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佐藤工業がRevitの設計機能をDynamoで自動化し生産性を向上！
手作業から「プログラミングのBIM」への転換戦略

今後、激化する人手不足時代に備えて、佐藤工業はこれまで手作業
で行ってきた BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）モデル作成
や作図などを、プログラムで自動化する取り組みを行っている。
その武器となるのが、オートデスクの BIM ソフト
「Revit」などを
自動化するために開発された「Dynamo」
というビジュアルプログラ
ミングツールだ。この自動化によって、Revit を活用する社内の構造
設計者が、急速に増えた。
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手作業の BIM を Dynamo で自動化へ
「これまでの BIM は手作業による部分が多くあり
ました。例えば、梁や柱などの部材をひとつひと
つ、3D 空間に配置したり、BIM モデルから出力
された図面を仕上げたりする作業です。しかし、
これから厳しくなる一方の人手不足に対応する
ためには、こうした手作業はいずれ限界がくるで
しょう」
と語るのは、佐藤工業 BIM 推進部主任の
山口善弘氏だ。
BIM 推進部 主任

山口 善弘 氏

構造設計部
構造設計第一課

御木 敦司 氏

「そこで当社では、これまで手作業で行ってき
た BIM モデルの作成や図面化、ファミリやテ
ンプレ ートの 管 理 を、プ ロ グラムで自 動 化す
る取り組みを始めました。その武器となるのが、
『Dynamo』
です」
（山口氏）。

Dynamo とは、Revit や Civil 3D などオートデ
スクの BIM 関連ソフトを自動制御できるように
開発されたビジュアルプログラミング言語。その
機能を簡単に説明すると、これまで設計者がマウ

スやキーボード操作で部材をひとつひとつ、入力
してきた作業を、Dynamo が自動的に行ってく
れるものだ。いわば、表計算ソフトのマクロや関
数の BIM ソフト版と言えるだろう。
例えば、数式によって生み出されたカーブや曲
面形状を 3D モデル化する、資材や機器などの
データベースを仕様に従って検索し、最適なもの
を配置する、といった作業を自動化してくれる。
「 Dynamo を使うきっかけは立体トラスのモデ
リングを行いたいという要望を受けたことでし
た。後追い BIM だったので、立体トラスの 3D
d x f が 存 在し、 座 標 は 分 かって いました が 、
約 3,700 の部材を手作業で配置するのは現実的
ではありません。方法を探していたところ高取昭
浩氏のブログ『Revit Peeler』の『ダイナモ白熱
教室』にたどり着き、見よう見まねでプログラム
を作りました」
と山口氏は振り返る。
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3D dxf から書き出した座標

プログラムと言っても、Fortran や Basic のよう
に 1 行ずつ処理内容を書いていくタイプではなく、
サブルーチンや関数に相当する処理単位を記号
化した「ノード」を並べて、線でつないでいくタイ
プだ。そのため、フローチャートを描く要領でプ
ログラミングが行える。

国内外の Dynamo 情報を活用し、
プログラムを開発
佐藤工業の BIM 推進部は 2017 年 7 月に設置
され、現在、意匠設計者 6 人と設備設計者 1 人
の陣容からなる。当初からの BIM 推進部のメン

3D dxf から書き出した座標を Dynamo によるプログラムで自動配置した

バーである山口氏とともに、数々のプログラム作
成にかかわってきたのが、かつて BIM 推進部に
所属し、現在は構造設計第一課の御木敦司氏だ。

山口氏、御木氏ともプログラミングの経験は少し
あった程度だが、Dynamo は約半年で使えるよ
うになったという。

「Dynamo の情報収集は国内外のウェブサイトか
ら行っています。国内のサイトだと前述の『Revit
Peeler 』やオートデスクが開催するオンライン
セミナー、海外のサイトでは英語版の『Dynamo

「山口さんがこれまでに作成した Dynamo の
プログラムを見せてもらいながら、 Dynamo
Forum 等を見て変更する、というようなことを
繰り返しているうちに、作成もできるようになり

Forum』を参考にしています。近年では、三菱地
所設計の矢野健太郎氏が執筆した『 Dynamo ト
レーニングガイド』など、Dynamo に関する情報
が得やすくなっていると思います。」と御木氏は
語る。

サブルーチンや関数に相当する「ノード」を線でつなぐと Dynamo のプログラムが作れる

ました」
と御木氏は振り返る。

BIM 推進部では、図面のタグ配置自動化プログ
ラムのほか、Revit アドイン『pyRevit』も利用し
ながら、構造柱と構造フレーム等の 勝ち負け
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Revit の標準タグ配置機能を使うと図面と文字が重なってしまう（上）。
Dynamo でタグを再配置した例（下）

