
総合メーカー LIXIL による業界初エクステリア自動設計ツールが
建築業界の BIM 普及の起爆剤に

検証モデルを使った検証プロジェクト

LIXIL の BIM 対応の出発点は約 10 年前。設計者から要望さ
れ、業界に先駆けてビルサッシ分野の 3 次元モデルデータを提供
したのがきっかけだった。現在、建築分野で官民が一体となって取

り組んでいる BIM導入プロジェクトを下支えしているのは、建築
系メーカー各社が無償提供するファミリ（製品モデル）といってい

いだろう。建築材料・住宅設備機器業界の最大手、LIXIL が先導
する BIM を軸にした営業戦略と業界への波及効果を紹介する。
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エクステリア製品モデルは、詳細度が切り替え
られる簡略版と詳細版を提供し、 建築物に対
して主張し過ぎないように配慮している

オートデスクユーザー事例 LIXIL

専用パレットに設計条件を選択

オートデスク BIM 
ソフト「Revit」にアドインする
業界初のエクステリア自動設計
ツールを開発

LIXIL が設計者からの要望により、個
別物件対応として 3 次元モデルデータ
を提供した後、2016年からはエクステ
リアや衛生設備機器の分野でファミリの

提供をスタート。20 年 7 月からはキッ
チン分野にも広げ、現在はユニットバス

でのデータ提供が検討されている。ビル

事業本部市場開発統括部エンジニアリ

ング 営 業 部・西村 雅 雄 担 当 部長が

「BIM を軸に各部署が連携し、提案す
るという流れになっている」と話すよう

に、その動きは、とくにエクステリア分

野において BIM化をもたらしている。
業界では同社だけがエクステリア分野

の外構製品のファミリを提供しており、

その数はフェンス類、門扉、自転車置き

場、日除け、バス停など 180 点にも及
ぶ。 提供しているデータは 3 次元の表
現として、LOD（詳細度）が切り替えら
れる LOD100 の半透明の簡略版と同
300 の詳細版を用意。100 については
半透明とし、建築の見せ方に応じて自在

に LOD を切替えられるように設定し
ている。フェンスなどはユニットごとに

モデル化され、端部を伸ばして長さを自

由に変更できる仕様だ。エクステリア事

業部商品開発部商品戦略室･遠藤雅人

主査は、「外構は建築をより魅力的に見

せる役割があるが、あまり主張し過ぎな

LIXILエクステリア自動設計ツールを使った検証モデル

エクステリア分野のファミリ提供のダウ

ンロード数は、予想していた以上の反響

があったという。エクステリア営業部エ

ンジニアリング営業グループの山下克

人主幹は、「BIM  導入が進み、設計者
の中には外構まで細かく取り組もうとい

うニーズが広がっている」と実感してい

る。「設計者ファースト」として LIXILが
行ってきたファミリ提供だが、設計者か

ら寄せられる多くの要望や提案の中に

は、新しい展開に結びつくものもある。

同社が開発したオートデスク BIMソフ
ト「Revit」にアドインする業界初となる
エクステリア自動設計ツールがそれだ。

いように提供データにも工夫を凝らし

ている」と細かい配慮をうかがわせる。

従来、設計者が手作業で細かく入力して

いたオブジェクトの配置方法を「自動で

設計できる仕組みにしてほしい」という

要望から生まれたプロジェクトだった。

エクステリア自動設計ツールには、画面

に設計条件を選択できる専用パレット

がある。 たとえば駐輪場を自動設計す
る場合、設置場所や台数、向きなどの条

件を入れるだけで、550台規模なら、わ
ずか 10 分ほどで基本的な配置が完了
する。駐車場のさまざまな配置パターン

の提案やフェンスの勾配にも自動対応

するため、設計者の負担を減らし、業務

効率を飛躍的に向上させた。まさに設計

者のための作業効率化ツールだ。

自社製品のファミリとアプリケーション

をセットにした展開は、先駆的な試みと

して話題となった。現在、エクステリア自

動設計が対象となっているのは、外構分

野のファミリ 180点のうち、フェンスと
駐輪場の一部だが、将来的には通路屋

根などにも対象範囲を広げていくとい

う。遠藤氏は、「外構の設計自動化につ

いてはファミリ提供当初から要望があっ

た。設計者の BIM 導入が進展する中で

外構の自動設計ニーズは一気に高まり

を見せている」 と話す。



停滞ぎみの施工段階での
BIM 普及も全方位のファミリ提
供によって業界全体の BIM化
を活性
LIXIL のファミリ提供とエクステリア自
動設計ツールの動きは、BIMの本格導
入に向けて人材育成と BIM の基本イ

