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BLCJの2021年度活動概要

1.今年度の活動の位置づけ
• BIMライブラリ技術研究組合設立及び部会2としての指定から3年度目になる。
• 予算の骨格を占める官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）は4年度目に

なり、来年度は取りまとめ年度ととらえ、研究に取り組む。
2.主な目標
• BLCJ BIMオブジェクト標準ver2.0の整理
• 同標準の継続的な維持・改良に向けた枠組みの整理
• 同標準のオブジェクト等での実務的な活用に向けた取り組みと課題整理
3.研究の4課題
• 建築設計分野における標準ver2.0の検討・整理
• 設備設計分野における標準ver2.0の検討・整理
• 仕様情報等の連携の検討・整理
• 建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた検討
4.他部会、関係団体との連携

部会1,3,4,5、bSJ、設計三会、JASCA、RUG、BIM Summitと連携して活動
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研究活動の全体の構成

1) 建築設計分野における標準ver2.0の検討・整理
1)-1 建築設計分野のライブラリ標準ver2.0の対象範囲の設定
1)-2 建築設計分野のライブラリ標準ver2.0の検討
(1)実用性の向上の観点
(2)建築確認との連携の観点
(3)用語の統一等の標準仕様書との連携の観点

1)-3 サンプル建物での検証
1)-4 多様な建築BIMソフトウェアでの標準ver2.0の実装に向けた検討
1)-5 構造に係る属性情報の整理

2)設備設計分野における標準ver2.0の検討・整理
2)-1 設備設計分野のライブラリ標準ver2.0の対象範囲の設定
2)-2 設備設計分野のライブラリ標準ver2.0の検討
(1)実用性の向上の観点
(2)建築確認との連携の観点
(3)用語の統一等の標準仕様書との連携の観点

2)-3 サンプル建物での検証
2)-4 多様な建築BIMソフトウェアでの標準ver2.0の実装に向けた検討

3)仕様情報等の連携の検討・整理
3)-1 公共建築工事標準仕様書のデータベース化と検討
3)-2 建具表、仕上げ表等を介したデータ連携
3)-3 特記と材料・機器選定パターンの整理
3)-4 維持管理・FMの標準化に向けた情報収集・整理

4) 建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた検討
4)-1 オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理
(1)オブジェクト標準ver2.0のメリットの整理
(2)オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

4)-2 公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理
4)-3 外部BIMライブラリサイト等と連携を考慮したBLCJ ライブラリサイトの要件設定等の検討
4)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理
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４）建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた検討

４）建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた検討

4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給に関して、下記の観点で整理検討を行う。

(1)オブジェクト標準ver2.0のメリットの観点

オブジェクト標準ver2.0のメリットを整理するとともに、標準の知的財産権、関連規約について整理
する。

(2)オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

1)-2の(1)の検討結果、及び、2)-4に示すオブジェクト作成、及び、1)-4、2)-4の検討の結果を踏まえ、
アドオンソフト、インポータの他、メーカーライブラリサイト、民間ライブラリサイト、BIMベンダーと連携したオ
ブジェクト標準ver2.0を持つBIMオブジェクトの供給フロー等に関する検討を行い、関係者との合意範
囲、課題を整理する。

4)-2 公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理

4)-1の検討を踏まえて公益的な情報インフラとして、収益事業、非収益事業の整理、標準の継続的
維持、運用のモニタリング方法・コスト等を整理し、公益的視点から実現可能なビジネスモデルを整理する。
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４）建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた検討

4)-3 外部BIMライブラリサイト等と連携を考慮したBLCJ ライブラリサイトの要件設定等の検討

BLCJライブラリサイトと民間ライブラリサイトを機能等で比較検討し、また4)- 1及び4)- 2の検討を踏ま
え、民間ライブラリサイト、メーカーライブラリサイト、BIMベンダー等との連携を考慮したポータル的役
割のBIMライブラリサイトの検討とその要件設定、画面イメージの整理等を行う。

4)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理

空間オブジェクト、FM連携、都市モデル、規約類、ジェネリックオブジェクトをメーカーオブジェクトに
交換する手法等の情報収集・整理、関係者との分担調整、今後の課題に関して整理する。

また、BLCJの様々な活動に関して、組織変更後も含めたロードマップを整理する。
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4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

(1)オブジェクト標準ver2.0のメリットの観点
オブジェクト標準ver2.0のメリットを整理するとともに、標準の知的財産権、関連規約について整理する。

ア)オブジェクト標準ver2.0のメリットの整理
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対象者 想定されるメリット 現状と課題

