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BIM attracts attention as the technology of improving the productivity of 
the construction industry and IFC contributes to realize BIM. However, 
there is little information about implementation method by IFC. This 
report is going to clarify the implementation method of the 
air-conditioning and sanitary facilities element by IFC.

1. はじめに 
政府統計によると、2008 年の建設業の労働生産性は、1990 年当

時と比較して 30%ほど下落しており、産業全体平均の約 60%、製造業

全体平均の約 50%にとどまる状況となっていた
1)

。建設業の生産性

を向上させるには、新技術や新分野への取り組みが不可欠であるが、

その一つとして、2009 年頃から BIM 
注 1)

が注目されるようになり、

現在では実際のプロジェクトで導入される事例も報告されている
2)

。 

ASHRAE 
注 2)

によると、BIM は「施設の物理的、機能的特性のデジ

タルな表現であり、施設情報の知識資源として共有され、施設のラ

イフサイクルを通して、意思決定のための信頼性の基盤を形成する

もの」である
3)

。BIM は 3 次元形状と属性を併せ持ち、意匠・構造・

設備の異なる専門分野、及び施工者・発注者・利用者の異なる立場

において、建物の企画・設計・施工・維持管理に渡る時間的な進行

段階の共通の情報として扱われる。BIM の導入によって、建築物に

関するあらゆる情報が一元化されることにより、情報の重複入力に

よる手間や不整合が削減される共に可視性が高まり、とりわけ建築

生産における品質の向上、工期の短縮、費用の低減、さらには適正

な維持管理の実現などに対する効果が期待されている。 

このような BIM の機能を実現するために、建築物の 3 次元情報モ

デルを定義した国際仕様である IFC 
注 3)

の利用が進みつつある。IFC 

は IAI 
注 4)

によって策定され、ISO 10303s 
注 5)

 通称 STEP
注 6)

に準拠

し、2005 年には ISO/PAS 
注 7） 

16739 の認証を取得し、さらに 2015 

年頃までに ISO/IS 
注 8）

の認証を取得することが計画されている
4)

。

アメリカ、デンマーク、フィンランド、ノルウェーの公共建築工事

の発注においても IFC による共通規格が採用されており、実質的に

も標準規格となりつつある
5)

。 

しかし、BIM の導入は発展途上段階にあり、実用化に向けて種々

の開発・試行が続いている状況である。IFC についても、各種の建

築モデリングや解析ソフトウェアにおける実装も増えつつあるが、

例えば建築設備分野における種々の要素の表現手法は明確にされた

とは言えず、普及の制約となっている。IFC に代わるものとして、

C-CADEC
注 9)

において経路部材(ダクトや配管など)に対する

BE-Bridge
注 10)

及び機器部材に対する Stem
注 11)

が整備され、実務で

利用されているが、これらは建築全般を対象としたものではないた

め、BIM への利用は限定的にならざるを得ない。そこで、筆者らは

IFC を用いて建築設備要素を表現する手法を長年開発してきた。本

報ではその結果を報告する。 

 

2. 建築設備分野における既往の研究

1996 年に IAI の日本支部が設立され、現在まで IFC の普及を目

指す活動が続けられてきた。この活動の一環として、1999 年に設備

FM 分科会が、建物モデルと空調熱負荷計算、及び機器選定計算の連

携を試行した
6)

。また、2007 年には研究助成を受けて、許が建物モ

デルと空調熱負荷計算、CO2 計算、及びリサイクル性評価といった

環境設計アプリケーションとの連携を試行した
7)

。一方、2009 年か

ら、空気調和・衛生工学会の BIM・CFD
注 12)

 パーツ化小委員会が、

建物モデルと空調熱負荷計算、さらに CFD との連携を試行した
8)

。 

これらの研究では、IFC で構築された建物モデルから、空調熱負

荷計算などに必要な情報、例えば壁や窓の面積や方位などが取得さ

れ、再入力の削減・正確さの向上が示されていた。また、IFC を扱

うために、ミドルウェアである IFCsvr コンポーネント(以下

IFCsvr)
9)

