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1. はじめに 

 

近年，建築業界において BIM (Building Information 

Modeling) が着目されている。BIM は，設計，施工，

維持管理に至る様々な建築業務で建築物の各種情報を

三次元の建築モデルとして，総合的な連携をもって蓄

積・活用する手法１）である。最近では，設計，施工の

実務へ適用例として，建築，設備の BIM データを統合

した 3３D デジタル総合図による施工検証や BIM デー

タの情報共有を図るクラウド利用も試行され始めてい

る。 

一方，建物の維持管理においては，CAFM というシ

ステムを用いて各物件や棟毎の書類や図面，設備機器

の管理，長期修繕の計画管理などのデータをコンピュ

ータ内に DB として蓄積し管理を行うようになってき

ている。設計，施工と受け継がれた BIM データには，

FM の基本情報となる建築部材，設備機器，什器など

の資産として扱う個別のモデルが蓄積されており，今

後，BIM データを利活用することで維持管理業務の効

率化が図れるものと期待されている。 

維持管理業務の効率化を図ることを目的とし，BIM

と CAFM を連携させたシステムを開発した。これによ

り設計，施工段階の BIM にない建物の維持管理情報を

CAFM で補い，視覚的にわかりやすい BIM の三次元モ

デルから建物の維持管理情報を確認することが可能と

なった。又，今回，集合住宅の管理組合など，普段，

建築に接していない建物の施設管理者を対象に視覚的

な効果が期待される BIM と CAFM の DB 内の資産デー

タを連携させたシステムの検証を行い有効性を確認し

たので報告する。 

2. システム概要 

 

これまで，筆者らは，建築・都市の性能予測評価を

目的とした VR システムの開発２）を行ってきた。その

後，BIM の三次元モデルを VR へ変換する連携機能３）

を開発し，計画・設計段階の BIM を PC 上でユーザの

操作環境で確認できる BIM-VR 連携ビューア４）の開発

を行った。 

今回は，今まで開発を行った一連のシステムに維持

管理業務を対象とした場合に必要とされる機能を新た

に追加開発した。追加開発したものは，図-1 に示すよ

うに，配管，ダクト類の三次元モデルを軽量化変換す

る機能，BIM の三次元モデルをタブレット端末の Web

ブラウザ上で提示する機能，更には，BIM-VR 連携ビ

ューアと CAFM の DB を連携する機能であり点線箇所

の①，②，③が該当する。 
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図-1 システム概念図 

Fig.1  Conceptual diagram of system 
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2.1 配管，ダクト類の軽量化変換 