発注者 受注者等のメリットがコストなどとして
利益をもたらす。

受注者 標準化され、知的財産権に関する課
題も綯い部ジェクトの供給があれば、
そ家を活用することで、他社との連携
を図れる。

各企業が保有する既存のオブジェクトの扱が課題であるが、
属性情報はあまり含まれていないとの過去の調査結果で
は示されているので、情報をインポートする手法が開発さ
れれば対応できる。
公開できないノウハウが、template等の形状に関連する
場合は今後の検討課題である。

ソフトウェアベンダー 個別の企業の標準によることなく、ソ
フトウェア開発が効率化される。

標準が多くの利用者で活用されることが前提。
また標準の確定度も課題。

材料機器等のメーカー 個別の企業の標準によることなく各企
業のオブジェクトを提供できるため、オ
ブジェクトア開発が効率化される。

標準が多くの利用者で活用されることが前提。
また標準の確定度も課題。
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4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

イ)標準の知的財産権、関連規約について整理

2022/2/22 7

出典:建築BIM推進会議
「建築分野におけるBIMの活用・普及状況
の実態調査」（令和３年１月）
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4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

各社の標準、テンプレート、データそのものに著作権があるという意見
• 個社ごとではなく、業界で標準のルール、オープンにする情報を整理すべき
• 設計自体は設計者の著作権であり、それに付随して作成されるモデルデータは二次的著作権と考える
• 各社が自社の標準でライブラリを整備しているため、他社にネイティブデータを渡せない
• オブジェクトやテンプレートに各社のノウハウが詰まっていて、著作権が出て来るのだが、そこにこだわり過

ぎると、進展の壁になりうる
• オブジェクトの著作権については、当事者間で決めるべきことであり、データ流出はそれぞれの立場で管

理する必要がある

著作権に特に注意すべき場面
• データ連携、受け渡しが推進されると問題になると考える
• 特に設計から施工へのデータ連携は権利を明確にすべき
• 細部の入力間違い等がある場合のデータの責任とその保証の観点から、他社との連携に積極的にな

ることができない
• 権利と責任は表裏一体。契約で様々なことを整理すべき
• 現状受け渡しはノウハウ開示にもつながり不安である
• 二次利用（提案書・広告等）についてのルール・基準も必要
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4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

ＢＩＭモデルの使用に関する覚書(例)

令和2年度 BIMオブジェクトライブラリデータの運用性の検証に係るBIM成果物(以下｢BIMモデル｣という。)の取扱いについて、部会２ BIM
ライブラリ技術研究組合(以下「甲」という。)及び、部会●(以下「乙」という。)は、次の事項について覚書を締結する。

第１条（BIMモデルの使用）

1. 甲はBIMモデルを乙に貸出し、乙はこれをBIMの研究の目的でのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。

2. BIMモデルは、BIMオブジェクトライブラリデータの運用性の検証で作成した建築BIMモデル一式、設備BIMモデル一式を乙は専ら研究の
ために用いるものとし、他の設計等に２次利用及び第三者への貸出しを行わないこと。ただし、甲の承諾を得たときは､この限りではない。

3. 甲の作成した業務成果物の著作権については「建築設計業務委託契約書（建設省厚契発第37号）」に準拠し､甲及びBIMモデル作
成者の共有に帰属するものとする。

第２条（使用場所・使用者の制限）

1. 乙は、使用に先立ちBIMモデルを使用する場所と使用者を定め、書面にて甲に届けなければならない。

2. 乙は、BIMモデルを第三者に開示・譲渡・転貸等してはならない。

3. 甲の活動の普及に係る、関係団体等からBIMモデルの利用について申出があった場合など、目的以外に利用する際には、甲・乙の協議
により行えるものとする。
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4)-1オブジェクト標準ver2.0を基礎としたBIMオブジェクトの供給の検討・整理

第３条（使用期間）

1. 乙がBIMモデルを使用できる期間は、令和３年１１月１日より令和４年１０月３１日までとする。

2. 前項の期間を経過したときは、乙は速やかに全てのBIMモデル (複製されたモデルを含み、記憶媒体の種類、保存場所を問わない。) を、
再生不能な形で廃棄又は消去し、その旨を書面にて甲に報告しなければならない。

