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建築設備・不動産開発/管理のバックグラウンドを持つ，オートデスクのAECテクニカルスペシャ
リスト。オートデスク入社前は，大手ゼネコンにて設備設計者として勤務。主にオフィスビルの新
築、リニューアル案件の設計を担当。技術研究所にて、CFDなどの環境解析の業務従事。また、
デベロッパーにて、飲食ビルの企画、自社物件の運用管理、他社物件のプロパティーマネージメ
ントを経験。オートデスクでは，BIMソリューションであるRevitの設備機能や環境解析ソフトの
Insightを担当。東京大学大学院にて修士（工学）を取得。ビル経理管理士。

スピーカーのご紹介



本日のアジェンダ

 Why Revit ～RevitでBIMに取組む必要性～

 What is Revit MEP ～Revitの強みと活用例～
・BIMによるワークフローの変化
・Revit MEPの特徴
・電気設備とプレファブリケーション

 How to Revit MEP ～Revitの習得方法やコンテンツのご紹介～ 
・国内用コンテンツ
・国内用トレーニング資料

 おわりに



Why Revit
～RevitでBIMに取組む必要性～



建築BIM推進会議（国土交通省）
■BIMが担うと考えられる役割・機能

■一貫した情報の活用が課題 いかに情報をつなげていくか・設備でのBIM利用が少ない

出展：BIM の標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン 第1版（素案） https://www.mlit.go.jp/common/001329306.pdf



設備BIMで上流から下流まで扱えるのはRevit MEPのみ
企画・設計（S0～S4） 施工・引き渡し（S5・S6） 管理・運用（S7）

設計事務所・ゼネコン設計部 ゼネコン施工部・サブコン・Fab オーナー・BM

Revit
建
築

設
備

他社FMソリューション
（ARCHIBUSなど）

Revit MEP
強み①設計前半
意匠モデルの状況把握
スペースによる諸元表管理

強み③施工
ファブリケーション機能の
充実

強み⑤運用
FMソフトとの連携性

BIM 360

強み②設計～施工
Dynamo・アドイン
による自動化

国産設備CAD

共通
環境

強み④環境解析
Insight・CFDとの連携



Autodeskによる、情報をつなげる仕組み

ポイント① つながりの円滑化

ポイント② つながりの拡張性

ポイント③ つながりのルール

https://www.youtube.com/watch?v=lwg9yYK-t2s



①つながりの円滑化 意匠構造設備の連携
・Revitは意匠、構造、設備を一貫して扱え、整合性が担保される
・中間フォーマットによる連携 データが欠落する可能性、欠落箇所を探すのは困難

データ容量が2倍以上になる可能性、変換に時間がかかる

分析と洞察

Architecture Structure MEP

One Model

参考：AU2020セッション OneModelBIMー意匠構造設備から運用へとつながるBIM





①つながりの円滑化 BIM 360によるデータ集約と共同作業
・プロジェクトに関する情報をクラウド上で一元的に扱うことで、情報を集約
・Revitであれば、一つのモデルを同時に複数人で編集することが出来る

https://www.youtube.com/watch?v=NGE2zjZ6l1ABIM360活用セミナー：





①つながりの円滑化 ForgeによるRevitデータの計測・分析
・社内の複数の物件を、横串を通して情報を計測・分析することで、今後の戦略にフィードバックすることが可能

・従来行っていた、類似物件の参照行為を、より正確に、より多くのデータで、よりスピーディに

BIM 360

Forgeを利用して外部サービス
や自社システムとデータ連携

Forge

Revit

・設計
・施工
・積算
・管理
・運用



①つながりの円滑化 ForgeによるRevitデータの計測・分析
・GTP service社のプレファブリケーション用サービスのSTRATUS

・会社の全案件をガンチャートで表示。労務管理などに活用

材料発注済 https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=115834104291781
9215&appLang=en&os=Web&autostart=true

プレハブ作成中

PJ名、開始日、終了日



②つながりの拡張性 パーツやアドインを自由に作成可能
・ベンダーがボトルネックにならないよう、ユーザーやメーカーが自由にカスタマイズ出来る
・海外パーツやアドインを利用可能

コイズミ照明様のファミリ提供事例

VisualプログラミングのDynamo

実務者向け

開発者向け

開発されたアドインの事例

https://www.mediapress-net.com/search/KZMBIM/index.html https://tobim.net/bootone



③つながりのルール RUGと協力した標準化
・BIM推進会議の方針に即して、RUG×Autodeskで共通部分の標準化を図る
・ベンダーやメーカーと密な連携が可能となる

出展：2020年 RUG総会発表資料 http://bim-design.com/rug/library/RUG推奨ルール：



③つながりのルール 共有パラメータで唯一性を担保
・名称ベースで集計 作成者で単位が異なったり、データ変換による文字化けで集計出来ないことがある
・Revitなら、唯一性のある共有パラメータを作り出すことができるので、同一パラメータとして集計可能

