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Web会議開催における お願い
1. 本日はWeb 会議にて開催させて頂いております。

資料につきまして、BLCJのホームページ（https://blcj.or.jp/）に掲載しております。
BLCJのWebサイトの組合員ページ内、「各部会会議資料・議事録」の「建築部会」のページに掲
載しております。 組合員ページパスワード 「*********」
また、資料については、画面共有により提示いたしますので、あわせてご確認ください。

2. Web 会議の注意点についてご説明いたします。
発言者以外の方は、ミュートにてご参加をお願い致します。
ご発言の際は、「手を挙げる」機能により手を挙げていただくか、チャット機能よりお知らせ下さい。
なお、進行によりご指名をさせて頂きました際に、マイクのミュート解除、ビデオオンにしていただきご
発言をお願い致します。また、Teamsのチャット欄でも質疑を受け付けます。
時間の限りもありますので、後日回答となる場合もございますがご了承願います。

3. 本日のWeb会議は録音機能により録画をさせて頂いております。
会議終了後は議事録と共に公開をさせて頂きます。こちらでもご確認下さい。

なお、ご質問ご意見などございましたら事務局までお願い致します。
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議事次第（案）
司会進行 志手部会長 建築部会事務局 平田
1. 建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介

2021年度以降の新規ご加入メンバーご紹介
2021年度建築部会活動体制

2. BIMライブラリ技術研究組合2021年度活動報告（事務局寺本所長）
3. 建築部会2021年度の活動報告（志手部会長）

3-1 建築部会のこれまでの経緯および実施内容
3-2 各WGからのご報告

属性情報WG（石川主査）
構造WG（大越主査）
アドオンWG（石田主査・糸島主査）
サンプルモデル作成（岩村副部会長）

4. 建築部会2022年度の活動計画（志手部会長・各WG主査）
2022年度建築部会活動体制およびコアメンバーのご紹介

5. その他 意見交換
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建築部会メンバーおよび
コアメンバーのご紹介
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建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介
建築部会 参加企業および組合員数 2022/05/23現在

個人会員 2名
企業会員 46社 （組合員数 89名）
団体会員 7社

建築部会2021年度以降新規ご加入メンバーのご紹介（敬称略）

株式会社 トータル都市整備
株式会社 安藤・間
フローワークス合同会社株
式会社吉村建築事務所
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No 会 社 名 No 会 社 名

個人組合員 51 (株)日建設計

1 東京工業大学(在り方部会長：安田幸一) 52 (株)日本設計

2 芝浦工業大学(建築部会長：志手一哉) 53 日本郵政(株)

3 首都大学東京(設備部会長：一ノ瀬雅之) 55 日本メックス(株)

4 首都大学東京(運用部会長：山本康友) 56 野原ホールディングス(株)

57 (株)ノーリツ

58 パナソニック(株)

企業組合員 59 日立グローバルソリューションズ(株)

1 アイテック(株) 60 (株)ファーストスキル

2 (株)朝日工業社 61 福井コンピュータアーキテクト(株)

3 アズビル(株) 62 ブレンスタッフ(株)

4 (株)梓設計 63 プロパティデータバンク(株)

5 (株)イズミシステム設計 64 (株)ベイテクノ

6 (株)NYKシステムズ 65 三谷産業(株)

7 エーアンドエー(株) 67 三菱電機(株)　

8 (株)FMシステム 68 (株)安井建築設計事務所

9 (株)大林組 69 (株)山下設計

10 (株)大塚商会 70 (株)LIXIL

11 応用技術(株) 71 (株)四電工

12 (株)奥村組 72 ＹＫＫ ＡＰ(株)

13 オートデスク(株) 73 (株)石本建築事務所

14 河村電器産業(株) 74 ホーチキ(株)

15 鹿島建設(株) 75 キャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)

16 (株)関電工 76 (株)トータル都市整備

17 (株)キッツ 77 丸紅アークログ(株)

18 (株)キャディアン 78 (株)安藤・間

19 (株)きんでん 79 フローワークス合同会社

株 熊 組 株 吉村建築事務
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21 (株)熊谷組 80 (株)吉村建築事務所

22 (株)久米設計 81 ヤマトプロテック(株)

23 グラフィソフトジャパン(株)

24 (株)建築ピボット ※20,　29，41，54, 66は欠番

25 (株)構造計画研究所

26 佐藤工業(株)

