがちなのです」
。
しかも、
ドラスティックに活動す

やっていましたね。
最近は多少落ちついてきました

る大企業だけに出店も戦略的に行われ、
設計変更

が、
それでも昨年は新規店舗を6店ほども設計しま

等も日常的に発生する。
決定内容がひっくり返るこ

した。
私を入れて設計者3人の小さな事務所なの

とも日常茶飯事だ。当然、
じっくり2 次元図面を直

で、
これだけのボリュームの物件が動いていると、
以前はほとんどそれだけで手いっぱいでした」
。
実際に同社では、
同店舗以外の案件を引き受け難
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「たとえば郊外型の店舗の場合、
普通の建物として

る。アトリエを主宰する栗原氏は建築家として長

すことを繰り返す余裕はほとんどないのである。
「2D CADで描いた平面図が 1カ所変更になれ
ば、対応する他の全ての図面も書き直さなければ

い状態が続いていたが、
3年ほど前から状況は大

なりません。
しかしRevitによる3次元設計なら、1

きく変わり始めた。
少しずつ他の仕事にもリソース

カ所直せば連動して修正されるわけです。作図も

を割く余裕が生まれたのである。
そのきっかけと

慣れてしまえばAutoCADより描きやすいくらい

なったのがAutodesk Revit
（以下Revit）
の導入

だし、レンダリングも可能。さらには設備や構造

と、
これをフル活用したBIMの展開である。
同店舗

ツールと連携させればほぼ何でもできるので、店

は、
デザインについても元になる標準図面が何パ

舗設計もRevitだけで対応でき、余分な作業も要

ターンも用意されている。
しかし、
それはあくまで標

りません。私たちにとって非常にありがたいツー

準的なものであり、
そのままでは実際の建築設計

ルですね」。

オートデスク ユーザ事例

有限会社プランニングピープル
主に意匠設計で

企画、意匠、構造、設備等々の設計を3人の「Revit使い」が分担&協業
基本設計から実施設計まで Revit 1本でフルにカバーしていく

基本設計から実施設計まで

Revitでフル対応

そして、もう1 人の若手スタッフは特に機械・電

BIMマネージャ的活動を行っている人は、実際に
はそれほど多くないだろう。
しかも、同氏は社内で

前述の通り、同社が設計を任されている店舗は、

とで高度な業務効率化を実現したプランニング

規模は小さいが密度の濃い設備や構造が集約さ

ピープルだが、たった3 人のスタッフで高い設計

れており、同時に外構やインテリアなどビジュア

品質が要求される店舗建築を設計し、
しかもこれ

ルな要素も重要になる。それらの要素をRevitと

ほどの大ボリュームに対応するのは容易ではな

その関連ツールによってカバーし、栗原氏のBIM

BIM マネージャ的に動くのに加え、対外的にも
BIMとRevitに関わる多彩な情報発信を行ってい
る。たとえばRevit の実践的活用ブログ「Revit の
実例」
（http://planning-people.blogspot.jp）
など複数のブログを展開し、同業に対してもBIM

いはずだ。では、
これを支える同社の 3 次元設計

マネジメントのもと社内で的確に分業すること

導入サポート等のコンサルテーションサービスを

体制はどのようなものなのか?

で、高品質かつ高効率な対応を実現しているので

提供している。BIMの普及が遅れ気味といわれる

「私以下 3 人のスタッフは全員がかなりのレベル

ある。
また、Revit活用の1つのポイントとして挙げ

九州エリアで、地域のBIMを牽引する存在となっ

で Revitを使えるので、それぞれ役割分担して効

られる
「ファミリー」についても、同社では、そのほ

ているのだ。だが、実は栗原氏がRevitを導入して

率化を図っています。
まず私はお客様とのやり取

BIMの取組みを始めたのは、わずか3年前のこと

とんどを内製している。

りや基本計画の設計等を行いますが、同時にBIM

「大変だといやがる人もいますが、慣れてしまえ

マネージャ的な役割も担っています。Revit なら

ばたいした負担ではありません。むしろ面白いと

Revitの機能を徹底的に見直して何がどこまでで

思いますよ、
ファミリー作りって。
ファミリーエディ

は知っていました。BIM についても3 年ほど前か

きるのか確認し、当社の業務にあった使い方や

ターを使えば誰でも作れると思いますが、そこで

ら情報を集めて研究を進め、もうそろそろ入れた

ルールを決めて、運用していく役割ですね。Revit

大切なのはカテゴリです。
どのカテゴリで作り、
ど

方が良いかな、
と判断し導入したのです。
と言って

以外では Autodesk 3ds Max や Autodesk

んな風にロードしてどう配置するかで、使い勝手

も、当時はBIMがどうというより、自分たちの仕事

Showcase、Autodesk Navisworksについても

はまったく違ってくるんですね。だからこれも、

が店舗関係が中心だったので、パース制作などデ

同様に確認しています」。

BIM マネージャー的な人間がきちんと機能を把

ザイン面での活用が目的でした。
プレゼンはもち

小規模なアトリエ系設計事務所で、CAD 等のシ

握して決めていく必要があるでしょう。そうすれば

ろん、自分たちもBIMモデルでビジュアルに確認

ステムについてここまで厳密に研究し、運用して

きっと、最適なファミリーがスムーズに作れるは

し、判断したいと思ったんですよ」。
では、
栗原氏はなぜRevitを自社のBIMツールとし

「もともと私はAutoCADユーザで、Revitの存在

実際、現在では同社のクライアントである店舗関

て選んだのだろうか。
もちろんAutoCADユーザと

つなのだと栗原氏はいう。実は同氏もRevit 導入

連だけで、すでに600種近いファミリーを蓄積し

して自然な流れなのかも知れないが、
市場には当
時からさまざまなBIMツールがあったはずだ。
「実は私のCADユーザ歴はすごく長いんです。最
初に導入したのが 29 年前ですから、たぶん福岡

「Revitの場合、パラメータやテンプレートの設定

めて効率的に、
スピーディに進められるようになり

では 1 〜 2 番目の導入だったんじゃないでしょう

など、機能をきちんと把握した上で、
どこまでデー

ました。たとえば新規出店でも、建物も看板もファ

か。当時、CADは恐ろしく高価でしたし、そのわり

タを入れるか判断し作り込んでいかないと、後で

ミリーがみんな揃っているので、敷地さえ決まれ

に実務にはとても使えないようなシステムでした

方向性の間違いに気づくことになります。当初は

ば、
それに合ったものを選んでぽんぽん置いて繋

が、
とにかく始めなければ何も分からないと思っ

そこを理解しないままやみくもに進め、作り方が

げるだけ。すぐに3Dのラフレイアウトが完成しま

たので思いきって導入し、MS-DOSを独学してコ

す。他社には容易に真似できない、圧倒的なアド

マンドを打てるまでになりました。さすがにそれ

バンテージとなっているのは間違いありません」

だけやると、
システムの善し悪しも分るようになっ

一方、残る2名のスタッフのうちキャリアの長いス
タッフは建物そのものの企画〜設計を担当し、

全員が100パーセントRevitだけで

Revitについては特に構造設計を任されている。

多少 CAD に詳しい設計者でも、栗原氏のように

てくるんですね」。
その後は、次々登場する新しい製品を試しては乗
り換えるという繰り返しで、文字通りわが国の建築

設計︑施工で

おかしくなって失敗してしまったことも多々ありま
した」。

B
I
M

をご活用

「ですからこの同店舗の仕事なら今ではもうきわ

けて全てを見直すことにしたのである。

施工で

ている。ロゴマークの入った看板や各種サインな
ど、完成度も非常に高い。

B
I
M

をご活用

ずです」。

主に構造設計で

いる事務所は少ないだろう。だが、RevitとBIMの

戻りが多く効率が上がらなかったため、時間をか

B
I
M

である。

活用においては、
これが最も重要なポイントの1
当初はこれを「何となく」使っていたが、無駄な手

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

気・配管設計ツールのRevit MEPを使っている。

このように、Revitによる3次元設計を活用するこ

をご活用

B
I
M

をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

店舗の設備3Dビューと設備図

社内で自作したファミリ
（サッシ）
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オートデスク ユーザ事例

有限会社プランニングピープル

系CADの歴史をたどる形でさまざまなCADを体

設 計 に至るあらゆる業 務を、基 本 的 に は 全て

験。そして、そんな栗原氏が最終的にたどり着い

Revit だけで完結させている。これにより前述し

た結論がAutoCADだったのである。
「もちろん機能面も大切ですが、それ以上に重視
したのは、AutoCADが最も安定して市場を生き

た通り高度な設計品質と作業効率化を両立させ
ているわけだが、そこから生み出されるメリット
はそれだけではない。

残り、成長し続けてくれる製品だと思ったからで

「効率化以外でまず感じるのは、
コミュニケーショ

す。それというのも、長い間いろんな CADを使っ

ンツールとしての強みです。施主の理解度が格段

ていくなかで、
次々とCADメーカーが消えていくこ

に違うんですね。最近もある事務所兼倉庫の設計

とに泣かされたからです。
とにかくメーカーが消え

で計画から全てBIMで進め、資料をRevitで作っ

て製品も廃れてしまえばどうしようもありません。

て持っていったら“もうこんなにできてるの!”と非

使い勝手がどうこう以前に、
メーカーが存続し、世

常に驚かれました。特に 3D モデルが人気で、ボ

の中の流れに沿ってCADを進化させ続けてくれ

リュームだけの簡単なイメージでも、平面図なん

ることが一番重要なんです。
そうでなければ、
せっ
かく苦労して蓄積したノウハウもデータも全て無
駄になってしまいますからね。
その意味で1番安心

て放ったらかしでそればかりご覧になります」
（笑）。
自分たちは建築のプロとして見慣れているから2

して使えるのが、
オートデスク製品でした」
。

次元の図面から立体を想像できる。だが、建築の

こうした経緯を経て確固たるAutoCADユーザと

素人である施主には平面図は読めない、
と栗原

なった栗原氏は、そのままの流れで Revitを使い

氏は語る。そこで Revitを使えば、
ごく初期の段階

始めたのである。
しかし、導入当初はなかなか思

から立体で分りやすく設計意図を伝えられるので

いどおりに使えなかったのは、前述の通りである。

ある。そうなれば施主の意思決定もおのずと早く

そこで時間をかけてRevitの機能分析に取り組ん

なり、初期段階からすぐに「ここはこうじゃない、あ

だわけだが、それはなんと8カ月間にも及ぶ徹底

そこはこうしたい」
といった要望をいただけるの

した取組みとなった。

である。
しかし、2次元ベースで打合せていたらこ

「とにかくRevitを完全にマスターするのが事務所

うは行かない。多くは実施設計段階頃になってい

にとって最重要課題だと考え、実務はある程度ス

きなり
「やっぱりこうじゃなかった」
という話にな

タッフに任せて、私は Revit に没頭しました。そう

り、結局 1からやり直しというケースも珍しくない

してマスターできたところでスタッフたちのツー

のである。

マンションのレンダリングビュー

ルもRevit へ切替えさせ、私が操作を指導しなが

「立体で見られればオーナーは理解しやすいし、
理

ら全社の3次元設計化を進めたのです。大きな事

解すれば意見も出せます。
早い段階で軌道修正で

望を反映させて修正し、
また確認してもらう。それ

務所では大変ですが、当社なら“えいやっ!”とやる

きるから、後になってひっくり返ることもなく、
ス

ぞれ在宅のまま、打合せたり確認を取ったりしな

ンをアップしておいて施主に見てもらい、その要

だけ（笑）。
スタッフにも“もうAutoCADは使うな”

ピーディにスムーズに進めることができるのです。

と厳命し、全員が100パーセントRevitでやるよう

設計者としては、
やはりお客様の要望を実現し満

「少人数で運営している事務所にとっては、ある

にしました」。

足していただきたいわけで。
いろいろな提案も理

意味理想的な進め方なのではないでしょうか ?

コミュニケーションツールとしての
Revitの強み

解しやすく、
意思の疎通が大前提になるんです」
。

単に会って打合せを延々と繰り返すよりも、まず

このような新しい形の施主とのコミュニケーショ

立体を目で見てきちんと内容を理解してしてもら

ンの最新形として、栗原氏はオートデスクが提供

うことがいちばん大切なのですから。
クラウドを

がら進めて行くやり方である。

こうした経緯を経て、いまや同社では打合せやプ

するクラウドサービス「Autodesk 360」の活用

使って“見た通りです”とお見せして、確実に進め

レゼンテーションはもちろん、基本設計から実施

も開始している。すなわちAutodesk 360にプラ

ていけるなら、それが一番だと思いますね」。

事務所の3D外観CG

事務所の内装3Dビュー
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事務所の鳥瞰図

オートデスク ユーザ事例

有限会社プランニングピープル
主に意匠設計で

Revit導入&普及と社内のBIM化推進による体制づくりの時期を終え
いよいよ新たなBIM体制を生かした回収と発展の時代へ
Revitの幅広い活用を軸に進める
将来戦略

に活用できそうだな、
と期待しています」。
一方、Revit 以外のツールでは、特に Autodesk

3ds Maxの活用に力を入れていきたいと考えて

りの時間をかけたので、
これからはそれをどんど

いる。もちろん基本的なレンダリングやパース制

ん回収していく時期だと考えています。
しかし、
こ

作ではRevitとそのツール類で現在も十分に対応

れだけを究めると、最近はもうRevitで何でもやれ

できているが、外構に関するビジュアル制作につ

るんじゃないか、
って気持ちになりますね。多少余

いては、
まだまだもの足りないのだという。そこで

裕も出てきましたし、マンションとか老人福祉施

この外構制作に3ds Maxを使い、
よりリアルで自

設などもRevitによる設計を行なっています。

然な感じのビジュアライゼーションを仕上げて行

しかも、栗原氏らはすでにそうした案件について

きたいと言うのである。

も、企画段階で必要な内容をスムーズにRevitへ

また、今後の目標として対外的なBIMの普及活動
「正直いって九州のBIMは、東京に比べかなり普

境づくりを進めている。実際、
このテンプレートを

及が遅れています。同業他社や取引先が使えな
い状態のまま、当社だけガンガンやっていても連

正しながら自動的に入力していけば、大きな共同

携もコラボレーションもできません。実際、構造な

住宅のプロジェクトにも安心して対応できるので

ど当社では柱や梁等も全部入れて寸法も入力し
ていますが、構造屋さんが3D 化してないので活
用してもらえないのです。連携すればお互い楽に

リューム出しを行って、お客様に“おっ!”と言われ
るような3Dイメージを見せることができるように

なると思うんで す が ……とに かくB I M に せよ
Revitにしろ、皆で取り組むことで業界としてのス

なるのだという。

テップアップもできるわけで。対外的な情報発信

自動化した建具表

B
I
M

をご活用

ある。さらに、テンプレートを作って自動化してし
まうことにより、共 同 住 宅 等でも 3 日程 度で ボ

くことに変わりはありませんが、同時にマンション

事務所の構造3Dビュー

主に構造設計で

ベースに、それぞれの案件の内容に合わせて修

「もちろん今後も店舗設計を事業の中心としてい

B
I
M

にも、
これまで以上に力を注いでいく。

て、誰でも簡単に、間違いなく対応できるような環

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

「Revitの導入と社内のBIM化の体制づくりにかな

入力するためのテンプレートを制作するなどし

をご活用

B
I
M

や支援にも、
これまで以上に力を入れていきたい
ですね」。

や老人福祉施設等のプロジェクトにも、企画段階
施工で

から積極的に入り込んでいこうと考えています。
あとは最近急増しているマンション、住宅等のリ
ノベーションの仕事ですね。デザイン要素が多い

タウンハウスのレンダリング（全景）

をご活用

ものならリノベーションもなかなか面白いので、

B
I
M

これにも積極的にアプローチしていきたい。特に
完全リフォームになると、小さくても非常にやりが
いを感じます。やはりRevitの3Dモデルやパース
等でリノベーション前後の様子を作ってお見せす
れば、お客様の理解も早いし、
この分野でも大い

設計︑施工で

マンションのアイソメトリック・パース

をご活用

B
I
M

高齢者専用施設の外観レンダリングビュー

事業内容

建築設計並びに監理業務ほか

代 表 者

代表取締役 栗原 洋一

本

福岡県福岡市

社

B
I
M

をご活用

http://www1a.biglobe.ne.jp/planning-people/
設
立 1992年3月

設計︑施工︑維持管理で

有限会社プランニングピープル
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オートデスク ユーザ事例

株式会社サイト

Autodesk Revitと
3次元熱流体解析ソフトをフル活用

会社名

株式会社サイト
所在地

長野県岡谷市
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit
Autodesk Revit LT Suite
AutoCAD
AutoCAD LT

地域密着型の設計事務所が目指す
新たなBIM

「自分たちで設計したものは自分たちで責任を持ってつくる」
だからこそまず、社内のコミュニケーションが重要になる。

当社が Autodesk Revit を導入してBIMの
活用を開始したそもそもの狙いは、3次元の
ビジュアライゼーションの幅広い活用に
よって社内のコミュニケーションを良くする
ことにありました。そうすることで、設計と施
工という部門の枠を超えて社員同士が互い
に理解を深めながら、
より良い建物をつくっ
ていこう、
という思いが出発点にありました。
そしてもう一つ、その流れのなかで重視する
ようになってきたBIMの働きが「検証」です。

株式会社サイト
建築設計室チーフ
一級建築士
清水 麗嘉 氏

Autodesk Revitと3次元熱流体解析ソフトウェアの連携で風環境を検証した歯科医院プロジェクト

自社施工体制を持つ設計事務所が
BIMを導入

導入により設計施工が 3 次元でプランを共有し、

長野県岡谷市の株式会社サイトは、建物全般の

できるのではないかと考えました」。

企画設計から施工、
ファシリティマネジメントまで

当時、設計部門ではメインツールとして、他社の

トータルに展開し、20 年余の歴史を持つ一級建

2.5 次元 CADを使用していた。この CADでも簡

築事務所である。もともとは一般的な設計事務所

単なパースなどは作成可能で、清水氏らはプレゼ

と同じく企画設計・コンサルテーションを主業とし

ンテーション等にもこれを使っていた。
しかし、当

ていたが、数年前に施工部門を設立。独自の自社

然ながらそれで3Dモデリングを行ったり、打合せ

施工体制を確立し、企業や官公庁、病院等を顧客

ながら修正を施すなどのBIM的な使い方は難し

に幅広く建築事業を進めている。設計と施工を両

かったのである。そして、清水氏がBIMセミナーな

輪とするこの堅固な企業基盤により、景気動向に

どを通じて情報収集を進めるなか、設計部門で使

左右されることのない安定した経営体制と、施工

うパソコンの更新時期を迎えたことから、CADの

にも万全な責任を持とうという品質に対する徹底

入替えに合わせた BIM導入計画がいよいよ動き

したこだわりが大きな特徴となっている。それだ

始めた。2011年冬のことである。当然、清水氏が

けに、近年の建築業界注目のキーワードである

中心となって各社の BIM 製品の比較も行なわれ

「BIM」に関しても、同社はまず、設計施工双方の

たが、導入製品は早い段階でRevitと決定し、他社

品質向上に関わるツールとしての可能性に着目

製品という選択肢はほとんど検討もされかったと

した。同社で建築設計室を率いる、一級建築士・
清水麗嘉氏は語る。
「自社内で設計施工を完結できる自社施工体制が

12

互いに理解を深めて、
よりよい建物づくりに反映

言う。
「実は当社では、他社 CADと共に AutoCADも
使っていました。同じオートデスク製品なら並行し

できて4〜5年になります。
これはもともと、“自分

て使えるし、移行もスムーズだと考えたんですよ。

たちで設計したものは、自分たちで責任を持って

また自社施工体制を武器としていることから、設

つくり、自分たちでメンテナンスしていくべきだ”

