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The Hill Groupが挑む設備BIMの取り組み

オートデスクテクノロジーを基盤とした、
「データ」を活用したワークフローの構築
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イリノイ州シカゴ
ソフトウェア

Autodesk® Revit®
Autodesk® Fabrication CADmep
Autodesk® Fabrication ESTmep ※
Autodesk® Fabrication CAMDuct ※

※：日本で未販売のアプリケーション

すべてのデータを 1 つのプラットフォーム上
に集約できる
日本では、2019 年に国土交通省 BIM 推進会議が
発足され BIM 環境の整備が進んでいる。この方針
に則して、オートデスクとRevit User Group が
協力してRevit環境での標準化に取り組んでいる。

これまで最も遅れを取っていた、設備施工分野に
おいても、高砂熱学工業や新菱冷熱工業などの
協力により、加速度的に環境整備が進んでいる。

その一方で国内では、属性情報（データ）を活用
した BIM の成功事例はまだまだ 多くない。そ
こで今回は Autodesk ソリューションの導入に
より成功を収めている Hill Group にて BIM
Integration Director を務める David Pikey
氏に、見積・調達・施工計画（コーディネーション）
・
プレファブ・施工取付・試運転・引き渡しまで一貫し
たワークフローの構築事例を解説してもらった。
まず Pikey 氏は同社が活用する技術についてこう
紹介する。

イリノイ州シカゴに本社を置くThe Hill Group は 1936 年に創業した
機械設備サブコンとして、空調・衛生・防災・自動制御・エネルギーに
関連する工事を手掛けている。以前より AutoCAD ベースの MEP の
アプリケーション群「Autodesk Fabrication」をプラットフォームとし、
設 備 施 工 業 務の一 貫したワークフローの構 築 に取り組んできた 。
2017 年からは、更なるデータの高度利用・建築との親和性を求めて
BIM ソリューションである「Autodesk Revit」への移行を進めている。
彼等は「データ」を活用したワークフローを構築することで、顧客にどの
ような価値を提供しているのだろうか。その秘密に迫った。

「同業他社が実務でどのようなテクノロジーを使っ
ているのかという情報は、これから業務改善に取
り組む日本の皆様にとって非常に重要でしょう。
まず当社は約 15 年間に渡って開発してきたテク
ノロジーの多くはオートデスクのファブリケーショ
ンプラットフォーム上で構築されています。主に
『Revit と Autodesk Fabrication（CADmep・
を用いています。
」
ESTmep・CAMDuct）』

Autodesk Fabrication最大の特長は使用用途
の異なるアプリケーション群で使用されるデータ
が、1プラットフォームに集約されている点だ。これ
により、データベースやデータベースを使用したコ
ンテンツを1システムとして扱うことが出来る。アプ
リケーション間のデータを転記する手間を省き、ミ
スを減らすことで効率化が可能になる
（図 1）。

図 1：Hill Group の「データ」を活用した業務フローを表現した
コンセプト図
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始めに見積用 BIM モデルから見積用データを取
得している例を紹介する。設計モデル（設計図）を
受領すると、それを参考にしつつ Fabrication
CADmep を用いて見積用モデルを作製する（図2、
図 3）。Hill Group では Fabrication CADmep
でモデリングするためのパーツは全て社内で標準
パーツ化され、予め BIM パーツ内に様々なデー
タが仕込まれている。そのため、標準パーツを用
いて見積用モデルを作成することで、図 4 のように
BIM モデルより、見積に必要なデータを取り出す
ことが可能になっている。
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「一般的に見積もりをするときは数量拾いが必
然的に生じます。この見積もりモデルでは従来
の手法と比べて作業効率をスピードアップできま
す。『モデルを作製する』というと、時間を要する
複雑なプロセスだと思うかもしれません。しかし
Fabrication CADmep にはデザインラインとい
うモデリングを高速化する機能もあるため、見積
プロセス全体をより迅速かつ正確に把握出来てい
ます」
（Pikey 氏）
また図 5 の Fabrication ESTmep の機能を使う
ことで、さまざまな配管・バルブ・継手などの部材
ごとに購買価格をデータベース化することが出来
る。またその部材ごとに取付けのための労務単価
もデータベース化することが出来る。
「サプライヤーとの関係強化にテクノロジーを生か
すことも可能である」
と Pikey 氏は強調する。