27 (株)佐藤総合計画 　 団体組合員

28 (有組)C-PES研究会 1 （一財）建設業振興基金

30 (株)シスプロ 2 (NPO)建築技術支援協会

31 清水建設(株) 3 (一社)全国建設業協会

32 新菱冷熱工業(株) 4 （一財）建築保全センター

33 住友セメントシステム開発(株) 5 (一社)日本建設業連合会

34 大成建設(株) 6 （公社）日本建築家協会

35 (株)大建設計 7 日本建築仕上材工業会

36 ダイキン工業(株) 8 (一社)日本建築士事務所協会連合会

37 (株)ダイテック 9 （公社）日本建築士会連合会

38 高砂熱学工業(株) 10 (公社)日本建築積算協会

39 (株)竹中工務店 11 (一社)日本サッシ協会

40 (株)中電工 12 (一社)日本建築積算事務所協会

42 デュアル･アイ･ティ(株) 13 (一社)日本電設工業協会

43 東急建設(株) 14 (一社)日本リノベーションマネジメント協会

44 戸田建設(株) 15 (一社)buildingSMART Japan

45 東電設計(株) 16 (公社)ロングライフビル推進協会

46 ＴＯＴＯ(株) 17 （地法）日本下水道事業団

47 (株)トーエネック 18 (一社）建築設備技術者協会

48 東芝キヤリア(株)

49 東洋熱工業(株)

50 (株)日積サーベイ



BLCJの研究実施体制（建築部会）2020年度総会時の体制
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事務局

研究部
部長
次長
…
主任研究員
主任研究員
…

総務部
部長
次長
職員
職員

客員研究員
客員研究員

在り方部会 建築部会 設備部会 運用部会 連携部会

ビジネス
モデル

WG

ライブラ
リWG

(オブジェク
ト在り方検
討WG)

形状情報
WG

属性情報
WG

建築オブ
ジェクト
作成WG

設備WG

BE-Bridge 
WG

(モニタリ
ングWG)

引渡・
FMWG

仕様情報
WG

BLCJ運営委員会
(合同コア会議)

プロジェクトリーダー

タスク
グルー
プ

理事会

総 会

理事長

専務理事

顧
問

・国、地方公共団体はオブザーバー参加

G1

G2

外部組織・団体との連携
例：bSJ、RUG、JASCA等

国土交通省・建築BIM推進会議

機械設備
オブジェ
クト作成

WG電気設備オ
ブジェクト
作成WG

構造
WG

施工計画
WG

[第2部会として位置付け(2019年10月)]

部会1
部会3
部会4
部会5
と連携

建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介
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建築部会 （敬称略））
）

部会長 志手 一哉（芝浦工業大学教授）
副部会長 岩村 雅人（工学院大学教授）

属性情報WG 主査 石川 隆一（㈱梓設計）

アドオンWG 主査 石田 憲 （㈱日建設計）
主査 糸島 光洋 （㈱佐藤総合計画）

構造WG 主査 大越 潤 （清水建設㈱）

施工計画WG 主査 志手 一哉（前出）

建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介
BLCJの研究実施体制（建築部会） 2020年度 2021年度活動体制

日建連｜https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/report.html

https://www.nikkenren.com/kenchiku/bim/report.html
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2021年度建築部会WG体制
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総メンバー64名の方々にご協力いただきました。
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回

