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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

■構造BIMのボトルネックを解消する新機能

国交省発注 BIM 案件や BIM ガイドライン発表等

にともない、わが国の建築業界においても実案件

での BIM 運用が本格化し始めている。特に普及が

先行した意匠設計分野では、BIM の活用も当たり
前となりつつある。また、意匠に比べ普及が遅れ
気味だった構造設計分野でも、いまや急速に BIM

活用の気運が高まりつつあるようだ。その1つの

契機となったのが、2014年2月25日に発表され、

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。この両

ジェクト内にロードされている RC 造の構造柱や構

造フレーム
（梁）
の配筋情報を生かし、構造柱や大
梁、小梁等の断面リストを自動生成して構造平面図

ビューに表示するアドイン。作図表示の考え方は各
社ごとに違いがあるが、開発に参加した RUG 構造
部会メンバー各社がそれぞれの作図表示の考え方

を集約・調整し、汎用的機能として実現したのが大

ちろんこれも Revit 2015 対応の
「RC 断面リスト作

準書式として普及させていくことを目指している。も
成 2015」
が登場しており、マッピングテーブル統合

化や外部マッピングテーブル指定機能、階記号ソー

SS3 Link は、
「Revit Structure」
と一貫構造計

ト機能強化、リスト個別書き出し等の新機能が追加

SS3」
（ユニオンシステム株式会社）
を双方向に結

このように SS3 Link、RC 断面リスト作成ともに、

る。
これにより Revit で作成したモデルをエクスポー

能となっているのが最大の特長だ。実際、その開

算ソフトとして多数のユーザを持つ
「Super Build/

び、緊密なデータ連携を可能にするアドインであ

トして Super Build/SS3 で構造計算を行い、そ

されている。

現役の構造設計者の声がダイレクトに反映された機

発を主導し全面的に協力した RUG 構造部会メン

の構造計算モデルを再び Revit へインポートして

バー各社では、この2つのアプリの機能を生かした

の作業がスムーズに行なうことができる。データ連

めている。ここではその RUG メンバーを代表する2

るのはもちろん、不整合をなくして図面の信頼性も

訪ね、構造 BIM への取組みの現状とその狙いにつ

Revit モデルの属性情報として追加、といった一連

永久ライセンスの価値を最大化するとができます。

もう1つの RC 断面リスト作成は、Revit のプロ

部会が協働開発したもので、
これまでの構造設計に

画期的な新機能として注目を集めているのである。

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、

統合化、マテリアルマッピング等の新機能も追加さ

れている。

きなポイントだ。RUG では、これを新たな業界標

おける BIM運用のボトルネックを一気に解消する、

アップグレード、 柔軟なライセンス運用、 技術サポート

部材指定、腹筋・幅止筋指定、マッピングテーブル

アプリは、いずれもオートデスクと Autodesk Revit

のユーザ会
「RUG：Revit User Group Japan」
構造

（※）Subscription をご契約頂くと、最新バージョンへの

Link 2015」
も登場し、差分変換インポ−トや変換

携の完全自動化により作業時間が大きく短縮され
向上させるのだ。すでに Revit 2015 対応の
「SS3

Revit により新たな構造 BIM への展開を活発に進

社――安井建築設計事務所と大成建設の担当者を

いて伺った。
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【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
■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 先進企業の
1社である。もともと組織設計事務所としては規模・
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
集
「意匠設計用 BIM テンプレートⓇ」
を発売するなど、

