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近年、建築業務における企画から基本設計、実施設計、施工管理、維持管理など全

般に渡って、BIM（Building Information Modeling）の活用が広がりを見せている。 

空気調和・衛生工学会の BIM・CFD パーツ化小委員会では、実施設計段階における

空気調和設計で CFD 解析を実行する際に、通常は個々に入力を必要とする空調機器の

形状や吹出し口・吸込み口の境界条件などを BIM から抽出し、「CFD パーツ」として

CFD の解析空間内に直接配置する為の仕様策定や普及促進、BIM データ利用法のガイ

ドラインの作成等に関する検討を行っている。 

本報では、研究活動の現状や課題を提示すると共に、BIM・CFD パーツ化小委員会の

活動の一環である「BIM シミュレーション WG」の取組みとして、空気調和設計におい

て必要な熱負荷計算、そして気流シミュレーションを対象とし BIM 利用時のデータ連

携に関して検証を行ったので、ここに報告する。 
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はじめに 
近年、BIM（Building Information Modeling）技術の発

展に伴い、建築情報のデジタル化による建築ビジネスが

徐々に変化している。建築環境分野では BIM を用いること

で、CAE（Computer Aided Engineering）を活用したシミュ

レーション（CFD 解析、熱負荷計算 等）による設計案の改

善が設計の初期段階において期待され、特に設備設計への

導入が検討されている。 

現在、空気調和・衛生工学会 換気設備委員会の BIM・CFD 

パーツ化小委員会では、設備設計時に CFD 解析を実行する

際に、通常は個々に手入力を必要とする空調機器の形状や、

吸込み口・吹出し口の境界条件などを BIM から抽出し、「CFD

パーツ」として CFD の解析空間内に直接配置する為の仕様

を策定するべく検討を行っている。 

本報では、国内外の BIM に関する研究活動の現状と、日

本の建築設備分野における BIM 利用の課題について整理

する。また、BIM・CFD パーツ化小委員会の活動の一環であ

る「BIM シミュレーション WG」において、CFD 解析のみな

らず、空気調和設計に必要不可欠である熱負荷計算までを

含めて BIM 連携を課題とした取り組みを行っている。現時

点における調査・研究の経緯をここに報告する。 
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１．BIM とは 

BIM とは、建物をコンピュータ上の仮想空間に３次元モ

デルとして作り、それをベースにコストや部材の仕様・物

性、管理情報などの属性情報をデジタル化して、一つのデ

ータベースに統合して共有・管理する概念である。統合化

されたデータベースは、建物ライフサイクルにおいて様々

なデータを取り出すことで効果を発揮し、また、建築設計・

施工・管理などのビジネスも変化する。図-1 に BIM のイメ

ージを示す。 

建物ライフサイクルにおいて BIM を導入することによ

り、建物情報を一元管理することができ、以下のメリット

を得ると考えられる。 

1) ３次元化により意匠設計者、構造設計者、環境設備設計

者等の間での情報の伝達コミュニケーションを促進する。 

2) シミュレーションによる設計品質を高める。 

3) 干渉チェック（例えば、パイプシャフトと梁等の構造体

との干渉箇所が自動的に抽出され確認できる。）による設

計ミスの回避と審査の効率化を実現する。 

4) 建物や設備機器等の資産情報を BIM に蓄積することに

より、ファシリティマネジメントを強化する。 

以上のメリットにより、BIM は欧米をはじめとして、中

国やシンガポールをはじめとしたアジアでも取り入られて

いる 1)。米国では、サステナブルデザインやグリーンビル

に BIM が有効だと関心が高まり、米国一般調達局（GSA）

では、現在公共ビル部門に提出する基本設計案の承認には、

IFC 形式（BIM モデルによるデータ交換用の共通形式）の

設計データを提出することが義務付けられている。シンガ

ポールでも、2004 年から建築確認申請を IFC ファイルによ

って自動化を行う「e-PlanCheck」というシステムの実用化

を進めている。 

海外と比べて日本における BIM 研究活動は遅れている

が、近年その認知度は急速に広まり活発化してきている 2)。

しかし、建設プロジェクトの業務形態や発注権限、法制度

等が上述の諸外国と日本とでは異なるため、BIM の導入・

実現には様々な検討を要すると考えられる。 

 