第４条（BIMモデルの管理等）

1. 乙は、BIMモデルを、第２条第２項の第三者に流出しないよう、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2. 乙は、甲の提供するBIMモデルにウイルスを発見したときは、速やかに、甲に報告するとともに感染拡大の防止策を講じるものとする。

3. 乙は、甲の提供するBIMモデルが甲の使用するウイルス対策ソフトが対応できないウイルスに感染していたとき、甲には当該ウイルスに関する
一切の責任がないことを確認する。

第５条（損害の解決）

1. 乙がBIMモデルを使用して行う一切の行為により、乙や第三者が損害を被った場合、乙の責任においてその処理解決に当たるものとし、甲
に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
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【参考】①BLCJ BIMオブジェクト標準ver2.0に向けて
標準属性項目のユースケースを検証するためのBIMモデル
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建築系ソフトウェアによる展開 Revit、ARCHICAD、GLOOBE、Vectorworks

モデル化した建物

©2020(株)日本設計

部会3と連携
(建築確認)

部会4と連携
(概略積算)
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従来のビジネスモデル 今後のビジネスモデルのイメージ

収入 ユーザー 原則無料 ・原則無料
・ただし建築確認との連携、仕様情報との連
携を活用する場合は有料
・将来毎プロジェクト等の領域を確保する場合
は有料

メーカー 企業規模に応じて有料 ・メーカーは企業規模に応じて有料
・メーカーサイトと連携する場合は有料を想定

BIMベンダー ・標準化継続の観点から有料

支出 ライブラリ 規模大でコスト高 ・規模をある程度抑えることでコスト削減
(構築、運用ともに)

〇2023年度の組織変更を考慮し、ビジネスモデルを検討する。
〇BLCJの持っている公共性と事業成立性を分けて議論をする。
〇民間ではやりにくい事業として公共性の強いBLCJ標準の普及と維持管理をしっかり行う。
〇BIMライブラリは、構築費、運営費と収入を考え、社会の状況にあったものとする。

ビジネスモデルの検討(202１年度)
4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理



• 技術等の変化への対応は、オープンソースとし関係者相互が協力し
合うことを考える。

• 民間ではできない公共性を背景としたビジネスを考える。
• BIMがもっと普及することがビジネスに大切。
• ビジネスモデルを確立するために、単独では成り立たないので、

タッグを組む相手を決めるべき。
• BIMライブラリで儲けようとするのは難しい。
• BLCJがどのようなライブラリを作成するかという「プロモーショ

ン」を作成し、BIM関係者へ説明をして、協力をもとめることが必
要。

• これまでの活動による財産だけではなく、これからの活動によって
生み出されるであろうものを考慮することが大切。

13

ビジネスモデルの検討(202１年度) 意見
4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理
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4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理

• 民間ではできない公共性を背景としビジネスモデルを考える。

• 各BIMベンダーソフトにBLCJ標準が搭載されるようする。

• 発注サイドにBIMで設計を発注する団体を増やす。

• BIMの普及に役立つ活動を行う。

• 単独ではなく、タッグを組んで、活動を行う。
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4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理
BIMライブラリ構想

• ライブラリは４つのパートからなる

• BLCJ標準＿パート
• 建築関連
• 設備・電気関連

• オブジェクト＿パート
• 建築関連
• 設備・電気関連

• BIM研究＿パート
• 建築関連
• 設備・電気関連

• BIM導入支援活動＿パート(検討中）
• 建築関連
• 設備・電気関連
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4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理
BIMライブラリ構想

16

BLCJ標準＿パート

BIM研究＿パート

オブジェクト＿パート

BIM導入支援活動＿パート（検討中）

BIMライブラリ
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4)-2公益的視点からのビジネスモデルの検討・整理
BLCJ標準＿パート

・BLCJ標準Ver.2.0 属性表とその解説

• 建築関連

• 設備・電気関連
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4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
オブジェクト＿パート

• オブジェクト＿パート

• 建築関連
• 窓・ドア等のメーカオブジェクト
• メーカサイトと民間サイトへのリンク

• 設備・電気関連
• ジェネリックオブジェクト約３００
• メーカオブジェクト約３００
• メーカサイトと民間サイトへのリンク
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4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
オブジェクト＿パート

19

既存試行サイト

©2022 BLCJ BIMライブラリ技術研究組合



4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
オブジェクト＿パート

20

既存試行サイト

©2022 BLCJ BIMライブラリ技術研究組合



4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
オブジェクト＿パート

21

新規計画試行サイト
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4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
オブジェクト＿パート

