
JP 2017-215677 A 2017.12.7

10

(57)【要約】
【課題】ＢＩＭシステムを用いて、昇降機のレイアウト
画面を見やすく表示することを課題とする。
【解決手段】実施形態のＢＩＭシステムは、制御部と記
憶部とを少なくとも備える。制御部は、入力される作成
条件に対応する昇降機ＢＩＭパーツを、パーツ情報記憶
手段に記憶されたパーツ情報を用いて作成する昇降機モ
デリング手段と、昇降機モデリング手段により作成され
た昇降機ＢＩＭパーツを、ＢＩＭモデル記憶手段に記憶
されたＢＩＭモデルに組み込んで、建築物の３次元立体
形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリング
手段と、統合モデリング手段が作成した統合ＢＩＭモデ
ルで示される建築物の３次元レイアウト画面を表示可能
な情報を、建築物の管理施設端末装置に対して送信する
送信制御手段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムであって、
　前記記憶部は、
　建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、
　前記ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶
するパーツ情報記憶手段と、を備え、
　前記制御部は、
　入力される作成条件に対応する前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パーツ情報記憶手段に
記憶された前記パーツ情報を用いて作成する昇降機モデリング手段と、
　前記昇降機モデリング手段により作成された前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩＭモ
デル記憶手段に記憶された前記ＢＩＭモデルに組み込んで、前記建築物の３次元立体形状
を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリング手段と、
　前記統合モデリング手段が作成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の３次
元レイアウト画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する
送信制御手段と、
　を備えることを特徴とするＢＩＭシステム。
【請求項２】
　前記統合モデリング手段は、前記統合ＢＩＭモデルの作成に使用された前記ＢＩＭモデ
ル、前記昇降機ＢＩＭパーツの少なくともいずれかが更新されたとき、前記統合ＢＩＭモ
デルを更新し、
　前記送信制御手段は、更新された前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の３次元
レイアウト画面を表示可能な情報を、前記管理施設端末装置に対して送信する、ことを特
徴とする請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項３】
　前記統合ＢＩＭモデルには、前記建築物に設けられた防火設備を示す防火設備ＢＩＭモ
デルが含まれており、
　前記制御部は、
　前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示された防火設備に基づ
いて前記建築物における通過不能な箇所を避けて避難経路を決定する避難経路決定手段を
、さらに備え、
　前記送信制御手段は、前記決定された避難経路が表された前記３次元レイアウト画面を
表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する、ことを特徴とする
請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項４】
　前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルには、防火シャッタＢＩＭ
モデルが含まれており、
　前記避難経路決定手段は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火シャッタＢＩＭモ
デルで示された防火シャッタが閉鎖されている箇所を避けて、避難経路を決定する、こと
を特徴とする請求項３に記載のＢＩＭシステム。
【請求項５】
　前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルには、煙センサＢＩＭモデ
ルが含まれており、
　前記避難経路決定手段は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記煙センサＢＩＭモデル
で示された煙センサのうち煙を感知した煙センサの感知エリアを避けて、避難経路を決定
する、ことを特徴とする請求項３に記載のＢＩＭシステム。
【請求項６】
　前記統合ＢＩＭモデルには、前記建築物に設けられた防火設備を示す防火設備ＢＩＭモ
デルが含まれており、
　前記送信制御手段は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示
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された防火設備に基づいて通過不能な箇所を避けて避難経路を決定するために必要な情報
を、前記建築物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報に含めて、前記建築物の管理施
設端末装置に対して送信する、ことを特徴とする請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項７】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムにおいて実行される方法であって
、
　前記記憶部は、
　建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、
　前記ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶
するパーツ情報記憶手段と、を備えており、
　前記制御部において実行される、
　入力される作成条件に対応する前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パーツ情報記憶手段に
記憶された前記パーツ情報を用いて作成する昇降機モデリングステップと、
　前記昇降機モデリングステップにより作成された前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩ
Ｍモデル記憶手段に記憶された前記ＢＩＭモデルに組み込んで、前記建築物の３次元立体
形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリングステップと、
　前記統合モデリングステップで作成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の
３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信
する送信制御ステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムに実行させるためのプログラムで
あって、
　前記記憶部は、
　建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、
　前記ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶
するパーツ情報記憶手段と、を備えており、
　前記制御部に、
　入力される作成条件に対応する前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パーツ情報記憶手段に
記憶された前記パーツ情報を用いて作成する昇降機モデリングステップと、
　前記昇降機モデリングステップにより作成された前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩ
Ｍモデル記憶手段に記憶された前記ＢＩＭモデルに組み込んで、前記建築物の３次元立体
形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリングステップと、
　前記統合モデリングステップで作成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の
３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信
する送信制御ステップと、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ＢＩＭシステム、方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＢＩＭ（Building　Information　Modeling）を利用することで、建築に関する
作業やデータ管理の合理化や効率化が図られている。また、一般に、建築物において、管
理施設（防災センタ、監視室等）で昇降機の運行監視等を行う場合、表示モニタに建物の
鉛直方向視の平面的な断面画面を表示させて、その画面上に昇降機を表示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開平６－１４９６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来技術では、例えば、低層の昇降機と高層の昇降機が鉛直方
向視で重なっている場合に、両方の昇降機を、前記した平面的な断面画面上の実際の位置
に表示することはできない。そのため、どちらかの昇降機を表示しないか、あるいは、ど
ちらかの昇降機を実際とは異なる場所に表示しなければならない。つまり、昇降機のレイ
アウト画面を見やすく表示できていなかった。
【０００５】
　そこで、本実施形態が解決しようとする課題は、ＢＩＭシステムを用いて、昇降機のレ
