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［Dynamo・BIM360Design を活⽤した Revit 施⼯図

の作成⼿法/Revit と xR 連携⼿法］ 
［守屋 正規/Masanori MORIYA］ 

［M&F Group 代表］ 

 

・説明 

［施⼯図に特化した会社がどのように Revit と戦い、更には Dynamo や RevitAPIを利⽤して

建築デジタルを真剣に取り組んでいるかをご覧いただきたいです。また今回は以下の事例をご

紹介いたします。 

Revit での施⼯図作成の効率化を⽬指すべく、どのように取り組んできたか。 

・Revit施⼯図の取り組み⼿法 

・BIM360を利⽤したワークフロー事例 

・Dynamo の事例 

・Revit施⼯図の活⽤⽅法 

・Revit から xR への連携事例］ 

 

 

 

 

学習の⽬的 

• ［Revit施⼯図作成における Dynamo の活⽤⽅法］ 

• ［BIM360Design における Revit施⼯図作成フロー］ 

• ［BIMデータの連携⼿法（xR連携）］ 
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スピーカーについて 

［Masanori Moriya 

⽒名︓守屋 正規（もりや まさのり） 

Ｍ＆Ｆgroup 代表 

宮崎県出⾝。宮崎県⽴宮崎⼯業⾼等学校卒業 

ゼネコンにて主に都内で現場監督を経験。施⼯図屋 20年⽬。2 級建築⼠ 

建築総合アウトソーシング事業展開（施⼯図、仮設図、設計図、⼈材派遣、各種申請、ATC運

営等） 

Revit による BIMプロジェクト︓200 件超 

BIM関連講師 

施⼯BIMセミナー登壇 

BIM関連記事寄稿（⼀般社団法⼈⽇本医療福祉建築協会 JIHa） 

北海道⼤学⼤学院⼯学院 ⾮常勤講師 ※BIM教育］ 

 

M&FGroup 業務内容 

 ・Revit による実施設計図作成、施⼯ STEP 図作成、施⼯BIM、Dynamo、アニメーション

作成等 

 ・Revit、AutoCADによる施⼯図・仮設図作成 

 ・ビジュアライズ受託業務 

 ・xR受託業務（VR、AR など） 

 ・各種申請代⾏（建設⼯事計画届、沿道掘削申請、⾃費⼯事申請⼀式代⾏） 

 ・建築現場事務所仲介 

 ・建築現場 IT化促進サポート 

 ・⼈材派遣事業（派 13-306457） 

 ・有料職業紹介事業（13-ユ-310577） 
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 ・不動産仲介事業（東京都知事(1)第９８８９２９号） 

 ・iPad App企画開発事業（Jrebar，FIELD-SHOT，JW_Viewer） 

 ・教育事業（BIM・CAD各種セミナー※AUTODESK ATC） 

 ・総従業員数 68名 ※2020 年 9⽉現在 

  

株式会社Ｍ＆Ｆ総合事務所（営業） 

本社︓埼⽟県⼾⽥市 

株式会社Ｍ＆Ｆ（⼈材派遣、不動産仲介） 

本社︓東京都江東区南砂 

株式会社Ｍ＆Ｆtecnica （⽣産設計本部、ICT事業本部） 

本社︓東京都江東区南砂 

宮崎⽀店︓宮崎県宮崎市※宮崎県、宮崎市より⽴地企業認定 

株式会社Ｍ＆Ｆ総合法務事務所（各種申請、許認可） 

事務所︓埼⽟県⼾⽥市※埼⽟県⾏政書⼠会所属 
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Ｍ＆Ｆの組織について 

現在の組織体制をご紹介します。 

下図の通り、部署が分かれており、部署ごとで⾊々なプロジェクトに対応しています。 

 
 

