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BIM attracts attention as the technology of improving the productivity of 
the construction industry. However, there is little 3D parts data provided 
by product maker. This report is going to help product maker to provide 
3D parts data by indicating making method.

1. はじめに 
BIM

注1)

は建築工程における合意形成や干渉確認などを容易にする

効果があるとされ、国土交通省も実際のプロジェクトで試行するな

ど
1)

、普及が進みつつある。 

しかし、BIM がさらに普及するには解決すべき課題が多くあると

され、その重要な課題の一つに、3 次元形状と属性を持つ、いわゆ

る 3 次元部材データの不足が挙げられている
2)

。 

建築設備分野においても、設備機器メーカー(以下、メーカー)に

よるデータの提供が期待されているが、未だ特定現場などへの部分

的な対応にとどまっている。この原因には、 

 メーカーがデータの仕様、すなわち形状の詳細度・属性項目・

ファイル形式・データ量などをユーザーから明確に提示されて

いないこと 

 メーカーは製造用の 3 次元部材データを持ってはいるが、機密

保持上、その提供には慎重であること 

 メーカーが製造用の 3 次元部材データを提供できたとしても、

そのデータはビスやビス穴なども表現した精細なものであるた

めデータ量が数 MB にも達して BIM での利用には難があること 

 BIM で利用しやすい、データ量が少ないデータを作成するには、

メーカーは製造用の 3 次元部材データを改変し、あるいは新た

にデータを作成しなければならないため負荷が大きいこと 

 メーカーがユーザーに対するデータの提供の費用対効果、すな

わち負荷に見合う顧客満足度や売上の向上を明確に予想できな

いこと 

などが挙げられる。 

また、これらが解決されたとしても、規模の小さいメーカーが規

模の大きいメーカーと同様にデータを提供できるかどうかや、設計

業務で求められるようなメーカーを特定しないデータをメーカーが

提供できるかどうかも不透明である。 

このため、3 次元 CAD ソフトベンダーは自ら 3 次元部材を登録し、

あるいはユーザーが 3 次元部材を登録できる機能を提供しているが、

これらのデータの広範な流通を意図しているわけではない。 

そこで筆者らは、メーカーによるデータの提供を促進する一助と

することを目的として、空調設備で使用される制気口
注 2)

を例として、

3 次元部材データの仕様の決定、データ作成ソフトの開発、データ

の作成と確認を試行した。以下にその成果の概要を報告する。 

 

2. 建築設備分野における既往の研究

C-CADEC
注 3)

は、メーカーによるデータの提供を目的として、Stem

注 4)

において空調・衛生・電気設備の主要な機器部材が持つべき形状

と属性のデータを定義している。一部のメーカー(事実上エアコンメ

ーカーに限られる)が、Stem に基づき、データを提供している。し

かし、Stem における形状の定義は 2 次元であるため、C-CADEC は、3

次元の定義を追加し、メーカーに対してデータの提供を働きかけて

いるが、未だ実現できていない。なお、C-CADEC は、エアコンのよ

うに設置台数が多い機器部材のデータ量について、概ね 50KB
注 5)

程

度、最大 100KB 以下を推奨している
3)

が、メーカーへの聞き取りに

よれば、厳し過ぎる数値との意見もある。 

また C-CADEC は、BE-Bridge
注 6)

において、経路部材、すなわち配

管や弁、ダクト、ダンパーなどが持つべき形状と属性のデータを定

義している。主要な設備 CAD ソフトが、BE-Bridge に基づき、デー

タの入出力機能を実装している。近年、BE-Bridge には、経路部材

のほか、Stem の対象とされるような比較的大型の機器部材や、より

小型の制気口部材が追加されている。しかし、設備 CAD ソフトの対

応は経路部材ほどには進んでいない。なお、BE-Bridge では、形状

を表現するための具体的な寸法パラメータが定義されるのが通例で

あるが、機器部材については Stem を流用することとして、定義され

ていない。 
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(社)日本建設業連合会 生産委員会 設備部会 設備情報化専門部