イアウト画面を見やすく表示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態のＢＩＭシステムは、制御部と記憶部とを少なくとも備える。記憶部は、建築
物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、ＢＩＭモデルに組込可能な
昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶するパーツ情報記憶手段と、を備
える。制御部は、入力される作成条件に対応する昇降機ＢＩＭパーツを、パーツ情報記憶
手段に記憶されたパーツ情報を用いて作成する昇降機モデリング手段と、昇降機モデリン
グ手段により作成された昇降機ＢＩＭパーツを、ＢＩＭモデル記憶手段に記憶されたＢＩ
Ｍモデルに組み込んで、建築物の３次元立体形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合
モデリング手段と、統合モデリング手段が作成した統合ＢＩＭモデルで示される建築物の
３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、建築物の管理施設端末装置に対して送信する
送信制御手段と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロック図
である。
【図２】図２は、ＢＩＭパーツの一例を示す図である。
【図３】図３は、ＢＩＭモデルにＢＩＭパーツを組み込んだ統合ＢＩＭモデルの一例を示
す図である。
【図４】図４は、統合ＢＩＭモデルの作成と表示に関する概要説明図である。
【図５】図５は、比較例の昇降機のレイアウト画面の一例を示す図である。
【図６】図６は、複数のエスカレータが鉛直方向視で重なっている様子の一例を示す模式
図である。
【図７】図７は、建築物ＢＩＭモデルとエスカレータＢＩＭパーツの表示画面の一例を示
す図である。
【図８】図８は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムによるレイアウト画面表示のた
めの処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、比較例における表示変更のための作業手順の一例を示すフローチャート
である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムによる表示変更のための作
業手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、第１の実施形態において、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画
面上に、防火シャッタが閉鎖されている箇所を避けた避難経路を表示させた場合の一例を
示す図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態において、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画
面上に、煙を感知した煙センサの感知エリアを避けた避難経路を表示させた場合の一例を
示す図である。
【図１３】図１３は、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロッ
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ク図である。
【図１４】図１４は、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムによるレイアウト画面表示
のための処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１６】図１６は、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムによるレイアウト画面表示
のための処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、第１の実施形態の変形例におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、実施形態にかかるＢＩＭシステム、方法およびプログラムについて、図面を参
照して詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではない。
【０００９】
　ＢＩＭによる設計方法では、各業者にて建物全体のデータである建築物に関する３次元
のＢＩＭモデルを共有することができるので、共通のデータ上でそれらの関連性および整
合性の確認を行うことができる。以下の実施形態では、このＢＩＭを使用した昇降機客先
提案システムについて説明する。
【００１０】
　以下、実施形態の構成および処理について、第１の実施形態（ＢＩＭシステム（機能分
散型））、第２の実施形態（ＢＩＭシステム（サーバ主導の機能分散型））、第３の実施
形態（ＢＩＭシステム（スタンドアロン型のＢＩＭ装置））の順にて詳細に説明する。
【００１１】
　まず、以下で用いる用語について説明する。単に「パーツ」と称する場合は建築物を構
成する現実の構成部品を指し、「ＢＩＭパーツ」と称する場合はパーツに対応するＢＩＭ
上の仮想的な構成部品を指すものとするが、説明の便宜上、「パーツ」が対応する「ＢＩ
Ｍパーツ」を指す場合や、「ＢＩＭパーツ」が対応する「パーツ」を指す場合もあるもの
とする。また、「設備」とは、建築物内の昇降機以外の設備を指す（詳細は後述）。また
、「ＢＩＭモデル」とは、建築物ＢＩＭモデルと設備ＢＩＭモデルの総称である。
【００１２】
［第１の実施形態］
　最初に、第１の実施形態について、図１～図１２を参照して以下に説明する。なお、第
１の実施形態で例示するＢＩＭシステムにおけるサーバ装置側と端末装置側の機能分散の
形態は以下に限られず、同様の効果や機能を奏し得る範囲において、任意の単位で機能的
または物理的に分散・統合して構成することができる。
【００１３】
［第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成］
　まず、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例について、図１を参照して
説明する。図１は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロック
図であり、該構成のうち主要な部分を概念的に示している。
【００１４】
　図１に示すように、第１の実施形態のＢＩＭシステムでは、概略的に、昇降機の３次元
モデル（ＢＩＭパーツ）等の情報を提供できるサーバ装置２００と、単数または複数のＢ
ＩＭアプリケーション等を搭載した端末装置１００と、管理施設（防災センタ、監視室等
の）に設置されている管理施設端末装置５００とが、有線または無線のネットワーク３０
０を介して通信可能に接続して構成される。また、端末装置１００、サーバ装置２００、
管理施設端末装置５００のそれぞれにおいて、各部は任意の通信路を介して通信可能に接
続されている。
【００１５】
［サーバ装置２００の構成］
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　図１において、サーバ装置２００は、端末装置１００から送信される作成条件に対応す
るＢＩＭパーツを作成し、端末装置１００へ送信する等の機能を有する。サーバ装置２０
０は、制御部２０２と、記憶部２０６とを少なくとも備えている。サーバ装置２００は、
通信制御インターフェース部２０４を介してネットワーク３００を経由し、端末装置１０
０、管理施設端末装置５００と相互に通信可能に接続されている。制御部２０２は、各種
処理を行う制御手段である。通信制御インターフェース部２０４は、通信回線や電話回線
等に接続されるアンテナやルータ等の通信装置（図示せず）に接続されるインターフェー
スであり、サーバ装置２００とネットワーク３００との間における通信制御を行う機能を
有する。すなわち、通信制御インターフェース部２０４は、端末装置１００等と通信回線
を介してデータを通信する機能を有している。記憶部２０６は、ＨＤＤ（Hard　Disk　Dr
ive）等の固定ディスク装置またはＳＳＤ（Solid　State　Drive）等のストレージ手段で
あり、各種のデータベースやテーブル（パーツ情報データベース２０６ａ等）を格納する
。
【００１６】
　パーツ情報データベース２０６ａは、ＢＩＭモデルに組込可能なＢＩＭパーツ（昇降機
ＢＩＭパーツ）を作成するためのパーツ情報を記憶するパーツ情報記憶手段である。本実
施形態において、昇降機は、エレベータおよび乗客コンベアを含む概念であり、乗客コン
ベアは、エスカレータおよび動く歩道を含む。ここで、パーツ情報は、利用者が昇降機を
設計する上で必要となるあらゆる情報を含む。パーツ情報としては、例えば、用途、定員
、積載量、動作速度、色、機種等といった昇降機の仕様、昇降機を建築物に設置する際に
必要とされるスペース、寸法、各種付属設備に関する情報、昇降機を構成する必要部材の
部材強度、価格、寸法、質量、色、素材、固有振動数といった情報の他、納期、在庫状況
、据付時間、仕上げ材、耐用年数、メーカ情報、品番型番などが挙げられるが、上記に限
定されない。
【００１７】
　より具体的には、本実施形態において、パーツ情報は、例えば、端末装置１００の制御
部１０２によりＢＩＭモデルにＢＩＭパーツを組み込む際等に参照されるサイズ（寸法）
情報を含む。ここで、ＢＩＭパーツのサイズ情報は、ＢＩＭパーツを構成する各ユニット
、構成部品のサイズ情報も含む。ＢＩＭパーツを構成する各ユニットとしては、例えば、
昇降機がエレベータである場合には、昇降路、乗りかご、カウンタウェイト、メインロー
プ、巻上機、ガイドレール、乗り場ホール関連品、機械室、制御盤、電源設備、各種配線
配管等が挙げられる。また、ＢＩＭパーツを構成する各ユニットとしては、例えば、昇降
機がエスカレータである場合には、トラス、踏段、踏段チェーン、移動手摺、乗降板、欄
干、駆動装置、機械室、制御盤、電源設備、各種配線配管等が挙げられる。また、パーツ
情報は、例えば、端末装置１００の制御部１０２によりＢＩＭパーツを変更する際に用い
