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スピーカーのご紹介

株式会社ビム・アーキテクツ

代表取締役 山際 東

一級建築士

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

セスに疑問を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を実務で活用することで見えてきた「新しい建築のかたち」を実践し建築業界のスタイルを変え

ることを目標とした会社（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、業務支援、コンサルティング、開発業務、教育業務を行っている。



About BiM Architects

株式会社ビム・アーキテクツ
A New Architectural Style. 「建築の新しいかたち」

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。

新宿総合労働庁舎 BIMサポート Build Live Tokyo 2009

ブライダル施設
デザイン

インテリア デザイン

www.bimarch.com

http://bimarch.com/


BIM Data Management
B I Mデータの管理



自動モデル化

CADとBIMのデータの構成のちがい

BIM
モデル

配置図

平面図

立面図

断面図

面積表

外部仕上表

内部仕上表
（部屋情報）

建具表

平面詳細図

展開図

断面詳細図

天伏図
階段詳細図

家具図

サイン図

求積図

BIM DATA
情報の管理 平面系断面系

オブジェクト系
リスト系

パース系
外観パース

内観パース

矩計図

レベル通り芯

配置図

平面図

立面図

断面図

面積表

外部仕上表

内部仕上表

建具表

平面詳細図

矩計図

断面詳細図

天伏図

階段詳細図

家具図

サイン図 求積図

CAD DATA
レイヤーとリンクによる管理

外観パース内観パース

展開図

・図面の優先順位がある。
・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

・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



企画設計

LOD100

・詳細設計図/モデル

・仕上検討

・材料検討

・納まり検討

・積算

・干渉チェック

・環境シミュレーション

・配置計画

・空間構成

・平面構成

・デザイン

・面積

・高さ

基本設計

・基本設計図/モデル

・建物仕様

・概算コスト

・環境解析

実施設計

生産設計・施工
・施工検討図/モデル

・仮設検討図/モデル

・躯体図/モデル

・割付図/モデル

・干渉チェック

・環境シミュレーション

・コスト管理

・工程管理

・安全管理

LOD200 LOD300 LOD400 LOD500

維持管理

・ファシリティ マネジメント

・エネルギー マネジメント

・メンテナンス マネジメント

・修繕履歴

・点検履歴

・管理履歴

BIMモデルの詳細度と情報をコントロール

BIM Data Management

施工情報

基本設計切替

実施設計切替
コスト調整
施工見積

コスト調整
業者選定

引き渡し

建替・改修

BIMモデルの情報量

維持管理情報

情報をコントロールするポイント



自社開発のアドインツール AReX（アレックス）

便利ツールの集合体ではなく、

新しいワークフローを実現するためのツール

コマンド数：１５４

AX-Design AX-SC AX-Manage



BIM Data Management

LOD 100

企画設計

LOD 200

基本設計

LOD 400

生産設計

LOD 300

実施設計

AReX-Style
自動モデル化
自動図面化

Revit
３Dモデル
図面連携

✕プログラミング
Programming

自動化
Automation

アドインソフトによるシームレスな連携で効率化

※設備モデルの連携は、開発中



LOD100(企画設計)

エリアプラン・マスモデル
空間要素

面積集計の自動集計

LOD 200(基本設計)

建築基本モデル(S=1/100)
柱、壁、建具、床など建築要素

仕上表・建具表の自動作成

LOD 300(実施設計)

建築詳細モデル(S=1/50)
構造、下地、仕上など構成要素

天井、床、巾木、廻縁の自動作成

仕上・下地モデルの自動作成

LOD 400(生産設計)