従来から，筆者らは，BIM の三次元モデルと属性情

報を VR システムや BIM-VR 連携ビューア上に提示す

るシステムの開発を行ってきた。しかし，意匠，構造，

設備のモデルを統合して扱う場合，モデル規模が大き

くなり統合化が困難になることがあるためモデルの軽

量化が必要となる場合がある。 

あるプロジェクトの例では，設備データが意匠，構

造を含めた全体の 2/3 を占めたこともあり，負荷が大

きい設備モデルを軽量化することが効果的である。設

備モデルは，設備機器のモデルと配管，ダクト類のモ

デルの 2 つから構成されている。設備機器のモデルに

関しては，比較的簡易化が可能であるため，予め低ポ

リゴン化したモデルに置き換えることで対応し，ここ

では，配管，ダクト類のモデルを対象に低ポリゴン化

処理を自動化する機能の開発を行った。 

本機能は，設備 BIM から，配管，ダクト類の配置情

報を別途，ASCII ファイルとして出力し，BIM の属性

情報を参照して低ポリゴン化モデルの再生成を行う。

低ポリゴン化モデルの再生成を行うにあたっては，配

管を多角柱（今回は，六角柱に設定），ダクトを矩形の

スイープ形状，継手部分はバウンダリーサイズによる

直方体で構成し，曲線部分は直線化している。この処

理を行うことで約 85%のポリゴン数の削減（注 1）を実現

した。 

更に，普段，設備工事関連の業務で配管を区別する

ために使用している色，例えば，空調関係の温水は橙

色，冷却水は緑色，給水は水色などを使って配管の種

類ごとに三次元モデルの色を変更し配管の区別を行っ

ている。 

図-2 に低ポリゴン化処理を実施する前の設備 BIM の

三次元モデル，図-3 に低ポリゴン化処理を実施した後

の三次元モデルを示す。多少，モデル形状の変化はあ

るものの図-2，図-3 の比較からわかるように軽量化を

行ったモデルでも維持管理業務を対象とする場合には，

十分に対応可能であることがわかる。 

現時点では，意匠，構造，設備の三次元モデルを統

合する際に，設備 BIM の三次元モデルを軽量化し VR

システムや PC 上で稼働する BIM-VR 連携ビューアの

操作性を向上させているが，将来は，PC の CPU，メ

モリ，グラフィックボードなどが高性能化し，描画速

度が益々向上していくことが想定される。 

今後，更に詳細なモデル，建物の大規模化，建物群

への対応が可能となると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 タブレット端末の Web ブラウザ上への提示 

タブレット端末は，Apple 社の iPad や Android，

Windows8 など OS が多岐にわたり，今後，主流となる

OS も現時点では断定できない。そこで，新規に機種や

OS に依存したビューアを開発するのではなく，一般的

な Web ブラウザの下で提示可能とする WebGL（注 2）を

採用することとした。WebGL 対応の Web ブラウザ（注 3）

であればタブレット端末の機種や OS を問わず BIM を

VR のコンテンツとして提示することが可能である。こ

のことにより，維持管理業務において，タブレット端

末（注 4）を携帯し現地で必要に応じて BIM の三次元モ

図-2 低ポリゴン化処理を実施する前の三次元モデル 図-2 低ポリゴン化処理を実施する前の三次元モデル 

図-2 低ポリゴン化処理を実施する前の三次元モデル 

Fig.2  3D BIM models 

図-3 低ポリゴン化処理を実施した後の三次元モデル 

Fig.3  Reduced 3D polygon models 
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デルと属性情報を参照することが可能になり業務の効