られる設定パラメータを含む。ここで、設定パラメータは、ＢＩＭパーツを構成する各ユ
ニットのサイズ、色、材質、上記各種配線配管等を規定するパラメータを含む。なお、Ｂ
ＩＭパーツは、典型的なＢＩＭモデルと同様に、このＢＩＭパーツ自体に対象の昇降機に
関連するパーツ情報等の情報を含んでいる。
【００１８】
　また、制御部２０２は、ＯＳ（Operating　System）等の制御プログラムや、各種の処
理手順等を規定したプログラム、および、所要データを格納するための内部メモリを有す
る。そして、制御部２０２は、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するため
の情報処理を行う。制御部２０２は、機能概念的に、作成条件受信部２０２ａ、昇降機モ
デリング部２０２ｂ、および、情報送受信部２０２ｃを備える。
【００１９】
　作成条件受信部２０２ａは、端末装置１００から送信される作成条件を受信する作成条
件受信手段である。ここで、作成条件は、利用者が所望する昇降機の仕様等を示す条件で
ある。つまり、作成条件は、ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するた
めの条件である。作成条件は、例えば、昇降機の機種、色、素材、希望の価格、納期、利
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用者の嗜好性等のうちの少なくとも１つを含んでいればよい。また、作成条件は、利用者
により端末装置１００において入力部１１８を介して入力されたものであってもよいし、
予め作成条件が記憶された外部記憶装置（図示せず）から読み込まれたものであってもよ
い。
【００２０】
　昇降機モデリング部２０２ｂは、作成条件受信部２０２ａにより受信された作成条件に
対応するＢＩＭパーツ（昇降機ＢＩＭパーツ）を、パーツ情報データベース２０６ａに記
憶されたパーツ情報を用いて作成する昇降機モデリング手段である。昇降機モデリング部
２０２ｂは、例えば、図２に示すようなエレベータの３次元のＢＩＭパーツを作成する。
ここで、図２は、ＢＩＭパーツの一例を示す図である。図２の左側は、昇降路、乗りかご
、ガイドレール等のユニットから構成されるＢＩＭパーツであり、図２の右側は、乗り場
ホーム関連品の一例として、乗降口のドアのユニット等から構成されるＢＩＭパーツであ
る。
【００２１】
　図１に戻って、昇降機モデリング部２０２ｂは、利用者が画面上で確認しながら選択可
能なように、作成条件を満たす複数のＢＩＭパーツを作成してもよい。昇降機モデリング
部２０２ｂは、例えば、作成条件受信部２０２ａにより受信された作成条件に基づいた後
述のＢＩＭモデルの構造情報等に基づいて、建築物の概要、規模、設置位置、電源設備容
量等から当該建築物に設置可能なＢＩＭパーツを単数あるいは複数作成する。また、昇降
機モデリング部２０２ｂは、作成条件受信部２０２ａにより受信された作成条件に基づい
た昇降機の納期、価格、あるいは、嗜好性に応じてＢＩＭパーツを自動的に最適化して作
成するようにしてもよい。例えば、昇降機モデリング部２０２ｂは、利用者によって昇降
機の設置に際し納期優先の選択がなされている場合には、設置可能なＢＩＭパーツのうち
納期が早いものから順に自動で複数作成するようにしてもよい。同様に、昇降機モデリン
グ部２０２ｂは、利用者によって価格優先の選択がなされている場合には、設置可能な複
数のＢＩＭパーツのうち価格が安いものから順に自動で複数作成するようにしてもよい。
昇降機モデリング部２０２ｂは、利用者によって利用者の嗜好性が設定されている場合に
は、設置可能な複数のＢＩＭパーツのうち嗜好性にあったものから順に自動で複数作成す
るようにしてもよい。ここで、昇降機モデリング部２０２ｂは、作成したＢＩＭパーツを
記憶部２０６に格納して、ＢＩＭパーツデータベース（図示せず）を構築してもよい。
【００２２】
　情報送受信部２０２ｃは、昇降機モデリング部２０２ｂにより作成されたＢＩＭパーツ
を端末装置１００へ送信する情報送受信手段である。情報送受信部２０２ｃは、複数のＢ
ＩＭパーツを含む計算結果を端末装置１００へ送信してもよい。
【００２３】
［端末装置１００の構成］
　図１において、端末装置１００は、サーバ装置２００へＢＩＭパーツを作成するのに必
要な作成条件を送信し、作成条件にしたがって作成されたＢＩＭパーツを含むサーバ装置
２００の計算結果を、サーバ装置２００から受信する等の機能を有する。端末装置１００
は、出力部（表示部１１４および音声出力部１１６）と、入力部１１８と、制御部１０２
と、記憶部１０６と、を少なくとも備えている。また、端末装置１００は、図３に示すよ
うに、サーバ装置２００から受信したＢＩＭパーツをＢＩＭモデルに組み込んで統合ＢＩ
Ｍモデルを作成する等の機能を有する。ここで、図３は、ＢＩＭモデルにＢＩＭパーツを
組み込んだ統合ＢＩＭモデルの一例を示す図である。図３では、昇降機組込建築物の完成
時におけるエレベータの設置状態を示す統合ＢＩＭモデルの一部が示されている。
【００２４】
　図１に戻って、端末装置１００は、例えば、建築物の管理者が所持する装置であって、
一般に市販されるデスクトップ型またはノート型のパーソナルコンピュータ等の情報処理
装置、携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ（Personal　Handyphone　System）、ＰＤＡ（
Personal　Digital　Assistant）等の携帯端末装置等である。端末装置１００は、例えば
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、インターネットブラウザ、ＢＩＭアプリケーション等を搭載していている。
【００２５】
　図１において、表示部１１４は、アプリケーション等の表示画面を表示する表示手段（
例えば、液晶または有機ＥＬ等から構成されるディスプレイ、モニタ、および、タッチパ
ネル等）である。音声出力部１１６は、音声情報を音声として出力する音声出力手段（例
えば、スピーカ等）である。入力部１１８は、例えば、キー入力部、タッチパネル、コン
トロールパッド（例えば、タッチパッド、および、ゲームパッド等）、マウス、キーボー
ド、マイク等である。入出力制御インターフェース部１０８は、表示部１１４、音声出力
部１１６、入力部１１８等の制御を行う。
【００２６】
　図１において、通信制御インターフェース部１０４は、通信回線や電話回線等に接続さ
れるアンテナやルータ等の通信装置（図示せず）に接続されるインターフェースであり、
端末装置１００とネットワーク３００との間における通信制御を行う機能を有する。すな
わち、通信制御インターフェース部１０４は、サーバ装置２００、管理施設端末装置５０
０等と通信回線を介してデータを通信する機能を有している。ネットワーク３００は、端
末装置１００およびサーバ装置２００と、図示しない外部機器または外部システム（例え
ば、ＢＩＭモデルデータベースサーバ等として機能する外部のデータベース装置など）と
を相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット、電話回線網（携帯端末回線網お
よび一般電話回線網等）、イントラネット、電力線通信（ＰＬＣ（Power　Line　Communi
cations））回線等である。
【００２７】
　図１において、記憶部１０６は、ＨＤＤやＳＳＤ等の大容量のストレージ手段、および
／または、ＳＲＡＭ（Static　Random　Access　Memory）等を用いて構成される小容量高
速メモリ（例えば、キャッシュメモリ）等のストレージ手段であり、各種のデータベース
やファイルやテーブル（ＢＩＭモデルデータベース１０６ａ、統合ＢＩＭモデルデータベ
ース１０６ｂ等）を格納する。ここで、記憶部１０６は、各種のデータベース、ファイル
等を一時的に記憶するものであってもよい。
【００２８】
　ＢＩＭモデルデータベース１０６ａは、建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭ
モデル記憶手段である。本実施形態において、ＢＩＭモデルデータベース１０６ａには、
予め設計者により設計されたＢＩＭモデルが格納されている。前記したように、ＢＩＭモ
デルは、建築物ＢＩＭモデルと設備ＢＩＭモデルに大別できる。建築物ＢＩＭモデルには
、例えば、建物形状、空間関係、地理情報、建物部材情報（数量、特性、耐用年数）、階
床数、階床名、階高、各階の占有面積、部屋、壁、通路、階段、非常階段、ガス管、水道
管、梁等が含まれる。また、設備ＢＩＭモデルには、例えば、建築物内に配置される各設
備に関する寸法、位置等を示す情報が含まれる。設備としては、例えば、防火シャッタ、
煙センサ、火災報知機、スプリンクラー、安全対策品等が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
【００２９】
　統合ＢＩＭモデルデータベース１０６ｂは、統合モデリング部１０２ｃが作成した統合
ＢＩＭモデルを記憶する統合ＢＩＭモデル記憶手段である。
【００３０】
　制御部１０２は、ＯＳ等の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログラム
、および、所要データを格納するための内部メモリを有する。そして、制御部１０２は、
これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部１０
２は、機能概念的に、作成条件送信部１０２ａ、情報送受信部１０２ｂ、統合モデリング
部１０２ｃ、避難経路決定部１０２ｄ、送信制御部１０２ｅを備える。なお、制御部１０
２における各部１０２ａ～１０２ｅ以外の制御について説明するときは、動作主体を制御
部１０２と記載する。この点、サーバ装置２００における制御部２０２、および、図１５
における制御部４０２についても同様である。
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【００３１】
　作成条件送信部１０２ａは、利用者により入力される作成条件をサーバ装置２００へ送
信する作成条件送信手段である。
