
  Acrobat Xまたは Adobe Reader X以降でこの PDF
ポートフォリオを開いてこれまでにない便利さを体験してください。

Adobe Reader を今すぐダウンロード！

http://www.adobe.com/go/reader_download_jp




平成 30 年度 BLC 各部会等の開催スケジュール（案）    2019/2/13 更新 


年・月 BLC 部会の活動、場所 WG 等の活動 


平成 30 年 


4 月 


 ★4/13建築WG 


★4/27建築WG 


 


 


5 月 


 


 


5/ 8 (火) 15:00-17:00 設備部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


5/10(木) 16:00-17:30 在り方部会 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


5/14(月) 15:00-17:00 運用部会   @ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷 会議室 


5/16(水) 10:00-12:00 建築部会   @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


5/21(月) 14:00-17:30 BLC H30 年度第 1 回総会 @TDB ホール 


 


★5/12建築WG 


 


★5/26建築WG 


★5/30建築WG 


6 月 6/29(金) 13:30-15:30 在り方 WG ユーザーヒアリングﾞ 


@建築保全ｾﾝﾀｰ会議室 


★6/13建築WG 


★6/27建築WG 


 


7 月 


 


7/19(木) 13:30-15:30 在り方 WG メーカーヒアリングﾞ 


@建築保全ｾﾝﾀｰ会議室 


7/19(木) 15:30-17:30 設備部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


★7/11建築WG 


★7/25建築WG 


 


8 月 8/7(火) 13:30-15:30 BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ標準 素案説明会 


8/ 8 (水) 13:30-15:30 建築部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


 


★8/22建築WG 


 


9 月 


 


9/ 3 (月) 15:00-17:00 設備部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


9/19 (水) 15:30-16:30 在り方部会 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


9/20 (木) 15:00-17:00運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


 


★9/12建築WG 


 


10 月 10/ 4(木) 15:00-17:00 BLC H30 年度 臨時総会 @TDB ホール  


 


☆10/11建築WG 


◇10/25建築WG 


 


11 月 


 


11/19(月) 16:00-18:00 建築部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


11/26(月) 15:00-17:00 運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


11/2 設備確認 


11/7 設備ｺｱ WG 


◇11/29建築WG 


12 月 12/ 4(火) 15:30-17:30 設備部会   @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


 


☆12/13建築WG 


12/20 設備ｺｱ WG 


平成 31 年 


1 月 


 ■1/16 建築 WG 


☆1/24 建築 WG 


1/30 設備ｺｱ WG 


2 月 2/1 (金) 16:00-17:30 在り方部会 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


2/13(水) 15:00-17:00 建築部会   @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


2/25(月) 15:00-17:00 運用部会   @㈱CST-GSA事業部会議室 


2/28(木) 13:30-15:00 設備部会  @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


 


 


〇2/21建築WG 


☆2/28設備WG 


3 月  ◆3/4 建築 WG 


〇印の WG 開催時間は、10：00～12：00 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


★印の WG 開催時間は、13：30～15：30 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


☆印の WG 開催時間は、15：00～17：00 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


◇印の WG 開催時間は、16：00～18：00 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


◆印の WG 開催時間は、17：00～19：00 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


■印の WG 開催時間は、18：00～20：00 @建築保全ｾﾝﾀｰ 会議室 


※(一財)建築保全ｾﾝﾀｰ会議室 ：東京都中央区新川 1-24-8 東熱新川ビル 7F 


※(株)CST－GSA 事業部会議室：東京都新宿区四谷 1-4 四谷駅前ビル 3F 


※TDB ﾎｰﾙ（東京ダイヤビル 5 号館 1F）：東京都中央区新川 1-28-23 


参考資料








BIM オブジェクトライブラリの運用システム
の試作検討業務


業務内容 本業務は、BIM オブジェクトライブラリを核とした実施設計、生産設計
間における情報連携を可能とするシナリオ（案）の策定を目的とした、BIM オブ
ジェクトライブラリデータおよび配信環境について試作をし、運用可能なシステ
ムとして構築するための検討作業を行い、運用上の課題抽出と整理を行う。
業務期間 2019年1月10日~2019年3 月15 日
主な業務仕様
1) BIM オブジェクトライブラリデータの試作


1)-1 試作対象とする部位・部品のオブジェクトライブラリデータのデータ
サイズ、データフォーマット、収蔵すべき属性情報項目構成等の整理


1)-2 試作対象となる部位・部品を代表するライブラリデータの作成
1)-3 試作対象となる部位・部品の個別具体のライブラリデータの効率的な作成


2) BIM オブジェクトライブラリデータの配信環境の検討
2)-1 データ配信環境に必要となる情報システムの要件、技術的仕様の整理
2)-2 データ連携環境の検討・整理


3) BIM オブジェクトライブラリの運用システムの試作
3)-1 BIM オブジェクトライブラリの運用システムの試作と試用
3)-2 試用の結果を踏まえた、運用上の課題抽出と整理


資料 建18-3


資料 在14-2
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官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）の概要


•主管 内閣府


http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html


•概要
平成28 年12 月に総合科学技術・イノベーション会議と 経済財政諮問会
議が合同で取りまとめた「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシア
ティブ」に基づき、 600 兆円経済の実現に向けた最大のエンジンである
科学技術イノベーションの創出に向け、官民の研究開発投資の拡大等を
目指して、平成30 年度に創設された制度


→PRISMを用いて従来施策の早期の社会実装を加速させる。


•ターゲット領域
• 革新的サイバー空間基盤技術


• 革新的フィジカル空間基盤技術


• 革新的建設・インフラ維持管理技術／革新的防災・減災技術


国土交通省課題として、「i-constructionの推進」(5ヵ年）等が設置されている。



http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html





建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


背景・現状


◆施工出来形と設計との整合確認は、人手に寄らざるを得ない状況
◆現在のBIMは、事業者ごとにバラバラなシステムで運用され、設計
から維持管理に至るまでの情報共有が行われる形になっていない。


課題と目標


対象施策 BIMを用いた建築確認検査業務等の合理化


○BIM設計情報の建築確認審査等への情報交換法の開発


○出来形の確認記録情報の建築確認検査等での活用要領（案）
の策定


各ステージで必要となるBIMデータ


PRISM 施工管理の省力化、自動化に向けた情報基盤


① 設計BIMデータに付随させる情報（IFC*情報）の特定


② 設計と施工との整合性判定技術の開発


③ 建築プロジェクト管理におけるエビデンスの管理支援技術の開発


（*IFC：建物の部位を表現する3次元形状とその属性情報を収蔵するISO標準書式）


建築分野におけるBIM活用のためのプラットホームの構築


○ IFC情報のプロパティの共有化による情報伝達の合理化


○ 建築に係る様々な主体によるBIMデータの利活用促進


プロジェクト、事業者毎にローカルな取り組み、システムとなっ
ているBIMの共通基盤を形成することにより、BIMにかかる各
事業者の研究開発、技術活用の促進が期待される。


補修履歴、定期検査報告履歴


設計
（実施設計）


調達計画
（生産設計）


施工計画


施工管理、
出来形確認


維持管理


施工


竣工・引渡し


部位、
部材の
仕様、
製品情報


施工工
程施工
方法


施工状況や
出来形確認
記録情報


図写真出典：シンガポール政府VDCガイドライン


施工管理
の省力化、
自動化


建築確認検
査手続き等
での利用設計・計画


CADデータ 実物


VR及び付帯情報に
よる仕様の確認


設計図書のQRコードを
読み込むことで3Dで確認


設計
BIM
データ


全体図 詳細図


設計図書


維持管理を
見据えた施工検査


◆施工出来形と設計との整合確認を自動化し省力化させる。
◆設計、施工管理に関する情報を共有化し、行政手続き等の作業を
簡素化するとともに、適切な維持管理を支えるシステムを構築する。


BIMの全体像


施工検査における全数調査へのシフトなど産業界の品質管理・生産性向上をリードすることにより、他業界への横展開を期待。
自動化の推進により、建設施工現場での安全性を向上し、労働環境の改善、働き方改革にも寄与。（施工管理における文書作成労務を20％以上縮減）


施策の概要
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建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


各テーマの概要


① 設計BIMデータに付随させる情報の特定


・施工出来形の照査を実現させるための、設計BIMモデル上のオブジェクト形状、属性の記述法について、
生産設計段階、施工計画段階、施工管理、出来形確認に至るプロセスの中で、どの段階でどの程度の精
度の情報を用意すべきかについて要件を整理し、BIMオブジェクトライブラリとして試作を実施。


② 設計と施工との整合性判定技術の開発


・BIM設計による施工対象物（主として鉄筋工事）について、種々の画像取得方法に対応しつつ、その
画像処理結果と、BIMモデルデータの照査による設計と施工との整合性判定について比較・評価する。


・ゼネコン、コンサルタント、指定確認検査機関を中心に研究会を設置し検討を実施。


① 実施設計
BIM*2


支援ツールの開
発


【PRISM】


設計BIM *1


（既に普及段階）
施工BIM *3


（既に普及段階）


② 施工検査の
省力化・自動化
のための技術開発


【PRISM】


軽量化・履歴情報
の追加等による
建物情報


モデルの構築


③ プラットフォーム構築（共通フォーマット・入力ルール構築・データ連携） 【PRISM】


基本設計 実施設計 施工計画 施工管理 維持管理
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建築プロジェクト管理を省力化、高度化するBIMデータ活用 （PRISM）


③ 建築プロジェクト管理におけるエビデンスの管理支援技術の開発
・施工管理上の記録として求められる情報について、建築確認時点でのBIMモデル情報と対応する
様な記録保存の方法について検討を行う。


・施工結果の照合先として、建築確認申請時のBIMモデルの活用を想定。
・建築確認申請時のBIMモデルの検討と合わせて、当該BIMモデルと施工記録とのひも付けを検討。


① 実施設計
BIM*2


支援ツールの開
発


【PRISM】


設計BIM *1


（既に普及段階）


施工BIM *3


（既に普及段階）


② 施工検査の
省力化・自動化
のための技術開発


【PRISM】


軽量化・履歴情報
の追加等による
建物情報


モデルの構築


③ プラットフォーム構築（共通フォーマット・入力ルール構築・データ連携） 【PRISM】


基本設計 実施設計 施工計画 施工管理 維持管理


確認審査 中間・完了検査
施工結果の照合先として
確認審査時のモデルを活用


各テーマの概要
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4-6月 7-9月 10-12


月
1-3月 4-6月 7-9月 10-12


月
1-3月


ＳＴＥＰ１:


BLCオブジェクト標準の策定


version1


ＳＴＥＰ２:


BLC標準に基づくオブジェク
ト試作、試行サイト(Stem)で
検証等


ＳＴＥＰ３:


実験サイト(BLC BIMライ
ブラリー）の構築と検証


多様な主体間で共有すべきデータ構成の定義 共有すべきデータ構成のIFC等による情報書式(案)の確定


ＳＴＥＰ１:


BLCオブジェクト標準の策
定


2018年度 2019年度


8/7素案説明会 10/4総会


STEP2ａ:


・試行サイトの改良(Stem)


・試作オブジェクトの作成
「ジェネリックオブジェクトと、
試行的メーカーオブジェクト
50~100個」


・同上オブジェクト検証
・ライブラリーサイト画面
の試設計と検討


STEP2ｂ:


・試行サイトの改良(Stem)


・試作オブジェクトの作成
「ジェネリックオブジェクトと、試行的メーカーオブジェクト」
・同上オブジェクト検証
・ライブラリーサイト画面の試設計と検討


STEP３a:


・実験サイトの基本仕様の
作成


STEP３b:


・詳細仕様
の作成


STEP３c:


・実験サイトの構築


STEP３d:


・実験サイ
トの運用







7







8













































































































キッチン：属性の整理  2019.2.13


△は暫定的に入力してある項目、〇は設計者・メーカーが入力する項目


属性の分類 項目の分類 属性項目（英語） 属性項目（日本語） 説明 データタイ
プ 入力例 根拠


ジェネリック
入力済み
配信項目


設計者入
力項目


メーカー入
力項目


発注者入
力項目


システムキッチ
ン
ジェネリックオブ
ジェクト入力例


セクショナ
チン
ジェネリッ
ジェクト入


BLC 企業コード (一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
による企業コード 214870 〇 n/a n/a


管理情報項目 企業名 企業名 株式会社LIXIL 〇 n/a n/a


企業ＵＲＬ 企業のホームページを示す https://www.li
xil.co.jp/


〇 n/a n/a


分類コード
製品の分類コードを示す。当面建築は
Uniclass2015 or OmniClass、設備はCI-
NETコード


Ss_40_45_37_
45 〇 〇 Ss_40_45_


37_45
Pr_40_
21_44


製品グループ システムキッチン 〇 〇 システムキッチ キッチンユ
メーカー型番 メーカー品番 〇 n/a n/a


型式名称 製品名・商品名 〇 n/a n/a


製品写真 サムネイル程度の画像品質 〇 n/a n/a
3Dファイル形式 製品等の3Dファイル形式 〇 〇 rfa rfa
製品リリース年月 当該製品等の販売開始時期を西暦の年、月で 〇 n/a n/a


配信停止年月 当該製品の製造が停止された時期を西暦の年、
月で示す


〇 n/a n/a


製品出荷対象 出荷対象エリア・国 日本国内 〇 n/a n/a
BLC標準バージョン BLC標準のバージョン 1 〇 〇 1 1
参照している仕様書等のバージョン 仕様書等の版 〇 〇 n/a n/a


IFC システムキッチン共通 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenCommon


IFC4 Add2 1.1.1 Reference 参照記号
このプロジェクトにおける参照記号。分類コードで
はなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使
用されるもの


テキスト n/a 〇 n/a n/a


1.1.1 Status 状態 [新規/既存/廃棄/一時的/その他/不明/未定
義]から選択


ラベル 新規 〇 n/a n/a


1.1.2 Style スタイル 家具スタイルの説明 ラベル
壁付I型,壁付L
型,対面型,アイラ
ンド型


〇 〇 壁付I型 壁付I型


1.1.3 MainColor メインカラー このタイプの家具のメインカラー ラベル ミストホワイト 〇 n/a n/a


1.1.4 MainMaterial メイン材料 キャビネットの材料 ラベル 化粧パーティクル
ボード


〇 〇 n/a n/a


1.1.5 IsBuiltIn 作り付け 建物または施設に物理的に接続されているか
（TRUE/FALSE）


ブーリアン値 TRUE 〇 〇 TRUE TRUE


1.1.6 FormaldehydeGrade ホルムアルデヒド発散区分等級 ホルムアルデヒド発散区分を記述 ラベル Fフォースター 〇 〇 n/a n/a


1.1.7 4VOCPerformance 4VOC放散性能 4VOC放散性能基準に適合しているか
（TRUE/FALSE）


ブーリアン値 TRUE 〇 〇 n/a n/a


キッチン基本ユニット | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenBaseunit


1.2.1 FloorCabinetNominalH
eight


キッチン本体高さ 公称高さ ラベル 850 △ 〇 〇 850 800


1.2.2 FloorCabinetNominalL
ength


キッチン本体長さ（間口） 公称長さ 数字 2550 △ 〇 〇 2550 1800


1.2.3 FloorCabinetNominalD
epth


キッチン本体奥行 公称奥行 ラベル 650 △ 〇 〇 650 550


1.2.4 WorktopHeight カウンター高さ ワークトップの高さ ラベル 850 △ 〇 〇 850 800


1.2.5 WorktopMaterial カウンター材質 ワークトップの材料 ラベル アクリル系人造大
理石


〇 〇 n/a n/a


1.2.6 WorktopColor カウンターカラー ワークトップの色 ラベル シンプルホワイト 〇 n/a n/a
1.2.7 SinkMaterial シンク材質 シンクの材料 ラベル ステンレス 〇 〇 n/a n/a


1.2.8 SinkColor シンクカラー シンクの色 ラベル ステンレスコート仕
上げ


〇 n/a n/a


1.2.9 SinkNominalLength シンク幅（間口） シンクの長さ ラベル 940 △ 〇 〇 940 950
1.2.10 SinkNominalWidth シンク奥行 シンクの巾 ラベル 520 △ 〇 〇 520 440
1.2.11 SinkNominalDepth シンク深さ シンクの深さ ラベル 200 △ 〇 〇 200 186
1.2.12 DrainSize シンク排水接続口径 シンクへの接続口径 数字 50 〇 n/a 50
1.2.13 照明 KitchenLighting キッチン本体照明タイプ テキスト E17 2灯 n/a n/a
水栓 | Pset_ValveTypeFaucet
1.3.1 FaucetType 水栓金具タイプ 水栓タイプを明確に定義する ラベル ワンホール,台付き 〇 〇 n/a n/a


1.3.2 FaucetOperation 水栓金具操作方式 水栓の操作方法をここで明確に定義する ラベル シングルレバー,ツー
バルブ


〇 〇 n/a n/a


1.3.3 FaucetFunction 水栓金具機能（冷/温/混合） 水栓の作動温度を明確に定義する ラベル 混合 〇 〇 n/a n/a
1.3.4 Finish 仕上げ 水栓に適用される仕上げの説明 ラベル クローム 〇 〇 n/a n/a


1.3.5 FaucetTopDescription 水栓の頂部 操作機構/水栓の頂部の説明 ラベル クロームレバー,プラ
スチックレバー


〇 〇 n/a n/a


1.3.6 FaucetItemization 水栓金具工事区分 水栓金具の工事区分 ラベル 設備/建築


食器洗い乾燥機 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenDishwasher
1.4.1 食器洗い DishwasherWide 食洗器間口 食洗器の巾 ラベル 450 △ 〇 〇 450 n/a
加熱機器 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenStove
1.5.1 StoveHeatsource 加熱機器熱源 熱源の種類 ラベル 電気、ガス 〇 〇 n/a n/a
1.5.2 StoveVoltage 加熱機器電源 加熱機器の電圧 ラベル 単相200V 〇 n/a n/a
1.5.3  BurnersNumber バーナー数 バーナーの数 ラベル 3 〇 n/a n/a


1.5.4 StovePaneltop 加熱機器天板 加熱機器天板の材料 ラベル
ガラストップ、ホー
ロー、ステンレス、
など


〇 n/a n/a


1.5.5 StoveWidth 加熱機器間口 加熱機器の巾 数字 600 △ 〇 〇
レンジフード | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenVentilator


1.6.1 VentilatorType レンジフード形状 レンジフードの形状 ラベル ブーツ型、スリム
型、フラット型、など


△ 〇 〇 スリム型 ブーツ型


1.6.2 FanType レンジフードファン ファンの種類 ラベル シロッコファン、ター
ボファン、など


〇 n/a n/a


1.6.3 VentilatorLength レンジフード幅（間口） レンジフードの長さ 数字 900 △ 〇 〇 900 750
1.6.4 VentilatorDepth レンジフード奥行 レンジフードの巾 数字 650 △ 〇 〇 650 605
1.6.5 VentilatorHeight レンジフード高さ レンジフードの高さ 数字 500 △ 〇 〇 500 700
1.6.6 VentilatorColor レンジフードカラー レンジフードの色 ラベル シルバー 〇 n/a n/a
1.6.7 VentilatorVoltage レンジフード電源 レンジフードの電圧 ラベル 100V 〇 n/a n/a
1.6.8 VentilatorLighting レンジフード照明タイプ テキスト E17 2灯
ウォールキャビネット | JPNPset_SanitaryTerminalTypeSystemkitchenCupbordUnit


1.7.1 WallCabinetNominalH
eight


ウォールキャビネット高さ ウォールキャビネットの高さ 数字 1650 △ 〇 〇 1650 1200


1.7.2 WallCabinetNominalLe
ngth


ウォールキャビネット長さ（間口） ウォールキャビネットの長さ 数字 375 △ 〇 〇 375 367


1.7.3 WallCabinetNominalD
epth


ウォールキャビネット奥行 ウォールキャビネットの奥行 ラベル 700 △ 〇 〇 700 500


1.7.4 HasDownwall 吊戸棚ダウンウォール機能 ダウンウォール付きか（無/有/電動） ラベル 電動 〇 〇 n/a n/a
1.7.5 DownWallWidth ダウンウォールキャビネット間口 900
1.7.6 WallCabinetLighting 吊戸棚照明タイプ テキスト E17 2灯
ディスポーザー | Pset_WasteTerminalTypeWasteDisposalUnit
1.8.1 DrainConnectionSize ディスポーザーシンク接続口径 ゴミ処理装置の吸入口配管接続口サイズ 数字 50 〇 n/a 項目削除
1.8.2 OutletConnectionSize ディスポーザー排出接続口径 ゴミ処理装置の排出口接続口サイズ 数字 50 〇 n/a 項目削除


1.8.3 DisposalUnitNominalD
epth ディスポーザー深さ 装置の基礎に配管吸入口から測定した深さ 数字 150 〇 n/a 項目削除


COBie COBie Type Properties


2.1.1 AccessibilityPerformancアクセスビリティ性能 製品が満足するアクセスヒリティ事項 テキスト オープンタイプ △ 〇 〇 n/a n/a


2.1.2 AssetType 資産の種類
「固定（Fixed）」は固定された設備、設置され
た製品、「可動（Movable）」は、建物から独立
した装置、製品を示す。


ラベル 固定 △ 〇 〇 固定 固定


2.1.3 Category 分類 分類コード。例：Uniclass2015、コロン、分類タ
イプから成る単一のテキスト列で示す。 テキスト


Ss_40_45_37_
45:Kitchen
FF&E systems


〇 〇


Ss_40_45_
37_45:Kitc
hen FF&E
systems


Pr_40_
21_44:
henette


2.1.4 CodePerformance 法令性能 英数字の値で、製品が満たすべき法令コンプライ
アンス要件を示す。 テキスト ホルムアルデヒド等


級:Ｆフォースター
〇 〇 n/a n/a


2.1.5 Colour 色 英数字の値で、製品の主要な色を示す。 ラベル ミストホワイト 〇 n/a n/a


2.1.6 Constituents 構成要素 製品の様々なパーツの詳細を含む英数字の値 テキスト


ワークトップ,水栓
金具,浄水器,食
器洗い乾燥機,加
熱機器,レンジフー
ド,フロアキャビネッ
ト,ウォールキャビ
ネット


〇 〇 n/a n/a


2.1.7 Description 説明
英数字の値でBIM オブジェクトで示す製品の簡
潔な説明を示す。メーカーオブジェクトは事実情報
に限定され、カタログ名を含むことができる。


ラベル システムキッチン 〇 〇 システムキッチ
ン


セクショナ
チン


2.1.8 DurationUnit 耐用期間の単位 耐用期間記録する単位。典型的には年。 ラベル 年 〇 n/a n/a


2.1.9 ExpectedLife 耐用期間 数値の値で、製品の期待耐用期間を示す。単位
は「耐用単位」で記録される。


数字 5 〇 n/a n/a


2.1.10 Features 特徴 英数字の値で製品の仕様に関する主要な特徴
や重要な特色を示す。


ラベル 壁付I型 〇 〇 壁付I型 壁付I型


2.1.11 Finish 仕上げ 英数字の値で製品の特徴的な主要な仕上げを
示す。


ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.12 Grade グレード 英数字の値で製品に対応する標準グレードを示 ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.13 Manufacturer  製造者 製品の供給、製造に責任を持つ組織の、有効な
メールアドレス


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a


2.1.14 Material 材料 英数字の値で特徴ある、主要な製品の材料示 テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.15 ModelNumber 品番
英数字の値で製品の製造者が定める製品、品
目、単位番号を示す。これはパーツ番号、SKU
カタログ番号あるいはその類でもよい。