・⽣産設計部 

Revit施⼯図を担ってる部署です。従来の AutoCAD等によ

る 2次元施⼯図も対応しています。施⼯会社様との技術的な

打合せや施⼯BIM導⼊なども対応しています。 

また、設計段階や施⼯段階における BIM⽣産設計業務も⾏

う部署です。 

BIMエンジニア（Revitオペレーター等）を派遣し、社内内

製チームとの連携も強化しておりスケジュールに沿った体制

を構築しています。モデリングはすべて BIM360Design で⾏い変更対応などもシームレスに

⾏える環境を⽬指しています。 
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・ICT事業部 

この部署には 2つチームが存在します。 

⼀つは R&D（Research and Development） Team です。 

 端的に申しますと、代表（私）のやりたいこと、Revit、

GameEngine、HoloLens2、C4D、販促デザイン、動画作成

等、常に最新の技術を追いかけるチームであり、はっきり⾔

えば「なんでもあり」のチームです。 

もう⼀つは R_API（Revit API）Team です。 

  現在、開発を進めている「MFTools」を年内ローンチ（短期⽬標）させるべく活動していま

す。また、社内における BIMへの取り組みを「循環」させる役割でもあります。 

 ⻑期⽬標として社内における Revit テクニカルサポート、社内⾃動化サポート、API、

Dynamo サポートを対応する予定です。更には Revitデータコンテンツ戦略マネジメントや

データベース構築を⾏うよう活動しています。Forge、web アプリ制作も⽬標に掲げ、活動を

具現化させていくチームです。 

 

・教育事業部 

企業向け BIM研修を担う部署です。AutodeskATC に加盟

し活動しています。M&Fならではの実務に沿ったコンテン

ツを作成しており、オリジナルテキストを多数作成していま

す。またニーズにあった研修も柔軟に対応できる強みもあり

ます。 

更には、これから BIMを始める CADオペレーターや建設業

に従事されている⽅が気軽に BIMが始められるよう、 E

ラーニングサイトを運営しています。コンテンツカテゴリ数

は約 30あり、Revit から Navisworks 、BIM360。更には Solibri や Rhinoceros、施⼯中動画

など多岐に渡るサイトです。⽉額 2,000円と低料⾦でどなたでも受講しやすい⾦額となってい

ます。また、教育活動の⼀環として学⽣向けの BIM研修も⾏っている部署です。 
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組織の⽣い⽴ち 

先にご紹介しました部署ですが、最初からこのような組織体制となったわけではありません。

BIMと戦いながらようやくこのような組織体制となりました。もちろん、このような組織体制

が正解かもわかっていませんが現在はこの組織体制を信じて活動をしています。 

その⽣い⽴ちについてご紹介いたします。 

・BIM との戦い＜初期＞ 

Revit を導⼊し、初期の段階では下記のような活動をしていました。はっきり⾔えばすべてが

試⾏錯誤の連続でした。 

＜Revit導⼊_図⾯作成編＞ 

・代表⾃ら Revit に触れ、Revit に慣れ、従来の 2次元施⼯図とのギャップを検証した。 

・実案件で施⼯図を Revit で作成し、従来の施⼯図に近づけた。 

・⾃社で施⼯図に関わる全てのファミリを作成し、従来の施⼯図作成⼿法を⾒直した。 

・従来の施⼯図から次世代への施⼯図を⽬指すべく「BIMとはなにか」を模索し始めた。 

＜Revit導⼊_採⽤編＞ 

・BIM業務拡⼤時期においてリクルート活動を開始したがなかなか採⽤出来ない状況が続い

た。 

・そもそも Revit操作経験があったり、施⼯図経験者が弊社に応募してくれない。 

・未経験者を積極的に採⽤、社内教育を⾏い建築現場へ出向させた。 

＜Revit導⼊_教育編＞ 

・社内教育を 3ヶ⽉間⾏い、そのうち 1ヶ⽉間は九州の宮崎⽀店で研修を⾏った。 

・社内教育コンテンツを作成し、動画、テキスト等で⾃主学習出来る環境を構築した。 

・社内 RevitFAQを作成、データベースを構築した。 

お分かりの通り、苦労の連続でした。とは⾔え、建築の新しい取り組みにチャレンジして⾏く

過程は楽しさもありました。 

挑戦に疲弊するのではなく挑戦を楽しむことが重要だと認識しました。 
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・BIMとの戦い＜中期＞ 

ある程度の理解ながら Revit でどういったことが重要でどういったことが建設に寄与するか、

を考えることができるようになった時期です。この時期はモデルデータをどう捉えるかに苦労

した時期でもありました。 

＜施⼯BIM_モデリング＞ 

・施⼯ STEPモデルの作成を⾏い、

施⼯の⾒える化を⾏った。 

・施⼯に関わる数量を BIMモデル

から積算した。 

・施⼯図のデータベース化を模索し

始めた。 

 