【００３２】
　情報送受信部１０２ｂは、サーバ装置２００から送信される作成条件に対応するＢＩＭ
パーツを含む計算結果を受信する等の情報の送受信を行う情報送受信手段である。情報送
受信部１０２ｂは、複数のＢＩＭパーツを含む計算結果をサーバ装置２００から受信して
もよい。情報送受信部１０２ｂは、受信したＢＩＭパーツを記憶部１０６に格納して、Ｂ
ＩＭパーツデータベース（図示せず）を構築してもよい。
【００３３】
　統合モデリング部１０２ｃは、情報送受信部１０２ｂにより受信されたＢＩＭパーツ（
昇降機ＢＩＭパーツ）を、ＢＩＭモデルデータベース１０６ａに記憶されたＢＩＭモデル
に組み込んで、建築物の３次元立体形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリン
グ手段である。
【００３４】
　送信制御部１０２ｅは、統合モデリング部１０２ｃが作成した統合ＢＩＭモデルで示さ
れる建築物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、管理施設端末装置５００に対し
て送信する送信制御手段である。なお、建築物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報
とは、例えば、３次元レイアウト画面の情報、３次元レイアウト画面を簡略化した情報の
ほか、３次元レイアウト画面を作成するために必要なＢＩＭモデル、ＢＩＭパーツ、その
他の情報などである。
【００３５】
　また、統合モデリング部１０２ｃは、統合ＢＩＭモデルの作成に使用されたＢＩＭモデ
ル、昇降機ＢＩＭパーツの少なくともいずれかが更新されたとき、統合ＢＩＭモデルを更
新する。そのとき、送信制御部１０２ｅは、更新された統合ＢＩＭモデルで示される建築
物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、管理施設端末装置５００に対して送信す
る。
【００３６】
　ここで、統合ＢＩＭモデルには、建築物に設けられた防火設備を示す防火設備ＢＩＭモ
デルが含まれている。避難経路決定部１０２ｄは、統合ＢＩＭモデルに含まれた防火設備
ＢＩＭモデルで示された防火設備に基づいて建築物における通過不能な箇所を避けて避難
経路を決定する。そのとき、送信制御部１０２ｅは、決定された避難経路が表された３次
元レイアウト画面を表示可能な情報を、管理施設端末装置５００に対して送信する。
【００３７】
　より具体的には、次の通りである。例えば、統合ＢＩＭモデルに含まれた防火設備ＢＩ
Ｍモデルには、防火シャッタＢＩＭモデルが含まれている。そして、避難経路決定部１０
２ｄは、統合ＢＩＭモデルに含まれた防火シャッタＢＩＭモデルで示された防火シャッタ
が閉鎖されている箇所を避けて、避難経路を決定する。
【００３８】
　また、例えば、統合ＢＩＭモデルに含まれた防火設備ＢＩＭモデルには、煙センサＢＩ
Ｍモデルが含まれている。そして、避難経路決定部１０２ｄは、統合ＢＩＭモデルに含ま
れた煙センサＢＩＭモデルで示された煙センサのうち煙を感知した煙センサの感知エリア
を避けて、避難経路を決定する。
【００３９】
［管理施設端末装置５００の構成］
　図１において、管理施設端末装置５００は、制御部５０２、通信部５０４、記憶部５０
６、表示部５１４、音声出力部５１６、入力部５１８を備える。管理施設端末装置５００
は、例えば、管理施設に設置されているパーソナルコンピュータである。
【００４０】
　制御部５０２は、記憶部５０６に記憶された制御プログラム、データ等を用いて、各種
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処理を実行する制御手段である。通信部５０４は、外部装置との通信を行うための通信イ
ンターフェースである。記憶部５０６は、ＲＡＭ，ＲＯＭ（Read　Only　Memory）等の記
憶手段である。
【００４１】
　表示部５１４は、液晶ディスプレイ等の画面表示手段である。音声出力部５１６は、音
声情報を音声として出力する音声出力手段である。入力部５１８は、キー入力部、タッチ
パネル等の入力手段である。
【００４２】
　以上で、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例の説明を終える。
【００４３】
［第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理］
　次に、このように構成された第１の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理の例につい
て、図４～図１２を参照して説明する（適宜他図参照）。まず、図４～図７を参照して、
処理の概要について説明する。
【００４４】
　図４は、統合ＢＩＭモデルの作成と表示に関する概要説明図である。図４に示すように
、本実施形態では、例えば、ＢＩＭシステムにおいて、建築物ＢＩＭモデル、設備ＢＩＭ
モデル、昇降機ＢＩＭパーツを統合し、統合ＢＩＭモデルを作成し、その統合ＢＩＭモデ
ルの３次元レイアウト画面を作成し、その３次元レイアウト画面（３次元レイアウト画面
の情報。以下同様）を管理施設端末装置５００に送信して表示させる。
【００４５】
　３次元レイアウト画面について、図５～図７を参照して説明する。図５は、比較例（従
来技術）の昇降機のレイアウト画面の一例を示す図である。図５に示すように、比較例で
は、表示モニタに、建物の鉛直方向視の平面的な断面画面を表示させて、その画面上に昇
降機が表示される。ここでは、エレベータＥＬＶ１－８、９，１０，１１，１２と、エス
カレータＥＳＣ３，４が表示されている。
【００４６】
　しかし、実際の建築物内には、図６に示すように、エスカレータＥＳＣ３の鉛直方向下
方にエスカレータＥＳＣ１が存在し、また、エスカレータＥＳＣ４の鉛直方向下方にエス
カレータＥＳＣ２が存在している。比較例では、平面的な断面画面のため、鉛直方向視で
重なっているエスカレータの両方を実際の位置に表示することはできない。つまり、昇降
機のレイアウト画面を見やすく表示できていない。
【００４７】
　一方、本実施形態では、図７に示すように、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面
として、建築物ＢＩＭモデル内に、鉛直方向視で重なっている複数のエスカレータを実際
の位置に表示することができる。つまり、昇降機のレイアウト画面を見やすく表示するこ
とができる。
【００４８】
　図８は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムによるレイアウト画面表示のための処
理の一例を示すフローチャートである。
【００４９】
　まず、端末装置１００の作成条件送信部１０２ａは、利用者により入力部１１８を用い
て入力される作成条件をサーバ装置２００へ送信する（ステップＳＡ－１）。サーバ装置
２００の作成条件受信部２０２ａは、その作成条件を受信する（ステップＳＡ－２）。
【００５０】
　次に、サーバ装置２００の昇降機モデリング部２０２ｂは、ステップＳＡ－２で受信し
た作成条件に対応するＢＩＭパーツを、パーツ情報データベース２０６ａに記憶されたパ
ーツ情報を用いて作成する（ステップＳＡ－３）。例えば、昇降機モデリング部２０２ｂ
は、図２に示すようなエレベータのＢＩＭパーツを作成する。ここで、ステップＳＡ－３
において、昇降機モデリング部２０２ｂは、作成条件を満たす複数のＢＩＭパーツを作成
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してもよい。
【００５１】
　次に、サーバ装置２００の情報送受信部２０２ｃは、作成されたＢＩＭパーツを端末装
置１００へ送信する（ステップＳＡ－４）。端末装置１００の情報送受信部１０２ｂは、
そのＢＩＭパーツを受信する（ステップＳＡ－５）。
【００５２】
　次に、端末装置１００の統合モデリング部１０２ｃは、ステップＳＡ－５で受信した単
数または複数のＢＩＭパーツをＢＩＭモデルデータベース１０６ａに記憶されたＢＩＭモ
デルに組み込んで統合ＢＩＭモデルを作成する（ステップＳＡ－６）。例えば、統合モデ
リング部１０２ｃは、図３に示すような、エレベータのＢＩＭパーツがＢＩＭモデルに組
み込まれた統合ＢＩＭモデルを作成する。
【００５３】
　次に、端末装置１００の送信制御部１０２ｅは、ステップＳＡ－６で作成した統合ＢＩ
Ｍモデルの３次元レイアウト画面を作成し（ステップＳＡ－７）、その３次元レイアウト
画面を管理施設端末装置５００に送信する（ステップＳＡ－８）。管理施設端末装置５０
０は、その３次元レイアウト画面を受信する（ステップＳＡ－９）。
【００５４】
　なお、ステップＳＡ－８では、統合ＢＩＭモデルの情報のうち、３次元レイアウト画面
を表示するために必要な情報だけを送信するようにすることが望ましい。例えば、統合Ｂ
ＩＭモデルの情報のうち、ガス管、水道管、梁等の情報は、送信しなくてもよい。また、
ステップＳＡ－８では、画面内容を簡略化する等によりデータ量を減らしてもよい。そう
すれば、回線や管理施設端末装置５００の負担が減少する。
【００５５】
　次に、管理施設端末装置５００の制御部５０２は、表示部５１４に、ステップＳＡ－９
で受信した３次元レイアウト画面を表示する（ステップＳＡ－１０、図７）。
【００５６】
　このようにして、本実施形態によれば、ＢＩＭシステムを用いて、管理施設端末装置５
００で昇降機のレイアウト画面を見やすく表示することができる。つまり、低層の昇降機
と高層の昇降機が鉛直方向視で重なっている場合でも、両方の昇降機を実際の位置に表示
することができる。
【００５７】
　次に、建築物、昇降機、設備について、レイアウトや仕様が変更された場合の表示変更
について説明する。図９は、比較例（従来技術）における表示変更のための作業手順の一
例を示すフローチャートである。
【００５８】
　図９に示すように、比較例では、建築物のレイアウト、仕様の変更があった場合（ステ
ップＳ１）、昇降機のレイアウト、仕様の変更があった場合（ステップＳ２）、設備のレ
イアウト、仕様の変更があった場合（ステップＳ３）、建築物の管理者が、ソフトウエア
担当者（監視盤メーカの技術担当者等）に、昇降機監視盤のモニタ表示を変更するよう依