２．建築環境分野におけるシミュレーションと BIM

の連携 

CFD 解析、熱負荷計算等の環境シミュレーションを行う

上で、データの入出力や境界条件・初期条件の設定、及び、

実現象のモデル化は繁雑な作業である。特に、実務では CFD

解析を利用するにあたり、技術者が二次元設計図面に沿っ

て解析用モデルを作成する手間が大きな障壁となっていた。

BIM は、設計用の CAD データを形状データ以外の情報も併

せてモデル化されており、CFD 解析用モデルに転用するこ

とが期待できる。 

ただし、BIM は建物の全ライフサイクルにわたり、建築・

構造・設備各分野の情報を統合してモデル化されるが、特

定のシミュレーションを実行するために必要となるデータ

はこの中の僅か一部である。また、シミュレーションで扱

うには元々の形状が細かすぎるため、適切な加工が必要と

なる。効率的に BIM のモデルから情報を抽出し、各種シミ

ュレーションツールに受け渡すことは、連携化における課

題の一つである。加えて、汎用性を図るためシミュレーシ

ョンに必要となるデータ（境界条件、初期条件、設定値等）

の整理と定義を行い、専門技術者の持つノウハウを如何に

して広めるかについても検討すべき課題となる。 

 

３．CFD・BIM パーツ化小委員会の設立背景 

BIM と環境シミュレーションの連携に関する各国の取り

組みを見ると、欧米では BIM による意匠・構造・設備のデ

ータを一元化する試みが進展している。フィンランドのグ

ランルンド社では BIM モデルを用いて、エネルギーシミュ

レーションや、照度や風速等の快適性検討などの総合的な

環境のシミュレーションに対する取組みが 2000 年頃から

行われている 3)（図-2 参照）。また、ASHRAE（アメリカ暖
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図－1 BIM 概念のイメージ図 

図－2 グランルンド社の BIM 連携(2000 年) IAI 資料 3)より
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房冷凍空調学会） では、CFD を実務に利用できるように、

室内環境解析の簡易モデルが開発途上にある 4)。一方、日

本の環境・設備分野での BIM に対する関心は年々高まって

おり、BIM モデルを用いて解析を行い、建物環境性能を予

測・評価した解析結果を建物の設計に生かすことが、より

高い建築環境品質を満たすために必要と考えられる。 

こうした背景の下、我が国の実務において、一般の設備

設計者でも空調用吹出し口や吸込み口などの各種特性をパ

ーツ化することでCFD 計算を可能とするCFDパーツの標準

化・規格化を目標として、2009 年 4月に空気調和・衛生工

学会の空気調和・衛生工学会 空気調和設備委員会 換気シ

ステム検討小委員会（主査：加藤信介）の中に「BIM ワー

キンググループ（主査：柳原隆司）」が発足した。翌 2010

年 4月に「CFD・BIM パーツ化小委員会（主査：柳原隆司）」

となり現在に至る。同小委員会の下に「CFD パーツ化ワー

キンググループ」、「BIM シミュレーションワーキンググル

ープ」を有する。 

小委員会では、大学、シミュレーションソフトウェアの

ベンダー側、及び、空調設備設計者、空調メーカなどのユ

ーザ側の有識者が集まり、2009 年 4月からの 3年間におい

て順次、CFD パーツのプロトタイプを作成し、WEB ページ

にワーキングで策定した CFD パーツのフォーマットの公

開、及び、CFD パーツと BIM データの見本配布を行い、利

用者の意見を集めてパーツのフォーマット修正を行いつつ、

CFD 解析における BIM データ利用法のガイドラインを作

成する予定であり、現在活動を進めている。 

 

