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ＩＦＣの現実的利用の

可能性と課題

平成１１年１１月２日

高砂熱学工業株式会社　今野一富
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概要

ＩＡＩ／ＩＦＣへの懸念

ＡＥＣデモ概要

空調設計/施工業務と必要データ

空調設備ＩＦＣの現状

ＩＦＣはどこまでカバーしているか？

ＩＦＣ利用のポイント

これからの活動
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ＩＡＩ/ＩＦＣへの懸念

当初の売り文句

　　　　「民間主導の素早い標準化」「民間主導の素早い標準化」
Ｒ１．０　‘９６／１１が予定だが未出荷

Ｒ１．５　‘９７／　４出荷予定

Ｒ２．０　‘９７／１２出荷予定

　（第３回分科会議事録より ‘９７／２）

なぜ出荷予定が守られなかったのか？

すでに古くなり始めているのではないか？

44

ＩＡＩが求められているもの

仕様はできたのか？

対応するソフトはあるのか？

何処かで使っているのか？

自分にも使えるのか？

使ってメリットはあるのか？
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なぜ、分科会がデモに参加したか

IFCは、 Ｒ２.０で「使える段階」へ

「モデル」への顧客ニーズ

ＣＡＤソフトのレベル向上

エンドユーザーがデモの席に座る時期である

66

デモの全体　（Ｇｒｏｕｐ４）
ＩＦＣＩＦＣ Ｒ２．０による建築設計と空調負荷計算プログラムの連携Ｒ２．０による建築設計と空調負荷計算プログラムの連携

ビジオ・
ジャパン

富士通 セコム
設備・ＦＭ
分科会

ＩｎｐｕｔＩｎｐｕｔ
壁・建具・部屋壁・建具・部屋

ＡｄｄＡｄｄ
部屋・建具・天井・床部屋・建具・天井・床

負荷計算負荷計算
機器の選定機器の選定

プロパティーの変換プロパティーの変換
ＩＦＣＩＦＣ to to ＣＳＶＣＳＶ

部屋情報の変更部屋情報の変更
負荷計算負荷計算

機器の選定機器の選定
プロパティーの変換プロパティーの変換

ＩＦＣＩＦＣ to to ＣＳＶＣＳＶ

設備機器設備機器
レイアウトレイアウト

プロパティーの変換プロパティーの変換
ＣＳＶＣＳＶ to to ＩＦＣＩＦＣ
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使用した建物情報
識別文字列識別文字列 部屋情報行であることを示す識別用（固定部屋情報行であることを示す識別用（固定 ””ROOMROOM””））

階名称階名称 フロアをあらわすフロアをあらわす
部屋コード部屋コード部屋の識別の為の部屋部屋の識別の為の部屋

部屋名称部屋名称 部屋の名称を示す文字列部屋の名称を示す文字列
床面積床面積 部屋の床面積部屋の床面積

部屋容積部屋容積 部屋の容積部屋の容積
部屋用途部屋用途 内部負荷・空調有無の区別用の部屋用途記号内部負荷・空調有無の区別用の部屋用途記号

識別文字列識別文字列 壁情報行であることを示す識別用（固定壁情報行であることを示す識別用（固定 ””WALLWALL””））

壁コード壁コード 壁種類（熱性能）識別コード壁種類（熱性能）識別コード
壁面積壁面積 壁の面積　　（窓などの開口部面積を差引いた値）壁の面積　　（窓などの開口部面積を差引いた値）

壁区分壁区分 外壁・内壁を区別（外壁・内壁を区別（OW or IWOW or IW））
方位方位 外壁の方位（８方位、外壁の方位（８方位、NN・・NENE・・EE・・SESE……））

隣室コード隣室コード内壁の隣の条件決定の情報（部屋コードを使用する）内壁の隣の条件決定の情報（部屋コードを使用する）

識別文字列識別文字列 窓情報行であることを示す識別用（固定　窓情報行であることを示す識別用（固定　””GLASSGLASS””））

窓コード窓コード 窓種類（熱性能）識別コード窓種類（熱性能）識別コード
窓面積窓面積 窓の面積窓の面積

窓区分窓区分 外壁面・内壁面を区別（外壁面・内壁面を区別（OG or IGOG or IG））
方位方位 外壁面窓の方位（８方位、外壁面窓の方位（８方位、NN・・NENE・・EE・・SESE……））