計だけでなく施工でも使いたかったので、
この点

という、社長の考えから生まれた体制です。それ

からもRevitが有効だと思われました。そして最後

だけに私たちのものづくりでは、やはり社内のコ

にもう一点、
ウェイトを置いたのは、Revitと3次元

ミュニケーションが重要になります。そこで、BIM

熱流体解析ソフトウェアを連携させて行う“検証”

オートデスク ユーザ事例

株式会社サイト
主に意匠設計で

鉄骨、RC、木造まで、
あらゆる工法を手がける設計事務所だからこそ、
Autodesk Revitをより幅広く、フル活用していきたい。

です。設計業務の中で、私たちはどうしてもこの検

るものでもない。
「何となく」以上のものではな

証の技術を活用したかったのです」

かったのである。だが、本来はこうしたことは事前

Autodesk Revit＋
3次元熱流体解析ソフトへの期待

階で解決しておくべき問題だろう。

をご活用

B
I
M

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

に眼に見える形で検証し、問題があったら設計段
「そう思っても、今まではツールの問題でできな

「以前、私は社長と一緒に、
ドイツへ技術研修旅行

かったわけですが、BIMを導入すれば、Revitと3

に出かけたことがあります。私たちが“検証”とい

次元熱流体解析ソフトを連携させることで、それ

う技術を重視するようになった背景には、実はこ

が可能になる。
しかも、お客様に説得力のある提

の時の経験があるんです」。

案を行うためのツールとしても、有効に使うこと

清水氏によれば、
「意匠優先」で設備の検討など

ができるのです。だったらそうしたい。きちんと検

は後回しにされがちな日本の建築設計とは異な

証して、その結果を正しく設計に反映させ、それ

り、
ドイツの建築設計ではおおむね先に設備絡み

をお客様に分かりやすくプレゼンしたい。そんな

B
I
M

のプランが提案され、温熱環境の解析などを先行

私たちの思いが、BIM導入に繋がっていったのは

して進めるのが常なのだと言う。
しかも、その結果

間違いないでしょう」。

業務に少しずつ試用しながら独習していくのはも

次第で、環境的に問題があるということになれ

初めてのBIM導入といえば、計画段階におけるプ

ちろん、Revitや3次元熱流体解析ソフトの活用方

くことから始めなければなりません。各スタッフが

レゼンテーションや、打合せ用途での活用を目指

法や、BIMの運用について、できるだけ外部のセ

して行われるのが一般的だろう。もちろん清水氏

ミナーや研修会等にも参加しました。そうやって

たちにもCGパースやアニメーションなど、
プレゼ

集めた情報は、設計室に戻ってスタッフにフィー

るほどな”と思ったんです。考えてみれば、人が暮

ン用途でのニーズはあったが、それ以上に「検証」

ドバックするなどして学んでいったのです」。

への強い思いが背中を押したのである。

実際に Autodesk Revitを使うことになったの

したり働いたりする場所である以上、環境を優先
するのは当然だし、それが本来の筋だろうと思っ

「この長野で、Revitを導入してBIMの展開を始め

は、それまで建築設計室で2次元CADを使ってい

たんです。そして、できれば私もそういうやり方を

ている同業が今どれくらいいるのか分りません

た4人の設計者だった。本格的な3次元CADに触

したい、
と。
しかし、今まではやりたくてもそれがで

が、本格的に取組んでいる所はまだそれほど多く

れるのは、だれもがほとんど初めてだったが、

きるツールがなかった。……いや、あったんです

ないはずです。ましてそれに3次元熱流体解析ソ

が、非常に高価で、
しかも設計者が簡単に使える

フトを連携させて検証に活用しようという所なん
て、少なくともこの辺りにはありません。上手く使

な状況も、近年、パソコンのパフォーマンスが急

えば、私たちの提案をスムーズにお客様に理解

速に向上し、同時にBIMの普及が進むとともに大

し、納得していただき、信頼していただくことに繋

く形での利用である。

がるはずで、営業ツールとしても他社差別化にも

「もちろん、行く行くはストレートに3次元から設計

効果的なわけです。実際、その効果は、すでに少

を始めて、全てをRevitで完結するスタイルが目

ごろな価格の3次元熱流体解析ソフトウェアが登

しずつ現われ始めていますよ」

場しているのである。
「たとえば風環境などへの配慮も、
これまでも何と

鉄骨、RC、
そして木造もRevitで

標ですが、まずはツールそのものに慣れるため、
現在は AutoCADと併用しています。Revit の講
習会で聞いたんですが、そういうユーザはけっこ

こうして経緯を経て、2012 年 1月に Autodesk

う多いようですよ」。

Revitと3 次元熱流体解析ソフトを導入した同社

もう一つ、清水氏たちが Autodesk Revitを実務

ばならないとか。経験論的に行っていたわけで

では、清水氏が率いる建築設計室が中心となって

す」。
しかし、それは科学的に検証した結果ではな

BIMの活用を開始した。

に応用していく上で大いに役立ったものがある。
「意匠設計用 BIM テンプレート」である。これは

「といっても最初はもちろん、私たちが勉強してい

BIM活用の先駆者的存在である安井建築設計事

設計︑施工で

なくやってはいたんです。当社の地元であれば諏
訪湖から強い風が吹くから、
これを考慮しなけれ

く、お客様にきちんと説明できるような根拠があ

B
I
M

をご活用

きく変わってきた。いまやAutodesk Revitと連携
させて、誰でも容易に使うことができるような、手

施工で

ようなものではありませんでした」。
ところがそん

AutoCADと併用するような形で、Autodesk
Revitを少しずつ設計の実務へ応用していったの
である。
まずはAutoCADによる2次元図面から、
Autodesk Revitで3次元モデルを立ち上げてい

B
I
M

をご活用

「そんなドイツの設計スタイルを見聞きして、“な

主に構造設計で

ば、さかのぼってデザインそのものを変えてしま
うことさえけっして珍しくない。

をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

図版A：建物のボリューム検討にRevitを活用した八ケ岳山麓の工場建築プロジェクト

図版B：Revitのビジュアライゼーションを活用したRC造2階建てアパート計画
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株式会社サイト

務所が、実プロジェクトで培った BIMノウハウを

を活用しました」
（図版A参照）。そういって清水氏

結集したBIM設計用のテンプレート。BIMによる

が見せてくれた画面は、シンプルなホワイトモデ

建築製図に必要な図面表示や各種設定をプリ

ルの建物が複数棟、斜面の敷地に並べられてい

セットしてある。建具や仕上表、開口部リストなど

るモデルだった。同氏によれば、既存の建物を残

手間のかかる作図要件もきちんと整理されて収

したまま、そのすぐ横に増築のような形で新しい

納され、誰もが効率よく図面を作成できる設定と

建物を付け足していくプロジェクトだったのだと

なっているのである。また、各種の官公庁建築か

いう。敷地全体が山の斜面になっていたため、増

ら事務所、病院、文化施設、学校など、多様な建築

築する建物も、山を削って土中に埋め込むような

プロジェクトのために作られた1,600点ものファ

形で作る必要があったのだ。

ミリも収蔵されている。

「そこで山の斜面がどういう形状になっていて、そ

「このBIMテンプレートがなかったら、
こんな風に

こへどういう形で建物を埋め込んでいくべきか、

当初からスムーズには進められなかったかも知

検討する必要があったのです。当然ながら、2 次

れません。BIMを応用した案件でも、テンプレート

元で は な か な か 表 現しきれ な いもの な ので、

があったからなんとか形が作れた、
というものが

Revitを使うことになりました」。

なり、
これをAutodesk Revitで制作したのであ

幾つもあります。ただ、BIMテンプレートにも木造

ビジュアル表現としてはごくシンプルなモデルだ

る。

用のものは入ってないんですよね。ウチの場合、

が、ボリューム検討に使うには十分だろう。清水

「あまり時間がなかったので、ビジュアライゼー

鉄骨やRCも多いんですが、実は木造もけっこうあ

氏によれば、実際に設計室のスタッフ同士でこの

ションとしては単純なものになりましたが、パー

るんです。だから木造だろうが鉄骨だろうが、壁

画面を見ながら議論を重ね、全体の配置や形状

スは内外観とも幾つも作りました。実はこれは

の表現さえきちんとやれば何とかなるだろうと、

の検討だけでなく、
「土に埋もれる部屋」
、すなわち

BIMテンプレートのものだけで作ったんですよ。

その辺りは区別せずにRevitを使うようにしてい

「安定した温度条件の部屋」に何を持っていくか

当時はまだファミリを自作できなかったし、時間

ます」
。一般的には鉄骨造やRC造向けと思われが

などの検討まで行っていったのだという。

もなかったので、テンプレートを活用したんです。

ちなAutodesk Revitだが、清水氏はそんな先入

「本当は、さらに3次元熱流体解析ソフトも連携さ

建具の形状やキッチンなど、上手く流用して形に
できたと思います」。実際、そのおかげで関係者間

観にとらわれず幅広く活用に取組んでいるので

せて風の解析までやりたかったんです。何しろ敷

ある。長野県では県が県産材の使用を推奨してい

地が山の斜面なので、下から吹き上る風の影響

の合意はスムーズに進み、
スケジュール通りに進

ることもあって、公共建築物や学校などでも木造

や、八ケ岳からの吹き下ろしの影響など、風関係

行して物件も既に竣工しているという。

建築が採用されることが少なくないが、木造、鉄

の影響が気になったんですが、実状は3次元熱流

この例などは、BIM導入の一般的なパターンとし

骨、RCと工法の別なくAutodesk Revitを活用す

体解析ソフトで解析してみないと分からなかった

てよくあるそれだろう。
では、今回のBIM導入にあ

ることで、同社のBIMの取組みは一段とスピード

んです。
しかし、残念ながら、当時はまだそこまで

たり、清水氏らが最もこだわったAutodesk Revit

アップしたといえるだろう。――では、そんな清水

のスキルが私たちになく、解析を行なえませんで

と3 次元熱流体解析ソフトウェアとの連携による

氏らのBIM 設計の取組みを幾つか紹介してもら

した」。

おう。

続いて画面には、切妻屋根が連なった洒落た戸

「もちろんありますよ。諏訪湖畔に計画中の歯科

さまざまな実物件で
Autodesk Revitを活用

建て住宅風のモデルが映し出された（図版 B 参

医院ビルの建築プロジェクトで、Revitと3次元熱

照）。清水氏によると、これは RC 造 2 階建てのア

流体解析ソフトウェアの連携による検証を、フル

パートで、一種の相続税対策として建てられた物

に活用させてもらいました」。

「最初に紹介したいのは、私たちがBIM導入の初

検証を活かしたプロジェクトはないのだろうか。

件だったという。そのため、施主はもちろん不動

期に手がけた BIM 案件で、お隣の茅野市の八ケ

産会社など多くの人が関係者となったため、その

岳のふもとに建てた工場の建築プロジェクトで

多くの関係者間で正しく情報共有を行い、意思統

す。
この時は主に建物のボリューム検討にRevit

一を図って行く必要があった。そのために、だれ

BIMテンプレートを活用して制作したRC造2階建てアパート計画内観
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でも見て分かるビジュアライゼーションが必要と

RC造2階建てアパート計画外観
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株式会社サイト
主に意匠設計で

解析・検証は、顧客に対する提案の1つのベースとなるものであり、
今後あらゆる建物づくりにおいて決して欠かせぬ重要項目となる。

BIMを駆使し

建物トータルコーディネートを

「実際、官公庁の発注案件では、
こうした 3次元熱

く風がはいらなくなってしまっても困ったことにな

流体解析ソフトを用いた検証が、ある種当り前の

るだろう。

前提条件となっていますし、民間の物件や個人住

科医院ビルのプロジェクトです。諏訪湖畔という

近隣に対する影響を心配する施主の意向もあっ

宅でも熱環境やランニングコストの問題を抜きに

ことで、前述の通り湖から吹いてくる風がとても強

て、清水氏らは建物自体へ風の影響も含めて、さ

した提案などもはやありえないでしょう。私たちも

いといわれており、
このことを考慮して建物の配

らに詳細な解析を進めていった。たとえば建物の

風の解析にとどまらず、将来的には温熱環境や空

置や意匠を検討する必要があったのです」。

窓の部分を切り抜き、
どんな風に室内に風が流れ

調解析まで全部やって、さらにランニングコスト

もともとこの諏訪湖畔エリアは、上諏訪温泉や下

るのか。長い建物の奥まできちんと風を流せるの

まで踏まえた建物のトータルコーディネートまで

諏訪温泉、諏訪大社などの名所が点在する観光

か。奥まで流れないのなら、流すためには窓をど

行っていきたいと考えています。
もちろん、それに

地であり、
この新設歯科医院も湖畔の景観を損な

れほど大きくすれば良いのか……そんなことまで

合わせて、施工部隊も含めた全社の情報共有に

わないよう質の高いデザインが求められていた。

検証していったのである。

生かしていくことも大きな目標です。やることは本

その意匠検討の必要もあって、清水氏らも初期段

「こうした解析結果の積み重ねに基づいて、隣地

階からAutodesk Revitによるボリューム検討用

への影響を抑え、空気の通りを良くするべく、建物

モデルを制作していた。清水氏はこの3D 建築モ

の位置や形状、高さなどについて細かな修正を
ミュレーションであり、最新の3次元熱流体解析ソ

の解析、検証を行なっていった。Autodesk Revit

フトといえども100 パーセント正確とは限りませ

とこの 3 次元熱流体解析ソフトの連携を試すの

ん。
しかし、少なくともこの建物が建ったせいで風

は、同氏にとってもほとんど初めての経験だった

が入らなくなったとか、風の吹きだまりができた

が、データ連携はきわめてスムーズに、問題なく

とか、強い風が吹くようになったとか、そういった

進めることができたという。だが、その結果は少々

トラブルは事前に防ぐことができたのではないか

意外なものとなった。諏訪湖側から吹く風の影響

と思います」。

は実は意外なほど少なく、逆に陸側の北西方向か

竣工した建物を引き渡してしまえば、それ以降の

ら吹いてくる風がはるかに強い、
ということが分

近隣とのやりとりは施主自身が行なうことになる。

かってきたのである。

ていきたいですね」

B
I
M

をご活用

加えていきました。もちろんシミュレーションはシ

り込んで、気象庁のデータを用いて周辺の風環境

B
I
M

主に構造設計で

デルデータを3次元熱流体解析ソフトウェアに取

当に山盛りですが、1〜2年のうちには結果を出し

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

「前述の通り、
これは諏訪湖畔に計画している歯

ができてしまうと、
これは問題だし、逆にお隣に全

をご活用

B
I
M

ならば作り手として、近隣に関わるトラブルの芽

ますが、実際に風が吹いてくる北西側には他家の

きなのではないか、と清水氏は語る。検証での

方のお住まいが建っているわけです。検証して見

BIMの活用は今回が初めてだったこともあり、や

ると、
この隣地に対する風の影響がとても大きい

りたかったことを全てやり切れた訳ではなかった

ということが分かりました。そこでお客様にも3次

が、
それでもその威力と可能性は十分以上に納得

元熱流体解析ソフトの映像をパソコン上でご覧

できたのである。そして、解析、検証は顧客に対す

いただき、
こうした状況を理解してもらい議論を

る提案の 1 つのベースとなるものであり、今後あ

重ねました」。

らゆる建物づくりにおいて欠かせない重要項目

たとえば、隣家との間に風が渦を巻いて風溜まり

になる、
と断言する。

B
I
M

をご活用

は、やはり設計段階で検証し、
クリアにしておくべ

施工で

「建物の湖側は諏訪湖に向かって大きく開けてい

設計︑施工で
をご活用

B
I
M

http://www.siteltd.com/
本

社

代 表 者

代表取締役 浜 一平

立 1990年8月8日

資 本 金 3000万円
風を解析し建物の配置も検討した諏訪湖畔の歯科医院ビルプロジェクト

事業概要

一級建築士事務所

従業員数

21人

B
I
M

をご活用

設

長野県岡谷市

設計︑施工︑維持管理で

株式会社サイト
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会社名

株式会社 山下設計
所在地

東京都中央区
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit
AutoCAD

山下設計

社外の豊富なBIM資産、
AutoCADとの連携が決め手
山下設計が阿賀野市新病院を
Revitで設計
2010年にBIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）を本格導入
した山下設計は、AutoCADや社外のBIM資産との連携を評価してオート
デスクのRevitを選定。以後、3年計画で順次、BIM活用を進めてきた。新潟
県の阿賀野市新病院では、部門間面積の管理、建具表、仕上表等にRevit
の自動集計機能を活用することで、設計図書作成の効率化を実現した。

阿賀野市新病院施設設備概要
敷地面積：36,428.51㎡
新病院建築面積：5,382.08㎡
（渡り廊下・附属建物除く）
新病院延床面積：20,037.28㎡
（渡り廊下・附属建物除く
地下ピット・塔屋含む）
病院規模：病床数/250床 診療科/16科
階

数：地上6階／地下なし

構

造：鉄骨造／耐震構造

（資料：特記以外は山下設計）
Revitで設計した阿賀野市新病院のBIMモデル（基本設計時）

プロポーザルでRevitによる
プレゼンテーション

で、山下設計はオートデスクのBIMソフト
「Revit」

新潟県阿賀野市で建設中の阿賀野市新病院は、

メージパースを作成し、病院関係者らにプレゼン

既存の病院施設を稼働させながら、敷地内建て

テーションを行った。その結果、設計業務の受注

替えを行なうプロジェクトだ。
プロポーザル方式で行われた設計業務の入札

Revitの3Dモデルを基に作成したプレゼンテーション用のCGパース
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を使用して作成した BIM の 3D モデルを基にイ

に成功した。
「既存病院と同一敷地内に新病院を建て替える計

オートデスク ユーザ事例

山下設計
主に意匠設計で

建物であるため、面積の管理はシビアに進める必

メージパースで視覚的に説明ができた」
と、
山下設

部屋数の多い病院の数量を
リアルタイムに集計

計第一設計部 副部長の大屋三幸氏は説明する。

病院はオフィスビルに比べて部屋数が多く、外来

門の面積配分をコントロールする事が重要とな

新病院の前面に大きくまとまったスペースを確保

や放射線部門等の様々な部門が集まってできた

るので図面検討を行いながら、
リアルタイムで面

画であったため、
敷地利用計画をBIMを用いたイ

利用できることをBIMを用いたイメージパースで

要がある。
「面積の上限が決められた中での各部
主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

することで、将来の増築、建て替えスペースとして

をご活用

B
I
M

B
I
M

わかりやすく説明した。
これもプロボーザルを勝
ち抜いた1つの要因だ。

主に構造設計で

山下設計
第一設計部副部長
大屋 三幸 氏

をご活用

B
I
M

1階のBIMモデルを切断したもの

施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工で

床レベルのチェック
（左）
と天井の仕上げ別の表示（右）。視覚的にわかりやすいカラー表示ができるのもRevitのメリットだ

をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

阿賀野市新病院の床仕上げの見える化（左）
と自動集計された仕上げ表（右）
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山下設計