が利用されたことが示されていた。しかし、これらの研究

は建物モデルと空調熱負荷計算や CFD 計算などの連携による効果の

検証に重点をおいたものであり、IFC を用いて建築設備要素を表現

するための手法は、モデルの構築方法や IFCsvr を利用した実装方法

を含め明確にされていない。 

また、米国ローレンスバークレー研究所は、EnergyPlus と IFC の

連携について検討
10)

するとともに、建築環境・設備に関わる中間デ

ータフォーマットである SimModel を提案している
11)

が、上記と同

様に建築設備要素の表現については明確にされていない。 
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3. 検討目的及び手法、手順 

BIM と IFC により建築生産の効率化が図られるとしても、その基

盤となる IFC による表現方法が明確にされなければ実現は困難であ

る。したがって、本報告の目的は、IFC を用いて建築設備要素のモ

デルの表現方法を明確にすることとした。 

その手法としては、建築設備要素を具体的に想定し、モデルに必

要な情報を特定し、IFC を用いて実装を行なうものとした。 

3.1 建築設備要素 

対象とする建築設備要素は、主要なダクト部材(直管、継手、ダン

パー)及び配管部材(直管、継手、バルブ)とした。なお、以下におい

ては、便宜上、ダクト直管を例として説明する。 

3.2 モデルに必要な要件 

ダクト直管をモデルとして表現するにあたり、まず、その用途を

想定した。同じ部材であっても、用途が変われば、モデルに要求さ

れる情報が変わるためである。ここでは、用途として、施工段階に

おける設備要素と建築要素あるいは設備要素同士の干渉確認を想定

した。これは、BIM の利用として最も一般的なものの一つである。3

次元形状による干渉確認は、従来の 2 次元の形状によるものに比べ、

鉛直方向が容易に確認できるため、特に効果的とされる。 

用途として干渉確認を想定することにより、次にダクト直管のモ

デルに要求される形状や属性を下記のように考えた。 

まず、形状については、干渉確認の精度に応じた、実体に近い外

形形状が必要とした。実体と同じであっても良いが、必ずしも必要

ではない。これは、2 次元の総合図に示されるダクト直管の絵姿を

見れば理解される。ダクト直管は、板材・フランジ・リベット・ボ

ルト・ガスケットなどで構成されるが、総合図では板材とフランジ

が表現されていれば十分とされる。そのため、本モデルもこれに準

じることとした。位置については、形状と同じく、干渉確認の精度

に応じた、実体に近い位置が必要とした。 

次に、属性については、干渉したダクト直管を識別するために、

部材名称あるいは部材コードなどが必要とした。また、識別には給

気や排気といった区別あるいは呼び寸法なども一般的に使用される

ため、併せて必要とした。さらに、干渉したダクト直管を調整する

際には寸法を変更する場合があるため、計算の根拠となる風量も必

要とした。 

なお、ここでは一つの用途を想定したが、実際には一つの用途の

ためだけにモデルを作成するのは効率的ではないと考えられる。干

渉確認のために作成したモデルは、その用途が終わった時に、新た

な要求事項を追加することにより、後工程の他の用途に転用するこ

とが期待される。新たな要求事項は、後工程が積算や発注であれば、

ダクト材質や厚み、フランジ形式、断熱の有無、施工場所など、ま

た加工であれば、同じくフランジ形式、ガスケット厚さなど、維持

管理であれば、完成時期や耐用年数などが考えられる。 

3.3 IFC による実装 

(1) IFC の概要 

ダクト直管のモデルを IFC により表現する準備として、まず、IFC

の概要を整理しておく。IFC では、建築物を構成する要素、例えば、

案件・敷地・建物・階・空間・建築部材・機器部材・立体・面・線・

点・ベクトル・数値・文字・単位・プロパティセット・関連付けな

どが、クラス
注 13)