会は、空調・衛生・電気設備の主要な機器について、基本設計・実

施設計・施工のフェーズ毎に、建設業者が BIM で必要とする形状を

検討している
4)

。大まかな方向性は示されているが、形状を表現す

るための具体的な寸法パラメータは定義されていない。 

(社)空気調和・衛生工学会の BIM・CFD パーツ化小委員会は、BIM

と空調熱負荷計算および CFD
注 7)

との連携を検討しており
5)

、それに

関連して、CFD で利用する境界条件、すなわち気流の風速や風向を

含む部材データの仕様を定義し、エアコンメーカーや制気口メーカ

ーに対してデータの提供を働きかけている。しかし、一部のエアコ

ンメーカーの試行的な提供を除けば、未だ実現していない。 

以上のように、3 次元部材データについては、仕様がようやく定

義され、あるいは定義されつつあるが、メーカーによる提供までに

は至っていない。 

 

3. 3 次元部材データ作成の試行 

メーカーによる 3 次元部材データの提供を促進するには、データ

の仕様を明確にし、またデータの作成を簡便にすることが重要と考

えられる。これらを検討するため、実際に 3 次元部材データの作成

を試行することとした。試行の手順は、仕様の決定、データ作成ソ

フトの開発、データの作成・確認とした。 

3 次元部材データ作成の試行にあたり、その対象を制気口とした。

その理由は、代表的な空調機器部材の一つで使用頻度が高いこと、

形状や機能が比較的簡単で取り組みやすいこと、制気口メーカーは

エアコンメーカーに比べて規模が小さいためデータの提供に、より

慎重であることなどである。なお、対象を制気口とするが、試行の

手順は空調機器全般に共通するものであるため、その結果は制気口

のみに限定されるものではない。 

3.1 仕様の決定 

仕様の決定において明確にすべき事項を下記に示す。 

(1) データ形式 

BIM においては、多くのソフトによりデータの交換・共有が行わ

れる。その際には、標準的なデータ形式を使うことが望ましい。そ

の理由は、各ソフトはその標準形式に対する入出力のみを実装する

だけでデータの交換・共有をおこなえるからである。また、その標

準形式は特定のソフトベンダーに依存しないものが望ましい。その

理由は、特定のソフトベンダーの意思による改変や情報提供の制約

がなされないからである。 

BIM における標準形式の一つとして、IAI
注 8)

が策定している IFC

注 9)

がある。IFC は、2005(平成 17) 年に ISO/PAS
注 10)

16739 の認証を

受け、海外を中心に多くの国、組織、プロジェクトで採用されてき

た
6)

。そして、2013(平成 25)年 3 月に正式に ISO/IS
注 11)

16739 とし

て国際標準化され、BIM における標準形式としての地位をより強化

した。これにより、今後 IFC は BIM における標準形式として今まで

以上に利用されることが予想される。 

BIM における標準形式として DXF
注 12)

・DWG
注 13)

なども有力である

が、これらは特定のソフトベンダーに依存していることから、本試

行では IFC を選択した。 

(2) データ量 

データ量は形状の詳細度や属性数に依存するため、一概には決め

られないが、本試行ではデータ量を優先し、その範囲内で詳細度や

属性数を決定することとした。 

データ量の目安は C-CADEC の推奨によることとし、制気口は一般

に設置台数が多いため、概ね 50KB 程度、最大 100KB 以下とした。 

(3) 形状の詳細度 

形状の詳細度を表現する概念として LOD/Level Of Detail があり、

また、形状を含みより幅広い情報の詳細度を表現する概念として

LOD/Level Of Development がある
7)

。ここに、設計用途は 300、施

工用途は 350、加工用途は 400 などとされている。しかし、具体的

な規定はない。 

本試行では詳細度の目安を施工用途とした。その理由は、設計用

途では形状は最大外形寸法による立方体程度でも足りることもある

ため敢えて取り組む意味が少ないこと、また加工用途はまだ一般的

でないためである。施工用途の詳細度は、例えば建築と設備の合意

形成や干渉確認に利用できる程度とした。具体的な表現ではないが、

設備 CAD ソフトが持つ部材の詳細度と同程度とした。 

(4) 形状の表現方法 

形状の表現は平面によるものとし、曲面も分割して平面に置き換

えた。この理由は、簡易な図形要素であるため、直感的であり部材

を構成しやすいこと、また多くのソフトでの読込が期待できること

である。アネモ(丸型)部材の場合の平面による構成を図 1 に示す。 

 

