
プログラムによる建築・土木の設計のQCD（品質・コスト・期間)向上 
 



資料概要と目次 

資料概要 
CAD・BIM・CIMの活用は、計画・調査・設計段階から ３次元モデルと付随する情報を入力し、関係者に共有をすることで、より高度なエンジニアリングや
設計を実現し、その後、施工、維持管理の各段階においても、一連の建設生産・管理システムにおける 業務の効率化、工期の短縮、品質の向上へと導きます。
CAD・BIM・CIMで扱う情報はデジタルなので、全てのデータは自動化や最適化を行うことが可能で、従来の設計生産手法以上の自動化、効率化以上の価値
を生み出すことが可能です。 
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Chapter1  CAD・BIM・CIMの現状　 
 



１．BIMについて 

データ活用 
CAD・BIM・CIMといったデータ活用は、建築・土木の中でも注目されている課題です。測量、調査から一環したデータを通して、計画、設計、そして生
産・管理システムにおける業務を効率化を図り、工期短縮することでコストを減らし、品質向上を達成します。また施工や維持管理で取得したデータから設
計の質を定量化し、設計へフィードバックすることにも期待させており、データ活用サイクルを確立することに注目されています。 

国土交通省は、以下のようにBIMを説明しています。国土交通省 BIM/CIMポータルサイトより引用 http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html  
“自動車産業を始めとした製造業では３次元の電子データ（3 次元モデル）を利活用して生産性を向上させています。同様に建設生産・管理システムでも３次
元モデルを利活用すれば生産性の向上が期待できます。さらに３次元モデルに部材（部品）等の情報を結びつければ生産性の向上のみならず品質の向上も可
能となります。この３次元モデルに各種の情報を結びつけ利活用していくことを BIM/CIM と呼んでいます。” 

情報元: 国土交通省 BIM/CIMポータルサイト初めてのBIM/CIM 画像引用:国土交通省 BIM/CIMポータルサイト初めてのBIM/CIM 
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２．主要ソフトウェア 

BIM 
ArchiCad / GRAPHISOFT 

 

 

 

 

GLOOBE / 福井コンピュータ 

 

 

 

 

Revit / Autodesk 

 

CIM 
Civil3d / Autodesk 

 

 
画像引用:https://www.facebook.com/autodeskcivil3d/ 
 
 

Forum 8 / フォーラムエイト 

 

画像引用:https://www.forum8.co.jp/ 
 

TREND-CORE /福井コンピュータ 

 

 
画像引用:https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendcore/ 

CAD 
Rhinoceros / Robert McNeel & Associates 

 

 

 

 

 

 

CATIA / Dassault Systems 

D 

CAD・BIM・CIMには多様なソフトウェアがあります。その中でも特に人気があるソフトウェアを紹介します。 
これらのソフトウェアを利用して3次元モデルを作り、関連する情報を入力していきます。それぞれのソフトウェアに特徴があり、向き不向きがあるためプ
ロジェクトによる使い分けや連携が重要になります。ソフトウェア同士を連携するプログラムを使用することが多く、ベンダーが提供していない場合はAPI
を使って開発してカスタマイズすることが必要になります。APIが使いやすいかどうかもソフトウェア選定で非常に重要な要素になってきます。 
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画像引用:https://www.rhino3d.com/

画像引用:
https://www.cati.com/blog/2018/07/inflow-3dexperience-
catia-v5-6-data-driven-vs-file-driven-platforms/

画像引用:
https://www.autodesk.co.jp/products/revit/
overview 

画像引用: 
https://archi.fukuicompu.co.jp/products/
gloobe/index.html 



３．CAD・BIM・CIMの沿革 

日本におけるBIMは、2007年にアメリカのBIMガイドライン公表に伴い日本に輸入されました。2009年にBIM関連の書籍が発売され、導入が推進されたこと
で「日本におけるBIM元年」と呼ばれています。同年には、Build Live Tokyo2009が開催され、48時間でBIMのモデルを作り完成度を競い合い、最優秀賞を前
田建設工業が受賞しています。2010年に国土交通省が「官庁営繕事業におけるＢＩＭ導入プロジェクトの開始」を宣言しました。 
そこには、BIMによる3つのメリットを上げています。 
 