22

新規計画試行サイト
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4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
BIM研究＿パート

• 建築部会・設備部会・連携部会（現在活動中）

• BIMの属性についての研究

• ジェネリックオブジェクトの作成と研究

• BIMソフトの属性との仕様書連携の研究
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4)-2公益的視点からのビジネスモデル検討整理
BIM導入支援活動＿パート（検討中）

• BIM導入支援対象者

• これからBIMを導入しようとしている公共団体

• 公共団体から設計を受注しようとしている中小設計事務所

• 公共団体から工事を受注しようとしている地方中堅ゼネコン

24©2022 BLCJ BIMライブラリ技術研究組合



4)-3外部BIMライブラリサイト等と連携を考慮したBLCJライブラリサイトの要件設定等の検討
既存BIMライブラリとの比較（検討中）

• BLCJにおいて新たにBIMライブラリ配信サービスを検討するに
あたり、既存のBIMライブラリ配信サービスとして以下の5つ
をベンチマークとした。

25

サービス名 運営主体 サイトURL

NBS National BIM Library NBS（National Building Specification）[英国] https://www.nationalbimlibrary.com/en/

BIMobject BIMobject AB
[スウエーデン]

https://www.bimobject.com/ja

Bimstore a spacegroup company
[英国]

https://www.bimstore.co/

MagiCAD MagiCAD
[フィンランド]

https://www.magicad.com/en/cloud/

MEPcontent Trimble Europe BV.
[オランダ]

https://www.mepcontent.com/en/
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4)-3外部BIMライブラリサイト等と連携を考慮したBLCJライブラリサイトの要件設定等の検討
機能要件の実施方針（検討中）

• 前述した5つのサービスのベンチマークも参考としたうえで、2020年度に整理した機能要件に対して
新しいBIMライブラリ配信サービスの機能／画面でどのように実現させるかについて整理すると以下
の通りとなる。
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４)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理

4)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理

空間オブジェクト、FM連携、都市モデル、規約類、ジェネリックオブジェクトをメーカーオブジェクトに交換する手法等の情報収集・整
理、関係者との分担調整、今後の課題に関して整理する。また、BLCJの様々な活動に関して、組織変更後も含めたロードマップを整
理する。

2022/2/22 27

テーマ 情報収集・整理の状況

空間オブジェクト 「設計B I M ワークフローガイドライン」建築設計三会（第１版）に検討結果があり、
次年度に建築部会を主体に検討を進める予定。

FM連携 連携部会で検討を進めており、今年度は建築BIM推進会議のモデル事業8件の情
報収集を行っている。次年度にも連携部会を主体に検討を行う予定。

都市モデル City Plateauに関して都市政策課に質問を提出し、以降継続的な協議と、bSJ等を
主体とした事業受託を実施している。

規約類 これまで作成した規約類の改定の前提条件の変化を今年度までの活動から読み取り、
次年度以降に規約類の改定等を行う予定である。

ジェネリックオブジェクトをメーカー
オブジェクトに交換する手法

この前段として、オブジェクトのparameterの標準化と、属性情報のエクスポート・イン
ポート技術がある。後者に関する検討は連携部会で検討を行っている。

ロードマップの作成 検討中
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４)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理

2022/2/22 28

「空間要素」の中でもソフトウェアや技術体系等により、「部屋」「ス
ペース」「ゾーン」等、名称が異なります。また、「モデル要素」の中の
「空間要素」は、他の「意匠・構造・電気・設備要素」とは異なり、振
る舞いが特殊です。
「部屋」を例に挙げますと、壁、床、屋根、天井などの要素や境界線
に基づいて室を区分する要素で部屋の周⾧、面積、容積を計算する
ことができます。
また、仕様情報に計画与件の情報を集約し、室用途・レベル・名前・
仕上げ高・スラブ高・天井高・床、壁、天井の仕上げ・下地等の情報
を入力することにより、集計機能を使い、内部仕上げ表等を作成する
ことが可能です。
なお、空間要素は、意匠設計者が主に入力することになりますが、意
匠だけではなく、意匠・構造・設備相互の情報連携を行える要素で
あるため、属性情報の項目を整備し、関係者間で共通認識を持つこ
とが重要になります。

