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ない
等の理由でうまくいかないということもあった。
確かに上記のようなソフトに対する熟練度という基
本的な問題も確かにある。それに対しては、例えば、

１．はじめに：BIM を実業務に生かすために

今使用しているCADを捨ててでもBIMによる設計を

前回の投稿より１年程経過し、日々向上する BIM

するという決心も必要なのかもしれない。しかし、一

への認識と、
個々のプロジェクトへの実験的導入から、

方で立ち止まって、根本的に BIM に何を求めている

本格的な実業務導入へとシフトし始めてきている。ま

のかを一度よく考えて、明確にする必要があるように

た、建設業界全体が BIM の標準化に移りつつあるこ

思える。

とを敏感に感じる。その流れに取り残されないよう、

目指す BIM によるデータの活用として、BIM によ

体制を整え、BIM に力を注いでいる会社も増えつつあ

り入力したモデリングデータをそのまま環境シミュレ

るように思える。そして、今後ますます建築に関わる

ーションに生かす検証も同時に行っている。今後、

業務において、BIM がこれまでよりも設計のシステム

BIM での設計を進めて行く中で、環境シミュレーショ

化をもたらし、より効率性を追求した環境になるであ

ンソフトとの連携は重要な要素であり、これらが容易

ろう。

にできることが BIM のメリットである。そして、設

しかし、現在は従来の設計からの過渡期であり、理

計のアドバンテージとなり得る。しかし、現状では、

想とする BIM による設計を目指す中で、ソフトの機

環境シミュレーションソフトへの BIM モデリングの

能不足・PC の能力不足・ユーザー側の知識及び体制

取り込みについて、まだまだソフト側の対応が不十分

の不備が浮き彫りになることが多々ある。今後、それ

なケースが多く見られる。

らを整理し、改善を行うことが重要となる。また、単

その大きな理由が、

にソフトメーカーのソフト開発のみに期待するのでは

・BIM ソフトで作成したモデルデータが属性を保った

なく、それぞれの立場から、広く意見を出し合う時期

まま、環境シミュレーションソフトに移すことがで

でもある。その為には、ソフト及びそれぞれの環境が

きない

整わず、かつ、実験的な要素が強くとも、積極的に実
務の中に取り入れていく必要がある。
弊社では実際の設計業務を進めながら、一方で BIM
導入のコンサルタンも進めている。最近の BIM コン

・BIM ソフトの共通ファイル形式である IFC により
形状は取り込めるがパラメトリックが失われている
・IFC ファイルすら読み込めないソフトも多い
ということがある。

サルタント業務と設計業務に関する弊社が行った範囲

但し、メーカーの BIM に対する将来の対応への意

の中で、気づいた事と課題点、さらに改良すべき方向

欲はみられ、今後これらのソフト的な問題については

性について記述する。

改善されると思われる。
また、BIM の利点を活かし、設備的な提案をビジュ

２．ある設備設計事務所での BIM 設計について

アル的に見せることも意識している。これからの設備

当社では、ある設備設計事務所に対し、BIM 導入に

設計のあり方として、
3Dでのプレゼンテーションが、

関するコンサルタントを担当している。そこでの BIM

意匠設計のみではなく、設備設計の業務でも求められ

対応について少し記述する。

る機会が増え、今後の営業ツールとしても利用できる

担当する会社では、BIM の本格的な導入を目標とし、

思われる。

まずは試し運用の為、Rebro 及び、ArchiCAD を数台
導入している。本来の設計業務は主に Tfas で行って
いるがそれは２次元での入力にとどまっている。
現状としては実際の業務に BIM がなかなか浸透し