【営繕業務の３つの変化】  
●  設計内容の可視化による変化 

○  設計の透明性・説明性が高まり、関係者間における意思決定が迅速になる。  
●  建物情報の入力・整合性確認による変化  

○  官庁施設に必要な性能水準と合致した設計を、効率的・効果的に実施できる。  
●  建物情報の統合・一元化による変化  

○  設計・施工を通じて、施設管理者による施設の運営・管理や、官庁施設のファシリ ティマネジメントに活用可能な建物情報モデルを構築できる。  
 
2014年に国土交通省が「官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン」を宣言し、より具体的な指標を公表しました。 
 
日本におけるCIMは、2012年に国土交通省が「CIMの導入検討について」を宣言し、普及させる方針がでました。2016年に「i-Construction」として発展しま
した。2016年を国土交通省は「生産性革命元年」とし、情報化施工、３D計測などの技術を統合し、「ICTの全面的な活用」を施策として打ち出しています。 

情報元: https://bim-japan.com/japan.html　CIM が土木分野に与える影響 - 応用技術株式会社　https://www.cadjapan.com/topics/cim/about.html 

画像引用:
https://www.cadjapan.com/topics/cim/about.html
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4. CAD・BIM・CIMの領域 

3次元データ活用 
国土交通省が「今後のBIM/CIM運用拡大に向けて整理」において、以下のように利活用のシーンを説明しています。測量調査、設計、施工、維持管理まで一
気通貫したデータの利用をすることで、既存の施工段階、管理段階で得られてた情報を、更新時の設計に活かすデータサイクルを推進しています。そのため
には、規格・技術の一元化、適用事業の拡大、高度利活用の推進、普及推進の４つの柱の目標をかかげ、国内規格の整備や普及・啓蒙の体制構築を目途にデ
ータプラットフォームの基盤化を目標に掲げています。 

画像引用:https://www.mlit.go.jp/common/001286930.pdf 参考情報:https://www.mlit.go.jp/common/001286930.pdf
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５．カスタマイズとは 

大規模な建築・土木のBIM・CIMモデルをつくるためには、モデルをつくる業務フローを既存の業務フローと併せて改良していく必要があります。従来の業
務フローは図面を描く人数が増えれば作業速度も上がりましたがBIM・CIMモデルは一つのモデルを複数人が同時に触る点で異なり、コーディネーションが
複雑になります。そのため、少人数でいかに効率を高めるかという課題解決が成果に繋がります。少人数で効率化を図るには、プログラムによる業務改善が
必須になってきます。プログラムによるCAD・BIM・CIMの機能拡張をカスタマイズと呼びます。カスタマイズをすることで、BIM・CIMのモデルの入力や編
集、そして活用へとスムーズに繋げることで結果として、QCD（品質・コスト・期間)向上することができます。 

画像引用: https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/
20365　 

画像引用: https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/20365　 
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Chapter２  CAD・BIM・CIMのプログラミング 
 



１．Rhino Grasshopper (CAD) 

 Grasshopperとは、Robert McNeel & Associates社のRhinocerosのプラグインでグラフィカルコーディングでモデリング作業を支援するツールです。グラフ
ィカルコーディングはデザイナや設計者等、プログラミングの知識なく直感的にコンポーネント同士を回路と回路を繋げていく感覚でモデリングの手順を自
動化することが可能です。パラメトリックデザインと表現されるように、パラメーターを変えるだけでモデルを手作業で作り直すことなく検討することがで
きるため、設計検討に非常に大きなインパクトを与えます。 

情報元: Grasshopper - New in Rhino 6 (https://www.rhino3d.com/6/new/grasshopper) 

画像引用: https://www.rhino3d.com/images/make2d_v6_grasshopper.png 
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２．Rhino Grasshopper Library (CAD) 

第三者が作ったライブラリをGrasshopperに追加することで、Grasshopperの機能を拡張することができるようになります。それにより、これまで
Grasshopper単体では作ることが難しかった形状の生成や、ネットやサードパーティ製のアプリケーションとの通信、環境・構造解析といった機能を利用す
ることがひとつのツールの中でできるようになります。結果的に、効果的なライブラリの組み合わせを利用することによって設計のワークフローをより効率
的にすることができるようになります。 