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

いまや日本建築業界の BIM を牽引する存在となっ

笑うのは、同事務所の構造部門を率いる構造部長の

ンセンスと山浦氏は言う。できないことを頑張るより、

BIM ノウハウをパッケージした Revit 用テンプレート

ている。
「それまでは当社の BIM もやはり意匠設計での活用
が中心でしたが、前橋合同庁舎のプロジェクトに着
手した頃からいわゆる“フル BIM”への挑戦も始まって
います。意匠設計だけでなくエンジニアリング部門も
やっていこう、というわけです」
。そう語るのは、同設
計事務所の情報・プレゼンテーション部長、飯島憲一
氏だ。飯島氏は同事務所の 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 は建物情報をデーター
ベース化するのに最適だと考えています。今となって
は、意匠設計だけに特化したツールではなく、構造
設計、設備設計の領域をカバーする製品を採用して
おいてよかったと思います。
」
このように、組織設計事務所の中でも同社の BIM へ
の取組み姿勢はずば抜けて積極的だ。構造設計への
BIM 導入についても、ビッグゼネコンに引けを取らな
いスピード感で業界の先陣を切って取り組んでいる。
「作図を行なう2次元 CAD という存在は、いずれ遠
からず BIM に取って代わられます。このことは業界の
誰もが認識しているはずです。どうせ切り替わってし
まうものなら、利用できるうちにどんどん先に利用し
ていかなければもったいないですからね」
。そういって

操作状況

山浦晋弘氏である。
「当社の構造部門では3年前から BIM の導入を開始
しています。最初に着手したのは環境整備で、まず
は人材育成でした。とにかく Revit を使える技術者
を増やそうと、新人から40歳くらいまでの技術者を
対象に講習を行なったんです。そのため各種の Revit
操作マニュアルも独自に編集しました」
。実際の教育は
「どうやって線を引くか」
という基本編から全5回に渡
りレクチャーを行い、全員が
「なんとか描ける」
レベル
まで持っていったのだという。
「続く2年目はファミリの整備に注力しました。実際、
ファミリも以前に比べれば整備されましたが、まだま
だ十分とはいえません。そこで構造に特化したファミ
リを1年がかりでせっせと作り貯めたんです。そしてあ
る程度環境も整ったので、いよいよ3年目から実際に
構造設計に使い始めたのですが、まだ大きな問題を
抱えていました」。山浦氏の言う
「問題」
とは BIM の
利用者たちを縛る、ある種の固定観念だった。
■鉄骨詳細図もあるがままの3次元で
「特に実績豊富なエンジニアに多かったんですが、
せっかく BIM で3次元を使っているのに、わざわざ
2次元図面に合わせようとして大変な苦労をしている
んです」
（山浦氏）
。長年、2次元図面を描いてきた設
計者たちがそうしたくなる気持ちは分るが、3次元を

ある程度割り切ってしまうことも必要なのではない
か、と考えたのである。
「もともと構造図など位置情報と符号。どの位置に
どの部材が配置され、内容はリストを見れば分か
る――というもので、いわば属性情報の塊です。そ
んなものを見栄えだけ2次元図面に合わせても、
意味がありません。第一それで残業が増えたので
は BIM の活用法として本末転倒でしょう。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」
。
そういって山浦氏が見せてくれたのは、構造 BIM
の Revit モデルからダイレクトに切りだし、3次
元表現のまま紙へ出力した鉄骨詳細図だった。お
よそ建築図面というイメージから大きく外れたヴィ
ジュアルベースの図面だが、たしかにこれなら鉄
骨の組み方等も一目瞭然である。2次元の図面よ
り、はるかに感覚的に設計意図が把握できる
「図
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
んここに使うファミリも、当社では全て登録してあ
り、寸法が出たらすぐに描けるようになっています。
作るのも早いし分かりやすいのですから、何の問
題もありませんよね」
（山浦氏）
たとえば通常の鉄
骨詳細図では、X と Y の2方向から見た図面を

扱う Revit を使ってわざわざ次元を落とすこと自体ナ

それぞれ描かなければ設計意図は伝わらないが、

構造ファミリーの例

基本設計書作成マニュアル
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この3次元鉄骨詳細図なら1枚で済む。圧倒的に

となり、一気に構造 BIM のフィールドが拡大し

早く、分かりやすいのだ。本来は施工者にデー

たのである。

タを渡せば済む話であり、必要な情報を正確に
伝えさえすれば、描画に時間を割くのはもったい

■構造 BIM の完成と次の課題

いのは当然だが、途中作業で必要ないデータが
入っていたら重いばかりだろう。だからこそ
「LOD
（Level of detail/development）」
ということが
重要になるのだと山浦氏は語る。ともあれ、意匠・