Revit とデータが実現するプレコンストラク
ション（調達・施工計画・プレファブ化）
Pikey 氏は、次にプレコンストラクションについ

ても紹介した。プレコンストラクションは「コー
ディネーティッドモデリング」とも呼 ばれる。冒
頭で触れた通り、 Hill Group はオートデスクの
Autodesk Fabrication と AutoCAD を長年
使ってきたが、2017 年頃から Revit への移行を始
めた。現在では BIM グループにいる 30 名全員が
Revit のみで業務を進めている。ファブリケーショ
ンのパーツを Revit の中で利用することで、コー
ディネーティッドモデリングが可能となっている。

Revit でモデル作製には重要なポイントが ３ 点あ
ると Pikey 氏は強調する。それは「Revit の機能

を深く理解すること」、「良く標準化された BIM コ
ンテンツ
（部材）を持つこと」、「系統（流体）毎に適
切な部材設定をしておくこと」の３つだ。

図 7 では、Hill Group の標準パーツでモデリング
された BIM モデルを Revit 上で開いている。画
像左側は設定された流体と管種を表示しており、
右側はある流体・管種で利用できる部材が表示さ
れている。これらをプロジェクト開始前に良く整備
しておくことで、モデル作成後に品質の良いデータ
を取り出すことが出来る。

図 2：見積用のダクトモデル

図 5：部材ごとの購買単価と労務単価

図 3：見積用の配管モデル

また最近では、設計事務所等が作成した設計用

Revit モデルを取得し、ファミリを HiLL Group
で社内標準化した施工用 BIM パーツ
（製造用パー
ツ）に変換して活用している。つまり、そのままで
は HiLL Group のプラットフォームで活用すること
は出来ない設計者が作成したモデルも、標準化し
た BIM パーツに変換することで、見積モデルを作
成する時間を短縮しつつ、これまで説明したような
HiLL Group のプラットフォームシステム上のデー
タと連携させることが可能となっている
（図 6）。

図 4：見積もりモデルから取得したデータ例

図 7：事前に設定された流体毎の管材と各部材（Revit）

また Revit では API を活用することで独自のアプ
リケーションを作成可能だ。すなわち、Revit と連
携するカスタムソフトウェアを開発できるということ
である。 Hill Group でも独自のアプリケーション
を開発しており、カスタム開発は必ずしも必須で
はないが、社内に開発能力を有す企業なら鬼に金
棒だという。
例えば、これによって BIM オペレーターは毎回カ
スタムソフトウェアによって決まったステップを踏ん
で業務を行うことが出来る。管理者の望みの通り
のプロセスに則って担当者が業務を進められる点
は最大のメリットといえるだろう。

図 6：左：設計者から受領したファミリでモデリングされた BIM モデル。右：HiLL Group の BIM パーツに変換後。
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図 8 はカスタム開発を利用して作成されたスプー
ル図である。 Hill Group におけるスプール図と
は、工場で製作されるファブリケーションコンポー
トネントの製図を指す。この例では Revit がもと
もと備えているファブリケーション機能が多く利用
されている。
標準機能を利用しつつ API 経由でいくつかのプロ
グラムを追加しており、 PCF（Piping Component
File ）フォーマットへの出力も行っているという。
PCF があれば、別のソフトを使ってすべてのスプー
ル図を自動生成することができる。そして、PCF の
代わりによりリアリティのある外観のスプール図を
使うことも可能だ。
「このようにモデル上でどこを事前に工場で接続し
て、どこを現場で接続するかが定義されれば、メ
インモデルから図面が自動生成されます。モデル
は任意に定義するステータスに基づいて色分けす
ることが可能です。またプレハブ比率などについ
ても集計しながら計画を進めることも出来ます。」
（Pikey 氏）
また、図面作成済・発注済・設置済など各部材のス
テータス情報を、集計・グラフ化したり、データを
基にモデルに対して自動色を付けることでプロジェ
クトを管理することが出来る
（図 9）。
図 8：カスタムソフトウェアを活用して配管のアセンブリ化を検討

その他、プレコンストラクションにおいての取り組
みとしては、レーザースキャンの利用がある。改
修時などスキャンデータと BIM モデルを統合し施
工計画を行っている。