＜施⼯BIM_効率化＞ 

・施⼯図の修正における⼿間を削減するために施⼯図ファミリを整備した。 

・MF施⼯図テンプレートを整備した。 

・Dynamo スクリプトによる効率化を始めた。 
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・BIMとの戦い＜現在＞ 

Revit施⼯図案件も順調に増えていき、社内での業務効率化について更に研鑽を深めていま

す。社内だけの業務効率化ではなく、顧客と顧客のその先の未来にまで BIMデータを寄与する

ことができるか、常に考えていかなければなりません。 

＜施⼯BIM_モデリング＞ 

・BIM360Design を使⽤しモデル構築開始 

・施⼯に使えるデジタルデータを模索し設計段階でのデータの検証と施⼯図とのデータ連携検

証を開始 

・独⾃のモデリングワークフロー作成開始 

＜施⼯BIM_効率化＞ 

・Dynamo 強化、全 BIMエンジニアが Dynamo を使えるように育成開始 

・RevitAPI開発開始 

・Revitデータ連携取り組み開始。他社

ソフトウェア連携検証（Viz、

GameEngine、積算、iPadApp） 

・BIMにおける ICT部⾨強化。より先進

的な取り組みを検証開始 

＜Revit導⼊_教育編＞ 

・e ラーニングサイトをオープン 

・オートデスク認定トレーニングセン

ター（ATC）に加盟、企業向け研修を実施 
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・BIMと戦いながら組織作りを進めた中で 

組織に Revitエンジニアを定着させるべく、特に社内教育にこだわって来ました。 

従来の社員研修も⾏いながら建築とは全く関係のないワークショップも⾏いました。例えば

NASAゲームなどです。このようなワークショップを取り⼊れることで従来の固定概念を⼀旦

おいておき、その思考をおいた状態で改めて現在携わっている業務について考えることを⼀つ

の新しい BIMへのきっかけにしています。 

もちろん、Revit技術向上も進めなくてはなりません。動画やテキストなどオリジナルのテキ

ストも作成し、社員が⾃学できるように整備してきました。 

また、よくあがる質問などは FAQデータベースとしてまとめており、いつでも検索できるよう

に構築しています。 

更には学⽣時代の恩師をお招きし、社内で建築講義を⾏っていただき建築の知識の底上げを

図ってきました。 

このような取り組みをブラッシュアップし、e ラーニングサイトとして販売することに繋がり

ました。 

私共の取り組んでいる BIMを e ラーニングとして公開しています。 
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Revit 施⼯図ワークフロー 

下図は Revit における施⼯図ワークフローを明⽰化したものです。具体的には事前確認として

設計BIMデータはあるのか、あるならば施⼯に引き継ぐのか。施⼯⽤の初期モデルはあるの

か、から始まります。また、施⼯における納まりの確認など、多岐に渡りますが基本的には従

来の施⼯図作成フローとさほど変わりません。 

ただし、Revit施⼯図作成にあたっては下記のような取り組みが必要です。 

 

■現場で必須となる施⼯図と”施⼯図の為の検討図”を区別する︕ 

検討図は、極⼒ 3Dモデルもしくは簡略図化する。 

すべての情報を BIMモデルに集約させますが、その情報を誰がどのタイミングで必要か、その

中から抽出されたどの情報が必要かを⾒極めることが必要です。 
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■変更の履歴は、データ内で管理する。（指⽰元・⽇時・内容 etc） 

保留事項や質疑事項を各要素に管理⽤パラメータとして持たせておき、情報の⼀括管理を⾏い

⾒える化していくことが必要です。 

 

 

 

■初期段階のチェックは 3Dモデルで⾏う（そのために、最初に基本事項の確認が必須） 

納まりの確認を 3次元で確認していただくよう、提案も必要です。そのために施⼯図ワークフ

ロー内で施⼯の納まり事項を洗い出し、そのルールでモデリングを進めていくことが重要で

す。 

■図⾯化︓注釈タグ、ビューテンプレートで完結

を⽬指す。 

2D加筆は、グループに⼊れる等で区別し、初期段

階では極⼒やらない⼯夫が必要です。 

■モデリング及び作業場のルールは、常に関係者

間でメモアプリなどを使い共有する。 

オンラインメモアプリを利⽤することで、細かな

情報がその都度更新されていき共有を図ることが

可能です。Evernote や notion などですが弊社で

は notion を利⽤しています。 
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BIM360 運⽤イメージとモデリングイメージ 

