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1 はじめに 
システム管理者の役割は大きく 2 つあり、ひとつは各種マスタデータの管理です。もうひとつは SBC-web のプロジェクトテン
プレートとなるプロジェクトの作成です。テンプレートプロジェクトは、物件への SBC導入をスムーズにし、テンプレートの設定
がモデリングの枠組みとして機能します。 
両者の一体的な管理は、マスタデータの無秩序な増大を防ぎ、Revit モデリングを組織で統一的に管理できるようになりま
す。 

 
 
本稿では、最初にマスタの特徴を紹介し、その後テンプレートプロジェクト作成手順を紹介します。 
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2 各種マスタを設定する 
SBC では、組織（多くは会社単位）で統一的に管理すべき事項についてはマスタとして同一データを使用する構成として
います。 

 
 

 事業所マスタ 
ユーザがプロフィール情報を入力する際の選択肢になります。ユーザの所属を確認するために使用します。 

 
 

 支店マスタ 
プロジェクトで基本情報を入力する際の選択肢になります。「支店」と名前がついていますが、必ずしも支店である必要は
無く、プロジェクトをグルーピングする単位を登録します。 
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 ファイル管理タイプマスタ 
ファイル管理タイプは、プロジェクトに登録する Revit ファイルの状態管理方法を決める際に、Revit ファイルをグルーピン
グするために使用します。プロジェクトにおいてはグルーピングに依らずファイル単位で状態管理方法を決める事もできるた
め、「意匠一般」「構造一般」「その他個別」など、使い勝手の良さそうな項目をラフに設定しておく事を推奨します。 
 
ファイル管理タイプの利用場面は、Revit ファイルの状態管理方法の一括変更です。例えばファイル管理タイプ「意匠モ
デル」を登録しておいて、複数の Revit ファイルの管理タイプを「意匠モデル」とすれば、LOD管理対象部位を一括で決
定する事が出来ます。 
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 部位マスタ 
組織で使用する部位（＝部材の集合単位）を登録します。「乾式外壁」「間仕切り壁」などを登録します。部位は、
LOD要件を登録する際の単位になります。登録後、Revit カテゴリを変更することはできないので注意してください。 

 
 
部位マスタでは、部位に対し Revit カテゴリを設定します。部位登録および部位定義はプロジェクトごとに行います。 
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 LOD管理マスタ 
組織で使用する LOD を登録します。最も低い値はプロジェクト上で「基底値」として、次に低い LOD の作業時の状態
値算定に使用されます。 

 
 
LOD Specification に示されている LODは 100、200、300、350、400、500 です。各 LOD の定義を生かしつ
つ、必要に応じて「250」など、間の値を登録する方法を推奨します。 
なお、プロジェクトでは LOD の個別編集が可能になるため、LOD マスタは初期値として機能するだけです。 
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 要素種別マスタ 
SBC のフィルタ機能の対象とする「壁タイプ」「ドアインスタンス」などの要素種別を登録します。 
ここに登録した種別が各プロジェクト上でフィルタ対象の選択肢となります。登録後、Revit カテゴリを変更することはでき
ないので注意してください。 

 
[種別略称] 各プロジェクトでフィルタ作成時に選択肢として表示される名称 
[カテゴリ] Revit カテゴリ 
[クラス名] RevitAPI クラス名 
[説明] 説明 
 
種別略称は SBC フィルタ名に接頭辞として付ける事も考えられるため、短い語句とすることを推奨します。 
SBC では Revit上の要素種別を API*レベルで記述する事で処理速度を向上し、Revit そのものの操作性を阻害し
ない構成としています。API クラス名は”関連資料_代表的な API クラス名一覧表”を参照してください。 
* Application Programming Interface : （Revit の場合）アドインプログラムからの操作を受け付ける窓口として公
開されているソフトウェアのプログラム群 

  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E3%81%AAAPI%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
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 マテリアルマスタ 
レイヤ規則詳細の登録時に使用するマテリアルを登録します。 
ここに登録したマテリアルが、各プロジェクト上でレイヤ規則詳細を作成する際の選択肢となります。 
 
Revit のマテリアルは、物性データなど重要なプロパティとアセットを持つ事が出来るため、モデルデータの管理から見た場
合に非常に重要な要素です。SBC では、マテリアルを一元的に管理してモデルの質を保つ事を目的に、マテリアルマスタ
として管理します。 
マテリアルマスタでは、レイヤ照合時に使用する正規表現を入力する「値」と、Revit プロジェクトに当該マテリアルが存在
しない場合のマテリアル作成で使用する「マテリアル名」、マテリアルをグルーピングするための「マテリアルタイプ」を登録しま
す。 