〇
5/25

〇
7/9

〇
10/14

〇
12/2

〇
6/24

〇
7/15

〇
9/1

〇
10/1

〇
11/5

〇
11/30

〇
1/20

〇
2/21

〇
3/22

窓
オブジェクト

〇
4/20

〇
5/12

〇
5/28

〇
6/11

〇
6/25

〇
7/8

〇
7/21

〇
8/5

〇
8/19

〇
9/2

〇
9/15

〇
9/30

〇
10/19

〇
10/29

〇
11/12

〇
11/26

〇
12/9

〇
1/21

〇
2/7

〇
2/21

〇
3/9

〇
3/23

ドア
オブジェクト

〇
8/10

〇
8/31

〇
9/15

〇
9/30

〇
10/18

〇
11/1

〇
11/15

〇
11/29

〇
12/22

シャッター
オブジェクト

〇
8/24

〇
9/7

〇
9/21

〇
10/5

〇
10/19

〇
11/2

〇
11/16

〇
11/30

〇
1/11

〇
1/25

〇
3/8

〇
3/22

EV
オブジェクト

〇
8/17

〇
8/31

〇
9/14

〇
9/28

〇
10/12

〇
10/26

〇
11/9

〇
12/7

〇
1/25

〇
3/8

トイレ
オブジェクト

〇
7/27

〇
8/17

〇
8/31

〇
9/14

〇
9/28

〇
10/12

〇
10/26

〇
11/10

〇
11/24

〇
12/7

〇
12/22

〇
1/18

〇
2/8

〇
3/8

〇
3/29

〇
8/20

〇
9/3

〇
9/17

〇
9/24

〇
10/8

Revit
〇

11/26
〇
12/3

〇
12/17

ArchiCAD
〇
11/9

〇
11/19

〇
4/22

〇
5/27

〇
6/24

〇
7/29

〇
8/26

〇
9/30

〇
10/28

〇
11/25

〇
12/23

〇
1/27

〇
2/24

〇
3/17

ア
ド
オ
ン
W
G

分
科
会

構造WG

定例会議

リーダ会議

全体会

属
性
情
報
W
G

建築部会

検
討
会

2021年度建築部会WG開催一覧表

※103回のWG/検討会および23回の建築コア会議を開催し研究を進めて頂きました。



BLCJ
2021年度活動報告の概要
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【資料-4】 第8回建築BIM推進会議の概要報告



建築部会2021年度の
活動報告の概要
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建築部会のこれまでの経緯
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BIMライブラリコンソーシアム／BLC BIMライブラリ技術研究組合／BLCJ

2015年10月 2019年8月 2020年3月 2021年3月

NBS BIMオブジェクト標
準の理解と日本版の検討

BLCJ標準ver.1.0の策定

Ver.1.0に準拠したBIMオ
ブジェクトの試作（ファ
ミリ、インポータ）

実務で属性項目を利用す
るために不足している事
項の議論、属性項目とア
ドオン機能の整備に着手

実務における属性項目の
利用を目的とした属性項
目とアドオン機能の整備

2022年3月

BLCJで目指すところ
• 各団体で先行して検討されている属性項目を収集
• 実務で必要な属性項目、設計と製造者で共通に必要な属性項目の整理
• 属性項目の性質、種類、分類、入力ステージを整理
• 属性項目やその値をセッティングするために必要な付加機能の整理

サンプルモデルの作成、ユースケースの提案

「BLC-J-BIMオブジェクト標準Ver.2.0」 2023年3月

属性項目の整理と活用に
フォーカスをあてた活動

建築BIM推進会議部会2
の一部としての活動

各種団体の意見を集約す
る位置付けとして活動

BLCJ建築部会の責務

実務者によるワーキンググループを中心に議論を進めてきた



属性情報の考え方
• 仮想の建物要素であるBIMオブジェクトには、さまざまな値を入力できる属性
情報を持つことができる。

• この属性情報と値をいかに上手く活用できるかがBIMのワークフローを効率化
する最大のポイントで、以下の5つの視点が考えられる。

① ワークフローの視点
• S0~S7の各段階に分類した業務と、属性情報のマッピング

② 利用範囲の視点
• 属性情報に入力して利用する値を利用する関係者の範囲

③ ソフトウェアの視点
• 属性情報とソフトウエアの操作の関係

④ 共通化する範囲の視点
• 建築要素のカテゴリー間、カテゴリー内、カテゴリー内の小分類内

⑤ 業界標準の視点
• データを共有する際のファイルフォーマットやデータベース
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属性情報の標準を提示する意義
• 様々なソフトウェア間で建物情報を伝達する際の共通言語を示す役割

• 例えば、IFCファイルの属性情報の構成に合わせた読み込み設定（MVD: Model 
View Definition）を業界標準として作成するには、属性情報の項目の名称が共通
化されていなければ困難である。

• また、属性情報をBIMオブジェクトに入力せずに共通データ環境（Common Data 
Environment：CDE）などで入力や追記をする場合、属性情報の項目名が共通化
されていなければ、関係者の意思疎通がしにくくなる。

• 建物のライフサイクルで企業を超えて活用する属性情報の業界標準を提示
して、BIMで建設業界の未来をより良くする

• 設計や施工の業務の効率化を狙いとした属性情報は、設計事務所やゼネコンなどの企
業ごとに標準化が進んでいるし、BIMオーサリングツールを提供するソフトウェアベンダーや
アドオンプログラムを提供するサードパーティーが提供している。
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建物情報データの受け渡しを確実に行うための環境整備として、
標準の属性情報を明示することや、それをBIMオーサリング
ツールで設定する方法、属性情報の利用方法など、属性情報の
標準を提示することの重要な意義がある。