積管理ができる集計機能は、とても効果的でし
た」
と山下設計建築設計部門の渡邊匠氏は語る。
さらにフィルタ機能を活用し、床のレベルや仕上
げ情報等を視覚化したため、チェックが容易と
なった。
自動集計した数量やもとの図面は、設計中に要求
値チェックに使った。最近は建設コストが高騰し
ているので、施主との合意形成や意思決定を迅
速に行うのにも役立った。

タグを活用して平面詳細図などを
効率的に作成
こうして、阿賀野市新病院の設計図書は、基本設
計から実施設計までを Revit の自動集計機能を
使って効率的に作成された。
平面図や平面詳細図、天井伏図の作成ではBIM
パーツに埋め込んだ「タグ」を活用し、室名や天井
高、仕上げの種類、注記などを各種図面表記上で
連動させることにより効率化した。

BIMモデルの各部に埋め込んだ「タグ」を利用して室名レベルなどの表記を各種図面と連動した平面詳細図

「新しい機能を初めて使うときは時間がかかるが、
一度、
経験してしまえば次のプロジェクトからは作
業効率が高くなります」
と、
渡邊氏は説明する。
図面や仕上げ表、建具表を描くときのテンプレー
トや、家具などのファミリ
（BIMパーツ）を作るとき
も、
日本中に多くのユーザーがいるRevitなら、他
社のユーザーが作成したBIM資産を有効に活用
できる。
その一例は、Revitユーザーグループが開発した
「 RUTS（ラッツ）」というツール だ。
「当 社でも

山下設計
建築設計部門
渡邊 匠 氏

設計図書の多くをRevitにより作成した

エントランスホールのイメージ
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病室（4床室）のイメージ
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山下設計
主に意匠設計で

2013年以降は10年目までの若手設計者約30人
にRevit の講習を行い、BIM 活用の質・量を急速

また、竣工BIMモデルを山下設計が管理していく

に広げている。

ことで、施主に対してBIMを活用したFMや、将来

のツールを活用しています」
と大屋氏は語る。

また、
ファミリやテンプレートの作成は自社で行っ

の増改築の際に有利な提案を行うことも可能に

に道が開かれている。

2010年から3年計画でBIMを導入

ているが、場合によっては Revit の機能や活用ノ

なる。

ウハウを熟知した外部の専門家に依頼することも

Revitは山下設計の設計業務の効率化だけでな

山下設計が BIMを本格的に導入したのは 2010

ある。臨機応変に社内外の BIM 活用スキルや資

く、新サービス提供という成長戦略もサポートし

年だ。BIM導入の目的は、設計プロセスの効率化

産を活用できる点も、Revitを使うメリットだ。

ていくことになりそうだ。

と、施主との合意形成や干渉チェックなどを早期
に行うことで、後工程での手戻りなどを防ぐ「フロ
ントローディング」を実現することだった。
「最初は3年計画で意匠設計者を中心にパイロッ

構造設計や施工、FMへの
展開も視野に
山下設計はこれまで、
プレゼンテーションや設計
図書の効率的な作成にRevitを活用してきた。今

めていきました。Revitを選んだのは、当社で設計

後は構造設計との連携のほか、施工段階での納

ツールとして使っているAutoCADとの連携や整

まり検討、竣工図の作成、そして完成後のファシリ

合性を評価したからです」
と大屋氏は振り返る。

ティー・マネジメント
（FM）での活用も視野に入

2年目の2011年には15件程度のパイロットプロ

れて、BIMに取り組む方針だ。

Revitユーザーグループは、ユニオンシステムの

成を行った。3年目の2012年は約10人の新入社

構造設計ソフト
「SS3」
とRevitを双方向連携させる

員全員にRevitの教育を1週間行い、3Dでの設計

「SS3 Link」
というツールを開発し、RUTSとして

を実習した。

提供しているので、構造設計でのRevit活用も、既

B
I
M

をご活用

ジェクトを選び、一般図や仕上げ表・建具表の作

B
I
M

主に構造設計で

トプロジェクトを通じて、BIM の活用スキルを高

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

RUTSは使っています。Revitモデルから属性情報
を取り出し、それを表計算ソフトの Excelで編集
し、再度、Revitモデルに戻すという作業に、RUTS

をご活用

B
I
M

施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

新入社員や若手設計者を対象にRevitの講習を行い、BIM活用を広げていく

山下設計東京本社のオフィスが入居するビル
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オートデスク ユーザ事例

会社名

株式会社 日建設計
所在地

東京都千代田区
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit

日建設計

全ベッドに窓を!
意匠設計から3D総合図まで
さいたま日赤病院でのBIM活用
さいたま市の新都心で建設中のさいたま赤十字病院の設計・監理を担
当する日建設計では、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」を外観の検討や意匠設計に活用した
ほか、施工段階では意匠、構造、設備の各設計を1つのBIMモデルにまと
を参照しながら干渉部分の解決などを指示している。
めた「3D総合図」

この病棟は、単なる医療施設としての機能
だけでなく、さいたま新都心の新しいシン
ボルとして『おもてなし空間』にすることも
期待されている。
この理念を具現化する設
計作業で建物の外観の検討や、内観のイ
メージを検討するのにRevitは役だった

日建設計
設計部門副代表
藤記 真 氏

ペデストリアンデッキから見たさいたま赤十字病院（資料：日建設計）

さいたま赤十字病院 新病院の概要

高度医療の充実を目指した新病院

れ、また、災害時には防災基地機能を持つ、さい

十字病院は、小児に専門的な高度医療を行う埼

たまスーパーアリーナが近接していることにより、

規模・構造

玉県立小児医療センターと隣接して整備されて

防災拠点として迅速な救命救急活動が行われる

敷地面積：14,001.33㎡

いる。両院が開設すると、第三次救急やがん診療

ことが期待されている。開院は平成28年内を予定

建設面積：8,877.53㎡

など総合的な医療と総合周産期母子医療セン

している。

延床面積：67,452.43㎡
階

数：地下1階/地上14階

最高高さ：78.48m
構

造：鉄骨造（免震構造）、
一部鉄筋コンクリート造

病 床 数：632床
建設スケジュール
設

計：平成23年12月〜25年11月

建設工事：平成26年2月〜28年3月
開

院：平成28年内を予定

ブロック受付 イメージ（資料：日建設計）
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ター機能なども併せ持つ高度医療の充実が図ら

埼玉県さいたま市中央区で建設中のさいたま赤

オートデスク ユーザ事例

日建設計
主に意匠設計で
をご活用

B
I
M

全ベッドに窓を設けた斬新なデザイン
医療機能だけでなく、利便性の高いペデストリア
も追求し、すべての人に快適で潤いのある環境を
提供するさいたま新都心の新しいシンボルにな
ることも期待されている。

B
I
M

設計・監理を担う日建設計は、外観デザインの検
討 や 意 匠 設 計 に、オートデスクの B I M ソフト
「Revit」を活用、設計を具体化していった。デザイ
ン上で特筆すべきことは、4人部屋の病室を含め
て、全ベッドの脇に窓を設けたことだ。
その結果、病棟は上から見ると
「井」の字形をして
おり、一般の病棟に比べて窓の数が多いことがわ

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

ンデッキや緑化の活用、デザインやバリアフリー

4人部屋の例。すべてのベッド脇に窓が設けられている（資料：日建設計）

かる。
主に構造設計で

「この病棟は、単なる医療施設としての機能だけ
でなく、さいたま新都心の新しいシンボルとして
『おもてなし空間』にすることも期待されている。
この理念を具現化する設計作業で建物の外観の

B
I
M

をご活用

検討や、内観のイメージを検討するのにRevitは
役だった」
と日建設計設計部門副代表の藤記真
氏は語る。

Revitが活躍する日建設計の医療部門
藤記氏は1982年に日建設計に入社後、意匠設計
を担当してきた。最近は、医療施設の設計が多く、
施工で

北里大学病院や神戸医療センター、小倉記念病
院などの設計を手がけてきた。

B
I
M

「日建設計では、様々なBIMソフトを使っています

をご活用

が、医療分野では4〜5年前からRevitを活用する
ことが多くなっています」
と藤記氏は言う。
病院建築では、意匠はもちろん、地域の防災拠点

病棟を上から見ると
「井」の字形をしている
（資料：日建設計）

として機能するために構造にも高度な安全性が
求められる。そして建物内には医療行為に使う
フィスビルと比べものにならないほど、ぎっしりと

工事初期段階で設計調整を行う
プレコンストラクション・サービス

埋め込まれている。

そこで日建設計は、発注者の日本赤十字社に工

という側面が強く、図面だとすべての断面を切っ

「さいたま赤十字病院の設計・監理で、重視した

事の発注条件として、施工時に「3D 総合図の作

て確認することはできません。そこで梁とダクトの

のは意匠、構造、設備の納まりを施工前に決めて

成」を義務づけることを提案した。日本赤十字社

干渉部分や、窓とガラリのおかしな位置関係な

おくことでした。従来の 2 次元図面は設計の趣旨

は了承し、工事入札の特記仕様書に盛り込んだ。

ど、納まっていない部分を納めるのです。BIMを

を表現するための情報であり、立面図などでは陰

総合図とは、施工段階で意匠、構造、設備の設計

プレコンストラクション・サービスのツールとして

に隠れている部材なども多くあります。建物を造

図を1枚の図面にまとめて、干渉部分がないかな

使いました」
（藤記氏）。

るためには、意匠、構造、設備のすべてを事前に

どをチェックし、施工図を作る基礎とする重要な

はっきりさせておく必要があると考えました」
と藤

図面だ。

様々な配管や配線、
ダクトなどの設備が一般のオ

と思っています。設計図書は設計趣旨を表現する

設計︑施工で

B
I
M

をご活用

記氏は言う。

「BIM活用の目的は、建物の納まりを見極めること

今回の工事では、基礎部分を施工する約5カ月の
設計︑施工︑維持管理で

期間を生かして、3D 総合図の作成と設計修正を
行った。3D 化することにより、複雑に入り組む設
備や建物の各部材同士が 3 次元的に干渉してい
る部分をBIMソフトの干渉チェック機能で発見し
やすくなったのだ。
「3D 総合図の作成は、仕様書で基準階のほか手

B
I
M

をご活用

術室の天井裏や免震階など意匠、構造、設備の各
部材が交錯する部分を対象にしました。つまり、
建物のクリティカルな部分を中心にフル BIMを
行ったわけです」
と藤記氏は語る。

施工段階では3D総合図を作成することが
特記仕様書に盛り込まれた（資料：日建設計）
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オートデスク ユーザ事例

日建設計

BIMマネージャーは“現場所長”
意匠から構造、設備までの BIMモデルを統合し、
干渉チェックや設計調整などのマネジメントを行
うのがBIMマネージャーという専門家だ。今回の
プロジェクトではRTKK株式会社の久米氏に協力
を仰ぎ、BIMマネージャーとしての職能を託した。

BIMマネージャーはBIMモデルを作成するのが
仕事ではない。設計者やゼネコン、サブコンなど
が作成したBIMモデルを取りまとめて、問題点を
発見し、調整を行う役割を担う。
「工事現場の現場所長が施工計画や工程管理な
どを行うのと同じように、BIM マネージャーは

BIMを使ってコンピューターの中に仮想の建物
を建設できるようにマネジメントを行います。そ
のためには、オブジェクトの属性情報の種類や設
定の仕方などを設定する必要がありますが専門
的な知識や経験が必要です。BIMマネージャーと

フロア全体を俯瞰で見渡せるのもBIMの大きな利点（資料：日建設計）

は、いわばコンピューターの中の現場所長なので
す」
（藤記氏）。
日建設計は、3D 総合図の作成によって見つかっ
た干渉部分の解決方法などを指示し、着工前に
設計を修正する役割を担った。
この設計修正の情
報は、施工図にも反映され、現場での作業の手戻
りを未然に防いだ。
「梁とダクトが干渉したときは天井を下げて解決
するといったことから、カーペットの色決めや、壁
の仕上げをクロスにするかペイント仕上げにす
るかなど、いずれ決めなければいけないことも
（藤記氏）
3D総合図の段階で決めていきました」
いわば、設計者自身がリーダーシップを発揮し
て、施工時のフロントローディング（業務の前倒
し）を行ったものと言えるだろう。

精密に作成された3D総合図。部材同士の干渉部分などを事前に発見し、修正することで施工段階での作業の手戻りを防いだ
（資料：日建設計）

病棟1床室イメージ（資料：日建設計）

22

ホールの完成イメージ。
さいたま新都心のおもてなし空間としての機能も期待されている
（資料：日建設計）

オートデスク ユーザ事例

日建設計
主に意匠設計で
をご活用

B
I
M

LODで350目指し、属性情報も統一を
BIMを建築プロジェクトに活用し、有効に活用す

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

るうえでは、BIM モデルに込めた設計の詳細度
（LOD：Level of Development）を明らかにし、
属性情報を設計から施工、維持管理へと各社が
引き継いで活用していく体制作りが欠かせない。

B
I
M

「今回、作成した 3D 総合図は、LOD350 相当で

BIM化すると各社合意の上、BIM作業を進めた」
と藤記氏は説明する。
「BIMモデルにインプットされた属性情報は、建
物の仕様を表すものだ。属性情報として入力する
用語や記号も、今後、建築業界、国、そして海外で
共通化していくべきではないだろうか」
（藤記氏）
。
最後に藤記氏はBIMによる生産性向上について

主に構造設計で

こう語った。
「BIMでフロントローディングをしっか
り行うと、施工時の作業の手戻りや材料のムダな
どがなくなるので、生産性が上がります。BIM活用
に必要な費用と、節約できた費用の『投資採算

BIM統合モデルを構築し、設計に活用するフロー（資料：RTKK株式会社）

B
I
M

をご活用

性』、つまりROIは十倍〜数十倍になるでしょう」。
さいたま赤十字病院プロジェクトでの BIM 活用
は、建築設計事務所が施工段階での生産性向上
を実現できることを実証したという点で、設計者
と施工者のBIMによるコラボレーションに新しい
道を開いた。

施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

LOD（Level of Development）活用ステージ（資料：RTKK株式会社）
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オートデスク ユーザ事例

会社名

株式会社 安井建築設計事務所
大成建設 株式会社
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit
Autodesk Revit Structure
AutoCAD

株式会社 安井建築設計事務所／大成建設 株式会社

新機能SS3Linkと
RC断面リスト作成を開発
Autodesk Revitで切り拓く
構造BIMの新世界
現役の構造設計者の声をダイレクトに反映させた新機能が
構造設計のBIM運用におけるボトルネックを一気に解消

RC断面リスト作成による表示例

SS3 Linkによる表示例

（※）Subscriptionをご契約頂くと、最新バージョンへのアップグ
レード、柔軟なライセンス運用、技術サポートの強化、
クラウ
ドとソフトウェア サービスの選択によって、永久ライセンス
の価値を最大化するとができます。

24

構造BIMのボトルネックを
解消する新機能

応の「SS3 Link 2015」
も登場し、差分変換インポ

国交省発注 BIM 案件や BIMガイドライン発表等

−トや変換部材指定、腹筋・幅止筋指定、マッピン

にともない、わが国の建築業界においても実案件

グテーブル統合化、マテリアルマッピング等の新

信頼性も向上させるのだ。すでにRevit 2015対

でのBIM運用が本格化し始めている。特に普及が

機能も追加されている。

先行した意匠設計分野では、BIMの活用も当たり

もう1つのRC断面リスト作成は、Revitのプロジェ

前となりつつある。また、意匠に比べ普及が遅れ

クト内にロードされているRC造の構造柱や構造

気味だった構造設計分野でも、いまや急速にBIM

フレーム（梁）の配筋情報を生かし、構造柱や大

活用の気運が高まりつつあるようだ。その 1 つの

梁、小梁等の断面リストを自動生成して構造平面

契機となったのが、2014年2月25日に発表され、

図ビューに表示するアドイン。作図表示の考え方

Subscription（※）契約者に無償提供が始まっ
た、Autodesk Revit 向けの 2 つの新機能アプリ
「SS3 Link」
「RC断面リスト作成」の出現である。

は 各 社ごとに 違 い があるが、開 発 に 参 加した
示の考え方を集約・調整し、汎用的機能として実

こ の 両 ア プ リ は 、い ず れ も オ ート デ ス クと

現したのが大きなポイントだ。RUGでは、
これを

Autodesk Revitのユーザ会「RUG：Revit User
Group Japan」構造部会が協働開発したもので、
これまでの構造設計におけるBIM 運用のボトル

目指している。もちろんこれもRevit 2015対応の
「RC断面リスト作成2015」が登場しており、マッ

ネックを一気に解消する、画期的な新機能として

ピングテーブル統合化や外部マッピングテーブ

注目を集めているのである。

ル指定機能、階記号ソート機能強化、
リスト個別

RUG構造部会メンバー各社がそれぞれの作図表

新たな業界標準書式として普及させていくことを

「Revit Structure」
と一貫構造計算
SS3 Linkは、

書き出し等の新機能が追加されている。

ソフトとして多数のユーザを持つ「Super Build/

このようにSS3 Link、RC断面リスト作成ともに、

（ユニオンシステム株式会社）を双方向に結
SS3」

現役の構造設計者の声がダイレクトに反映され

び、緊密なデータ連携を可能にするアドインであ

た機能となっているのが最大の特長だ。実際、そ

る。これによりRevitで作成したモデルをエクス

の開発を主導し全面的に協力したRUG構造部会

ポートしてSuper Build/SS3で構造計算を行い、

メンバー各社では、
この2 つのアプリの機能を生

その構造計算モデルを再びRevitへインポートし

かしたRevitにより新たな構造BIMへの展開を活

てRevitモデルの属性情報として追加、
といった一

発に進めている。
ここではそのRUGメンバーを代

連の作業がスムーズに行なうことができる。デー

表する2 社――安井建築設計事務所と大成建設

タ連携の完全自動化により作業時間が大きく短

の担当者を訪ね、構造 BIM への取組みの現状と

縮されるのはもちろん、不整合をなくして図面の

その狙いについて伺った。

オートデスク ユーザ事例

株式会社 安井建築設計事務所／大成建設 株式会社
主に意匠設計で

【組織設計事務所】
鉄骨詳細図もRevitからあるがままに出せばいい
「無理をしない」
フルBIMで確実な効率化を図る

をご活用

B
I
M

3年計画で取り組んだ構造BIMの展開
安井建築設計事務所は日本有数のBIM先進企業
規模・実績ともに屈指の存在だったが、早くも

2007年にはトップダウンで全社BIM導入を本格
的に開始し、同年、
プロポーザルでBIM利用を提

B
I
M

案し特定された国土交通省青海総合庁舎の建築
プロジェクトで BIMを用いた設計を行う。さらに

2010年の国交省BIM試行プロジェクトの1つで
ある前橋合同庁舎の設計を”フルBIM”で行い、施
工BIMに繋げるほか、自社のBIMノウハウをパッ
ケージした Revit 用テンプレート集「意匠設計用