「現在ではこの SS3 Link で変換したモデルで伏

構造の双方で BIM の手法をほぼ確立し終えた安

このように、きわめて合理的な精神に貫かれた

図や軸組を描くやり方も、当社でマニュアルにま

井建築設計事務所としては、既に次のステップアッ

ないという。
同社の構造 BIM の展開を、さらに大きく加速さ

とめました。これを見ながら進めれば誰でも構造

せた１つが SS3 Link と RC 断面リスト作成の

BIM の一連の作業を行なえる、という所まで持っ

開発だった。特に RUG 構造部会メンバーの飯

てきています。約3年かかりましたが、構造 BIM

が、来年はちょっと“お絵描き”から離れたところ

島氏は、この共同開発の中心となった1人であり、

の基本形についてはほぼ完成形かな、と思います」

で Revit を活用できないか、考え始めています。

開発の依頼と打合わせのため遠くポーランドに飛

（山浦氏）。

プへ向けて挑戦を開始している。
「今年までは環境整備に追われた感がありました

構造分野だけ見ていてもヒントは出てこないの

び、オートデスクの開発者に話をしてきたのだと

従来のやり方では、構造計算を行ない図面も描く

で、境界領域や他部門でどんな使い方をしてい

いう。

構造設計者の業務はきわめて煩雑かつ膨大で、な

るか事例を調べ、
ヒントをもらおうと考えています」

「そういえば、ちょうど１年前になりますね」
と、

かなか効率化するのが難しかった。しかし、この

（山浦氏）。

当 時を懐 かしむ口 調で 飯 島 氏 は 言う。「 当 時

Revit を中心にした構造 BIM の完成により、同

「これからは、意匠、構造だけじゃなく、設備や

RUG でも SS3 Link と RC 断面リスト作成を

社の構造設計業務は確実に効率化が進んだ。とく

コスト計画を巻き込んで、顧客ニーズをとらえた

どうしようかと悩んでいたんですが、だったら直

に作図時間や査図の時間が削減され、その分考

BIM 設計プロセスを構築したいですね」
（飯島氏）
。

接コミュニケーションを取った方が早いというの

えることに時間を回せるという。

で、構造関連担当の開発者がいるポーランドに
行ったんですよ。大成建設の大越さんたちも一緒

「仕事量も昨年とは違うので一概にはいえません
が、効率化できているのは間違いないでしょう。

でした。遠くて寒くて大変でしたが（笑）、とにか

いちばん大きかったのは、やはり図面ですね。と

くそれで一気に話が進んだのです」。

くに部材リストを Revit で内製できるようになった

その結果が、2014年2月の SS3 Link・ RC 断

んですから、それだけでもずいぶんちがいます」
（山

面リスト作成の発表だった。だが、このことは単

浦氏）。ただし、だからといって、全ての物件を何

に日本で最もメジャーな一貫構造計算プログラ

もかも BIM だけで完結させるつもりは山浦氏には

ムと Revit を SS3 Link で結ばれ、一気通貫

ない。前述の通り、設計図書を含めた基本設計

で RC 断面リスト作成もできるようになったとい

書の作成は、特殊なケースを除きほぼ100パーセ

うだけではないと飯島氏は言う。

ント Revit で対応しているが、実施設計について

「今回の開発で、私たちがこだわった点は他にも
幾つかあります。たとえば SS3 Link 2014に

はプロジェクトの内容やスケジュール次第で個別
に BIM活用の有無を選択している。

搭載したもので、参加企業各社のファミリやテ

「たとえば BIM データを次フェーズの FM や竣工

ンプレートをそのまま使える“パラメータ・マッピ

図、施工図などに活用できる環境がある場合は積

ング”という新機能があります」
（ 飯島氏）。以前

極的に Revit を使います。しかし、設計事務所と

は飯島氏らも一貫構造計算ソフトから Revit に

ゼネコンとでは、BIM を活用することは同じでも、

データを持ってくるため別のコンバーターを買っ

求めるものが違うように感じます。そのあたりを明

て使っていたが、
これは専用のテンプレートやファ

確にしないと、データを作るだけムダになります。

ミリしか受け付けないため、自社のノウハウがつ

とにかく基本的なスタンスは“無理しない” “楽をす

まったファミリ等が使えなかった。しかし、 SS3

る” ですから」
（山浦氏）。

Link のパラメータ・マッピングによりそれが可能

むろん最初から最後まで同じデータを使えれば良

図面作成マニュアル

鉄骨詳細図

基礎リスト
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【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