Revit施⼯図を作成するにあたり、弊社では BIM360で運⽤しています。その際は関係者間で

しっかりと運⽤イメージとモデリング（モデル構成）イメージを共有しておく必要がありま

す。特に⼤規模物件ではワークシェアリングを⾏ってモデリングを進めていきますが、そのよ

うな場合こそ、イメージの共有は重要と⾔えます。 
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更には、運⽤の組織も明確化しておく必要があります。 

⼀連の動きはすべて BIM実⾏計画書（BEP（BIM Execution Plan））に沿っています。LOD

（Level of Detail）なども合わせて確認が必要です。 

ワークフローに Dynamo を 

Dynamo は Revitモデリングを強⼒に⽀援してくれるツールです。詳細な説明やチュートリア

ルなどは公式サイトをご覧ください。 

 

 

 

 

我々も Dynamo を利⽤し、より効率的に施⼯現場へ BIMを取り⼊れるよう活動してきまし

た。もちろん、Revit施⼯図作成の効率化も⼀つの例です。 

Dynamo を意識することで様々な⾃動化を⾏うことが可能であり、Revitモデリングの⾃動化

や要素の情報を利⽤した数量積算を⾏うことも可能です。 

特に数量積算については建築現場の施⼯管理に携わっている⽅達にとって強⼒な武器となりま

す。数字を把握しておくことは、⼯程管理やコスト管理をより具体的に管理できるようになり

https://primer.dynamobim.org/ja/
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ます。更には施⼯レベル LODでの Revitモデルから情報を引き出すことでより現実との乖離が

少なくなり実⽤性の⾼い情報を扱うことが可能です。 

Ｍ＆Ｆには専属 Dynamoエンジニアが所属しています。 

作成した Dynamo の⼀部を下記に⽰します。 

 
⼿間のかかる編集や⾃動化など、多岐に渡りますがどれも効率化につながっています。 

⼀⽅で問題も・・・ 

Dynamo を利⽤するに当たり考慮しなくてはならない問題があります。 

主に下記が挙げられます。 

ü スクリプト実⾏のために毎回Dynamo プレーヤーを起動、実⾏する必要がある 

ü Dynamo 実⾏速度の遅さ 

ü Dynamo プレーヤーの UIカスタマイズの限界 

ü ⼿順を遵守しない利⽤による Dynamo スクリプトの意図しない挙動 

ü 内部コンポーネントへのアクセスの容易さによるエンジニアの意図しない挙動、改造 

ü 上記による各スクリプトのメンテナンスコストの増加 

ü 社外配布時のメンテナンスコストの⾼さ 

特に実⾏速度については⼤規模案件では相当な時間を要する、もしくは実⾏出来ないこともあ

りある程度の限界値を把握しておくことも必要です。 

 

＜Dynamo_NWC・IFC⼀括エクスポート＞ ＜Dynamo_梁貫通孔補強範囲⾃動⽣成＞
＜Dynamo_部分詳細ビュー⾃動⽣成＞ ＜Dynamo_埋戻し⼟量数量積算＞
＜Dynamo_部屋ごとの3Dビュー⾃動⽣成＞ ＜Dynamo_壁基準線⾃動⽣成＞
＜Dynamo_表⽰状態の複製＞ ＜Dynamo_建具表へレベル、個数出⼒＞
＜Dynamo_切断ボックスの複製＞ ＜Dynamo_外形線⼀括⽣成＞
＜Dynamo_鉄筋モデル⾃動⽣成＞ ＜Dynamo_3Dビューへの通り芯⾃動⽣成＞
＜Dynamo_展開図へのタグ⾃動配置＞ ＜Dynamo_Excelからファミリパラメータ⼀括作成＞
＜Dynamo_複数ビューへタグ配置＞ ＜Dynamo_⾞両と路⾯の⼲渉チェック＞
＜Dynamo_⼲渉チェックとExcelレポート⽣成＞ ＜Dynamo_外部⾜場⼯区割と数量積算＞
＜Dynamo_仮設⾜場の数量積算＞ ＜Dynamo_Excelからのタグ⾃動配置＞
＜Dynamo_モデルリビジョン⽐較＞ ＜Dynamo_アーチ状梁⾃動⽣成＞
＜Dynamo_施⼯図仕上表タグ⼀括作成＞ ＜Dynamo_免震シミュレーション＞
＜Dynamo_GoogleSpreadsheet Revit連携＞ ＜Dynamo_GoogleSpreadsheet Revit連携＞
＜Dynamo_Revit⇔VR連携＞ ＜Dynamo_防⽕対象⾃動判定＞
＜Dynamo_床レベル⾃動タグ連携＞ ＜Dynamo_躯体コンクリート数量積算＞
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RevitAPI へチャレンジ 