率化が期待できる。 

タブレット端末の Web ブラウザ上でコンテンツの提

示を実現するには，以下に示す機能を JavaScript（注 5）

で実装する必要がある。 

（１）三次元モデルのロード，シーングラフの構築 

（２）WebGL による三次元モデルのレンダリング 

（３）画面操作によるメニュー選択 

（４）ウォークスルー用のカメラ操作 

（５）BIM の属性情報のロード及び表示の操作 

このことにより，タブレット端末のタッチ画面上で

指を使った操作が実現可能となる。 

2.3 システムの機能検証事例 

タブレット端末を使用した具体的な検証事例を示す。 

図-4 に対象とした集合住宅（延床面積 6,649m
2
,地下 2F,

地上 3F）の外観パースを示す。建築モデルは，意匠，

構造の BIM データを使用し，設備に関しては BIM の

ソフトウェアを使用し 2 次元の図面を元にモデルを作

製し，配管，ダクト類の軽量化を行った。その後，図-

1 に示すフローでタブレット端末を使用した機能検証

を行った。写真-1，2 にタブレット端末の操作状況を示

す。 

（１）写真-1 に示すように，ユーザの操作は，VR シ

ステムや BIM-VR 連携ビューアとは異なり，指

を使ったタッチ画面の操作を実現している。こ

の操作は，BIM の三次元モデル，部材情報とし

ての属性情報の提示の他，ユーザの簡便な操作，

自由な視点でのウォークスルーを可能としてい

る。ユーザが現地で確認したい箇所を提示する

場合には，現状，予めカメラ設定した箇所を始

点としてこのウォークスルーの操作を行う必要

がある。 

（２）写真-2 に示す例は，設備モデルを提示している

様子である。ここで扱っている設備モデルは，

配管，ダクト類のライン系のモデルの低ポリゴ

ン化の処理と配管，ダクト類の種別による色分

け処理を行った後のモデルである。 

写真-1,2 からわかるようにタブレット端末の Web ブ

ラウザ上の機能は，維持管理業務を行う際の操作性と

閲覧の際の対話能力を高めている。 

現時点では，タブレット端末の性能上，扱うファイ

ル容量（注 6）に制限があるものの，今後，タブレット端

末の大容量化対応や描画速度の向上に伴い解消されて

いくものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 BIM と CAFM の連携機能 

 今回，筆者らは，図-1 に示す BIM-VR 連携ビューア

を使用し BIM の三次元モデルと資産データを連携する

機能を開発した。連携にあたって，図-5 に示すように

BIM のソフトウェアでモデルを作成する際に，BIM の

属性情報に CAFM 上で管理している分類コードを付与

し，分類コードをキーとして CAFM 内に存在する資産

データと紐づけている。分類コードは，図-6 に示す通

り CAFM 上で体系的に管理するためのコードとした。 

図-4 対象とした集合住宅のパース 

Fig.4  The outside of designed building 

写真-1 タブレット端末を使った操作状況 

Photo.1  User operation image of a Tablet Terminal 

写真-2 タブレット端末を使った操作状況 

Photo.2  User operation image of a Tablet Terminal 
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2.4.1 修繕計画の見える化機能 

修繕計画の見える化を行うにあたっては，構成要素

別の資産データを更新する必要がある。更新にあたっ

ては，図-7 に示す構成要素別資産データの分類コード

をキーとし CAFM 上で管理している修繕計画データ内

の修繕更新年度データを付与し，新たにそのデータを

修繕計画連携データとした。BIM-VR 連携ビューアに

搭載した表示プログラムにモデル ID に紐づいた修繕更

新年度の情報が引き渡された場合は，モデル毎に年度

に応じた色に着色され提示される。 

2.4.2 区分所有の見える化機能 

一方，区分所有の見える化を行うには，更に，構成

要素別資産データを更新する必要がある。更新にあた

っては，図-8 に示すように BIM のソフトウェアでモデ

ルを作成する際に，BIM の属性情報に区分所有コード

（共用，専有）を付与することで共用部，専有部の区

別を行うこととした。BIM-VR 連携ビューアに搭載し

た表示プログラムにモデル ID に紐づいた区分所有の情

報が引き渡された場合は，モデル毎に共用部と専有部

に対応した色に着色され提示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 システムの機能検証事例 

BIM と CAFM の連携機能の具体的な検証事例を示す。

対象とした建物は，タブレット端末を検証する際に使

用した図-4 に示す集合住宅とした。今回，開発した修

繕計画の見える化機能，区分所有の見える化機能を図-

7,8 に示すフローに従って BIM-VR 連携ビューアを使用

し一連の検証を行った。図-9～11 にビューアの表示画

面を示す。 

（１）図-9 に示す例は，ユーザの簡便かつ直感的な操

作でウォークスルーを行いながら三次元の建築

モデル上で意匠モデルを透過モデルとし設備モ

デルを対象に修繕実施年度に応じた色分け表示

をしている。 

（２）図-10 に示す例は，ウォークスルーの視点位置を

元に自動的に表示させている部屋情報に連携し

た資産情報を修繕実施年度に応じた色分け表示

をしている。資産情報をマウスでクリックし対

象のモデルを確認している。 

（３）図-11 に示す例は，集合住宅の居住エリアの共用

部，専有部を区別して表示している。 

 これらの例で示す通り，ユーザの簡便かつ直感的な

操作環境で自由自在に建物の三次元のモデルを確認す

図-5 資産データ作成フロー 

Fig.5  Configuration of asset data 

図-6 分類コード 

Fig.6  Category code 

図-7 修繕計画データ作成フロー 

Fig.7  Configuration of maintenance plan data 

図-8 区分所有データ作成フロー 

Fig.8  Configuration of building unit ownership data 
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るとともに，年度に応じた修繕箇所や共用部，専有部