用が中心でしたが、前橋合同庁舎のプロジェクト

株式会社 安井建築設計事務所
構造部長
構造設計一級建築士
大阪市立大学非常勤講師
山浦 晋弘 氏

「当社の構造部門では3年前からBIMの導入を開

株式会社 安井建築設計事務所
情報・プレゼンテーション部長
BIM・技術開発センター副センター長
博士（工学）／構造設計一級建築士
飯島 憲一 氏

落とすこと自体ナンセンスと山浦氏は言う。でき

始しています。最初に着手したのは環境整備で、

も始まっています。意匠設計だけでなくエンジニ

まずは人材育成でした。
とにかくRevitを使える技

と考えたのである。
ことも必要なのではないか、

アリング部門もやっていこう、
というわけです」。そ

術者を増やそうと、新人から40歳くらいまでの技

「もともと構造図など位置情報と符号。
どの位置に

う語るのは、同設計事務所の情報・プレゼンテー

術者を対象に講習を行なったんです。そのため

どの部材が配置され、内容はリストを見れば分か

ション部長、飯島憲一氏だ。飯島氏は同事務所の

各種のRevit操作マニュアルも独自に編集しまし

る――というもので、いわば属性情報の塊です。

BIMの研究、導入、普及を主導する1人である。
「今期、BIMのプロジェクト適用率は、基本設計で
90%、実施設計で60%を目標にしていますが、
概ねその目標を達成しています。BIMを開始する
に際し、Revitを採用しました。Revitは建物情報を

た」。実際の教育は「どうやって線を引くか」
という

そんなものを見栄えだけ2 次元図面に合わせて

基本編から全5回に渡りレクチャーを行い、全員が

も、意味がありません。第一それで残業が増えた

「なんとか描ける」
レベルまで持っていったのだと

のでは BIM の活用法として本末転倒でしょう。

いう。

だったら、鉄骨詳細図もリストも、Revit からある
がままに出せばいいじゃないですか」。

際、
ファミリも以前に比べれば整備されましたが、

そういって山浦氏が見せてくれたのは、構造BIM

す。今となっては、意匠設計だけに特化したツー

まだまだ十分とはいえません。そこで構造に特化

のRevitモデルからダイレクトに切りだし、3次元

ルではなく、構造設計、設備設計の領域をカバー

したファミリを1年がかりでせっせと作り貯めたん

表現のまま紙へ出力した鉄骨詳細図だった。およ

する製品を採用しておいてよかったと思います。」

です。そしてある程度環境も整ったので、いよいよ

そ建築図面というイメージから大きく外れたヴィ

このように、組織設計事務所の中でも同社のBIM

3年目から実際に構造設計に使い始めたのです

ジュアルベースの図面だが、たしかにこれなら鉄

への取組み姿勢はずば抜けて積極的だ。構造設

が、
まだ大きな問題を抱えていました」。山浦氏の

骨の組み方等も一目瞭然である。2次元の図面よ

計へのBIM導入についても、ビッグゼネコンに引

言う
「問題」
とはBIMの利用者たちを縛る、ある種

り、はるかに感覚的に設計意図が把握できる「図

けを取らないスピード感で業界の先陣を切って

の固定観念だった。

鉄骨詳細図もあるがままの3次元で

面」
となっている。
「仕様書に縛られた官庁工事はともかく、民間の
工事で、
これを発注図に使い始めました。もちろ

「特に実績豊富なエンジニアに多かったんです

んここに使うファミリも、当社では全て登録してあ

業界の誰もが認識しているはずです。
どうせ切り

が、せっかくBIMで3次元を使っているのに、わざ

り、寸法が出たらすぐに描けるようになっていま

替わってしまうものなら、利用できるうちにどんど

わざ2次元図面に合わせようとして大変な苦労を

す。作るのも早いし分かりやすいのですから、何

ん先に利用していかなければもったいないです

しているんです」
（山浦氏）。長年、2次元図面を描

の問題もありませんよね」
（山浦氏）たとえば通常

からね」。そういって笑うのは、同事務所の構造部

いてきた設計者たちがそうしたくなる気持ちは分

の鉄骨詳細図では、XとY の 2 方向から見た図面

門を率いる構造部長の山浦晋弘氏である。

るが、3次元を扱うRevitを使ってわざわざ次元を

をそれぞれ描かなければ設計意図は伝わらない
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をご活用

遠からず BIM に取って代わられます。
このことは

設計︑施工で

「作図を行なう2 次元 CADという存在は、いずれ

B
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をご活用

データーベース化するのに最適だと考えていま

取り組んでいる。

B
I
M

施工で

「続く2 年目はファミリの整備に注力しました。実

ないことを頑張るより、ある程度割り切ってしまう

をご活用

に着手した頃からいわゆる“フル BIM ”への挑戦

主に構造設計で

BIMテンプレート®」を発売するなど、いまや日本
建築業界のBIMを牽引する存在となっている。
「それまでは当社のBIMもやはり意匠設計での活

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

の 1 社である。もともと組織設計事務所としては

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
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操作状況

構造ファミリーの例

基本設計書作成マニュアル

25

オートデスク ユーザ事例

が、
この3次元鉄骨詳細図なら1枚で済む。圧倒的

図や軸組を描くやり方も、当社でマニュアルにま

が、来年はちょっと“お絵描き”から離れたところで

に早く、分かりやすいのだ。本来は施工者にデー

とめました。
これを見ながら進めれば誰でも構造

Revitを活用できないか、考え始めています。構造

タを渡せば済む話であり、必要な情報を正確に伝

分野だけ見ていてもヒントは出てこないので、境

えさえすれば、描画に時間を割くのはもったいな

BIMの一連の作業を行なえる、という所まで持っ
てきています。約3年かかりましたが、構造BIMの

いという。

基本形についてはほぼ完成形かな、
と思います」

このように、きわめて合理的な精神に貫かれた同

（山浦氏）。

界領域や他部門でどんな使い方をしているか事
例を調べ、ヒントをもらおうと考えています」
（山
浦氏）。

社の構造BIMの展開を、さらに大きく加速させた
1つがSS3 LinkとRC断面リスト作成の開発だっ
た。特にRUG構造部会メンバーの飯島氏は、
この
共同開発の中心となった1人であり、開発の依頼

従来のやり方では、構造計算を行ない図面も描く

「これからは、意匠、構造だけじゃなく、設備やコス

構造設計者の業務はきわめて煩雑かつ膨大で、

ト計画を巻き込んで、顧客ニーズをとらえたBIM

なかなか効率化するのが難しかった。
しかし、
こ

設計プロセスを構築したいですね」
（飯島氏）。

と打合わせのため遠くポーランドに飛び、オート

社の構造設計業務は確実に効率化が進んだ。
とく

デスクの開発者に話をしてきたのだという。
「そういえば、ちょうど1 年前になりますね」
と、当
時を懐かしむ口調で飯島氏は言う。
「当時RUGで

のRevitを中心にした構造 BIM の完成により、同
に作図時間や査図の時間が削減され、その分考
えることに時間を回せるという。
「仕事量も昨年とは違うので一概にはいえません

もSS3 LinkとRC断面リスト作成をどうしようかと

が、効率化できているのは間違いないでしょう。い

悩んでいたんですが、だったら直接コミュニケー

ちばん大きかったのは、やはり図面ですね。
とくに

ションを取った方が早いというので、構造関連担

部材リストをRevitで内製できるようになったん

当の開発者がいるポーランドに行ったんですよ。

ですから、それだけでもずいぶんちがいます」
（山

大成建設の大越さんたちも一緒でした。遠くて寒

浦氏）。ただし、だからといって、全ての物件を何

くて大変でしたが（笑）、
とにかくそれで一気に話

もかもBIM だけで完結させるつもりは山浦氏に

が進んだのです」。

はない。前述の通り、設計図書を含めた基本設計

その結果が、2014年2月のSS3 Link・RC断面リ

書の作成は、特殊なケースを除きほぼ 100 パー

スト作成の発表だった。だが、
このことは単に日本

セントRevitで対応しているが、実施設計につい

で 最もメジャーな 一 貫 構 造 計 算プログラムと

てはプロジェクトの内容やスケジュール次第で個

RevitをSS3 Linkで結ばれ、一気通貫でRC断面リ
スト作成もできるようになったというだけではな
いと飯島氏は言う。

別にBIM活用の有無を選択している。
「たとえば BIMデータを次フェーズの FM や竣工
図、施工図などに活用できる環境がある場合は積

「今回の開発で、私たちがこだわった点は他にも

極的にRevitを使います。
しかし、設計事務所とゼ

幾つかあります。たとえばSS3 Link 2014に搭載

ネコンとでは、BIMを活用することは同じでも、求

したもので、参加企業各社のファミリやテンプ

めるものが違うように感じます。そのあたりを明

レートをそのまま使える“パラメータ・マッピング”

確にしないと、データを作るだけムダになります。

という新機能があります」
（飯島氏）。以前は飯島

とにかく基本的なスタンスは“無理しない”“楽を

氏らも一貫構造計算ソフトからRevitにデータを

する”ですから」
（山浦氏）。

持ってくるため別のコンバーターを買って使って

むろん最初から最後まで同じデータを使えれば

いたが、
これは専用のテンプレートやファミリしか

良いのは当然だが、途中作業で必要ないデータ

受け付けないため、自社のノウハウがつまった

が入っていたら重いばかりだろう。だからこそ

ファミリ等が使えなかった。
しかし、SS3 Linkのパ

「LOD（Level of detail/development）」
というこ

ラメータ・マッピングによりそれが可能となり、一

とが重要になるのだと山浦氏は語る。
ともあれ、

気に構造BIMのフィールドが拡大したのである。

意匠・構造の双方でBIMの手法をほぼ確立し終え

構造BIMの完成と次の課題

プアップへ向けて挑戦を開始している。

「現在ではこの SS3 Linkで変換したモデルで伏

図面作成マニュアル
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た安井建築設計事務所としては、既に次のステッ
「今年までは環境整備に追われた感がありました

鉄骨詳細図

基礎リスト

オートデスク ユーザ事例

株式会社 安井建築設計事務所／大成建設 株式会社
主に意匠設計で

【建設会社】
Revitと一貫構造計算ソフトの連携、構造図の出力機能は
当初から多くの構造設計者が強く求め続けた課題だった

をご活用

品質向上をめざして始まった
構造BIMの取組み

B
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はもちろん他社が導入した別製品なども取り寄
せ、構造設計者の立場から綿密な比較検討を行
ない、あらためてRevitを構造部門のメインツー

設がBIMへの取組みを開始したのは2007年のこ

ルに決定したのである。

とで あ る 。こ の 年 、同 社 の 意 匠 設 計 部 門 が

「一番のポイントとなったのはRevitの統合性や拡

Autodesk Revitを導入。BIMに関する研究を開

張性といった特徴です。
BIM運用のフィールドとし

始したのである。
これを踏まえて、構造部門による

て建設の工程全体を見渡したとき、
この統合性や

構造 BIM への取組みが始まったのはさらに 2 年

拡張性が非常に重要になると考えたからです」
。

後のこととなる。その取組みの背景には構造部門

こうして同社の構造設計部門に導入されたRevit

ならではの狙いもあった。同社で、構造設計に関

は、2012年ごろから本格的に構造設計の実務に

するソフトウェア開発やその運用サポート、構造

活用されるようになっていった。当初その取組み

設計に関わる社内インフラの整備などを担って

は、図面間の整合性確保を1つの目標としていた

いる構造計画部のシニア・エンジニア、大越潤氏

が、やがてより幅広い設計品質向上を目指すス

は語る。

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

わが国を代表するビッグゼネコンの一社、大成建

B
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大成建設 株式会社
設計本部 構造計画部 構造計画室 シニア・エンジニア
大越 潤 氏

ケールの大きなチャレンジとなっていった。
「BIMを用いて建物を建てるプロジェクトについ

くから
「この機能は必要だ」
という声が高かったの

て考えていくと、当然、意匠設計や設備設計など

だ。実際、大成建設社内でも
「これをどう解決する

とにかくこの改正により建築設計の整合性につい

構造設計以外のところが関与する部分が多くなっ

か」議論になっていたし、他社からも
「この課題を

て非常に厳しいものが求められるようになり、構

てきます。ですから、それらも含めた多くの図面

何とかしたい」
という強い要望が上がっていた。

造設計でも、たとえば一貫構造計算ソフトと図面

間の整合性等をきっちり解決してから現場が始め

「つまり、われわれだけでなく国内の構造設計者、

の整合性等が問われるようになったのです」。

られるようにするとか、
まずはそういうところを目

特にRevit環境による構造BIMの運用を想定して

通常の設計図書では構造計算書と設計図面がワ

指して構造BIM推進に取り組んでいこうと考えま

いるのであれば、
どのユーザにとっても、
この課題

ンセットで出てくる。そのためこの両者の整合性

した」。

解決は避けて通れないテーマだったといえるで
しょう。オートデスクに対する機能開発への要望

の確保が強く求められたのである。もちろん設計

大越氏らの構造 BIM への取組みは、多少の違い

図面同士の整合性についても同様だ。
しかし、従

はあれ、
他のゼネコン各社や設計事務所も含めた

も、非常に大きなものがありました」。

来は設計図面などもバラバラのファイルで管理さ

業界共通の動きだったといえる。従って、
そこから

こうしたユーザの声に応える形で、2012 年に一

共通の課題がクローズアップされていったのも自

度、今回の新アプリの祖形となったシステムが開

然な流れだったろう。
そして、
そのことが顕在化し

発されたことがあった。
しかし、
この時のシステム

づいていた。

たのが、
RUGの構造部会の席上だったのである。

は対応部材が柱と大梁に限られるなど機能的に

に目視に依存していましたが、それだけに設計者
の負担は大きく、
しかも設計時間全体が圧縮され

BIMで最も重要なのは
“Information”

十分とはいえず、断面リスト作成のレスポンスが
遅いなどの問題もあって、RUGメンバーを満足さ
せるには至らなかったのである。
この時は大越氏

ていく業界の流れの中で、ヒューマンエラーの危

「RUGの構造部会は構造設計者が集まる場であ

らも“断面リストを作ってほしい”と要望するだけ

険も拡大していました。そこでこれを回避する1つ

り、各人が置かれている状況にそれほど大きな違

で、具体的に“どういう仕様で”という所までは伝え
られず、テストに積極的に参加することもなかっ

いはありません。実際、同業の大手ゼネコンも参
加していらっしゃいますし、たとえ構造計算ソフト

た。そのため、結果として中途半端な機能になっ

の3次元モデルから全ての図面を切りだすのです

は違う製品を使っていても、Revitユーザとしてや

てしまったのである。
「そこで、
今度こそ自分たちユーザ自身の手で仕様

はり同じような課題を持っているという認識が

など発生しない理屈です」。

あったのです」。

を徹底的に詰めようということで、各社の思いが

先行してBIM化を進めた意匠設計分野の成果も

それらの中でも特に各社の関心が高かったのが、

一致しました。RUGメンバーがユーザの声を集約

継承しながら、大越氏らはまず構造BIMの環境整

Revitと一貫構造計算ソフトとの連携や構造の設

し、
開発仕様をまとめてしまおうというわけです」
。

備を開始。同時に構造BIMで使うメインツールの

計図面の出力についてである。
これらはいずれも

そこには構造BIMと、
これに必要なツールに対す

選定にも着手した。意匠部門で採用されたRevit

構造設計業務に直に結びつくものだったため、早

る現場の切実な思いがあった、
と大越氏は言う。
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をご活用

から、モデルさえきちんと作れば、図面の不整合

設計︑施工で

の手段として、BIMモデルを使って図面間の不整
合を無くそうという発想が生まれたのです。1 つ

B
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をご活用

「構造計算書と構造図の整合性の確保も同じよう

施工で

れることが多く、整合性の確保についても、設計
者が自分の眼で図面を1枚1枚確認する作業に基

B
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をご活用

たのは、やはり2007年の建築基準法改正でした。

主に構造設計で

「私たちのBIM導入に関して最も影響が大きかっ

設計︑施工︑維持管理で
をご活用
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SS3Link：①起動作業

SS3Link：②使用するファミリを確認

SS3Link：③モデル作成作業

SS3Link：④モデル作成画面
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「Revitモデルの中に断面の情報等も全て入ってい
もそもBIMで最も重要なのは“Information”なの

SS3 Linkで一貫構造計算ソフトからRevitにデー
タを受け渡すこと、そしてRevitで作ったモデルか
ら断面リストを作ることという2つの作業は、従来

ですから、
BIMの真ん中の“I”が使えなれば意味が

はそれぞれまったく別の流れとなってしまい、そ

推移すれば年間 40 件前後になりますね。
これは

ないんですよ」
。

こには一貫性がなかった。
しかし本来、
これらの作

あくまで設計から施工までフルに請負った物件だ

こうしてRUG構造部会によるSS3 LinkとRC断面

業はいずれも構造設計の一連の流れの一部なの

けをカウントした数字ですから、コンペ等で使わ

るはずなのに、
使えないのはおかしいですよね。
そ

リスト作成の仕様取りまとめ作業が始まった。作

である。

と予想している。
「実数で言うと、今年は半期で 20 件近くのプロ
ジェクトでRevitが導入されました。同じペースで

れたケースを入れればもっと増えるでしょう。実際

業の中心となったのは、RUG 構造部会の主要メ

「たとえばRevit上でボタンを押してSS3 Linkを出

に使った社員からも、思っていた以上に使いやす

ンバー約 10 社。大越氏らゼネコン勢ばかりでな

し、同様にボタンを押してRevitから断面リストを

かったという感想が届いています」。特に目に付

く、安井建築設計事務所などの大手組織設計事

出力させる。
これを一連の流れとして手間なくで

いた導入効果としては、修正作業の手間を低減で

務所やデザイン系のアトリエ設計事務所も加

きるようにしたい、と。これは強く要望を出し、

きたという声が多かったと大越氏は言う。もちろ

わった異色の顔ぶれとなっていた。仕様の取りま

2015対応版で実現されています。非常に使いや

ん単純にモデルを立ち上げて図面を出力するま

とめは、たとえばRC断面リスト作成のようなもの

すく、分かりやすくなったと思いますね」。

での時間と、AutoCADで図面を書き上げる時間

も各社それぞれ仕様が違うことから、まずは各社

これはいわばRevitによる構造BIM運用のハード

を比較すればAutoCADの方が速い。だが、その

が自社の仕様を持ち寄って集まり、それをずらり

ルを大きく下げることに繋がり、
このことは“Revit

後工程の数限りない修正の手間を考えると、モデ

と並べて皆で見ながら分類整理していくような作

ユーザ数を増やす”というRUG自体の使命にも合

ルを直せば全ての図面が一気に修正されるBIM

業から始まった。それまで同じものをそれぞれ異

致している。初期導入のハードルを取り除いて、少

の方が圧倒的に速いのである。

なる表現で出力している状況だったのを、1つに

しでも楽に気軽にRevitを活用してほしい――と

集約しようというのである。

いう大越氏たちの強い願いがそこにはある。

「今後もさらにRevitの普及を進めていくのはもち
ろん、
これと並行してその活用方法についても研

「“こことここは一緒にできるね”“こだわりたいの

「とにかく今回のアプリにより、今まで構造設計者

究していきたいと考えています。たとえば、いま研

なら、そこはオプション化で個別に対応しよう”と

が自分の手で行なわざるを得なかった煩わしい

究を進めているのは一種の検査ツール。構造設

か、協議しながら一覧表にまとめて可能な限り表

作業を一気に省略し、
ごく簡便にスムーズに作業

計では、設計することはもちろん、そこから実際に

現を統一し、その結果をそれぞれ社に持ち帰って

できるようになったのです。
もちろんヒューマンエ

作りあげたモノが正しく設計者の意図通りできて

承認をもらって――という繰り返しですね。まあ

ラー抑止にも効果的だし、多くの方がRevitによる

いるか確認する所までが一連の流れなのですか

実際に集まって議論したのは月に1回程度で、そ

構造BIMのメリットを強く実感できるはずです」
。

ら、Revitも設計ツールとしてだけでなく、現場の

れを4 〜 5カ月繰り返して開発仕様にまとめてい

さらにSS3 LinkとRC断面リスト作成の機能を加

施工状況をチェックする検査ツールに活用でき

きました。また、
この新しい標準仕様をそれぞれ

えたRevitの進化は、大成建設自身の構造BIMの

ないかと考えています。たとえば現場が間違いな

の社内への働きかけていくのも、メンバーのミッ

普及にも影響している。Revit導入開始から2年半

く配筋されているか――とか、目でみて確認でき

ションでした」。

が経過した現在、同社のプロジェクト全体の 6 割

るようなツールはどうでしょう。いずれにせよ、

まさにユーザの声をストレートに反映させた仕

強で Revit が使われるようになっているが、大越

Revit の活用フィールドはまだまだ広がっていく

様書づくりだった。――では、それらのユーザの

氏は1年後にはこれが8〜9割程度まで拡大する

に違いありません」

声は、具体的にどのような形で両アプリの機能に
反映されたのだろうか。両アプリの 1 つの完成形
といわれる最新版「SS3 Link 2015」
「RC断面リ
スト作成2015」を例に紹介してもらおう。