 
[マテリアル名] レイヤ規則詳細作成時に選択肢として表示される名称。かつ、Revit上でのレイヤ照合時にマテリアル
が見つからなかった場合の挿入マテリアル名。 
[マテリアルタイプ] 登録したマテリアルをタイプごとに絞り込むためのグルーピング機能。バージョンで分けたい場合やプロジ
ェクト特有のマテリアルを識別したい場合に登録することが出来ます。 
[値] Revit のマテリアル名を照合する際に使用する正規表現パターン 
 
照合時に正規表現を使用する事で、Revit上のマテリアルを複製した際に起こるマテリアルの派生を、個別に、あるいは
まとめて照合する事ができます*。 
*Revit マテリアルは色なども決める要素であるため、複数で派生する事が多々ある。 
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従って、マテリアル名にも命名規則を設けておく事を推奨します。例えば、「金属_アルミ_焼付塗装_白」のように階層的
な命名規則が設けられていれば、正規表現のパターンによって前方一致で「金属_アルミ」を照合する、あるいは「金属_
アルミ_焼付塗装」までを照合する、といったように照合する階層を選択する事ができます。 
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3 LOD要件の登録 
 プロジェクトを作成する 

ホーム画面からプロジェクト一覧表示を呼び出すと、プロジェクトの作成ができます。 

 
 

 
基本情報は実物件用の項目が多いため、必要に応じて入力します。 

 

 使用する LOD を登録する 
プロジェクトに使用する LOD を登録します。 
サイドバー ＞ LOD 
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 部位を登録する 
プロジェクトに使用する部位を登録します。選択肢に不足がある場合は部位マスタに登録します。 
 
サイドバー ＞ 部位 

 
 

 
 
登録後、部位名を変更することはできないので注意してください。 
重み付けは進捗率算定時に調整が必要な場合に使用します。特段の配慮が不要な場合は 1.0 とします。 

 

 LOD要件を登録する(位置・属性) 
部位毎、LOD毎に LOD要件を登録します。 
サイドバー ＞ LOD 要件 

 
 
LOD表から部位名を選択すると、要件登録画面が呼び出されます。 
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LOD要件は、配置などの確定度合いを指定する「位置ステータス」要件と、インスタンスに対するタイプ選択の妥当性を
指定する「属性ステータス」要件、そして入力を期待するプロパティを指定する「タイプステータス」要件から成ります。 

 
 
位置ステータス・属性ステータスの要件は、文字で記述します。Web プロジェクトに登録する「内容」と、Revit に表示さ
せる「Revit文字列」を登録します。 
タイプステータスの要件は、フィルタ作成後に設定します。（”4.3 タイプ要件を登録する”を参照） 

 
 
Revit文字列は、SBC-Revit によってインスタンスステータスパネルに表示されます。 
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4 タイプ要件を登録する 
 要件を決める 

タイプ要件は、Revit上のパラメータに値入力を求める際に使用し、SBC のフィルタによって照合します。フィルタを作成
するために、先に対象とするパラメータを決めます。 

 
SBC のフィルタでは、「名前に“鋼製建具”という文字列を含む場合に、材質パラメータに“鋼製”と入力されているべき」と
いった条件付きの要件や、パラメータの値が「a、b、c のいずれかが入力されているべき」といった要件も指定が可能で
す。また、壁などの複層要素のレイヤを対象とする事もできます。 
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 フィルタを登録する 
(SBC フィルタについての予備知識が無い場合は、“操作マニュアル_フィルタ作成”を一読してください。) 
先に決めたパラメータを対象にしたフィルタを作成します。LOD要件として登録する際はフィルタグループを指定します。 
 
サイドバー ＞ フィルタ 

 
 
例えば、LOD要件として「材質」と「気密」の入力を求める場合、Revit上の「材質」パラメータを対象としたフィルタグル
ープと、「気密」パラメータを対象としたフィルタグループの 2 つを作成します。 

 
 
作成したフィルタは、標準値列を ON にします。LOD要件とするフィルタグループに所属するフィルタのうち、標準値列が
ON のフィルタのみが、達成されているかどうかのプロパティチェックとして実行されます。 

 
 
必要に応じて前提条件となるフィルタも作成し、先に作成したプロパティチェックに使用するフィルタの前提条件に登録し
ます。 

  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BD%9C%E6%88%90.pdf
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 タイプ要件を登録する 
作成したフィルタグループをタイプステータスの要件に登録します。先に作成した、LOD要件とするフィルタグループを登録
します。 

 
 
