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1. 『施工BIMのスタイル2020』の発刊

2. ライブラリ作成（重機）に関する技術資料の公開

3. BIM専門部会が考えるロードマップ

今回の活動報告
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施工BIMの解説書として広く読まれている『施工

BIMのスタイル』シリーズの最新刊となる本書は、

建設業界において初めて施工BIMを定義した『施工

BIMのスタイル－施工段階における元請と専門工事

会社の連携手引き2014－』の発行以降に、多様化

してきた活用目的を体系的に整理し、それぞれに作

業の進め方をワークフローとして示しながら、効果

が期待できる作業のポイントを解説しています。

BIMに取り組み始めた方々にとって、さらに施

工BIMの推進を拡⼤させる手引き書としてご活用い

ただけます。

冊子概要

〇 商品名 ：『施工BIMのスタイル 施工段階におけるBIMのワー

クフローに関する手引き2020』

〇 編集・著作 ： 日本建設業連合会 建築生産委員会 IT推進部会

BIM専門部会 専門工事会社BIM連携WG

〇 体裁・頁数 ： A4判、カラー印刷・本体256 頁

〇 発行日 ： 2021年3月16日

1.『施工BIMのスタイル2020』の発刊
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はじめに

第０章 総則
本書の使い方と今後のBIM 専門部会の
活動に関する方向性を解説しています。

第１章 BIMの動向
施工段階以外でBIM がどのように進も
うとしているのかを解説しました。

第２章 施工BIMの基本的な考え方
施工BIMの教科書的な項目で構成してい
ます。技術者が基礎知識として知ってお
くことが望ましい内容です。

第３章 施工BIMの目的別ワークフロー
具体的に施工BIM に取組む上で必要な
作業ワークフローと作業のポイントを解
説しています。

第４章 目的別ワークフローのモデル
ケース
活用目的を17通りに分類したケーススタ
ディの事例です。

第５章 参考資料
「BIM 実行計画書」や属性の考え方を
解説しています。

おわりに

目次

目次
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第3章 施工BIMの目的別ワークフロー

目的別にワークフローを中心として解説
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成果物①仮設ライブラリに関する標準仕様書

2.ライブラリ作成に関する技術資料の公開

成果物③サンプルモデルの作成マニュアル成果物②標準仕様に準拠したサンプルモデル

■公開資料
成果物① 仮設オブジェクトに関する標準仕様書
成果物② 標準仕様に準拠したサンプルモデル

※ラフテレーンクレーン・クローラークレーン・杭打機のRevitファミリ
成果物③ サンプルモデルの作成マニュアル

■公開時期、方法
2021年5月頃、日建連HPにて公開予定。
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仮設ライブラリに関する標準仕様（例）

No. グループ パラメータ名称 (日本語) パラメータ名称 (英語) パラメータ種類 型 単位 日本向けRT 海外向けRT

1 一般 メーカー名 Manufacturer Name タイプ 文字 Tadano Tadano

2 一般 モデル名 Model Name タイプ 文字 GR-1000N-1 GR-1000XLL-4

3 一般 クレーンタイプ Crane Type タイプ 文字 RT RT

4 一般 ジブタイプ Jib Type タイプ 文字 FAJ FJ

5 一般 最大クレーン容量 (ブーム) Max. Lifting Capacity (Boom) タイプ 質量 t 100 90.7

6 一般 最大クレーン容量 (ジブ) Max. Lifting Capacity (Jib) タイプ 質量 t 4 6.6

7 一般 最大地上揚程 (ブーム) Max. Lifting Height (Boom) タイプ 長さ mm 48.7 50.6

8 一般 最大地上揚程 (ジブ) Max. Lifting Height (Jib) タイプ 長さ mm 66.3 68.3

9 一般 最大作業半径 (ブーム) Max. Working Radius (Boom) タイプ 長さ mm 44 47.2

10 一般 最大作業半径 (ジブ) Max. Working Radius (Jib) タイプ 長さ mm 56 57.9

11 一般 最小ブーム長さ Min. Boom Length タイプ 長さ mm 10200 12800

12 一般 最大ブーム長さ Max. Boom Length タイプ 長さ mm 48000 51000

13 一般 ブーム長さ規定値 Specified Boom Length タイプ 文字 10200;13700;17200;20700;24200;27700;31200;34700;38200;41700;45200;4800012800;17575;22350;27125;31900;36675;41450;46225;51000