1年後にはRevit活用現場が
全体の8〜9割に
「これまでとの決定的な違いは、2015 対応版で
は構造設計の実務の流れに沿って各作業が無理
なくつながり、スムーズに進められるようになっ
ている点にあります」
と大越氏は語る。たとえば

RC断面リスト作成：①柱リスト設定
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RC断面リスト作成：②柱リスト出力

SS3Link：⑤変換ログを確認

SS3Link：⑥変換ログ確認画面

RC断面リスト作成：③柱リストをレイアウト

RC断面リスト作成：④柱リスト設定画面

オートデスク ユーザ事例

株式会社 安井建築設計事務所／大成建設 株式会社
主に意匠設計で

構造BIMの環境は整った。後は「どう生かしていくか」
である。

をご活用
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今後の当社のBIMの取組みでは、組織設計

SS3 LinkとRC断面リスト作成がRevitに導入され

事務所としてのメリットを出すことがポイン

た結果、一貫構造計算ソフトとの連携等の作業も

として四苦八苦しているケースが多いように感

トになるでしょう。組織設計事務所といって

含めてすべてRevitの中で完結できるようになりま

じます。今までのやり方に合わせようとして、無

も従来は分業でしたが、BIM 導入により部

した。これは構造設計者にとって非常に作業しやす

理が出てきてるんですね。私は発展途上のBIM

門間のコミュニケーションも非常に重要に

いのはもちろん、管理しやすく間違いもないので

をやるなら80点を目指せばいい、と思っていま

なってきており、実際、誰かが入れたデータ

確実な品質向上が望めます。目立たない変化です

す。2割の労力で8割を仕上げよう、ということで

が別部門の作業に役立つとなると、組織全

が、構造設計者にとって実は非常に大きな変革に

す。ところがみんな、残り8割の力も注ぎ込んで

体の複合的な費用対効果で評価し、メリッ

他なりません。そのインパクトの大きさは構造設計

トを出さなければなりません。そういう観点

者なら必ず分かってもらえるでしょう。一度お試し

から私も環境整備に取り組んでいきます。

いただいて、ぜひ品質向上を実感してください。

株式会社
安井建築設計事務所
構造部長
構造設計一級建築士
大阪市立大学非常勤講師
山浦 晋弘 氏

株式会社
安井建築設計事務所
情報・プレゼンテーション
部長
BIM・技術開発センター
副センター長
博士（工学）／
構造設計一級建築士
飯島 憲一 氏

大成建設 株式会社
設計本部 構造計画部
構造計画室
シニア・エンジニア
大越 潤 氏

B
I
M

主に構造設計で

あと20点足そうとするから、非効率的になって
しまう。無理せず楽して80点を目指しましょう。

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

先行してBIM 導入に取組む人たちを見ている
と、3次元でやりながらデータを2次元に落そう

をご活用

B
I
M

施工で
をご活用

B
I
M

設計︑施工で
をご活用

B
I
M

大成建設 株式会社

http://www.yasui-archi.co.jp

http://www.taisei.co.jp

本

社

本

店

創

設 1924年4月1日

創

業 1873年10月

設

立 1951年1月16日

設

立 1917年12月28日

大阪市中央区

東京都新宿区

資 本 金

8000万円

資 本 金 1124億4829万8842円

事業内容

建物の設計監理、土木の設計監理、都

事業内容

工事、その他建設工事全般に関する

ルタント業務、
コンピュータ業務ほか

企画、測量、設計、監理、施工、エンジ

309名（2014年4月）

ニアリング、マネジメント及びコンサ
ルティングほか
従業員数

B
I
M

をご活用

社 員 数

建築工事、土木工事、機器装置の設置

市の設計監理、マネジメント・コンサ

設計︑施工︑維持管理で

株式会社 安井建築設計事務所

7951名（2014年3月）
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会社名

東洋建設株式会社
所在地

東京都江東区
ソフトウェア

Autodesk Revit Architecture

東洋建設株式会社

Revitなど
AutodeskのBIM製品で挑んだ
日本初の国交省指定BIM試行プロジェクト
BIM設計の成果を受けて施工段階での多彩なBIM活用を試行
社外からも多数のBIMの専門家による支援が大きなポイントに

設備図や電気配線図を見ただけで理解す
るのは、専門家でない限り困難です。実際、
チェックしていただく工事関係者に、図面
を見せて説明してもなかなか理解してもら
えず、逆に追加説明資料を求められること
も多々ありました。
しかし、今回は現場で

3Dを活用できたので、工事関係者も“自分
の眼で見て”即座に理解していただけまし
た。だからジャッジが圧倒的に早く、
これは
大きなメリットでした。

東洋建設株式会社
関東支店 建築部
新宿労働総合庁舎
新築作業所
所長
松本 大石 氏

基準階統合モデル（Autodesk Navisworks）

設計BIMのデータを
最大限生かすために

いても多様な製品が検討されたが、最終的にはこ

2012年、東洋建設株式会社は、国土交通省官庁

れも設計BIMで使われたAutodesk Revitに合わ

営繕部発注の「新宿労働総合庁舎」の建築工事を

せようということになった。松本氏とともにCAD

受 注した。RC 造 地 下 1 階 地 上 6 階 建て延 べ 約

「当社では、以前からプレゼンテーションやデザイ

試行プロジェクトだった。もともとこのプロジェク

ました。実施設計はAutoCADでしたし、CG制作

ンレビュー、工事監理等で3DCADを活用してき

トは「日本のBIM元年」
と呼ばれた2009年に始ま

はAutodesk 3ds Maxでしたから、
これらオート

り、建築設計の段階からトータルにBIMを活用し

デスク製品同士の連携という点からもRevitとい

て進められてきた。この BIM 設計の成果を受け

う選択は最もしっくり来るものでした」。
とはいえ、

て、次なるステップとなる建築施工段階における

松本氏ら現場にとっては、言うまでもなく初めて

BIM 活用の試行を任されたのが、東洋建設だっ

のRevitである。Revit本体はもちろんハードも新

たのである。所長を務めた松本大石氏は語る。

たに揃え、
これを操作する現場スタッフも教育す

内容は把握できていませんでした。正直いって2

30

選定に関わった設計部の前田哲哉氏は語る。

3500㎡という、総合庁舎としては平均的な規模
のこの案件は、わが国初の国交省指定 BIM 導入

「当初は私自身、BIM試行現場について具体的な

新宿労働総合庁舎

生かすという方向に落ちついた。BIMツールにつ

る必要があった。
「最初からRevitを使える職員は現場にいなかっ

次元でやっていたことが3次元になるんだろう、
く

たので、定期的に前田課長に来てもらったほか、

らいの漠然としたイメージでしたね」
と笑う松本

社外からもBIMコンサルタントやBIMソフトメー

氏だが、そうした認識は彼だけのものではなかっ

カーなどBIMの専門家たちを招いて、さまざまな

た。なんといっても初の BIM 試行現場であり、工

形で協力を仰ぎました。そしてまず簡易なウォー

事業者全員にとって、そして発注者にとっても未

クスルーなどの活用から、BIMの実務での展開に

知の世界だったのである。そのため、関係者は

踏み込んでいったんです」
（松本氏）。幅広い分野

度々集まって意見交換を行ない、具体的なBIM活

に渡るプロたちの協力を得られたのが大きなポ

用の方向を詰めて行ったと言う。たとえば当初は

イントだった、
と松本氏は語る。そして、
このように

現場で 3 次元 CADを使い施工図を描くという構

BIM活用の環境整備が進んでいくと共に、現場で
はさまざまなBIMの試行が始まっていった。

想もあったが、
これはやはり前段階の設計BIMを

オートデスク ユーザ事例

東洋建設株式会社
主に意匠設計で

設備データを条件設定しIFCでRevitに取込、Navisworksで干渉チェック
現場での一連の作業がダイレクトに連携するオートデスク製品の優位性

「流れ」ができている
オートデスク製品の強み

をご活用
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を実際に試した上で、定例発表会で発表された。

実際にお客様の方から
「BIMで」
と依頼され

「とにかく3Dで簡単に分かりやすく見られるので、
工事関係者への説明受けもすごく良いんです。

で行った設備との干渉チェックや基準階モデルか

ウォークスルーで読込んですぐ使えました」
（前田

らの施工図の切り出しなど、BIMを活用した場合

氏）。特にこの新宿労働総合庁舎の建物は凝った

と通常のやり方との比較を行ないましたね。初試

ディティールを備え、図面を見ただけではなかな

行だけに詳細が決まってなかった部分もあり、当

か把握しきれない納まりも多々あった。そのため

初はけっこう手探りでした」。苦笑いする松本氏の

見たい角度から自由に見られるウォークスルー

言葉通り、初挑戦ならではの試行錯誤も少なくな

が、現場でも大きな効果を発揮したのである。
工事の進行と並行して、松本氏らはこうしたさま
ざまBIM活用の試行に関する成果発表を定期的

いた点がネックとなった。建築側では設備データ

めも進めていった。また、建築業界でも注目の案

をそのまま生かせないため、一からRevitに入れ

件だっただけに各社の見学希望や講演依頼も多

直して B I M モ デ ル を 仕 上 げ 、これ を 使って

く、いろいろな意味でプレッシャーのかかる現場

Autodesk Navisworksで干渉チェックしていっ

だったことは否定できない。だが、それらを割り引

たのである。

いても、価値ある挑戦だったと2人は口を揃える。

ることが多いですね。RevitとNavisworks、
環境シミュレーションを活かした質の高い
設計とか、3次元で確認しながらできる分か
りやすさとか……お客様も私たちもお互い
に分かりやすく、
しかも、タイムリーに提案
することでお客様のニーズに応えられる提
案を少しずつ拡大しています。

に行ない、さらに各種の成果物の制作、取りまと

「今回は環境を整えるのに時間とコストがかかり

チェックをして前倒しで現場運営できたのは大き

ましたが、
これらが整えば BIM は便利だし、いず

なメリットでした。
しかし、さすがにデータの入れ

れ現場にも普及してくることになるのは確実で

直しはロスが大き過ぎたので、
よりコストを抑え

しょう。普及は急速に進むと思いますよ。そのため

られる方法を検討したんです」。

にも人材教育が急務です」
（松本氏）。
と思います。
そうなれば、Revitでモデルを作って

Revitで読込もうと考えた。CADメーカーにも協
力を仰ぎ、空間条件等さまざまな条件設定の調

3ds Max で照度解析やレンダリングを行い、
Navisworksで検証し、AutoCADで実施図面に

整を重ね、2度目以降はIFC化した設備CADデー

仕上げる――という一連の流れがあるオートデス

タをそのまま使えるよう環境を整えたのである。

ク製品には圧倒的な強みがあると思っています。

「これにより、建築BIMがあれば条件設定してIFC

あとはこの連携が、変換なしで共有できるように

でRevitに取込み、Navisworksで干渉チェックで

なれば完璧です。
大変だと思いますが、
オートデス

きるようになったんです。
しかも、施工図面がその

クさんにはぜひ実現してほしいですね!（
」前田氏）

B
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をご活用

「BIMは今後現場でも当り前のものになっていく

施工で

設備会社は既に設備3次元CADを使っていたの
で、松 本 氏らはこれを IFC 化してダイレクトに

B
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をご活用

「Navisworks は分かりやすく、早い段階で干渉

東洋建設株式会社
建築事業本部
設計部設計課
課長
前田 哲哉 氏

B
I
M

主に構造設計で

かった。設備との干渉チェックについても、今回は

BIM 試行が建築に限られていたため、設備工事
側では BIM 対応を意識せずにデータを作成して

ういうことができます」
と提案し、
アピールす

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

「試行のテーマとしては、たとえばピットや基準階

ることはまだ少なくて、むしろこちらから「こ

まま残せるので後の改修等にも使えます。
これは
すごく役立ちますよ」
（松本氏）。
松本氏らが取組んだのは、
これらの「課題として
設計︑施工で

与えられた試行」だけではない。自らの発想で
チャレンジする
「その他試行」
も数々行ったのであ
る。たとえば 、松 本 氏 たち が 最 初 に 取 組 ん だ
ウォークスルーも、さまざまな業務場面での活用

をご活用

B
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M

本

社

代 表 者
創

東京都江東区
代表取締役社長 毛利 茂樹

立 1929年7月3日

資 本 金 106億8346万円
総合建設業（海上・陸上土木、建築）

従業員数

1,228名

不動産事業等
基準階統合モデル（躯体図2D）

基準階統合モデル（躯体図3D）

B
I
M

をご活用

事業概要

設計︑施工︑維持管理で

東洋建設株式会社

http://www.toyo-const.co.jp/

（技術職員946名、事務職員282名）
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清水建設シンガポール事務所

清水建設シンガポール事務所の
BIM活用に迫る
大規模複合施設の建設に「フルBIM」を導入

会社名

清水建設シンガポール事務所
所在地

シンガポール
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit
Autodesk Revit Architecture
Autodesk Revit Structure
Autodesk Navisworks

清水建設シンガポール事務所は、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）
ソフトを活用し、4年がかりで活用スキルの
レベルアップに取り組んできた。2014年から大規模複合施設「メイプル
ツリー・ビジネスシティ2（MBC2）」の建設では、ついに意匠、構造、設備
を導入。短工期での施工を目指している。
を連動させた
「フルBIM」

商業ビルなどでエスカレーター部分の上
下階を、火災時に防煙シャッターで仕切る
とき、2D図面だとちょっとしたところですき
間があるのを、設計時に見落としてしまう
ことがある。
その点、4D によるBIM モデルで様々な角
度から検討すると、
こうしたすき間も見逃
すことはない

清水建設 シンガポール事務所
石橋 章夫 氏

清水建設がシンガポールで建設中のMBC2のCGパース（資料：清水建設）

シンガポールのBIM義務化に対応

5000㎡超の建物に意匠、構造、設備モデルの提

第1段階は一般的なBIMの機能の活用することか

シンガポール政府の建築建設局（BCA）は、2012

出を義務づける。

ら始まった。
まずはBIMソフト
「Autodesk Revit」

年から2015年にかけて順次、建築確認申請時の

こうした確認申請のBIM化により、その下流に位

の意匠設計機能（Revit Architecture）で、2Dの

BIMモデル提出の義務化を進めている。
2012年はまず官庁プロジェクトを対象に意匠モ
デルの提出を義務化した。2013年は2万㎡超の
建築物に意匠モデル、2014年は2万㎡超の建物
に意匠、構造、設備モデル、そして2015年からは

置する施工者も、必然的にBIMモデルを扱う能力

図面をもとに建物を3Dモデル化することに取り

が求められることになる。そこで清水建設シンガ

組んだ。
さらにBIMモデルビューワー「Autodesk

Navisworks」も使い、3Dに時間軸を加え4Dによ

導入し、4 年前から3 段階に分けてBIM 導入計画

るモデリング技術の習得も行った。

を進めてきた。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

一般的な機能

自動的な機能

全体的な機能

•3D
•4D
•接続部の詳細
•意匠、構造、設備の連携
•施工図作成

•干渉チェック
•数量計算
•他ソフトとの連携：

•フルBIM
•BIMによるFM

「商業ビルなどでエスカレーター部分の上下階

構造解析、工程管理

•鉄筋加工図

3段階に分けたBIM活用範囲の拡大計画（資料：清水建設）
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ポール事務所では、オートデスクのBIMソフトを

MBC2のBIMモデル（資料：清水建設）

オートデスク ユーザ事例

清水建設シンガポール事務所
主に意匠設計で
をご活用

B
I
M

を、火災時に防煙シャッターで仕切るとき、2D図
面だとちょっとしたところですき間があるのを、設
よるBIMモデルで様々な角度から検討すると、
こ
うしたすき間も見逃すことはない」
と石橋氏は説
明する。

B
I
M

また、タイル割りを設計するとき、2D 図面だと床
と壁の目地が別々の図面に描かれていたため、
ずれていることに気づきにくい場合もあった。

BIMで設計すると、床と壁の目地を連携させるこ
とも行いやすくなった。
シンガポールではコンドミニアムや病院の建設
が盛んだ。
コンドミニアムは外観が凝ったデザイ

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

計時に見落としてしまうことがある。
その点、4Dに

トイレのタイル目地の設計例。2次元CADで平面図と立面図を別々に作成すると床と壁の目地がずれていることに気づきにくい場合も
（資料：清水建設）
ある
（左）が、Revitだと床と壁の連携が取りやすい（右）

ンのものが好まれ、値上がりする傾向があるとい
主に構造設計で
をご活用

B
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BIMモデルから各種施工図を作成（資料：清水建設）
施工で

意匠と構造の連携。構造を参照しながら意匠を設計（左）
したり、意匠を参照しながら構造を設計（右）
したりすることにより取り合いを正
確に行う
（資料：清水建設）

をご活用

B
I
M

設計︑施工で

干渉チェック機能による意匠、構造、設備間の設計調整
（資料：清水建設）

をご活用

Revitで作成した柱と梁の接合部の詳細なBIMモデル（資料：清水建設）

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
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Navisworksを活用した4Dによる施工手順の説明
（資料：清水建設）

火災時に可動式の防炎シャッターの動きを4Dで検討したモデル。エレベーター周りで上下階の境界部分がすき間なく遮断できるかを
検討した例（資料：清水建設）
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清水建設シンガポール事務所

う。すでに地元の建設会社も普通のコンドミニア
ムを施工できる実力を身につけてきたため、
日系
の建設会社はより複雑なデザインのものを手が
ける傾向にあるという。
「コンドミニアムや病院は設備を収納するスペー
スにあまり余裕がない場合が多く、変更も多い。
その点、BIMで設計しているとスムーズに対応で
きる」
と石橋氏は言う。
そこで、第1段階ではさらにRevitの構造設計機能
（Revit Structure）を使い、現場で柱と梁の接続
部などの詳細モデリングや、意匠・構造・設備の