出典:「設計B I M ワークフローガイドライン」
建築設計三会（第１版）建築設計三会
設計Ｂ Ｉ Ｍ ワークフロー検討委員会（ 日本建築士会連合会・
日本建築士事務所協会連合会・日本建築家協会)
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４)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理
維持管理・FMの情報収集・整理

R
2
-

分類1 分類2

設
計

施
工

維
持

その他 運
転

点
検

改
修

運
用

資
産

その他

1 RC 造及び S 造のプロジェクトにおけ
る BIM 活用の効果検証・課題分析

竹中工務店
● ● 〇 〇

2 エービーシー商会新本社ビルにおける
建物運用・維持管理段階での BIM
活用効果検証・課題分析

安井設計事務所
日本管財
エービーシー商会

● 〇 〇 ? セン
サー

3 BIMを活用した不動産プラットフォーム
の構築による既存オフィスビルの施設維
持管理の高度化と生産性向上

東京オペラシティビ
ルプロパテイデータバ
ンク

● ● ● ● ●

4 維持管理BIM作成業務等に関する
効果検証・課題分析

前田建設工業
荒井商店 ● 〇 〇 〇 〇 〇

5 建物のライフサイクルを通した発注者に
よる BIM 活用の有効性検証

日建設計CM
〇 〇 〇 〇 〇 ?

6 Life Cycle BIM 日建設計
清水建設 ● ● 〇 データ連携 ? ? 〇 〇

7 新菱冷熱工業株式会社中央研究
所新築計画における建 物のライフサ
イクルにわたる BIM 活用の効果検
証と課題分析（ステージ S2～S4）

新菱冷熱工業

● ●

8 病院実例における維持管理までのワー
クフローを含めた効率 的な BIM 活用
の検証

久米設計
● ● ● 〇 〇 〇

注:●プロジェクトで実施 〇プロジェクトで提案等

今後細に検討
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４)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理
維持管理・FMの情報収集・整理

プロジェクト名 目的 概要 キーワード等

1 RC 造及び S 造のプロジェ
クトにおける BIM 活用の
効果検証・課題分析

BIMを活用した設計施
工一貫方式による生産
性向上の検証に加え、
高精度・高品質なものづ
くりの実現や、施設管
理・運用・LCCに至る発
注者の課題を共に解決
することを目指す。

・BIM活用による設計・
積算・施工管理・施工の
生産性向上・施工のフロ
ントローディング効果検証
・設計BIM、施工BIM、
維持管理BIMにおける
適正なデータ連携のため
の課題分析

・設計変更発生時のBIMモデルの変更フォロー
・維持管理BIMの作成業務における維持管理段階
で必要となる情報入力ルール
・設計BIM、施工BIM、維持管理BIMの関係者
間の適正なデータ連携手法
・３Dモデル承認・２D作図の最小化
・BIM発注者情報要件（EIR）の標準的なあり方
・ライフコンサルコンサルティング業務の契約等

2 エービーシー商会新本社ビル
における建物運用・維持管
理 段階での BIM 活用効
果検証・課題分析

BIM関連システム、ICT
等を活用することで、運
用・維持管理データ等と
BIMの連携、効果検証。
・標準的ビルにおける
BIM活用検証により、類
似ビルへの水平展等。

BIMとセンサーとの連携
により、消費エネルギー縮
減、執務者の満足度等
の向上により、建物所有
者、利用者のメリット拡
大を図る。

・設計BIM →維持管理BIM の情報入力ルール等
・設計・施工・維持管理BIM の適正なデータ連携
・BEP・EIRの標準的なあり方の検討等
・維持管理システムとBIM の一体運用の課題整理
・BIM に蓄積されるデータを修繕計画の進捗管理
や実施周期等の判断に活用するための分析方法。

3 BIM を活用した不動産プ
ラットフォームの構築による既
存オフィスビルの施設維持管
理の高度化と生産性向上

既存ビルの不動産管理
システムとBIM連携により、
施設管理の高度化、
WLCの最適化等を図る。

維持管理におけるBIM
活用の有用性に関して
検証を行い、既存ビルの
BIM利用拡大を図る。

・不動産管理システムとBIMの連携等
・中⾧期修繕計画策定での劣化調査から改修計画
作成、工事実施までのデータ共有等
・入居者情報、エネルギー情報とBIM連携情報