建築生産モデル(S=1/30)
LGS、PB、吊りボルトなどの部材要素

施工図の自動配置

BIM Data Management
アドインソフトによる詳細レベルの自動更新で効率化

３Dモデルの自動作成 仕上、下地、構造部材の自動配置

自動化 自動化自動化



BIMデータの構成と連携
実務での作成レベル



柱

梁

スラブ

杭

基礎

BIMデータの構成

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

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

外壁

窓

間仕切壁

部屋

ドア

界壁

内壁

天井

床

設備モデルは、機器配置と系統管理

外壁

開口部

内壁

連携するための情報を各モデルで共有



BIMデータの連携

構造設計モデル 生産設計モデル意匠設計モデル

LINK LINK

OVERLAY

内壁

外壁 天井

床

統合モデル

設計の目的と表現が違うため別モデルにて連携

LINK



意匠設計のBIMデータ作成
課題と対応



自動モデル化

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

３Dモデル情報 ２D図面情報



ポイント

・部屋情報の入力

自動モデル化

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題

・部屋情報の入力に時間がかかる

部屋プロパティ

情報を入力

AReX：部屋情報を自動入力



ポイント

・壁の分割

・壁種別の入力

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題

・壁の分割が作業が大変

・壁種別に合わせたタイプ作成と管理が大変

AReX：壁種別ごとに壁を分割し、壁タイプを作成



ポイント

・マテリアルの作成と割当

・ファミリ命名規則のルール化

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題

・マテリアルの作成と管理が大変

・ファミリの命名規則が統一されない

実施設計では、壁タイプが多くなり
管理がしきれない。

ファミリ名と構成のチェックを
実務の作業スピードでは難しい。



ポイント

・マテリアルの作成と割当

・ファミリ命名規則のルール化

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題

・マテリアルの作成と管理が大変

・ファミリの命名規則が統一されない

壁タイプ編集 構成要素の設定

マテリアル 厚さ構成

タイプ名

建築の知識とRevitの操作がわかなければ、
構成とマテリアル、厚みの設定ができない。



ポイント

・マテリアルの作成と割当

・ファミリ命名規則のルール化

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題

・マテリアルの作成と管理が大変

・ファミリの命名規則が統一されない

AReX：
ファミリに適切な構成とマテリアル、厚み情報を入力する。
厚みが”0“の仕上もペイントし情報化

壁タイプ編集 専用の設定画面

情報を連携

ファミリタイプ自動作成

自動作成



ポイント

・数量を算出に適した

きれいなモデル化

意匠設計BIMモデル(LOD300)の作成ポイント

課題の解決

・ファミリ名で分類されていない

・マテリアルが適切に割あたっていない

・必要な情報が入力されていない

AReXの機能で作成するだけできれいなモデル化

AReX：数量集計とコスト計算が可能



意匠設計BIMモデル(LOD300)をＡＲｅＸで作成

DEMO Movie





構造のBIMデータ作成
課題と対応



ポイント

１）部材情報の入力

２）レベルごとの部材管理

３）フカシのモデルと情報化

４）結合順位の調整

５）マテリアルの割当

自動モデル化

構造BIMモデルの作成ポイント

課題

・構造計算ソフトの結果と構造設計モデルは違う

・部材の配置と情報入力に時間がかかる

・結合順位を設定するのに時間がかかる

・フカシのモデル作成が難しい

・フカシの情報入力が大変



構造BIMモデルのフカシをＡＲｅＸで作成

DEMO Movie





生産設計のBIMデータ作成
課題と対応



ポイント

・意匠モデルと連携（表示設定）

・部材レベルのファミリの作成と配置

・ファミリの入替え（レベルホストの変更）

・コストシミュレーション 自動モデル化

生産設計BIMモデルの作成ポイント

課題

・意匠モデルに必要な情報が入っていない

・意匠モデルを参考に施工モデルを再度作成している

・ホストのファミリがなくなると消えるファミリがある

・意匠図と施工図の表現がちがう

・意匠図と施工図の修正手間が大きくなる

・数量が正しく拾えない



意匠モデルとの連携

・壁の構成と部材の連携

・部材のとホスト

・開口部のファミリ

・開口補強

生産設計BIMモデルの作成ポイント

参照面
の作成

参照面を指定してボードを作成

参照面を指定してLGS部材の配置
参照面
の作成

ファミリは、
レベルホスト

ファミリは、
レベルホスト

意匠モデルで、壁構成を設定
構成に合わせて部材を配置

LGS65

PB12.5

ビニールクロス

PB12.5

意匠設計モデルの開口寸法（枠内径）

生産設計モデルの開口寸法（枠外形）

＜意匠モデル＞ ＜生産設計モデル＞



＜意匠モデル＞

意匠設計モデルを基に、生産設計モデルを自動作成

生産設計BIMモデルをＡＲｅＸで作成



＜意匠モデル＞

意匠設計モデルを基に、生産設計モデルを自動作成

＜生産設計モデル＞

生産設計BIMモデルをＡＲｅＸで作成



＜意匠モデル＞

部材単位で作成されるが、意匠モデルの要素IDで関連性を確保

＜生産設計モデル＞

自動作成

生産設計BIMモデルをＡＲｅＸで作成



生産設計BIMモデルをＡＲｅＸで作成

DEMO Movie





設計と施工をつなぐBIM DATA
ま と め



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

自動モデル化

設計と施工をつなぐBIM DATA

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



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

自動モデル化

設計と施工をつなぐBIM DATA

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
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