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説明 

Revitでも設計プロセスでも、作図やモデリングに多くの時間と労力を費やしています。 

自社開発したアドオンプログラム「AReX-Style」を使って設計プロセスの効率化を行います。 

基本計画(LOD100)、基本設計(LOD200)、実施設計(LOD300)の各プロセスでの活用とシームレスなプロ

セスを実現。 図面リストの 90%を自動モデル化に対応。入力作業の 80%を削減し、仕様変更による作業

を 30%削減します。 2か月かかった Revitのモデルと図面化を 2週間で対応できます。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。 

 

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の効果を知る 

• 自動モデル化による新しい設計プロセスを知る 

• 建築情報とモデル化、図面化の活用事例を知る 

• 新しい設計プロセスによる BIMの可能性を知る 

•  
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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基本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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUILD LONDON LIVE 2009（BIM世界コンペ優勝） 

国交省 BIM試行案件 新宿総合労働庁舎 

www.bimarch.com
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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 

 

 
 

 



 

 

4 ページ 

ＡＲｅＸ Workflow 

LODで BIMモデルの情報を定義することはできても、それを実行することの方が難しいことに気づきます。 

LOD100、200までは、人の作業でもプロジェクトの進行時間でも十分対応できますが、LOD300 では従来

でも多くの人の協力で図面を作成していましたのでそれだけ意思決定や判断が多いということです。従来

型であれば図面が成果物のため図面一枚ごとの赤チェックと修正指示で対応していました。BIM では一元

化された情報のため図面やパース（モデル）の修正指示は、他の図面やモデルへの影響を考慮して判断

しなくてはなりません。これを適切に実行するためにはきれいなモデルで、影響を配慮した判断が必要とな

ります。実際のプロジェクトでは限られた時間と予算で対応するので、現実的には実施できるプロジェクトは

限られます。また LOD400では部材のファミリ整備、それを配置するための寸法や条件の知識が必要とな

りさらに時間と予算の制限を考えると現実的な作業ではなくなります。 

 

 これらの問題を解決するためには、人の作業でルール化できるものをプログラミング支援することで時間

短縮ができ、人件費を削減して予算内での対応を可能にします。 

AReX では、プログラミングを活用して情報コントロールに必要な情報量の切替タイミングで図面やモデル

の自動化を行うことで、さまざまな問題を解決しています。 
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LOD100  企画設計・基本計画レベル  エリア平面図、マス 

 

Revitのマスモデル、エリアを LOD100情報として定義しています。空間構成を重視したプロセスの場合は

マスモデルを利用し、平面構成を重視する場合はエリアを利用します。 

マス、エリアで空間・平面構成を判断するために必要なのは面積です。早期に各エリアの法的確認と施主

要望に応じたプランを作成するために面積集計を自動化します。 

そして、空間・面積構成の情報の単線プランから LOD200のベースモデルを自動化モデル化します。 

 

１） マスまたエリア平面図のプランを作成 

２） EXCEL と連携し、面積を集計 

３） プランの確定 

４） LOD200ベースモデルへ変換 

 

 
EXCEL と連携して、REVITのエリアプランから面積を EXCELに自動集計 

 

 

 
エリアプランから建築モデルを自動作成 
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LOD200  基本設計レベル  部屋・壁・床・建具・簡易構造モデル 

 

建築要素の床、壁、天井（一部）、柱、梁などをモデル化。面積と仕上、下地情報は部屋情報に入力しま

す。部屋の情報を利用して、Revitの集計表機能を使わずに部屋名を並べるだけで仕上表を自動作成し

ます。建具表も集計表を使わないため複数のカテゴリ（ドア、窓、カーテンウォール）を含める建具表を自

動作成できます。仕上表と建具表の作成が容易になるだけで、設計作業が楽になります。 

仕上表と建具表は EXCEL連携できるので EXCEL で修正して取り込むこともできます。AXスタイルが設

定されていると社内仕様の確認も自動で行い文字の表現も間違っていれば分かります。図面のチェックで

社内仕様との照合時間を大幅に短縮し設計品質も向上できます。 

 LOD200 では、空間構成と空間仕様を決めることが重要です。仕上表や建具表、面積表を簡単に作成

し、すぐに確認できることでプランを効率的に確認し判断ができます。形態やデザインを検討しながら早く

効率的に進められることができます。また、この時点で LOD300の一括モデル化の機能を使うことでコスト

シミュレーションや仕様や納まりを立体的な視点で確認し問題を予測することができます。 

 