頼する（ステップＳ４）。
【００５９】
　次に、ソフトウエア担当者は、ソフトウエアを設計し（ステップＳ５）、ソフトウエア
更新日程を調整し（ステップＳ６）、ソフトウエアを更新して（ステップＳ７）、ようや
く昇降機監視盤のモニタ表示の変更が完了する（ステップＳ８）。このように、比較例で
は、当該表示変更に多くの時間や手間がかかってしまう。
【００６０】
　一方、図１０は、第１の実施形態におけるＢＩＭシステムによる表示変更のための作業
手順の一例を示すフローチャートである。
【００６１】
　図１０に示すように、本実施形態では、建築物のレイアウト、仕様の変更があった場合
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（ステップＳ１１）、昇降機のレイアウト、仕様の変更があった場合（ステップＳ１２）
、設備のレイアウト、仕様の変更があった場合（ステップＳ１３）、各担当者がそれらの
変更をＢＩＭシステム（端末装置１００、サーバ装置２００）へ登録する（ステップＳ１
４）。
【００６２】
　次に、当該変更が統合ＢＩＭモデルに反映される（ステップＳ１５）。具体的には、端
末装置１００の統合モデリング部１０２ｃは、統合ＢＩＭモデルの作成に使用された建築
物ＢＩＭモデル、設備ＢＩＭモデル、昇降機ＢＩＭパーツの少なくともいずれかが更新さ
れたとき、統合ＢＩＭモデルデータベース１０６ｂの統合ＢＩＭモデルを更新する。
【００６３】
　次に、更新された統合ＢＩＭモデルを昇降機監視盤モニタに出力する（ステップＳ１６
）。具体的には、端末装置１００の送信制御部１０２ｅは、更新された統合ＢＩＭモデル
の３次元レイアウト画面を作成し、管理施設端末装置５００に送信して表示させる。こう
して、昇降機監視盤のモニタ表示の変更が完了する（ステップＳ１７）。このように、本
実施形態では、当該表示変更に、時間も手間もほとんどかからない。つまり、当該表示変
更のためだけの作業がほとんどない。
【００６４】
　次に、図１１、図１２を参照して、避難経路の表示について説明する。図１１は、第１
の実施形態において、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面上に、防火シャッタが閉
鎖されている箇所を避けた避難経路を表示させた場合の一例を示す図である。
【００６５】
　端末装置１００の避難経路決定部１０２ｄは、統合ＢＩＭモデルデータベース１０６ｂ
を参照し、統合ＢＩＭモデルにおいて、防火シャッタＢＩＭモデルに対応する防火シャッ
タが閉鎖されている箇所を避けて避難経路を決定する。そのとき、送信制御部１０２ｅは
、管理施設端末装置５００に対して、決定した避難経路を、統合ＢＩＭモデルの３次元レ
イアウト画面上に表示させるように送信する。これにより、管理施設端末装置５００にお
いて、制御部５０２は、表示部５１４の統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面上に避
難経路を表示することができる。
【００６６】
　具体的には、図１１の３次元レイアウト画面において、４Ｆのヒトオブジェクトの位置
から２Ｆの出入口までの避難経路を決定する場合を想定する。３Ｆの防火シャッタ付近で
火が出ていて、防火シャッタが閉鎖されているとすると、その防火シャッタを避けて、３
Ｆエスカレータを経由せず、３Ｆ階段と２Ｆエスカレータを経由する避難経路を決定し、
表示する。このようにして、適切な避難経路を決定し、かつ、立体的に見やすく表示する
ことができる。
【００６７】
　なお、例えば、複数の防火シャッタがある場合、管理施設端末装置５００から端末装置
１００にどの防火シャッタが閉鎖したかを通知し、その情報を用いて端末装置１００で避
難経路を決定し、その避難経路を端末装置１００から管理施設端末装置５００に送信し、
管理施設端末装置５００において避難経路を表示すればよい。
【００６８】
　また、例えば、複数の防火シャッタがある場合、端末装置１００で、閉鎖されている防
火シャッタの全組み合わせについて、それぞれの避難経路を決定しておき、端末装置１０
０から管理施設端末装置５００に全避難経路を送信しておけばよい。そうすれば、管理施
設端末装置５００において、実際に閉鎖された防火シャッタに対応する避難経路を表示す
ることができる。
【００６９】
　次に、図１２は、第１の実施形態において、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面
上に、煙を感知した煙センサの感知エリアを避けた避難経路を表示させた場合の一例を示
す図である。
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【００７０】
　端末装置１００の避難経路決定部１０２ｄは、統合ＢＩＭモデルデータベース１０６ｂ
を参照し、統合ＢＩＭモデルにおいて、煙センサＢＩＭモデルに対応する煙センサのうち
煙を感知した煙センサの感知エリアを避けて避難経路を決定する。そのとき、送信制御部
１０２ｅは、管理施設端末装置５００に対して、決定した避難経路を、統合ＢＩＭモデル
の３次元レイアウト画面上に表示させるように送信する。
【００７１】
　具体的には、図１２の３次元レイアウト画面において、４Ｆのヒトオブジェクトの位置
から２Ｆの出入口までの避難経路を決定する場合を想定する。４Ｆの図示の煙センサ付近
で火が出ているとすると、その煙センサの感知エリアを避けて、３Ｆエスカレータを経由
せず、３Ｆ階段と２Ｆエスカレータを経由する避難経路を決定する。このようにして、適
切な避難経路を決定し、かつ、立体的に見やすく表示することができる。
【００７２】
　なお、例えば、複数の煙センサがある場合、管理施設端末装置５００から端末装置１０
０にどの煙センサが煙を感知したかを通知し、その情報を用いて端末装置１００で避難経
路を決定し、その避難経路を端末装置１００から管理施設端末装置５００に送信し、管理
施設端末装置５００において避難経路を表示すればよい。
【００７３】
　また、例えば、複数の煙センサがある場合、端末装置１００で、煙を感知した煙センサ
の全組み合わせについて、それぞれの避難経路を決定しておき、端末装置１００から管理
施設端末装置５００に全避難経路を送信しておけばよい。そうすれば、管理施設端末装置
５００において、実際に煙を感知した煙センサに対応する避難経路を表示することができ
る。
【００７４】
　なお、図１１、図１２で示した避難経路は、他の用途として、例えば、火が出ている付
近に人がいないかどうかを消防隊員等が確かめるときのルートとしても使用することがで
きる。
【００７５】
［第２の実施形態］
　続いて、第２の実施形態について、図１３、図１４を参照して以下に説明する。図１３
は、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロック図であり、該構
成のうち本実施形態に関係する部分を概念的に示している。以下、第１の実施形態と同様
の事項については、説明を適宜、簡略化または省略する。なお、第２の実施形態は、多く
の機能をサーバ装置２００側で有する点で、第１の実施形態と異なっている。
【００７６】
［第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成］
　まず、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例について、図１３を参照し
て以下に説明する。
【００７７】
　図１３に示すように、第２の実施形態のサーバ装置２００は、有線または無線のネット
ワーク３００を介して端末装置１００と通信可能に接続され、制御部２０２と記憶部２０
６とを少なくとも備える。端末装置１００は、出力部（表示部１１４および音声出力部１
１６）と入力部１１８と制御部１０２と記憶部１０６とを少なくとも備える。また、端末
装置１００、サーバ装置２００、管理施設端末装置５００のそれぞれにおいて、各部は任
意の通信路を介して通信可能に接続されている。
【００７８】
　図１３において、サーバ装置２００は、端末装置１００から送信される作成条件に対応
するＢＩＭパーツを作成し、ＢＩＭモデルにＢＩＭパーツを組み込んで統合ＢＩＭモデル
を作成する等の機能を有する。
【００７９】
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　なお、サーバ装置２００における通信制御インターフェース部２０４および記憶部２０
６（パーツ情報データベース２０６ａ、統合ＢＩＭモデルデータベース２０６ｃ等）の機
能、また、端末装置１００における表示部１１４、音声出力部１１６、および、入力部１
１８の機能は、第１の実施形態と同様であるため説明を省略する。また、記憶部２０６の
うち、ＢＩＭモデルファイル２０６ｂには、端末装置１００側の記憶部１０６のＢＩＭモ
デルデータベース１０６ａに記憶された複数のＢＩＭモデルのうち、対象のＢＩＭモデル
が予めサーバ装置２００側へ転送されて一時的に記憶されているものとする。
【００８０】
　図１３において、制御部２０２は、ＯＳ等の制御プログラムや、各種の処理手順等を規
定したプログラム、および、所要データを格納するための内部メモリを有する。そして、
制御部２０２は、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための情報処理を
行う。制御部２０２は、機能概念的に、作成条件受信部２０２ａ、昇降機モデリング部２
０２ｂ、統合モデリング部２０２ｄ、避難経路決定部２０２ｅ、送信制御部２０２ｆを備
える。
【００８１】
　作成条件受信部２０２ａは、端末装置１００から送信される作成条件を受信する作成条
件受信手段である。
【００８２】
　昇降機モデリング部２０２ｂは、作成条件受信部２０２ａにより受信された作成条件に
対応するＢＩＭパーツを、パーツ情報データベース２０６ａに記憶されたパーツ情報を用
いて作成する昇降機モデリング手段である。
【００８３】
　統合モデリング部２０２ｄは、昇降機モデリング部２０２ｂにより作成されたＢＩＭパ
ーツを、ＢＩＭモデルファイル２０６ｂに記憶されたＢＩＭモデルに組み込んで統合ＢＩ
Ｍモデルを作成する統合モデリング手段である。