として定義され、また、その類似性をもとに階層

化されている。クラスにはアトリビュート(特性)が定義され、上位

のクラスのアトリビュートは下位のクラスに継承される。 

IFC のクラスとアトリビュートを概観するために、仕様書をもと

に、ダクト直管とその周辺のクラスとアトリビュートを拾い出した

ものを図 1 に示す。なお、IFC の版は 2x3 である
注 14)

。 

ここに、図 1 の第 1 行にある IfcRoot が最上位のクラスである。

IfcRoot には IfcObjectDefinition、IfcPropertyDefinition、

IfcRelationship の下位クラスがあり、さらにそれぞれに下位クラ

スがある。なお、クラスが「抽象クラス」(複数の類似のクラスをま

とめるためのクラスであって、それ自体は実際には使用されない)

の場合は、適切な下位クラスが使用される。 

 

 

図 1 IFC のクラスとアトリビュートの概要 

ダクト直管が該当するクラスは IfcFlowSegment である。なお、

IfcFlowSegmet にはダクトだけでなく配管の直管も該当する。 

(2) インスタンスの生成とアトリビュートの設定 

クラスのインスタンス(クラスを型板とすると、型板を使って作ら

れる実体)は前述の IFCsvr を用いて生成できる。 

IfcRoot
*

 /GlobalID, OwnerHistrey, Name, Description 

├IfcObjectDefinition
*

 

│├IfcObject
*

 / ObjectType 

││├IfcProject(案件) /x, x, x, x 

││├IfcProduct /ObjectPlacement, Representation 

│││├IfcSpatialStructureElement
*

 /x, x 

││││├IfcSite(敷地) /x, x, x, x, x 

││││├IfcBuilding(建物) /x, x, x 

││││├IfcBuildingStorey(階) /x 

││││└IfcSpace(空間) /x, x 

│││├IfcElement
*

 /Tag 

││││├IfcFeatureElement
*

 

│││││├IfcFeatureElementSubtraction 

││││││├IfcOpeningElement(開口)    

│││││：： 

││││├IfcBuildingElement
*

 

│││││├IfcColumn(柱) 

│││││├IfcBeam(梁) 

│││││├IfcSlab(床) /x 

│││││├IfcWall(壁) 

│││││├IfcWindow(窓) /x, x 

│││││： 

││││├IfcDistributionElement 

│││││├IfcDistributionFlowElement 

││││││├IfcFlowTerminal(端末)    

││││││├IfcFlowSegment(IfcFlowSegment(IfcFlowSegment(IfcFlowSegment(直管直管直管直管)))) 

││││││├IfcFlowFitting(継手)    

││││││├IfcFlowController(ダンパー・バルブ)    

││││││├IfcFlowMovingDevice(ファン・ポンプ) 

││：：：：： 

│└IfcTypeObject(区分) /x, x 

│ └IfcTypeProduct /x, x 

├IfcPropertyDefinition
*

 

│├IfcPropertySetDefinition
*

 

││├IfcPropertySet(プロパティセット) /HasProperties 

│：： 

└IfcRelationship
*

(関連付け) 

├IfcRelDefines
*

 /RelatedObjects 

│├IfcRelDefinesByProperties /RelatingPropertyDefinition 

││： 

 │└IfcRelDefinesByType /RelatingType 

： ： 

(注)クラス(
*

は抽象クラス) /アトリビュート (x は略) 
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IfcFlowSegmentのインスタンスを生成するために作成したコード

を表 1 に示す。なお、コードはマイクロソフト社の Excel 上 で実行

できる VBA
注 15)

により記述している。 

ここに、表 1 の第 2 行は IFCsvr を使用できるように設定するもの

で、以降は IFCsvr の機能を用いることにより、第 3 行は IFC デー

タを生成するもの、第 4 行はデータに IfcFlowSegment のインスタン

スを追加するもの、第 5 行はデータをファイルに保存するものであ

る。 

表 1 IfcFlowSegment を作るコード例(要部のみ) 

 