隣室コード隣室コード内壁面窓の隣の条件決定の情報（部屋コードを使用する）内壁面窓の隣の条件決定の情報（部屋コードを使用する）

部屋情報

壁 情 報

窓 情 報

88

ＣＳＶファイルの例
’’事務室－１（事務室－１（ROOMROOM--11））の情報の情報
””ROOMROOM””、、””２２FF””、、””ROOMROOM--11””、、””事務室－１事務室－１””、、150.0150.0、、375.0375.0、、””事務室事務室””
””WALLWALL””、、””OWOW--11””、、52.552.5、、””OWOW””、、””NN””、、””””
””WALLWALL””、、””OWOW--11””、、3535、、””OWOW””、、””WW””、、””””
””WALLWALL””、、””OWOW--11””、、52.552.5、、””OWOW””、、””SS””、、””””
””WALLWALL””、、””IWIW--11””、、20.020.0、、””IWIW””、、””””、、””ROOMROOM--22””
””WALLWALL””、、””IWIW--11””、、5.05.0、、””IWIW””、、””””、、””ROOMROOM--３３””
””GLASSGLASS””、、””OGOG--11””、、10.010.0、、””OGOG””、、””NN””、、””””
””GLASSGLASS””、、””OGOG--11””、、10.010.0、、””OGOG””、、””WW””、、””””
’’会議室－１（会議室－１（ROOMROOM--２）２）の情報の情報
””ROOMROOM””、、””２２FF””、、””ROOMROOM--11””、、””会議室－１会議室－１””、、80.080.0、、280.0280.0、、””会議室会議室””
””WALLWALL””、、””OWOW--11””、、35.035.0、、””OWOW””、、””NN””、、””””
””WALLWALL””、、””OWOW--11””、、28.028.0、、””OWOW””、、””EE””、、””””
””WALLWALL””、、””IWIW--11””、、20.020.0、、””IWIW””、、””””、、””ROOMROOM--１１””
””WALLWALL””、、””IWIW--11””、、25.025.0、、””IWIW””、、””””、、””ROOMROOM--３３””
””GLASSGLASS””、、””OGOG--11””、、8.08.0、、””OGOG””、、””NN””、、””””
””GLASSGLASS””、、””OGOG--11””、、10.010.0、、””OGOG””、、””EE””、、””””
’’廊下（廊下（ROOMROOM--３）３）の情報　　　　　　　　　　　　の情報　　　　　　　　　　　　……　非空調室とする　非空調室とする
””ROOMROOM””、、””２２FF””、、””ROOMROOM--３３””、、””廊下廊下””、、20.020.0、、44.044.0、、””廊下廊下””

会議室－１

廊下

事務室－１

←←
Ｎ
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画面例（１）　部屋情報取込

開始画面

取込み情報取込み情報
部屋コード、部屋名称、部屋コード、部屋名称、

床面積、部屋容積床面積、部屋容積

1010

画面例（２）　構造体・用途情報取込

取込み情報取込み情報
構造体種類、方位、構造体種類、方位、

面積、部屋用途面積、部屋用途
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画面例（３）　負荷計算

負荷計算結果負荷計算結果
構造体負荷、構造体負荷、

照明・人体負荷他照明・人体負荷他

部屋の部屋の
時刻別負荷時刻別負荷

1212

画面例（４）　機器選定
機器選定結果機器選定結果
熱負荷、床面積に熱負荷、床面積に

応じた機器仕様と台数応じた機器仕様と台数

部屋毎の部屋毎の
機器機器

空調室のみ空調室のみ
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画面例（５）　機器情報をＣＡＤへ出力
機器情報出力機器情報出力

部屋コード、冷房負荷、暖房負荷、部屋コード、冷房負荷、暖房負荷、
メーカー名、機器型番、台数メーカー名、機器型番、台数

""ROOMROOM--19",57099,4909,"19",57099,4909,"上高地工業上高地工業((株株)",")","AZUSAAZUSA--J25SA",24J25SA",24
"ROOM"ROOM--18",3564,1065,"18",3564,1065,"南極製作所南極製作所((株株)",")","KUMAKUMA--J18SA",2J18SA",2
"ROOM"ROOM--17",0,0," "," ",017",0,0," "," ",0
"ROOM"ROOM--16",3215,359,"16",3215,359,"南極製作所南極製作所((株株)",")","KUMAKUMA--J18SA",2J18SA",2
"ROOM"ROOM--15",2283,373,"15",2283,373,"南極製作所南極製作所((株株)",")","KUMAKUMA--J18SA",2J18SA",2
"ROOM"ROOM--14",0,0," "," ",014",0,0," "," ",0
"ROOM"ROOM--13",0,0," "," ",013",0,0," "," ",0
"ROOM"ROOM--12",0,2," "," ",12",0,2," "," ",

1414

デモ参加で明らかになったこと

ＩＦＣと既存ソフトの連携が可能

標準化の意義

ＩＦＣは、すでにかなり複雑

社内のソフト群の連携に使用可能
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空調設計/施工業務

荷重表荷重表
動力表動力表
はり貫通図はり貫通図
確認申請図確認申請図
概略負荷計算概略負荷計算
類似事例調査類似事例調査
ゾーニングゾーニング
空調方式検討・決定空調方式検討・決定
熱源方式検討・決定熱源方式検討・決定
機器選定機器選定
機器配置機器配置
ダクトレイアウトダクトレイアウト
配管レイアウト配管レイアウト
スペース検討スペース検討
イニシャルコスト算定イニシャルコスト算定
ランニングコスト算定ランニングコスト算定
概算風量算定概算風量算定
機械室スペース検討機械室スペース検討
シャフトスペース検討シャフトスペース検討