【００８４】
　送信制御部２０２ｆは、統合モデリング部２０２ｄが作成した統合ＢＩＭモデルで示さ
れる建築物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、管理施設端末装置５００に対し
て送信する送信制御手段である。
【００８５】
　避難経路決定部２０２ｅは、統合ＢＩＭモデルデータベース２０６ｃを参照し、統合Ｂ
ＩＭモデルにおいて、防火シャッタＢＩＭモデルに対応する防火シャッタが閉鎖されてい
る箇所を避けて避難経路を決定する。そのとき、送信制御部２０２ｆは、管理施設端末装
置５００に対して、決定した避難経路を、統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面上に
表示させるように送信する。これにより、管理施設端末装置５００において、制御部５０
２は、表示部５１４の統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面上に避難経路を表示する
ことができる。
【００８６】
　また、避難経路決定部２０２ｅは、統合ＢＩＭモデルデータベース２０６ｃを参照し、
統合ＢＩＭモデルにおいて、煙センサＢＩＭモデルに対応する煙センサのうち煙を感知し
た煙センサの感知エリアを避けて避難経路を決定する。そのとき、送信制御部２０２ｆは
、管理施設端末装置５００に対して、決定した避難経路を、統合ＢＩＭモデルの３次元レ
イアウト画面上に表示させるように送信する。これにより、管理施設端末装置５００にお
いて、制御部５０２は、表示部５１４の統合ＢＩＭモデルの３次元レイアウト画面上に避
難経路を表示することができる。
【００８７】
　以上で、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例の説明を終える。
【００８８】
［第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理］
　次に、このように構成された第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理の例につい
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て、以下に図１４を参照して詳細に説明する（適宜他図参照）。図１４は、第２の実施形
態におけるＢＩＭシステムによるレイアウト画面表示のための処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【００８９】
　図１４に示すように、まず、端末装置１００の制御部１０２は、利用者により入力部１
１８を用いて入力される作成条件をサーバ装置２００へ送信する（ステップＳＢ－１）。
サーバ装置２００の作成条件受信部２０２ａは、その作成条件を受信する（ステップＳＢ
－２）。
【００９０】
　次に、サーバ装置２００の昇降機モデリング部２０２ｂは、ステップＳＢ－２で受信し
た作成条件に対応するＢＩＭパーツを、パーツ情報データベース２０６ａに記憶されたパ
ーツ情報を用いて作成する（ステップＳＢ－３）。
【００９１】
　次に、サーバ装置２００の統合モデリング部２０２ｄは、ステップＳＢ－３で作成した
ＢＩＭパーツを、ＢＩＭモデルファイル２０６ｂに記憶されたＢＩＭモデルに組み込んで
統合ＢＩＭモデルを作成する（ステップＳＢ－４）。
【００９２】
　次に、サーバ装置２００の送信制御部２０２ｆは、ステップＳＢ－４で作成した統合Ｂ
ＩＭモデルの３次元レイアウト画面を作成し（ステップＳＢ－５）、その３次元レイアウ
ト画面を管理施設端末装置５００に送信する（ステップＳＢ－６）。管理施設端末装置５
００は、その３次元レイアウト画面を受信する（ステップＳＢ－７）。
【００９３】
　次に、管理施設端末装置５００の制御部５０２は、表示部５１４に、ステップＳＢ－７
で受信した３次元レイアウト画面を表示する（ステップＳＢ－８、図７）。
【００９４】
　なお、表示変更（図１０）と避難経路の決定と表示（図１１、図１２）については、動
作主体が端末装置１００からサーバ装置２００に変わる点以外は、第１実施形態と同様で
あるので、説明を省略する。
【００９５】
　以上で、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理の例の説明を終える。
【００９６】
　このようにして、第２の実施形態におけるＢＩＭシステムによれば、第１の実施形態の
場合と同等の効果に加えて、端末装置１００のデータ管理やデータ処理の負担を軽減する
ことができ、特に、サーバ装置２００に対して多くの端末装置１００が接続されている場
合に有効である。
【００９７】
［第３の実施形態］
　続いて、第３の実施形態について、図１５、図１６を参照して以下に説明する。図１５
は、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロック図であり、該構
成のうち本実施形態に関係する部分を概念的に示している。第３の実施形態におけるＢＩ
Ｍシステムは、スタンドアロン型に構成され、単独で処理を行うＢＩＭ装置４００により
実現される。
【００９８】
　第３の実施形態においては、サーバ装置と端末装置の機能をＢＩＭ装置４００に集約し
ており、ＢＩＭ装置４００がスタンドアロン型に構成され単独で処理を行う点でその他の
実施形態と異なる。以下、第１の実施形態、第２の実施形態の少なくともいずれかと同様
の事項については、説明を適宜、簡略化または省略する。
【００９９】
［第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成］
　まず、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例について、図１５を参照し
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て以下に説明する。
【０１００】
　図１５に示すように、第３の実施形態のＢＩＭ装置４００は、出力部（表示部４１４お
よび音声出力部４１６）と入力部４１８と制御部４０２と記憶部４０６とを少なくとも備
える。ＢＩＭ装置４００は、例えば、ＰＮＤ（Portable　Navigation　Device）等の各種
情報処理端末、ノート型のパーソナルコンピュータ等の各種情報処理装置、または、携帯
電話やＰＨＳやＰＤＡ等の携帯端末装置等により実現できる。また、ＢＩＭ装置４００は
、有線または無線のネットワーク３００を介して管理施設端末装置５００と通信可能に接
続されている。ＢＩＭ装置４００、および、管理施設端末装置５００のそれぞれにおいて
、各部は任意の通信路を介して通信可能に互いに接続されている。
【０１０１】
　図１５において、入出力制御インターフェース部４０８、表示部４１４、音声出力部４
１６、および、入力部４１８の各機能は、第１の実施形態と同様であるため説明を省略す
る。また、記憶部４０６の各部についても、第１の実施形態と比較して、一部がサーバ装
置２００ではなくＢＩＭ装置４００に備えられている点を除き、第１の実施形態と同様で
あるため説明を省略する。また、制御部４０２の各部についても、一部がサーバ装置２０
０ではなくＢＩＭ装置４００に備えられている点を除き、第１の実施形態と同様であるた
め説明を省略する。
【０１０２】
　以上で、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの構成の一例の説明を終える。
【０１０３】
［第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理］
　次に、このように構成された第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理の例につい
て、以下に図１６を参照して詳細に説明する。図１６は、第３の実施形態におけるＢＩＭ
システムによるレイアウト画面表示のための処理の一例を示すフローチャートである。
【０１０４】
　図１６に示すように、まず、作成条件設定部４０２ａは、利用者により入力部４１８を
用いて入力される作成条件を設定する（ステップＳＣ－１）。
【０１０５】
　次に、昇降機モデリング部４０２ｂは、ステップＳＣ－１で設定された作成条件に対応
するＢＩＭパーツを、パーツ情報データベース４０６ａに記憶されたパーツ情報を用いて
作成する（ステップＳＣ－２）。
【０１０６】
　次に、統合モデリング部４０２ｃは、ステップＳＣ－２で作成したＢＩＭパーツを、Ｂ
ＩＭモデルデータベース４０６ｂに記憶されたＢＩＭモデルに組み込んで統合ＢＩＭモデ
ルを作成する（ステップＳＣ－３）。
【０１０７】
　次に、送信制御部４０２ｅは、ステップＳＣ－３で作成した統合ＢＩＭモデルの３次元
レイアウト画面を作成し（ステップＳＣ－４）、その３次元レイアウト画面を管理施設端
末装置５００に送信する（ステップＳＣ－５）。管理施設端末装置５００は、その３次元
レイアウト画面を受信する（ステップＳＣ－６）。
【０１０８】
　次に、管理施設端末装置５００の制御部５０２は、表示部５１４に、ステップＳＣ－６
で受信した３次元レイアウト画面を表示する（ステップＳＣ－７、図７）。
【０１０９】
　なお、表示変更（図１０）と避難経路の決定と表示（図１１、図１２）については、動
作主体が端末装置１００からＢＩＭ装置４００に変わる点以外は、第１実施形態と同様で
あるので、説明を省略する。
【０１１０】
　以上で、第３の実施形態におけるＢＩＭシステムの処理の例の説明を終える。
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【０１１１】
　このようにして、第３の実施形態におけるＢＩＭ装置４００によれば、第１の実施形態
の場合と同等の効果に加えて、ＢＩＭ装置４００がスタンドアロン型であることにより、
データ処理がシンプルになるという効果を奏する。
【０１１２】
[変形例]
　第１の実施形態では、避難経路を決定する場合、端末装置１００の避難経路決定部１０
２ｄが避難経路を決定し、送信制御部１０２ｅが管理施設端末装置５００に対してその決
定した避難経路を送信するものとした。
【０１１３】
　変形例では、例えば、管理施設端末装置５００の側で避難経路を決定することができる