BIMモデル連携、そしてBIMによる施工図の作成

「Microsoft Project」の工程表（左）
とBIMモデル（右）を連動させた例。進行状況がBIMモデルによってわかりやすく表現される
（資料：清水建設）

も行った。

第2段階は干渉チェックや
数量計算に挑戦
第 2 段階では Revitや Navisworksなどの自動機
能の活用に挑戦した。代表的な機能は部材同士
の干渉チェックや数量計算だ。
「数量計算機能は、現場の運営にも役立っている。
例えば今日は何㎥分の生コンを打設する、何㎡分
のタイルを現場に配る、
といったことにも使って
いる」
（石橋氏）。

BIMモデルと他のソフトとの連携にも挑戦した。
例えばRevitで作った構造のBIMモデルを構造解
析用ソフトに読み込んで解析することにより、構
造設計と構造解析の双方向連携を可能にした。
また、BIMモデルを工程管理に行うことにもチャ
レンジした。BIMモデルの各部分をプロジェクト

シンガポール郊外で建設中のコンドミニアムのBIMモデル（左）
と現場（右）
（左資料：清水建設）

マネジメントソフト
「Microsoft Project」
と連携
させ、工程表上の進行状況とBIMモデルが連動す
るようにしたのだ。
これによって工程の進行状況をいつの時点でも

BIMモデルによって視覚的に確かめられるように
した。
前述のようにシンガポールでは建物に高いデザ
イン性が求められることが多い一方、工事現場で
働く作業員のスキルは日本よりも低い。
こうした
ギャップを乗り越えるためにも、BIMを活用して
いる。それは部材のプレハブ化だ。

2つの棟を結ぶ3本の橋があり、一番上の橋にはプールが設けら
れる
（資料：清水建設）

橋の架設シミュレーション（資料：清水建設）

まず、BIMモデルでデザインを確認した後、図面
を作り、最後に部分的なモックアップを作成して
設計を確定する。
プレキャスト部材は現場での修
正が聞きにくいため、デザイン的にも施工面でも
しっかりとした設計を確定させておくことが重要
なのだ。
例えばシンガポール郊外で施工中の「スカイ・ハ
ビタット・コンドミニアム」の現場では、複雑な構
造 部 分 の 施 工シミュレーションや 設 備 の 干 渉
チェックをBIMで行い、手戻りのない施工を行っ
ている。

建物が下方に向かって開く
「スプレー部」のBIMモデル（左）
と現場写真（右）
（左資料：清水建設）
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清水建設シンガポール事務所
主に意匠設計で
をご活用
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4年間の集大成として
「フルBIM」
を実践
面積約4万3000㎥、のべ床面積約24万5000㎡
の大規模プロジェクトだ。
この施設の施工を担当

B
I
M

する清水建設は、意匠、構造、設備の設計をすべ
てBIMで行う
「フルBIM」を導入し、わずか26カ月
という短工期での完成を目指している。
約900人が所属する清水建設シンガポール事務
所では、4 年前からBIM活用の取り組みを行って
きた。その途中には病院やコンドミニアムなどの
建設プロジェクトでCGによるデザイン検討や干

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

シンガポールで建設中の複合施設「メープルツ
リー・ビジネスシティー2」
（以下、MBC2）は、敷地

意匠、構造、設備を連携させたBIMモデル（左）。地下に内接されている電線類もBIMモデル上に書き込み、近接作業での注意すべき点
をわかりやすくした（右）
（資料：清水建設）

渉チェック、数量計算など、少しずつBIMを導入し
主に構造設計で

てきた。MBC2はその集大成とも言えるものだ。
複雑な建物を短工期で完成させるためには、手
戻りは極力防ぐ必要がある。そこで意匠・構造・設
備を連携させたBIMモデルで干渉部分がないか

B
I
M

をご活用

を事前に確認し、地下に埋設されている電線を

BIMモデル化して、付近で側溝の施工が行われる
ときには電線に障害などを与えないように注意す
るようにした。
意匠、構造、設備のBIMモデルから施工図を作成する
（資料：清水建設）

現場事務所には「 BIM ルーム」を設け、意匠、構
造、設備のBIMモデルや図面をプロジェクターで
映しながら技術的な課題を解決する会議を行っ

施工で

ている。例えばBIMモデルを見ながら施工上の問
題点を洗い出したり、部材同士の干渉部分を見つ

B
I
M

けて解決したり、設計チームと施工チームの調整

をご活用

を図ったりといった会議だ。
こうしてBIM モデルの段階で問題が解決してか
ら、最終的に図面が作られて施工に使われる。

MBC2 の現場所長を務める石橋章夫氏は「シン
ガポールの工事現場で働く作業員は、外国人がほ
とんどで日本の職人のように図面から3次元的な

RevitでBIMモデル化した建物内部（資料：清水建設）

技術的な検討で使われた資料の例（資料：清水建設）

設計︑施工で

空間をイメージすることが難しい。その点、BIMは
わかりやすいので現場のスタッフや作業員への
説明にとても重宝している」
と語る。
もはやシンガポールでは、BIMを活用できないと

B
I
M

仕事にならないと言っても過言ではない状況に

をご活用

なりつつあるようだ。

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

清水建設シンガポール事務所で BIMソフトを活用する設計ス
タッフ

フルBIMが導入された大規模複合施設「MBC2」の現場事務所。BIMモデルを見ながら打ち合わせを行う
（写真：清水建設）
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会社名

株式会社長谷工コーポレーション
所在地

東京都港区
ソフトウェア

株式会社長谷工コーポレーション

意匠・構造・設備設計、
施工から販売・管理までBIMを活用、
同一プラットフォームで実現

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit

Revitをプラットフォームにして、1つの3次元モデルデータから設計図書、施工図を作成。
さらに販売用図面も同じ3次元モデルデータから作成するため、設計図書と販売用図面の整合性が保てる

導入の狙い
•BIM導入で、業務の効率化を一歩前進さ
せたい

•BIMモデルを活用し、意匠・構造・設備設
計の全てを同一プラットフォームで実現
したい

•3 次元モデルを販売、管理業務でも活用
したい

36

株式会社長谷工コーポレーション
（以下、長谷工コーポレーション）は、マ
ンション建設に特化した独自のビジネスモデルを持つ大手ゼネコンだ。
その施工実績は累計で約55万戸。首都圏、近畿圏でナンバーワンのマン
ション施工シェアを持つ同社は、いち早くその規格化・ユニット化を推進
してきたことでも知られる存在だ。その延長上で 2011 年に開始された
BIM（Building Information Modeling）の導入は、40年に及ぶ規
格化に向けたノウハウの活用と、独自ツールの開発を通し、早くも大きな
成果を挙げようとしている。

規格化の追求の延長上で
BIMへの取り組みを開始

的で住みやすく永く使える規格型マンションは、

長谷工コーポレーションにとって大きなエポック

その後の日本のマンションのあり方を決定づけ

になったのは、1973年のマンション標準生産シ

た。
また、同社の設計規格化・ユニット化への取り

ステム「コンバス」の開発だった。生産性の高い標

組みの起点でもあった。その取り組みは、今日の

準設計システムにより、
「生産性の向上」
と規格化

BIM導入にもつながっているとエンジニアリング

による「品質・性能の安定化」を両立させた機能

オートデスク ユーザ事例

株式会社長谷工コーポレーション
主に意匠設計で

BIM によって設計業務が煩雑化するので
やデザインを考えるのはあくまで人です。

BIMの導入によって、設計者が本来の業務
に注力できる環境を構築していきたいと
考えています。

ムを採用し、必要に応じて設計データを重ねるよ

「CADやBIMという言葉が現れる以前から、私た

うな運用は、
どうしても無理があると判断したの

ちはアナログの手法による設計部材の情報管理

です」

や設計の規格化・ユニット化に取り組んできまし

また『Autodesk Revit』の採用は、現時点で大き

た。
この取り組みを推進できたのは、当社がマン

く二つのメリットがあったと新屋氏は指摘する。

ション建設に特化するゼネコンであるという事情

一つは意匠、構造、設備の各部門のスタッフ教育

があります。マンションは、ユニットの集合体で

が一つのプログラムで対応できたこと。もう一つ

す。ならば、ユニットを積み上げることで、効率的

は API 連携による各種ツールの開発が今までの

にマンションの設計・施工ができるはずだと考え

開発思想と同じように行えたことだ。

たのです」
同社だが、その一方で 3 次元 CAD や BIMツール

トップの明確な意思のもと、
全スタッフにBIM教育を実施

の研究も早くから開始していた。BIM導入に向け

「新しいソリューションの導入直後、一時的にパ

長年にわたり設計に2 次元 CADを利用してきた

た本格的な検討がスタートしたのは、PC上でソフ

フォーマンスが低下することは珍しくありません。

トがスムーズに動かせるようになった 2009 〜

BIMもそれは同じです。企業によっては、その時点

2010年のことだった。

で『使えない』
という判断が下されることも少なく
ないはずです。
しかし当社のBIM導入にあたって
この道を進み続ける」
という明確な意思表示があ

は、設計出身の現会長（当時社長）による
「我々は

社内デザインチェックや事業主様へのプ

ハード・ソフト両面のスペック向上を受け、同社

りました。
トップによる、
こうした意思表示は、導入

は、まずエンジニアリング事業部内に BIM 検討

がスムーズに進んだ理由のひとつです」
（堀井氏）

ビューワーの共同開発では、ゲーム業界出

ワーキングを立ち上げて検討を開始。導入の決断

同社は、社内講師を育成した上で、全スタッフを

身エンジニアの発想が大きな役割を果た

は、BIM推進室という専門組織の立ち上げへとつ

対象に、2、3カ月間で一気に基礎教育を行ったと

しました。

ながった。並行してBIMソフトウェアの選定が進

B
I
M

をご活用

BIMプラットフォームとして
Autodesk Revitを採用
レゼンテーションを効率的に行うための

いう。

められ、最終的に『Autodesk Revit』を含むBIM

「当初はオートデスク販売店の大塚商会さんが提

対 応 建 築 設 計 ソリュー ション『 A u t o d e s k
Building Design Suite Premium』の採用が決

に社内で生じた課題にスピーディーに対応すると

定された。その理由を、エンジニアリング事業部

ともに、社内ルール展開とスキル向上を図る為

供する講習プログラムを利用していました。さら

に、社内で講師を育成して役員から派遣社員ま
で、設計部門の全スタッフを対象に講習を実施し

プラットフォーム上で作業できる点を最も高く評

ています。もちろん、それだけでツールの操作が

価しました。2次元CADの時代から各部門の統一

できるわけではないのですが、
『BIMとは何か』を

プラットフォームにこだわってきた当社にとり、ぜ

知ってもらうと共に、
『我々は今後、
この取り組み
を進めていく』
という意思が早い段階で伝わった
ことは、大きな意義があったと考えています」
（堀

を活用することを考えると、部門ごとに別システ

井氏）

設計︑施工で

ひとも実現したい項目の一つでした。また、販売
パンフレット用の図面出力などにも3次元モデル

B
I
M

をご活用

BIM推進室 室長の新屋 宏政氏はこう説明する。
「意匠設計、構造設計、設備設計の各部門が同一

施工で

株式会社
長谷工コーポレーション
エンジニアリング事業部
BIM推進室 室長
新屋 宏政 氏

B
I
M

主に構造設計で

株式会社
長谷工コーポレーション
エンジニアリング事業部
第三設計室 室長
堀井 規男 氏

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

あれば、それは本末転倒です。設計プラン

事業部 第三設計室 室長の堀井 規男氏は語る。

をご活用

B
I
M

をご活用

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

構造モデル

設備モデル
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株式会社長谷工コーポレーション

API連携による独自ツール開発で

設計図面を下地にトレースして販売図面を作成

設計業務の効率化を実現

していたが、BIMモデルから販売図面が出力でき
るようになったことで、
こうしたトラブルの心配が

「フロントローディングという意味合いを持つ

BIM の導入は、設計部門への負荷増大が避けら

なくなったこともBIM導入のメリットの一つだ。

れません。本格導入には、何らかのかたちで負荷

「スタートこそ遅かったかもしれませんが、我々は

を吸収する仕組みづくりが不可欠でした。それは

どこよりも真剣にBIMに取り組む企業であると自

大きく二つの方向から進めています。一つは部材

負しています」
と堀井氏は胸を張る。BIMをビジ

データの準備。
もう一つは、API連携による設計支

ネスモデルに組み込み、本格的な活用を図る同

援ツールの開発です」
（堀井氏）

社の取り組みは、現時点における到達点の一つ

部材ファミリーの準備は、部材メーカーに頼らず、

であることは間違いないだろう。

基本的に社内で行われた。
これは部材の規格化
が進んでいたからこそ可能なことだったとも言え
るだろう。ツール開発についても、同社ならでは
の発想が生かされている。

『Autodesk Revit』の採用は、意匠、構造、設備の各部門のス
タッフ教育が一つのプログラムで対応でき、API連携による各種
ツールの開発が同一の開発思想で行えたことだ

高度に規格化された同社のマンションの場合、設
計のある程度の自動化が可能だ。必要な数値を

認できる。

入力するだけで、BIMモデルを自動生成するツー

意匠・構造・設備設計、施工から販売まで BIMを

ルはそうした特長を生かしたものだ。それにより、

活用した第一号物件であるブランシエラ板橋西

これまで 1日から1.5日の時間が必要とされた作

台では、モデルルームにビューアーを用意し、そ

業を、15〜20分で行うことが可能になった。それ

れをお客様が自由に操作できる環境が整備され

以外にも面積表出力や積算数量出力等の設計作

ている。同社が想定するビューアーの用途はそ

業をサポートする様々な独自ツールの開発を

れだけでない。その一つが、管理会社における活

行っている。
こうした業務の効率化は、事業主に
スピーディーに多くのプランやデザイン案を提示

用だ。
「図面では確認が難しいピット内の配管などにつ

することにもつながっているという。

いて、管理を担う長谷工グループ会社のスタッフ

専用ビューアーを共同開発販売、
管理とのコラボに活用

題を設計にフィードバックする取り組みをすでに

長 谷 工コ ー ポレ ーションで は 、3 次 元 モ デ ル

トータルプロデュースを手がける同社にとり、

ビューアーの共同開発も行っている。

BIMによる部門間のコラボレーションは今後さら

社内デザインチェックや事業主にプレゼンテー

に大きな意味を持つに違いない。

ションをする際に必要な素材のテクスチャを反映
させる機能を盛り込みつつ、干渉チェック機能な

に設計段階でチェックしてもらい、指摘された問

導入効果

開始しています」
と堀井氏は語る。マンションの
り、事業主への複数プラン提案が可能に

•スムーズに動くビューアーの開発によ
り、3 次元モデルによる多様な情報共有

1つのBIMデータから、設計図書、

どを省くことでスムーズな動作を実現しているの

施工図だけでなく販売用図面まで作成

が特長だ。外観デザインの確認はもちろんのこ

マンション販売の現場では、設計図書と販売図面

と、基礎回りやピット内の配管なども視覚的に確

の齟齬に悩まされることも少なくない。今までは

•簡易的な 3 次元モデルの自動生成によ

を実現

•設計図書からダイレクトに販売図面が出
力できるようになった

マスモデル

基本設計モデル

自動
生成

フルBIMモデル

意匠、構造、設備モデルを統合した「フルBIM」モデル
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株式会社長谷工コーポレーション
主に意匠設計で
をご活用
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http://www.haseko.co.jp/
業

種

総合建設業

事業内容 建設事業、不動産事業、エンジニアリング事業
従業員数

2,044名（2014年3月現在）
BIM活用の第一号物件であるブランシエラ板橋西台
www.haseko.co.jp/branchera/sumai/nishidai80/
建物完成予想 CG ／図面を基に描き起こしたもので、実際とは

と。その後マンション建設へと大きくシフトした同

を揺るぎないものとした同社の最大のアドバン
テージは、用地取得・事業計画立案から設計・施
工、販売、管理・リフォームまで、
トータルにプロ
デュースする独自のビジネスモデルにある。

社の累計施工実績は55万戸で、言うまでもなくこ

「『マンション産業はクレーム産業』
という言葉が

れは国内ナンバーワンの実績である。なお 2014

あるように、マンション建設の苦労は少なくありま
せん。
トータルに取り組む当社の場合、我々設計

約30%、近畿圏約27%に及ぶ。

者にもお客様のそうした声が数多く聞こえてきま

東日本大震災後の復興需要、東京五輪に向けた

す。エンドユーザーからの厳しい声の蓄積こそが
（堀井氏）
当社の最大の強みと考えています」
設計部門が独立採算制をとることも同社の特色

て浮かび上がっている。
そうした中、長谷工コーポ

の一つだ。長谷工コーポレーションの設計部門が

レーションが着実に業績を伸長させている背景

大手設計事務所と肩を並べる規模を誇る背後に、

には、長谷工コーポレーションと専門工事会社の

エンドユーザーの声が反映されたノウハウの蓄

間で組織された『建栄会』の存在が大きい。

積があることは間違いないだろう。

層化する傾向にあります。
しかし当社は長きに渡
りマンション施工に特化してきたこと、更には、工
種の多様化・重層化を抑制し、元請と専門工事会

B
I
M

をご活用

社が一体となり共存共栄の精神に基づいて、情報
共有や業務効率化を積極的に図ってきたという

一般的な大手ゼネコンと異なり、設計部門が独立採算制をとる
ことも同社の特色の一つだ

設計︑施工で

国規模で受注する為、専門工事会社が多様化・重

B
I
M

をご活用

建設ラッシュなどにより活気づく建設業界では、
その一方で、技能労働者の不足が大きな課題とし

施工で

年のマンション施工シェア（1〜10月）は、首都圏

「大手ゼネコンの現場では、多種多様な工事を全

B
I
M

マンション建設のオンリーワン企業としての地位

をご活用

1937年に長谷川工務店として創業した同社が、
初めてマンションを手がけたのは 1968 年のこ

主に構造設計で

多少異なります。なお、周囲の建物等は省略してあります。

規格化、
ユニット化に取り組む
マンション建設のトップランナー

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

株式会社長谷工コーポレーション

歴史があります。その存在が労働力の需給が逼
迫する今、人材の確保に大きな役割を果たしてい
ます」
（堀井氏）
設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M
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会社名

株式会社NTTファシリティーズ
株式会社竹中工務店
ソフトウェア

Autodesk Building Design Suite
Autodesk Revit
Autodesk Buzzsaw

設計、施工、維持管理まで一気通貫で結ぶ
初のBIM-FM連携プロジェクトへの挑戦
Autodesk Revitを核に多彩なプロが手を結んだ
日本初のBIM-FM連携プロジェクトから見えてきたもの