図 1 アネモ(丸型)部材の場合の平面による構成 

曲面を分割する際の分割数を増やせば、より曲面らしく見えるが、

データ量が増える。このため、分割数は 8、16、32、64 を選択可能

とし、形状とデータ量を比較しながら決定することとした。 

(5) 属性項目 

属性項目は(社)IAI 日本 設備・FM 分科会が策定する「設備 IFC

データ利用標準 Ver1.1
8)

」によるものとした。 

ここに、設備 IFC データ利用標準は、IFC によるデータ交換の互

換性を向上させるための、IFC による設備部材の表現方法に関する

合意である。IFC は標準形式ではあるものの、互換性は十分とはい

えない。その理由は、IFC は表現の自由度が高い反面、表現が多様

になりうること、また属性値は一部しかコード化されていないから

である。これを改善するには、関係者による利用上の合意が必要に

なる。設備 IFC データ利用標準は、そのような合意の一つである。 

設備 IFCデータ利用標準は、Stemと BE-Bridgeを参考としており、

端的に言えばStemとBE-Bridgeの意味をIFCで表現し直したもので

ある。これにより、設備部材の属性を幅広く網羅している。 



1127

また設備 IFC データ利用標準は、既に 4 種の設備 CAD ソフトにお

いて実装されており、今後は、より多くの設備 CAD ソフトにおいて

実装されることが予想される。このため、3 次元部材データを流通

する際の汎用性も期待できる。 

 

3.2 データ作成ソフトの開発 

通常、3 次元部材データの作成には 3 次元 CAD ソフトの導入・習

得が必要であるが、その負荷は小さくない。そこで、より簡便な作

成手法を提供することを目的として、3 次元 CAD ソフトを使用せず

にデータを作成するソフトを開発した。 

(1) データ作成ソフト 

3 次元部材データを作成するソフトを、マイクロソフト社の表計

算ソフト Excel2010 を使用して、VBA
注 14)

により作成した。アネモ(丸

型)部材の場合の入力画面を図 2に示す。 

 

図 2 データ作成ソフトの入力画面 

入力画面において、所定の属性項目について入力すれば、IFC 形

式のデータが作成される。なお、ソフト内で IFC を扱うミドルウェ

アである IFCsvr コンポーネント
注 15)

を利用した。 

(2) IFC による表現 

IFC により制気口を表現するには、クラス
注 16)

として

IfcFlowTerminal が使用される。ただし、IfcFlowTerminal は流路の

末端にあるもの全般に使用されるため、これには制気口だけでなく

例えば水栓なども含まれる。このため、制気口であることを明示す

るには、IfcFlowTerminal 自体の属性「Name」「Description」「Tag」

などを使用できる。本試行では、例えばアネモ(丸型)部材の場合は、

属性「Name」に、値「Anemo」を設定した。これを図 3 に示す。なお、

図の表示には IFCsvr/TK TreeView
注 17)

を利用した。 

しかし、この値は、関係者間で合意されたものではないため、人

はともかくソフトが認識することを期待できない。なお、設備 CAD

ソフトは、設備 IFC データ利用標準の属性によって制気口であるこ

と、また、その種類を認識している。 

 

図 3 IfcFlowTerminal 

IFC により部材の形状を表現するには、IfcFlowTerminal 自体の属

性「Representation」に、値 IfcProductDefinitionShape を設定し、

さらにその下位に具体的な形状を設定する。 

形状の表現は平面によるものとしたが、IFC では平面による表現

方法も一つではない。互換性を向上させるため、(社)IAI 日本 技術

検討分科会が策定する「IFC MVD Concept 定義 (IFC2x3)
9)

」に従っ

て、 IfcFaceBasedSurfaceModel および IfcConnectedFaceSet、

IfcFace などを使用した。これを図 4 に示す。 

 