このコードを実行することにより、IfcFlowSegment のインスタン

スが含まれたデータが生成されるが、このデータにはあまり利用価

値がない。なぜなら、図1に示すようにIfcFlowSegmentは、GlobalId、

OwnerHistory、Name、Description、ObjectType、ObjectPlacement、

Representation 及び Tag のアトリビュートを持つが、この段階では

これらのアトリビュートが具体的に設定されていないからである。

利用価値のあるデータを生成するには、アトリビュートを設定する

必要がある。 

アトリビュートには必須のものと任意のものがあり、必須のもの

は当然として、任意のものでも利用上必要なものは設定する。

IfcFlowSegment の場合、GlobalId と OwnerHistory は必須であり、

他は任意である。任意であるもののうち、ObjectPlacement と

Representation は位置や形状を表すために必要と考えられるもの

である。実際、これらが設定されていないデータを、DDS IFC Viewer

注 16)

のようなビューワで表示するとエラーになることを確認した。 

アトリビュートの値は、単数あるいは複数の数値あるいは文字及

び他のインスタンスへの参照である。例えば、IfcFlowSegment の必

須のアトリビュートの内、GlobalId は文字であり、OwnerHistory

はインスタンスへの参照である。 

生成したインスタンスにアトリビュートを設定するために作成し

たコードを表 2 に示す。 

ここに、表 2 の第 4 行が数値または文字の場合、第 6 行がインス

タンスへの参照の場合である。 

表 2 アトリビュートを設定するコード例(要部のみ) 

 

 (3) アトリビュートに関連するインスタンスの生成 

必要なアトリビュートが他のインスタンスへの参照であれば、そ

のインスタンスも生成する必要がある。そのインスタンスも必要な

アトリビュートを持ち、それが他のインスタンスへの参照であれば、

さらに生成を繰り返す。この結果、多くのインスタンスが生成され

るであろうことが想定される。 

そこで、IfcFlowSegment のアトリビュートに関連して生成すべき

インスタンスの全体像を把握するため、仕様書をもとに、最小限の

クラスを抽出したものを表 3 に示す。なお、クラスが抽象クラスの

場合、適切な下位クラスを選択した。 

ここに、IfcFlowSegment の場合、必要なアトリビュートを設定す

るためには、表 3 に示すように少なくとも 16 種類(重複を除く)のク

ラスのインスタンスを生成する必要があることが分かる。生成すべ

きインスタンスが多いため、これらを効率的に生成するには、この

ように事前にインスタンスの全体像を把握することが重要と考えら

れる。 

表 3 アトリビュートに関連するクラス 

 

(4) 要素への関連付けに係るインスタンスの生成 

IFC では要素間の関連付けをおこなうことができる。代表的なも

のは、案件に敷地、敷地に建物、建物に階、階に各種の部材をそれ

ぞれ図 2 のように関連付けるものである。 

図 2 要素の関連付け(案件、敷地、建物、階及び部材) 

ここに、部材を階に関連付けると、部材の位置を階の座標系にお

ける相対座標で表現することができ、また存在する全ての部材の中

から特定の階に存在するものだけを容易に選別することができるな

str_file = "C:\sample.ifc" '適当なパス名及びファイル名 

Set obj_IFCsvr = CreateObject("IFCsvr.R300") 

Set obj_design = obj_IFCsvr.NewDesign(str_file)  

Set obj_entity = obj_design.Add("IfcFlowSegmentIfcFlowSegmentIfcFlowSegmentIfcFlowSegment")  

obj_design.Save()  

Set obj_entity = obj_design.Add("IfcFlowSegment") 

With obj_entity 

‘↓数値あるいは文字の場合 

.Attributes.Item(属性名).Value = 数字または文字 

‘↓インスタンスへの参照の場合 

.Attributes.Item(属性名).Value = objDesign.Add(クラス名) 