の区別を確認することが可能となっている。 

このように三次元モデルの視覚的効果を利用するこ

とで建築に普段接していない管理組合にとっても直感

的に理解することが出来ると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. おわりに 

 

今回，BIM-CAFM 連携システムを開発し主に以下の

機能について報告した。 

（１）設備 BIM の配管，ダクト類を対象とした軽量

化変換機能 

（２）BIM の三次元モデルと属性情報をタブレット

端末の Web ブラウザ上に提示する機能 

（３）修繕・更新の見える化及び区分所有の見える

化機能 

本システムの拡張性は高く，今後，操作性の向上を

更に高めていくとともに様々な維持管理データとの連

携を行い実用化を図っていきたい。 

 

(注 1) 図-2 で示すモデルのポリゴン数は，4,129,370 

図-3 で示すモデルのポリゴン数は， 614,728 

(注 2)Web ブラウザに三次元 CG を表示させるための標準仕様 

(注 3)Google 社の Chrome を採用 

(注 4)OS:Windows8,CPU:Corei-5,ﾒﾓﾘ：4GB の Ultrabook を採用 

(注 5)Web ブラウザの利用に適したスクリプト言語 

(注 6)今回扱ったファイル容量は約 150MB であり 150MB 以

上になるとタッチ画面の操作時の描画速度が低下する。 
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15)(注 3) 本システムは，大画面没入型 VR システムと三次元指

7) (注 1) BIM とは，建築の様々な情報が統合された建築モデ

ルとそれを用いた維持管理手法を指し多くの場合，三次

元モデルがその中核となる。BIM で使用する建築の三次

元モデルは，「壁」，「柱」，「窓」などの建築要素，「空

調」，「電気」，「衛生機器」などの設備要素，「鉄骨」，

「鉄筋」などの構造要素，各要素の寸法や「仕様」など

の属性を含むオブジェクトデータの集合体とされてい

る。 

8) (注 2) ここでは比較検討を行う際に必要な仕上材を言う。 

9) (注 3) 本システムは，大画面没入型 VR システムと三次元指

示デバイスを使用する。表示はすべて，マルチスクリー

ン上に立体視で提示され(液晶シャッターメガネ使用)，

操作は，ジョイパッドと三次元指示デバイスで行う。 

10)(注 4) ここでは施主，共同設計者，施工者などそのプロジ

ェクトの関係者を言う。 

11)(注 5) テクスチャとは，3 次元 CG で，物体の表面の質感を

表現するために貼り付ける画像。テクスチャを物体表面

に貼り付けることをテクスチャマッピングという。 

12) 

1) (注 1) BIM とは，建築の様々な情報が統合された建築モデ

ルとそれを用いた維持管理手法を指し多くの場合，三次

元モデルがその中核となる。BIM で使用する建築の三次

元モデルは，「壁」，「柱」，「窓」などの建築要素，「空

調」，「電気」，「衛生機器」などの設備要素，「鉄骨」，

「鉄筋」などの構造要素，各要素の寸法や「仕様」など

の属性を含むオブジェクトデータの集合体とされてい

る。 

2) (注 2) ここでは比較検討を行う際に必要な仕上材を言う。 

3) (注 3) 本システムは，大画面没入型 VR システムと三次元指

示デバイスを使用する。表示はすべて，マルチスクリー

ン上に立体視で提示され(液晶シャッターメガネ使用)，

操作は，ジョイパッドと三次元指示デバイスで行う。 

4) (注 4) ここでは施主，共同設計者，施工者などそのプロジ

ェクトの関係者を言う。 

5) (注 5) テクスチャとは，3 次元 CG で，物体の表面の質感を

表現するために貼り付ける画像。テクスチャを物体表面

に貼り付けることをテクスチャマッピングという。 

6)  