テキスト n/a 〇 n/a n/a


2.1.16 ModelReference 商品名 英数字の値で製造者が使用する製造品目の名
前。商標など。


テキスト リシェルSI 〇 n/a n/a


2.1.17 Name 製品名 製品タイプで始まる一般名称。 テキスト n/a 〇 〇 システムキッチ キッチンユ


2.1.18 NominalHeight 公称高さ 公称高さ(一般的に製品の垂直の特性寸法)の
mm 数値。


数字 2000 △ 〇 〇 2000 2000


2.1.19 NominalLength 公称長さ 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の主要なまたは長い寸法のmm数値)。


数字 2550 △ 〇 〇 2550 1800


2.1.20 NominalWidth 公称巾 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の二次的または短い寸法のmm数値)。


数字 650 △ 〇 〇 650 550


2.1.21 ReplacementCost 更新コスト
プロジェクト通貨での製品の更新コストを示す数
値。プロジェクト通貨が不明の場合、ローカル通貨
で示す。


数字 n/a 〇 n/a n/a


2.1.22 Shape 形状 英数字の値で製品の形状の特徴を示す。 ラベル I型 △ 〇 〇 I型 I型
2.1.23 Size 大きさ 英数字の値で製品サイズの特徴を示す。 テキスト 2550 x 650 △ 〇 〇 2550 x 650 1800 x


2.1.24 SustainabilityPerforman持続可能性 英数字の値で製品が満足すべきサステナビリティ
項目を示す。


テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.25 WarrantyDescription 保証の説明 英数字の値で、保証内容と除外事項を簡潔に説
明するもの。


テキスト n/a 〇 n/a n/a
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2.1.26 WarrantyDurationLabo 保証サービス期間 保証サービス期間を示す数値。単位は保証期間
単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.27 WarrantyDurationParts 部品交換サービス期間 部品(交換)保証期間を示す数値。単位は保証
期間単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.28 WarrantyDurationUnit 部品交換サービス期間の単位 保証期間の記録に使用される単位。一般的には
年。


テキスト 年 〇 n/a n/a n/a 年 年 年


2.1.29 WarrantyGuarantorLab アフターサービスの保証人 保証サービスに責任ある組織の有効なメールアド
レス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.30 WarrantyGuarantorPart保証サービス担当機関 部品(交換)保証に責任ある組織の有効なメール
アドレス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


COBie Component Properties


2.2.1 AssetIdentifier 資産識別子 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.2 BarCode バーコード 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.3 InstallationDate 設置日 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.4 SerialNumber シリアルナンバー 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.5 TagNumber 資産管理番号 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.2.6 WarrantyStartDate 保証開始日 初期値”1900-12-31T23:59:59” テキスト 1900-12-
31T23:59:59


〇 1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


BOS_General General Properties


3.1.1 Author モデルの作成者 オブジェクトを作成した個人、組織、またはライブラ
リ提供者の名前。


テキスト Company 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.2 ManufacturerName メーカー名(製造会社名) 製造者名。ジェネリックオブジェクトは省略できる。 テキスト Company 〇 n/a n/a n/a （株）LIXIL （株）LIXIL （株）LIXIL


3.1.3 ManufacturerURL メーカーＵＲＬ 製造者WebサイトのURL。ジェネリックオブジェクト
は省略できる。


テキスト www.company
.Com


〇 n/a n/a n/a https://ww
w.lixil.co.jp


https://ww
w.lixil.co.jp


https://ww
w.lixil.co.jp


3.1.4 <Specification>Descrip仕様システムのタイトル 仕様システム条項のタイトル。対象とする仕様シス
テム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.5 <Specification>Referen仕様システムの参照番号 仕様システム条項の番号。対象とする仕様システ
ム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.6 ProductInformation 製品の概要


技術文書、インストールガイド、証明書、製品カタ
ログまたは文献などの詳細な製品情報への有効な
URLハイパーリンク、およびその文書がある場所の
説明の英数字値。ジェネリックオブジェクトは省略


テキスト
www.company
.com/システムキッ
チン


〇 n/a n/a n/a


https://ww
w.lixil.co.jp
/lineup/kitc
hen/


https://ww
w.lixil.co.jp
/lineup/kitc
hen/


https://ww
w.lixil.co.jp
/lineup/kitc
hen/


3.1.7 Revision 改訂 For completion within the project
environment.＊日本では該当無し？


テキスト ? ? ? n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.8 <Classification>Code 分類コード
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Ss_40_45_37_
45


〇 〇 Ss_40_45_
37_45


Pr_40_50_
21_44


Pr_40_50_
21_44


Ss_40_45_
37_45


Pr_40_50_
21_44


Pr_40_50_
21_44


3.1.9 <Classification>Title 分類コードのタイトル
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Kitchen FF&E
systems


〇 〇
Kitchen
FF&E
systems


Kitchenette
s


Kitchenette
s


Kitchen
FF&E
systems


Kitchenette
s


Kitchenette
s


3.1.10 <Classification>Version分類コードのバージョン
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Systems v1.12 〇 〇 Systems
v1.12


Products
v1.1


Products
v1.1


Systems
v1.12


Products
v1.1


Products
v1.1


3.1.11 Version バージョン オブジェクトの発行番号 テキスト 2 〇 〇 2 1 1 2 1 1
BOS_Data JPNPset_Systemkchien Additional notes | システムキッチンの発注に必要な属性項目


4.1.1 キッチンキャビネット_側面材質 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a n/a n/a 化粧パーティク
ルボード


化粧パーティク
ルボード


化粧パーティク
ルボード


4.1.2 キッチンキャビネット_底面材質 テキスト ウレタン塗装合板 〇 n/a n/a n/a ウレタン塗装
合板


化粧合板 化粧合板


4.1.3 キッチンキャビネット_背面材質 テキスト 化粧合板・化粧
MDF


〇 n/a n/a n/a 化粧合板・化
粧MDF


化粧MDF 化粧MDF


4.1.4 キッチンキャビネット_扉タイプ テキスト 引出タイプ 〇 n/a n/a n/a 引出タイプ 開き扉タイプ 開き扉タイプ


4.1.5 キッチンキャビネット_扉面材 テキスト UV塗装化粧板 〇 n/a n/a n/a UV塗装化粧
板


化粧パーティク
ルボード


低圧メラミン化
粧パーティクル
ボード


4.1.6 キッチンキャビネット_取手タイプ テキスト ライン取手 〇 〇 n/a n/a n/a ライン取手 ハンドル取手 ハンドル取手
4.1.7 キッチンキャビネット_取手材質 テキスト アルミ 〇 〇 n/a n/a n/a アルミ n/a 樹脂


4.1.8 キッチンキャビネット_取手カラー テキスト シルバーつや有り 〇 〇 n/a n/a n/a シルバーつや
有り


－ ホワイト


4.1.9 キッチンキャビネット_シンク位置
4.1.10 キッチンキャビネット_コンロ位置


4.1.11 水栓金具_型番 テキスト JF-
AB466SYX(JW)


〇 n/a n/a n/a
JF-
AB466SYX(
JW)


SF-HB430SY SFHE424SY
(N)21JG


4.1.12 水栓金具_省エネ基準 テキスト 節湯C1・節湯B 〇 〇 n/a n/a n/a 節湯C1・節湯
B


節湯C1・節湯B 節湯C1・節湯
B


4.1.13 ColdwaterConnectionS 給水接続口径 給水配管の接続口径 ラベル 15A 〇 n/a n/a n/a 13ｍｍ 13ｍｍ 13ｍｍ
4.1.14 HotwaterConnectionSiz給湯接続口径 給湯配管の接続口径 ラベル 15A 〇 n/a n/a n/a 13mm 13mm 13mm


4.1.15 食器洗い乾燥機_品番 テキスト NP-45KE8AJG 〇 n/a n/a n/a NP-
45KE8AJG


項目削除 項目削除


4.1.16 食器洗い乾燥機_消費電力 テキスト 50Hz：675W／
60Hz：700W


〇 n/a n/a n/a 60Hz：
700W


項目削除 項目削除


4.1.17 DishwasherVoltage 食洗器電源 食洗器の電圧 ラベル 100V 〇 n/a n/a n/a 100V 項目削除 項目削除
4.1.18 DishwasherWater 食洗器使用水量 食洗器の使用水量 ラベル 約9L 〇 n/a n/a n/a 約9L 項目削除 項目削除


4.1.19 IHヒーター_電源 テキスト 単相200V 50Hz
／60Hz


〇 n/a n/a n/a 単相200V ／
60Hz


項目削除 単相100V ／
60Hz


4.1.20 IHヒーター_総消費電力 テキスト 5.8kW 〇 n/a n/a n/a 5.8kW 項目削除 1.3kW


4.1.21 IHヒーター_品番 テキスト H1633B0WHV 〇 n/a n/a n/a H1633B0W
HV


項目削除 CH11BSW


4.1.22 ガスコンロ_全点火時ガス消費量 テキスト
12A：10.4kW
／13A：
11.2kW／LP：


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a


4.1.23 ガスコンロ_品番 テキスト H1633B0WHV 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4.1.24 レンジフード_品番 テキスト CLS-941SI 〇 n/a n/a n/a CLS-941SI NBH- 項目削除
4.1.25 レンジフード_消費電力 テキスト 62W 〇 n/a n/a n/a 62W 111W 項目削除


4.1.26 吊戸棚_扉面材 テキスト UV塗装化粧板 〇 〇 n/a n/a n/a UV塗装化粧
板


化粧パーティク
ルボード


項目削除


4.1.27 吊戸棚_扉カラー テキスト ミストホワイト 〇 〇 n/a n/a n/a ミストホワイト アイボリー 項目削除


4.1.28 吊戸棚_不燃対応 テキスト フード脇側板t9不
燃材貼


〇 n/a n/a n/a フード脇側板
t9不燃材貼


フード脇不燃
化粧合板


項目削除


4.1.29 吊戸棚_側面材質 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a n/a n/a 化粧パーティク
ルボード


化粧パーティク
ルボード


項目削除


4.1.30 吊戸棚_底面材質 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a n/a n/a 化粧パーティク
ルボード


化粧MDF 項目削除


4.1.31 吊戸棚_背面材質 テキスト 化粧合板・化粧
MDF


〇 n/a n/a n/a 化粧合板・化
粧MDF


化粧MDF 項目削除


4.1.32 吊戸棚_扉タイプ テキスト キャッチ付き 〇 n/a n/a n/a キャッチ付き 開き扉タイプ 項目削除
4.1.33 浄水器 テキスト TRUE 〇 n/a n/a n/a TRUE FALSE FALSE
4.1.34 電気温水器 テキスト FALSE 〇 n/a n/a n/a FALSE FALSE TRUE
BOS_Data | 個別製品独自の属性項目（メーカーの自由領域）
4.2.1
4.2.2


4.2


4.1


IHヒー
ター


ガスコンロ


レンジフー
ド


吊戸棚


その他付
属品


水栓金具


食器洗い
乾燥機


キッチン
キャビネッ


ト


2.2


3.1



https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/





洗面化粧台：属性の整理  2018.12.28


△は暫定的に入力してある項目、〇は設計者・メーカーが入力する項目


属性の分類 項目の分類 属性項目（英語） 属性項目（日本語） 説明 データタイ
プ 入力例 根拠


ジェネリック
入力済み
配信項目


設計者入
力項目


メーカー入
力項目


発注者入
力項目


洗面化粧台
ジェネリックオブ
ジェクト入力例


洗面化粧台
メーカーオブ
ジェクト入力例


備考


BLC 企業コード (一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
による企業コード 214870 〇 n/a 214870


