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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

福岡県福岡市に本社を置くプランニングピープル

ては使えないことが多い。新店はそれを参考にし
ながら、やはり一から設計して行くしかない。

は、栗原洋一氏が率いる建築設計事務所である。

「たとえば郊外型の店舗の場合、普通の建物として

リアを持ち、規模もジャンルもさまざまな建築を

ざまな機器類までひと通りの内容全てが揃ってい

アトリエを主宰する栗原氏は建築家として長いキャ

の構造はもちろん、外構や内部のインテリア、さま

手がけてきたが、事務所設立後は特にデザインに

るのがこうした店舗の特徴です。むろん建物として

ファーストフード・チェーンの日本国内店舗の設計

に設備や構造設計についても非常に細密で密度の

縄地方の新店舗、改装店舗の設計を手掛けている。

ビル設計に遜色ないくらい濃い内容がぎゅっと詰

特化した店舗設計を中心に展開している。中でも

を20年にわたり手がけ、現在も九州から中国、沖
栗原氏は語る。

は特別大きなものではありませんが、だからこそ逆

高い内容となるのがポイントです。それこそ普通の

め込まれ、設計も難度の高いものとなりがちなの

「一番ハードな時期は、年間10店から15店舗も

です」。しかも、ドラスティックに活動する大企業

が、それでも昨年は新規店舗を6店ほども設計し

的に発生する。決定内容がひっくり返ることも日常

やっていましたね。最近は多少落ちついてきました

ました。私を入れて設計者3人の小さな事務所な

ので、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

だけに出店も戦略的に行われ、設計変更等も日常

茶飯事だ。当然、じっくり2次元図面を直すことを
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なり

い状態が続いていたが、3年ほど前から状況は大き

ません。しかし Revit による3次元設計なら、
1カ

割く余裕が生まれたのである。そのきっかけとなっ

れてしまえば AutoCADより描きやすいくらいだし、

く変わり始めた。少しずつ他の仕事にもリソースを

所直せば連動して修正されるわけです。作図も慣

たのが Autodesk Revit（以下 Revit）
の導入と、

レンダリングも可能。さらには設備や構造ツールと

デザインについても元になる標準図面が何パター

Revit だけで対応でき、余分な作業も要りません。

これをフル活用したBIMの展開である。同店舗は、
ンも用意されている。しかし、それはあくまで標準

的なものであり、そのままでは実際の建築設計とし

連携させればほぼ何でもできるので、店舗設計も
私たちにとって非常にありがたいツールですね」
。
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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