2021年度の実施内容

• 意匠分野における標準的な属性情報を検討。窓、ドア、シャッ
ター、 EV、トイレにおいて業界で使用されている属性情報の項
目を比較して、表現の異なる項目名称の同義関係を定義し、
代表的な項目名称を明示することを最終的な目的。

• 一貫構造解析システムとBIMオーサリングツールのデータ連携を
目的に開発されたST-Bridgeをベースに、BIMのワークフロー
で必要な構造部材の属性情報を拡充。

• BLCJで策定した標準的な属性情報をBIMオーサリングツール
に追加や編集をするために必要な要件の整理。複雑な設定を
設計や施工の実務者が容易におこなえるようにするための、き
め細やかな技術標準。

• S3段階を想定した形状や図面表現のサンプルモデルの作成。
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2021年度活動報告
属性情報WG
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告

bSJ（部会5）
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2021年度 属性情報WG活動報告

（隔週）

大島 (応用技術)
佐藤､長江(トランス･コスモス) 
土田 小林 長谷部（日本郵政）

本間 (日本設計) 

BLCJ 建築部会

窓オブジェクト検討会 ドアオブジェクト検討会 シャッターオブジェクト
検討会

EV オブジェクト検討会

リーダー

西村、岡野、水野(LIXIL)
藤川、山口、中村(YKK AP)
油谷 脇田永井田中(三協立山)

メンバー

石川（梓設計）

志手部会長、岩村副部会長、大越主査、石田主査、糸島主査

属性情報WG定例会議

協力メーカー

大島(応用技術)
佐藤､長江(トランス･コスモス) 
馬立(日本サッシ協会)

大島（応用技術） 成山（竹中工務店） 菅原（石本建築事務所） 家原（山下設計）

（敬称略）

（1回／2か月）

（隔週） （隔週） （隔週） （隔週）

属性情報WGリーダー会 （1回／１か月）

メンバー

石川主査

リーダー リーダー リーダー リーダー

協力メーカー 協力メーカー 協力メーカー 協力メーカー

メンバー

大島 (応用技術)
佐藤､長江(トランス･コスモス) 
土田 小林 長谷部（日本郵政）

メンバー

大島 (応用技術)
佐藤､長江(トランス･コスモス）
松岡（トータル都市整備）

土田 小林 長谷部（日本郵政）山根 (大成建設) 
土田 小林 長谷部（日本郵政）

西村、水野(LIXIL)
緒方(三和シャッター)
石川、鈴木(文化シャッター）

神原(日立ビルシステム) 
高橋(東芝エレベータ)
柳沢（フジテック）

山根 (大成建設) 

緒方、西山(三和シャッター)
石川、鈴木(文化シャッター）

ソフトベンダー

〇Revit 三井（オートデスク） 〇Archicad 因 佐藤（グラフィソフト） 〇 GLOOBE 飯島（福井コンピュータ）

福岡 (大林組)
佐藤､長江(トランス･コスモス) 
土田 小林 長谷部（日本郵政）

buildingSMART Japan（bSJ） 三戸（清水建設） 仲嶋（清水建設）

本間 (日本設計) 

建築設計三会

本間 (日本設計) 

トイレオブジェクト
検討会

メンバー

二瓶、岩永(LIXIL)
小嶋、長谷川(TOTO)

〇Vectorworks 木村（エーアンドエー）
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告
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2021年度 属性情報WG活動報告



2021年度活動報告
構造WG
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2021年度 構造WG活動報告

• 活動の背景
• 構造に係る属性はST-Bridgeで標準化されている

• 一貫構造計算ソフトとBIMオーサリングツールの連携が目的
• 必ずしも構造設計者が伝えるべき情報を網羅していない

• BIMオーサリングツールの横断利用時の連携に課題
• 各社が独自に環境整備を行ってきており標準化されていない
• 企業間連携に課題

• 構造関連の標準化を様々な団体で実施
• 活動目的

• 構造に係る（伝えるべき）属性情報の標準化整備
• BLCJ構造標準の社会実装
• 効率的なBIM連携の実現
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2021年度 構造WG活動報告