管理情報項目 企業名 企業名 株式会社LIXIL 〇 n/a 株式会社
LIXIL


企業ＵＲＬ 企業のホームページを示す https://www.li
xil.co.jp/


〇 n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


分類コード
製品の分類コードを示す。当面建築は
Uniclass2015 or OmniClass、設備はCI-
NETコード


Ss_40_15_75_
94 〇 〇 Ss_40_15_


75_94
Ss_40_15_
75_94


製品グループ 洗面化粧台 〇 〇 洗面化粧台 洗面化粧台
メーカー型番 メーカー品番 〇 n/a n/a
型式名称 製品名・商品名 〇 n/a ルミシスセレク
製品写真 サムネイル程度の画像品質 〇 n/a n/a
3Dファイル形式 製品等の3Dファイル形式 〇 〇 rfa rfa
製品リリース年月 当該製品等の販売開始時期を西暦の年、月で 〇 n/a n/a


配信停止年月 当該製品の製造が停止された時期を西暦の年、
月で示す


〇 n/a n/a


製品出荷対象 出荷対象エリア・国 日本国内 〇 n/a 日本国内
BLC標準バージョン BLC標準のバージョン 1 〇 〇 1 1
参照している仕様書等のバージョン 仕様書等の版 〇 〇 n/a n/a


IFC 洗面化粧台本体 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeWashBasinUnit


IFC4 Add2 1.1.1 Reference 参照記号
このプロジェクトにおける参照記号。分類コードでは
なく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用
されるもの


n/a 〇 n/a n/a 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.2 Status 状態 [新規/既存/廃棄/一時的/その他/不明/未定
義]から選択


新規 〇 n/a 新規 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.3 MainColor メインカラー このタイプの家具のメインカラー ホワイト 〇 n/a ホワイト 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.4 IsBuiltIn 作り付け 建物または施設に物理的に接続されているか
（TRUE/FALSE）


TRUE 〇 〇 〇 TRUE TRUE 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.5 FormaldehydeGrade ホルムアルデヒド発散区分等級 ホルムアルデヒド発散区分を記述 Fフォースター 〇 〇 n/a 4


1.1.6 4VOCPerformance 4VOC放散性能 4VOC放散性能基準に適合しているか
（TRUE/FALSE）


TRUE 〇 〇 n/a TRUE


洗面化粧台本体 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeWashBasinUnitBaseunit


1.2.1 WashbasincounterTyp
e


洗面化粧台本体タイプ カウンターのタイプ ラベル ボウル一体タイプ,
ベッセルタイプ


〇 〇 ボウルカウン
ター一体タイプ


ボウルカウン
ター一体タイプ


1.2.2 FloorCabinetNominalH
eight


洗面化粧台本体高さ 公称高さ ラベル 800 △ 〇 〇 800 800


1.2.3 FloorCabinetNominalL
ength


洗面化粧台幅(間口） 公称幅（間口） ラベル 1200 △ 〇 〇 1200 1200


1.2.4 FloorCabinetNominalD
epth


洗面化粧台本体奥行 公称奥行 ラベル 600 △ 〇 〇 600 600


1.2.5 WashbasincounterMat
erial


カウンター材料 カウンターの材料 ラベル アクリル系人造大
理石


〇 〇 n/a アクリル系人造
大理石


1.2.6 WashbasincounterCol カウンター色 カウンターの色 ラベル ネオホワイト 〇 n/a ネオホワイト
1.2.7 SinkMaterial 洗面ボウル材質 ベッセルタイプの場合に入力 ラベル n/a 〇 n/a n/a
1.2.8 SinkColor 洗面ボウルカラー ベッセルタイプの場合に入力 ラベル n/a 〇 n/a n/a
1.2.9 SinkLength 洗面ボウル幅 ベッセルタイプの場合に入力 ラベル n/a △ 〇 〇 n/a n/a
1.2.10 SinkWide 洗面ボウル奥行 ベッセルタイプの場合に入力 ラベル n/a △ 〇 〇 n/a n/a
1.2.11 SinkDepth 洗面ボウル深さ ベッセルタイプの場合に入力 ラベル n/a △ 〇 〇 n/a n/a
1.2.12 DrainSize 排水接続口径 シンクへのへの接続口径 数字 50 〇 n/a 32
1.2.13 Capacity 洗面ボウル実容量 洗面器容量(L) 数字 12 〇 n/a 12


1.2.14 DrainagepartsType 排水金具タイプ 排水金具のタイプ ラベル ポップアップ式,ヘア
キャッチャー付


〇 〇 n/a
ポップアップ式・
ヘアキャッチャー
付


水栓 | Pset_ValveTypeFaucet 7.5.4.102 Pset_ValveTypeFaucet


1.3.1 FaucetType 水栓タイプ 水栓タイプを明確に定義する ラベル ワンホール,台付き 〇 〇 n/a ワンホール n/a


1.3.2 FaucetOperation 水栓操作 水栓の操作方法をここで明確に定義する ラベル シングルバー,タッチ
レス


〇 〇 n/a シングルバー n/a


1.3.3 FaucetFunction 水栓機能 水栓の作動温度を明確に定義する ラベル 混合 〇 〇 n/a 混合水栓 n/a
1.3.4 Finish 仕上げ 水栓に適用される仕上げの説明 ラベル クローム 〇 〇 n/a クローム n/a
1.3.5 FaucetTopDescription 水栓の頂部 操作機構/水栓の頂部の説明 ラベル シャワーホース付き 〇 〇 n/a n/a n/a
洗面化粧台ミラーキャビネット | JPNPset_SanitaryTerminalTypeWashBasinUnitMirrorcabinet


1.4.1 MirrorcabinetType ミラーキャビネットタイプ ミラーキャビネットのタイプ ラベル 三面鏡タイプバック
ミラー付き


〇 〇 n/a 三面鏡タイプ
バックミラー付


1.4.2 MirrorcabinetHeight ミラーキャビネット高さ 公称高さ ラベル 1150 △ 〇 〇 1150 1150
1.4.3 MirrorcabinetLength ミラーキャビネット幅（間口） 公称幅（間口） ラベル 1200 △ 〇 〇 1200 1200
1.4.4 MirrorcabinetDepth ミラーキャビネット奥行 公称奥行 ラベル 140 △ 〇 〇 140 140
1.4.5 NumberOfPoles コンセント 口 数字 2 〇 n/a 2
1.4.6 RatedCurrent 定格電流 A 数字 13 〇 n/a 13
1.4.7 RatedVoltage 定格電圧 V 数字 100 〇 n/a 100


1.4.8 NominalFrequencyRan
ge


周波数 50/60Hz 数字 50 〇 n/a 50


1.4.9 NumberOfIllumination 照明灯数 箇所 数字 2 〇 n/a 2
1.4.10 PowerConsumption 消費電力量 電球の消費電力量(W) 数字 17 〇 n/a 17
洗面化粧台周辺収納 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeWashBasinUniｔCabinet


1.5.1 SidecabinetType 周辺収納タイプ その他のキャビネットのタイプ ラベル トールキャビネット,
アッパーキャビネット


〇 〇 n/a トールキャビネット


1.5.2 SidecabinetHeight 周辺収納本体高さ 公称高さ ラベル 1150 △ 〇 〇 1150 1150
1.5.3 SidecabinetLength 周辺収納本体幅（間口） 公称長さ ラベル 1200 △ 〇 〇 1200 1200
1.5.4 SidecabinetDepth 周辺収納本体奥行 公称奥行 ラベル 140 △ 〇 〇 140 140


COBie COBie Type Properties


2.1.1 AccessibilityPerformancアクセスビリティ性能 製品が満足するアクセスヒリティ事項 テキスト オープンタイプ △ 〇 〇 n/a n/a


2.1.2 AssetType 資産の種類
「固定（Fixed）」は固定された設備、設置され
た製品、「可動（Movable）」は、建物から独立
した装置、製品を示す。


ラベル 固定 △ 〇 〇 固定 固定


2.1.3 Category 分類 分類コード。例：Uniclass2015、コロン、分類タ
イプから成る単一のテキスト列で示す。 テキスト


Ss_40_15_75_
94:Wash basin
systems


〇 〇


Ss_40_15_
75_94:Was
h basin
systems


Ss_40_15_
75_94:Was
h basin
systems


2.1.4 CodePerformance 法令性能 英数字の値で、製品が満たすべき法令コンプライ
アンス要件を示す。 テキスト ホルムアルデヒド等


級:Ｆフォースター
〇 〇 n/a


ホルムアルデヒ
ド等級:Ｆ
フォースター


2.1.5 Colour 色 英数字の値で、製品の主要な色を示す。 ラベル ネオホワイト 〇 n/a ネオホワイト


2.1.6 Constituents 構成要素 製品の様々なパーツの詳細を含む英数字の値 テキスト


ボウル一体型カウ
ンター,水栓金具,
フロアキャビネット,ミ
ラーキャビネット,サ
イドキャビネット


〇 〇 n/a


ボウル一体型
カウンター,水
栓金具,フロア
キャビネット,ミ
ラーキャビネッ
ト サイドキャビ


2.1.7 Description 説明
英数字の値でBIM オブジェクトで示す製品の簡
潔な説明を示す。メーカーオブジェクトは事実情報
に限定され、カタログ名を含むことができる。


ラベル 洗面化粧台 〇 〇 洗面化粧台 洗面化粧台


2.1.8 DurationUnit 耐用期間の単位 耐用期間記録する単位。典型的には年。 ラベル 年 〇 n/a 年


2.1.9 ExpectedLife 耐用期間 数値の値で、製品の期待耐用期間を示す。単位
は「耐用単位」で記録される。


数字 5 〇 n/a n/a


2.1.10 Features 特徴 英数字の値で製品の仕様に関する主要な特徴や
重要な特色を示す。


ラベル 壁付I型 〇 〇 壁付I型 壁付I型


2.1.11 Finish 仕上げ 英数字の値で製品の特徴的な主要な仕上げを
示す。


ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.12 Grade グレード 英数字の値で製品に対応する標準グレードを示 ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.13 Manufacturer  製造者 製品の供給、製造に責任を持つ組織の、有効な
メールアドレス


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


2.1.14 Material 材料 英数字の値で特徴ある、主要な製品の材料示 テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a


2.1.15 ModelNumber 品番
英数字の値で製品の製造者が定める製品、品
目、単位番号を示す。これはパーツ番号、SKU カ
タログ番号あるいはその類でもよい。


テキスト n/a 〇 n/a n/a


2.1.16 ModelReference 商品名 英数字の値で製造者が使用する製造品目の名
前。商標など。


テキスト ルミシスセレクト 〇 n/a ルミシスセレク
ト


2.1.17 Name 製品名 製品タイプで始まる一般名称。 テキスト n/a 〇 〇 洗面化粧台 洗面化粧台


2.1.18 NominalHeight 公称高さ 公称高さ(一般的に製品の垂直の特性寸法)の
mm 数値。


数字 2000 △ 〇 〇 2000 n/a


2.1.19 NominalLength 公称長さ 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の主要なまたは長い寸法のmm数値)。


数字 1200 △ 〇 〇 1200 1200


2.1.20 NominalWidth 公称巾 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の二次的または短い寸法のmm数値)。


数字 600 △ 〇 〇 600 600


2.1.21 ReplacementCost 更新コスト
プロジェクト通貨での製品の更新コストを示す数
値。プロジェクト通貨が不明の場合、ローカル通貨
で示す。


数字 n/a 〇 n/a n/a


2.1.22 Shape 形状 英数字の値で製品の形状の特徴を示す。 ラベル 一体型 △ 〇 〇 一体型 一体型
2.1.23 Size 大きさ 英数字の値で製品サイズの特徴を示す。 テキスト 2550 x 650 △ 〇 〇 1200 x 600 1200 x 600


