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設計と施工をつなぐ Revitデータの作り方。 
誰でも簡単に早くできるキレイなモデリングと図面化を実現する AReX 
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説明 

設計と施工をつなぐことができれば BIM を活用する場面が広がります。設計データと施工デー

タでは目的がちがうためモデルや図面の表現が違います。そのため従来は、設計データを参考

に施工データを再度構築していましたが AReX（アレックス：自社開発の Revit アドインソフ

ト）を使うことで設計モデルから施工モデルを自動で作成することを実現しています。施工モ

デルは、部材単位（スタッド 1 本単位、石膏ボード１枚単位）で自動作成されます。現場で必

要な数量の把握だけでなく、設計段階で施工レベルの数量を把握することもできます。設計

データと施工データも属性データを使って連携するため変更や修正をそれぞれ反映することも

できます。自動モデル化は、人の経験や知識に因らず事前に決めたルールや仕様からモデル化

するため間違いのない「きれいなモデル化」を実現し理想的な建築情報化モデルを構築するこ

とができます。AReX による日本仕様のモデル化と図面化を実現するワークフローやシステム

を紹介します。 

 

スピーカーについて 

1997年に東海大学工学部建築学科卒業後にゼネコン、アトリエ系設計事務所、組織設計事務所、デベ

ロッパーなど建築に関わるさまざまな立場の違いを経験した。設計業務は共同住宅、オフィス、医療福祉

施設、商業施設、工場、駅前再開発、学校、海外プロジェクトなど、企画から実施設計までの業務を経

験。近年は計画提案や基本設計を中心とした業務が多いが自社案件では企画から実施設計、現場管理

まで BIMを活用し工期の短縮と表現力の高い建築設計を実現している。 

2006年に「Revit」を知って業務での利用をはじめる。設計業務の効率化と表現力の拡大などを実践し

ながら検証した。2007年から“BIM”の概念に基づき設計業務の情報化という面に取り組むようになった。

組織の中での新しい設計プロセスを推進することに理解を得ることが難しく当時の設計プロセスに疑問も持

ち新しいプロセスを実践し情報を発信する立場へ転換するために独立を決意する。 

BIMを利用することにより見えてきた“新しい設計のかたち”を検証と実践することで「建築業界に新しい

スタイル」を提案することを目標とし“株式会社ビム・アーキテクツ”を設立した。 

現在は BIMを活用した設計業務と業務支援、コンサルティング業務を展開している。 

学習の目的 

• Revitのアドオンプログラムによる設計と施工で活用効果を知る 

• 自動モデル化による新しい BIMのプロセスを知る 

• 設計モデルと施工モデルの課題を知る 

• 設計と施工をつなぐデータの作り方を知る 
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はじめに 
このセッションではRevitのアドオンソフトを使った新しいプロセスをご紹介します。Revitを