Revit については特に構造設計を任されている。

■全員が100パーセント Revit だけで

このように、Revit による3次元設計を活用すること

そして、もう1人の若手スタッフは特に機械・電気・

で高度な業務効率化を実現したプランニングピープ

配管設計ツールの Revit MEP を使っている。前

BIMマネージャ的活動を行っている人は、実際に

ルだが、たった3人のスタッフで高い設計品質が要

述の通り、同社が設計を任されている店舗は、規

はそれほど多くないだろう。しかも、同氏は社内で

求される店舗建築を設計し、しかもこれほどの大ボ

模は小さいが密度の濃い設備や構造が集約されて

BIMマネージャ的に動くのに加え、対外的にも BIM

リュームに対応するのは容易ではないはずだ。では、

おり、同時に外構やインテリアなどビジュアルな要

とRevit に関わる多彩な情報発信を行っている。た

これを支える同社の3次元設計体制はどのようなも

素も重要になる。それらの要素を Revit とその関

のなのか？

連ツールによってカバーし、栗原氏の BIMマネジ

（http://planning-people.blogspot.jp）
など複数

「私以下3人のスタッフは全員がかなりのレベルで

メントのもと社内で的確に分業することで、高品質

のブログを展開し、同業に対しても BIM導入サポー

多少 CADに詳しい設計者でも、栗原氏のように

とえば Revit の実践的活用ブログ
「Revitの実例」

Revit を使えるので、それぞれ役割分担して効率化

かつ高効率な対応を実現しているのである。また、

ト等のコンサルテーションサービスを提供している。

を図っています。まず私はお客様とのやり取りや基

Revit 活用の1つのポイントとして挙げられる
「ファ

BIMの普及が遅れ気味といわれる九州エリアで、地

本計画の設計等を行いますが、同時にBIMマネー

ミリー」
についても、同社では、そのほとんどを内

域の BIMを牽引する存在となっているのだ。だが、

ジャ的な役割も担っています。 Revit なら Revit

製している。

実は栗原氏が Revit を導入してBIMの取組みを始

の機能を徹底的に見直して何がどこまでできるの

「大変だといやがる人もいますが、慣れてしまえば

か確認し、当社の業務にあった使い方やルールを

たいした負担ではありません。むしろ面白いと思い

「もともと私は AutoCAD ユーザで、Revit の存在

決めて、運用していく役割ですね。Revit 以外では

ますよ、ファミリー作りって。ファミリーエディター

は知っていました。BIM についても3年ほど前から

Autodesk 3ds Max や Autodesk Showcase、

を使えば誰でも作れると思いますが、そこで大切

情報を集めて研究を進め、もうそろそろ入れた方が

Autodesk Navisworks についても同様に確認して

なのはカテゴリです。どのカテゴリで作り、どんな

良いかな、と判断し導入したのです。と言っても、

います」
。

風にロードしてどう配置するかで、使い勝手はまっ

当時は BIMがどうというより、自分たちの仕事が店

めたのは、わずか3年前のことである。

小規模なアトリエ系設計事務所で、CAD等のシス

たく違ってくるんですね。だからこれも、BIMマネー

舗関係が中心だったので、パース制作などデザイン

テムについてここまで厳密に研究し、運用している

ジャー的な人間がきちんと機能を把握して決めて

面での活用が目的でした。プレゼンはもちろん、自

事務所は少ないだろう。だが、Revit と BIMの活

いく必要があるでしょう。そうすればきっと、最適

分たちも BIMモデルでビジュアルに確認し、判断し

用においては、これが最も重要なポイントの1つな

なファミリーがスムーズに作れるはずです」
。

たいと思ったんですよ」
。

のだと栗原氏はいう。実は同氏も Revit 導入当初

実際、現在では同社のクライアントである店舗関

では、栗原氏はなぜ Revit を自社の BIMツールと

はこれを
「何となく」
使っていたが、無駄な手戻りが

連だけで、すでに600種近いファミリーを蓄積して

して選んだのだろうか。もちろん AutoCAD ユーザ

多く効率が上がらなかったため、時間をかけて全

いる。ロゴマークの入った看板や各種サインなど、

として自然な流れなのかも知れないが、市場には当

てを見直すことにしたのである。

完成度も非常に高い。

時からさまざまな BIMツールがあったはずだ。

「Revit の場合、パラメータやテンプレートの設定

「ですからこの同店舗の仕事なら今ではもうきわめ

「実は私の CADユーザ歴はすごく長いんです。最初

など、機能をきちんと把握した上で、どこまでデー

て効率的に、スピーディに進められるようになりま

に導入したのが29年前ですから、たぶん福岡では

タを入れるか判断し作り込んでいかないと、後で

した。たとえば新規出店でも、建物も看板もファミ

1〜2番目の導入だったんじゃないでしょうか。当時、

方向性の間違いに気づくことになります。当初はそ

リーがみんな揃っているので、敷地さえ決まれば、

CADは恐ろしく高価でしたし、そのわりに実務には

こを理解しないままやみくもに進め、作り方がおか

それに合ったものを選んでぽんぽん置いて繋げるだ

とても使えないようなシステムでしたが、とにかく始

しくなって失敗してしまったことも多々ありました」
。

け。すぐに3Dのラフレイアウトが完成します。他社

めなければ何も分からないと思ったので思いきって

一方、残る2名のスタッフのうちキャリアの長い

には容易に真似できない、圧倒的なアドバンテージ

導入し、MS-DOS を独学してコマンドを打てるまで

スタッフは建物そのものの企画〜設計を担当し、

となっているのは間違いありません」

になりました。さすがにそれだけやると、システム

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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の善し悪しも分るようになってくるんですね」
。
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■コミュニケーションツールとしての Revit の強み