2.1.24 SustainabilityPerforman持続可能性 英数字の値で製品が満足すべきサステナビリティ項
目を示す。


テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a


1.1 一般事項


フロアキャ
ビネット


カウンター


2.1


1.2


1.4


ミラーキャ
ビネット


電気・照明


1.5 サイドキャ
ビネット


洗面ボウル


1.3 水栓



https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/
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2.1.25 WarrantyDescription 保証の説明 英数字の値で、保証内容と除外事項を簡潔に説
明するもの。


テキスト n/a 〇 n/a 長期保証
（有料）


2.1.26 WarrantyDurationLabo 保証サービス期間 保証サービス期間を示す数値。単位は保証期間
単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a


2.1.27 WarrantyDurationParts 部品交換サービス期間 部品(交換)保証期間を示す数値。単位は保証
期間単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a


2.1.28 WarrantyDurationUnit 部品交換サービス期間の単位 保証期間の記録に使用される単位。一般的には
年。


テキスト 年 〇 n/a 年


2.1.29 WarrantyGuarantorLab アフターサービスの保証人 保証サービスに責任ある組織の有効なメールアド
レス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a


2.1.30 WarrantyGuarantorPart保証サービス担当機関 部品(交換)保証に責任ある組織の有効なメール
アドレス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a


COBie Component Properties


2.2.1 AssetIdentifier 資産識別子 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a
2.2.2 BarCode バーコード 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a
2.2.3 InstallationDate 設置日 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a
2.2.4 SerialNumber シリアルナンバー 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a
2.2.5 TagNumber 資産管理番号 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a


2.2.6 WarrantyStartDate 保証開始日 初期値”1900-12-31T23:59:59” テキスト 1900-12-
31T23:59:59


〇 1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


BOS_General General Properties


3.1.1 Author モデルの作成者 オブジェクトを作成した個人、組織、またはライブラ
リ提供者の名前。


テキスト Company 〇 n/a n/a


3.1.2 ManufacturerName メーカー名(製造会社名) 製造者名。ジェネリックオブジェクトは省略できる。 テキスト Company 〇 n/a （株）LIXIL


3.1.3 ManufacturerURL メーカーＵＲＬ 製造者WebサイトのURL。ジェネリックオブジェクト
は省略できる。


テキスト www.company
.Com


〇 n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


3.1.4 <Specification>Descri
ption


仕様システムのタイトル 仕様システム条項のタイトル。対象とする仕様シス
テム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a


3.1.5 <Specification>Refere
nce


仕様システムの参照番号 仕様システム条項の番号。対象とする仕様システ
ム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a


3.1.6 ProductInformation 製品の概要


技術文書、インストールガイド、証明書、製品カタ
ログまたは文献などの詳細な製品情報への有効な
URLハイパーリンク、およびその文書がある場所の
説明の英数字値。ジェネリックオブジェクトは省略


テキスト
www.company
.com/洗面化粧
台


〇 n/a


https://ww
w.lixil.co.jp/
lineup/pow
derroom/


3.1.7 Revision 改訂 For completion within the project
environment.＊日本では該当無し？


テキスト ? ? ? n/a n/a


3.1.8 <Classification>Code 分類コード
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Ss_40_15_75_
94


〇 〇 Ss_40_15_
75_94


Ss_40_15_
75_94


3.1.9 <Classification>Title 分類コードのタイトル
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Wash basin
systems


〇 〇 Wash basin
systems


Wash basin
systems


3.1.10 <Classification>Version分類コードのバージョン
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Systems v1.12 〇 〇 Systems
v1.12


Systems
v1.12


3.1.11 Version バージョン オブジェクトの発行番号 テキスト 2 〇 〇 2 2
BOS_Data JPNPset_WashBasinUnit Additional notes | 洗面化粧台の発注に必要な属性項目


4.1.1 キャビネット本体_側面材料 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.2 キャビネット本体_底面材料 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.3 キャビネット本体_背面材料 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.4 キャビネット本体_扉タイプ 引出タイプ/扉タイプ/フルスライドタイプ テキスト 引出タイプ 〇 n/a 引出タイプ
4.1.5 キャビネット本体_扉面材 オレフィンシート/ウレタンコート紙/塩ビシート テキスト 塩ビシート 〇 n/a 塩ビシート
4.1.6 キャビネット本体_扉材料 テキスト 化粧MDF 〇 n/a 化粧MDF


4.1.7 キャビネット本体_扉色 テキスト ネオグロスホワイト 〇 〇 n/a ネオグロスホワ
イト


4.1.8 キャビネット本体_取手タイプ ライン取手/掘り込み取手 テキスト ライン取手 〇 〇 n/a ライン取手
4.1.9 キャビネット本体_取手材料 テキスト アルミ 〇 n/a アルミ


4.1.10 キャビネット本体_取手色 テキスト シルバーつや有り/
ネオグロスホワイト


〇 〇 n/a
シルバーつや有
り/ネオグロスホ
ワイト


4.1.11 水栓金具_型番 テキスト LF-YB340SYC-
MB2


〇 n/a
LF-
YB340SYC-
MB2


4.1.12 水栓金具_省エネ基準 テキスト 節湯C1 〇 n/a 節湯C1
4.1.13 ColdwaterConnectionSi給水接続口径 給水配管の接続口径 ラベル 15A 〇 13ｍｍ 13ｍｍ n/a


4.1.14 HotwaterConnectionSiz給湯接続口径 給湯配管の接続口径 ラベル 15A 〇 13mm 13mm n/a


4.1.15 洗面ボウ
ル


排水金具_型番 テキスト LF-GJ5G-D 〇 n/a LF-GJ5G-D


4.1.16 ミラーキャビネット照明タイプ テキスト 上部LED照明+
フェイスライト


〇 n/a 上部LED照明
+フェイスライト


4.1.17 ミラー仕様 テキスト 防湿鏡 〇 n/a 防湿鏡


4.1.18 ミラーキャビネット_側面材料 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.19 ミラーキャビネット_背板材料 テキスト 化粧合板 〇 n/a 化粧合板
4.1.20 周辺収納_扉材料 テキスト CLS-941SI 〇 n/a CLS-941SI
4.1.21 周辺収納_側板材料 テキスト 62W 〇 n/a 62W


4.1.22 周辺収納_天板材料 テキスト UV塗装化粧板 〇 n/a UV塗装化粧
板


4.1.23 周辺収納_底板材料 テキスト ミストホワイト 〇 n/a ミストホワイト


4.1.24 周辺収納_背板材料 テキスト フード脇側板t9不
燃材貼


〇 n/a フード脇側板
t9不燃材貼


4.1.25 周辺収納_収納扉タイプ テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.26 周辺収納_扉面材料 テキスト 化粧パーティクル
ボード


〇 n/a 化粧パーティク
ルボード


4.1.27 周辺収納_扉色 テキスト 化粧合板・化粧
MDF


〇 〇 n/a 化粧合板・化
粧MDF


4.1.28 周辺収納_取手タイプ ライン取手/掘り込み取手 テキスト ライン取手 〇 〇 n/a ライン取手
4.1.29 周辺収納_取手材料 テキスト アルミ 〇 n/a アルミ


4.1.30 周辺収納_取手色 テキスト シルバーつや有り/
ネオグロスホワイト


〇 〇 n/a
シルバーつや有
り/ネオグロスホ
ワイト


4.2 BOS_Data | 個別製品独自の属性項目（メーカーの自由領域）
4.2.4
4.2.5


4.1


2.2


3.1


フロアキャ
ビネット


ミラーキャ
ビネット


周辺収納


水栓金具
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△は暫定的に入力してある項目、〇は設計者・メーカーが入力する項目


属性の分類 項目の分類 属性項目（英語） 属性項目（日本語） 説明 データタ
イプ 入力例 根拠


ジェネリック
入力済み
配信項目


設計者入
力項目


メーカー入
力項目


発注者入
力項目


浴室ユニット_
集合住宅用
ジェネリックオブ
ジェクト入力例


浴室ユニット_
三点式
ジェネリックオブ
ジェクト


浴室ユニット_
シャワー
ジェネリックオブ
ジェクト


浴室ユニット_
集合住宅用
メーカーオブ
ジェクト


浴室ユニット_
三点式
メーカーオブ
ジェクト


浴室ユニット_
シャワー
メーカーオブ
ジェクト


浴室ユニット_
シャワー_特定
施設向け
メーカーオブ
ジェクト


備考


BLC 企業コード (一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
による企業コード


214870 〇 n/a n/a n/a 214870 214870 214870 214870


管理情報項目 企業名 企業名 株式会社LIXIL 〇 n/a n/a n/a 株式会社
LIXIL


株式会社
LIXIL


株式会社
LIXIL


株式会社
LIXIL


企業ＵＲＬ 企業のホームページを示す https://www.li
xil.co.jp/


〇 n/a n/a n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


分類コード
製品の分類コードを示す。当面建築は
Uniclass2015 or OmniClass、設備はCI-
NETコード


〇 〇 Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_78


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_78


Ss_40_15_
75_78


製品グループ ユニットバス 〇 〇 ユニットバス ユニットバス シャワーユニット ユニットバス ユニットバス シャワーユニット シャワーユニット


メーカー型番 メーカー品番 〇 n/a n/a n/a n/a BLCW-
1014LBE


SPB-
0812LBEH


SCP-
1216SBHA


型式名称 製品名・商品名 〇 n/a n/a n/a システムバス
ルーム ソレオ


BWシリーズ ビルトインタイプ ドゥケア・ユニッ
ト


製品写真 サムネイル程度の画像品質 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3Dファイル形式 製品等の3Dファイル形式 〇 〇 rfa rfa rfa rfa rfa rfa rfa
製品リリース年月 当該製品等の販売開始時期を西暦の年、月で 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


配信停止年月 当該製品の製造が停止された時期を西暦の年、
月で示す


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


製品出荷対象 出荷対象エリア・国 日本国内 〇 n/a n/a n/a 日本国内 日本国内 日本国内 日本国内
BLC標準バージョン BLC標準のバージョン 1 〇 〇 1 1 1 1 1 1 1
参照している仕様書等のバージョン 仕様書等の版 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


IFC 浴室ユニット | JPNPset_SanitaryTerminalTypeBathUnit


IFC4 Add2 1.1.1 Reference 参照記号
このプロジェクトにおける参照記号。分類コードで
はなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使
用されるもの


ラベル n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.2 Status 状態 [新規/既存/廃棄/一時的/その他/不明/未定
義]から選択


ラベル 新規 〇 n/a n/a n/a 新規 新規 新規 新規 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.1.3 MainColor メインカラー このタイプの家具のメインカラー ラベル ホワイト 〇 n/a n/a n/a ホワイト ホワイト マーブルホワイト ホワイト 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


ユニットバスルーム | JPNPset_SanitaryTerminalTypeBathUnitRoom
1.2.1 NominalDepth 内法寸法奥行 公称奥行（短手方向） 数字 1400 △ 〇 〇 1400 1400 1400 1400 1000 800 1200 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.2.2 NominalWide 内法寸法幅 公称幅(長手方向） 数字 1800 △ 〇 〇 1800 1800 1800 1800 1400 1150 1600
1.2.3 NominalHeight 内法寸法高さ 公称高さ 数字 2005 △ 〇 〇 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2000
1.2.4 ConstructionDepth 据付必要寸法奥行 据付に必要な奥行寸法(短手方向） 数字 1510 〇 n/a n/a n/a 1510 1110 920 1360
1.2.5 ConstructionWide 据付必要寸法幅 据付に必要な幅寸法(長手方向） 数字 1880 〇 n/a n/a n/a 1880 1480 1310 1720
1.2.6 ConstructionHeight 据付必要寸法高さ 据付に必要な高さ寸法 数字 2494 〇 n/a n/a n/a 2494 2494 2510 2490
1.2.7 HasWindow 窓開口有無 窓開口があるか（TRUE/FALSE） ブーリアン値TRUE 〇 n/a n/a n/a TRUE － － －
1.2.8 FloorMaterial 床材質 床の材料 ラベル FRP 〇 n/a n/a n/a FRP FRP FRP FRP
1.2.9 FloorColor 床色 床の仕上げ色 ラベル 単色(ホワイト) 〇 n/a n/a n/a ホワイト ホワイト グレー ホワイト 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.2.10 WallMaterial 壁材料 壁の材料 ラベル 化粧塩ビ鋼板 〇 n/a n/a n/a 化粧塩ビ鋼板 化粧塩ビ鋼板 化粧塩ビ鋼板 化粧塩ビ鋼板 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.2.11 WallColor 壁色 壁の仕上げ色 ラベル ホワイト 〇 n/a n/a n/a ホワイト ホワイト マーブルホワイ ホワイト 6.4.4.4 Pset_FurnitureTypeCommon