４．空調設計におけるワークフロー 

空調設計の実務において CFD 解析を行う際には、事前に

必要な情報を取得する必要がある。通常は熱負荷計算によ

り建物及び各居室において必要とされる熱負荷と、これに

対応する空調機器の容量や具体的な方式が決定され、漸く

CFD 解析へと移行する。空調機器の CFD パーツを策定する

にあたり、CFD 解析と相関性を持つ業務内容をここに記述

する。 

4.1 空調設計 

設計業務はそれぞれの専門分野で高い想像力、技術力を

もった設計者によって分担されて行われる。近年はより高

度化、細分化される傾向にあり、それぞれの設計者間のコ

ミュニケーションがますます重要になってきている。空調

設計時にシミュレーションを行うにあたり、空調設計に携

わる設計者は膨大な建築情報を紙面から読み取り、熱負荷

計算ソフトウェアや気流シミュレーションソフトウェアに

手作業で入力していたが、作業に多大な時間と労力を要す

る上に、入力ミスなどのエラーも発生し得る。図-3の上段

のワークフローから手作業に依存する部分を減らした下段

のワークフローへ改善することは、設計者が強く求めると

ころである。 

4.2 熱負荷計算 

熱負荷計算は空調設計における第一歩である。熱負荷計

算を基に、その後の空調設計が進められるが、この段階で

のミスはその後の設計に影響を及ぼす。従って、熱負荷計

算における正確な条件設定および入力が、設計の成否を決

めるといっても過言ではない。尚、今日では、計算機を用

いて非定常計算を行うことが一般的となり、最大熱負荷計

算だけでなく、年間負荷計算なども行われるようになって

きている。 

熱負荷計算を行うためには、躯体・外皮の形状や材料の

性能といった静的な建物モデルの情報に加えて、気象デー

タや建物の使われ方といった動的な情報が必要である。従

来はこれらのデータは分離して扱っていたが、モデルとデ

ータの整合性の観点から，一体的な情報として保持・管理

することが望ましいといえる。 

図－4 設計の進捗 

図－3 空調設計のワークフロー 
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4.3 数値流体計算（CFD 解析） 

計算機の性能向上やネットワーク回線の発達、使い易い

ソフトウェアの出現等により、現在の建築の設計において

CFD 解析はより身近なツールになってきている。空調設計

においても CFD 解析は様々な活用が可能である。主な目的

例を以下に示す。 

1) 複雑形状となる空間の空調方式の検討 

2) 室外機の配置検討 

3) 自然換気の換気ムラを最小化する検討 

4) 吹出し口、吸込み口の配置検討 

5) 窓廻りの温熱・気流性状の検討（ドラフト、ダブルスキ

ンほか） 

設計の各段階別の建築・設備それぞれの業務内容に CFD

解析（気流シミュレーション）の工程を併せた例を図-4に

示す。CFD 解析による業務のウェイトが最も大きくなるの

は基本設計の段階である。しかし、基本設計の段階では建

築設計・設備設計ともに検討段階であるため、３次元モデ

ルも熱負荷計算に基づく空調設計も完成していない。本研

究開発においては、作業上の手間や入力ミスを最小限化す

べく、設計の初期段階でも BIM と熱負荷計算、CFD 間で連

携できるルールの策定について目指す。 

 

５．BIM と熱負荷計算、CFD 間のデータ連携 

5.1 従来の方法 

データ連携を行うための標準フォーマットは幾らか存在

するものの、形状と属性の両方の入出力に対応しているフ

ォーマットは少ない。 

DXF は建設業界のデファクト・スタンダードといわれ、

多くのソフトウェアで入出力がサポートされている。本来

DXF は形状だけでなく属性も交換できる機能を備えている。

しかし、各ソフトウェアで属性の仕様と入出力の対応度合

が異なり、形状のみの交換に利用されることが一般的であ

り、データは 2次元情報に限られる場合さえ多い。結果と

して形状以外の情報は欠落し、ユーザーは折角入力した空

調機器情報、境界条件をなどの属性データを再入力する負

担を強いられる。更に、元々は２次元図面用のフォーマッ

トとして策定された DXF では、３次元モデルの形状データ

を CFD に受け渡すことが成功しない例も時として見られる。

近年、DXF に代わる方法として、次節に述べる IFC による

データ授受が注目されるようになってきた。 

5.2 IFC を用いたデータ連携 

BIM においては、3次元建築 CAD だけではなく、設備や構

造分野の CAD、熱負荷計算・気流シミュレーション等を含

む多種多様な解析系ソフトウェアが連携して使われるため、

オープンな仕様を前提とした BIM データ連携の仕組みが重

要となる。そこで IFC(Industry Foundation Classes) [1]