• 参加団体
• JSCA（一般社団法人 日本建築構造技術者協会）

• 構造設計で定義すべき情報の標準化
• bSJ（一般社団法人 buildingSMART Japan）

• ST-Bridgeの検討
• RUG（Revit User Group Japan）

• ST-Bridgeに対応したRevit標準の提供
• BIM Summit

• 構造設計で定義すべき情報の標準化とRevit環境の提供
• BIMオーサリングツール開発ベンダー

• BLCJ構造標準の目途が立った2021年1月より参加
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2021年度 構造WG活動報告

• 第1回（4/22）
• 2021年度活動計画の検討
• アドオンの構造対応について協議

• 第２回（5/27）
• 属性情報の比較リストによる相違点の確認・協議

• 第３回（6/24）
• 属性情報の比較リストによる相違点の確認・協議

• 第４回（7/29）
• 属性情報の比較リストによる相違点の確認・協議
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2021年度 構造WG活動報告

• 第５回（8/26）
• 属性情報の比較リストによる相違点の確認・協議

• 第６回（9/30）
• 属性情報の比較リストによる相違点の確認・協議
• 各団体活動の共有

• 第７回（10/28）
• BLCJ構造標準令和3年度版の最終確認
• BLCJオブジェクト標準（VER1.0）の検証結果の確認

• 第8回（11/25）
• BLCJ構造標準の一部修正に対する確認・協議
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2021年度 構造WG活動報告

• 第9回（12/23）
• BLCJ構造標準の一部修正に対する確認・協議
• 部会3質疑事項の確認

• 第10回（1/27）
• 部会3質疑回答の確認

• 第11回（2/24）
• 部会3質疑回答の最終確認
• BLCJ報告書の確認
• 2022年度活動計画の検討

• 第12回（3/17）
• BLCJ構造標準＜改訂3版＞の最終確認
• 2022年度活動計画の検討
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2021年度 構造WG活動報告

2022/5/27 41

• BLCJ構造標準（令和3年度版）
• 材料情報

• 鉄筋を部位毎に分割
• 柱（RC・S）

• 柱頭・柱脚別に整理
• 鉄筋の種類の記号の追加
• 継手の整理

• 梁（RC・S）
• 始端・中央・終端別に整理
• 鉄筋の種類の記号の追加
• 継手の整理

• 基礎・床・壁
• 新設

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM



2021年度 構造WG活動報告
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2021年度 構造WG活動報告
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2021年度 構造WG活動報告
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2021年度 構造WG活動報告
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• BLCJ構造標準＜改訂3版＞
• 共通事項

• 新設
• 共通配筋情報

• 幅止め筋の追加（径・ピッチ）
• 材料情報

• 鉄筋を杭と杭以外に集約
• 鉄筋の種類の記号を各部位毎から共通情報として集約

• RC柱
• 帯筋径・幅止筋径を共通配筋情報に集約

• 梁（RC・S）
• 2断面の端部表現を始端・終端に変更

• 床
• 太径・細径の表現を径1・2に修正

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM



2021年度 構造WG活動報告
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• BLCJ構造標準＜改訂3版＞
• 場所打ち杭

• 新設
• 分類体系の推奨値

• 新設
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2021年度 構造WG活動報告
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2021年度 構造WG活動報告
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2021年度 構造WG活動報告
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2021年度活動報告
アドオンWG
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2021年度 アドオンWG活動報告
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2021年度 アドオンWG活動報告

活動の経緯
• 2018年度：オブジェクト整備による環境構築を目指していた
• 2019年度：パラメータ整備による環境構築に方針変更

パラメータインポータのアドオンα版を開発
• 2020年度：BLCJパラメータ実装のための検討深度化
• 2021年度：Archicad/Revitのアドオン仕様・開発方法検討
• 2022年度：Archicad→グラフィソフトとの開発協力

Revit→応用技術との開発協力

活動目的
• BLCJパラメータが整備されたときのBIMへの実装方法の研究
• BIM実装の研究から属性ワーキングへのフィードバック
• ワークフロー、データフローを鑑みた必要機能の整理とアドオン化

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM
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2021年度 アドオンWG活動報告
1⃣ アドオン仕様検討
「インポータ（パラメータ管理）ツールの仕様」
「プロパティパレットツールの仕様」

2⃣ BIMソフト毎の仕様検討・仕様書作成 (メンバー順不同 敬称略)
Archicad分科会：
リーダー： ㈱日建設計 石田憲
メンバー： ㈱竹中工務店 足立友和 ㈱LIXIL 西村雅雄 岡野勝