。図１７は、第１の実施形態の変形例におけるＢＩＭシステムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。図１７のＢＩＭシステムは、図１のＢＩＭシステムと比較して、端末装置１
００の制御部１０２に避難経路決定部１０２ｄがなく、管理施設端末装置５００の制御部
５０２に避難経路決定部５０２１が設けられている点で相違している。
【０１１４】
　この場合、例えば、端末装置１００の制御部１０２の送信制御部１０２ｅは、統合ＢＩ
Ｍモデルに含まれた防火設備ＢＩＭモデルで示された防火設備に基づいて通過不能な箇所
を避けて避難経路を決定するために必要な情報を、建築物の３次元レイアウト画面を表示
可能な情報に含めて、管理施設端末装置５００に対して送信する。より具体的には、次の
通りである。
【０１１５】
　端末装置１００の制御部１０２の送信制御部１０２ｅは、管理施設端末装置５００に対
して、統合ＢＩＭモデルにおいて、防火シャッタＢＩＭモデルに対応する防火シャッタが
閉鎖されている箇所を避けて避難経路を決定するために必要な統合ＢＩＭモデルにおける
情報（建築物、エスカレータ、階段、防火シャッタ、出入口等の情報）を送信する。これ
により、管理施設端末装置５００の制御部５０２の避難経路決定部５０２１は、防火シャ
ッタＢＩＭモデルに対応する防火シャッタが閉鎖されている箇所を避けて避難経路を決定
することができる。
【０１１６】
　また、例えば、端末装置１００の制御部１０２の送信制御部１０２ｅは、管理施設端末
装置５００に対して、統合ＢＩＭモデルにおいて、煙センサＢＩＭモデルに対応する煙セ
ンサのうち煙を感知した煙センサの感知エリアを避けて避難経路を決定するために必要な
統合ＢＩＭモデルにおける情報（建築物、エスカレータ、階段、煙センサ、出入口等の情
報）を送信する。これにより、管理施設端末装置５００の制御部５０２の避難経路決定部
５０２１は、煙センサＢＩＭモデルに対応する煙センサのうち煙を感知した煙センサの感
知エリアを避けて避難経路を決定することができる。
【０１１７】
　同様に、第２の実施形態、第３の実施形態についても、管理施設端末装置５００の側で
避難経路を決定することができる。
【０１１８】
［他の実施形態］
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【０１１９】
　例えば、上述の実施形態では、昇降機として主にエスカレータを例にして説明したが、
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エレベータについても同様に本発明を適用できる。また、管理施設端末装置５００に代え
て、建築物の監視室に配置されているパーソナルコンピュータを用いてもよい。
【０１２０】
　また、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した
処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとし
て説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１２１】
　この他、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録
データや検索条件等のパラメータを含む情報、データベース構成については、特記する場
合を除いて任意に変更することができる。
【０１２２】
　また、端末装置１００、サーバ装置２００、ＢＩＭ装置４００、管理施設端末装置５０
０に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く
構成されていることを要しない。
【０１２３】
　例えば、端末装置１００、サーバ装置２００、ＢＩＭ装置４００、管理施設端末装置５
００の各装置が備える処理機能、特に制御部１０２、制御部２０２、制御部４０２、制御
部５０２にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ce
ntral　Processing　Unit）および当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現し
てもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。なお、
プログラムは、後述する記録媒体に記録されており、必要に応じて端末装置１００、サー
バ装置２００、ＢＩＭ装置４００、管理施設端末装置５００に機械的に読み取られる。す
なわち、ＲＯＭまたはＨＤＤなどの記憶部１０６、記憶部２０６、記憶部４０６、記憶部
５０６などには、ＯＳと協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュー
タプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされる
ことによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。
【０１２４】
　また、このコンピュータプログラムは、端末装置１００、サーバ装置２００、ＢＩＭ装
置４００、管理施設端末装置５００に対して任意のネットワーク３００を介して接続され
たアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部ま
たは一部をダウンロードすることも可能である。
【０１２５】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に格納して
もよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」
とは、メモリーカード、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）メモリ、ＳＤ（Secure　Digi
tal）カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＥＰ（Erasable　Progr
ammable）ＲＯＭ、ＥＥＰ（Electrically　Erasable　and　Programmable）ＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＭＯ（Magneto-Optical　disk）、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）、お
よび、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むも
のとする。
【０１２６】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも
含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成、
読み取り手順、あるいは、読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手
順を用いることができる。
【０１２７】
　記憶部１０６、記憶部２０６、記憶部４０６に格納される各種のデータベース、ファイ
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ル等は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキ
シブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイ
ト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用フ
ァイル等を格納する。
【０１２８】
　また、端末装置１００、サーバ装置２００、ＢＩＭ装置４００、管理施設端末装置５０
０は、既知のパーソナルコンピュータ、ワークステーション等の情報処理装置として構成
してもよく、また、該情報処理装置に任意の周辺装置を接続して構成してもよい。また、
端末装置１００、サーバ装置２００、ＢＩＭ装置４００、管理施設端末装置５００は、該
情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プログラム、データ等を含む）
を実装することにより実現してもよい。
【０１２９】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合
わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。
【符号の説明】
【０１３０】
１００　端末装置、１０２　制御部、１０２ａ　作成条件送信部、１０２ｂ　情報送受信
部、１０２ｃ　統合モデリング部、１０２ｄ　避難経路決定部（避難経路決定手段）、１
０２ｅ　送信制御部（送信制御手段）、１０４　通信制御インターフェース部、１０６　
記憶部、１０６ａ　ＢＩＭモデルデータベース、１０６ｂ　統合ＢＩＭモデルデータベー
ス（統合ＢＩＭモデル記憶手段）、１０８　入出力制御インターフェース部、１１４　表
示部、１１６　音声出力部、１１８　入力部、２００　サーバ装置、２０２　制御部、２
０２ａ　作成条件受信部、２０２ｂ　昇降機モデリング部（昇降機モデリング手段）、２
０２ｃ　情報送受信部、２０２ｄ　統合モデリング部、２０２ｅ　避難経路決定部（避難
経路決定手段）、２０２ｆ　送信制御部（送信制御手段）、２０４　通信制御インターフ
ェース部、２０６　記憶部、２０６ａ　パーツ情報データベース（パーツ情報記憶手段）
、２０６ｂ　ＢＩＭモデルファイル、２０６ｃ　統合ＢＩＭモデルデータベース（統合Ｂ
ＩＭモデル記憶手段）、３００　ネットワーク、４００　ＢＩＭ装置、４０２　制御部、
４０２ａ　作成条件設定部、４０２ｂ　昇降機モデリング部（昇降機モデリング手段）、
４０２ｃ　統合モデリング部、４０２ｄ　避難経路決定部（避難経路決定手段）、４０２
ｅ　送信制御部（送信制御手段）、４０６　記憶部、４０６ａ　パーツ情報データベース
（パーツ情報記憶手段）、４０６ｂ　ＢＩＭモデルデータベース、４０６ｃ　統合ＢＩＭ