１） 変換したモデルの調整作業   ６） 仕上表の作成 

２） シートレイアウト    ７） 建具表の作成 

３） 構造モデルの簡易作成   ８） プランの確定 

４） プランの作成    ９） コスト予測のために LOD300モデルの自動作成 

５） 面積集計        コストシミュレーション 

 

 

   
仕上表の自動作成 

 

 

   
建具の自動作成 
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簡易構造モデルの自動作成 

 

 

 
LOD200モデルの完成 
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AX-STYLE 建材データベース 

 

AX-Style は、オリジナルの建材データベースです。製図ビューに Style-LIST として内部や外部

の仕上（マテリアル）、標準仕上表、部材リストなどのデータベースを定義してあります。タ

グにスタイル名、マテリアル名、記号、材料の厚さ、工種、部位、数量の単位などの情報を記

載しています。このデータベースから呼び出した壁のスタイル名が仕上表の壁の選択肢にな

り、仕上表の情報からスタイルの情報を見ると厚さ情報が分かるので、モデルを自動作成する

ことができ、通常の Revit ではできない作業を実現しています。 
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LOD300 実施設計レベル  

部屋、建具、床・壁・天井の躯体・下地・仕上要素分類 

巾木、廻縁、エリア（求積）、構造モデル（リンク） 
 

実施設計レベルのモデルは、部材の構成要素（仕上、下地、構造）の情報をモデル化します。モデル化す

るためには構成要素のマテリアルの厚みや形状を知らなくてはなりません。Revitが操作できても建築知識

がなければモデル化ができないということです。AReX では AX-Style というマテリアルや文字情報の仕様

を定義するデータベースを作成し、その情報を基に図面やモデルを作成します。建築知識がなくとも必要

な選択肢を選ぶだけで必要な寸法や表現でモデルや図面を作成します。基本的には部屋の仕上情報

（仕上表）を使って壁の構成の変更を行い、床仕上、天井仕上、巾木、廻縁を自動で作成します。仕上表

通りに作成したモデルから詳細図を作成するので間違いが無く早くにベースモデルと図面が作成できま

す。部屋の壁面ごとの違いや他の部屋との取り合いなどは、その後人が判断して調整します。 

 

 

１） シートレイアウト 

２） 仕上表の更新 

３） 建具表の更新 

４） 展開図の作成 ： 部屋情報より自動作成 

５） 壁スタイル編集 ： 下地、仕上の構成要素を自動設定 

６） 床天作成  ： 床と天井の下地、仕上の構成要素を自動作成、巾木、廻縁の作成 

※ 2～5 を一括自動作成可能 

７） 詳細図の作成 ： 詳細図の図面表現の調整 

８） 求積図の作成 ： エリア平面図にて求積図を作成 

 

 

 
LOD200から LOD300モデルを自動作成 
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展開図の自動作成 

 

 

  
壁スタイル編集 / 床と天井の下地、仕上の構成要素を自動作成、巾木、廻縁の作 

 

 
詳細図の作成 
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LOD400  生産設計レベル  床・壁・天井の部材配置、建具（施工用） 
 

生産設計レベルのモデルは、施工可能なモデルです。そのため壁の構成要素に実際の部材を配置し

LGS、石膏ボード、クロスなどを１本単位、１枚単位のモデルを自動で作成します。LOD300 と同様にこちら

も建築知識が必要です。部材配置には適正なファミリの選択、部材の配置間隔、組合せのルールなどが

分からないと作成できませんが、ＡＲｅＸでは部材スタイルにこのような情報を入れて自動モデル化を実現

しています。この機能で作成したモデルは、施工シミュレーションモデルとも言えますので、BIM に関わりが

薄かった人でも実際に近いモデルを見ると興味を持っていろいろと議論もできるようです。 

今後は更に開発を進めて建材メーカーと施工事業者をつなぐ役割などができればと考えています。 

 