■品質向上をめざして始まった構造 BIM の取組み

造設計者の立場から綿密な比較検討を行ない、あ

わが国を代表するビッグゼネコンの一社、大成建設

らためて Revit を構造部門のメインツールに決定し

が BIM への取組みを開始したのは2007年のことで

たのである。

ある。この年、同社の意匠設計部門が Autodesk

「一番のポイントとなったのは Revit の統合性や拡

Revit を導入。BIM に関する研究を開始したのであ

張性といった特徴です。BIM 運用のフィールドとし

る。これを踏まえて、構造部門による構造 BIM へ

て建設の工程全体を見渡したとき、この統合性や

の取組みが始まったのはさらに2年後のこととなる。

拡張性が非常に重要になると考えたからです」
。

その取組みの背景には構造部門ならではの狙いも

こうして同社の構造設計部門に導入された Revit

あった。同社で、構造設計に関するソフトウェア開

は、2012年ごろから本格的に構造設計の実務に活

発やその運用サポート、構造設計に関わる社内イン

用されるようになっていった。当初その取組みは、

フラの整備などを担っている構造計画部のシニア・

図面間の整合性確保を1つの目標としていたが、や
がてより幅広い設計品質向上を目指すスケールの大

エンジニア、大越潤氏は語る。
「私たちの BIM 導入に関して最も影響が大きかった

きなチャレンジとなっていった。

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

際、大成建設社内でも
「これをどう解決するか」
議論

のは、やはり2007年の建築基準法改正でした。と

「BIM を用いて建物を建てるプロジェクトについて考

にかくこの改正により建築設計の整合性について非

えていくと、当然、意匠設計や設備設計など構造設

常に厳しいものが求められるようになり、構造設計

計以外のところが関与する部分が多くなってきます。

でも、たとえば一貫構造計算ソフトと図面の整合性

ですから、それらも含めた多くの図面間の整合性等

特に Revit 環境による構造 BIM の運用を想定して

等が問われるようになったのです」
。

をきっちり解決してから現場が始められるようにする

いるのであれば、どのユーザにとっても、この課題

通常の設計図書では構造計算書と設計図面がワン

とか、まずはそういうところを目指して構造 BIM 推

解決は避けて通れないテーマだったといえるでしょ

セットで出てくる。そのためこの両者の整合性の確

進に取り組んでいこうと考えました」
。

う。オートデスクに対する機能開発への要望も、非

保が強く求められたのである。もちろん設計図面同

大越氏らの構造 BIM への取組みは、多少の違いは

常に大きなものがありました」
。

士の整合性についても同様だ。しかし、従来は設計

あれ、他のゼネコン各社や設計事務所も含めた業

こうしたユーザの声に応える形で、2012年に一度、

図面などもバラバラのファイルで管理されることが多

界共通の動きだったといえる。従って、そこから共

今回の新アプリの祖形となったシステムが開発され

く、整合性の確保についても、設計者が自分の眼

通の課題がクローズアップされていったのも自然な

たことがあった。しかし、この時のシステムは対応

で図面を1枚1枚確認する作業に基づいていた。

流れだったろう。そして、
そのことが顕在化したのが、

部材が柱と大梁に限られるなど機能的に十分とはい

RUG の構造部会の席上だったのである。

えず、断面リスト作成のレスポンスが遅いなどの問

■BIM で最も重要なのは “Information”

かったのである。この時は大越氏らも“断面リストを

「構造計算書と構造図の整合性の確保も同じように
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ていく
業界の流れの中で、ヒューマンエラーの危険も拡大