End With 

IfcFlowSegment /OwnerHistory >IfcOwnerHistory 

IfcFlowSegment /ObjectPlacement >IfcObjectPlacement 

=IfcLocalPlacement 

IfcFlowSegment /Representation >IfcProductRepresentation  

=IfcProductDefinitionShape 

IfcOwnerHistory /OwningUser >IfcPersonAndOrganization 

IfcOwnerHistory /OwningApplication >IfcApplication 

IfcPersonAndOrganization /ThePerson >IfcPerson 

IfcPersonAndOrganization /TheOrganization >IfcOrganization 

IfcApplication /ApplicationDeveloper >IfcOrganization 

IfcLocalPlacement /PlacementRelTo >IfcObjectPlacement 

IfcLocalPlacement /RelativePlacement >IfcAxis2Placement 

 =IfcAxis2Placement3D 

IfcAxis2Placement3D /Location >IfcCartesianPoint 

IfcAxis2Placement3D /Axis >IfcDirection 

IfcAxis2Placement3D /RefDirection >IfcDirection 

IfcProductDefinitionShape /Representations 

>IfcRepresentation =IfcShapeRepresentation 

IfcShapeRepresentation /ContextOfItems 

>IfcRepresentationContext 

=IfcGeometricRepresentationContext 

IfcShapeRepresentation /Items >IfcRepresentationItem 

=IfcCartesianPoint 

(注)クラス /アトリビュート >参照クラス =選択クラス 

 

 

 

 

IfcProject(案件) 

IfcRelAggregates 

(関連付け) 

IfcBuilding(建物) 

IfcRelContained 

InSpatialStructure 

(関連付け) 
 

IfcProduct(部材) 

IfcRelAggregates 

(関連付け) 

IfcRelAggregates 

(関連付け) 

IfcSite(敷地) 

 
IfcBuildingStorey(階) 
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ど、利便性が高まる。なお、図 2に示すように、関連付けのクラス

は関連付ける要素のクラスによって細分化されている。 

そこで、階にダクト直管を、建物に階を関連付けるため、仕様書

をもとに、これらの関連付けに係る最小限のクラスを抽出したもの

を表 4 に示す。 

ここに、少なくとも 9 種類のクラスのインスタンスを生成する必

要があることが分かる。 

表 4 建築要素への関連付けのクラス 

 

関連付けのインスタンスにより要素同士を関連付けるには、関連

付けのインスタンスを生成し、そのアトリビュートとして関連付け

る要素のインスタンスを設定する。 

生成したインスタンスに関連付けを設定するために作成したコー

ドを表 5 に示す。 

ここに、表5の第3行が関連付けのインスタンスを生成するもの、

第 5～6 行が関連付けを設定するものである。 

表 5 関連付けを設定するコード例(要部のみ) 

 

(5) プロパティセットに関連するインスタンスの生成

IFC では要素にプロパティセットを持たせることができる。要素

とプロパティセットを関連付けのインスタンスによって図 3 のよう

に関連付けるものである。 

  

図 3 要素の関連付け(部材とプロパティセット) 

プロパティセットは BIM におけるデータ連携において、各種情報

の主たる格納場所としての利用が想定される。そのため、特定した

ダクト直管の属性はプロパティセットに持たせることとした。 

仕様書をもとに、プロパティセットに係る最小限のクラスを抽出

したものを表 6 に示す。 

ここに、少なくとも 3 種類のクラスのインスタンスを生成する必

要があることが分かる。 

要素にプロパティセットを持たせるには、まず、プロパティのイ

ンスタンスを生成して、属性名と属性値をアトリビュートとして設

定する。次に、プロパティセットのインスタンスを生成して、個々

のプロパティのインスタンスをアトリビュートとして設定する。最

後に、関連付けのインスタンスを生成して、関連付ける要素とプロ

パティセットのインスタンスをアトリビュートとして設定する。 

表 6 プロパティセットに関連したクラス 

 

プロパティセットを設定するために作成したコードを表 7 に示す。 

ここに、第 4～5 行はプロパティに属性値を設定するもの、第 8 行

はプロパティをプロパティセットに設定するものである。 

表 7 プロパティを設定するコード例(要部のみ) 

 