名称ベースだと集計が上手くいかない Revitは唯一性のある共有パラメータを設定可

http://bim-design.com/rug/library/RUG推奨の共有パラメータ：

RUGでは、風量の共有パラメータを『b1b6b3e0-7803-4654-9efe-93d9f462a547』と定めています
各ユーザーやメーカーがこれを共有して開発すれば、必ず集計することが可能です

long ver. https://youtu.be/lwg9yYK-t2s short ver. https://youtu.be/E2UpDXgvY4c
参考動画



③つながりのルール RUGの共有パラメーターを使うと
・異なるメーカの空調機も、同じ項目として集計出来る
・パラメータの名称が同じでも共有パラメータが異なると、異なる列に集計される

B社

A社

Revit MEP RUG template集計表パッケージ空調機器表 http://bim-design.com/rug/library/DL先：



Autodeskによる、情報をつなげる仕組み

ポイント① つながりの円滑化

ポイント② つながりの拡張性

ポイント③ つながりのルール

https://www.youtube.com/watch?v=lwg9yYK-t2s



What is Revit MEP
～Revitの強みと活用例～

BIMによるワークフローの変化



従来の設備設計 CADオペ・メーカー

紙ベースの参考資料 CADに連携していない
負荷計算ソフト

機器表・計算書はExcel意匠図に設計意図をスケッチ

設計者・・・スペック、メインルート、法適合、コスト、分野間調整 CADオペ・・・図面化、詳細設計

スケッチ・計算書を提出

図面をCAD化

※プレゼンのためにイラストレーターなどでまとめ直すことも

依頼

図面やリストを提出

・設計者は、検討項目によって、使用しているツールはバラバラ。情報は散逸している
・CADオペや、メーカーに検討を依頼している間は待ちが生じる

メーカー・・・資料提供、機器選定の支援



Revitを使うと設備設計はこうなる① BIMオペ・メーカー

モデル・機器表・計算書を一括管理

設計者・・・スペック、メインルート、
法適合、コスト、分野間調整

BIMオペ・・・図面化、詳細設計

設計意図を確認

図面を作成

依頼

メーカファミリ
設計協力

メーカ・・・資料提供、機器選定の支援

・変わらないこと 設計者、オペレーター、メーカーの基本的な業務区分
・変わること 道具がRevitに中心になり情報が集約される、BIM 360を使った同時作業

アドインでモデルを参照し技術計算

共通データ環境（CDE）

パラメータを参照計算結果を返す

進捗を確認

諸元・機器入力
計算書作成



Revitを使うと設備設計はこうなる② 意匠・構造・設備
・「active-passive 」の関係性から「 interactive」な関係性を目指す

■従来

意匠 構造

MEP

意匠・構造の完成を
待って情報を受け取る

設備の完成を
待って情報を渡す

・意匠と構造/MEPで互いに待ち時間が生じている
・待ち時間の間、相手の状況が分からない

変換 変換

■提案

MEP
意匠

構造

・同時設計が可能（出来る所からやる、相手が変わるより自分が変わる）
・状況をリアルタイムで把握（相手の状況を見て自分の動き方を考える）



What is Revit MEP
～Revitの強みと活用例～

Revit MEPの特徴



設備BIMで上流から下流まで扱えるのはRevit MEPのみ
企画・設計（S0～S4） 施工・引き渡し（S5・S6） 管理・運用（S7）

設計事務所・ゼネコン設計部 ゼネコン施工部・サブコン・Fab オーナー・BM
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充実
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FMソフトとの連携性
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Dynamo・アドイン
による自動化
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共通
環境

強み④環境解析
Insight・CFDとの連携



室諸元情報をスペースで管理
・空間要素(スペース)で室諸元情報を管理し、設計に活用
・意匠モデルの床面積、容積、天井高を転記できるため、整合性が担保される

意匠モデルの部屋を内包する
スぺ―スを設備モデルに配置
（全室に自動配置可）

スペース1

スペース2

室諸元表

計算書（換気計算書・照度計算書など）



設備方式ゾーニング図
・スペースに入力したパラメータから、ゾーニング図を自動作成
・RUGテンプレートにはカラースキームが設定済

空調方式ゾーニング図 配電エリア図



プロット図・分野間連携
・表示/非表示の設定をしたビューテンプレートにより、各種図面を同時に作成可能
・タグにより、ファミリ内のパラメータ値を表示させることで、整合性の取れた文字情報を追記

機械設備動力図屋上荷重スリーブ図

タグタグ タグ



空調配管図・空調動力図・荷重情報図で修正が連動



集計表による機器表
・テンプレートを作り込んでおくと、機器ファミリをプロジェクトに配置するだけで機器表に自動集計
・共有パラメーターを共有することで、社内で作ったパーツも、メーカー各社が作ったパーツも同じように集計
・無償アドインでExcelのインポート、エクスポートも可能

空調機ファミリ 空調配管図

空調機器表

Excel連携



Revitを利用した技術計算
・Revitの基本機能で、空調負荷計算や圧力計算に対応（アメリカ暖房冷凍空調学会基準）
・国内基準で計算されたい方は、アドオンを活用