「RUG の構造部会は構造設計者が集まる場であり、

になっていたし、他社からも
「この課題を何とかした
い」という強い要望が上がっていた。
「つまり、われわれだけでなく国内の構造設計者、

題もあって、RUG メンバーを満足させるには至らな
作ってほしい”と要望するだけで、具体的に“どういう

していました。そこでこれを回避する1つの手段とし

各人が置かれている状況にそれほど大きな違いはあ

仕様で”という所までは伝えられず、テストに積極的

て、BIM モデルを使って図面間の不整合を無くそうと

りません。実際、同業の大手ゼネコンも参加してい

に参加することもなかった。そのため、結果として

いう発想が生まれたのです。1つの3次元モデルから

らっしゃいますし、たとえ構造計算ソフトは違う製

全ての図面を切りだすのですから、モデルさえきちん

品を使っていても、Revit ユーザとしてやはり同じよ

「そこで、今度こそ自分たちユーザ自身の手で仕様

と作れば、図面の不整合など発生しない理屈です」
。

うな課題を持っているという認識があったのです」
。

を徹底的に詰めようということで、各社の思いが一

先行して BIM 化を進めた意匠設計分野の成果も継

それらの中でも特に各社の関心が高かったのが、

致しました。RUG メンバーがユーザの声を集約し、

承しながら、大越氏らはまず構造 BIM の環境整備

Revit と一貫構造計算ソフトとの連携や構造の設計

開発仕様をまとめてしまおうというわけです」
。そこ

を開始。同時に構造 BIM で使うメインツールの選

図面の出力についてである。これらはいずれも構造

には構造 BIM と、これに必要なツールに対する現

定にも着手した。意匠部門で採用された Revit は

設計業務に直に結びつくものだったため、早くから

もちろん他社が導入した別製品なども取り寄せ、構

SS3Link：①起動作業

「この機能は必要だ」という声が高かったのだ。実

SS3Link：②使用するファミリを確認

SS3Link：③モデル作成作業

中途半端な機能になってしまったのである。

場の切実な思いがあった、と大越氏は言う。
「Revit モデルの中に断面の情報等も全て入ってい

SS3Link：モデル作成画面
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るはずなのに、使えないのはおかしいですよね。そ