図 4 IfcFlowTerminal と IfcFaceBasedSurfaceModel 

IFC により部材の属性を表現するには、IfcPropertySet および

IfcProperty が使用されるため
9)10)

、これにより属性を付加した。

これを図 5 に示す。 

なお、設備 IFC データ利用標準は、制気口の属性を 3 種の

IfcPropertySet に分けて記述している。 

 

図 5 IfcFlowTerminal と IfcPropertySet、IfcProperty 

制気口はダクト接続点を持つ。IFC により接続点を表現するには

IfcDistributionPort が使用されるため、これにより接続点を付加

した。これを図 6 に示す。 

 

図 6 IfcFlowTerminal と IfcDistributionPort 

IFC では、建物を構成する建築部材や設備部材は通常、階や部屋

に関連付けられる
9)10)

。しかし、建物に配置される以前の部材は、

本来、これらへの関連付けは必要ない。ただし、設備 CAD ソフトベ

ンダーへの聞き取りによれば、階への関連付けがない部材を読み込

むことができないことが分かった。このため、本試行でも、階すな

わち IfcBuildingStorey を付加した。これを図 7 に示す。 
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図 7 IfcFlowTerminal と IfcBuildingStorey 

(3) 分割数の決定 

アネモ(丸型)部材の場合の分割数と形状を図 8 に示す。図におい

て、16 分割の場合は、データ量が 50KB 以下で、かつ詳細度も妥当

と考えられるため、分割数は 16 分割とした。なお、表示には DDS IFC 

Viewer
注 18)

を利用した。 

 
 

 

 

図 8 アネモ(丸型)部材の場合の分割数と形状 

(4) データの試験 

作成したデータに誤りがないことを確認するために、アネモ(丸

型)部材を使用して、建築 CAD ソフトや設備 CAD ソフトによる読込・

表示をおこない、形状と属性を確認した。不調の場合は原因を調査

して修正を加えた。 

建築 CAD ソフトと設備 CAD ソフトで読込・表示をおこなった結果

を図 9 に示す。 

  

  

図 9 建築 CAD と設備 CAD による読込・表示 

図において、建築 CAD ソフトでは、作成した部材と表示された部

材の形状が一致している。 

一方、設備 CAD ソフトでは、形状に差異がある。この原因は、設

備 CAD ソフトは、読み込んだ部材が設備 IFC データ利用標準に準拠

し、かつ自らが持つ部材と一致すると認識した場合に、置き換えを

おこなうためである。データの誤りではなく、むしろ正しいことを

示している。 

以上により、作成したデータの形状と属性に誤りがないことを確

認した。これにより、アネモ(丸型)部材を作成した手法が妥当であ

り、他の制気口へも適用しうると考えられた。 

 

4. データの作成と確認 

データ作成ソフトを使用して、設備 IFC データ利用標準で対象と

される各制気口の 3 次元部材データを作成した。形状とデータ量、

面数、属性数を表 1 に示す。 

作成した部材の形状は、特に説明をせずとも部材を特定しうるも

のと考える。また形状の詳細度は、設備 CAD ソフトでの読込・表示

の結果から、同程度と考える。むしろ、設備 CAD ソフトはデータ量

を抑制するために、詳細度を意図的に下げているように見られる。

アネモ(丸型)部材の場合、整流板を表現していないのは、その一例

と考えられる。 

データ量はグリル(多孔板)のみが 100KB を越えたが、他は全て

50KB 以下であった。 

表 1 作成した制気口部材の形状とデータ量 

部材名 

形状 

グリル(VH) 

 

データ量 19.8KB

面数 47 個

属性数 40 個

アネモ(角型) 

 

グリル(多孔板) 

 

23.7KB 179.0KB

56 個 612 個

38 個 40 個

アネモ(丸型) 

 

ガラリ 

 

41.4KB 16.7KB

96 個 35 個

38 個 40 個

パン(角型) 

 

ベントキャップ 

 

21.5KB 37.1KB

49 個 80 個

38 個 41 個

パン(丸型) 