4 維持管理BIM作成業務等
に関する効果検証・課題分
析

・施工:BIMモデル合意
による施工図・製作図の
調整業務の効率化
・維持管理:BIMと施
設管理システムを連携し
た業務の効率化

維持管理段階でのBIM
活用のため、施工と維持
管理をつなぎ、LCコンサ
ルティングや維持管理
BIM作成で必要な項目
を発注者視点で示す。

・維持管理BIMのモデリング・入力ルール
・施工者と維持管理BIM 作成者間の情報伝達
・BEP、EIR、LCコンサルティング業務、維持管理
BIM 作成の標準的な在り方
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目的 概要 キーワードメリット等

5 建物のライフサイクルを通
した発注者による BIM
活用の有効性検証

発注者が業務主体となる企画・基本計画段階（S0・S1）と、建
物のライフサイクルコストの75％を占める維持管理段階（S7）で、
発注者がBIM利用ができるように、企画・計画段階、維持管理段
階での利用方法を、発注者代行業務の実績を活かし、発注者に
も理解/利用しやすい、モノづくりに偏りすぎない『やさしいBIM』によ
る検証・分析を実施する。

・発注者によるプロジェクト方針決定の効率
化検証（企画・基本計画段階）
・発注者による建物維持管理の効率化・合
理化検証（維持管理段階）

6 Life Cycle BIM 様々な主体がBIMの情報を一貫して利活用するワークフローでの
①設計施工連携、
②維持管理BIM作成、
③ライフサイクルコンサルティング業務の検証を通じ、日本のものづく
りの強化とともに、発注者メリットのある建築情報のデジタル化

・組織間データ連携手法・ソフト間データ連携
手法・データ連携契約
・維持管理BIMの運用での利活用イメージ
・維持管理BIMのデータから付加価値
・公共施設を活かした価値創出と効率化
・多棟管理によるさらなる効率化

7 新菱冷熱工業株式会
社中央研究所新築計
画における建 物のライ
フサイクルにわたる BIM
活用の効果検証と課題
分析（ステージ S2～
S4）

発注者のBIM活用メリットの
明確化と、設備専門工事会
社による施工技術コンサルタ
ント業務の検証。

1)発注者メリットの明確化
①合意形成の円滑化のため、空
間性能と建築コストを可視化する。
②EIRとBEPの定期的な見直し
2)施工技術コンサルタント業務
①施工計画検討を前倒しで実施
②同業務のPDCAを実施する。

(1)EIRとBEPの標準化に必要な要件
(2)施工技術コンサルタントに求められる役割
とメリット

8 病院実例における維持
管理までのワークフローを
含めた効率 的な BIM
活用の検証

病院特有の複雑かつ多岐にわたる与条件、要求水準、室仕様、
医療機器、建築関連法規や医療法などの重要な情報を企画段
階から一貫してBIMを活用してシームレスに管理し、最終的に維持
管理BIMにつなげることを検証する。公共性と社会的ニーズが高い
医療施設に適したEIR等のエントリーモデルを探し出し、広く一般的
な普及を目指す。ライフサイクルコンサルティングやEIR及びBEPのサ
ンプルをつくり検証していくことで、これらのクリアすべき課題や障害を
明確化し、現在各部会で行われている検討をより先鋭化し、深度
化していくことに繋がるものと考える。

・ライフサイクルコンサルティング業務範囲、役
割と責務、業務量、経費、スキル、EIR
・維持管理BIM に至る「設計BIMモデル」
の詳細度やモデリング入力ルール
・引き渡し説明書等、引き継ぎ時の条件の
明確化

４)-4 今後検討すべき課題とロードマップの整理
維持管理・FMの情報収集・整理
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まず引渡し・維持管理の活動・情報・関係者等を解きほぐすこと(未定稿)
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S4
(実施設計2)

S5(施工) S6(引渡) S7(維持管理)

完成BIM

維持管理
に必要な情
報群

and/or
課題:
・LOD(詳細度は)、
・LOI(情報はどこまで入力するのか)
・永続して読めるのか
・誰が作成するのか 等

維持管理
システム利用する

維持管理
システム利用しない

運転・監視
日常点検・保守

定期点検等・保守

清掃

執務環境測定等

警備

修繕・更新・改修

運用(賃貸管理、光熱
水費、面積、請求等)

資産管理(減価償却、
経費的・投資的支出)

運用・資産
管理に必
要な情報
群

資産管理
システム

必要な情報の定義 システムがすべてを扱わない

FMテックと呼ばれ、
ISO41001

(JIS Q41001)
が関連する領域

どの段階で、どのような
情報が提供されるのか

維持管理の意味は
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