すこと、そして Revit で作ったモデルから断面リス

もそも BIM で最も重要なのは“Information”なの

トを作ることという2つの作業は、従来はそれぞれ

ですから、BIMの真ん中の“ I ”が使えなれば意味が

まったく別の流れとなってしまい、そこには一貫性

ないんですよ」
。

がなかった。しかし本来、これらの作業はいずれも

こうして RUG 構造部会による SS3 Link と RC 断

構造設計の一連の流れの一部なのである。

面リスト作成の仕様取りまとめ作業が始まった。作

「たとえば Revit 上でボタンを押して SS3 Link を

業の中心となったのは、RUG 構造部会の主要メ

出し、同様にボタンを押して Revit から断面リス

ンバー約10社。大越氏らゼネコン勢ばかりでなく、

トを出力させる。これを一連の流れとして手間なく

安井建築設計事務所などの大手組織設計事務所や

できるようにしたい、と。これは強く要望を出し、

デザイン系のアトリエ設計事務所も加わった異色の

2015対応版で実現されています。非常に使いやす

顔ぶれとなっていた。仕様の取りまとめは、たとえ

く、分かりやすくなったと思いますね」
。

ば RC 断面リスト作成のようなものも各社それぞれ

これはいわば Revit による構造 BIM 運用のハード

仕様が違うことから、まずは各社が自社の仕様を持

ルを大きく下げることに繋がり、このことは “Revit

ち寄って集まり、それをずらりと並べて皆で見なが

ユーザ数を増やす”という RUG 自体の使命にも合

ら分類整理していくような作業から始まった。それ

致している。初期導入のハードルを取り除いて、少

まで同じものをそれぞれ異なる表現で出力している

しでも楽に気軽に Revit を活用してほしい――とい

状況だったのを、１つに集約しようというのである。
「“こことここは一緒にできるね” “こだわりたいのな
ら、そこはオプション化で個別に対応しよう”とか、

う大越氏たちの強い願いがそこにはある。
「とにかく今回のアプリにより、今まで構造設計者が
自分の手で行なわざるを得なかった煩わしい作業を

協議しながら一覧表にまとめて可能な限り表現を統

一気に省略し、ごく簡便にスムーズに作業できるよ

一し、その結果をそれぞれ社に持ち帰って承認をも

うになったのです。もちろんヒューマンエラー抑止に

らって――という繰り返しですね。まあ実際に集まっ

も効果的だし、多くの方が Revit による構造 BIM

て議論したのは月に1回程度で、それを4〜5カ月繰

のメリットを強く実感できるはずです」
。

り返して開発仕様にまとめていきました。また、こ

さらに SS3 Link と RC 断面リスト作成の機能を加

の新しい標準仕様をそれぞれの社内への働きかけて

えた Revit の進化は、大成建設自身の構造 BIM の

いくのも、メンバーのミッションでした」
。

普及にも影響している。Revit 導入開始から2年半

まさにユーザの声をストレートに反映させた仕様書

が経過した現在、同社のプロジェクト全体の6割強

づくりだった。――では、それらのユーザの声は、

で Revit が使われるようになっているが、大越氏は

具体的にどのような形で両アプリの機能に反映さ

1年後にはこれが8〜9割程度まで拡大すると予想し

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

げて図面を出力するまでの時間と、AutoCAD で図
面を書き上げる時間を比較すれば AutoCAD の方
が速い。だが、その後工程の数限りない修正の手
間を考えると、モデルを直せば全ての図面が一気に
修正される BIM の方が圧倒的に速いのである。
「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究し
ていきたいと考えています。たとえば、いま研究を
進めているのは一種の検査ツール。構造設計では、
設計することはもちろん、そこから実際に作りあげ
たモノが正しく設計者の意図通りできているか確認
する所までが一連の流れなのですから、Revit も設
計ツールとしてだけでなく、現場の施工状況をチェッ
クする検査ツールに活用できないかと考えています。
たとえば現場が間違いなく配筋されているか ――と
か、目でみて確認できるようなツールはどうでしょう。
いずれにせよ、Revit の活用フィールドはまだまだ
広がっていくに違いありません」

断面リスト：②柱リスト出力

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。同じペースで推移

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

すれば年間40件前後になりますね。これはあくまで
設計から施工までフルに請負った物件だけをカウン

「これまでとの決定的な違いは、2015対応版では

トした数字ですから、コンペ等で使われたケースを

構造設計の実務の流れに沿って各作業が無理なく

入れればもっと増えるでしょう。実際に使った社員

つながり、スムーズに進められるようになっている

からも、思っていた以上に使いやすかったという感

点にあります」
と大越氏は語る。たとえば SS3 Link

想が届いています」
。特に目に付いた導入効果として

で一貫構造計算ソフトから Revit にデータを受け渡

は、修正作業の手間を低減できたという声が多かっ

SS3Link：④変換ログを確認

たと大越氏は言う。もちろん単純にモデルを立ち上

SS3Link：変換ログ確認画面

RC断面リスト：①柱リスト設定

断面リスト：③柱リストをレイアウト

RC 断面リスト：柱リスト設定画面
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「SS3 Link 2015」
・
「RC 断面リスト作成 2015」の入手と操作
「SS3 Link」
と
「RC 断面リスト作成」
は、オートデスクと RUG
（Autodesk Revit User
Group Japan）
の構造部会が
「Integrated BIM」
を進めるために協働で開発した Revit
向け機能アプリです。構造設計業務を効率的に行える最新版
「SS3 Link 2015」
と
「RC断
面リスト作成 2015」
は、
オートデスク製品用アプリ提供サイト
「AUTODESK EXCHANGE
| APPS」( https://apps.exchange.autodesk.com/ja ) 内で Subscription 契約者向