TOTO㈱ 小嶋香織 グラフィソフトジャパン㈱佐藤貴彦

Revit分科会 :
リーダー： ㈱佐藤総合計画 糸島光洋
メンバー： ㈱竹中工務店 足立友和 ㈱LIXIL 西村雅雄 岡野勝

TOTO㈱ 長谷川義之 ㈱インクス 牧野能久

3⃣ 各BIMソフト共通 アドオン仕様書の作成 ㈱DGREGO 藤田和宏

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM



BLCJ標準Ver.2.0実装に必要とされるアドオン全体像（2020年度報告）
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2021年度 アドオンWG活動報告
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2021年度 アドオンWG活動報告
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2021年度の仕様検討範囲
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

セットアップ

パラメータ調整

値インプット

エクスポート

< BLCJ標準プロパティ整備後のワークフローステップ >
※現状のBIMソフト上で実現していない項目
不足項目 要望整理

共通仕様検討

Excelで設定項目を入力してBIMソフトにインポー
ト。

セットアップしたBLCJ標準プロパティと社内のプロ
パティとの調整を行う。
※調整＝置き換え・数式での等値(＝)設定

フローティングパレットでのオブジェクト｜要素へ
の情報入力。

IFC等の書き出し設定の調整。
パラメータ調整とのも併用できる。
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

< BLCJ標準プロパティ整備後のワークフローステップ >
※現状のBIMソフト上で実現していない項目

共通仕様検討

応用技術株式会社の販促ツールとして開発
[開発者：応用技術株式会社]

ArchicadのFORWARDツールもしくは
テクノロジープレビューツールとして開発
[開発者：グラフィソフトジャパン株式会社]

GLOOBEの標準機能として開発
[開発者：福井コンピュータアーキテクト株式会社]

調整中

REVIT

Archicad

GLOOBE

Vectorworks
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

Archicadアドオン
仕様検討

①プロパティインポータ （技術的な仕様定義）
②パラメータ管理ツール （必要性を再確認）
③フローティングパレット （開発中）
④IFCプロパティマッピング調整ツール（ API上の制約でアドオンでの開発不可)
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

Archicadアドオン
仕様検討

③フローティングパレット
・分類とプロパティパレットの改善

>表示項目のフィルタリング
・オブジェクトパラメーターパレット

>テクノロジープレビュー
STEP
1. 技術検証
2. 仕様の定義・要望の整理
3. イメージの共有
4. プロトタイプ作成
5. 動作検証
6. リリース版作成(リリース時期未定)

実際の開発についてGRAPHISOFTより
BLCJでまとめた要望を受けてArchicadのアドオン開発を検討します。
仕様について技術的な再整理についてはエンドユーザーの意見を重要だと考えており、その代表として
日建設計からパートナーシップの枠組みも使って、実際のプロジェクトで確認しながら開発を行います。

①プロパティインポータ （技術的な仕様定義）
②パラメータ管理ツール （必要性を再確認）
③フローティングパレット （開発中）
④IFCプロパティマッピング調整ツール（ API上の制約でアドオンでの開発不可)

①プロパティインポータ
・技術的に可能な仕様定義

STEP
1. 仕様の定義・要望の整理

※2022年度内は制作不可
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2021年度 アドオンWG活動報告
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●パラメータ管理ツール仕様検討
プロジェクトにおけるパラメータのインポートを含め、管理機能を
整理した。
想定されるパラメータ編集の対象が単独であるか複数であるか
の区分により、機能を分類・整理した。
その上でエラー発生の可能性を加味し、アドオン機能としての適
否を判断した。
また、この区分によりツールのインターフェイスを「管理・編集」と
「コピー・リンク」の2つに分割することとし、それぞれに仕様をまと
めた。

Revit
アドオン仕様検討
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

●フローティングパレット仕様検討

プロジェクトの進行に伴い、オブジェクトが保有するパラメータの
数は必然的に増加する。BIMデータを取り扱う上で、パラメー
タに値を入力するユーザーにより必要とするパラメータは異なる
為、利便性を高める表示形式が求められる。標準機能にあ
るプロパティパレットに加え、表示パラメータをカスタマイズできる
パレット形式のアドオンを提案する。
標準機能の代替となることを考慮し、ツールは常時表示のフ
ローティングパレットを想定している。
Revit標準機能ではプロパティのタイプ/インスタンス切替え動
作が発生するが、表示パラメータ数がカスタマイズにより制限さ
れるため、今回の提案仕様では同一インターフェイスでの表示
としている。
この表示パラメータの設定は、プロジェクトメンバー間での共有
が求められる。設定保存を外部ファイルに頼ることなくプロジェ
クトファイル内で完結させるため、「集計表」機能が利用できる
と考えている。