３．あるプロジェクトでの BIM による設計事例
当社はコンサルティング業務と平行して、BIM によ
る設計プロジェクトもいくつか行っている。その中の

ないのが実情であり、あるプロジェクトを BIM 対応

一例として、あるプロジェクトの BIM 設計で感じた

で進めようとしたが結局、

主な利点及び課題点について次に記載する。

・ソフトの使い方を熟知しきる前に、業務多忙の理由

〔プロジェクト概要〕

で頓挫してしまう

・鉄骨 2 階建、延床面積約 3000 ㎡の店舗の基本設計

・プロジェクトのスピードに BIM の入力が追いつか

〔BIM による設計及び、モデリングの内容〕

・ベースの意匠モデルは ArchiCAD で入力

的見え方及び収まりは考慮しない形で、補完的にモデ

・構造は Tekla でフレームを入力

リングを行っている。

・設備は BIM によるモデリングはなし

また、鉄骨部材は Tekla で入力することにより、

１）BIM モデリングとフロントローデングの範囲について

ArchiCAD では対応できていない鉄骨部材の種類とト

今回のプロジェクトでの BIM モデリングは意匠・

ン数を容易に算出できた。躯体構造のモデリングに最

構造（フレームのみ）設計のみとした。設備の BIM

適化されているソフトの利点である。

モデルを作成しなかった理由として、設備については

４）イメージを伝える BIM モデル

BIM 化の要求もなく、基本設計の段階においては、

建物のイメージ作りにモデリングデータが大いに役

BIM モデルを用いて検討等を行うまでの必要がなか

立つ。本設計業務の中ではイメージ作りを重要視され

った為である。結局図面としては 2D で対応した。数

たので、すでにモデリングされている BIM データに

量の拾い出しだけの為にモデリングを行うこともなか

より、パース等のイメージ作りに役立った。一からの

った。

モデリングなしにパース作成が可能となり、作業時間

BIM による設計のメリットの一つにフロントロー

の短縮につながったのである。さらに、BIM モデルと

ディングがある。大雑把に説明すると、通常の工程よ

して不要な点景データを付加し、レンダリングソフト

り前倒しで検討等を行おうというものである。ただ、

とフォトレタッチにて、さらにリアルさを高めること

今回は設計期間が短い為、BIM 化の範囲を考えるのと

ができた。

同時に、何をこの基本設計の中でフロントローディン
グさせるかを判断する必要があった。まずは基本設計
だけの業務だった為、基本設計で必要な検討、及び図
面作成を重点的に考えた。検討事項の一例として、今
回の設計において、建物の際に高圧電線があり、その
施設と建物との離隔を検討する必要があった。また、
施工時の作業範囲と高圧電線との位置関係を確認した
いとの要望もあった為、
3D上でクレーンを配置した。
そのことにより、クレーンと高圧電線との位置関係を
立体的に理解し、認識を共有することができた。
イメージを伝える BIM モデル例
２）設計の省力化
設計を行うにあたり、常に大人数で設計を進める訳
ではなく、少人数で進めた方が、小回りが効いて、設

４．他社間における意匠設計・設備設計・メーカーと
の BIM 連携について

計が進めやすい場合が多い。ただその場合、作図に対

前記３では実際の実務での BIM による設計につい

するマンパワーは不足してしまう。BIM による設計は

て記載した。しかし、まだまだ実務での BIM による

その不足したマンパワーをソフトの機能により、幾分

設計は思考錯誤状態である。業務を進めるにあたり、

か補ってくれた。平面計画に高さ情報を与えてやるこ

同じ社内での BIM 連携については比較的容易に進め

とで断面図や立面図等が自動作図（幾分か別途手直し

られる。しかし、他社間となると事情は変わる。また、

は必要になるが）され、3D モデルも平面図作成と平

単一のソフトのみでの BIM 連携は容易であるが、異

行してできる為、プレゼンテーション及び、個々の収

なるソフト間での連携には課題が多い。ただ、BIM に

まりや設計が不十分な箇所の確認に使用でき、かつ作

よる設計のメリットを今後最大限に引き出す為に、他

図自体も手直し程度で図面として利用できるレベルに

社間とのスムーズな連携はクリアすべき課題である。

することができた。
３）概算積算について
本設計の部材数量については、主に ArchiCAD で数

当社では異なる担当間、
かつ他社との連携について、
実験的に架空の物件を用い、作業及び検討の連携を行
い、今後の業務に向けての課題点改善に向けての検討

量拾いを行い、その数量データを Excel に取り込み、

を行った。そのことについて次に示す。

その取りまとめをおこなった。モデリングが不十分で

1）異なる会社間での連携実験について

数量が拾えない箇所については、数量拾いの為に意匠

今後の BIM による設計を業務に本格的に導入する

にあたり、意匠設計者（当社）
・構造設計者・ゼネコン・
設備サブコンの異なる立場で実験的に架空の設計につ
いて作業を行い、課題点を明確にすることにした。

ArchiCAD に移せなかった。
→それぞれの担当が作成した BIM モデルの合成を誰
がどのように行っていくかは、非常に重要である。
今回は意匠系ソフトである ArchiCAD へ合成するこ

