
© 2020 Autodesk, Inc.

その作業、Dynamo で自動化しませんか？
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1. Dynamo とは何か？



オートデスクの建設業界向け製品

etc.

クラウドプラットフォーム

Design Automation API

Model Derivative API etc.

Inventor

VRED

Revitファミリの製作

VRソリューションの提供

Dynamo

Civil 3D (AutoCAD),
Revit の自動化ツールデスクトッププロダクト：

包括的な BIM/CIM ツールセット

Assemble Building
Connected

BIM 360 PlanGrid

クラウドプロダクト



Dynamo とは？
▪ Autodesk が提供する、ビジュアルプログラミングツール

▪ コードを書くのではなく、関数（ノード）を線（ワイヤ）でつないでプログラミング

▪ ビルドもロードも必要なく、実行ボタンを押すだけで実行可能

▪ 単独で使用したり、Revit や Civil 3D の機能を拡張したり

従来の機能拡張 (.NET API 等)

・コードを書く
・ビルドして、ロードして…

Dynamo

・ノードをワイヤでつなぐ
・実行ボタンを押すだけ！



Dynamo Player とは？
▪ 誰かが作った Dynamo プログラムをワンクリックで実行する機能

▪ Dynamo：ノードをワイヤでつないで、自らプログラムを作成

▪ Dynamo Player：既に出来たプログラムを再生、中身は知らなくてオッケー！

Dynamo (ex. BIMCIM推進チーム)

・ノードをワイヤでつなぐ

・あとは実行ボタンを押すだけ！

Dynamo Player (ex. 設計チーム)

・既に出来たプログラムを選択する

・あとは再生ボタンを押すだけ！



Dynamo で “プロセス” はどう改善されるか

Input 計算 作図 積算 Output

転記

As is：設計全体でツールも人材もバラバラ

転記 転記

BIM/CIM モデル

設計者
基準の読み解き→

数値調整 → 仕様の決定

計算と作図の 「ツール」 と「人材」 が分断

→ 設計の初期段階で BIM/CIMが活用できない

ツールの学習コストが高く、横展開が難しい

→ 社内に BIM/CIMの知見が溜まらない

オペレータ
仕様の認識→ 図面化

モデラー
図面の認識→ 3D化

2D から 3D を起こす

→ 手間、情報の不整合



Dynamo で “プロセス” はどう改善されるか

BIM/CIM推進
自動化支援

(Dynamo 作成)

設計者
基準の読み解き→ 数値調整

→ 仕様決定→ BIM/CIM モデル化

Dynamo Player で設計者が

BIM/CIMに触れる

→ 技術の蓄積

Input 計算 BIM/CIM モデル 積算 Output

To be：設計全体でプロセスを統合、

データに一貫性
図面

オペレータ
3D モデル作成支援→ 図面の作りこみ



Dynamo で “プロセス” はどれだけ効率化されるか
A社の実例：社内の技術者 50 人が 3D 地層モデルを作成できるようにしたい

• Dynamo は 1 人で、3 ヶ月で作成した

• Dynamo を使用すると、実際の作業は 2 週間から 2 日に短縮できた

• Dynamo を使用すると、トレーニングにかかる時間は 7 日から 1 日に短縮できた

実際の作業 トレーニング

As is
(ACAD LT,
他社製品)

開発：0 [人日]
作業：10 * 50 = 500 [人日]

計：500 [人日]

開発：0 [人日]
受講：7 * 50 = 350 [人日]
教育：(7 * 50) * 1 = 350 [人日]

計：700 [人日]

To be
(Civil 3D, 
Dynamo)

開発：60 * 1 = 60 [人日]
作業：2 * 50 = 100 [人日]

計：160 [人日]

開発：60 * 1 = 60 [人日]
受講：1 * 50 = 50 [人日]
教育：(1 * 50) * 1 = 50 [人日]

計：160 [人日]

時短効果 (500-160)/500 = 68 [%] (700-160)/700 = 77 [%]

提供：株式会社キタック

Autodesk University セッ

ションで公開中！

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/tumujishuzhenotamenoDynamoreshihishaojie-2020


2. どう Dynamoを使うのか？

－ Dynamoの操作方法





3. どう Dynamoを使うのか？

－ Dynamoのレシピ例



Dynamo の使い方 (1) モデリングの自動化－具体例
例１：Civil 3D 地すべりモデルから、法枠を自動で作成

開発者の作業設計者の作業

プログラム
を作成

実行

結果

Dynamo 
Player

地すべり
モデルの作成

法面を
3D ソリッド化

法枠を
自動作成





Dynamo の使い方 (1) モデリングの自動化－具体例
例２：Revit 擁壁モデルを、Civil 3D 道路端に沿って配置

開発者の作業設計者の作業

プログラム
を作成

実行

結果

Dynamo 
Player

擁壁を
道路沿に
自動配置

道路モデル
の作成

擁壁モデル
の作成





Dynamo の使い方－モデリングの自動化

❖ Civil 3D の線形に沿って Revit で曲線橋梁を作成

どの段階でどの様に使うか

開発者の作業設計者の作業

プログラム
を作成

実行

結果

Dynamo 
Player

線形・コリドー
の作成

橋梁ファミリ
群の作成

橋梁モデルの
自動作成



Civil 3Dの線形に沿って Revitで曲線橋梁を作成



Dynamo の使い方 (1) データのやり取り－具体例
例１：Excel の構造計算結果を、Revit 橋台モデルに反映

開発者の作業設計者の作業

プログラム
を作成

Dynamo 
Player

実行

橋台モデルの
作成・配置

構造計算 → 
結果を出力

自動で配筋、
寸法修正

結果





4. どう Dynamoを学ぶのか？



Dynamo 学習のリソース
▪ 基本的なチュートリアルが欲しい → Dynamo for Revit 入門

(https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-ri-ben-yu/dynamo-for-revit-ru-men/td-p/9492136) 

▪ 発展的なチュートリアルも欲しい → BIM Design (http://bim-design.com/infra/training/dynamo.html)

▪ “サンプル紹介” で取り上げたサンプルデータが欲しい → BIM Design
(http://bim-design.com/infra/product/dynamo/ ← ※ AKN にリンクが飛びます)

▪ それ以外にもサンプルデータが欲しい

▪ オンライン (https://primer.dynamobim.org/ja/Appendix/A-4_example-files.html)

▪ インストール付属 (C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Dynamo\samples\ja-JP)

▪ まだまだある便利なサイト

▪ チュートリアル、オンラインヘルプ（日本語）(https://primer.dynamobim.org/ja/)

▪ フォーラムで質問（英語）(https://forum.dynamobim.com/)

▪ 色々と質問できるフォーラム（日本語）(https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-ri-ben-yu/bd-p/155)

▪ LinkedIn Learning (https://www.linkedin.com/learning/dynamo-essential-training-2)

https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-ri-ben-yu/dynamo-for-revit-ru-men/td-p/9492136
http://bim-design.com/infra/training/dynamo.html
http://bim-design.com/infra/product/dynamo/
https://primer.dynamobim.org/ja/Appendix/A-4_example-files.html
https://primer.dynamobim.org/ja/
https://forum.dynamobim.com/
https://forums.autodesk.com/t5/dynamo-ri-ben-yu/bd-p/155
https://www.linkedin.com/learning/dynamo-essential-training-2
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