１） 建具の更新  ： 生産設計レベルに合わせた建具に変更（開口部の設定） 

２） 壁部材配置 ： 構成要素情報より、部材を自動配置 

３） 床部材配置 ： 構成要素情報より、部材を自動配置 

４） 天井部材配置 ： 構成要素情報より、部材を自動配置 

 

 

 
LOD300から LOD400の自動モデル化 

 

 
自動作成した LOD400モデル 
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What will change with AReX 

AReX で変わること 

AreX とは 

2010年に開発を始めた AReX-123はコンサルティングツールとして提供していたものを 

2018年に“Style システム”を考案し、新しいシリーズとして一般販売を始めた Revitアドオンプログラムで

す。一般化したのは、より多くのひとに BIM による設計業務を実践して新しい未来を一緒に考えていきたい

と思ったからです。そのために“実務で誰でも BIM を実践できるツール”を目指しています。 

 

AReX-Style のツールラインナップ 

 AX-Design 設計者向け 企画から基本設計、実施設計対応 

 （LOD100-300） 

 AX-SC  施工者向け BIM生産設計の自動化を実現 

 （LOD200-400） 

 AX-Manage BIM マネージャー向け 上記全製品の機能に加えて 

 （LOD100-400）  Revitの運用支援ツールや管理ツールを含む製品 

 
AX-DESGIN 

 
 
AX-SC 
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AX-MANAGE 

 
 

 

 

１） 生産性が変わる 

50~80％の図面を効率化 

きれいなモデルの自動化 
 

• 仕上表の自動化 

• 建具表の自動化 

• 展開図の自動化 

• 詳細図の自動化 

• 2Dからモデル化 

• 構造モデルの自動化 

• 構造図面の自動化 

• 詳細モデルの自動化 
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２）作業効率が変わる 

残業時間を大幅に削減 
• 業務効率は、５倍 

• 作業を短縮して検討時間を確保 

• 早期に適切な判断ができる 

 

 

 
 

 

３）人材確保と教育が変わる 

残業時間を大幅に削減 
• 実務教育を短縮 

• 年間作業量を 3倍以上 

• 人材確保が容易 

 

 

 
 

従来は、Revitが使えて建築が分かる人でなければ実務対応は難しかった。 

AReXは、仕様設計ができるので建築知識を補完できる。 

コマンドを覚えれば作図ができる。 

※社内仕様の構築には、BIMマネージャーが必要 

面積検討や図面の作成が効率化されることで、３Dパースなどの 

成果物の作成も大幅に早くなる。 

Revitだけでは、技術レベルによって成果物が変わるが 

AreXで作業を支援し、技術レベルの差がでない成果物が作成できる 
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４）意思決定と判断が変わる 

自動化は未来を予測するツールになる 
自動モデル化は、ルールや設計仕様に合わせたモデルを短時間で作成できるため 

正しい判断ができるモデルを作成できる。 

 

基本設計段階(LOD200)で、実施設計段階(LOD300)のモデルを自動で作成して 

コストシミュレーションや仕上や仕様の確認を３D で確認できます。 

現在の設計段階のコストや仕様がすぐに確認できることは、設計判断が大きく変わります。 

時間を使う部分の配分も大きく変わります。 

自動モデル化は、設計の新しいかたちを実現できます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

自動モデル化 
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A New Architectural Style 
自動化で変わるプロセス 

従来は作図にかかる時間を考えて設計を進めていたので、設計業務よりも打合せや作図に多くの時間が

必要でした。BIM では３D による情報共有は分かりやすく、意思決定が早くなります。その分モデル作成と

いう作業が追加され全体の効率化まではたどり着けませんでした。AReXの自動モデル化はその問題を解

決し適切なタイミングで情報量を増やし短時間の作業を実現しました。結果的に多くの時間を設計に使え

るようになりました。 また、自動モデル化にシームレスな情報連携も実現していますので、設計の自由度

も更にアップしました。 

 

 
 

 

 


