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Autodesk Revit2019製品概要
および日本向け他社連携製品連携のご紹介



Autodesk Revit2018.1～2018.3迄のアップデート
2018.1機能向上

✓手摺編集機能
✓自由形状躯体に対しての配筋機能
✓追加鉄骨部材
✓プレキャストPC用Revit Extension
(提供元：Autodesk APP SOTRE)
✓勾配を加えた連続配置（パイプ、ダクト）
✓Dynamic Holes
✓Fabrication Reports and Worksheets
✓API for Creating a MAJ File
✓プロジェクトブラウザの集計管理機能
✓Dynamo Player 入力

2018.2機能向上

✓ プロジェクトブラウザ機能向上
✓ プロパティダイアログ機能向上
✓ ハッチングパターン機能向上
✓ ファミリロード時機能向上
✓ 断面ボックス機能向上
✓ プレキャストコンクリートファミリ追加
✓ 鉄筋部材追加（フランス・ドイツ仕様）
✓ P&ID モデラ―機能追加
✓ 配管／ダクト接続機能向上
✓ MEP 製造用パーツ機能向上

2018.3はバグFix及び仕様強化



Autodesk Revit2019概要
ユーザリクエストを反映

• 今回の機能向上／新機能中、ユーザ様からの要望数13項目がアップデートに採
用。要望は、Autodesk idea ForumのRevit Ideaから抽出し、
World wideで要望の多かったものを採用。
日本語版Revit Ideaに関しては本年度も継続が決定※

• 日本仕様に関して、UIおよび用語に対して国内大手総合建設会社に検証を依頼、
改定要望を反映。

https://forums.autodesk.com/t5/revit-aidia/idb-p/964/tab/most-recent



作業画面にタブ表示
AutoCAD同様にビューに対して作業画面上にタブ表示
• 複数ビューがあった際「タイルを重ねて表示」での確認不要
※当該コマンドは2019にて削除