1.2.12 CellingMaterial 天井材料 天井の材料 ラベル 化粧鋼板複合パ
ネル


〇 n/a n/a n/a 化粧鋼板複
合パネル


化粧鋼板複
合パネル


化粧鋼板複
合パネル


化粧鋼板複
合パネル


1.2.13 CellingColor 天井色 天井の仕上げ色 ラベル ホワイト 〇 n/a n/a n/a ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
1.2.14 DoorType ドアタイプ ドアの開閉方法 ラベル 開き戸,折れ戸 △ 〇 〇 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 折り戸 開き戸


1.2.15 DoorMaterial ドア材料 ドアの材料 ラベル アルミアルマイト処
理


〇 n/a n/a n/a アルミアルマイ
ト処理


アルミアルマイ
ト処理


アルミアルマイ
ト処理


アルミアルマイ
ト処理


1.2.16 DoorColor ドア色 ドアの仕上色 ラベル ホワイト 〇 n/a n/a n/a ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
1.2.17 DooreWide ドア幅 ドアの幅 ラベル 800 △ 〇 〇 n/a n/a n/a 800 700 800 900
1.2.18 DoorHeight ドア高さ ドアの高さ ラベル 2000 △ 〇 〇 n/a n/a n/a 2000 2000 2000 2000


1.2.19 HasHorizontalGrabHa
ndles


水平手摺 風呂の出入りを補助する手すりが取り付けられて
いるかどうか（TRUE/FALSE）


ブーリアン値 TRUE 〇 n/a n/a n/a FALSE FALSE FALSE FALSE


1.2.20 HasVerticalGrabHandl
es


垂直手摺 風呂の出入りを補助する手すりが取り付けられて
いるかどうか（TRUE/FALSE）


ブーリアン値 TRUE 〇 n/a n/a n/a FALSE FALSE FALSE FALSE


1.2.21 BathUnitDrainSize 浴槽ユニットの排水接続口径 排水の接続口径 数字 50 〇 n/a n/a n/a 50 50 50 50
1.1.25 NumberOfIllumination 照明灯数 箇所 数字 2 〇 n/a n/a n/a 2 1 1 1
1.1.26 PowerConsumption 消費電力量 電球の消費電力量(W) 数字 16 〇 n/a n/a n/a 16 8 8 8
水栓 | Pset_ValveTypeFaucet 7.5.4.102 Pset_ValveTypeFaucet


1.3.1 FaucetType 水栓タイプ 水栓タイプを明確に定義する ラベル ツーハンドル壁付
水栓


〇 〇 n/a n/a n/a ツーハンドル壁
付水栓


兼用ツーハンド
ルデッキ水栓


項目削除 項目削除


1.3.2 FaucetOperation 水栓操作 水栓の操作方法をここで明確に定義する ラベル シングルレバー,タッ
チレス,バルブ


〇 〇 n/a n/a n/a シングルレバー バルブ 項目削除 項目削除


1.3.3 FaucetFunction 水栓機能 水栓の作動温度を明確に定義する ラベル 混合 〇 n/a n/a n/a 混合 混合 項目削除 項目削除
1.3.4 Finish 仕上げ 水栓に適用される仕上げの説明 ラベル クローム 〇 n/a n/a n/a クローム クローム 項目削除 項目削除
1.3.5 FaucetTopDescription 水栓の頂部 操作機構/水栓の頂部の説明 ラベル プラスティック 〇 n/a n/a n/a クロームレバー プラスチック 項目削除 項目削除
洗い場水栓 | JPNPset_ValveTypeOutsideFaucet


1.4.1 OutsideFaucetType 水栓タイプ 水栓タイプを明確に定義する ラベル 壁付サーモ水栓 〇 〇 n/a n/a n/a 壁付サーモ水
栓


項目削除 壁付サーモ水
栓


壁付サーモ水
栓


1.4.2 OutsideFaucetOperatio 水栓操作 水栓の操作方法をここで明確に定義する ラベル シングルレバー,タッ
チレス,バルブ


〇 〇 n/a n/a n/a シングルレバー 項目削除 シングルレバー シングルレバー


1.4.3 OutsideFaucetFunction 水栓機能 水栓の作動温度を明確に定義する ラベル 混合 〇 n/a n/a n/a 混合 項目削除 混合 混合
1.4.4 OutsideFaucetFinish 仕上げ 水栓に適用される仕上げの説明 ラベル クローム 〇 n/a n/a n/a クローム 項目削除 クローム クローム
1.4.5 OutsideFaucetTopDesc 水栓の頂部 操作機構/水栓の頂部の説明 ラベル クロームレバー 〇 n/a n/a n/a クロームレバー 項目削除 クロームレバー クロームレバー
シャワー | Pset_SanitaryTerminalTypeShower 7.6.4.12 Pset_SanitaryTerminalTypeShower


1.5.1 ShowerType シャワータイプ シャワータイプを明確に定義する ラベル 非独立型 〇 〇 n/a n/a n/a 非独立型 非独立型 独立型 独立型
1.5.2 HasTray 洗い場の有無 洗い場を有しているか（TRUE/FALSE） ブーリアン値 TRUE 〇 〇 n/a n/a n/a TRUE FALSE TRUE TRUE


1.5.3 ShowerHeadDescripti
on


シャワーヘッド表現 シャワーヘッドが排出する水の放射の表現 テキスト スプレーシャワー 〇 n/a n/a n/a スプレーシャ
ワー


スプレーシャ
ワー


スプレーシャ
ワー


スプレーシャ
ワー


浴槽 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeBathtub
1.6.1 BathtubMaterial 浴槽材質 浴槽の材料 ラベル FRP 〇 n/a n/a 項目削除 FRP FRP 項目削除 n/a
1.6.2 BathtubColor 浴槽色 浴室の色 ラベル ホワイト 〇 n/a n/a 項目削除 ホワイト ホワイト 項目削除 n/a


1.6.3 BathtubHasGrabHandl
es


浴槽手摺 浴槽の出入りを補助する手すりが取り付けられて
いるかどうか（TRUE/FALSE）


ブーリアン値 TRUE 〇 n/a n/a 項目削除 TRUE FALSE 項目削除 n/a


1.6.4 BathtubWide 浴槽幅 浴槽の幅 数字 670 △ 〇 〇 670 493 項目削除 670 493 項目削除 n/a
1.6.5 BathtubLength 浴槽長さ 浴槽の長さ 数字 1181 △ 〇 〇 1181 953 項目削除 1181 953 項目削除 n/a
1.6.6 BathtubDepth 浴槽深さ 浴槽の深さ 数字 480 △ 〇 〇 480 470 項目削除 480 470 項目削除 n/a


1.6.7 HasReheating 追い炊き 追い炊き機能はあるか（TRUE/FALSE） ブーリアン値 TRUE 〇 〇 n/a n/a 項目削除 TRUE FALSE 項目削除 n/a


ユニットバス用大便器 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeBathUnitToiletPan


1.7.1 BathUnitToiletPanType ユニットバス用大便器タイプ 便器のタイプ ラベル ロータンク型,タンク
レス型


△ 〇 〇 項目削除 ロータンク型 項目削除 項目削除 ロータンク型 項目削除 ロータンク型


1.7.2 FlushYype 洗浄方式 洗浄の方式 ラベル
洗い落とし式,サイ
ホン式,サイホンゼッ
ト式,ボルテックス


〇 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 洗い落とし式 項目削除 ネオボルテック
ス式


1.7.3 BathUnitToiletPanColo ユニットバス用大便器色 便器の色 ラベル ピュアホワイト 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 ピュアホワイト 項目削除 ピュアホワイト
1.7.4 HasSpraySystem 温水洗浄便座 温水洗浄便座がついているか ブーリアン値 TRUE 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 FALSE 項目削除 FALSE
1.7.5 ToiletSeatColor ユニットバス用大便器便座色 便座の色 ラベル ピュアホワイト 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 ピュアホワイト 項目削除 ピュアホワイト
1.7.6 PowerConsumption ユニットバス用大便器消費電力量 電球の消費電力量(W) 数字 450 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 n/a 項目削除 n/a


1.7.7 BathUnitToiletPanDrai
nSize


ユニットバス用大便器排水接続口径 ユニットバス用大便器の排水口の接続のサイズ 数字 50 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 50 項目削除 50


ユニットバス用洗面器 | JPNPset_SanitaryTerminalTypeBathUnitWashBasin


1.8.1 BathUnitToiletPanType ユニットバス用洗面器タイプ ユニットバス用洗面器のタイプ ラベル 洗面器一体型樹
脂製カウンター


△ 〇 〇 項目削除 洗面器一体
型樹脂製カウ


項目削除 項目削除 壁掛陶器製
洗面器


項目削除 壁付手洗器


1.8.2 FlushYype ユニットバス用洗面器色 ユニットバス用洗面器の色 ラベル ピュアホワイト 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 ピュアホワイト 項目削除 ピュアホワイト


1.8.3 BathUnitToiletPanColo
r


ユニットバス用洗面器水栓タイプ ユニットバス用洗面器水栓のタイプ ラベル シングルレバーデッ
キ水栓


〇 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 兼用ツーハンド
ルデッキ水栓


項目削除 セルフストップ
水栓


1.8.4 ユニットバス用洗面器給水接続口径 13
1.8.5 ユニットバス用洗面器給湯接続口径 13


1.8.6 BathUnitWashBasinDr
ainSize


ユニットバス用洗面器排水接続口径 ユニットバス用洗面器の排水口の接続サイズ 数字 32 〇 項目削除 n/a 項目削除 項目削除 32 項目削除 32


浴室換気扇 | JPNPset_BathroomVentilationFan


1.9.1 BathroomVentilationF
anType


換気設備タイプ 換気設備の機能を明確に定義する ラベル 換気乾燥暖房機
(2室換気)


〇 〇 n/a n/a n/a 換気乾燥暖房機換気グリル 天井換気扇 換気グリル


1.9.2 HasAllNightService 24時間換気対応 24時間換気機能がついているか（TRUE/FALSE） ラベル TRUE 〇 〇 n/a n/a n/a TRUE FALSE FALSE FALSE


1.9.3 VentilationFanPowerC
onsumption


消費電力量 換気扇のの消費電力量(W) ラベル 1150 〇 n/a n/a n/a 1150 n/a 3.1 n/a


COBie COBie Type Properties


2.1.1 AccessibilityPerformancアクセスビリティ性能 製品が満足するアクセスヒリティ事項 テキスト オープンタイプ △ 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.2 AssetType 資産の種類
「固定（Fixed）」は固定された設備、設置され
た製品、「可動（Movable）」は、建物から独立
した装置、製品を示す。