〔連携実験概要〕

とにしたが、必ずしも今後もそれがベストかどうか

・RC 造４階建、延床面積約 1400 ㎡の事務所と S 造

は、ソフト環境や運用方法と一緒に検討する必要は

４階建、延床面積約 1400 ㎡の事務所の２パターン
・実施設計レベルの BIM モデル作成を目標
・意匠設計は ArchiCAD
・設備設計は Rebro・Tfas

あると思われる。
・設備 IFC データを ArchiCAD にデータを合成する
際、重すぎて開ききれなかった。
→すべてを BIM 化しようとするとデータ量が大きく

・構造のフレーム入力は Tekla

なりすぎてコンピュータは動かなくなる。業務とし

・積算は各ソフトから吐き出された、Excel データを

て使用に耐えられる程度のデータ量を把握すべきで

元に集計

あった。BIM モデルの簡略化も考えるべきである。

・各設計の連携は ArchiCAD をプラットフォームにす
る

ある程度想定していた事柄もあったが、実際に連携

・目地シール、タイル割も入力

を行うことで、各社の BIM に対する対応レベルや

・一つ BIM モデルの中に意匠・構造・設備と仮設計

BIM による設計のメリットとデメリットが明確にな

画も入力

った。これらのことを踏まえ、次に今後円滑に業務を
進める為のルール作りへの考え方をまとめることにす
る。
６．BIM 設計に対するルール作りの考え方について
意匠・構造・設備設計それぞれの分野毎のルール化
について、様々な人がその必要性について論じはじめ
ている。また、会社単位ではそのルール化整備を進め
つつあると思われる。欧米では将来に向けて様々な行
政が BIM による設計のガイドライン作成を行ってい
る。事細かで様々なガイドラインが作られており、目