と呼ばれるオープンな BIM 用のデータフォーマットの活用

が注目されている。 

IFCは、民間国際組織のIAI (International Alliance for 

Interoperability、現 building SMART International)が

策定した BIM 用のデータ標準フォーマットであり、世界中

で BIM 対応のソフトウェアベンダーに支持されながら、

様々なソフトウェア間の BIM データ連携の輪が広がってき

ている。 

図-5に、建築要素を代表例として、IFC のクラス定義の

概要を示す。IFC は、敷地(IfcSite)・建物(IfcBuilding)・

階(IfcBuildingStorey)・空間(IfcSpace)・壁(IfcWall)・

柱(IfcColumn)・梁(IfcBeam)等の建築要素をオブジェクト

のクラスとして定義している。（例えば、直方体を作成した

だけでは単なる直方体（オブジェクト）であるが、この直

方体に「壁」という抽象的概念（クラス）を定義づけるこ

とにより、誰が見ても「壁」であるという共通認識が可能

となる。）こうしたクラス定義は多岐に渡り、例えば、鉄筋・

鉄骨等の構造体や構造解析モデル等の構造要素、空調・電

気・衛生機器等の設備要素、施工、維持管理等、建物ライ

図－5  IFC による３次元建物モデル表現の概要 

図－6 建築情報取得ソフト（IAI 設備／FM分科会開発） 
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フサイクルに関連する情報など、有形物・無形物ともに定

義され得る。オブジェクトには、幾何形状、寸法・材質・

コスト・時間軸などの属性情報（プロパティ）を含めたり、

オブジェクト間の接続・包含関係（室・壁・開口などのリ

レーションシップ）を定義することが可能である。 

IAI は ISO と協調して IFC を策定しており、3次元プロダ

クトモデルの国際標準である ISO-10303 (通称 STEP: 