ラベル 固定 △ 〇 〇 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定


2.1.3 Category 分類 分類コード。例：Uniclass2015、コロン、分類タ
イプから成る単一のテキスト列で示す。 テキスト


Ss_40_15_75_
05:Bath
systems


〇 〇
Ss_40_15_
75_05:Bath
systems


Ss_40_15_
75_05:Bath
systems


Ss_40_15_
75_78:Sho
wer area
systems


Ss_40_15_
75_05:Bath
systems


Ss_40_15_
75_05:Bath
systems


Ss_40_15_
75_78:Sho
wer area
systems


Ss_40_15_
75_78:Sho
wer area
systems


2.1.4 CodePerformance 法令性能 英数字の値で、製品が満たすべき法令コンプライ
アンス要件を示す。


テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.5 Colour 色 英数字の値で、製品の主要な色を示す。 ラベル ホワイト 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.6 Constituents 構成要素 製品の様々なパーツの詳細を含む英数字の値 テキスト バスタブ,シャワー,
浴室乾燥機


〇 〇 n/a n/a n/a
バスタブ,シャ
ワー,浴室乾
燥機


バスタブ,シャ
ワー,大便器,
洗面器


シャワー シャワー


2.1.7 Description 説明
英数字の値でBIM オブジェクトで示す製品の簡
潔な説明を示す。メーカーオブジェクトは事実情報
に限定され、カタログ名を含むことができる。


ラベル 浴室ユニット 〇 〇 浴室ユニット_
集合住宅用


浴室ユニット_
三点式


浴室ユニット_
シャワー


浴室ユニット_
集合住宅用


浴室ユニット_
三点式


浴室ユニット_
シャワー


浴室ユニット_
シャワー


2.1.8 DurationUnit 耐用期間の単位 耐用期間記録する単位。典型的には年。 ラベル 年 〇 n/a n/a n/a 年 年 年 年


2.1.9 ExpectedLife 耐用期間 数値の値で、製品の期待耐用期間を示す。単位
は「耐用単位」で記録される。


数字 5 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.10 Features 特徴 英数字の値で製品の仕様に関する主要な特徴や
重要な特色を示す。 ラベル 壁付I型 〇 〇 集合住宅用ユ


ニット 三点式ユニット シャワーユニット 集合住宅用ユ
ニット 三点式ユニット シャワーユニット


シャワーユニット
_特定施設向
け


2.1.11 Finish 仕上げ 英数字の値で製品の特徴的な主要な仕上げを
示す。


ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.12 Grade グレード 英数字の値で製品に対応する標準グレードを示 ラベル n/a 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.13 Manufacturer  製造者 製品の供給、製造に責任を持つ組織の、有効な
メールアドレス


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


2.1.14 Material 材料 英数字の値で特徴ある、主要な製品の材料示 テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.15 ModelNumber 品番
英数字の値で製品の製造者が定める製品、品
目、単位番号を示す。これはパーツ番号、SKU カ
タログ番号あるいはその類でもよい。


テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.16 ModelReference 商品名 英数字の値で製造者が使用する製造品目の名
前。商標など。


テキスト ルミシスセレクト 〇 n/a n/a n/a システムバス
ルーム ソレオ


BWシリーズ ビルトインタイプ ドゥケア・ユニッ
ト


2.1.17 Name 製品名 製品タイプで始まる一般名称。 テキスト n/a 〇 〇 ユニットバス ユニットバス シャワーユニット ユニットバス ユニットバス シャワーユニット シャワーユニット


2.1.18 NominalHeight 公称高さ 公称高さ(一般的に製品の垂直の特性寸法)の
mm 数値。


数字 2005 △ 〇 〇 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2000


2.1.19 NominalLength 公称長さ 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の主要なまたは長い寸法のmm数値)。


数字 1800 △ 〇 〇 1800 1800 1800 1800 1400 1150 1600


2.1.20 NominalWidth 公称幅 公称長さ(一般的に製品の直行する2 つの水平
寸法の二次的または短い寸法のmm数値)。


数字 1400 △ 〇 〇 1400 1400 1400 1400 1000 800 1200


2.1.21 ReplacementCost 更新コスト
プロジェクト通貨での製品の更新コストを示す数
値。プロジェクト通貨が不明の場合、ローカル通貨
で示す。


数字 n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.22 Shape 形状 英数字の値で製品の形状の特徴を示す。 ラベル 四角形 △ 〇 〇 四角形 四角形 四角形 四角形 四角形 四角形 四角形
2.1.23 Size 大きさ 英数字の値で製品サイズの特徴を示す。 テキスト 1400 x 1800 △ 〇 〇 1400 x 1400 x 1400 x 1400 x 1400 x 800 x 1150 1200 x


1.3 水栓


浴槽1.6


1.5 シャワー


2.1


1.4 洗い場水
栓


1.1 一般事項


1.2


1.7
ユニットバ
ス用大便
器


1.9


1.8
ユニットバ
ス用洗面


器



https://www.lixil.co.jp/

https://www.lixil.co.jp/
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2.1.24 SustainabilityPerforman持続可能性 英数字の値で製品が満足すべきサステナビリティ
項目を示す。


テキスト n/a 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.25 WarrantyDescription 保証の説明 英数字の値で、保証内容と除外事項を簡潔に説
明するもの。


テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.26 WarrantyDurationLabo 保証サービス期間 保証サービス期間を示す数値。単位は保証期間
単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.27 WarrantyDurationParts 部品交換サービス期間 部品(交換)保証期間を示す数値。単位は保証
期間単位で記録。


数字 5 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.28 WarrantyDurationUnit 部品交換サービス期間の単位 保証期間の記録に使用される単位。一般的には
年。


テキスト 年 〇 n/a n/a n/a 年 年 年 年


2.1.29 WarrantyGuarantorLab アフターサービスの保証人 保証サービスに責任ある組織の有効なメールアド
レス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.1.30 WarrantyGuarantorPar 保証サービス担当機関 部品(交換)保証に責任ある組織の有効なメール
アドレス。


テキスト company@em
ail.com


〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


COBie Component Properties


2.2.1 AssetIdentifier 資産識別子 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.2 BarCode バーコード 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.3 InstallationDate 設置日 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.4 SerialNumber シリアルナンバー 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2.2.5 TagNumber 資産管理番号 初期値”n/a” テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


2.2.6 WarrantyStartDate 保証開始日 初期値”1900-12-31T23:59:59” テキスト 1900-12-
31T23:59:59


〇 1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


1900-12-
31T23:59:5


BOS_General General Properties


3.1.1 Author モデルの作成者 オブジェクトを作成した個人、組織、またはライブラ
リ提供者の名前。


テキスト Company 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.3 ManufacturerName メーカー名(製造会社名) 製造者名。ジェネリックオブジェクトは省略できる。 テキスト Company 〇 n/a n/a n/a （株）LIXIL （株）LIXIL （株）LIXIL （株）LIXIL


3.1.4 ManufacturerURL メーカーＵＲＬ 製造者WebサイトのURL。ジェネリックオブジェクト
は省略できる。


テキスト www.company
.Com


〇 n/a n/a n/a https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


https://ww
w.lixil.co.jp/


3.1.6 <Specification>Descri
ption


仕様システムのタイトル 仕様システム条項のタイトル。対象とする仕様シス
テム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.9 <Specification>Refere
nce


仕様システムの参照番号 仕様システム条項の番号。対象とする仕様システ
ム名で<Specification>を置き換える。


テキスト n/a n/a △ 〇 〇 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.11 ProductInformation 製品の概要


技術文書、インストールガイド、証明書、製品カタ
ログまたは文献などの詳細な製品情報への有効な
URLハイパーリンク、およびその文書がある場所の
説明の英数字値。ジェネリックオブジェクトは省略


テキスト
www.company
.com/ユニットバス
ルーム


〇 n/a n/a n/a


https://ww
w.lixil.co.jp/
lineup/bath
/unit/


https://ww
w.lixil.co.jp/
lineup/bath
/unit/


https://ww
w.lixil.co.jp/
lineup/bath
/unit/


https://ww
w.lixil.co.jp/
lineup/bath
/unit/


3.1.12 Revision 改訂 For completion within the project
environment.＊日本では該当無し？


テキスト ? ? ? n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a


3.1.13 <Classification>Code 分類コード
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Ss_40_15_75_
05


〇 〇 Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_78


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_05


Ss_40_15_
75_78


Ss_40_15_
75_78


3.1.14 <Classification>Title 分類コードのタイトル
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Bath systems 〇 〇 Bath
systems


Bath
systems


Shower
area
systems


Bath
systems


Bath
systems


Shower
area
systems


Shower
area
systems


3.1.15 <Classification>Version分類コードのバージョン
<Classification>を適切な分類システム名
（Uniclass2015Codeなど）に置き換える。複
数の分類体系を含めることができる。


テキスト Systems v1.12 〇 〇 Systems
v1.12


Systems
v1.12


Systems
v1.12


Systems
v1.12


Systems
v1.12


Systems
v1.12


Systems
v1.12


3.1.16 Version バージョン オブジェクトの発行番号 テキスト 2 〇 〇 2 2 2 2 2 2 2
BOS_Data JPNPset_BathUnit Additional notes | ユニットバスの発注に必要な情報


4.1.1 床排水口 床排水溝のタイプ テキスト くるりんポイ排水口 〇 n/a n/a n/a くるりんポイ排
水口


ヘアキャッチャー
排水口


ヘアキャッチャー
排水口


ステンレス製グ
レーチング


4.1.2 天井点検口 天井点検口のサイズ テキスト 450×450 〇 n/a n/a n/a 450×450 450×450 450×450 450×450


4.1.3 ドア品番 ドアの品番 テキスト
UDY-
8002006U*(29
)/WM-LH-WM


〇 n/a n/a n/a


UDY-
8002006U*
(29)/WM-
LH-WM


UDY-
7002000U*
(32)/WM


VDY-
8002000*(
75)/W


NDY-
9002032S*
(44)/W-M


4.1.4 ドア面材 ドアの表面を構成する材料 テキスト 型板調樹脂板 〇 n/a n/a n/a 型板調樹脂 フラッシュドア 型板調樹脂 フラッシュドア


4.1.5 ドアハンドル ドアハンドルのタイプ テキスト 樹脂レバーハンド
ル（ホワイト）


〇 n/a n/a n/a
樹脂レバーハ
ンドル（ホワイ
ト）


樹脂レバーハ
ンドル（ホワイ
ト）


樹脂バーハン
ドル（ホワイ
ト）


樹脂レバーハ
ンドル（ホワイ
ト）


4.1.6 浴槽排水栓 浴槽排水線のタイプ テキスト プッシュワンウェイ
(ホワイト)


〇 n/a n/a n/a プッシュワンウェ
イ(ホワイト)


ゴム栓 項目削除 n/a


4.1.7 フロフタ フロフタのタイプ テキスト 保温2枚組フタ 〇 n/a n/a n/a 保温2枚組フ n/a 項目削除 n/a


4.1.8 フロフタフック フロフタフックはあるか テキスト 保温フタ用組フタ
フック


〇 n/a n/a n/a 保温フタ用組
フタフック


n/a 項目削除 n/a


4.1.9 洗い場水栓金具品番 洗い場水栓金具の品番 テキスト BF-HE147TX-
PU


〇 n/a n/a n/a BF-
HE147TX-


BF-651X-
PU4


BF-
HE247TX-


BF-
HE247TX-


4.1.10 シャワーヘッド品番 シャワーヘッドの品番 テキスト BF-6JBP(1.8)-
PU1


〇 n/a n/a n/a
BF-
6JBP(1.8)-
PU1


BF-
6JBP(1.8)-
PU1


BF-6JBP-
PU1


BF-6JBP-
PU1


4.1.11 シャワーフック シャワーフックのタイプ テキスト スライドバー
L1000


〇 n/a n/a n/a スライドバー
L1000


シャワーフック シャワーフック シャワーフック


4.1.12 シャワーフック品番 シャワーフックの品番 テキスト BF-27B(1000)-
PU3


〇 n/a n/a n/a
BF-
27B(1000)-
PU3


BF-30C-PU BF-30C-PU BF-30C-PU


4.1.13 照明 照明のタイプ テキスト ネオサークル照明
(防湿型)


〇 n/a n/a n/a ネオサークル照
明(防湿型)


ネオサークル照
明(防湿型)