 

ウェザーカバー 

 

34.0KB 11.5KB

80 個 16 個

38 個 40 個

ブリーズライン 

 

フード(角接続口) 

 

10.6KB 12.7KB

13 個 20 個

40 個 42 個

カームライン 

 

フード(丸接続口) 

 

11.2KB 21.1KB

15 個 48 個

40 個 42 個

ノズル 

 

排煙口 
 

35.5KB 10.7KB

80 個 13 個

36 個 40 個

パンカルーバ 

 

床吹出 

 

49.9KB 37.4KB

112 個 88 個

38 個 38 個

またアネモ(丸型)部材の場合の部材に付加された属性項目と属性

値を図 10 に示す。図において、入力画面で入力した属性が正常に保

持されていることを確認した。 

F 社建築 CAD
注 19)

による結果 D 社設備 CAD
注 20)

による結果 

Y 社設備 CAD
注 21)

による結果 N 社設備 CAD
注 22)

による結果 

分割数:32、データ量:78KB 

分割数:8、データ量:24KB 

分割数: 64、データ量:151KB 

分割数:16、データ量:42KB 
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図 10 作成した制気口部材の属性 

5. 考察 

(1)形状の見直し 

作成したデータのうちグリル(多孔板)のデータ量が 100KB を越え

たため、多孔板部分の平面による構成方法を、平面数がより少ない

表現に見直した。これを図 11 に示す。 

 

図 11 平面による構成の見直し 

見直し後の形状とデータ量を表 2に示す。外観はやや変わったが、

面数を大幅(この例では約 1/10)に削減でき、データ量は 50KB 以下

となった。 

なお、例えば多孔板や網のような細かな形状を表現する場合は、

テクスチャ
注 23)

を使用することも考えられる。IFC はテクスチャを扱

うこともできる。ただし、仕様の決定の際に明確にする必要がある。 

表 2 グリル(多孔板)の変更後の形状とデータ量 

部材名 

形状 

データ量

面数

属性数

グリル(多孔板) 
 

26.5KB

62 個

40 個

(2)データ量の推定 

表 1 における各制気口のデータ量の差は、面の数や座標値の桁数、

および属性の数や項目と値の文字数の差によるものと考えられる。

そこで、データ量を目的変数、面数および属性数を説明変数として

重回帰分析をおこない、これらの間の関係を求めた。これを式 1 に

示す。 

式 1 部材のデータ量、面数、属性数の関係 

データ量[KB]≒0.481＋0.386×面数[個]＋0.092×属性数[個] 

 

また、より実用的に暗算も可能となるよう、係数などの値を有効

数字 1 桁に丸めたものを式 2 に示す。 

式 2 部材のデータ量、面数、属性数の関係(実用) 

データ量[KB]≒0.5＋0.4×面数[個]＋0.1×属性数[個] 

 

式 1 および 2 により、各制気口の推定データ量を求め、実際のデ

ータ量と比較した。これを表 3 に示す。表において、式 1 の誤差は

-13～+14%、式 2 では-9～+18 である。推定時には誤差を考慮する必

要がある。 

表 3 部材のデータ量の予測 

部材名 データ量 

[KB] 

式 1 によ

るデータ

量[KB] 

式 1 によ

る誤差

[%] 

式 2 によ

るデータ

量[KB] 

式 2 によ

る誤差

[%] 

アネモ(角型) 23.7 25.6 +8 26.7 +13

アネモ(丸型) 41.4 41.0 -1 42.7 +3

パン(角型) 21.5 22.9 +6 23.9 +11

パン(丸型) 34.0 34.9 +3 36.3 +7

ブリーズライン 10.6 9.2 -13 9.7 -8

カームライン 11.2 10.0 -11 10.5 -6

ノズル 35.5 34.7 -2 36.1 +2

パンカルーバ 49.9 47.2 -5 49.1 -2

グリル(VH) 19.8 22.3 +13 23.3 +18

グリル(多孔板) 26.5 28.1 +6 29.3 +11

ガラリ 16.7 17.7 +6 18.5 +11

ベントキャップ 37.1 35.1 -5 36.6 -1

ウェザーカバー 11.5 10.3 -10 10.9 -5

フード(角接続口) 12.7 12.1 -5 12.7 0

フード(丸接続口) 21.1 22.9 +8 23.9 +13

排煙口 10.7 9.2 -14 9.7 -9

床吹出 37.4 37.9 +1 39.5 +6
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式 1 および式 2 により、データを作成する前におおまかなデータ