空調負荷計算

圧力計算

イズミシステム社アドオン
空調負荷計算・空調機器選定・図面化

https://www.youtube.com/watch?v=Nt3OIqOlfiw



Dynamoにより、ルーチンワークを自動化 サンプルスクリプトをBIM designで配布



Revitによる図面化



 空調ダクト平面図ビュー・空調3Dビューを1つの
シートで表現

 凡例などで2D併用とし、現実的なBIM活用例
を提示

 図面内の寸法、系統、機番等はファミリの情報
をタグで表記（不整合が起らない）

 ダクト、配管はシステム（系統種別）ごとに、
線の色や太さを設定

2D

3D（BIM)
3D（BIM)

従来の作図表現で図面化可能

トイレ詳細図は2次元

BIMによる作図時間の短縮・3次元と2次元の使い分け



拾い・積算

ダクト拾い表

・モデリングと同時に、集計表でダクトや配管の拾い表を作成が可能
・RUGテンプレートに仕込まれているファミリには、継手直線長という
パラメータを追加しており、国内基準の芯-芯での拾いが可能

継手直線⾧



BIMを使った成果物のイメージ
・BIMは設計初期で使う程、効果がある
・設計初期からBIMを使い、メリットの出そうな部分まで 以降は、詳細線分での2D加筆や2次元CADでもOK

出展：archifuture-web RUG会⾧ 吉原氏の記事
http://www.archifuture-
web.jp/magazine/531.html



後追いBIMはNG
・2次元の図面を作ってから、意匠、構造との干渉チェック用に、フル3Dで設備モデルを作る後追いBIMはNG

出展：BUILT ダイワハウス 伊藤久晴氏の記事
https://built.itmedia.co.jp/bt/art
icles/2007/08/news006.html



What is Revit MEP
～Revitの強みと活用例～

電気設備とプレファブリケーション



電気設備のRevit利用 従来の国内作図基準で作図可能
・機器、器具はファミリを配置。盤名称はタグで表示。
・配線は、詳細線分で加筆
・非常照明の1lx、0.5lxの包含円はファミリより表示

幹線設備図 非常照明・誘導灯設備図

MEPサンプルモデル http://bim-design.com/rug/library/



電気設備のRevit利用 BIMの活用

Panasonic様 3次元光環境シミレーションのアドイン
建築モデルを利用

集計表を利用した照度計算書

集計表を利用した照明姿図

機械設備動力図集計

MEPサンプルモデル http://bim-design.com/rug/library/



ファブリケーションの活用
・製造過程に適したMEP専用のモデリング機能
・ダクト、配管などを高詳細度でパーツ化出来るため、プレハブ化が可能に
・工場で作れないものは、CAD上で作図出来無くなるため、省力化・省資源化

部材同士の接続詳細・材質・厚み・断熱・保温等の製造・施工管理に必要な
情報を全て設定することが出来る。RUGと日本用パーツを作成中

実際のメーカの規格に
あったダクトや配管

詳細度の高いパーツ
加工図・帳票

自動化

切断機
（CAM）

連携開発中

参考資料
http://bim-design.com/learning/mep.html



How to Revit MEP
～今日から使い始めるために～

設備BIMを理解する



建築BIM推進会議と5つの部会
昨年10月より、企画・設計・施工・管理までのワークフロー等を検討する「建築BIM環境整備部会」の設置
や、各団体の活動を部会に位置づけることで、建築BIM活用に向けた市場環境の整備を推進

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/ken
chikuBIMsuishinkaigi.html



建築BIM推進会議と5つの部会
設備BIMのキーパーソンが国内の設備BIMのあるべき姿と、Revit MEPを使った実現方法を語る

・部会① 第３回建築BIM環境整備部会 令和2年 1/17
・参考資料：設計、施工、維持管理の業務内容と、
必要となるBIMモデル・図書

・部会③ 令和元年度検討成果報告会の開催 8/24
・令和元年度検討成果報告会 説明資料

様々な主体がBIMを通じ情報を一貫して活用するワークフロー（案）

フェーズごとに必要になるBIMデータ・図書の概要（案）

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/ken
chikuBIMsuishinkaigi.html