14 一般 最小ブーム角度 Min. Boom Angle タイプ 角度 deg 0 -1.5

15 一般 最大ブーム角度 Max. Boom Angle タイプ 角度 deg 84 80.5

16 一般 ブーム角度規定値 Specified Boom Angle タイプ 文字 0;10;20;30;40;50;60;70;80;84-1.5;0;10;20;30;40;50;60;70;80;80.5

17 一般 最小ジブ長さ Min. Jib Length タイプ 長さ mm 8400 10130

18 一般 最大ジブ長さ Max. Jib Length タイプ 長さ mm 17700 17700

19 一般 ジブ長さ規定値 Specified Jib Length タイプ 文字 8400;13100;17700 10130;17700

20 一般 最小ジブ角度 Min. Jib Angle タイプ 角度 deg 5 3.5

21 一般 最大ジブ角度 Max. Jib Angle タイプ 角度 deg 60 45

22 一般 ジブ角度規定値 Specified Jib Angle タイプ 文字 5;25;45;60 3.5;25;45

23 一般 ブームエクステンション長さ規定値 Specified Boom Extension Length タイプ 文字 (無し) (無し)

24 一般 アタッチメントタイプ規定値 Specified Attachment Type タイプ 文字 (無し) (無し)

25 一般 カウンタウエイト重量規定値 Specified Counterweight タイプ 文字 0;4 0;9.1

26 一般 旋回半径規定値 Specified Swing Radius タイプ 文字 3540;3900 4190;4790

一般 旋回後端半径規定値 Specified Tail Swing Radius タイプ 文字

27 一般 アウトリガ張出幅規定値 (前右) Specified Outrigger Width (Fr-R) タイプ 文字 1180;2090;2690;3200;3600;3800;39001350;2750;3350;3650

28 一般 アウトリガ張出幅規定値 (前左) Specified Outrigger Width (Fr-L) タイプ 文字 1180;2090;2690;3200;3600;3800;39001350;2750;3350;3650

29 一般 アウトリガ張出幅規定値 (後右) Specified Outrigger Width (Rr-R) タイプ 文字 1180;2090;2690;3200;3600;3800;39001350;2750;3350;3650

30 一般 アウトリガ張出幅規定値 (後左) Specified Outrigger Width (Rr-L) タイプ 文字 1180;2090;2690;3200;3600;3800;39001350;2750;3350;3650

仮設オブジェクトのデータ構成

■標準仕様の概要
・対象｜移動式クレーンおよび杭打機
・方法｜クレーンメーカーと共同で形状や属性に関する仕様を統一し、サンプルモデル3種を作成。
・内容｜形状：1ファイル10MB以内程度に収まるよう、形状を簡略化した。

属性：『BLCJ-BIMオブジェクト標準』で規定された項目を基本とし、クレーンに関わる項目を
追記した。海外利用も考慮し、日本語表記と英語表記に対応した。

サンプルモデルを題材とした形状の解説例

サンプルモデルを題材とした属性項目と記入例
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入手方法｜施工BIMのスタイル2020

○ 申込方法 ：

①「購入申込書」を日建連のホームページから入手

② 必要事項を記載し、販売発送委託会社へメール・FAX

にて申し込み（注：日建連では販売発送いたしません）

〇 頒布開始 ： 2021年4月

○ 販売価格 ： 1,000円/冊（日建連会員企業）

3,000円/冊（日建連会員企業以外）

※税込、送料別

○ 「購入申込書」入手先：

日建連HP ⇒ 刊行物・資料 ⇒「施工BIMのスタイル」で検索

https://www.nikkenren.com/publication/detail.html?ci=344

QRコードから
アクセス →

https://www.nikkenren.com/publication/detail.html?ci=344
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入手方法｜ライブラリ資料、その他

↑
ライブラリ技術資料の
公開（2021年5月）
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3.BIM専門部会が考えるロードマップ
2021年4月から組織改変により、「建築生産委員会－BIM部会」として活動を継続します
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