量を推定することが可能になる。トレードオフの関係にあるデータ

量と詳細度(面数)および属性数を把握できれば、仕様の決定をスム

ースに進めることが期待できる。 

(3)他の機器部材への適用 

本試行では対象を制気口としたが、試行の手順は空調機器全般に

共通するものであるため、その結果は制気口のみに限定されるもの

ではなく、例えばエアコンのような、より大型の機器部材にも適用

できる。 

ただし、大型の機器部材を対象とする場合は、形状がより複雑に

なるため平面による構成もより複雑になることが多いこと、表現す

べき属性が多くなるため属性数が増えることが多いこと、IFC のク

ラスを例えばエアコンの場合は IfcEnergyConversionDevice のよう

に機器部材に適切なものとすること、接続点がダクトの他に配管や

配線なども加わるため接続点数が増えること、などを考慮する必要

がある。 

例えば、天井隠蔽カセット型エアコンへ適用した場合を図 12 に示

す。 

 

図 12 天井隠蔽カセット型エアコンへの適用 

 

6. まとめ 

メーカーによる 3 次元部材データの提供を促進するため、実際に

3 次元部材データの作成を試行することとし、仕様の決定、データ

作成ソフトの開発、データの作成と確認をおこなった。本試行にお

いて、 

 仕様の決定において明確にすべき事項とそれぞれの解釈を示し

た。 

 3 次元 CAD ソフトを使用せず、表計算ソフトを使用して部材デ

ータを簡便に作成できることを示した。 

 C-CADEC が推奨するデータ量の範囲内でも施工用途での利用を

想定した部材データを作成しうることを示した。 

 限られた条件のもとではあるが、面数と属性数からおおよその

データ量を推定できることを示した。 

BIM のさらなる普及には、メーカーによる 3 次元データの提供が

不可欠である。本試行を参考とすることにより、メーカーは 3 次元

部材データの作成の負荷を減らしうる。その結果、メーカーによる

部材データの提供が促進されれば、BIM における重要な課題である

部材データの不足が改善されることにつながる。ひいては、建築設

備分野のみならず、建築分野全体において、BIM の普及に寄与する

ことが期待できる。 

 

【注記】 

注1) Building Information Model または Modeling 

注2) 空気の吹出口や吸込口の総称 

注3) Construction - CAD and Electronic commerce Council, 財団法人 建

設業振興基金 設計製造情報化評議会 

注4) 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5) K(=1024) Byte 

注6) Building Equipment - BRief Integrated format for Data exchanGE, 

設備 CAD データ交換仕様 

注7) Computational Fluid Dynamics, 数値流体力学 

注8) International Alliance for Interoperability, 現 buildingSMART 

International 

注9) Industry Foundation Classes 

注10) Publicly Available Specification 

注11) International Standard 

注12) Drawing eXchange Format, Autodesk 社が定義するテキスト形式のデ

ータ形式 

注13) DraWinG Format, Autodesk 社が定義するバイナリ形式のデータ形式 

注14) Visual Basic for Application 

注15) セコム株式会社,IFCsvrR300 

注16) 実在する物体などについてのシステム的な表現方法の仕様 

注17) セコム株式会社,IFCsvr/TK IFC TreeView Ver.3.2 

注18) Data Design System(現 Nemetschek),DDS Viewer for IFC Ver.6.34 

注19) 福井コンピュータアーキテクト株式会社,GLOOBE 2014 

注20) 株式会社ダイテック,CADWe’ll Tfas 6 

注21) 株式会社四電工,CADEWA Real 2013 

注22) 株式会社 NYK システムズ,Rebro 2013 

注23) 物体の表面の質感や模様をいう 
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