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Autodesk Insightのご紹介

Revit・AECコレクション特典

オートデスク株式会社 技術営業本部



なぜInsightが重要か？
低コストで結果を出すには
初期段階からの検討が重要

建設業界が担う環境配慮要素
は多くインパクトが大きい



なぜInsightが重要か？

参考ページ：What is Architecture 2030? – Architecture 2030

The AIA 2030 Commitment - AIA

Architecture 2030
2023年までにカーボンニュートラル

2024年までにゼロカーボン

アメリカ建築家協会

AIA Commitment
1000⁺会社が参加

https://architecture2030.org/1088527281/
https://www.aia.org/pages/6464938-the-aia-2030-commitment


モデリング
Revit/FormIt※
※マスモデリング

Autodesk Insight構成

建物エネルギー解析

日射解析

照明（昼光）解析

冷暖房解析
Revit2020以降

→システム解析へ

https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html


サブスクリプションとインストール

Revit/AECコレクション
使用者

Revitのエネルギー最適化
ツールとしてインストール

プラグインとしてインストール
（Revit2020まではダウンロード）
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 Revit2020
Download - Insight
※Revit2019以前はサポート終了のためダウンロード不可

 Revit2021以降
Revit拡張機能としてインストール
https://manage.autodesk.com/produc
ts/RVT

ダウンロード＆インストール

https://insight360.autodesk.com/oneenergy/Landing/Download


Tips

 不要な解析ツールはオプションでオフ設定

ダウンロード＆インストール



建物のエネルギーおよび環境性能を、より良くするために効果的かつ包括的な支援をおこないます

 機能：

3つの解析ー建物全体エネルギー解析、照明解析（昼光解析）、日射解析

1. 建物全体のエネルギー解析 ASHRAE 90.1

2. 日照（日射）解析、太陽光発電パフォーマンス

3. 照明（昼光）解析

 特色

o RevitおよびAECコレクションのサブスクリプション特典

o RevitとFormIt Proから直接利用可能

o Lighting AnalysisはLEED評価に利用可能

o Lighting Analysisは品質と床面積に応じて、無料利用あるいは、課金
クラウドクレジット2023 年 3 月 29 日以降トークンへ移行
トークン価格の確認はこちら

Autodesk Insight https://insight360.autodesk.com

https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-90-1
https://www.autodesk.com/products/cloud-credits
https://www.autodesk.co.jp/benefits/flex?term=500&tab=flex
https://insight360.autodesk.com/


最適エネルギーモデルを詳細度を上げながら確認

 機能：

• エネルギーコスト範囲設定、シナリオ比較

• パフォーマンスファクター
HVACシステム、窓ガラスプロパティ、窓と壁の比率、太陽光発電パラメータ、
自然換気、壁/屋根の構造、機器の使用電力

• エネルギーモデルを作成（マス→基本設計→実施設計）

• ユーティリティコストを入力し、建物エネルギーにかかるコストを計算

• 仕様を変更しモデルを比較

1、建物全体のエネルギー解析

使用される情報：場所※、気象ステーション、ジオメトリ、エネルギー設定
※注意：プロジェクト向きは考慮されません。



日射解析および太陽光発電パフォーマンス分析をおこない、モデル面に可視化

機能：

o 日射解析

o 太陽光発電パフォーマンス分析

o FormIt Pro

• 月間ピーク日射量

• 年間累積日射量

• カーソルをあてた点の日射量値を表示

o Revit

• 累積/ピーク/平均日射量

• 解析表示スタイル設定

• 日射量値をcsvファイルに書き出し

• 年間の太陽光発電量予測など

特色と制限

• RevitとFormIt Proから直接利用可能

• 使用される情報：場所※、気象ステーション、ジオメトリ

• マスと特定の建築要素のみに対応

• 透過マテリアルの認識がないため、室内の日射解析には向かない
ヘルプを確認ください

2、日照（日射）解析 Solar Analysis

https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/JPN/?guid=GUID-15701517-EB11-460D-9BC9-EDEC7AE68BB9


機能：

o LEED 2009 IEQc8.1と
LEED v4 EQc7 option 2で解析

o スカイモデルや日時などカスタム設定で解析

o 照明および昼光の照度解析

o 解析結果をRevit内で表示

o LEED評価のための床/部屋別の集計表

o 解析表示スタイルの選択

o 集計表の修正は、解析の再実行は不要

特色と制限

o Revitから直接利用可能

o Revit2021以降UIは日本語化

o Lighting AnalysisはLEED評価に利用可能

o Autodesk Renderingサービスを活用し、Revit内から照明および昼光解析を実施

o 場所、気象ステーション、ジオメトリ、モデル内のマテリアル※情報を使用
※透過度はRGBを利用

o 解析高インチ対応のみ、外部障害物を認識できない

3、照明（昼光）解析 Lighting Analysis

判定

トークン必要



Insight資料室

 Revitヘルプページ
エネルギー解析用モデルを作成する
照明分析
日照解析

 ForumとPDF解説（英語）
Solar Analysis (SAR) Documentation - Autodesk 
Community – Insight
Lighting Analysis (LAR) Documentation - Autodesk 
Community - Insight

 動画学習（過去のセミナー）
Autodesk Insight Webinar 2018（英語）

o Part1 : Learn everything about Insight

o Part2 : Tips and Tricks

o Part3 : Practical example

o BIMAfterDark
Energy Analysis in Revit (Insight 360) w/Dan Stine

 Autodesk University 2022（最新情報）

o Total Carbon Data Analysis, and Insights
現在開発中の次世代Insightについて解説
今後EC3と連携して使用、また他分野への対応の構想を共有

https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/JPN/?guid=GUID-A77EF18D-0EB8-47D3-A653-6370D9F1374A
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/JPN/?guid=GUID-A1FD7410-32F3-4FC2-8B78-4A843A3B4E52
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/JPN/?guid=GUID-925CBF1E-2B91-41A7-8CA8-C87F69F7BBC1
https://forums.autodesk.com/t5/lighting-solar-analysis-forum/solar-analysis-sar-documentation/td-p/7111804?profile.language=ja
https://forums.autodesk.com/t5/lighting-solar-analysis-forum/lighting-analysis-lar-documentation/td-p/7111782
https://www.youtube.com/watch?v=1nkK4yjqCfQ
https://www.youtube.com/watch?v=7CrG6hw1Wdo
https://www.youtube.com/watch?v=ftJtJ2DUlOI
https://www.youtube.com/watch?v=S8rpu9-OP4Y
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Total-Carbon-Data-Analysis-and-Insights-2022


 シミュレーション講座統合デザインコース

o 設計初期におけるBIM（Building Information Modeling）と連携した各種シミュレーション（熱、光、
風、消費エネルギー）を習得するためのコース

o 意匠設計者、設備設計者の方でBIMを学んでみたいという方向け

o 講習受講に際して、BIM及び各種シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講可能

一般社団法人建築環境設計支援協会

https://www.sabed.jp/%e4%b8%80%e8%88%ac%e7%a4%be%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e5%bb%ba%e7%af%89%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%8d%94%e4%bc%9a/course


※Autodesk Insightに含まれない機能

 位置情報の設定

 太陽設定

 建物にかかる影を表示

 季節、日時などの設定を行い建物内外の影を表示

 Revit2023
コンテクストメニューのリニューアル
より使いやすく、太陽光や影の影響をより
明確に把握可能になりました 動画はこちら

参考：Revit日照シミュレーション機能

https://www.youtube.com/watch?v=Y1apN6LUVSo
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