熱負荷計算熱負荷計算
換気風量計算換気風量計算
排煙風量計算排煙風量計算
静圧計算静圧計算
揚程計算揚程計算
フィルター計算フィルター計算
加湿計算加湿計算
煙道計算煙道計算
騒音計算騒音計算
振動計算振動計算
法規検討法規検討
設計条件確認・設定設計条件確認・設定
工事費概算工事費概算
維持管理費概算維持管理費概算
工事区分表工事区分表

消防検査消防検査
竣工検査竣工検査
品質管理検査品質管理検査
施工要領書施工要領書
防火・排煙区画防火・排煙区画
見積り見積り
機器発注機器発注
資器材発注資器材発注
数量拾い数量拾い
実行予算実行予算
官公庁申請・届出官公庁申請・届出
全体工程表全体工程表
施工計画書施工計画書
施工要領書施工要領書
仮設計画書仮設計画書
搬入計画搬入計画

設計変更図設計変更図
設備用建築図設備用建築図
インサート図インサート図
スリーブ箱入れ図スリーブ箱入れ図
天井伏図天井伏図
プロット図プロット図
基礎図基礎図
機器配置図機器配置図
シャフト図シャフト図
納まり検討図納まり検討図
平面図・断面図平面図・断面図
ユニット図ユニット図
架台図架台図
金物図金物図
システムフロー図システムフロー図
系統図系統図
機器表機器表
器具表器具表

スリーブ・箱入れスリーブ・箱入れ
基礎墨出し基礎墨出し
機器搬入据え付け機器搬入据え付け
配管工事配管工事
ダクト工事ダクト工事
保温工事保温工事
塗装工事塗装工事
計装工事計装工事
月間工程表月間工程表
週間工程表週間工程表
原価管理原価管理
人工管理人工管理
安全管理安全管理
機器類動作確認機器類動作確認
主力機器性能確認主力機器性能確認
自動制御動作確認自動制御動作確認
風量測定風量測定
竣工図竣工図

1616

ソフトウェア利用の姿

設計図作図設計図作図
（ＣＡＤ）（ＣＡＤ）

機器選定機器選定負荷計算負荷計算

設計条件設計条件

部屋用途部屋用途

建築図建築図

カタログカタログ

計算結果計算結果

計算結果計算結果

積　算積　算

機器見積り機器見積り

人間による入力・参照人間による入力・参照

データ連携データ連携

ソフトウェアソフトウェア

ファイル保存ファイル保存

設計図設計図

ソフトは充実ソフトは充実
単一機能単一機能

接続は人間接続は人間
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データ連携

設計図作図設計図作図
（ＣＡＤ）（ＣＡＤ）

機器選定機器選定負荷計算負荷計算

設計条件設計条件

部屋用途部屋用途

建築図建築図

カタログカタログ

計算結果計算結果

計算結果計算結果

積　算積　算

機器見積り機器見積り

人間による入力・参照人間による入力・参照

データ連携データ連携

ソフトウェアソフトウェア

ファイル保存ファイル保存

設計図設計図

ソフト間をソフト間を
データ連携データ連携
方法は複数方法は複数

メーカーメーカー
代理店代理店

1818

データ統合

設計図作図設計図作図

（ＣＡＤ）（ＣＡＤ）

機器選定機器選定
負荷計算負荷計算

設計条件設計条件

部屋用途部屋用途

建築図建築図

カタログカタログ

計算結果計算結果

計算結果計算結果

積　算積　算

機器見積り機器見積り

人間による入力・参照人間による入力・参照

データ連携データ連携

ソフトウェアソフトウェア

ファイル保存ファイル保存

設計図設計図

データ統合データ統合
標準データ交換標準データ交換

メーカーメーカー
代理店代理店
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ＩＦＣ利用のポイント

データ利用ルールの設定

使えるところから

既存ソフトを生かす

2020

ＩＦＣ利用の課題

既存ソフトのＩ／Ｆ修正

ＩＦＣとつなぐためのツール整備

個別ソフトのレベルアップ

市販ソフトのＩＦＣ対応
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ＩＩ ＦＦ ＣＣ

情報ギャップの解消

ＣＣ ＡＡ ＤＤ

位置情報・外形情報
系統情報
材質情報
加工情報 図形要素

図面・データ図面・データ

系統情報
材質情報・工法
メーカー・型番・容量
位置情報・外形情報
価格情報・加工情報
工程情報
電気・衛生との関係
上下階との接続
建物との取合い
見積・発注情報

技技 術術 者者

2222

これからの活動

日本支部のロードマップを明確に

エンドユーザー主導への転換

実装、実証、実用化

アグリーメントの明確化・確認・評価

ユーザーメンバーと利用ソフトへの実装