Standard for the Exchange of Product model data)が IFC

定義の基礎となっている。IFC は 2005 年に ISO/PAS-16739

として準国際標準となった。2008 年以降は IFC の ISO 化作

業が進められている状況であり、数年内に正式な国際標準

となる予定 5)である。 

5.3 IFC を用いた３次元モデルと熱負荷計算の連携 

1999 年、IAI 設備／FM分科会によって３次元モデルと空

調設計用熱負荷計算の連携を実証する実験 6)が行われた。

建築情報を取得するためのソフトウェア(図-6参照)、及び

熱負荷計算ソフトウェアは分科会で作成されたものが使用

された。 

実験において、熱負荷計算に必要なデータのうち建築情

報(部屋・部材など)について、IFC から取得可能であるこ

とが検証された。また逆に、熱負荷計算ソフトウェアで機

器を選定し、３次元 CAD で情報を取得できることも確認さ

れた（図-7参照）。1999 年時の実証実験では対象外であっ

たが、現在では、壁の熱貫流率や部屋の在室人数なども IFC

から取得可能であることが確認されている。 

実証実験からは、これまで手作業でおこなっていた煩雑

な建築情報の入力が自動化されることにより、作業効率が

大幅に改善されるものと伺える。 

5.4 熱負荷計算と CFD へのデータ連携 

CFD・BIM パーツ化小委員会における現段階の BIM と熱負

荷計算、CFD 間の連携イメージを図-8に示す。 

空調設計においては、熱負荷計算によって部屋毎の熱負

荷が決まると、空調必要給気量が決まり、さらには個別の

制気口（吸込み口・吹出し口）の風量が決定する。建築モ

デルに制気口を配置し、風量の情報を付加すれば、CFD か

らこれらを建築部材の情報と共に利用することができる。

これにより上記と同様に情報の入力が軽減される。さらに、

データの整合性が保たれるメリットも大きい。 

5.5 ３次元モデルと CFD の連携例 

2009 年 9月、共通例題として設定した３次元モデルデー

タを市販の 3種類の CFD ソフトウェアで読み込む検証を実

施し、「BIM シミュレーション WG」において報告された 7)。 

商用の３次元 CAD（BIM）ソフトウェアを用いて、吹出し

口と吸込み口を持つ簡易室内モデルを作成した（図-9 参

照）。これらは単なる 3次元形状モデルではなく、壁や床や

吹出し口や吸込み口などの情報を格納できる。3 次元モデ

ルデータは IFC 形式、STL 形式または DXF 形式の中間フォ

ーマットとして出力し、データを各種市販 CFD ソフトウェ

アで読み込みを行った。各 CFD ソフトウェアの建築・設備

分野における３次元モデル中間フォーマットへの対応状況

を表-1に示す。 

いずれの CFD ソフトウェアにおいても３次元モデル形状

を、CFD 空間内に計算格子たるメッシュデータとして十分

に再現可能であり、CFD 計算を行うにあたり支障がないこ

とを確認した。モデルが持つ形状以外の情報も取り込むデ

ータ連携を確認することが望ましいが、検証当時において

はCAD・CFDソフトウェア共にIFC形式への対応は限られた。

CFDソフトウェア 対応中間フォーマット

A  STEP , STL , DXF , SHAPE, XT

B  STL , DXF , IFC(一部）

C  IFC , STL

図－7 データ連携フローの概念図 

図－8 BIM と CAD・熱負荷計算・CFD の連携 

図－9 連携検討用の簡易室内モデル 

建築 

情報 

熱負荷 

計算 
CAD 

IFC CSV CSV 

CAD 

BIM 

CAD 
熱負荷 

計算 
CFD 

表－1 中間フォーマットへの対応一覧（2009 年 9月時点）
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この為、一部ソフトウェア間のみの検証ではあったが、形

状の再現だけではなく CAD 側で設定した名称をそのまま

CFD ソフトウェア側で継承できることが確認できた。尚、

現時点においては、この度の検証対象とした CAD ソフトウ

ェア・CFDソフトウェアはIFC形式に対応化が進んでおり、

形状以外の情報群の取得が可能となりつつある。 

CAD と CFD では必要とされる形状データの解像度が異な

り（一般に CFD で要求される解像度の方が低い。）、また、

CFD において必要とされる解像度も設計段階により異なる。

３次元モデルの情報を CFD 用にどの程度修正するかについ

ては、CFD パーツの開発や普及にあたり検討を要する課題

である。 

 

６．まとめ 

近年 BIM 研究は急速な発展の最中にある。BIM・CFD パー

ツ化小委員会では、設計者が現在よりも少ない労力で、よ

り確かな設計の実現に貢献することを最終目標として、BIM

を利用した CAD と熱負荷計算と CFD の間の連携に関する検

討を進めている。特に CFD を専門としていない意匠設計者

や設備設計者でも CFD 計算を可能とする為に、空調吹出し

口や吸込み口など CFD 空間上の個別の要素をノウハウの詰

まった「パーツ化」を実現・普及させるべく研究活動を展

開している。本報では研究活動の現状や課題を提示すると

共に、BIM 利用時のデータ連携について検証を行った。今

後は、設計の段階別に、受け渡しする情報の種別、情報の

密度などが必要とされるレベルを考えた上で、具体的且つ

詳細に明示する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

[1] IAI が提唱する、建物を構成する全てのオブジェクト（例えば

ドア、窓、壁などのような要素）の表現方法の仕様であり、情報

を格納するためのデータ構造の仕様でもある。各データの表現は

オブジェクト指向が用いられ、各オブジェクトは共通概念を認識

するための「クラス」と、個々の特性を表す「プロパティ」から

表現される。例えば、「ドア」という概念は前者にあたり、これに

付属する「寸法」、「材質」、「開閉機構」などは後者にあたる。 
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Synopsis: In recent years, the use of BIM for commercial 

applications of architecture has been increasing. BIM is used for 

planning, schematic design, working drawing, maintenance, 

management, and so on. When CFD simulation is performed for 

 

 

 

developing the design of air-conditioning systems, it is usually 

required to define the geometry of HVAC systems and boundary 

conditions such as the value of airflow velocity at the supply 

opening. If BIM is employed, such data as well as information 

can be extracted from BIM into the simulation in the form of 

‘‘CFD parts.’’ ‘‘Subcommittee of Integration of BIM and 

Modularization of Elements for CFD,’’ which is a part of ‘‘the 

Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of 

Japan,’’ is deciding the data formats and the guidelines for the 

use of BIM, and is promoting it.  

This paper shows the current situation of research involving 

BIM and clears up the issue of BIM. The data coupling of BIM 

between thermal load calculation and CFD simulation has been 

examined in one of the activities of ‘‘Integrating BIM Working 

Group,’’ which is a part of the Committee.  

(Received May 9, 2011) 
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