使うことで2DCADとはくらべものにならない表現力と設計の効率化が図れます。これは誰でもで

きるわけではなくコンピュータが好きで3D的な感性と建築知識があって自分で率先して学べる

ような人でなければなかなか使いこなせないと思います。基本設計までは設計者が一人でも進

めることができますが、実施設計になると複数の人と作業をしなくては設計が進められないた

めBIMによる設計業務のハードルが上がっています。BIMでは一元化されたモデルデータを中心

として図面やパースを書き出していますので、従来のような１枚１枚の図面ではなく１つのプ

ロジェクトデータが成果物となります。BIMモデルの設計指示を外注やオペレータにする場合も

部分的な指示でも関連する部分まで考えて指示をする必要があるため「赤チェックするからと

りあえず描いておいて」ができないのがBIMによる設計です。 

BIM を使った設計を実現するためには、Revit を使うだけではなく紙ベースの設計プロセスも

変える必要があります。弊社では Revit で設計を進めるためのノウハウがあり、それを多くの

設計者で実現できるように“作業”と“判断”に分けて、それぞれワークフローによる対応とプロ

グラミング（アドオンソフト）によるアプローチを考えて、便利ツールの集合体ではないアド

オンソフト「AreX-Style」を開発しています。 

今回は設計から施工につなぐデータを中心に AReX の効果と BIM による業務の可能性につい

てご紹介させて頂きます。便利なツール部分だけでなく、それを使うことで「どのような判断

ができるか？」の目線を持って見ていただけると実務的な効果が確認できると思います。 

AReX-Style http://ax.bimarch.com 
  

http://ax.bimarch.com/
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ビム・アーキテクツとは   株式会社ビム・アーキテクツ  www.bimarch.com 
2008 年に法人化した BIM を専業とした設計事務所です。ゼネコン、組織設計事務所などのコ

ンサルティングや業務支援の中から BIM 業務のメリット、デメリットを経験しています。 

日本の BIM 元年と言われる 2009 年には、“Build London Live 2009“という BIM 世界コンペ

で日本チームを率いて優勝した経験があります。当時より”BIM は情報の管理“で”マネジメ

ント“としてどのように設計をとらえて実践できるかを考えてきました。”情報のコントロー

ル“が BIM 業務の一番のポイントです。弊社では、そのコントロールする情報を少なくし、多

くの情報を管理運用する課題に取り組んでいます。 

2010-2012 年には、国交省 BIM 試行プロジェクトの新宿総合労働庁舎では、設計と施工ともに

サポートし国交省の“BIM ガイドライン”へは大きく貢献しました。 

 近年は、設計業務や設計支援だけでなく、Revit のアドオンプログラムの開発に力を入れて、

BIM の人材教育、環境構築、業務効率化を実現するために試行を続けています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BIM を活用した商業施設の設計 国交省 BIM 試行１号案 

新宿総合労働庁舎 

Build London Live 2009 

（BIM 世界コンペ優勝） 

 

www.bimarch.com
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CAD と BIMのデータ構成のちがい 

 
 

CAD DATA 

・図面に優先順位がある。 

・図面１枚単位が成果物。 

・描く手間と間違いを減らす工夫と管理で効率化。 

・図面枚数分のチェックが必要 

 

BIM DATA 

・図面と 3D モデル、リストなどの情報が連動している。 

・すべてが整合していないと成果物とならない。 

・情報の表示方法や集計の工夫と管理で効率化。 

・図面とモデルが連携するため整合性の確保が必須 
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BIM DATA Management 
LOD（Level Of Detail）は BIM の詳細度の基準です。当初のグローバル基準では維持管理項目

を重視していましたが最近の基準では建築の構成要素、部材要素の定義となってきました。 

弊社では、情報基準を日本の積算基準を意識していたため当初より構成要素、部材要素基準で

考えていたため、弊社の LOD は”iD(Inteligent Design)”として区別して取り扱っていました。本

セッションでは LOD としてご説明していきます。 

 

LOD100  企画設計・基本計画レベル  エリア平面図、マス 

LOD200  基本設計レベル  建築オブジェクト 

LOD300  実施設計レベル  建築オブジェクト 構成要素レベル 

LOD400 生産設計レベル  建築オブジェクト 部材レベル 

LOD500 維持管理レベル  管理区部別のマス＋簡易建築オブジェクト 
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BIMデータの構成 
連携するための情報を各モデルで共有する必要があります 

意匠モデル、構造モデル、生産設計モデルで作成するオブジェクトの分類と精度について 

ポイントとなる部分をご紹介します 

 

意匠モデル(LOD300) 

・部屋情報（仕上と下地、階高など）  

・壁種別と建具を分類したモデル 

・柱まわりには壁を作成 

・巾木と廻り縁のモデル 

・天井及び床の仕上と下地モデル 

・外壁の仕上と下地モデル 

 

構造モデル(LOD300) 

・柱、梁、床の躯体モデル 

・基礎、杭のモデル 

・各部材の符号と構成情報 

・フカシモデル 

 