Revit文字列はプロパティチェック実行前に Revit上に表示されます。 

 
 
要件の達成度は SBC フィルタの照合結果によって決まります。達成度算定*のための照合は、ステータス送信時に行わ
れます。事前に OK/NG を確認しておくには、プロパティチェックを実行します。 
*インスタンスプロパティは進捗管理の対象外のため、タイプステータスの達成度算定には、タイプフィルタの照合
結果のみが加算されます。 
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 タイプ要件の使い方 
SBC の進展度管理のうち、タイプ要件はプログラムによる自動チェックによって管理されます。 
これは、インスタンスの責務をタイプ選択に限定する事を意味します。言い換えると、進展度管理において人の判断に依
存する部分を「正しくタイプを選択したか」に限定する、という事です。この構成によって、「このインスタンスのタイプ選択が
間違っているのか、タイプのプロパティが間違っているのか」といった確認の堂々巡りを回避する事ができます。 

 
 
但し、タイプ要件を構成するフィルタを作るためには十分なモデリング設計が必要となるため、場合によってはタイプ要件を
使用せずに要件を構成します。 
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5 部位定義を決める 
 部位の定義方法を決める 

プロジェクトに登録した部位は、何かしら Revit上で見分けられる必要があります。Revit カテゴリ以上に細かく分類する
場合、SBC のフィルタを使用します。 
フィルタ作成にはパラメータの指定が必要です。タイプ名で部位を見分けるとする、など部位を定義するパラメータを決め
ます。 

 
部位を見分けるために使用する部位フィルタは、複数の AND条件などを設定する事も可能です。 

 

 フィルタを登録する 
先に決めた部位の定義方法に従って、フィルタを作成します。例えばタイプ名によって見分ける場合、部位を見分けるた
めの命名規則フィルタを作成します。 
 
サイドバー ＞ フィルタ 

 
 
命名規則フィルタを作成する場合は、パラメータ値列を正規表現で記述します。 
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 部位フィルタを登録する 
部位を定義するために部位フィルタを登録します。部位フィルタは、複数の AND条件なども設定可能です。 
 
サイドバー ＞ 部位へのフィルタ登録 

 
 
ひとつの部位に部位フィルタを複数登録した場合は AND接続となります。各フィルタの一致フラグ列が ON の場合が登
録フィルタに合致する、OFFの場合が合致しない、となります。 

 
図 部位フィルタ例 ２つの条件に合致する要素が「内壁」と判断される 
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6 その他 
 掛け合わせ規則を登録する 

掛け合わせ規則とは、フィルタとフィルタグループを掛け合わせ、新たなフィルタを作成する、またはフィルタグループに対し、
共通の前提条件を追加する機能です。規則は履歴として管理されるため、システム管理者が、事前に掛け合わせの規
則を登録しておくことで、フィルタのルールを作ることができます。プロジェクト管理者が各プロジェクトでフィルタの追加を行っ
た場合は、この履歴から「再実行」処理を行うことで、同グループの他のフィルタと同じ設定、ルールに則った設定を自動
で行うことができます。 
 
掛け合わせ規則は 3種類あります。 
「掛け合わせフィルタ」は、共通して追加したい前提条件のフィルタと、フィルタグループを掛け合わせることにより、自動で
前提条件を追加したフィルタを作成する機能です。この機能を使用することにより、前提条件の設定とフィルタの作成を
効率的に行うことが可能です。 
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「掛け合わせ前提条件」は、フィルタグループの所属フィルタすべてに、指定のフィルタを共通で前提条件として追加するこ
とができる機能です。この機能を使用することにより、前提条件の設定を効率的に行うことが可能です。 
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「レイヤ規則とフィルタの結合」は、レイヤ規則グループとフィルタグループを結合させ一括でフィルタを作成し、作成したフィ
ルタにレイヤ規則名を自動設定する機能です。この機能を使用することにより、レイヤ規則名の設定を効率的に行うこと
が可能です。 
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6.1.1  掛け合わせフィルタを登録する 
サイドバー ＞ 掛け合わせ規則 

 
 
機能の使用前に、この機能で新たに作成されるフィルタを所属させるフィルタグループを作成しておきます。 

 
 
掛け合わせフィルタ履歴の追加ボタンを押下します。 

 
 
全てに共通する前提条件として［元にするフィルタ］を設定します。 

 
 
［元にするフィルタ］と［掛け合わせるフィルタグループ］を選択します。 
次に、［新たなフィルタを割り当てるフィルタグループ］を選択し、登録ボタンを押下します。 

 
 