その後は、次々登場する新しい製品を試しては乗り

こうした経緯を経て、いまや同社では打合せやプレ

換えるという繰り返しで、文字通りわが国の建築系

ゼンテーションはもちろん、基本設計から実施設計

CADの歴史をたどる形でさまざまな CADを体験。

に至るあらゆる業務を、基本的には全て Revit だけ

そして、そんな栗原氏が最終的にたどり着いた結論

で完結させている。これにより前述した通り高度な

が AutoCAD だったのである。

設計品質と作業効率化を両立させているわけだが、

「もちろん機能面も大切ですが、それ以上に重視し

そこから生み出されるメリットはそれだけではない。

たのは、AutoCADが最も安定して市場を生き残り、

「効率化以外でまず感じるのは、コミュニケーション

成長し続けてくれる製品だと思ったからです。それ

ツールとしての強みです。施主の理解度が格段に違

というのも、長い間いろんな CADを使っていくなか

うんですね。最近もある事務所兼倉庫の設計で計

で、次々と CADメーカーが消えていくことに泣かさ

画から全て BIMで進め、資料を Revit で作って持っ

れたからです。とにかくメーカーが消えて製品も廃

ていったら “もうこんなにできてるの！ ”と非常に驚

れてしまえばどうしようもありません。使い勝手が

かれました。特に3Dモデルが人気で、ボリューム

どうこう以前に、メーカーが存続し、世の中の流れ

だけの簡単なイメージでも、平面図なんて放ったら

に沿って CADを進化させ続けてくれることが一番

かしでそればかりご覧になります」
（笑）
。

重要なんです。そうでなければ、せっかく苦労して

自分たちは建築のプロとして見慣れているから2次

蓄積したノウハウもデータも全て無駄になってしま

元の図面から立体を想像できる。だが、建築の素

いますからね。その意味で1番安心して使えるのが、

人である施主には平面図は読めない、と栗原氏は

オートデスク製品でした」
。

語る。そこで Revit を使えば、ごく初期の段階から

こうした経緯を経て確固たる AutoCAD ユーザと

立体で分りやすく設計意図を伝えられるのである。

なった栗原氏は、そのままの流れで Revit を使い

そうなれば施主の意思決定もおのずと早くなり、初

マンションのレンダリングビュー

始めたのである。しかし、導入当初はなかなか思い

期段階からすぐに
「ここはこうじゃない、あそこはこ

どおりに使えなかったのは、前述の通りである。そ

うしたい」といった要望をいただけるのである。し

の最新形として、栗原氏はオートデスクが提供す

こで時間をかけて Revit の機能分析に取り組んだ

かし、2次元ベースで打合せていたらこうは行かな

わけだが、それはなんと8カ月間にも及ぶ徹底した

い。多くは実施設計段階頃になっていきなり
「やっ

取組みとなった。

ぱりこうじゃなかった」という話になり、結局１から

「とにかく Revit を完全にマスターするのが事務所に

やり直しというケースも珍しくないのである。

とって最重要課題だと考え、実務はある程度スタッ

「立体で見られればオーナーは理解しやすいし、理

フに任せて、私は Revit に没頭しました。そうして

解すれば意見も出せます。早い段階で軌道修正で

マスターできたところでスタッフたちのツールも Revit

きるから、後になってひっくり返ることもなく、スピー

へ切替えさせ、私が操作を指導しながら全社の 3次

ディにスムーズに進めることができるのです。設計

元設計化を進めたのです。大きな事務所では大変で

者としては、やはりお客様の要望を実現し満足して

すが、当社なら “えいやっ！” とやるだけ
（笑）
。スタッ

いただきたいわけで。いろいろな提案も理解しやす

フにも “もう AutoCAD は使うな”と厳命し、全員が

く、意思の疎通が大前提になるんです」
。

100パーセント Revit でやるようにしました」
。

このような新しい形の施主とのコミュニケーション

るクラウドサービス
「Autodesk 360」
の活用も開
始している。すなわち Autodesk 360 にプランを
アップしておいて施主に見てもらい、その要望を反
映させて修正し、また確認してもらう。それぞれ