情報元: Grasshopper - New in Rhino 6 (https://www.rhino3d.com/6/new/grasshopper) 

画像引用: https://www.rhino3d.com/en/7.427946386790109411/images/grasshopper_v6_addins.png 

画像引用:https://www.food4rhino.com/app/ladybug-tools

環境解析用ライブラリ:LadyBug Tools 

画像引用:https://www.food4rhino.com/app/visualarq

BIM用ライブラリ:VISUALARQ 

画像引用:
https://getwinpcsoft.com/EvoluteTools-LITE-For-
Rhino-64bit-4089044/

パネル化:EVOLUTETOOLS LITE 
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３．RhinoCommon Plugin開発 

RhinoCommonとはCADアプリケーションであるRhinocerosが持つ機能にC#言語でアクセスするためのSDK（ソフトウェア開発キット）です。これを利用す
ることにより、開発者はRhinocerosの拡張機能をプラグインとして作ることができるようになります。 .NETのライブラリの資産と合わせて開発をすること
ができるので、リッチな機能を比較的容易に作ることができます。また、RhinoCommonはWindowsおよびMacで同時に動くことができるクロスプラットフ
ォームなプラグインを作ることができます。 

情報元: RhinoCommon Guides (https://developer.rhino3d.com/guides/rhinocommon/) 

画像引用: https://developer.rhino3d.com/images/rhinocommon-guides-col1.png 画像引用: https://developer.rhino3d.com/images/rhinocommon-one-binary-two-platforms.png 
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４．Revit Dynamo  

Revitのアドオンとして開発されたDynamoは、設計者やエンジニアがビジュアルプログラミングを用いてツールを作成することができます。様々な要素を互
いに接続して、関係性と手順を定義してアルゴリズムを構築します。データ処理からジオメトリ生成まで、様々な用で使用することができ、タスクの効率化
や自動化をします。 

情報元:https://primer.dynamobim.org/ja https://ieiri-lab.jp/it/2020/03/shimz-bim-submission.html 
 

画像引用:https://ieiri-lab.jp/it/2020/03/shimz-bim-submission.html 

画像引用:
https://ieiri-lab.jp/it/2020/03/shimz-bim-submission.html 

清水建設と日本建築センターによる法適合の審
査するためのシステムのプログラムの事例 

 
「平均地盤面算定」、「防火区画の開口部性能判
定」、「延焼範囲内の開口部性能判定」、「排煙チ
ェックツールの改善」などを実装。 
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５． Revit pyRevit 

pyRevitとは？ 
RevitのUIタブやボタンを作ってPythonで作ったツールを簡単につくることができる環境を提供してくれる便利なツールです。素早く自動化やアドオンのア
イディアを作ることができます。Revitのアドオンを作るにはC#での開発が必要で、コンパイルが必要でしたが、pyRevitを使用することでプログラムを書い
てコンパイルせずにデバッグできるので、BIM関連のツール作成の間口が広がりました。またCLIで作ったツールの使用率などもモニタリングできます。 

シートをつくるツール:Batch Sheet Maker 

画像引用:https://revitpure.com/blog/10-amazing-pyrevit-features-to-save-insane-amounts-of-time 画像引用:
https://www.notion.so/pyRevit-bd907d6292ed4ce997c46e84b6ef67a0 
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６． Revit Plugin開発 

画像引用:https://apps.autodesk.com/revit/ja/Home

Autodesk社のApp Storeへでは、Revit作業の効率化のプラグインや機能を拡張するためのプログインをダウンロードできます。無料から有料まで様々なツー
ルを使用して、Revitをカスタマイズしていくことができます。またそのプラグインを独自に開発するためのSDKも提供されています。 

画像引用:https://apps.autodesk.com/revit/ja/Home

鉄筋自動生成プラグイン:SOFiSTiK社 

木フレーム自動生成プラグイン:AGACAD社　Wood Framing LT 

画像引用:http://www.aga-cad.com/products/bim-solutions/wood-framing-extensions-for-revit 