日本設計様・日建設計様報告資料

大林組様報告資料



設備BIM最前線 ウェブセミナー
設備BIMのキーパーソンが国内の設備BIMのあるべき姿と、Revit MEPを使った実現方法を語る

・第1回 7/22 設計 施工 維持管理をつなげるBIMの実現
・国土交通省 建築BIM推進会議の取り組み

・パネルディスカッション：設備 BIM のあるべき姿とその実現について
建築設備業界における課題
生産性向上・働き方改革のために何をすべきか

・第2回 9/23 BIMプロジェクトだから実現できる
生産性向上の具体例と、その始め方とは

・国土交通省 建築BIM推進会議の活動について
・BIMプロジェクトの始め方と活用方法について

見逃した方はBIM design
自己学習教材のページへ

※アンケート回答者の満足率8割以上



How to Revit MEP
～今日から使い始めるために～

国内用コンテンツ



Revit MEPの国内情報の入手先
オートデスクの日本用ポータルサイト『BIM design』 http://bim-design.com/

RUG作成のコンテンツや、オートデスクのサンプルモデル オートデスク作成の教材、Dynamoサンプル、参考資料

現在は月1回程度の頻度で更新
のマークが目印



・AutodeskからRevit 2020で公開 ・モデリングやパラメータの入力を確認 ・アドインの機能検証

日本用サンプルモデル

最新版はBIM design
現在は年1～2回更新

のマークが目印
構造モデル意匠モデル設備モデル

【共通】

 建物概要
 1F店舗＋基準階賃貸オフィス 7階建 軒高 29.25m
 建築面積 約830㎡ 延床面積 約5,600㎡
 空調方式：PAC＋HEX 変電設備：屋上にキュービクル

 各専門分野を別モデルで作成、リンク表示

【設備モデル】

 S4（実施設計2）の段階のモデル、図面の参
考になる詳細度（機械、電気共）

 RUGの共有パラメータ、Genericファミリ、
テンプレートを使用



RUGコンテンツ

最新版はBIM design
現在は年1～2回更新 のマークが目印

【共通】
・Ver2019と2020に対応
・BIM推進会議の方針に準拠
・RUG共有パラメータに準拠

・機械では設計で必要なものは整備済
・電気では照明、幹線設備（盤1次側）

まで整備 盤2次側と弱電は整備中

・施工段階で必要なコンテンツは整備中

【テンプレート】
・システムファミリ、スペースパラメータ、集計表、

ビューテンプレート、カラースキーム、建物タイ
プ/スペースタイプを追加

【ファミリ】
・機器、器具ファミリ

【共有パラメーター】
・荷重など、意匠、構造と横串を通して検討中

・RUGの有志の活動で整備（オートデスクはサポート）
・RUGコンテンツをベースに国内設備BIMの標準化を推進

1

2

3



・設計、施工、管理のそれぞれの管理に必要なパラメータを追加
・技術計算に必要な設定値や、計算結果のパラメータを追加

①スペースパラメータ

Revitに同梱されている
機械（設備）

テンプレート

【追加されたパラメータの例】
・空調、衛生、電気方式や仕様など

・エネルギーシミュレーション（熱負荷含む）
の入力・出力用

・意匠との整合性確保のため、天井高・
床面積など

（意匠の部屋の情報転記用）

・積算用の特記仕様（保温・塗装・接続
工法）

・エアフロー管理用

・排煙区画管理用

など

RUG
テンプレート



・ダクト、配管、電線管、ケーブルラックなどのシステムファミリを追加
・作図のための注釈記号を追加

①ファミリ

Revitに同梱されている
機械（設備）

テンプレート

【追加・整理されたファミリの例】
・ダクトシステム、配管システムを追加

・ダクトシステムのパラメータを追加
（積算科目、シール、圧力、接続工法、

塗装、保温、材質、システムサブ分
類、省略形など）

・配管システムを追加
（積算科目、接合方法、耐圧、保温、

塗装、寒冷地、材質、システムサブ
分類、省略形など）

・配管セグメント（管種）を追加、使
用する勾配を調整

・注釈記号を追加
（タグ、矢羽根記号、2D作図用シ
ンボル、図面枠など）

RUG
テンプレート

ダクト

ダクト
システム

ダクト

ダクト
システム



ビューテンプレート

スリーブ図

屋上荷重登録

基準階動力情報

複数の図面を同時に作成可能

Revitに同梱されている
機械（設備）

テンプレート

RUG
テンプレート



集計表

・RUG推奨の共有パラメータで
作成した集計表

・図面リスト、部屋/スペース、
動力、荷重、空調条件、
配管・ダクト仕様、換気計算書、
熱負荷計算計算書、機器表、器具表、
ダンパリスト、配管・ダクト拾い

Revitに同梱されている
機械（設備）

テンプレート

RUG
テンプレート



カラースキーム
・スペースのからスキームを設定済（基本設計段階のゾーニング図の作成手間を軽減）
・機械テンプレートは設定無し

配電エリア図



スペースタイプ
国内省エネ基準に準拠したスペースタイプを入力済



凡例
・機器表の下部に記載する特記のひな形を整備。各社用に変更してお使い下さい。



②Genericファミリ
・メーカ依存しないGenericなファミリを約300点整備（電気設備と施工用は追加作成中）
・ 設備メーカー様のメーカーファミリ作成もの参考用としても