けに無料で提供しています。ここでは、その具体的な入手方法と使い方をご紹介します。
SS3 Link 2015 & RC 断面リスト作成 2015 の入手方法

Revit を起動し、右上に表示されたアイコンをクリックすると
AUTODESK EXCHANGE | APPS で Autodesk Revit を
選択し、Autodesk Exchange for Autodesk Ⓡ Revit Ⓡ

にアクセスすることができます。 Autodesk Exchange for

Autodesk Revit にログインしたら、「SS3」
や
「断面リスト」
などのキーワードで検索し、入手したいアプリを

ダウンロードしてください。ダウンロードが終了したら、インストーラを実行してインストールを開始します。

AUTODESK EXCHANGE | APPS 内の Autodesk Exchange for Autodesk Revit

「SS3 Link 2015」
・
「RC断面リスト作成2015」
連携操作の流れ
①「SS3 Link 2015」
新規構造プロジェクトの作成

新規構造プロジェクトで SS3 Link 2015 を使用する場合は、まず SampleData フォルダより
「SS3-List_Structure-Template2015.rte」
を選択して新規構造プロジェクトを作成します。
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk SS3 Link 2015.bundle\Contents\SampleData

テンプレートファイルの選択

② Revit のメニュー画面の
「SS3 Link」
コマンドを操作してスタート

「SS3 Link」
の
「インポート」
コマンドを操作し、読み込む構造部材（CSV）
を選択し
「OK」
ボタンを
クリックします。すると
「SS3」
の構造モデルの読み込みが開始されます。
※ CSV のインポート機能では新機能の
「差分変換
（断面のみ）
」
も利用可能です。また、エクスポート機能を利用すれば、
「Revit」
側で
モデリングをスタートし、SS3 側で構造計算を行なう流れも可能となっており、双方向でのデータ連携を実現しています。
※新バージョンでは、SampleData フォルダ内に RC 造と S 造のサンプルデータを用意。新機能を容易に体験していただけます。
（RC
造：SAMPLE01.csv S 造：SAMPLE02.csv）

SS3 Link 2015のダイアログボックス

③ 変換ファミリを確認

「SS3 Link 2015」
では、マッピングテーブル機能が EXCEL で用意されました。これにより、
最終確認のダイアログよりマッピングテーブルで指定した部材が、開いているファイル内に実在す
るか、チェックすることができます。また、マテリアルマッピングの機能も追加され、各種材質情
報も正確にインポート可能です。

マッピングテーブル機能

変換確認ダイアログボックス
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■SS3 Link 2015 の主要機能

■RC 断面リスト作成の主要機能

・SS3 モデルのインポート
・Revit モデルのエクスポート
・差分変換インポート
（断面のみ）
・変換部材指定
・腹筋・幅止筋設定
・マッピングテーブル統合化
・マテリアルマッピング
・構造テンプレート、SS3 の CSV サンプルデータ同梱

・RC構造柱 断面リスト
・RC構造フレーム（梁）断面リスト
・マッピングテーブル統合化
・外部マッピングテーブル指定機能
・階記号ソート機能強化
・リスト個別書き出し
※施工管理・検査システムなどタブレット機器等でも利用可能

※RUG 構造部会のテンプレートをベースに作成（主要ファミリをロード済み）
※ユニオンシステム様のご協力により SS3 データを同梱（S造・RC造）

④ Revit 画面上に構造モデルを読み込み

画面は Revit 画面上に5階建ビルの構造モデル読込まれた表示例となっています。SS3 で入力
したモデルがそのまま Revit 上で再現され、配筋関係、サイズ関係の情報も正確に反映されます。
ここまでの作業をゼロからスタートした場合と
「SS3 Link 2015」
を活用した場合を比べると作業
時間などに大きな違いが生じます。SS3 を使うことにより、作業時間の短縮はもちろん、データ
連携による自動化で整合性も大きく向上します。
※その他の新機能として
「腹筋・幅止筋設定テーブル」
も用意され、これらの情報を追加したインポートも可能です。