画像引用:http://www.aga-cad.com/products/packages/precast-concrete

プレキャストコンクリート自動生成プラグイン:AGACAD社 Precast concrete 
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７． Revit Forge 

Forgeとは？ 
ADN開発ブログの2016年のForgeの紹介記事を見ると、以下のように説明しています。 
Autodesk  Forge(http://forge.autodesk.com/) は、クラウドを利用して ‘接続された’ エコ システムを構築する サービス や ツール、製品のためのプラットフォ
ームです。オートデスクのクラウド サービスを構成するさまざまなテクノロジを Web サービス API や SDK として提供する開発プラットフォーム、Forge 
を利用するアイデアや開発を助成するファンド、コンファレンスやミートアップ、フォーラムを通して開発コミュニティをバックアップするデベロッパ プロ
グラムで構成されています。 

画像引用:https://forge.autodesk.com/blog/basic-clash-view-model-coordination-api-nodejs

参考元:https://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2016/01/autodesk-forge-platfotrm.html
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８．Rhino Insideの紹介　 

Rhino.Inside.Revitとは？ 
Rhino.Insideは、Robert McNeel & Associatesが開発した新しい技術で、RhinoのWIPを他のアプリケーションに埋め込むことができます。Rhino.Insideは、
様々な分野の多くのアプリケーションに組み込まれています。 
Rhino.Inside.RevitはRhino.Insideの最も注目すべきプロジェクトの一つです。Autodesk Revit®のアドオンで、他のRevitアドオンと同様にRhinoのWIPをRevit
のメモリ上に起動することができます。 
Rhino WIPとGrasshopperの豊富な幾何学処理アルゴリズムをAutodesk Revit®環境で使用できます。RevitとGrasshopperの両方の良さを組み合わせて、効率
化を図ることが可能です。 

画像引用:https://www.rhino3d.com/inside 画像引用:https://www.rhino3d.com/inside/revit/beta/getting-started
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Chapter３  CAD・BIM・CIMの外注先企業 
 



１. 開発外注先企業 

商号：株式会社キャパ    http://www.capa.co.jp/  

住所：東京都千代田区神田岩本町1-14 KDX秋葉原ビル 2F/7F/8F  

設立：1982年10月  

資本金：1億円  

代表取締役会長：吉良 平四郎  

取締役社長：小甲 健  

従業員数：73名　(2018年4月時点）  

E-mail ：corporate@capa.co.jp  

電話番号：03-5297-2871 
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２. GELの紹介 

ジオメトリエンジニアリングラボ 
デジタル技術による共創イノベーションを先導します。 
 
お客様の豊富な知識や経験を先端デジタル技術によって磨き上げ、次の世代へ繋ぎます。 ツール制作やソフトウェア開発は単なる価値の資産化ではなく、 未来社
会を創造する喜びからさらに昇華され、時代の変化と共に生きる力、生きる技術になります。 明るい未来を目指して、共創イノベーションを先導します。

オートメーションによって従来の設計施工手法を変えるのは、決して簡単ではありません。挑戦的な開発を共同で行うパートナーに選ばれ、一緒に課題を解決して
いく機会を楽しみにしております。

 
GEL代表 
石津 優子 
  
神戸大学工学部建築学科にて建築意匠・環境デザインを専攻し、卒業。同大学大学院進学
中にワシントン大学へ交換留学を経て修了。その後、スイス政府奨学生（平成25年度）と
してETHz ITA MAS CAADを修了。フリーランスとして建築系コンピュテーショナルデザ
インの経験を積んだ後、インハウスのリサーチャー・エンジニアとして大手建設会社、不
動産テックにてデ ザイン支援ツール作成やBIMデータを活用した業務支援ツール開発に携
わる。2020年現在、GEL（ジオメトリエンジニアリングラボ）として独立。 日本最大の
建築・コンピュテーションのポータルサイトのArchiFuturture 
（http://www.archifuture-web.jp/ ）のコラムニスト。 堀川淳一郎氏との共著、Parametric 
Design with Grasshopper 増補改訂版 建築/ プロダクトのための、Grasshopperクックブッ
ク を出版。 
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