 (6) プロパティセットの定義 

プロパティセットはユーザーによる定義ができる一方で、汎用性

の低下を招くおそれがある。そのため、プロパティセットを利用す

るにあたり、既存の属性定義を活用することを考えた。空調・衛生

設備分野では、C-CADECが設備CAD間でのデータ交換を目的として、

ダクトや配管などの属性を定義する BE-Bridge を策定しており、主

たる設備 CAD がこれを実装し、実務で利用されている。BE-Bridge

は、特定したダクト直管の属性を全て含み、それ以外にも属性を持

つ。BE-Bridge を利用すると、定義された属性名、単位、データ型

などを利用できるだけでなく、それらの意味が明確であるため、関

係者間で共通の理解を得ることが容易になり、汎用性が高まる。な

お、BE-Bridge を利用するにあたり、日本語に対応していない IFC

ビューワもあることから、日本語表記に対応した英語表記を検討し

て C-CADEC に提案し、採用された
13)

。これを表 8 に示す。 

ここに、表 8 の右覧の属性名をプロパティの属性名として使用し、

また、属性値には BE-Bridge に定義された値を使用する。 

表 8 BE-Bridge の属性表記(抜粋) 

 

これはまた、日本の標準である BE-Bridge を国際標準である IFC

に連携させることができることを示している。IFC に対して、日本

 

IfcPropertySet 

IfcPropertySet / HasProperties 

>IfcProperty =IfcPropertySingleValue 

IfcRelDefinesByProperties 
IfcProject 

IfcProject /UnitsInContext >IfcUnitAssignment 

IfcUnitAssignment /Units >IfcUnit =IfcSIUnit 

IfcSIUnit / Dimensions >IfcDimensionalExponents 

IfcSite 

IfcBuilding 

IfcBuildingStorey 

IfcRelAggregates 

IfcRelContainedInSpatialStructure 

関連付けの 

クラス 

関連付けの 

クラス 

IfcProduct(部材) 
IfcRelDefines 

ByProperties 

(関連付け) 

Set obj_entity1 = obj_design.Add("IfcPropertySet") 

Set obj_entity2 = obj_design.Add("IfcPropertySingleValue")

With obj_entity2 

.Attributes.Item("Name").Value = 属性名 

.Attributes.Item("NominalValue").Value =属性値 

End With 

With obj_entity1 

.Attributes.Item("HasProperties").Value = obj_entity2 

End With 

(注)クラス /アトリビュート >参照クラス =選択クラス 

(注)既述のクラスは除く 

属性名(日本語表記) 

データ種別 

系統名 

パターン No. 大分類 

パターン No. 小分類 

ダクト形状寸法データ 

用途 

風量 

属性名(英語表記) 

data_class 

system_name 

large_pattern_number 

small_pattern_number 

shape_size 

use 

air_volume 

ダクト・配管など

の区分クラス 

呼び寸法など 

直管・継手

などの区分 

 

IfcPropertySet 

Definition 

(プロパティセット) 

Set obj_entity1 = obj_design.Add("IfcProject") 

Set obj_entity2 = obj_design.Add("IfcSite ") 

Set obj_entity3 = obj_design.Add("IfcRelAggregates") 

With obj_entity3 

.Attributes.Item("RelatedObjects").Value = obj_entity1 

.Attributes.Item("RelatingObjects").Value = obj_entity2 

End With 

(注)クラス /アトリビュート >参照クラス =選択クラス 

(注)既述のクラスは除く 
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の特性を反映した既存の標準、あるいは今後策定される標準が、排

斥されることなく連携できる枠組みがあることは、BIM の試行を進

める上で、非常に重要である。 

(7) タイプに関連するインスタンスの生成

前述のように IfcFlowSegment にはダクト直管だけでなく配管の

直管も該当するため、両者を区別する必要がある。ここでは、表 8

に示す「パターン No.」を用いても区別はできるが、より明示的に

区分の属性を持たせることとした。 

仕様書をもとに、区分に係る最小限のクラスを抽出したものを表

9 に示す。 

ここに、少なくとも 2 種類のクラスのインスタンスを生成する必

要があることが分かる。 

表 9 区分に関連したクラス 

 