高品質なモデル活用から高度なモジュール
化が可能となる

次に施工におけるプレファブリケーションを見てい
こう。図 10 にあるように Pikey 氏は同社のプレ
ファブリケーションのメイン作業場（約 10 万平方
フィート）を紹介する。ダクト・配管・吊り材などの
プレファブユニット化を行っている。
「私たちが BIM を始めとするテクノロジーを使う目

的の大部分は、より良質かつ、より多くのプレファ
ブリケーションを実現することです」と Pikey 氏は
強調する。さらに「ダクトについては、自社所有の
プレハブ工場にて、 BIM モデルを Fabrication
CAMDuct を使い鉄板への割付を行った上で、
切 断 機 にデ ータを渡している。つまり施 工 用
の BIM モデルとダクト切断機が紐づいている。
」と
続ける。

Hill Group には「デジタイズ・ショップ」と呼ばれ
るシステムがある。作業場の製作担当者は、オー
トデスクソリューションで構築された BIM モデルや
データベースをもとに全情報を統合アプリケーショ
ンシステムから取得し、プレハブ加工を行うことが
出来る
（図 10）。

図 9：ダクトの各部材のステータスを、データを基に BIM モデルで管理

図 11：吊材のプレハブ化と現場での取込みの様子

図 10：自社所有のダクト工場の切断機と加工機の状況

図 12：デジタイズ・ショップを活用した配管加工
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データの分析機能で生産効率を
一目で把握可能
Hill Group では、BIM プラットフォームのカスタ

その成果の 1 つが「大型ラックシステム」だ。これは
躯体完成前に組みあがることもある
（図 13）。過去
には、米国内でこのバスルームユニットを 1 千万ド
ル（日本円で約 13 億円）以上、製作を行ってきたと
いう
（図 14）。

マイズ機能として開発した「アナリティクス（分析）
機能」も利用している。 BIM モデルの各パーツ内
のデータを集計しダッシュボード化している。

「繰り返しとなりますが、このモジュール化すべて
は、精度の高い見積、モデリング、コーディネー
ションを行ったために実現可能となったものです。
私たちの場合は Revit をベースとしています。モ
ジュール化の能力は高品質なモデルの活用能力か
ら始まるといってよいでしょう」
（Pikey 氏）

Hill Group では医療機関でも用いられる診察室
や手術室も製作している。今後は、多くのものを
施工現場ではなく、プレファブ工場で製作しようと
目指しているところだ。

図 15 は、自社プレハブ工場の生産性に関する指
標データ例であり、製作担当者の毎日のパフォー
マンスが一目でわかるようになっている。各製作
工程の 1 つ 1 つが小さなデータベースとなり、生産
の指標に必要な情報を含んでいるため、このよう
な会社全体の状況を管理出来るデータを作成でき
るわけだ。
「見積もりやファブリケーション用モデル作成、ファ
ブリケーションの製作などのフェーズはすべてソフ

Pikey 氏が繰り返し強調するように、Revit をベー
スとする洗練された見積、モデリング、コーディ
ネーションを行うことで、施工における一貫した
情報管理・活用を実現している。建設プロジェク
トの各段階において Revit を活用することで、よ
り効率的なプロジェクト推進が可能となる。 Hill
Group のように、施工 BIM に取り組む企業は、
ぜひ Revit の可能性を試してみてはいかがだろ
うか。

図 14：バスルームユニット（POD）のプレハブ化

図 13：大型ラックシステムによるプレハブ化

図 15：自社プレハブ工場の生産状況

図 16：自社開発した現場管理用のデータ共通環境

※こちらの事例は 2021 年 4 月に行われたオーデスク主催の設備 BIM 最前線 vol.4 で
講演頂いた内容を再編したものです。当日の録画はこちらで視聴頂けます。

https://autodesk.wistia.com/medias/9ac5yirsi2

オートデスク株式会社

トウェアの中でつながっているため、データをさま
ざまなかたちで出力することができます。そのた
め、カスタムアプリケーションをファブリケーショ
ンプラットフォーム上に構築することで、多くのこ
とが実現できるでしょう。もちろん、そこから価値
を得ることが必ずしも求められるとは限りません」
（Pikey 氏）
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