在宅のまま、打合せたり確認を取ったりしながら
進めて行くやり方である。
「少人数で運営している事務所にとっては、ある意
味理想的な進め方なのではないでしょうか？ 単に
会って打合せを延々と繰り返すよりも、まず立体を
目で見てきちんと内容を理解してしてもらうことがい
ちばん大切なのですから。クラウドを使って“見た通
りです”とお見せして、確実に進めていけるなら、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

事務所の鳥瞰図
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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

これにも積極的にアプローチしていきたい。特に

「Revit の導入と社内の BIM化の体制づくりにか

完全リフォームになると、小さくても非常にやり

なりの時間をかけたので、これからはそれをどん

がいを感じます。やはり Revit の3Dモデルやパー

どん回収していく時期だと考えています。しかし、

ス等でリノベーション前後の様子を作ってお見せ

これだけを究めると、最近はもう Revit で何で

すれば、お客様の理解も早いし、この分野でも

もやれるんじゃないか、って気持ちになりますね。

大いに活用できそうだな、と期待しています」
。

多少余裕も出てきましたし、マンションとか老人

一方、Revit 以外のツールでは、特に Autodesk

福祉施設なども Revit による設計を行なってい

3ds Max の活用に力を入れていきたいと考えて

ます。

いる。もちろん基本的なレンダリングやパース制

しかも、栗原氏らはすでにそうした案件について

作では Revit とそのツール類で現在も十分に対

も、企画段階で必要な内容をスムーズに Revit

応できているが、外構に関するビジュアル制作に

へ入力するためのテンプレートを制作するなどし

ついては、まだまだもの足りないのだという。そ

て、誰でも簡単に、間違いなく対応できるような

こでこの外構制作に 3ds Max を使い、よりリア

環境づくりを進めている。実際、このテンプレー

ルで自然な感じのビジュアライゼーションを仕上

トをベースに、それぞれの案件の内容に合わせて

げて行きたいと言うのである。

修正しながら自動的に入力していけば、大きな共

また、今後の目標として対外的な BIMの普及活

同住宅のプロジェクトにも安心して対応できるの

事務所の構造 3Dビュー

動にも、これまで以上に力を注いでいく。

である。さらに、テンプレートを作って自動化し

「正直いって九州の BIMは、東京に比べかなり普

てしまうことにより、共同住宅等でも3日程度で

及が遅れています。同業他社や取引先が使えな

ボリューム出しを行って、お客様に“おっ！”と言わ

い状態のまま、当社だけガンガンやっていても

れるような3Dイメージを見せることができるよう

連携もコラボレーションもできません。実際、構

になるのだという。

造など当社では柱や梁等も全部入れて寸法も入

「もちろん今後も店舗設計を事業の中心としてい

力していますが、構造屋さんが3D化してないの

くことに変わりはありませんが、同時にマンショ

で活用してもらえないのです。連携すればお互い

ンや老人福祉施設等のプロジェクトにも、企画段

楽になると思うんですが……とにかく BIMにせよ

階から積極的に入り込んでいこうと考えています。

Revit にしろ、皆で取り組むことで業界としての

あとは最近急増しているマンション、住宅等のリ

ステップアップもできるわけで。対外的な情報発

ノベーションの仕事ですね。デザイン要素が多

信や支援にも、これまで以上に力を入れていきた

いものならリノベーションもなかなか面白いので、

いですね」。

自動化した建具表

タウンハウスのレンダリング
（全景）

マンションのアイソメトリック・パース

有限会社プランニングピープル
http://www1a.biglobe.ne.jp/planning-people/
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