連携打合せ風景

指すBIM による設計のモデリング等の作成レベルと、
設計費用の程度を定めているものもある。ただ、ソフ

〔課題点と実業務への展開について〕

トやハードがそれほど進んでいなかった時期に策定さ

上記の架空プロジェクトを行うなかで、浮かび上がっ

れたもの、ローカルルール色が強いものもあり、その

てきた課題を下記に示す。

まま日本で当てはめるのは難しいと思われる。

・参加したある一社はシステム的な理由で当社の BIM
サーバーにアクセスできなかった

今後、意匠・構造・設備等の設計者が協力しながら、
それぞれ BIM による設計を進める訳であるが、それ

→BIM サーバーへのアクセスに際して、ポートの開放

ぞれの担当者毎にその関心については温度差がある。

が出来ず、アクセス不可となってしまった。外部と

このルールを定めることは大変難しく、煩雑なものと

連携していく為には、ネットワーク環境の整備が不

なる。これまでの 2D 図面の段階では、極端は話、ど

可欠である。しかし、組織が大きいほど、ネットワ

んな CAD を使おうがとにかく図と文字さえ判別でき

ークの開放には慎重であり、セキュリティーについ

れば、なんとか業務が進められていた。しかし、BIM

てどのように取り扱うかを検討する必要がある。そ

による設計となればそうもいかない。モデリングデー

して、そのハードルをどのように越えて行けるかが

タの各所に情報を埋め込み、必要な時に必要な情報が

課題である。

取り出せるのが BIM による設計の特徴である。どこ

・設備サブコンは、BIM サーバーにアクセスできるが、
ArchiCAD に不慣れな為、設備ソフトのデータを

に必要な情報を埋め込むかを事前に決める必要がある。
それはソフトによっても、設計及び竣工後の BIM デ

ータ運用の方法によっても変わってくる。もちろん基

意匠設計者からすると、理想としては設備・構造担

本的な部材形状についてはどの BIM ソフトで作図し

当者それぞれが統合ソフトに作成したモデルをアップ

ても IFC ファイル等で受け取ることが出来れば、形状

してもらえる方がよいが、その点について設備及び構

の再現は可能である。ただ、BIM データの本質的なデ

造担当者と打合せを行う中で、現状としては、それぞ

ータの記載場所がまちまちであれば、情報を整理する

れのモデルをアップする人はプロジェクト全体を統括

時に大変な労力を要することになる。そのようなこと

する者が行った方が BIM データの責任の所在がハッ

はあらかじめソフトの方で決められているのではと思

キリしてよいのではという意見を得た。

われるかもしれない。しかし、BIM ソフトにも自由度
がある為、極端な話、どこにでも書き込むことができ

２）設計工程のフロントローディングの考え方

る。当社は意匠設計を行っている事務所であるが、構

BIM による設計のメリットの一つとして、設計工程

造及び設備設計者とのやりとりの中で感じることは、

のフロントローディングができるというものがある。

やはり意匠設計者が大まかなガイドラインを引いて 、

これまで実施設計時に検討していたような内容を、前

それに設備・構造設計者が合わせるという考え方が良

段階である基本設計時にあらかじめ検討ができ、次工

いのではと感じている。

程がスムーズに進むというものである。ただ、依頼者

細部のデータ入力について、まださまざまな課題は

の予算を考えた時に前記の BIM 化を行うに必要な十

あるが、もう少し俯瞰して、ルールとプロジェクトの

分な報酬が得られるとは限らない。また、短い設計期

進め方について考えてみる。

間内に、将来を見越した BIM のモデルの入力を十分
にできない場合も往々にしてある。よって、状況によ

１）意匠・構造・設備の BIM データのプラットフォ

っては、与えられた期間等により、フロントローティ

ームをどのソフトにするか？

ングの程度をプロジェクトを始める前にイメージを持

BIM による設計が標準化していく中で、課題となる

っておく必要がある。

ことの一つに、意匠・構造・設備設計の中で作成され

また、このフロントローデングにより、これまで設

たデータをどのソフトで統合させるかということがあ

計の区切りとして考えられている企画・基本計画・基

る。意匠・構造・設備それぞれの設計で建物すべての

本設計・実施設計に至る作業区分が曖昧になる可能性

設計が完結するのであれば問題ないが、実際はそうで

がある。例えば、基本設計段階において、部分的に実

はない。それぞれの担当が作成した BIM のデータを

施設計の内容が加わることにより、もし、それぞれの

統合することにより、BIM による設計の本領を発揮す

区分で設計者が代わる場合、どの部分についての責任

る。ソフトとしては、意匠・構造・設備設計、そして

を持ち、どの部分を免責するかを明確する必要がある

設計後の建物管理にも活用することを考えれば、CAD

のかもしれない。

を扱ったことのない人でも理解しやすいソフトがいい
のかもしれないとは思われる。IFC ファイル及び、で

３）フル BIM 及び部分的 BIM について

きれば、直接それぞれの BIM ソフトファイルを読込

「フル BIM は本当に必要なのか？」実際の物件を

みでき、ネットワーク対応ができ、データベースとし

BIM で設計を行うにつれ、そのような疑問が生まれて

て外部からもアクセス及び、修正内容の更新が可能な

きた。

ソフトが理想である。これまで通り、事業主への説明

BIM による設計を行い始めた当初は階段から廻り

対応等の窓口が意匠設計者であるならば、それらの対

縁やサッシのシールに至るまでモデリングを行った。

応が行いやすい意匠系 BIM ソフトが理想ではある。