スリム照明
LEDランプ


スリム照明
LEDランプ


4.1.14 照明品番 照明の品番 テキスト LDA-G1-1A 〇 n/a n/a n/a LDA-G1-1A LDA-G1-1A LDA-C1-2A LDA-C1-2A


4.1.15 換気設備品番 換気設備の品番 テキスト UFD-120A 〇 n/a n/a n/a UFD-120A VG-100A UF-24B
VG-
100A(2)/45
8S


4.1.16 化粧棚・カウンター 化粧棚・カウンターのタイプ テキスト スリムカウンター
（ホワイト）


〇 n/a n/a n/a スリムカウン
ター（ホワイ


n/a n/a n/a


4.1.17 化粧棚・カウンター品番 化粧棚・カウンターの品番 テキスト CT-700A(3)-
SET/FW1


〇 n/a n/a n/a CT-
700A(3)-


n/a n/a 項目削除


4.1.18 鏡 防湿型化粧鏡300W×800H テキスト KGM-3080S 〇 n/a n/a n/a KGM-3080S KGM-3040 KGM-3060 項目削除


4.1.19 収納 樹脂製収納棚3段 テキスト NT-180A(7)-
3S/CO01+CH


〇 n/a n/a n/a


NT-
180A(7)-
3S/CO01+C
H


n/a
NT-
180A(6)-
2S/W91


NT-
180A(6)-
2S/W91


4.1.20 タオル掛 フック付きタオル掛（ホワイト）L400 テキスト R773-L400 〇 n/a n/a n/a R773-L400 TB-400E-K 項目削除 n/a
4.1.21 浴室テレビ 浴室テレビのタイプ テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a 項目削除 項目削除 項目削除
4.1.22 サウンドシステム サウンドシステムのタイプ テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a 項目削除 項目削除 項目削除
4.1.23 アクアジェット アクアジェットのタイプ テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a n/a 項目削除 項目削除 項目削除


4.1.24 握りバー 握りバーのタイプ テキスト I型(ホワイト)2本
L600


〇 n/a n/a n/a I型(ホワイ
ト)2本L600


n/a 項目削除 n/a


4.1.25 握りバー品番 握りバーの品番 テキスト 8928-BTYPE-
L600/W


〇 n/a n/a n/a
8928-
BTYPE-
L600/W


n/a 項目削除 n/a


4.1.26 ランドリーパイプ ランドリーパイプのタイプ テキスト ホワイト1本セット 〇 n/a n/a n/a ホワイト1本
セット


n/a 項目削除 項目削除


4.1.27 ランドリーパイプ品番 ランドリーパイプの品番 テキスト LAP-1582-W n/a n/a n/a LAP-1582- n/a 項目削除 項目削除
4.1.28 ドア外タオル掛け ステンレスパイプ　ブラケット：樹脂 テキスト TB-650E 〇 n/a n/a n/a TB-650E 項目削除 項目削除 項目削除
4.1.29 タオル棚 タオル棚のタイプ テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a 項目削除 n/a 項目削除 n/a


4.1.30 シャワーカーテン シャワーカーテンのタイプ テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a 項目削除 UT-
110165F


項目削除 n/a


4.1.31 大便器品番 大便器の品番 テキスト C-P13S 〇 n/a n/a n/a 項目削除 C-P13S 項目削除 C-110STU-
UB


4.1.32 便座品番 便座の品番 テキスト CW-US220-
NE-PU


〇 n/a n/a n/a 項目削除 CF-37AK 項目削除 CF-37AT


4.1.33 紙巻き器品番 紙巻き器の品番 テキスト PH-1A 〇 n/a n/a n/a 項目削除 PH-1A 項目削除 CF-A23D-
4.1.34 紙巻き器カラー 紙巻き器のカラー テキスト ピュアホワイト 〇 n/a n/a n/a 項目削除 ピュアホワイト 項目削除 ピュアホワイト


4.1.35 洗面器品番 洗面器の品番 テキスト n/a 〇 n/a n/a n/a 項目削除 L-130MBG 項目削除 AWL-
71AP(P)-PU


4.1.36 水栓品番 水栓の品番 テキスト LF-B355SY-PU 〇 n/a n/a n/a 項目削除 n/a 項目削除 n/a
BOS_Data | 個別製品独自の属性項目（メーカーの自由領域）
4.2.1
4.2.2


4.2


2.2


3.1


ユニットバ
ス用洗面


器


4.1


ユニットバ
スルーム


ユニットバ
ス用大便


器
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		洗面化粧台

		ユニットバス
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「BLC-BIMオブジェクト標準(Version1.0)」
（10月4日：2018年度臨時総会にて合意）


データの基本的な構造（黄色は必須項目、白抜きは推奨項目）） 基本的に英国NBSの「NBS-BIM-
Object-Standard-v2_0」に準拠


配信サイトに3Dオブジェクト
と一緒に格納するデータ


BIMによる3Dオブジェクト


BLC独自：ライブラリ管理項目


日本独自の技術・法的要件項目


国際標準：ライブラリ管理項目


国際標準：要求仕様項目


国際標準：製品仕様項目


（未検討）


対象の材料、機器、製品、什
器等の特性に応じて追記する
属性項目


製造者が設定する属性項目
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各属性項目における属性情報の具体な内容 基本的に英国NBSの「NBS-BIM-
Object-Standard-v2_0」に準拠


BLC独自：ライブラリ管理項目


日本独自の技術・法的要件項目


国際標準：ライブラリ管理項目


国際標準：要求仕様項目


国際標準：製品仕様項目


（未検討）


対象の材料、機器、製品、什
器等の特性に応じて追記する
属性項目


製造者が設定する属性項目


① BLC管理情報項目 ライブラリの管理項目 全オブジェクトで共通


② IFC IFC4 Add2  Property Sets オブジェクトのクラスで共通


③ COBie COBie v2.4 Type and Component properties 全オブジェクトで共通


④ BOS_General ソフトウエア間で属性情報を利用するた
めの項目を含むライブラリの管理項目


全オブジェクトで共通


⑤ BOS_Data-1 日本独自の技術・法的要件項目 オブジェクトのタイプで共通


⑥ BOS_Data-2 製造者が設定する属性項目 製品ごとに異なる


①


⑤


④


②


③


⑥


⑤
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参考：IFC4 Add2  Property Sets
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/


buildingSMARTのIFC4 Add2 - Addendum 2で規定されているcommon property sets（6. Shared schemas 
と7. Domain schemas のPset_xxxx Common）に，ビルディングエレメントや材料ごとに列記されてい
る要求する性能に関する項目である。
「ガラスドア」のように異なるエレメントの組み合わせで製品が構成されている場合には，
「Pset_Door Common（ドア）」と「Pset_Door Window Glazing Type（ガラス）」のcommon property 
sets を併記する。
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参考：COBie v2.4 Type and Component properties
https://www.thenbs.com/knowledge/what-is-cobie


buildingSMART alliance などからスプレッドシートで提供さ
れているCOBie（Construction-Operations Building 
Information Exchange）の「Type」と「Component」のシー
トに記載されている，仕様（色，材料構成，材質など），
形状（呼び寸法，サイズなど），資産情報（資産の種類，
保証期間など）といった，調達した製品に関する情報。
Typeシートは配置するオブジェクトのタイプに対し，
Component シートは配置されたオブジェクトに対して記
述する内容が列記されている。
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BLC建築部会WG2における属性項目検討の考え方


① BLC管理情報項目 ライブラリの管理項目 全オブジェクトで共通


② IFC IFC4 Add2  Property Sets オブジェクトのクラスで共通


③ COBie COBie v2.4 Type and Component properties 全オブジェクトで共通


④ BOS_General ソフトウエア間で属性情報を利用するた
めの項目を含むライブラリの管理項目


全オブジェクトで共通


⑤ BOS_Data-1 日本独自の技術・法的要件項目 オブジェクトのタイプで共通


⑥ BOS_Data-2 製造者が設定する属性項目 製品ごとに異なる


i. オブジェクトの「クラス」ごとに必要と考えられる属性項目を網羅的に抽出
（カタログ、施工図等を参考）


ii. オブジェクトの「クラス」ごとに「タイプ」を列記し、「タイプ」に適用する
IFCのProperty Setsを選択（存在しない場合は日本独自のProperty Setsを検討）


iii. ⅰで抽出した属性項目をIFCのProperty SetsとCOBieの項目にマッチング


iv. ⅲで未割当ての属性項目を「BOS_Data-1」として定義


v. 表中①～⑤の項目に対し、ジェネリックオブジェクトとメーカーオブジェクト
における具体な入力例を作成（データタイプはIFC4とNBS標準に準拠）


vi. 各項目に対し「誰が入力するか」を検討
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「窓」を例とした補足説明
タイプ入力者データタイプ


↓
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BLC建築部会WG2における属性項目検討の考え方（各部詳細）


入力者（誰が入力するのか）


• ジェネリック入力済み配信項目 …配信するオブジェクトの形状をあらわす情報


• 設計者入力項目 …設計行為で確定する情報


• メーカー入力項目 …製品を選択すれば自動的に確定する情報


• 発注者入力項目 …運用段階にならないと確定できない情報


BOS_Generalに記述する分類コード（Uniclass2015）


• 配信するオブジェクトが製品の組み合わせの場合 …Systemテーブルのコード


• 配信するオブジェクトが単一製品と対になる場合 …Productテーブルのコード


日本独自のProperty Sets（日本独自のユニット住宅設備）


• 全体を構成するモジュールごとにProperty Setsを整理（JPNPsetと表記）


• IFC4を参考に、形状、性能、仕様を定義する項目を集約


• 製品が決まれば自動的に確定する項目はBOS_Data-1に集約
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属性項目の整理を終えたオブジェクト


分類 クラス タイプ


コンポーネント系 窓 2枚引き違い窓、嵌め殺し窓


ドア 片開ドアフラッシュ扉／ガラス入り扉／ガ
ラリ付き扉


レイヤード系 壁 コンクリートブロック帳壁、プレキャスト
コンクリートカーテンウォール、ALCパネル、
押出成形セメント板、木造軸組下地間仕切
壁_片面張り／両面張り、軽量鉄骨下地間仕
切壁_片面張り／両面張り、認定書付き間仕
切壁_1時間耐火、アルミパーティション、
スライディングウォール、タイル張り仕上
げ_直貼り／外断熱


天井 木造軸組下地天井、軽量鉄骨下地天井、シ
ステム天井


床 フローリング_直床／二重床


ユニット系 キッチンユニット システムキッチン、セクショナルキッチン、
ミニキッチン


洗面化粧台ユニット 洗面化粧台（セレクトタイプ）


ユニットバス 浴室ユニット_集合住宅用／三点式／シャ
ワー
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2019年度の実施項目（案）


カテゴリー 内容
主体


建築部会事務局 PRISM 保留


属性の標準化


昇降機のオブジェクト構成・属性項目の検討 〇
既整備済みオブジェクトの属性入力者の確認 〇
2018年度PRISM成果品の検証確認 △ 〇
IFC入出力の確認 〇
STEMサイト用エクセルデータの作成 〇


ジオメトリの標
準化


パラメトリック部分の最低要件と寸法押さえ
位置の検討


〇 △


3Dモデル配置の基点の検討 〇 △


2次元表現の詳細度の検討 〇 △


属性の活用


表形式図面の検証 〇


他ソフトでの利用検証（例：積算ソフト） 〇


オブジェクトの
種類


既整備済みオブジェクトのタイプ拡充の検討 〇
今後整備すべきオブジェクトのクラスの検討 〇


その他
オブジェクト仕様（説明書）の作成 〇
属性標準の一般公開 △ 〇


仮設系オブジェ
クト


オブジェクトジェネリック化の計画 〇


配信方式の検討 〇
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参考：NBS National BIM Libraryの画面
https://www.nationalbimlibrary.com
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