実施設計終了段階にBIMモデルから生成されたCGパース

実証実験型オフィス「NTTファシリティーズ新大橋ビル」

NTTファシリティーズ新大橋ビルの概要
建築概要
建 築 主：NTTファシリティーズ
設計監理：NTTファシリティーズ
施

工：竹中工務店・共立建設JV、
日比谷総合
設備、関電工

20周年を機に生まれた

らではの眺望・採光・通風を活かすため、最大限

NTTファシリティーズは、わが国を代表する組織

の環境性能総合評価指標CASBEE Sランク相当

新たな実証実験型オフィス

の間口を確保するなど環境性能を重視。建築物

建築設計事務所・エンジニアリング企業である。

を実現している。

2012年暮れに創立20周年を迎えた同社では、こ
れを機に次なる 20 年からさらなる未来を目指

さらに注目すべきは、Autodesk Revit（ 以下

す、新たな研究開発拠点の建設計画をスタートし

ルBIMを駆使して進められた建設プロジェクトそ

た。そして約 1 年半後の 2014 年 7月、いよいよこ

のものだ。なぜならこのプロジェクトは、設計施工

Revit）を中心としたオートデスク製品群によるフ

建 築 地：東京都江東区新大橋1-1-8

の新研究開発拠点「NTTファシリティーズ新大橋

から竣工後の維持管理フェーズまで一気通貫で

建物用途：事務所

ビル」が竣工した。

結ぼうという、わが国でも例のない BIM-ファシリ

同社の研究開発オフィスと試験検証施設を統合

ティーマネージメント
（以下FM）連携を目指すも

規模・構造

したこの新拠点には、建物情報連携システムや直

のだったのである。

流給電システム、構造技術検証設備、先進的サー

プロジェクトの設計を行った NTTファシリティー

バルーム、さらにはオフィス空調や電力マネジメ

ズの松浦裕己氏とFM 導入を検討した松岡辰郎

ント、次世代オフィス等々に関わる最新技術が応

氏、そして施工を担当した株式会社竹中工務店の

規

模：地下1階 地上4階

構

造：鉄骨造（地下RC造）

敷地面積：2,027.54m²
建築面積：934.46m²

用され、同社の最新技術ショールームとも言うべ

山本敦史氏、森元一氏、鳥澤進一氏、足立友和氏

延床面積：4,342.40m²

き実証実験型オフィスとなっている。地下1階・地

に、
プロジェクトの詳細について伺った。

上4階の建物は、隅田川に面したロケーションな

リバーサイドテラス
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マルチプレゼンホール

構造技術検証設備（制震装置）

株式会社NTTファシリティーズ／株式会社竹中工務店
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主に意匠設計で

【設計】

Autodesk Revit をプラットフォームに
FMを意識し施工者と共につくるBIMモデル
のNTTの建物を、長年にわたって保守管理してき
た実績があり、
この事業を通じて高度な FM 技術

でなく、それ自体いろいろな意味が込められてい

を培ってきました。
この技術とノウハウを生かして

るのが大きな特徴です。1つにはもちろん、研究開

BIM-FM連携にチャレンジし、アドバンテージを

発本部のオフィスとして、総勢100名余におよぶ

産み出したい、
という思いがあったのです」。

当社の研究員が働く場の環境づくりです。簡単に

このBIM-FM連携のテーマは本プロジェクトのス

いえば、研究員たちの知的生産性を高め、新しい

タート段階から掲げられ、松浦氏も設計としてこ

コンテンツをどんどん産み出して研究開発を高速

れを強く意識しながら取組んでいった。
しかし、前

化していけるような施設づくりということですね」
。

述の通り、それは誰にとっても経験のない世界で

そのためにはどのような建築的な設えが必要な

あり、手探りで進めるしかない部分も少なからず

のか ? これが松浦氏の設計における第 1 の出発

あった。実際、当初から予想外の課題が次々と明

点となったのである。そして2つ目のテーマは、試

らかになり、プロジェクトチームは多くの議論を

験検証施設としての役割だ。つまり、開所後にこ

重ねることになった。そこで特にクローズアップさ

の施設を利用することになる研究者たちが、現に

れたのは、設備設計に関する問題である。

のため、本プロジェクトには、関連する研究開発メ

施工者の選定

株式会社NTTファシリティーズ
建築事業本部 都市建築設計部 建築デザイン部門
（現在）NTT FACILITIES CHINA
松浦 裕己 氏

もらおう、
というアイデアでした」。
そこには幾つかの狙いがあった、
と松浦氏は言

「当社では、6 年前からRevitをメインツールとし
て選定し、BIM への取組みを開始していました。

う。
まず施工段階の主役となるゼネコンの選定に
関しては、早い段階で松浦氏らが基本設計のモデ

「特に空調に関しては、研究中の“膜放射空調”と

Revitを選んだのは、これが世界的にもっともスタ

リングを仕上げてしまい、
このBIMモデルを資料

いう当社最新の技術を採用したため、その研究開

ンダードな BIMソフトだったからです。もともと

として、いわゆるRFP（Request For Proposal）に

発メンバーにも実際に設計チームに参加しても

CADはずっとAutoCADを使っていましたし、設

よって選定していった。そうすることで、BIM-FM

らいました。設計チームの編成は意匠・構造・設備

計ツールについてはオートデスク製品で統一す

連携という先進的なプロジェクトに積極的に取り

と分かれており、私は上司と部下の 3名体制で意

るのが一番安心だと考えていました」。

組む意欲とノウハウを備えたゼネコン・サブコン
をピックアップしようというわけだ。そして、彼ら

実際、意匠・構造に関わるBIM 活用においては、
同社でもすでにいくつかの実案件における取組

に実施設計段階からプロジェクトに加わってもら

陣でしたが、
ここへ膜放射空調を研究している研

み事例があり、BIMに関するノウハウも蓄積され

うことにより、設備を含めた施工段階のBIMを円

究開発メンバーにも加わってもらったのです」。

ていた。当然、今回も意匠設計ではRevitがメイン

滑に進めていけると考えたのである。RFP用の資

ツールに選ばれ、
これをプロジェクトの中心的な

料として準備したBIMモデルは、松浦氏らがRevit

プラットフォームとして、構造設計でもRevitが活

を駆使して2カ月余りで一気に仕上げた。実はこ

のチャレンジとなったのが、第 3 のテーマである

用された。
しかし、設備設計については、Revitの

のとき松浦氏は、Revitを初めて活用したのだが、

「BIM-FM 連携」への取組みである。従来わが国

具体的な展開がまだ進んでおらず、その時点で

その作業は思いのほかスムーズなものだったと

はBIMでの活用例もなかった。

いう。

建築業界での BIM 活用は、設計から施工に至る
流れの中でトータルに、あるいは限定的に活用さ

「当然のことですが、FMまで一貫した形でBIMを

B
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をご活用

設計チームとして、
まさに万全の体制が整えられ
たわけだが、そんなチームの誰にとっても未知へ

施工で

匠設計を担当。さらに構造設計が 1 名、機械設備
と空調衛生関連、電気設備設計が各1名という布

B
I
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をご活用

ンバーも参加することになったのである。

BIM-FM連携のテーマに基づく

B
I
M

主に構造設計で

設備に関わる最新の先端技術をこの建物に応用
し、検証しながら運用していこうというわけだ。そ

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

「本プロジェクトでは、単に社屋の建設というだけ

取り組んでいるさまざまな研究、すなわち建築や

をご活用

プロジェクトに課せられた3つのテーマ

B
I
M

「とにかくBIMを活用したプロジェクト自体初めて

展開していこうとすると、意匠、構造はもちろん、

だったので、実はそこからどんなメリットが出てく

理フェーズまで一気通貫で BIMを活用する手法

設備も含めた全てをBIMモデルで作っていかな

るかけっこう楽しみで、意匠設計者として、そうい

ければなりません。すでに実績のある意匠・構造

う部分にも注目しながらモデル作りに取組みまし

はともかく、設備についてはどうすればよいのか、

た。Revitによる設計作業で印象的だったのは、そ

いほどなかった。実際、それを実現するには、
まだ

大きな問題になりました。私たちは基本設計の作

うすることにより、常に空間イメージを確認しなが

まだ多くの課題があると思われていたのである。

業と並行して議論を重ね、最終的に決まったの

ら設計することができた点ですね。いわば常時3

「もともと当社は、全国2万カ所を超える膨大な数

が、実施設計の段階から施工者さんにも参加して

次元スタディをしながら図面を作るような感覚で

B
I
M

をご活用

は、BIMの将来像として語られることこそ多かった
が、それが実施された現場はほとんどといってい

設計︑施工で

れるケースが中心となっている。竣工後の維持管

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

鉄骨

基礎

基礎＋鉄骨

設備
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進められたのです。これが非常に分かりやすく

されたのが、オートデスクのデータ管理用SaaS型

て、面白かったですね。当然、図面と同時に3次元

サービスAutodesk Buzzsaw（以下Buzzsaw）

モデルも完成するので、研究員へのプレゼンテー
ションや打合せにそれらを活用しました。“分かり
やすい”と非常に好評でしたよ」。

中工務店さんに用意してもらい、
クラウド上にBIM

このようにして、基本設計の BIM モデル（意匠＋

モデルの大容量データをアップロードし、竹中工

構造）は早い段階で仕上げられたが、設備につい

務店さんにこれを落してもらう形で皆がデータに

てはこの段階ではまだBIM化は行わず、系統図や

触れる環境を作りました。
Buzzsawを使うのは初

スペック表の形で資料にまとめ、松浦氏らは予定

めてでしたが、
使いやすいインターフェイスで、
重

通りこれを発注図書としてRFPを実施。施工者の

いデータもストレスなくやりとりできました」
。

選定を行った。その結果、ゼネコンにはBIMにつ

こうして徐々に環境が整い、各社間のやりとりが

いても豊富な経験を持ち、FMとの連携について

活発化するとともに設備等の詳細検討も進んで

の具体的な提案があった竹中工務店が選ばれ

いった。たとえばエレベーター等についてもメー

（施工は竹中工務店・共立建設JV）、同社を中心に

カーによる製作図のデータが取込まれ、急ピッチ

機械設備は日比谷総合設備、電気設備は関電工

でBIMモデルとしての精度を上げていったのであ

と決まった。

る。そのクライマックスとなったのが、着工 2カ月

「BIM への取組みには定評のある竹中工務店さ

中工務店によるBIM 手法の一つで、構造や設備

極的に取組んでおられたので、設備設計ではそ

その他のモデルデータを結集して仕上げた総合

のノウハウを活かしてもらおうという狙いもあり

図レベルのBIMモデルを使い、
コンピュータ内で

ては、サブコンさんたちが使っていたCADWeʼll

「ガーデンテラス」のCGパース：屋上緑化され、
ワーカーの憩い
の場となる

行う仮竣工である。
「これにより、
従来は竣工後でなければできなかっ
た各種のシミュレーションを、
10カ月も早く行えま

Tfasをそのまま使うことになりました」。

した。開所後の FM への準備という点で大きな意

竣工10カ月前に行われた
バーチャル竣工®

味があったのは、
言うまでもないでしょう」
。
もちろん松浦氏たちも、
これに合わせバーチャル

各社の協力も得ながらプロジェクトはいよいよ実

な総合図確認等を行った。
いわばBIMモデルによ

施設計段階にさしかかり、構造や設備のモデル作

る整合性の確認作業である。手間のかかる作業

成も着々と進んでいった。

だったが、
これにより設備関連で不整合な箇所が

「構造モデルは竹中工務店さんにも協力しても

発見され、
修正されて事無きを得たケースもあっ

らって、Revitを中心にTekla StructuresやJ-BIM

たのである。
こうして高精度に仕上げられたデータ

施工図CAD等も合わせて使いながら制作しまし

は現場に引き継がれ、
施工で活用されていった。

た。
また設備については前述の通り日比谷総合設

「つい先日、竣工式が行われ、私も出席して完成し

備さん、関電工さんと協力してモデリングを行い、

た建物を見てきました。BIMモデルでさんざん作

これらを入れ込んでいく形で、徐々にBIMモデル

り込み、内観もVR等で詳細に見てきたせいか、普

としての精度を上げていきました」。

通の竣工時のような新鮮さはほとんど無くて、み

データのやり取りが活発化したこの段階で課題と

んなイメージ通りという感じでした。でも、それは

なったのが、データ共有の問題だ。当初、
プロジェ

良いことなんですよ。設計者が完成した建物を見

クトチームで独自サーバを立てる方向で検討さ

て“あ、違った ! ” なんて言ってたら困るわ けで

れていたが、セキュリティ上の問題から見送られ

……。
これからは“イメージ通り”という感想が、当

てしまったのである。そこで新たにクローズアップ

たり前になっていくでしょう」

構造＋設備

「リバーサイドテラス」のCGパース：隅田川に面し、川風を感じ
ることができる

後に実施された「バーチャル竣工®」だ。
これは竹

んはもちろん、サブコン各社も3DCAD活用に積

ました。そのため、未決定だった設備設計につい
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だった。
「このBuzzsawを用いたデータ共有システムを竹

建築＋構造

建築＋構造＋設備

「コミュニケーションスペース」のCGパース：対話と交流を促進
し知的生産性の向上を図る

「オフィス」の CG パース：天井フレームの採用により柔軟なオ
フィスレイアウトに対応。膜放射空調も設置

全体
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主に意匠設計で

【施工】
FMのプロ、データ連携のプロ、BIMのプロ
3社の協力が可能にしたBIM-FM連携への道

をご活用

B
I
M

3社を結ぶ共同研究から始まった
未知への挑戦

は、BIMに関する先進的な取組みでも広く知られ
ている。同社が NTTファシリティーズの新研究開
発拠点建築プロジェクトに参画したのは、もちろ

B
I
M

ん入札を通じてだが、実は同社ではそれ以前から

BIM-FM連携に関連する研究を開始していた。東
京本店設計部プロダクト部長の森氏は語る。
「これは本当に偶然なのですが、少し前に日本ア
イ・ビー・エムさんと、BIMとFM の連携の共同研

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

わが国を代表するゼネコンの 1 社 竹中工務店

バーチャル・ハンドオーバー（VHO）の実施

究に着手していたんです。
しかし、当社でも実案

週1回のペースで開催された3社の定例会議は、毎回15名前後
が参加した

件の BIMプロジェクトは年間数件ていどで、特に
「実施設計の段階からBIM 支援としてプロジェク

業種へ滞りなくデータを流すためのプロが必要

トに入らせてもらい、NTTファシリティーズさんが

ですね。だからFMまでBIMを連携しようというこ

だったこと。
これは前述の通り日本アイ・ビー・エ

制作した基本設計のBIMモデルデータを受け取

のプロジェクトは絶好のチャンスでした」。

ムさんの力を借りることができました。もう1 つ

りました。そして、
これをベースに打合せを重ねな

“ BIM は FMまで使える”というビジョンは専門家

は、我々には FM 側がどんなデータを求めている

がらモノ決めを行って、NTTファシリティーズさん

の間では一般的なものだったが、それはあくまで

のか分からない、
という問題です。FM側もBIMか

の作業をサポートする形で 3Dモデルを編集し、
図面作成を進めていったんです」
（足立氏）。
実は当初、
足立氏はこのBIMプロジェクトがここま

求められた竹中工務店が、そこに日本アイ・ビー・

す」
（森氏）。

で壮大なものになるとは思っていなかった。
BIM-

エムとの共同研究の成果を踏まえ、バーチャル竣

こうしたことから、着工 3カ月前の 2013 年 2月よ

工 ®を進化させた BIM-FM 連携への展開を盛り

り、NTTファシリティーズ、竹中工務店、日本アイ・

FM連携についても、初期段階ではまだはっきりと
意識することもなく、
受け取ったBIMモデルのデー

込んだのは当然だったろう。東京本店でBIM推進

ビー・エムの3者によるBIM-FM連携に関わる実

タの活用方法を考えていた程度だった。
それだけ

リーダーを務める山本氏は語る。

証研究がスタートした。実施図面の作成作業等と

に、
与えられたBIM-FM連携へのチャレンジという

「FMまで使うことこそBIMの究極の目的だと言わ

並行し、週1回のペースで定例会議が開催される

ミッションには驚かされ、“BIMモデルから本当に

れますが、日本で実現できた例はありません。そ

ことになったのである。会議のメインテーマはも

必要なデータが取り出せるのか?”という大前提の

の大きな理由はBIMのプロだけでなくFMのプロ

ちろん「BIMからFMに流すのはどのようなデータ

や両社を結んで滞りなくデータを流すプロなど、

が有効か」だ。まず会議では「BIM-FM 連携のメ

確認から始めずにはいられなかったという。
「ワンフロアでこれを検証して、とにかく必要な

複数分野の協力が欠かせないからです。ゼネコ

リット」など、
プロジェクトの大前提が一から問い

データを出すことはできると分かりました。
となる

ンだけでは絶対できないしFM会社だけでも無理

直され、3 者の認識を確認することから進められ

と、次の問題はデータ整理の方法です。竣工後に

なのです。今回は、そんな両者が手を結ぶ機会

ていった。

必要なデータをFMへ正確に流すには、モデルか

だったのです」。

「FMに必要なデータ」
とは何か?