その結果、作業量が膨大になり、データ量も大きくな

その場合、各担当から出される BIM モデルの管理者

りすぎて、コンピュータが不安定になっていった。意

は意匠設計者になると思っている。

匠・構造・設備の BIM データを統合し、それぞれの
干渉チェックを行う等、
様々な検討を行う必要はある。

〔統合ソフト事例〕

ただ、それぞれの BIM データを統合した際のデータ

・意匠系 BIM ソフト（ArchiCAD、Revit 等）

量は膨大になり、干渉チェックする際もデータを少し

・BIM モデル検証ソフト（Solibri Model Checker、

間引いたものにしなければ、ソフトの動きも不安定に

Navisworks 等） 等

なり、いつまで経っても答えがでないという状況にな
り得る。

フル BIM のデータを作成し、そこからそれぞれ必
要なデータを取り出せればそれに越したことはないが、

られる事例が増える可能性もあるということも意識し
ておくべきであろう。

現実問題として、PC がそれに対応出来ず、動作の遅

ArchiCAD であれ、Revit であれ、それぞれのプロ

くなった PC を操作することになる。まして、限られ

ジェクトに必要なオブジェクトを整理し、管理できる

た時間の中では致命的である。

体制は考えなければならないと考える。オブジェクト

BIM への理解が不十分な時点においては、どんなプ

の管理でいうと、社内行うか社外で行うかは別にある

ロジェクトに対してもフル BIM を目指してしまいが

が、FM まで考えるのであれば、オブジェクトに手を

ちであると思われる。しかし、BIM をある程度導入し

加えることも必要になると思われる。先に述べたパラ

ている者からすれば、フル BIM を目指す必要がある

メーターの変数の調整と管理や、オリジナルでオブジ

場合と部分的 BIM で良い場合を見極めてプロジェク

ェクトを作ることも考えられる。

トを進めるべきという考え方に移りつつあるのではと

数量積算については、私は、面積や部材数量の管理

思う。必ずしも設計するものすべてが BIM モデル化

は Excel に吐き出して、Excel 内で処理した方が、扱

されている必要はないと考える。

いが容易なのではないかと考える。今後の環境の変化
で、やり方は変わる可能性もあるが、当社では、その

４）FM にも生かす為の BIM モデル作成と管理

ように行っている。

初期の段階で FM にも生かせる BIM による設計を

最後に、IFC での吐き出し・取り込みについて、ソ

要望されている場合、
その段階で FM を意識した BIM

フトによっては、それぞれの部材のパラメトリックが

モデルの入力が必要になる。ただ、BIM データを運用

失われるなど、BIM での最終納品を考えた時に、現状

する会社の仕様が決まっていない場合、初期段階にお

IFC データによる復元性が弱い。また図中の文字がデ

いて BIM データの仕様自体を決めて作業を行うケー

ータとしていかない等の問題点がある。納品先がどの

スもあり得る。基本的な建物躯体サイズやサッシサイ

BIM ソフトを使っているかによるが、現状では、BIM

ズのような内容についてはあまり問題がないが、什器

データでの納品なれば、IFC データとそれぞれのソフ

などに関してはどのような内容を管理するかが明確で

トの生データにならざるを得ない状況であると考える。

はない場合、その BIM データの入力内容が定まらな
い。新規で什器オブジェクトを作成した場合、パラメ
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ーターの変数を他のものと合わさなければ、一覧表と

東尾 勝則

して表示できない可能性もある為、
対応が必要である。
FM に BIM データを活用する方法として、それぞ
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れの管理会社でデータベースソフトを構築するという
方法もあれば、簡易的な方法として BIM 統合ソフト
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と Excel 等の表計算ソフトで管理するという方法もあ
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る。その方法によって BIM モデルの作成方針も少し
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違うものになるのではと思う。
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７．おわりに：現状の環境において、活用できる BIM とは
当然、それぞれの意匠・構造・設備担当者が BIM
でモデリングを行えるスキルを養うことは基本である。
それとは別に、プロジェクトとして、必要な BIM デ
ータ作成の程度を見極め必要がある。実務にて実用的
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な BIM モデルとはオール BIM ではなく、部分的な
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BIM の利用からまずは進めるべきだと考えている。
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また、BIM モデルの利用により、これまでより 3D
でのプレゼンテーションが容易になった為、BIM 化が
進めば、意匠設計者のみでなく、設備設計者や構造設
計者も 3D でのプレゼンテーションを行う必要にせま