ジェネリックファミリの代表例

受水槽

FCU・PAC

照明器具

冷凍機

盤

バルブ

制気口

空調機

送風機

ポンプ 消火ポンプ

ダンパー

避雷設備 受変電設備

出展：BIM design.com
http://bim-design.com/rug/library/

衛生器具

太陽光発電

電力貯蔵設備

機械設備 電気設備



②Genericファミリ 仕様書

出展：BIM design.com http://bim-design.com/rug/library/ BLCJ BIMオブジェクト標準 Ver1.0

・作成ルールを仕様書化して配布（ユーザ様・メーカ様の参考に）
・BIMライブラリ技術研究組合のBIMオブジェクト標準 Ver1.0に準拠



②Genericファミリ 仕様書 冷媒管の命名規則を共通化

・PACの空調仕様書にルールを記載

ビル用マルチ 冷暖切替
ビル用マルチ

下限(以上) 上限(未満)

Ac 6.4×12.7 6.4 12.7 2.2～5.6

Bd 9.5×15.9 9.5 15.9 7.1～16.0 16

Be 9.5×19.1 9.5 19.1 22.4 16 22.4

Bf 9.5×22.2 9.5 22.2 28 22.4 33

Ch 12.7×28.6 12.7 28.6 33 47

Dh 15.9×28.6 15.9 28.6 47 71

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 71 101

Ek 19.1×38.1 19.1 38.1 101

ビル用マルチ( 室外機：冷暖切り替え型)

Bd 9.5×15.9 9.5 15.9 140

Be 9.5×19.1 9.5 19.1 160

Be 9.5×19.1 9.5 19.1 224

Bf 9.5×22.2 9.5 22.2 280

Cg 12.7×25.4 12.7 25.4 335

Cg 12.7×25.4 12.7 25.4 400

Ch 12.7×28.6 12.7 28.6 450

Dh 15.9×28.6 15.9 28.6 500

Dh 15.9×28.6 15.9 28.6 560

Dh 15.9×28.6 15.9 28.6 615

Dh 15.9×28.6 15.9 28.6 670

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 730

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 775

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 850

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 900

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 950

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1000

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1060

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1120

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1180

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1220

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1280

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1360

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1400

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1450

Ei 19.1×31.8 19.1 31.8 1500

冷媒配管符号 表記 液管サイズ ガス管サイズ 室外機単体・システム

液管サイズ ガス管サイズ 室内機単体容量

下流容量

冷媒配管符号 表記

仕様表サイズ

9.5×19.1（液×ガス）

冷媒管径符号

Be

【冷媒管径符号の命名規則】
呼径(インチ) 外径mm 液管 ガス管

1/4 6.4 A a
3/8 9.5 B b
1/2 12.7 C c
5/8 15.9 D d
3/4 19.1 E e
7/8 22.2 F f
1 25.4 G g

1 1/8 28.6 H h
1 1/4 31.8 I i
1 3/8 34.9 J j
1 1/2 38.1 K k
1 5/8 41.3 L l
1 3/4 44.5 M m

2 50.8 N n
2 1/4 54.0 O o
2 1/2 63.5 P p

2 3/4 66.7 Q q

仕様表サイズ
9.5×19.1×15.9（液×ガス×高低

圧）

冷媒管径符号

Bed

冷暖切替

冷暖フリー

出展：BIM design.com http://bim-design.com/rug/library/

・1本の配管としてモデリング。銅管サイズは符号で与えることで、空調機メーカーと合意



②機械設備の機器表についての取説を作成
DL先： http://bim-design.com/learning/mep.html



③共有パラメーター
・複数のファミリやプロジェクトで使用できるパラメータ。ファミリやテンプレートの作成、編集時に使用します
・現在、RUGではMEP関連で約850個の共有パラメータを定義

出展：BIM design.com http://bim-design.com/rug/library/

MEPの共有パラメータ
便利な管理ツールもRUGから紹介



Revit Extension Pack for MEP

Revitで検索

Subscriptionに
チェック

Autodesk
アカウントでログイン

・Autodesk App StoreからDL可能（ Subscription契約者の特典）
・Excel連携のアドインはRevit Extension Pack for Architectureに同梱

https://apps.autodesk.com/ja



Revit Extension Pack for MEP

F1キーで使い方の
ヘルプが表示されます

 拾い・積算ツール（国交省基準）

 配管サイズ補正

 1.6mmダクト表現

 スパイラルダクトのフレキダクト変換

 配管・ダクト付属品の継手を超えた移動

 ダクト・配管の意図しない勾配が生じないよう監視

 配管・ダクト付属品の45°回転

 建築と干渉しているダクト・配管の自動回避

 追加機能開発中
 ダクチュレータ
 ダクト静圧計算
 矢羽

Ver2019・2020に対応



REX J for MEP

 ダクトや配管を部屋（スペース）の境界で仮想的に切断し、各部屋での総延⾧を積算

 拾い根拠図も作成可能

拾い・積算ツール



REX J for MEP

 回避対象なし

 回避対象あり

 回避対象あり（リンク）

ダクト・配管 段差入力



Autodesk APP Store

 Autodesk APP Store

便利なAPPSを提供しています。
無償・有償共にあり

アドイン使うことでできる事が増えます

https://apps.autodesk.com/ja



メーカーファミリのリリース情報

新晃工業様
AHU・FCU720点

コイズミ照明様
照明 1420点

https://www.sinko.co.jp/bim/?p=AHU&f=PHhttps://www.mediapress-
net.com/search/KZMBIM/index.html