ら取り出すデータをきちんと整理しなければなり
ません。FMに必要なデータはどんなものなのか、

によって行われたが、最終的に竹中工務店に任さ

こうした動きと並行し、NTTファシリティーズの設

NTTファシリティーズの方にも議論に参加しても

れることが決まり、BIM-FM連携に対する両社の

計チームと竹中工務店BIMチームを中心として、

らい、検討を重ねていったのです」
（足立氏）。

思いは見事なタイミングで一致した。
しかし、何と

Revitで実施設計図と施工図のための3Dモデリ

もちろん、
これらの作業と並行し前述した BIMモ

いっても前例のないチャレンジだけに、
プロジェ

ングが急ピッチで進んでいた。竹中工務店側の

デルの編集と実施設計図作成も進められ、
こちら

BIMチームの中心にいたのが、東京本店設計部

でも、BIM-FM連携対応とは別にさまざまなチャ

になった。

プロダクト部門の足立氏である。

レンジが行われていた。たとえばBIMプロジェク

B
I
M

をご活用

クトは施工開始前から多くの課題に直面すること

設計︑施工で

無論、施工者選定はコスト等も含めた総合的判断

B
I
M

をご活用

らどんなデータが流れてくるか分からなかったで
しょうね。BIMとFMは分からない同士だったんで

施工で

予測でしかなく、具体的に検証する機会はほとん
どなかった。NTTファシリティーズから受注提案を

B
I
M

をご活用

「大きな問題は2つありました。1つはFMという異

主に構造設計で

一気通貫でBIMデータを流す案件など数えるほど
しかありません。研究しても試しようがなかったん

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

バーチャル・ハンドオーバーの実施

大型モニターを利用した作業所での打合わせ
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トでも設計の全てをBIM モデルが担うケースは
少なく、多くの場合モデルと並行して膨大な数の

2 D 図 面 が 制 作 さ れ 、使 わ れ て いる。今 回 も
AutoCAD等の2D図面が併用されたが、通常は
この多様な2D図面データのファイルは膨大な数
となり、設計作業を煩雑なものとすることが多い
のである。そこで今回、足立氏らはRevitを一種の
設計プラットフォームとして、ここに AutoCAD
データを含む全ての図面データを収容する手法
を採った。つまり、全ての設計図を Revit に取込
み、Revitワンファイルにまとめることで設計作業
の省力化を図ったのである。

株式会社 竹中工務店
東京本店
次長 設計担当
山本 敦史 氏

株式会社 竹中工務店
東京本店
設計部 プロダクト部長
森 元一 氏

株式会社 竹中工務店
東京本店
作業所長
鳥澤 進一 氏

株式会社 竹中工務店
東京本店
設計部プロダクト部門 設計担当
足立 友和 氏

「設計の途中である図面が見たいと思っても、膨
大な数のDWGデータのファイルを1つずつ開い
ていかなければなりません。でもRevitワンファイ

に入れてトータルに活用するというテーマは、私

場合もあった。
しかし、
この現場では BIM モデル

ルならそんな手間は不要。
ファイルをひとつ開け

にとってもきわめて新鮮なものでした」
（鳥澤氏）
。

のオブジェクトで検討することにより、ほぼ正しく

ば、そこに全部入っているのですから」
（足立氏）。

もちろん現場責任者としての鳥澤氏のミッション

データ上で納めることができた。実際に、技術者

また、実施図面の制作自体も、今回はBIMモデル

は、施工主から託された“限られた予算とスケ

が眼で見て確認しながら行うことができたのであ

から切り出すやり方で生成する手法に挑戦。実際

ジュール”の中で 1個のプロジェクトを安全・確実

る。
また、もう一つ大きなポイントとなったのが数

に実施図のベースの大半がこの形で作られ、その

に完遂することにある。そこにどんなに先進的な、

比率は全体の65パーセントに達したという。

意義深いテーマがあっても、プロジェクトに予算

「今までは、CADで描いたものでも、現場では正

「Revitでは詳細図は描けないと散々言われてい

以上のコストや時間をかけることは許されない。

直、設計意図を伝える図面以上のものではありま

たので、それが本当なのか、
ちょっと挑戦したかっ

「その意味で今回は、施工主のNTTファシリティー

せんでした。
しかし今回のBIMモデルはきちんと

たんです。Revit のバージョンも上がり
（ Revit

ズさんをはじめ、サブコンさんや多くの方たちが

オブジェクトが入力され、ある程度正確な数字が

2014）、描けないなんてことは全くなくて、十分使

しっかり手を結び、力を合わせて努力できたこと

出てくるものだったのです。きれいに納まって正

えると分かったんです。特に平面詳細図は、今回

が最大のポイントだったと思っています。
これが

しい数字を持つ図面から施工図が描けるのは、現

すべてRevitで描いていますよ」
（森氏）。

あったからこそ、予算とスケジュールの中で上手

場のスケジュール管理上すごく大きいんです。何

くやりきることができたのではないでしょうか。私

が・いつ・どのくらい必要になるか分かるわけで

自身、従来とは違った形のBIMを実案件できっち

……工場の製作スケジュールや人間の手配もズ

このような経緯を経て、
新大橋ビルプロジェクトは

り活用できたことは、技術の商品化という観点か

レなく予想が立てられるんです」。もちろんまだま

2013年5月に着工した。現場を任されたのは、竹
中工務店の中でも、
特にNTT関連の現場経験が豊
富な鳥澤氏である。
同氏はここ6年の間に5物件も
のNTT関連プロジェクトの現場管理を担当し、
BIM

らも大きかったと感じています」。

だ「たら・れば」は多々あるが、BIMの多様な活用

前述の通り、今回の施工現場では、BIM モデル

という点で、将来へ向け大きな手応えを掴んだ実

や、BIMモデルから切り出した施工図等が数多く

感がある――そんな鳥澤氏の言葉に森氏も深く

案件についても経験豊富な現場のプロである。

ても、現場におけるBIM活用という点でさまざま

「BIMの活用といっても、私が経験したこれまでの

な発見をもたらした。たとえば従来、多くの現場で

で、設計施工の品質も向上するのは確実です。メ

プロジェクトでは多くがお客さんのための資料作

は意匠から設備、構造は別々に図面を作成される

ンテナンスも早い段階で検討でき、竣工後の運用

りか、せいぜい難しい箇所の納まりの確認程度と

のが一般的で、各社の図面間で不整合が生まれ

もスムーズになる。多くの側面でメリットを生むこ

いうのが現実だったと思います。
それだけに、
この

ることも珍しくなかった。そういう場合、結局は「現

の手法が新しい長寿命建築のありかたにも繋

現場には今までとは違う意気込みというか、緊張

場合わせ」でその場しのぎ的に作ってしまうこと

がっていくのではないか――今はそう考えていま

感がありましたね。
もちろんFMとの連携まで視野

も多く、その修正が竣工図に反映されないままの

す」
（森氏）

施工現場でのBIMの新しい活用と展開

使われた。
これはBIM-FM連携のテーマを別にし

現場での打合せに効果的だった、設計図に3Dパースを加えた2D/3Dハイブリッド図面
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量の問題だ。

頷いた。
「設計段階から設計者が維持管理を意識すること

設備との細部調整の実施3Dでの総合図調整
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主に意匠設計で

【FM】
ライフサイクルコスト2割削減のさらに先へ
一歩進んだBIM-FM連携の枠組みを目指して
ビルプロジェクトにBIM-FM連携の手法を導入し
ていくことにより、
建物のライフサイクルコスト
（以
下LCC）
を全体で2割、金額にして約10億円を削

プロジェクトにBIM-FM連携のテーマを導入し、

減できるという効果予測を導き出したのである。

プロジェクトを牽引した「仕掛け人」に登場いただ

「新大橋ビルの規模は延べ約4,300㎡でした。
そ

こう。NTTファシリティーズの松岡辰郎氏である。

こで同規模のオフィスを60年運用したとして、モ

松岡氏は、FM関連の研究開発を担うアドバンス

デルで試算してみるとLCCは総計で約107億円と

トFM部門で主任研究員を務めているFMのプロ

なったのです。
そのうち51.3億円を保守点検・修

フェッショナルである。

繕管理コストと想定すると、設計施工段階でBIMFM連携を行うことで約10億円分のコストが削減

報管理手法の研究開発などをやってきました。

できるという定量効果が試算できました。
このコス

BIMの概念を知ったのは2007年のことですが、

ト削減分が全体の19.6%で、
すなわちLCCが約2

B
I
M

株式会社NTTファシリティーズ
研究開発本部 アドバンストFM部門 主任研究員
松岡 辰郎 氏

割削減できると効果予測できたわけです」
。

繋がる時が来るし、そうしなければもったいない

もちろんこの試算は一定の条件下での試行結果

と思いました。BIM にもFM にも、大きなメリット

ではあるが、主に建物が竣工した後の保守点検、

定資産等々全てをデータベース化してFMの計画

が生まれるはずだ、
と」。

修改善項目のみに限定して試算しており、たとえ

を立てているのだ。そして、
この一連の業務で最

しかし実際には、その後もなかなか FMまでトー

ばエネルギーコスト分の削減予測等は含まれて

もパワーを割かれるのが、情報収集とその管理に

いない。にもかかわらず2割もの削減効果を定量

かかわる作業なのである。事実、海外の先進事例

岡氏らもBIM-FM連携を研究テーマの1つとして

的に示したことから、
プロジェクトは外部からも注

などでも、FM全体のコストのうち4割までがこの

いたものの、検証する対象となるプロジェクトが

目を集めることになった。――では、BIM-FM 連

情報収集と入力、管理で占められていると報告さ

ないため具体的な研究として進めていくのは困

携による2 割もの削減効果は、
どうやって産み出

れている。

難だったという。そんな時に持ち上がったのが、

されるのだろうか。

NTTファシリティーズ自身の新拠点建設プロジェ
「チャンスだと思いました。自社のプロジェクトな
ありました。
もちろん未知への挑戦でしたが、だか
らこそ意義はある、
と考えたんです。まあ、BIM-

*COBie「IFC」をベースに開発されたデータ交換標準で、設計・
施工段階から運用段階へと建物の情報を受け渡すために使わ
れるデータフォーマット

FMコストの4割を占める
情報収集と管理

数量等は、建物竣工後に竣工図からもう一度拾
い直し、その上で現場へ行って間違いないか確認
するということを行っています。つまり、折角デー
タがあるのにもう一度入れ直し、図面も作り直す
という手間をかけているわけです」。
しかし、まず
正確なBIMモデルを作り、その通りに建物を建て

「私は、FMとはデータ管理そのものだと思ってい

るのであれば、FMで必要なデータはBIMモデル

ます。要は現場からデータを集めてきて、その集

の中にある。竣工後に改めて収集するまでもな

として知っている程度のレベルでした」。

めたデータをきちんと整理し管理する。そしてこ

く、そのままFMに使えるのである。

そんな松岡氏らのBIM-FM連携を目指す取組み

れを加工、分析して対象施設の現状を把握し、今

「BIMモデルは建物そのものなのですから、
この

が本格的に動き始めたのは、RFP の提案にBIM-

後の保守の内容等を決めていくというもので、

データをFMに使わない手はないでしょう。
もちろ

データとの結びつきが深いのです。そして、
この

んそれを実証するチャンスであるこのプロジェク

データを集めたり加工したりという仕事が、実は

トで、竹中工務店さんという最も先進的にBIMに

がスタートしてからのことである。
共同研究の主題

ものすごく手間がかかるのです」。

取組んでおられる施工者と密接に協力できたの

は、
設計から施工を経てFMまでどのようにデータ

たとえば、
と松岡氏は自社の例を引いて説明して

も、
とても幸運なことでした」。

を繋ぎ、活用していくのか。
また、
そのためにどの

くれた。松岡氏が勤務するNTTファシリティーズ

3者による共同研究は、前半で主にBIM-FM連携

ような技術的課題があるのか。
まさに一からの取

は、前述した通り2 万棟を超える全国の NTT 電話

に関わる技術検証が中心に進められ、後半では

局の建物の維持管理を請負っている。つまりそれ

実際のFMの運用で必要となるBIMデータがどの

らの建物の図面を作って全スペースを管理し、固

ようなものかを洗い出し、細かく検証していくこと

B
I
M

をご活用

組みとなったが、異分野の3社が手を携えて取組
んだ研究の成果を活かして、松岡氏はこの新大橋

設計︑施工で

FM連携を盛り込んだ竹中工務店が入札を勝ち取
り、
日本アイ・ビー・エムと併せ3者による共同研究

B
I
M

をご活用

FM 連携といっても、その時点では私自身まだ内
容がよく分かってなくて、COBie(*)のことも知識

「従来こうした FM 用の情報……たとえば設備の

施工で

らある程度思い通りにやれるだろうという期待も

B
I
M

をご活用

タルに結ぶようなBIM事例は現われなかった。松

主に構造設計で

もしこれが建築業界に広がっていけば必ずFMに

クトだったのだ。

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

最後に、
この「NTTファシリティーズ新大橋ビル」

「現在の部署で、私はずっとFMシステム開発や情

をご活用

ライフサイクルコスト2割削減という
導入効果試算

B
I
M

設計︑施工︑維持管理で
をご活用

B
I
M

BIMモデル／COBieファイルのフェーズ整理

BIMとFMシステムの連携イメージ
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が中心となった。着実に進められたこの研究が、

性向上や、前述の通り計算に入れていなかったエ

実際のプロジェクトの進行を力強く下支えしたの

ネルギーコスト関連の省エネ効果も期待できる

は言うまでもない。工事着工後は、竹中工務店を

はずだ。

中心とする施工者グル−プ各社により、FM に必

松岡氏によれば、ほかにも計算に入れてなかった

要となるデータが的確にBIMモデルに注ぎ込ま

コスト削減効果が幾つかあったということで、い

れ、モデルの精度を高めていった。もちろん試行

ずれも設計段階から強くFMを意識したことの成

錯誤も多々あったが、効率的かつ質の高いデータ

果に間違いない。さらに将来的な話になるが、新

連携が実現されたのである。

ビジネスの可能性も徐々に形になり始めている。

「 BIMを用いたプロジェクトであろうがなかろう

「たとえばビルのオーナーさんは、建築物の維持

が、FMが必要とする情報はもともと建築情報のど

管理コストだけでなく、その建物を使った事業計

こかに存在しています。ただ、それがバラバラに、

画に直結したコストというものを非常に重視して

何処にあるのか分からない形で散在しているた

います。つまり、LCC2割削減という竣工後の効果

め、そのままではデータとして使い物にならず、

だけではなくて、
どの時点でどの程度のコストが

仕方なく竣工図やさまざまな書類の形でもらっ

発生するのか設計段階で把握できるというBIM-

て、そこから自分たちで入れ直していたわけで

FM連携ならではの効果も重要なポイントになる

す。今回、何が違ったかといえば、“自分たちは何

わけです」。

を必要としているか? ”を、作り手に前もってきち

そう考えていけば、
こうした側面にもBIM-FM 連

んと伝えられたことが一番大きいんです。そうす

携に関わる、新しいビジネスの可能性が存在する

ることで散在して情報を集約してもらえました。そ

といえるのではないだろうか。
とはいえもちろん、

の意味で、
こうしたプロジェクトに当初からFMの

BIM-FM連携へのチャレンジは始まったばかりで

人間が参加することがたいへん重要であり、必要

あり、それ自体まだまだ多くの課題を抱えている。

だと感じました」。

手くいったとは言えません。今になって“あれもや
れば良かった、
これもやれば良かった”と思うこと

NTTファシリティーズ新大橋ビルは 2014 年 4月

という調子で、
まだまだ道半ばというところでしょ

に竣工し、新たな研究開発施設として活動を開始

う。ただ、次にやるべきことは何か、
ということに

した。そのFMも実際の運用が始まり、試算時と実

ついてはかなり見えてきました」。松岡氏の目論

際の比較検証作業も進んでいる。

見としては、今回のような一貫したライフサイク

「まだ確定したわけではありませんが、以前2割削

ばかりです。1 つ実現すれば 2 つ課題が見つかる
FMでの活用例：環境評価、エネルギー予測などシミュレーショ
ンへの応用

ルの BIM-FM 連携プロジェクトを、さらに 2 件程

減と予測したLCC削減ですが、実際に検証してい

度。それも規模や目的が異なるプロジェクトで、展

くと現実的であることがわかってきました」。効果

開したいと考えているとのことである。

予測を行った段階で見込んでいたコスト削減要

「今回は自社ビルだっただけに、使い方や規模な

素は幾つかあった。バーチャル竣工 ®後にFM視

ども最初から決まっていた部分が多く、FMに関し

点で設計を見直すことによる更新工事や運用メ

て早い段階で決め込めました。
しかし、通常の物

ンテナンスのコストダウンや、バーチャル竣工 ®

件ではなかなかそうはいきません。では、そうい

段階で生成できる竣工図や設備台帳の作成コス

う場合はどうすれば良いのか。連携のプロセス自

トの低減。また従来数カ月余りかかった建物引き

体を改善していくことも必要でしょう。
とにかくこ

渡しから維持管理運用スタートまでの期間も短

れを機に、
どんどんプロジェクトに参加して、さら

縮され、その分のコスト低減もあったし、竣工後

に進んだ BIM-FM 連携のあり方を考えていきた

はBIMモデルの活用による維持管理作業の生産

いですね」

BIMとFMシステム連携による効果のイメージ
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「今回は初めてだったので、お世辞にも全てが上

BIM-FM連携から生まれる
新ビジネスの可能性

FMでの活用例：改修・更改での3Dモデルによる設置箇所／納
まりの確認

FMでの活用例：故障対応時の3Dモデルによる事前確認・安全
把握等

BIM-FMに必要な情報／設計施工に必要な情報／FMに必要な情報の仕分け
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今回の取組みを通じて、私たちは「FMまで
繋げる時のBIMはどのようなフローで進め

いますので、色々なことをやりたいということ

比較して、BIMというプラットフォームに

るべきか」
という流れを把握し、
ここから最
も大きなメリットを生み出す方法について

よって事業主・ユーザー・設計者・施工者・
維持管理者など異なる立場の人間が強い

1つの答が出せた、と思っています。この連

そのためにはどのような情報が必要かをでき

一体感を持って、
より深くプロジェクトに関

携で必要となるデータの仕分けも整理す

るだけ早い時期に明確化することが、BIM-

わることができたと思います。この点で

ることができましたし、今後はこの成果を

FMでの成果に繋がります。今回の取り組みで
BIMが設計施工とFMを連携させる、というこ

BIMには大きな可能性を感じており、今後

社内に確実にフィードバックしていき、お

も会社として継続的に推進に取り組んで

客様のメリットへと繋げていく方策を作り

とを確認できたことが大きな収穫でした。

いきたいと思います。

あげていきたいと考えています。

株式会社
NTTファシリティーズ
研究開発本部
アドバンストFM部門
主任研究員
松岡 辰郎 氏

B
I
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株式会社
NTTファシリティーズ
建築事業本部
都市建築設計部
建築デザイン部門
（現在）NTT FACILITIES

株式会社 竹中工務店
東京本店
設計担当次長
山本 敦史 氏

CHINA

松浦 裕己 氏

FMとの連携ということを別にしても、今回

いましたが、実際には FM の情報はアクセ

の取組みはとても収穫の多いものでした。

「このモデルはFMにも使えるはず」
という

スし難く、接点もないのが現実でした。今

特にBIMモデルは設計施工段階でこうい

仮定に留まっていました。それが今回「確

回、施主も設計もNTTファシリティーズさ

う使い方をすればこう活かせるとか、設計

か にできそうだ な」と検 証できました。

んというプロジェクトに参加できたのは、

施工でこういうデータを入れておけば幅広

Revitのモデルから図面を切り出すという

それ自体とても幸運なことで、
これが全く

く役立てられるとか。さまざまな可能性を

違う分野のお客様だったら、BIM-FM連携

垣間見ることができたのが、個人的には一

れたと感じています。もちろんまだ課題は

をやろうとしてもおそらく無理だったでしょ

番よかったです。実は Revitを使ったのも

数多く残っていますが、
これを着実に次の

う。その意味で今回、現状に大きな風穴を

今回が初めてだったんですが、
これも思っ

ステップへに繋げていきたいですね。

開けられた、
と感じています。

た以上に早く使いこなせましたね。

http://www.ntt-f.co.jp
社

設

立 1992年12月1日

資 本 金

東京都港区

B
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をご活用

本

設計︑施工で

株式会社NTTファシリティーズ

B
I
M

をご活用

株式会社 竹中工務店
東京本店
設計部プロダクト部門
設計担当
足立 友和 氏

株式会社 竹中工務店
東京本店
作業所長
鳥澤 進一 氏

施工で

チャレンジとともに、大きな成果を上げら

B
I
M

をご活用

BIM-FM 連携の構想は以前から語られて

バーチャル竣工®までやっても、その先は

主に構造設計で

これまでの私たちの BIM の取組みでは、

株式会社竹中工務店
東京本店
設計部
プロダクト部長
森 元一 氏

主に意匠設計からプレコンストラクションで
をご活用

になりがちですが、それは必ずしも良い結果
をもたらしません。何が建物のあるべき姿か、

B
I
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をご活用

今回、私自身初めてBIMによる設計を行い
ましたが、
これまで経験したプロジェクトと

主に意匠設計で

FMで最も重要なのは、FMを導入する目的を
明確にすること。FMは幅広い分野にわたって

124億円

事業内容 建築物・電力設備のコンサルティン
グ、企画、設計、保守、維持管理など

株式会社 竹中工務店

http://www.takenaka.co.jp
本

社

創

業 1610年

500億円

事業内容 建築工事及び土木工事に関する請
負、設計及び監理 他
Revitによる各種図面の生成

B
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をご活用

資 本 金

大阪市中央区

設計︑施工︑維持管理で

従業員数 5000名（2014年3月）

従業員数 7335名（2014年1月）
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