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木造住宅設計での REVIT 活用のすすめ 

大石佳知 Yoshitomo Oishi 

アーキ・キューブ 

 

説明 

2019 年 4 月 総務省 統計局の住宅・土地統計調査によれば、2018 年の日本での木造住宅の着工

件数は 30,552 千戸で、受託総数の 57％を占める。在来工法で建てられた木造建築物はそのうちの

約 76％、23,000 千戸（国土交通省「住宅着工統計」（2018 年））といわれている。（ちなみにツーバー

フォーの住宅はそのうちの約 22％ で 6,721 千戸）。 

 

また、2015 年に農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で消費者

モニターに対して、今後住宅を建てたり、買ったりする場合に選びたい住宅について尋ねたところ、「木

造住宅（昔から日本にある在来工法のもの）」及び「木造住宅（ツーバイフォー工法など在来工法以外

のもの）」と答えた者が 74.7％となり、在来工法木造住宅の建設ニーズは今後も維持されると考えられ

る。   

 

在来工法による木造戸建て住宅については、半数以上が年間供給戸数 50 戸未満の中小の建設

事業者により供給されたものであり（請負契約による供給戸数についてのみ調べたもの。国土交通省

調べ。）木造住宅の建築に大きな役割を果たしている。    

 

一方で、日本の建築設計事務所における BIM の普及については、建築 BIM 推進会議におけるア

ンケート「建築分野の BIM の活用・普及状況の実態調査」（2021 年１月 国土交通省調べ）から、 

 

1）設計事務所の BIM 導入割合は全事業者の約 46％で、そのうち専門設計事務所（意匠、構造、

設備の単独事務所）は 32％と低い、 

2）個人事務所（1～5 人以下）の導入割合は 25％と低い、 

3）BIM 未導入の組織のうち約 50％は少なくとも 3 年以内に導入を検討している、 

4）導入後に積極的に活用できているのは 53％とのこと、 

学習の目的 

• 初めて REVIT に触れる、または REVIT を使い始めて間もない参加者が REVIT を活用

して在来木造住宅を設計する方法を学ぶことができる 

• これから BIM で実施設計に取り組む参加者が、講演者から実際に使用したファミリや木

造住宅用のテンプレートを入手し自社の建築設計に活用することができる 

• リフォーム設計の活動において、参加者が REVIT や RECAP を用いた点群活用の ワ

ークフローを学ぶことができる 

• 在来工法の設計手順書（チュートリアル）を手に入れることができる 

 



木造在来工法における建築設計において、中小の建設事業者が BIM を活用するニーズがこれ

から高まることが予想される。しかし導入した企業の 50％が CAD 等の業務と二重作業になり、作

業時間と手間が増加し人材育成に課題を感じている。  

 

そこで REVIT を活用した木造在来工法の住宅設計のプロセスについて、実例による手順書を作

成し、テンプレートやいくつかのファミリを公開し、様々な課題を抱えている REVIT ユーザーの問題

解決に役立ててもらう。 

 

この活動は日本建築士会連合会とも連携して実施するので、日本全体で REVIT の普及に寄与

するものと考えています。 
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アーキ・キューブの BIM の取組み 

2012 年 REVIT を導入した 

最初は S 造 3 階建ての事務所で一般図を作成するところからはじめ、平面詳細図、展開図を作図した 

REVIT ユーザーグループのイベントに参加し、先輩ユーザーの事例をいくつも拝聴し、スタッフ全員が

メインツールとなるよう環境を整えた 

2013 年 ものつくり補助金で 3D スキャナを開発し、リフォームの際、現況形状計測に活用している 

 

2015 年頃 Revit に完全移行し、ほとんどの図面を Revit をベースに作図 

詳細図は AutoCAD で作図し Revit にインポートする基本的な作図方法を実践している 

 
 

 



アーキ・キューブについて 

業務のほとんどは民間のプロジェクトで、木造住宅をはじめ、店舗、オフィスや保育園等の幅広く設

計を手掛けている。リフォームでは、木造住宅改修に関わることが多い。現在は保育園のリノベーショ

ンプロジェクトにも関わっている。 

 
 

 
アーキ・キューブの業務（4つの柱） 

BIM の活用は、新築設計だけにとどまらない 

中小企業庁が主管する「ものつくり補助金」を活用して、自前で 3D スキャナを製作し運用して

いる。最近では Lider カメラを搭載した Ipad Pro をつかって簡易な点群を取得し、Revit に取り

込むことも多い。3D レーザースキャナスキャナは、建物の形状を点群で計測し、それを活用し

て現況建物のモデリングをし、リフォーム、リノベーションで BIM と共に活用している。 

非公開の近代遺産建築物の形状を測定し、モデリングしたデータから 3D プリンタを使って模

型を作り市民に公開したこともある。 

 