Revit
アドオン仕様検討
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2021年度 アドオンWG活動報告

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

●アドオンプログラム共通仕様書
プロパティインポータについて、BIMソフトウェアを限定しない共
通仕様をまとめた。
仕様書の構成は、データフロー図を中心にシステム要件を整
理している。

各BIMソフト共通の
アドオン仕様検討



2021年度活動報告
サンプルモデル作成
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BIMサンプルモデル作成の目的および作成の意義

(1) BIM関連用語の確認
(2) 業務区分（ステージ）の具体例
(3)「形状と情報の詳細度」の具体例
(4) 入力方法に関する具体例
(5) ソフトウェアごとの入力の違いに関する具体例
(6) ソフト連携時の問題点の具体例
(7) ドキュメントの作成方法の具体例
(8) 新たなドキュメント表現
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2021年度 サンプルモデル作成

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

2020年度、下記の目的により、サンプルモデルの作成を進めたが、
S2モデルは、４つのソフトウェアで作成・比較できたものの、S3モデルは、
Revitのみであった。
2021年度は、ArchiCADによるS3モデルを作成し、2020年度作成した
Revitによるモデルと比較した。

作成の目的
（2020年度立案）



2021年度 サンプルモデル作成
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BIMサンプル建物の設計概要・計画図（サンプル建物用設計：日本設計）

規模：地上3階建
用途：事務所
建築面積 279㎡：延べ面積 855㎡
構造：鉄骨造

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM



2021年度 サンプルモデル作成
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２つのソフトウェアによる S3_BIMサンプルモデルの比較

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

Revitモデル ※2020年度作成ArchiCADモデル ※2021年度作成



2021年度 サンプルモデル作成
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２つのソフトウェアによるBIMサンプル建物の比較による考察

①大きな部分での相違はない
：字体や線種などの細かい部分についても揃えることが可能であった
：図面表現の違いは、ソフトウェアの差よりも、会社ごとの描き方の違いの方が大きいのではないか、と推察される

②テンプレートを揃えるのは手間
：技術的には、図面表現を揃えることが可能であることは確認できたが、一方で、図面表現を揃える
テンプレートを作成するには多くの時間を要した。

③関連用語比較の必要性１ ～同じ用語でも少しずつ使い方が異なる用語の整理～

：同様のBIMソフトウェア関連用語であっても、別の内容を指して話をしている、ということがあることが分かった。
今後、標準化を図っていく上では、こうした用語の使い方についての認識共有も必要になると思われる。

④関連用語比較の必要性２ ～同じ用語で同じ使い方をしているが、ニュアンスが異なる用語の整理～

：同じ用語を同じ意味で使っていても、ニュアンスが異なる、といった用語があることも分かった
：カテゴリー、オブジェクトといった基本的な用語においても、ソフトウェアごとの差があり、その整理も必要になると思われる。



建築部会2022年度の
活動計画について
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BLCJ BIMオブジェクト標準 Ver2.0の守備範囲
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対象のカテゴリ
意匠｜窓、ドア、シャッター、エレベータ、トイレ
構造｜RC柱、RC梁、S柱、S梁、基礎、床、壁、場所打ち杭

対象のステージ
S3までに設計者が検討をする事項（検討事項は設計三会ガイドラインに準ずる）

対象のカテゴリにおいて守備する内容
建築確認｜部会3の検討内容に対応
共通仕様書｜BLCJ連携部会の検討内容に対応

BIMオブジェクト標準 Ver2.0として公開するコンテンツ
パラメータリスト（意匠、構造）
属性情報の説明資料
アドオンプログラムの共通仕様
BLCJ標準ver.2.0のパラメータとIFC property setsやCOBieパラメータの対応表

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001429639.pdf


BLCJ 建築部会 2022年度活動計画
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-6月 -7月 -8月 -10月 -12月 -2月
属性
情報
WG