RUG共有パラメータ準拠 RUG共有パラメータ
入れ替え作業中

建築建材総合検索サイト
Arch-LOG

https://www.arch-log.com/01-Top.html

RUGの共有パラメータ―に準拠したメーカーファミリーが続々リリース



How to Revit MEP
～今日から使い始めるために～

国内用トレーニング資料



市販テキスト

 まずは簡単なテキストで、Revitの基本機能（パラメータ、ファミリ、タグ、テンプレート、ビュー、集計
表など）を習得してください

 Revitを立ち上げて、すぐにダクトや配管を書き始めないことがポイント

Revitの基本機能 ファミリの基本機能



・意匠のサンプルモデルをリンク。スペースの設定、集計表、ダクト、配管のモデリング
・充実のP.70ページ、アドインやRUGコンテンツの設定方法から丁寧に説明

Revit MEP 空調設備トレーニング資料（ADSK無償提供）

トレーニングマニュアル抜粋

DL先：

BIM design
Revitを学ぶ⇒自己学習教材

http://bim-design.com/learning/mep.html

電気は近日公開予定



・アメリカで良書と言われている、米国ACENT社のMEP教本を翻訳（約700ページ）を
イズミシステム設計様が翻訳、販売

・空調だけで無く、衛生、電気も含め体系的にRevit MEPの基本機能を学ぶことが出来ます

Revit MEP 空調・衛生・電気トレーニング教本

・イズミシステム設計にて、
初級者向け講習会を定期的に実施予定
（オートデスク認定トレーニングセンター）

イズミシステム設計ONLINE SHOPで販売
https://izumi-system-shop.com/



機能について調べたい①

 ヘルプページ
公開されているほぼすべての情報が掲載されてい
ます。まずは、くまなく読みんでみましょう。

Revitを操作中に躓いたら、ショートカットキーF1を
押すと関連のヘルプページが開きます。

Revitの中から直接ヘルプページを開けます



機能について調べたい②

 サポートとラーニング_ナレッジ

まずはここで調べてみてください。
ヘルプページとの重複もありますので、
過去のトラブルシューティングの検索用
としてご利用ください。

Autodesk Knowledge Network

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/revit-
products?sort=score

 サポートとラーニング_フォーラム

ユーザー様が集うコミュニティーサイトです。
製品別、また、Revitについては日本語版と
英語版がございます。
ユーザー様同士で質疑回答を行うことができま
す。
新機能のリクエストはこちらのサイトでアイデア
という形で上げることができます。

https://forums.autodesk.com/t5/revit-
navisworks-ri-ben-yu/bd-p/702



・設計分野間での情報の受け渡しのタイミングを示唆

各分野におけるワークフロー
http://bim-design.com/rug/library/

部門間連携ワークフロー

出展：BIM design.com

BIMワークフローの参考に（Revit User Group作成）



BIMパートナーリンク
有償のトレーニングやコンサルタントサービスを提供

 全国にいるBIMパートナー会社を得意分
野に分けて表示しています

http://bim-design.com/partner/

認定トレーニングセンター

 オートデスク認定トレーニングセンター（ATC）
全国にございます

一定基準をみたしたトレーニングを提供

http://www.myautodesk.jp/atc/centerlist.html



MEPパートナー企業様

1. 大塚商会

2. イズミシステム設計

3. さくらドラフトワークス

4. toBIMサービス（トランスコスモス・応用技術）

※複数社を併用としてご利用されることも可能です
※2020/5/21時点で各社様にヒアリングした内容



RUG 設備(開催頻度は隔月程度）

①設備設計WG
・全体会議
・各TFでの決定事項やその他MEP関連の
情報提供を幅広く行うことが目的

・現状、この会議で各TFへの参加を募っている

②設備Revitファミリ整備 TF （日本設計吉原様）
・国内規格標準化の観点で見本となるコンテンツを整備
・RUGテンプレートの管種を拡充する
など施工用コンテンツの拡充が計画されています

③設備Extension TF （日建設計吉永様）
・BIMワークフローのミッシングリンクを共有
・MEPアドインの情報交換
・REX Jの新規作成要望など意見をまとめる

④設備Dynamo TF （日建設計吉永様）
・BIMワークフローのミッシングリンクを共有
・Dynamoのサンプルや事例を共有
・REX J新規作成のベースとなるDynamoを作成
・③、④は同時開催が基本

（備考）・設備メーカはオブザーバとして参加して頂き、
適宜TFに参加

参加申込方法：氏名・フリガナ・メールアドレス・電話番号・
Revit使用歴・部署・役職をshoichiro.izumi@autodesk.comまで
ご連絡下さい。