木造設計でこそ REVIT を使おう 

2021 年 9 月、（公社）日本建築士会連合会では BIM スタートアップセミナーを開催した。Autodesk 

Revit をはじめ日本で使われている代表的なベンダーのソフトウェアユーザーのユーザー事例と共に、

木造基本設計モデリングのチュートリアルを公開した。 

建築確認におけるＢＩＭ活用推進協議会と日本建築士会連合会が、戸建て木造住宅の建築確認申

請図面作成のワークフローに関するテキストの作成を行うことも発表した。 

 
 
 
 



 
国土交通省調べ：建築 BIM推進会議アンケート（令和３年１月） 

 

アンケートから見えてくる BIM 習得の難しさ 

1. 設計事務所の BIM 導入は約 46％、うち専門設計事務所（意匠、構造、設備の単独事務所）

のそれは 32％ → 低い！ 

2. 個人事務所（1～5 人以下）の導入割合が 25％ → 低い！ 

3. 未導入の組織のうち 50％の事務所は少なくとも 3 年以内に導入を検討している → 導入し

たいと思っているところはたくさんある！ 

4. 導入後に積極的に活用できているのは 53％ → まだまだこれから！ 

5. 積極的に活用できていない理由 → 習熟途中、活用方法が分からない、人材が不足等 

6. 導入した企業の 50％は CAD 等の業務と二重作業になり、作業時間・手間が増加 → ソフ

ト・システム等の費用負担よりも習熟時間・作業手間やその費用対効果、人材育成に負担等 

 

実物件をモデリング 

建築士会連合会が公開したテキストは、実際の建設プロジェクトで使用された物件がモデルとなっ

ている。リアルなプロジェクトでのモデリングや作図の方法を学ぶことで、積極的に活用できない建

設事業者が REVIT を手早く学ぶことが可能だ。 

実物件をモデルにチュートリアルを作成 



建築士会が公開しているテキスト（抜粋） 

 

チュートリアルに記載された実践的なモデリング手順 

テキストで紹介している木造住宅のモデリングは、エスキスが完了している前提で進められる。モデ

リングは、敷地から始まり、建設場所や包囲の設定をすることで後々に日影のシミュレーション等を実

施することを想定している。 

また、ベタ基礎のハンチ、片流れ屋根の勾配設定や、壁とのアタッチなど、木造住宅ならではの細か

いモデリングの手法に触れている。 

敷地と壁のモデリング 



 

 
屋根とベタ基礎のハンチのモデリング 

 

 
構造部材のファミリをインストールして木造住宅のモデリングがより簡単になった 

 

マテリアルの設定方法も記載 



テキストで分かり津依頼ところは動画で補完 

画面 UI の説明、マウス等の操作の方法、通り芯の表示方法、壁入力の際の注意点等、テキストで

は説明しきれない内容は、動画で説明するようになっている。動画は 12 回に分けて公開される。 

制作番号が付されたスタート画面 10～12本の動画を公開 

チュートリアルと併せて、詳細な操作方法を開設している 



建築士会 BIM ポータルサイトについて 

https://kenchikushikai-bim.org/ 

上記 URL に建築士会の事業について公開しているので参照されたい。スタートアップセミナーでは、４

ベンダーの建築士が、Revit をはじめ BIM ソフトウェアの活用事例を紹介している。 

また、サイトの中には、建築士会会員向けの情報として、初心者セミナーの案内を掲載している。会員

は申し込みのページにて情報を登録すれば、チュートリアル、テンプレートを入手可能である。 

 
BIMポータルサイトのトップ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

木造建築物の実施設計での活用 

最終的には、木造住宅の実施設計で REVIT をどのように活用しているかを理解することが重要で

ある。そこで、木造住宅設計で REVIT を活用したい事業者へ向けて、基本設計から実施設計へ資産

を活用できる、実施設計における REVIT 活用のチュートリアルを作成し公開する。 

実施設計編では、軒樋や水切などより細かいモデリングの手法を公開 

 
 

 
 
 



実施設計モデリングの状況 

 
 

基本設計から実施設計へ REVIT のモデリングのメリットを最大限に活用 

木造住宅で REVIT を活用するのは難しいという意見があるなか、実際に REVIT,REVIT LT を使った

モデリングの手法を公開することで、これから BIM に取り組む建築士のみならず、すでに実践している

ユーザーにとっても、一つの考え方を提案することになり、ユーザー会などで、効率的な他の手法など

をユーザー同士が情報共有する場につながることを願っている。 

 
 