①Ver2.0
の守備範
囲と利用
目的の整
理

②「ジェ
ネリッ
ク」の守
備範囲を
整理

③属性情
報WGア
ンケート
結果の整
理

BLCJ2.0アル
ファ版パラ
メータ整理-1
（シートの統合、
カテゴリ間の
フォーマット統一、
1.0との統合、共通
項目設定）

BLCJ2.0アル
ファ版パラ
メータ整理-２
（入力ステージの
仕分け、部会3およ
びBLCJ連携部会の
検討事項対応）

BLCJ2.0ベータ
版のパラメー
タリスト公開
と意見収集
（窓、ドア、シャッ
ター、ELV、トイ
レ）

BLCJ2.0の
属性情報説
明資料整理

BLCJ BIM
オブジェク
ト標準
Ver.2.0公開
（意匠、構
造）

構造
WG

鉄骨の柱脚部品を例とし、仕
様の属性情報で製品を絞り込
む機能の整理

構造標準のブ
ラッシュアッ
プと公開

情報
活用
WG

①②で整理された内容を踏ま
えて活動計画の調整
（守備範囲に対する実装と実務運用に関
する技術的考察）

属性情報の
ユースケース
を検討

建築
アド
オン
WG

アドオン共通の仕様に関して
ベンダーとの意見交換および
ブラッシュアップ

アドオン共通
の仕様の公開

Revit用、 Archicad用インポータの実現を目指した活動

2019-2022年度
活動の成果物

bSJと協力してST-Bridge
への実装を目指す



BLCJの研究実施体制（建築部会） 2022年度の体制
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事務局

研究部
部長
次長
…
主任研究員
主任研究員
…

総務部
部長
次長
職員
職員

客員研究員
客員研究員

在り方部会 建築部会 設備部会 運用部会 連携部会

ビジネス
モデル

WG

ライブラ
リWG

(オブジェク
ト在り方検
討WG)

属性情報
(建具)WG

構造WG

設備WG

BE-Bridge 
WG

(モニタリ
ングWG)

引渡・
FMWG

仕様情報
WG

BLCJ運営委員会
(合同コア会議)

プロジェクトリーダー

タスク
グルー
プ

理事会

総 会

理事長

専務理事

顧
問

・国、地方公共団体はオブザーバー参加

G1

G2

外部組織・団体との連携
例：bSJ、RUG、JASCA等

国土交通省・建築BIM推進会議

機械設備
オブジェ
クト作成

WG電気設備オ
ブジェクト
作成WG

建築アド
オンWG

[第2部会として位置付け(2019年10月)]

部会1
部会3
部会4
部会5
と連携

属性情報
(機器)WG

情報活用
WG

建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM
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建築部会 （敬称略））

部会長 志手 一哉（芝浦工業大学教授）
副部会長 岩村 雅人（工学院大学教授）

属性情報WG（建具） 主査 石川 隆一（㈱梓設計）

建築アドオンWG 主査 糸島 光洋 （㈱佐藤総合計画）

構造WG 主査 大越 潤 （清水建設㈱）

属性情報WG（機器） 主査 家原 憲太郎（㈱山下設計）

情報活用WG 主査 石田 憲 （㈱日建設計）

建築部会メンバーおよびコアメンバーのご紹介

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM

建築部会研究実施体制 2022年度の体制



2022年度 属性情報WG（建具・機器）活動内容
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2022年度 情報活用WG 活動内容

2022/5/27 73ライブラリ技術研究組合©2021 BIM

「Ver2.0の守備範囲と利用目的」、「ジェネリックの守備範囲」を

整理した後にその内容を踏まえて活動計画の調整

（守備範囲に対する実装と実務運用に関する技術的考察）



2022年度 建築アドオンWG 活動内容
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• アドオン共通仕様の更新
• Gloobe,VectorWorksへのヒアリング
• アドオン共通仕様へのフィードバック

• アドオン開発
<パラメータインポータ（管理ツール）/プロパティパレット>
• Archicad：GRAPHISOFTへの開発協力
• REVIT：応用技術への開発協力
• その他ベンダーとの協業模索



2022年度 構造WG 活動内容
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• BLCJ構造標準の拡充
• BLCJ構造標準解説書の作成

• BLCJ構造標準各パラメータの説明

• BLCJ構造標準の拡張
• GUID属性の実装：RUG検討事項の実装
• 免制震の追加：bSJ・BIM Summit検討事項の実装
• 既成杭の追加：BIM Summit検討事項の実装
• 仕様情報の追加：JSCA検討事項の実装

• コンテンツサービスの検討
• 既製品カタログのメーカー横断的コンテンツサービスの提案

ライブラリ技術研究組合©2022 BLCJ BIM



その他 意見交換
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