区分を設定するには、区分のインスタンス及び関連付けのインス

タンスを生成して、要素への関連付けを設定する。 

区分を設定するために作成したコードを表 10 に示す。 

ここに、表 10 の第 2 行がダクト直管の区分のインスタンスを生成

するものである。 

表 10 区分を設定するコード例(要部のみ) 

 

4. 結果 

以上の検討を統合することにより、IFC を用いてダクト直管を表

現した。生成すべきインスタンスは下記に分類される。インスタン

スの属性を設定する際に、別のインスタンスへの参照となる場合は

そのインスタンスも生成する。 

・IfcFlowSegment 

・IfcSpatailStructure および関連付けインスタンス 

・IfcPropertySet および関連付けインスタンス 

・IfcDuctSegmentType および関連付けインスタンス 

表 3、4、6 に示すように関連するクラスの全体像を把握すれば、

表 1、2、5、7に示すような簡易なコードでインスタンスの生成とア

トリビュートの設定をおこない、目的のモデルを生成できる。 

DDS IFC Viewer を用いて、生成した IFC データの形状を表示した

ものを図 4 に示す。 

ここに、モデルに必要としたダクト直管の形状が想定通り生成さ

れていることが確認できた。 

同じく、DDS IFC Viewer を用いて、生成した IFC データの属性を

表示したものを図 5 に示す。 

ここに、モデルに必要としたダクト直管の属性が想定通り生成さ

れていることが確認できた。 

 

図 4 IFC による IfcFlowSegment の形状表現 

 

図 5 IFC による IfcFlowSegment の属性表現 

建築設備要素が IFC で表現されることにより、同じく IFC で表現

された建築要素との統合が可能になり、例えば部材の干渉確認や点

検空間の確認などに利用できる。干渉確認により干渉箇所を減らす

ことができれば、施工における手戻りが減り、工期の短縮、費用の

低減に寄与する。また、点検空間の確認により、点検空間を適切に

確保できれば、点検作業を行ない易くなり、建物の使い勝手つまり

は品質の向上に寄与する。 

 

5. 情報の取得 

このように生成した IFC ファイルからは情報を取得できる。例え

ば、上記で生成した IFC ファイルから特定の階にある

IfcFlowSegment のインスタンスを選別し、そのプロパティセットの

プロパティを取得することが考えられる。 

特定の階にある IfcFlowSegment のインスタンスを選別するため

に作成したコードを表 11 に示す。 

ここに、表 11 の第 2～3 行は関連付けのインスタンスを取得する

もの、第 5～8 行は特定の階にあるインスタンスを取得するもの、第

12 行はその中から IfcFlowSegment を選別するものである。 

  

ダクト直管(角) 

IfcDuctSegmentType 

IfcRelDefinesByType 

関連付けの 

クラス 

(注)クラス /アトリビュート >参照クラス =選択クラス 

(注)既述のクラスは除く 

Set obj_entity1 = obj_design.Add("IfcFlowSegment") 

Set obj_entity2 = obj_design.Add("IfcDuctSegmentType") 

Set obj_entity3 = obj_design.Add("IfcRelDefinesByIfcRelDefinesByIfcRelDefinesByIfcRelDefinesByType Type Type Type ") 

With obj_entity3 

.Attributes.Item("RelatedObjects").Value = obj_entity1 

.Attributes.Item("RelatingType").Value = obj_entity2 

End With 

呼び寸法 

ダクト・配管など

の区分クラス 

直管・継手

などの区分 

ダクト直管(丸) 
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表 11  階から IfcFlowSegment を選別するコード例(要部のみ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様に、インスタンスのプロパティセットを取得するために作成し

たコードを表 12 に示す。 

ここに、表 1～2 行はプロパティセットを持つ要素を選別するもの、

第 4～5 行はプロパティのインスタンスを取得するもの、第 7～8行

は特定の属性名の属性値を取得するものである。 

表 12 プロパティセットを取得するコード例(要部のみ) 

 