ンフラとなるファミリの整備をしている

建築設計事務所にとって朗報だ。メー

カー側からの自社製品のファミリが無

償で提供されるだけでなく、新製品の

データが迅速に提供され、BIM ソフト
ウエアのバージョンアップもメーカー側

の対応なら、コストも社内での調整の手

間も大幅に減らせる。

久米設計は 2008 年から BIM 導入を

スタートし、12 年には得意分野の病院
プロジェクトにおいて基本設計から実

施設計までフル BIM を実施。今年 4月
には、BIMを推進する組織の発足を予
定し、3年後には BIM導入率 5割を目
標にしている建築設計事務所だ。同社の

社内 BIM 推進を担う設計本部設計推

進部・田中武上席主査は、「外構自動設

計ツールは使い勝手が良く、社内への導

入を決めた。これからリモートで行う社

内研修のメニューにも入れていく」とメー

カー側からのファミリ提供を歓迎する。

また、ゼネコンの施工図・仮設計画や

設計事務所の実施設計などを幅広く支

援するアイテック・木村雄一社長もメー

カー側からのファミリ提供を前向きに

捉えている。同社は 2012 年から BIM
導入を開始し、社内ではオートデスクの

Revit を始め主要 BIM ソフトを使い

こなせるように準備。3 年前には BIM
の仕事が全体の 2～3 割まで拡大した
という。

「ビルサッシやカーテンウォールの取り

合いは、 ミリ単位の図面精度が求めら
れる。 このためメーカー側から正確な
オブジェクト情報が提供されるのは、設

計効率化の点から見ると、かなり有効と

いえる」（木村社長）

ただ、木村社長によると、「それ以降、

BIM の仕事の割合は思うように伸び
ていない」という。その理由のひとつに

ゼネコンの施工段階の BIM が進んで

いない現状がある。設計から施工まトー

タルで BIM 対応を予定していても工
期の遅れなどから BIM 対応のみでは
難しくなり、結果的に 2次元と 3次元を
並行して使い分けたり、最終的に 2次元
だけの対応に切り替える現場も出くる

という。

設計段階での BIM モデルの属性情報
は 30 項目ほどだが、施工段階では
200 項目にもなることや実施設計の後
半あるいは開始後にメーカー製品が決

定するケースなどが、BIM 対応を鈍ら
せている原因になっている。ただ、BIM 
導入を積極的に行おうとしている建設

現場では、3次元モデルデータを前倒し
させるために専門工事会社の選定を早

める動きがあることも事実だ。

LIXIL ビル事業本部市場開発統括部エ
ンジニアリング営業部・西村雅雄担当

部長は、「われわれのファミリの作り方

は設計段階と施工段階それぞれで異

なっている。プロジェクトが進行するな

かで、その置き換えに対応するかが今後

の課題の１つ。総合メーカーとして多く

の分野で BIM 対応を強めながらファ

ミリ提供のあり方も整理していきたい」

と話す。

図　細かなディテールまで正確に再現
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図　ミリ単位の精度が必要とされるビルサッシやカーテンウォールの製品モデル



ファミリを施設用途ごとにデータ
分けし、ワンパッケージで提供
BIM を営業の差別化提案として
活用する

コロナ禍以降、建設系メーカーの営業方

法のひとつだった製品カタログの配布

は大幅に減り、業界各社はホームページ

などによるテレワークに向けた営業活

動を模索している。

BIM を軸に提案活動をしている LIXIL
では、「ホームページで単にデータを並

べているだけではカタログと変わらな

い。施設用途ごとに分かりやすくデータ

を仕分けし、ワンパッケージの商品テン

プレートとして提供する」（エクステリア

営業部エンジニアリング営業グループ・

山下克人主幹）と明かす。

現在、LIXILの提供する製品データは、
エクステリアの 180点に加え、ビルサッ
シ・カーテンウォール分野で 31 点、さ
らに衛生設備機器や洗面化粧台につい

ては、オートデスクの BIM ソフト
Revit など5つのソフト向けにデータを
約 570 品番、2046 点を公開している。
10 年前、ビルサッシ分野で業界に先駆
けて BIM 対応を進めた同社は、「エク
ステリアでも業界をリードし、総合メー

カーとして全方位で BIM 普及に貢献

したい」（西村氏）と話す。

また、BIM が営業の差別化提案として

有効活用できることから、いずれは

BIM を各分野統一のインターフェース

として確立させることも考えていると

いう。

同社の設計者ファーストから始まった

BIM 対応は、ファミリ提供からエクス

テリア自動設計ツール、そして BIM を
軸にした営業戦略として成長し、業界全

体の BIM 導入の起爆剤となっている。
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LIXILエクステリア BIMデータご紹介ページ

LIXILエクステリア BIMデータの特長（庁舎・病院・学校・工場 他）

https://www.biz-lixil.com/service/cad/bim/exterior/