をカラー表示するプログラムなどを次々と開発し、
「手作業の BIM」から「プログラミングの BIM」へ
の移行を着々と進めている。
「単純に Revit を利用するだけでは、使い慣れた
他社の CAD ソフトから Revit へ移行するメリッ
トがないというのが構造設計部内の総意でした。
その状態を変えるためには、Revit を利用するメ
リットを示す必要がありました。構造設計業務に
おいては、データのやり取りができれば人の手
をかけなくて良い場面が多くあると感じていたた
め、その部分をうまくRevit の使い方に落とし込
み自動化したいと思っていました。」
（御木氏）

鉄筋コンクリートの梁に対する勝ち負けを pyRevit でカラー表示させ、
その結果をリストとして出力している

構造計算結果の“差分変換”
で
Revit ユーザーが急増
BIM 推進部の大きな成果としては、一貫構造設
計プログラム「 SS7 」
と Revit のデータ連携機能
の改善がある。 SS7 の計算結果を
「ST-Bridge」
に書き出した後、Revit に読み込む過程で、変更
された差分だけを取り込むようにしたものだ。
オートデスクでも同様の機能を 2020 年に開発し
たが、佐藤工業はその完成を待たず、独自で差
分変換機能を開発したのがポイントと言える。
「最初に SS7 から Revit に変換した後、Revit 側
では意匠や設備との関係などを考えて設計を詳
細化して行きます。設計内容に変更があったと
き、 SS7 で再度計算し、その結果を設計者が見
て変更された部分を調べ、手作業で修正しなけ
ればなりませんでした。これでは、設計者の手
間が増えるだけで、Revit の恩恵を十分に受けら
れているとは言えませんでした。」
と御木氏は振り
返る。
「そこで、Dynamo と Python スクリプトによっ
て設計過程で結果が変わった部分を見つけ出し、

SS7 による変更前モデルと変更後モデル（上段）。
SS7 で変更があった部分を Dynamo で自動更新した例（下段）

オートデスク社による差分変換のイメージ

Revit モデルを更新するプログラムを開発しま
した。このプログラムでは、変更点を事前に確
認し、設計者が判断して差分を取り込むことが
できます。状況によって、 SS7 が正しい部分と
Revit が正しい部分が混在するため、SS7 のモデ
ルをすべて正として、Revit を更新してしまうと、
意図せず Revit が編集前の状況になってしまうこ
とを防ぐためです」
（御木氏）。
2020 年 4 月から 7 月にかけて開発されたこの
プログラムは、社内の構造設計者に大好評を博
した。それまでは構造設計に他社の CAD ソフト
を使っていたが、構造計算結果の差分変換機能
の開発により Revit に乗り換える設計者が続出
した。
「 構 造 設 計 部では 新 規 物 件 の 基 本 設 計 は ほ ぼ
100％ Revit で行っています。中には建築確認申
請までこぎ着けた物件もあります」
と御木氏は説
明する。これも「プログラミングの BIM 」による
生産性向上の効果が、社内で認められた例と言
えそうだ。
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BIM マネージャーとしての Dynamo 活用法
BIM を組織で活用する上では、誰もが同じ仕様
で図面や BIM モデルを作れるようにすることが
重要だ。そのためには、 BIM マネージャーが、
様々なファミリやテンプレートを同じ基準で作ら
れているかを常に確かめ、変更があった場合も
漏れなく反映することが求められる。

「 Dynamo で変更前、変更後の一覧表を書き出
し、違っている箇所が分かるようにマイクロソフ
トの Power BI というソフトで可視化したのです。
これによって、設定が違っている部分や変更漏
れなどをスピーディーにチェックし、直すことが
できます」
（山口氏）

「しかし、これまでのファミリやテンプレートの管
理は、ひとつひとつ、中身を開いて線種や線幅、
パラメーターの名称や値などをチェックする必
要がありました。また、複数のファミリやテンプ
レートの設定画面を同時に開いて比較することも
できませんでした」
と山口氏は語る。

今後、ますます激しくなる人手不足問題に対応す
るため、Dynamo による BIM 作業の自動化は、
AI（人工知能）などの活用と並んで有効なソリュー
ションになりそうだ。

そこで BIM 推進部は、ファミリやテンプレートの
設定内容を一覧表として書き出すプログラムを、
Dynamo で作成した。これを見ると複数のファ
ミリやテンプレートの設定内容が一目瞭然だ。

山口氏は「 BIM によるデジタル・トランスフォー
メーションとは、データをつなぎ、何度も利用で
きる仕組みをつくることです。構造計算の結果と
Revit が連携することは、その第一歩だと思いま
す」
と語った。

BIM モデル内のファミリに含まれるパラメーターを一覧表として書き出したところ
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変更前後のテンプレートを比較し、設定の違う部分が強調される
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