上記で設定したフィルタグループの所属フィルタを確認すると、掛け合わせたフィルタグループに所属するフィルタの数だけフ
ィルタが作成され、2 つの前提条件フィルタが追加されていることが確認できます。 

 
  

フィルタグループを選択 
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6.1.2  掛け合わせ前提条件を登録する 
サイドバー ＞ 掛け合わせ規則 

 
 
掛け合わせ前提条件履歴の追加ボタンを押下します。 

 
 
所属フィルタに前提条件を共通で追加したいフィルタグループを［掛け合わせ対象グループ］として設定します。 

 
 
次に、共通する前提条件となるフィルタを［掛け合わせ前提条件フィルタ］として選択し、登録ボタンを押下します。 

 
 
対象フィルタグループの所属フィルタを確認すると、選択した前提条件フィルタが設定されていることが確認できます。 
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6.1.3  レイヤ規則とフィルタの結合を登録する 

機能の使用前に、この機能で新たに作成されるフィルタを所属させるフィルタグループを作成しておきます。グループタイプ
は「レイヤ照合」で設定します。 

 
 
レイヤ規則とフィルタの結合履歴の追加ボタンを押下します。 

 
 
結合させたい規則詳細を設定している［レイヤ規則グループ］を選択します。 

 
 
レイヤを結合させたい［フィルタグループ］（新たに作成されるフィルタを所属させるグループ）を選択し、登録ボタンを押
下します。 

 
 
上記で設定したフィルタグループの所属フィルタを確認すると、フィルタがレイヤ規則の数だけ作成され、レイヤ規則名が設
定されていることが確認できます。作成されたフィルタに設定されたのはレイヤ規則名のみのため、レイヤ所在等の他の設
定を行います。 

 
  

フィルタグループを選択 
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 複数のプロジェクトの進捗を確認する 
 
ホーム ＞ 進捗率 または プロジェクト ＞ 進捗率 

 
 

 
 
進捗率画面では各プロジェクトの進捗グラフを一覧で確認することができます。また、プロジェクト名や支店名、工費、工
期を指定することで一覧のプロジェクトを絞り込むこともできます。 

 
 

 
対象プロジェクトの Revit で入力されている各部位を同じ比重でみた場合の進捗率が表示されます。 
 

 
「進捗率」とは違い Revit で入力されている各部位の重み付けを考慮した進捗率になります。 
 
詳細については“Tips”を参照してください。 
  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_Tips.pdf
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7 ユーザ管理（to BIM Auth利用ユーザ向け） 
システム管理者のもう一つの重要な役割としてユーザ管理があります。 
システム管理者は定期的にユーザ管理を行い、未承認ユーザや外部認証基盤（to BIM）から削除されたユーザが管理
画面に残っていないか、ユーザの登録情報に誤りがないかなどを確認してください。 

 
 

システム管理者は SBC-web に登録するユーザの削除または承認を行うことができます。必要に応じて作業を行ってくださ
い。 

 

 ユーザの削除 
外部認証基盤（to BIM）でアカウントが削除された場合や、アプリケーション権限が剥奪されたユーザは SBC ログイン
が不可能となりますが、SBC のユーザ管理画面にはユーザが残ったままとなります。 
その場合、「全ユーザ一覧」から削除を行います。ユーザの権限がシステム管理者の場合は、削除することはできません。 

 
 

 ユーザの承認 
一度、to BIM上の作業領域から削除されたユーザを領域に再追加した場合、そのユーザに対して承認作業が必要に
なることがあります。その際は「未承認ユーザ一覧」から承認を行ってください。 

 
 
なお、未承認のユーザ数は「プロジェクト全体情報」とヘッダーナビゲーションの「ユーザ管理」の項目に表示されます。 
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8 関連資料 
手順マニュアル_入力者編 
手順マニュアル_プロジェクト管理者編 
操作マニュアル_サインインとインストール 
操作マニュアル_インスタンスステータス 
操作マニュアル_フィルタ作成 
関連資料_一部コマンド使用不可のカテゴリ・サブカテゴリ一覧表 
関連資料_代表的な API クラス名一覧表 
関連資料_正規表現の例 一覧表 
Tips 
  

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/external/SBC_%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E5%85%A5%E5%8A%9B%E8%80%85%E7%B7%A8.pdf
https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/external/SBC_%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E7%B7%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/external/SBC_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BD%9C%E6%88%90.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E4%BD%9C%E6%88%90.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E3%81%AAAPI%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E4%BE%8B+%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%B3%87%E6%96%99_%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E4%BE%8B+%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/smart-bim-connection.public/ja/SBC_Tips.pdf
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