Dynamo では実⾏速度について触れましたが、実⾏速度の遅さの原因は変更の度に全てのスク

リプトが⾛ってしまう、というものがあります。それらを API 化して Revit メニューに実装し

解決してしまおう、というチャレンジです。 

下図はその仕組みの⼀例です。 

 

 

Dynamo の場合は変更の有無に関わらず、すべて

⾏を再計算する必要がある 

 

RevitAPIの場合は変更があった⾏だけを再計算さ

せることが可能 

 

 

 

解決出来そうな問題は下記が挙げられます。 

ü 機能を Revit ネイティブメニューとして利⽤可とする、⼼理的ハードル下げ 

ü 実⾏速度の⾼速化 

ü 利⽤⼿順の単純化 RevitAPI【MFTools】ボタン押下で利⽤可能 

ü コンポーネントアクセスを制限、構成内容の書き換え等による意図しない挙動の抑制、

応対・メンテナンスコストを削減 

ただし、API 化にも問題があります。 

ü API 化ワークフロー理解不⾜による、要件定義、要件設計後の実装内容変更対応の難易

度 

ü 機能開発難易度や敷居の⾼さ、所⽤コストの⾼さ（⼈⼿不⾜、⾦銭コスト、開発時間） 

ü スクリプト、API開発に注⼒できる体制構築。 



 

 

19 ページ 

RevitAPI【MFTools】 

開発 APIは⼀般向けにリリースを予定しています。社外で利⽤してもらうことで更に要望を吸

い上げブラッシュアップを⾏いたいためです。こういった取り組みが建築業界の業務効率化に

より貢献出来ると考えています。また保有Dynamo スクリプトについても順次 API 化してい

く予定です。 
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Revit 施⼯図の連携【他社アプリ】 

Revitモデルを作成し、設計図や施⼯図で終わらせることは本来の⽬的を達成出来ていないか

もしれません。もちろん数量把握などは⽬標の⼀つですが更に踏み込んでみたいものです。構

造解析との連携や建築積算ソフトウェア連携、ビジュアライゼーションソフトウェアへ連携、

施⼯の進捗管理、更には建物の維持管理（FM︓ファシリティマネジメント）にも利⽤していく

ことが可能となってきています。 

下図は株式会社ツールズ社の iPad、iPhone アプリである「ToolsTouch」との連携フローで

す。 

iPad で施⼯進捗管理や出来形管理報告まで⾏うことが可能です。 

 

 
 

乾式間仕切りの LGS 本数やボード最適化割付まで対応しているのでプレカット化まで対応して

いると⾔えます。BIMを利⽤することで環境に考慮した建築も実現したいものです。 

 

TOOLS Touchでできること
進捗⾊分け図⾃動作成 記録・・・施⼯管理記録作成
出来⾼調書（協⼒会社様の）簡易作成 更新・・・情報をサーバーで共有
⽀払い調書（施⼯者様の作業⽇報）簡易作成 写真・・・場所や部位に紐づけ保存
施⼯記録（写真） ⾊分け図の作成と更新
場所と⼯種を選択 部屋ごとの材料集計、フロアごとの材料集計

必要部材の拾い出し
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Revit 施⼯図の連携【GameEngine】 

Revitモデルを更に GameEngine へ連携した事例をご紹介します。昨今の建築情報技術と xR

（VR、MR、AR等）技術の⺠主化で GameEngine連携の需要が急激に増加しています。この

GameEngine の技術は家庭⽤ゲーム機やパソコン⽤ゲームに使われている技術です。この技術

を建築に応⽤することにより、より没⼊感の⾼いソリューションが⽣まれます。まさに今、建

築業界がアップデートしている最中と⾔えます。 

Ｍ＆Ｆでは GameEngine を建築業界のワークフローに取り込もうとしています。建設業界に

携わる多種多様な職種の負担軽減やコミュニケーション解消、さらには専⾨性を持たない⽅で

も業務品質を担保できる仕組みを整備する必要があると考えています。更には業界全体のワー

クフローのグローバル化に対応する⼟壌づくりに対応したいと考えています。 

下図は GameEngine連携イメージの⼀例です。 

 
Revitデータを GameEngine に取り込みウォークスルービューワや VR で図⾯チェックが可能

となり、ビューワ内で編集を⾏うことも可能です。 

編集内容を Revit に返却することで Revitモデルの編集を⾃動化します。 

こういったフローが出来るとモノ決めのワークフローが変わります。 



 