6. まとめ 

ダクト直管を例として、モデルに必要な情報を特定し、IFC を用

いて実装することにより、建築設備要素を IFC を用いて表現する方

法を明確にした。 

現状では、主として施工段階における設備要素と建築要素あるい

は設備要素同士の干渉確認が BIM の主たる目的となっているが、今

後は、設備設計における熱負荷計算や気流計算などのシミュレーシ

ョン、積算、工程管理、さらにはファシリティーマネージメントに

おける性能検証や運用管理などの側面でも建物価値向上に貢献す

ると考えられる。 

建築要素と設備要素が一体的に機能するようなプロジェクトにお

いては、建築要素と設備要素の両方を扱うことができ、また仕様が

公開されているため多くの関係者が利用しやすい IFC が用いられる

ことが増えると考えられるため、本検討で提示した設備要素の記述

手法が参考になるものと考えられる。また、本検討ではダクト直管

を例としたが、それ以外のダクト部材や配管部材、機器部材、さら

には建築部材についても、ダクト直管に対して検討した手順・方法

が応用できるともの考えられる。これにより、BIM が IFC で構築さ

れる場合において、データ連携の試行がスムーズになされることが

期待される。 

設備システムは建物の用途や規模で多様性を有するため、今後は、

複数の典型的なシステムについて今回と同様な検討を行って、汎用

化を進めていくことが必要であると考える。 

 

【謝辞】

本検討の一部は、IAI 日本 設備 FM 分科会における活動内容の一部を踏ま

えている。分科会関係各位に対して、ここに記して謝意を表する。 

 
【注記】

注1) Building Information Model または Modeling 

注2) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, 米国暖房冷凍空調学会 

注3) Industry Foundation Classes 

注4) International Alliance for Interoperability, 現 buildingSMART 

International 

注5) Industrial automation systems and integration Product data 

representation and exchange, 産業用オートメーションシステム及び

その結合－製品データの表現及び交換。-s は series すなわち複数の

規格群であることを示す。 

注6) Standard for Exchange of Product Model Data 

注7) Publicly Available Specification 

注8) International Standard 

注9) ‘Construction - CAD and Electronic Commerce’Council, 

一般財団法人 建設業振興基金 設計製造情報化評議会 

注10) Building Equipment - Brief Integrated Format for Data Exchange, 

設備 CAD データ交換仕様 

注11) Standard for Exchange of Mechanical equipment library data, 

設備機器ライブラリデータ交換仕様 

注12) Computational Fluid Dynamics, 数値流体力学 

注13) 実在する物体等についてのシステム的な表現方法の仕様 

注14) 2013 年 2 月現在の最新版は 2x3。前の版は 2x2。 

注15) Visual Basic for Application 

注16) Data Design System, DDS Viewer for IFC Version 6.34 
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str_name_b=”3F”’適当な階数 

Set obj_entities_r = objDesign.FindObjects _ 

("IfcRelContainedInSpatialStructure")  

For Each obj_entity_r In obj_entities_r  

Set obj_entity_b =obj_entity_r.Attributes.Item _ 

("RelatingStructure")’関連先 

If obj_entity_b.type =”IfcBuildingStorey” And _ 

obj_entity_b.Item("Name") = str_name_b Then  

Set obj_entities_f = obj_entity_r.Attributes.Item _ 

("RelatedObjects")’関連元 

For Each obj_entity_f In obj_entities_f  

If obj_entity_f.type ="IfcFlowSegment" Then 

   ‘obj_entity_f は階に関連する IfcFlowSegment 

End If 

Next obj_entity_o 

End If 

Next obj_entity_r 

Set obj_entities_ps = obj_entity_f.GetUsedIn _ 

("IfcRelDefinesByProperties","RelatedObject")  

For Each obj_entity_ps In obj_entities_ps  

Set obj_entities_p = obj_entity_ps .Attributes.Item _ 

("HasProperties")  

For Each obj_entity_p In obj_entities_p 

If Attributes.Item("Name").Value = 属性名 then 

属性値=.Attributes.Item("NominalValue").Value  

End If 

Next obj_entity_p 

Next obj_entity_ps 

［2013年 2月 20日原稿受理　2013年 6月 5日採用決定］