⑤設備確認申請 TF （大林組焼山様）
・BIM確認申請を検討

⑥電気設計TF（日本設計 大谷様）
・電気設備のBIM活用を検討
・電気設備のBIM標準となるコンテンツを作成

⑦ファブリケーションTF（新菱冷熱 谷内様）
・ファブリケーションとは施工・加工に適した施工機能
・本モデリング機能活用のためのワークフロー検討
・ITMパーツの整備

⑧設備ー構造連携TF（分野統合WG)
・設備の荷重やスリーブ情報の受け渡しを検討



おわりに

設備BIMの一歩目を踏み出す
方々へ



設備BIMを成功させるコツ（担当者向け）

 BIMは、3回目くらいでようやく効率的に活用できるようになる
ということを理解して、徐々にBIM活用の幅を広げていくこと
を心掛ければ、BIMに疲弊して離脱することも少なくなると
思っている。

 極端な言い方をすれば、設備設計でBIMを活用するのは、
空間オブジェクトでの諸元情報管理と、機器オブジェクトだけ
を使った機器表、動力登録・機器荷重登録くらいに絞って活用
する
のが一番メリットが大きい。
最初はこれくらいの活用から始めるべきであろう。

いきなり難易度MAXの実物件でスタートされている方もいますが、BIMはスモールスタートで

出展：archifuture-web RUG会⾧ 吉原氏の記事

http://www.archifuture-web.jp/magazine/531.html



個人依存

サイロ化

管理

統一
（計測・分析）

戦略

個人
プロジェクト・
部署

経営陣・
マネージャー

会社

・BIMは、特別な物件にPJベースで取り組むのでは無く、ごく標準なPJに会社として取り組む
設備BIMを成功させるコツ（経営者・管理職向け）

出展：CIF2020 Southland Industriesの発表スライドを抜粋 成熟度モデル



設備BIMを成功させるコツ（経営者・管理職向け）
・データとなるBIMモデルは簡易な物件で複数棟準備する
・RUGコンテンツの利用でデータの品質を確保
・シンプルなFORGEを開発し、BIMのメリット、費用対効果を確認

RUG会⾧ 吉原氏プレゼンの図表を抜粋



Autodesk およびオートデスクのロゴは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。
オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。

© 2020 Autodesk. All rights reserved.



付録

設備BIMパートナー様リスト

 ※複数社を併用としてご利用されることも可能です

 ※2020/5/21時点で各社様にヒアリングした内容



株式会社大塚商会 様

※用途に合わせ、複数社に発注頂くことも出来ます



Revitトレーニング

 特徴
 Revit基本基礎編講習
 Revit設備機械基礎編講習
 Revit電気設備編（Revitのバージョン次第要相談）

 Revitファミリ編講習
 Dynamoスタートアップガイド

 受講スタイル
 スクール会場への来場型受講
 講師訪問型受講
 WEB上でのリモート講習
 Eラーニング

 金額
 個人受講 7.7万～
 グループ受講 11.5万～（５人まで同額）

 講習事例

大塚商会 BIMエンジニアサポート部門 オートデスク認定トレーニングセンターの中で
優れたパフォーマンスを誇る企業を表彰する
「JAPAN ATC AWARD」を受賞。

項目 内容 時間

Revit基礎編 ・BIM概念
・基本操作

1日
(6時間)

Revit設備機械
基礎編

・スペースの設定
・MEPモデリング
・MEP専用ツールレクチャー

1日
(6時間)

Revitファミリ編 ・パーツモデル作成
・パラメータの講習
・集計表作成
・ジェネリックファミリの作成方法

1日
(6時間)

運用支援
カスタム講習

・ユーザー実務に合わせた
カスタムトレーニング

半日
(3時間)

Dynamoスタート
アップガイド

・Dynamo概念・基礎
・お客様に合わせたサンプルで講習

半日
(3時間)



大阪/京都/神戸

水道橋/池袋/立川
/横浜/大宮/船橋

各種受託業務

1. 導入相談
 BIM導入に伴う環境構築、組織体制構築相談
 キックオフ、関連関係へのプレゼンテーションサポート

2. Revit教育
 意匠・構造・設備に対応したRevit講習メニュー
 BIM専任エンジニアによるカスタマイズ指導

3. 受託・開発
 Revitカスタマイズ・アドオン開発
 Revit受託モデリングサービス
 Revitテンプレート作成サービス

4. 保守サービス
 Revitに限らず、Autodesk製品群のリモート相談サポート

大塚商会 BIMエンジニアサポート部門

導入
相談

教育

受託/開発
サービス

運用
コンサル

保守
サービス



イズミシステム設計 様

※用途に合わせ、複数社に発注頂くことも出来ます



Revitトレーニング

特徴
 設備設計トレーニング

 モデルの作成から各種解析まで

 自社開発のアドオンを活用

料金（例：5名受講、訪問型）

スケジュール例

(1) Revit導入編 165,000円

(2) スペース・冷暖房解析編 110,000円

(3) 空調設備・システム編 165,000円

(4) アドオン編
STABRO for Revit
SeACD for Revit

100,000円

(2)~(3)トレーニング用マニュアル 90,000円

テーマ 内容 時間

(1) Revit導入編 ・基本操作
・オリジナルテキスト付

1日
(6時間)