生産設計モデル(LOD400) 

・天井の下地と仕上の部材モデル 

・壁の下地と仕上の部材モデル 

・床の下地と仕上の部材モデル 

・開口部材モデル 

・タイルモデル 

・外壁パネルモデル 

 

設計の目的と表現が違うため別モデルにて連携 
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意匠設計 BIM モデル(LOD300)の作成ポイント 
部屋情報とモデル情報の整合性を確保することが重要です。 

部屋情報には、床、壁、天井の仕上と下地などの情報だけでなく、天井高やフロアレベル、排

煙、換気情報など法的な情報も含んでいるため情報の不整合があっては情報をうまく活用する

ことができません。 

また、モデルから図面を効率的に作成するためには、図面の書き込み情報を無くしてタグなど

によりオブジェクトや部屋の情報を表示します。そのためにはきれいで正確なモデリングが必

要となりますが、人の作業では限界があるのが管理上の課題です。 

 

 
 

AReX で課題を解決しているシステムをご紹介します 

 

１） 部屋情報の入力を自動化して作業を効率化させ仕様の判断をスピードアップできます 

・社内の基準テンプレートを作成します 

・基準テンプレートをプロジェクト内のすべての部屋に自動入力します 

・部屋情報から仕上表を自動作成が可能となります 
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２） 壁の分割と構成情報を部屋情報から自動作成することができます。 

・壁種別を作成します 

・部屋情報から下地と仕上を読み取り、壁の構成を自動で変更し壁タイプを自動作成します 

・部屋情報と壁ファミリ構成の整合性を確保ながら、作業も効率化できます 

・部屋情報から作成するため一部の壁がちがう仕上の場合は作成されません 

 そのような部分だけ、手作業で修正します 

・詳細モデルを作成するために壁の詳細度に合わせた壁タイプを多く作成しなくてはなりませ 

 んが、自動化によりマテリアル作成や割当も適切で、ファミリ名も統一されるために管理が 

 圧倒的に楽になります 
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３） きれいなデータが作成できるから、数量算出も簡単で正確にできます。 

・AReX で作成したモデルは、適切なファミリと適切なマテリアルで構成されています。 

・LOD200 の数量算出 

 ・部屋情報から作成ができます 

 ・項目は、仕上表（部屋情報）により作成します 

 ・数量については、部屋の形状（面積、周長、体積など）より算出します 

 ・実際に壁のファミリに仕上、下地の情報が入ってなくとも算出が可能です 

 ・仕上表の一部〇〇の数量を算出することはできません 

・LOD300 の数量算出 

 ・マテリアルの情報から算出します 

 ・AX-スタイルリストには、分類した材料の一覧となります。 

 ・AX-スタイルには、工種、部位、カテゴリなど数量算出の分類情報があります 

 ・AX-スタイルには、マテリアルの情報がありスタイル名とマテリアルが関連しています 

 ・AX-スタイルで割当られているマテリアルの数量を集計することができます 

 ・プロジェクトで使われている材料（AX-スタイル）が確認できるので 

モデルのチェック機能も兼ねることができます 

 ・LOD300 レベルの数量を正しく拾うためには正しいモデリング必要になります 
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構造 BIMモデル(LOD300)の作成ポイント 
構造計算ソフトと連携して作成するのが一番正確と思いますが、実際には不足している情報や

設計者の計算の考え方でスラブ分割単位などが違う場合があります。そのため Revit のモデル

作成時には共通化されたモデルを作成する必要もあると思います。AReX ではまだ ST-Bridge

には対応していないのですが今後対応予定です。今回は、構造モデルの自動化ではなく施工モ

デルにつなぐデータ部分についてご紹介します。 

 