Revitの画面上に構造モデルが読み込まれた表示例

⑤「RC 断面リスト作成 2015」
コマンド群の活用

「Revit」
の画面には、「RC 断面リスト」
というコマンド群が表示されます。このコマンド群を操作
することにより、各階ごとの柱や梁の断面リストが自動作成されます。

「RC断面リスト作成 2015」
コマンド群

「RC断面リスト作成 2015」
梁リスト設定の表示例

⑥「RC 断面リスト作成 2015」
コマンド群で自動生成した断面リストの表示例

画像は
「RC 断面リスト作成 2015」
コマンド群から
「柱リスト」
アイコンをクリックして自動生成し
た、各階ごとの柱の断面リストの表示例となります。「SS3」
から取り込んだ 3D モデルに鉄筋要
素は存在しません。しかし、取り込まれた RC の柱や梁に鉄筋に関する情報が含まれており、
「RC
断面リスト 2015」
はこれを活用して断面リストを自動生成します。これが BIM の真ん中の
「I」
す
なわち information を活用して断面リストを作成する仕組みです。

自動生成された各階ごとの柱断面リストの表示例

⑦ 新機能
「個別書き出し」
で個別の断面図を出力

新機能「個別書き出し」
により、全体の表形式ではなく個別の断面図を出力することができます。
※ iPad などのタブレット上で配筋検査を行うツールの多くは、事前に断面図の個別素材を用意する必要があり、準備作業にも時間がかかり
ます。そこで RC 断面リスト作成 2015 では、ボタンひとつで個別の断面画像を出力できる新機能を追加しました。これにより、Revit に
よる BIM モデルは設計段階に留まらず、施工現場などにも活用の幅を広げています。

柱の断面を個別画像として出力した例
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構造 BIM の環境は整った。後は
「どう生かしていくか」
である。
先行して BIM 導入に取組む人たちを見て

今後の当社の BIM の取組みでは、組織

SS3 Link と RC 断面リスト作成が Revit

いると、3次元でやりながらデータを2次

設計事務所としてのメリットを出すことが

に導入された結果、一貫構造計算ソフトと

元に落そうとして四苦八苦しているケース

ポイントになるでしょう。組織設計事務所

の連携等の作業も含めてすべて Revit の

が多いように感じます。今までのやり方に

といっても従来は分業でしたが、BIM導

中で完結できるようになりました。これは

合わせようとして、無理が出てきてるんで

入により部門間のコミュニケーションも非

構造設計者にとって非常に作業しやすいの

すね。私は発展途上の BIM をやるなら

常に重要になってきており、実際、誰か

はもちろん、管理しやすく間違いもないの

80点を目指せばいい、と思っています。2

が入れたデータが別部門の作業に役立つ

で確実な品質向上が望めます。目立たな

割の労力で 8割を仕上げよう、ということ

となると、組織全体の複合的な費用対効

い変化ですが、構造設計者にとって実は

です。ところがみんな、残り8割の力も注

果で評価し、メリットを出さなければなり

非常に大きな変革に他なりません。そのイ

ぎ込んであと 20点足そうとするから、非

ません。そういう観点から私も環境整備

ンパクトの大きさは構造設計者なら必ず分

効率的になってしまう。無理せず楽して

に取り組んでいきます。

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
http://www.yasui-archi.co.jp
本
社 大阪市中央区
創
設 1924年 4月 1日
設
立 1951年 1月 16日
資 本 金 8000万円
事業内容 建物の設計監理、土木の設計監理、
都市の設計監理、
マネジメント・コンサ
ルタント業務、コンピュータ業務ほか
社 員 数 309名（2014年 4月）

かってもらえるでしょう。一度お試しいただ
いて、ぜひ品質向上を実感してください。

80点を目指しましょう。
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
http://www.taisei.co.jp
本
店 東京都新宿区
創
業 1873年 10月
設
立 1917年 12月 28日
資 本 金 1124億 4829万 8842円
事業内容 建築工事、土木工事、機器装置の
設置工事、その他建設工事全般に
関する企画、測量、設計、監理、施工、
エンジニアリング、マネジメント及び
コンサルティングほか
従業員数 7951名
（2014年 3月）
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