 

22 ページ 

合意形成の⾼速化や修正漏れ等ケアレスミスの根絶、出戻り作業の低減が期待できます。 

 
 

 

 

 

 

GameEngine における施⼯計画シミュレーション 

建築⼯事において⼯事費に⼤きく影響のある仮設計画はとても重要な計画と⾔えます。私が施

⼯管理に従事していた頃、現場所⻑は「仮設を制するものは現場を制する。そのくらい仮設は

重要なんだ。」と諭していただいたのを今でも覚えています。 

しかしながら、こういった仮設計画は 2次元で⾏うことが通例で、更に⾔えば熟練のカンと経

験で⾏われていることもしばしば⾒受けられます。 

では経験のない⽅々が仮設計画をするにはどうしたら良いでしょうか。⼀つは相談です。検討

した仮設計画を専⾨⼯事会社の⽅へ相談する。これも⼀つの⼿法です。 

そういったフローも 2次元でコミュニケーションを取るより、3次元で⾏ったほうが相⼿側に

もスムーズに伝わり、より効率的に検討が⾏えるようになります。また、同時に数量まで把握

することができれば⼀⽯⼆⿃と⾔えます。 

施⼯計画を GameEngine で⾏うことができれば近隣対策、⾏政・公共機関対策、更には事故

防⽌に繋がります。コスト管理もここで⾏えば管理コストも削減することができます。 
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GameEngine を利⽤することで専⾨性が必要な操作も削減、どなたでもシミュレーションでき

る環境を構築できたら。そういったことを想像しながら開発を進めています。 

シミュレーション結果を Revit に返却。専⾨操作はプロにお任せとなります。 

建築⼯事事務所に PlayStation が置いてある環境があり、作業所⻑⾃⾝もゲームコントロー

ラーを持っている姿を想像するだけで「⾯⽩い︕」と思っています。 

 
 

・⼀⽅でデメリットも多い現実・・・ 

ü 建築業界（で使われているアプリケーションの）現場毎の独⾃ルール、独⾃仕様への対

応 

ü 既存建築アプリケーションとの連携難易度 

ü 根本的に基礎技術や概念、ワークフローの違いに起因する敷居の⾼さ 

ü 最新技術に振り回される、建築技術者の負担増加、情報量の暴⼒ 

ü 機能開発難易度、開発所⽤コストの⾼さ（⼈⼿不⾜、⾦銭コスト、開発時間…） 

ü ゲームエンジンの更新頻度の⾼さ 

などが挙げられます。 
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建築側のルールに GameEngine を合わせにいくのではなく、歩み寄れる部分は歩み寄る必要

があります。特に BIM運⽤ルールは属性タグなど、ルール作りをした上で運⽤することが重要

です。 

・ではなぜ既存ツールを使わずわざわざ GameEngine を利⽤したいと思ったか。 

弊社では Fuzor も購⼊し、現場の⽅が BIMにより興味を持ってもらう取り組みをしてきまし

た。そういった既存ツールもありますが更にデータ連携取り組みを進める中で下記のように考

えるようになりました。 

ü 情報粒度を調整できる（UIUXの調整、不必要な情報を思い切ってオミット）、 

ü ターゲットを絞り込むことができるため汎⽤アプリケーションに⽐べシンプルに問題解

決が可能 

ü 出⼒先デバイスの多様性と容易さ。（PC、タブレット、スマートフォン、xRデバイス

…） 

建築施⼯で携わってきたＭ＆Ｆならではの発想で建築・建設現場主体のソリューションを続け

たいと思っています。 
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Ｍ＆Ｆでやっていること＜参考資料＞ 

 

取組み内容 判定 ⼿法 備考１ 備考２ 

総合図 ◎ IFC 連携 Revit 連携でも可※

Dynamo 利⽤ 

 