・各ファミリに部材情報（符号、サイズ）の入力が必要です 

・部材は、レベルごとに分割して作成する必要があります。 

・フカシ（増し打ち）部分の情報は、構造モデルに作成します 

・フカシ情報は、フカシのホストにあたるファミリに情報を付加します。 

・各部材の結合順位を適正にする必要があります。 

・マテリアルを適切に割り当て、分類する必要があります 

・AReX では、フカシモデルの自動作成とホストファミリに情報を自動入力します 

・構造モデルから自動で施工図を自動で作成します 

 ・寸法、タグの自動で配置します 

 ・ビューテンプレートを自動で割り当てカラースキームを自動化します 
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生産設計 BIMモデル(LOD400)の作成ポイント 
生産設計（施工）BIM モデルは、意匠設計と構造設計データより作成する必要があります。 

意匠と構造のデータが正しくなければ生産 BIM モデルを作成することができません。 

AReX で作成したもでるは、意匠や構造の設計情報が適切に作成されているため部材構成など

も適切に確認ができます。壁などの仕様情報をもとに部材レベルのモデルを自動で配置しリア

ルな現場モデルを作成して図面化すること目的としています。 

図面を効率的に作成するというのではなく、正確に現場レベルのモデルを作成して正確な数量

や施工管理を効率化することにつなげたいと思っています。 

今回は、意匠設計モデルと生産設計モデルを連携して作成する方法の仕組みとポイントをご紹

介します。 

 

・意匠モデルと施工モデルでは作成する図面の表現がちがう 

 ・壁の勝ち負けなどの表現は意匠図では不要なためモデルを共通化できません 

 ・設備モデルデータとの干渉チェックを今後行うためには部材単位のモデル化が必要です。 

 ・人の作業では、部材単位のモデリング作業は現実的ではありません 

  ・部材を作成するたに作業面や参照面、ビューの作成が必要となります 

  ・部材の作成向きによって作業面を変更しなくていは作成ができません 

・部材レベルのファミリ作成は、レベルをホストとする必要があります 

 ・レベルではなく、ファミリをホストとしてしまうと、ホストファミリが削除されると 

  配置しているファミリも削除されてしまいます。 

  例：天井ファミリをホストとしている照明ファミリは、天井を削除すると消えます 

 ・部材が自立して表示されるためにレベルをホストとする管理が効率的です 

・配置したものは、すべて数量算出が可能です 

・建具ファミリは、意匠モデルの建具ファミリのみを表示します 

・生産設計モデルの作成には２つの方法があります 

１） リンクにて作成 

２） 同じファイルに作成（オーバレイ） 

リンクで作成する場合は、階ごとに作成するなどデータを分割してファイル容量をコント

ロールすることができます。 

オーバレイで作成する場合は、容量は大きくなりますがファイル管理を一元管理が可能で 

ファミリの修正や入れ替えが容易になるため修正変更に関する対応が効率化できます。 

プロジェクトの特性に合わせたファイル構成が必要となります 
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設計と施工をつなぐ BIMデータ 
 

AReX で実現していること 

・２D から３D モデルの自動作成 

・仕上表、建具表、展開図の自動作成 

・部屋情報を活用した自動モデル化 

・部材レベルの自動モデル作成 

・コストシミュレーション 

 
 

 
 
 
 

これからの開発 

・意匠設計とつなぐ 

 意匠設計と生産設計の修正連携 

・設備設計とつなぐ 

 設備設計モデルの自動作成 

・施工計画とつなぐ 

 仮設モデルの自動化 

・建材メーカーとつなぐ 

 建材メーカーファミリの作成 

・IFC データとつなぐ 

 IFC データの取込と連携 

 
 

課題と解決 

・社内仕様に合わせたモデル化と図面化を実現 

・図面とモデル作成の 60~80%労力削減 

・簡単なオペレーションで高度なモデル作成 

・オペレーター教育の短縮と人材確保 

・実数量によるコスト検討 

 

課題と解決 

・整合性の確認とヘルスチェックの実現 

・設備設計を BIM で効率化 

・現場管理とスケジュール管理の効率化 

・建材メーカーと一体的な BIM 化を推進 

・OPEN BIM モデルの活用 