(2) スペース・
冷暖房解析編

(準備中)

・スペースの設定
・冷暖房解析

半日
(4時間)

(3) 空調設備・
システム編

(準備中)

・システム用ツール
・空調設備系統
・先進システム（空調）

1日
(6時間)

(4) アドオン編 ・基本操作
・作業上の注意点
・オリジナルテキスト付

半日
(4時間)

※首都圏以外の場合は別途交通費、出張費が発生する
ことがあります。

イズミシステム設計



各種受託業務

1. Revitトレーニング

 設備設計向けRevitトレーニング

 自社アドオントレーニング

 Revit MEPスクール

2. BIM導入コンサルティング

 Revit導入に向けた課題解決

 自社アドオンの導入サポート

3. Revitアドオン開発・共同開発

 ニーズに合わせた独自アドオン開発

 自社開発の機能拡張

4. Dynamo開発

 ニーズに合わせたDynamo構築

イズミシステム設計



さくらドラフトワークス 様

※用途に合わせ、複数社に発注頂くことも出来ます



Revitトレーニング

特徴
 機械設備のジェネリック版

（ファブリケーション・電気設備は
今後対応予定）

 実務に必須となるトレーニング

 MEP実務モデル作成に重点

 Revitの基本操作からサポート

料金（例：5名受講、訪問型）

 50,000円/人（スケジュール例の場合）

※オーダー型トレーニングも対応致します。

（モデル、マニュアル作成は別途費用をお願いします）

さくらドラフトワークス

スケジュール例（機械設備実務向け）

1日目 テンプレートについて 30分

ファミリ作成 2時間

基本操作 30分

スペース（ゾーニング） 30分

機器プロット 2時間

集計表・機器表作成 30分

2日目 ダクト（丸・角） 1時間30分

配管作成 2時間

ラック作成（電気設備） 1時間

集計表作成 30分

レイアウト・タグ作成 1時間



各種受託業務

1. Revitトレーニング

 機械設備（実務向けトレーニング）

1) ジェネリック（設計・施工）版 2) ファブリケーション（施工⇒加工）版 ※作成中

 電気設備 ※作成中

2. 実務サポート（モデリング業務：機械設備・電気設備）

 BIM360実務サポート（クラウドワークシェアリング等）

 基本設計（換気計算、機器プロット、概略メインルート）

 実施設計（実施詳細設計モデル作成）

 施工（ジェネリック→ファブリケーション変換データ利用、ファブリケーションからの入力）

 FM（既存図面からのモデル作成、モデルデータ⇔台帳への属性入力、他サポート）

 設計⇒施工⇒FM⇒改修計画･･･等のデータの活用

3. ファミリ（設備パーツ全てのオブジェクト）

 設備系ファミリ作成・更新（データ管理） RUG指針への対応可能

 ファブリケーションパーツ作成

さくらドラフトワークス



toBIMサービス
トランスコスモス株式会社 様
応用技術株式会社 様
（共同提供）

※用途に合わせ、複数社に発注頂くことも出来ます



各種受託業務

1. システム開発

 BIM/CIMを中心としたマルチプラットフォームでのシステム開発

2. 導入サービス（詳細は次頁）

3. 活用サービス

 BIM/CIMデータを活用し、付加価値を最大化するためのクラウドシステム構築（Forge）

 ソフトウェア利用者だけでなく、全ての業務関係者に価値あるプラットフォームを構築

4. BPOサービス

 ノンコア業務の支援によるリソース不可の最適化

5. システム提供

 BIM/CIMに必要なソフトやコンテンツ、ツールの販売

 BooT.oneの販売・サポート

toBIM サービス（トランスコスモス & 応用技術）



導入サービスの一例

 コンサルティングサービス

 Revit MEP 導入コンサルティング

 Revit MEP テンプレート作成支援

 Revit MEP クリニック

 Revit MEP モデリングガイドライン作成支援

 操作トレーニング

 Revit 操作トレーニング基礎・応用150,000円〜/日（5名様まで同時受講可能）

 Revit ファミリ作成基礎・応用 100,000円〜/日（5名様まで同時受講可能）

 BIM360 Docs / Design トレーニング 100,000円〜/日（5名様まで同時受講可能）

 BPO サービス

 Revit ファミリ作成（ジェネリック）

 Revit ITM作成（ファブリケーション）

 Revit モデリング支援（意匠・構造・機械設備・電気設備(準備中) ）



導入サービス（トレーニング・コンサルティング）

計画から浸透、定着といった一連のサポートを提供
 BIMコンサルティングからBIM操作講習、BIM通信教育など多彩なサービス

toBIM サービス（トランスコスモス & 応用技術）

 Revit トレーニングの一例

 Revit基本講習

 Revitファミリ基礎

 Revit MEP操作講習

 MEPファミリ（一般／ファブリケーション）