モデルデータベース（統合ＢＩＭモデル記憶手段）、４０８　入出力制御インターフェー
ス部、４１４　表示部、４１６　音声出力部、４１８　入力部、５００　管理施設端末装
置、５０２　制御部、５０４　通信部、５０６　記憶部、５１４　表示部、５１６　音声
出力部、５１８　入力部
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月25日(2017.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムであって、前記記憶部は、建築物
に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、前記ＢＩＭモデルに組込可能
な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶するパーツ情報記憶手段と、を
備え、前記制御部は、入力される作成条件に対応する前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パ
ーツ情報記憶手段に記憶された前記パーツ情報を用いて作成する昇降機モデリング手段と
、前記昇降機モデリング手段により作成された前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩＭモ
デル記憶手段に記憶された前記ＢＩＭモデルに組み込んで、前記建築物の３次元立体形状
を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリング手段と、前記統合モデリング手段が作
成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の３次元レイアウト画面を表示可能な
情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する送信制御手段と、を備え、前記
統合ＢＩＭモデルには、鉛直方向視で重なっている複数の昇降機と、前記建築物に設けら
れた防火設備を示す防火設備ＢＩＭモデルと、が含まれており、前記制御部は、前記統合
ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示された防火設備に基づいて前記建
築物における通過不能な箇所を避けて避難経路を決定する避難経路決定手段を、さらに備
え、前記送信制御手段は、前記決定された避難経路が表された前記３次元レイアウト画面
を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する、ことを特徴とす
るＢＩＭシステム。
【請求項２】
　前記統合モデリング手段は、前記統合ＢＩＭモデルの作成に使用された前記ＢＩＭモデ
ル、前記昇降機ＢＩＭパーツの少なくともいずれかが更新されたとき、前記統合ＢＩＭモ
デルを更新し、前記送信制御手段は、更新された前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建
築物の３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、前記管理施設端末装置に対して送信す
る、ことを特徴とする請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項３】
　前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルには、防火シャッタＢＩＭ
モデルが含まれており、前記避難経路決定手段は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記
防火シャッタＢＩＭモデルで示された防火シャッタが閉鎖されている箇所を避けて、避難
経路を決定する、ことを特徴とする請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項４】
　前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルには、煙センサＢＩＭモデ
ルが含まれており、前記避難経路決定手段は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記煙セ
ンサＢＩＭモデルで示された煙センサのうち煙を感知した煙センサの感知エリアを避けて
、避難経路を決定する、ことを特徴とする請求項１に記載のＢＩＭシステム。
【請求項５】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムにおいて実行される方法であって
、前記記憶部は、建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、前記
ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶するパ
ーツ情報記憶手段と、を備えており、前記制御部において実行される、入力される作成条
件に対応する前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パーツ情報記憶手段に記憶された前記パー
ツ情報を用いて作成する昇降機モデリングステップと、前記昇降機モデリングステップに
より作成された前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩＭモデル記憶手段に記憶された前記
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ＢＩＭモデルに組み込んで、前記建築物の３次元立体形状を含む統合ＢＩＭモデルであっ
て、鉛直方向視で重なっている複数の昇降機、および、前記建築物に設けられた防火設備
を示す防火設備ＢＩＭモデルを含む前記統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリングステ
ップと、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示された防火設備
に基づいて前記建築物における通過不能な箇所を避けて避難経路を決定する避難経路決定
ステップと、前記統合モデリングステップで作成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前
記建築物の３次元レイアウト画面であって前記決定された避難経路が表された前記３次元
レイアウト画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する送
信制御ステップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　制御部と記憶部とを少なくとも備えるＢＩＭシステムに実行させるためのプログラムで
あって、前記記憶部は、建築物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と
、前記ＢＩＭモデルに組込可能な昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶
するパーツ情報記憶手段と、を備えており、前記制御部に、入力される作成条件に対応す
る前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記パーツ情報記憶手段に記憶された前記パーツ情報を用
いて作成する昇降機モデリングステップと、前記昇降機モデリングステップにより作成さ
れた前記昇降機ＢＩＭパーツを、前記ＢＩＭモデル記憶手段に記憶された前記ＢＩＭモデ
ルに組み込んで、前記建築物の３次元立体形状を含む統合ＢＩＭモデルであって、鉛直方
向視で重なっている複数の昇降機、および、前記建築物に設けられた防火設備を示す防火
設備ＢＩＭモデルを含む前記統合ＢＩＭモデルを作成する統合モデリングステップと、前
記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示された防火設備に基づいて
前記建築物における通過不能な箇所を避けて避難経路を決定する避難経路決定ステップと
、前記統合モデリングステップで作成した前記統合ＢＩＭモデルで示される前記建築物の
３次元レイアウト画面であって前記決定された避難経路が表された前記３次元レイアウト
画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置に対して送信する送信制御ステ
ップと、を実行させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　実施形態のＢＩＭシステムは、制御部と記憶部とを少なくとも備える。記憶部は、建築
物に関するＢＩＭモデルを記憶するＢＩＭモデル記憶手段と、ＢＩＭモデルに組込可能な
昇降機ＢＩＭパーツを作成するためのパーツ情報を記憶するパーツ情報記憶手段と、を備
える。制御部は、入力される作成条件に対応する昇降機ＢＩＭパーツを、パーツ情報記憶
手段に記憶されたパーツ情報を用いて作成する昇降機モデリング手段と、昇降機モデリン
グ手段により作成された昇降機ＢＩＭパーツを、ＢＩＭモデル記憶手段に記憶されたＢＩ
Ｍモデルに組み込んで、建築物の３次元立体形状を含む統合ＢＩＭモデルを作成する統合
モデリング手段と、統合モデリング手段が作成した統合ＢＩＭモデルで示される建築物の
３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、建築物の管理施設端末装置に対して送信する
送信制御手段と、を備える。前記統合ＢＩＭモデルには、鉛直方向視で重なっている複数
の昇降機と、前記建築物に設けられた防火設備を示す防火設備ＢＩＭモデルと、が含まれ
ている。前記制御部は、前記統合ＢＩＭモデルに含まれた前記防火設備ＢＩＭモデルで示
された防火設備に基づいて前記建築物における通過不能な箇所を避けて避難経路を決定す
る避難経路決定手段を、さらに備える。前記送信制御手段は、前記決定された避難経路が
表された前記３次元レイアウト画面を表示可能な情報を、前記建築物の管理施設端末装置
に対して送信する。
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