デジタルモックアップ ◎ Revit モデルから UE4 連携 xR 連携 
 

総合仮設計画図 ◎ Revit 完結 2D 出⼒対応可 
 

88 条申請対応 ○ Revit 完結 2D 出⼒対応可 型枠⽀保⼯計画図は

メリットなし 

⼭留計算とのリンク X 
  

EXCEL などの連携

は可能。⼟質⼒学連

携は出来ていない 

地下施⼯計画図 ◎ Revit 完結 2D 出⼒対応可 
 

施⼯関連数量系 ◎ Revit 完結 部材、⼟量、等 
 

仮設リース会社との連

携 

◎ Revit 連携、IFC 連携 
  

Solibri 対応 ◎ Solibri 教育からルールセッ

ト開発まで 

完全オーダー対応 

Revit 積算対応 ○ IFC 連携 

躯体⼯事数量 

積算ソフトウェア 

FKS、Helios、ALS 

 

Revit 内装積算対応 △ IFC 連携 

LGS 本数やボード割付枚数

まで⾃動算出 

積算・進捗管理アプ

リ 

ALS（アルス） 

ツールズ社アプリと

連携開発中 
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Revit 進捗管理対応 △ IFC 連携 進捗管理アプリ 

ALS（アルス） 

ツールズ社アプリと

連携開発中 

シミュレーション対応 △ RhinocerosGrashopper 

Fologram 

解析結果を xR 連携 
 

Revit⇔xR 連携 ◎ 

△ 

Revit⇔GameEngine VR 上で⾏った編集

結果を Revit データ

に⾃動反映 

Forge 連携開発検

討中 

Revit 天井インサート

⾃動⽣成 

◎ Revit＋Rhino inside 

建築モデルに設備 IFC デー

タをインポート→インサー

ト⾃動割付 

Rhinoceros ライセ

ンスが必要 

 

Revit 施⼯図対応 ◎ Revit 完結 躯体図から平⾯詳細

図、タイル割等 

必要に応じて DWG

出⼒対応 

Revit 鉄⾻図対応 ○ Revit＋すける TON 

構造解析モデルから⼀般図

レベルの鉄⾻図⽣成 

すける TON ライセ

ンスが必要 

 

Revit 設計モデルパラ

メータ連携 

○ Revit＋Dynamo 

設計モデルのパラメータを

利⽤して施⼯モデル作成 

Dynamo 利⽤ 
 

Revit 鉄筋モデル対応 ○ Revit＋SOFiSTiK 

加⼯帳まで⾃動⽣成、

BVBS データ出⼒対応可 

現場で使える鉄筋モ

デルが必要 

鉄筋⼯事会社がモデ

ルの作成か 

Revit 型枠モデル対応 △ Revit＋Dynamo 

躯体図モデルから型枠モデ

ル⽣成→加⼯帳まで 

Dynamo 利⽤ 
 

RevitPCa モデル対応 ○ Revit＋AGACAD 

躯体モデルから版図まで 

⼯場で使える PCa モ

デルが必要 

PCa 知⾒が必要 

Revit 教育 ◎ Autodesk training center 

（ATC）ライセンス 

企業向け 
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⼤学向け BIM教育 ◎ 北海道⼤学院⼯学院 

⽇本⼤学⽣産⼯学部 

  

BIM関連 e-learning

運営 

◎ Revit から Rhinoceros、

BIM360など多岐に渡った

e-learning サイト 

⽉額 2,000 円/ 

1ユーザー 

 

パース、アニメーショ

ン等 

◎ CINEMA4D（C4D）、 

GameEngine 

パース、アニメー

ション対応 

 

Dynamo スクリプト

を API化 

△ RevitAPI 

Dynamo プログラムを API

化 

RevitAPI、C#、

Python 

 

Forge データマネジメ

ント 

△ Revit＋ForgeAPI 

パラメータの⾒える化対応 

データマネジメント

定義が必要 

次世代施⼯図 

（と思っている） 

外部⾜場⾃動⽣成 △ UE4 

Revit データインポート後 

外壁ファサード⾃動

⽣成のイメージ 

開発中 
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あとがき 

建築デジタル、マジで、やる。 
Ｍ＆ＦのMISSION に掲げています。 

建築デジタル化のメリットをもっと深め、より⾼いニーズに応えていける企業を⽬指して参り

ます。 

顧客のその先の顧客、未来にとって建築デジタルがどのように寄与するのか研究し挑戦して参

ります。 

 