• 「タイルを並べて表示」アイコンが「タイルビュー」に変更
• ビューの切り替え作業をより効率的に
• 「タブビュー」で選択したビューを拡大



マルチモニターサポート機能
マルチモニターでの作業に対応。

• 作業ビュータブをクリック&ドラックで作業ビューを独立、
他のモニターに移動可能

• マルチモニターでの作業に対応
• ワンクリックで通常の
作業ビューに再格納

• Windowsアイコンの
Revitマークで画面確認

（ユーザーリクエストより）



ハッチングに背景を設定
ハッチングの背景に配色が可能に

• 表示／グラフィックスの表示・マテリアルブラウザに対応
• ハッチングの背景に対して着色が可能

（ユーザーリクエストより）



フィルター規則機能向上
フィルタ条件に追加／条件の掛け合わせが可能

• 条件の追加が３つ以上からも可能
• 規則とセットも都度追加／変更が可能
• より複雑なフィルタの規則が設定できるようになります

（ユーザーリクエストより）

2018

2019



寸法機能の向上
斜め断面の図面にも寸法機能が対応

• 直線以外の形状に対して寸法表示が可能
• 角度をつけた断面ビューに対して
• 断面ビューに表示されている「エッジ」「点」に対して対応

（ユーザーリクエストより）



手摺機能向上
手摺に対して部材切断機能が追加

• 手摺作成後、部分切断が可能
• 変更後は独立した個々の手摺として編集



3D表示上のレベル表記
日本、その他各国のユーザリクエストを反映

• 3D表示上で高さのレベルを表示
• 階毎に３Dビュー作成の際有効に活用
• 2019以前からのアップグレートの場合「表示/グラフィックスの上書き」
を編集

（ユーザーリクエストより）



3Dビュー上でスコープBoxの管理

• 3Dビュープロパティに「スコープBox」タブ
• スコープBoxを３Dビュー内で様々に表示可能

（ユーザーリクエストより）



ファイルバージョンの確認

• ファイルを開く前に事前にダイアログで確認
• ファイルプレビューの下部に表示

（ユーザーリクエストより）



パースビューから直行投影ビューへ
パースビュー解除→ビューキューブ

• ビュープロパティから「パース」のチェック on /off
• ビューキューブで編集可能（パース／直行投影）



レベル削除メッセージ表記機能
レベル削除時に「メッセージ」を表示

• 「3Dビュー」「立面図」「断面図」から高さレベルを削除の際、レベル削除
だけでなく、起因する「削除される要素数」「該当する平面ビュー名も同時
に表示・忠告。

• 追加したレベルに起因するオブジェクトがない場合、レベルに対して
コピー&ペーストで行った場合、メッセージは表示されない。

（ユーザーリクエストより）

constrain



文字編集機能向上
「位置合わせ」に垂直方向が追加

• 注釈位置基準位置を上下中心それぞれに対応

基準位置

基準位置

基準位置



用語、ヘルプの大幅な翻訳見直し
国内ユーザからの多くのご指摘に対応。

• 大手総合建設会社様に監修を依頼。
• UI各種の用語翻訳の見直し
• ヘルプ内説明文の見直し
• 各種プロパティ内用語修正
• 構造接合部材の日本語化



マテリアル環境設定の向上

• マテリアルブラウザのサンプルに 表示
• 上記マークの無いものは新しい定義設定済み
• 現行の定義は、新しい環境設定に変更可能
• 現行の定義でもAutodesk Ray Tracer対応

既存マテリアルアセットと新規の表示分け



「構造要素」タブが追加
ファブリケーション用に様々な以下機能が追加
※国外仕様

• ボルト設定
• アンカーボルトの設定／配置
• ボルト用穴作成
• 頭付スタッド作成



鋼材の切り欠きその他
鋼材の編集

• 留め継ぎ （鉄骨梁）
• のこぎり切断（フランジ）
• のこぎり切断（ウェッブ）
• 外形の切断（構造プレート）



構造材の切り欠きツール

• 隅切り （構造プレート）
• 切欠き （鋼材梁）
• 短縮 （鋼材梁）
• 外形の切断（構造プレート）



その他Revit2019からの変更点-1
• Autodesk Buzzsawへのパブリッシュ機能の終了（Buzzsaw終了に伴う）

• CAD書き出し機能の追加（Autodesk Advance Steel形式への書き出し）

• クラウドモデル（BIM360Docs）への保存（「名前を付けて保存」より）

• 構造接合部材名日本語化（US/UK/Germany/China/その他7か国仕様）

• ウィンドウ→「ウィンドウを重ねて表示」および「ウィンドウを複製」
機能は削除。

• プロジェクトブラウザ内ビュー名称の変更時にダブルクリックで
名称変更可能※但しマウス、Windowsのバージョンにより操作方法異なる



その他Revit2019からの変更点-2
• 点群データの挿入方法が変更
（.rcpおよび.rcsの２種類に変更。Raw形式は削除）

• IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverableに追加対応

• C4Rのコミュニケータは2019に関しては割愛し、搭載は今後行わない。
今後、コミュニケータに置き換わる機能を検討中。

• パースビューにおいて「トリミングのオン／オフ
（ビューをトリミングする／しない）」を
「ビューコントロールバー」の中でコントロール可能
（2018では、パースビューでグレー表示され使用できない状態に
なっています）



各種企業によるBIMデータの無償配布も続々

株式会社イトーキ
https://design.itoki.jp/index.html

株式会社岡村製作所
http://www.okamura.co.jp/product/bim/

コクヨ株式会社
http://www.kokuyo-furniture.co.jp/cad/

BIM Object 30,000点を超える、国内外のBIMパーツを無償提供

https://bimobject.com/ja

https://design.itoki.jp/index.html
http://www.okamura.co.jp/product/bim/
http://www.kokuyo-furniture.co.jp/cad/
https://bimobject.com/ja


Reivt使用企業によるテンプレートの無償公開

ヤマガタ設計
LinkdinによるRevit基本操作講座
https://www.linkedin.com/learning/revit-2016-essential-training/552539

株式会社フリーダムアーキテクツデザイン (意匠設計者向け）
http://www.okamura.co.jp/product/bim/

日本BIM普及センター
Revitによる実案件データのPDFデータダウンロード閲覧
（施主：有限会社ウエルカム様 株式会社山形設計様 設計）
http://bim-center.net/openpdf

株式会社 日建設計
構造設計者向け
Revit BIM ツール・テンプレート、構造用ファミリ、およびマニュアル無償公開
http://sbdt.jp/

https://www.linkedin.com/learning/revit-2016-essential-training/552539
http://www.okamura.co.jp/product/bim/
http://bim-center.net/openpdf
http://sbdt.jp/
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