第８回建築BIM推進会議

中高層建築物における
BIMを活用した木材利用の環境整備

2022年3月24日

林政部 木材産業課 木材製品技術室

中高層建築物におけるBIMを活用した木材利用の環境整備（委託事業 令和元年度～）
• 新たな木材需要の創出のため、これまであまり木材が使われてこなかった中高層建築物をターゲットとした木質建築部
材の利用促進や木材の安定供給体制の構築を図ることが必要。
• 各種建築物の設計・施工等において導入が進められているBIMについては、木造建築物についても、建築物の品質、
性能の向上、設計・施工業務等の改善へ寄与するとともに、中高層建築物に係る木材調達、さらには木材流通の効
率化にも資する可能性。
• このため、令和元年度から、林野庁委託事業にて、中高層建築物におけるBIMを活用した木材利用の環境整備につ
いて検討。
令和元年度「BIMを活用したデジタル施工事例集の作成事業」
（中高層建築物を中心としたＣＬＴ新たな木質建築部材利用促進・定着事業）
（１）BIMを活用した設計施工事例の収集整理
（２）BIMとCAD/CAMシステムとのデータ連携の可能性検討
（３）木造建築物の設計施工におけるBIM 活用の標準的なモデル化の検討
（４）木造建築物の設計施工にBIM を適用するメリット、課題の整理
令和２～３年度「中高層建築物における木材利用の環境整備」（生産流通構造改革促進事業）
（１）中高層木造建築物におけるBIMを活用した建築プロセスのあり方の検討
（２）中高層木造建築物に係る木材調達におけるBIM活用の可能性検討
（３）木質部材データの標準化に向けたサンプルデータの作成
（４）BIMソフトと構造設計の連動に関する検討（※令和３年度から）
（５）中高層木造建築物にBIMを活用するメリット・課題の整理
＜検討体制＞
• 有識者、設計者、施工者、プレカット事業者、システム開発者等からなる検討委員会を設置。
• 令和３年度から、検討委員会の下、２つのワーキンググループ（WG）を設置。
①材料調達WG：設計・施工、木材加工、木材流通関連の実務者
②構造連動WG：IFCデータやCEDXM関連の専門家、BIMソフト会社、構造計算ソフト会社
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中高層建築物の建築における木材調達の課題
• 中高層建築物における木材利用にあたり、川下の建築事業者については、木材調達に関する情報が不足している。
• 一方、川中の木材加工事業者や川上の素材生産業者については、中高層建築物向けの発注見込み情報が早期に
入手できない、需要が安定しない、効率的な生産体制が整備できていない、といった課題がある。
川下
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中高層木造建築物におけるBIMを活用した建築プロセスのあり方の検討
• 木材・木質材料の標準的なBIMオブジェクトが整備されることにより、建築事業者は、建築物へ利用可能な木材・木
質材料の形状・規格等の情報を設計の初期段階から活用することが可能となると考えられる。
• 木材・木質材料情報の集約・共有化により、川下の建築事業者は調達・加工が可能な木材・木質材料に関する情
報を設計の早期段階に得ることで手戻り防止が可能となると考えられる。
※業務区分S0～S7は建築BIM推進会議ガイドラインの標準ワークフローに準拠
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今年度の成果（1）BIMの活用に向けた木材・木質材料の情報共有システムの検討
• 中高層木造建築物における木材・木質材料の調達においてBIMを活用していくため、川中の木材・木質材料供給者
と、川下の設計・施工者との情報共有のあり方を検討。
• 具体的には、木材・木質材料のBIM標準オブジェクトに対応した形で、川中が自社製品の情報を共有できるような木
材BIMデータベースの構築が考えられる（例えば木材SCM支援システム「もりんく」を活用）。
• 部材の標準化により、中高層建築物向け木材・木質材料の安定供給を促す。
設計者
• 木材BIM標準オブジェクト
を利用して設計

BIMデータ
提供

• 利用可能な木材・木質材
料を検索・確認
情報利用

情報利用

木材BIM
標準オブジェクト
ライブラリ

施工者
• 木材・木質材料の供給情
報（供給可能な事業者や
製品情報）を検索・確認、
材料調達に活用
情報利用

対応

情報登録

木材
BIMデータベース

（例えば「もりんく」を活用）

木材・木質材料供給者
自社製品に関する情報を登録
【必須情報】
樹種、寸法、強度、生産能力（供給量）
【任意情報】
納期（リードタイム）、加工能力、価格
※木材BIM標準オブジェクトに対応した製品分類で、
共通フォーマットや一覧表により提供できるとよい

公表データに基づく情報も掲載
• 木材・木質材料の強度特性
• 木材・木質材料の標準規格や価格
• 中高層木造建築物のプロジェクト工
程（特に木材・木質材料調達の流れ）
の事例やモデル事例

国内で標準的に供給可能な木材・木質
材料の属性情報を含むBIMオブジェクト
を登録
※ライブラリを誰が作成し、どのように提供するか
今後検討が必要

材料調達

https://molink.jp

※これらの情報（特に価格情報など流動的な情報）
について、誰が更新・管理するのかも検討する
必要。
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今年度の成果（2）木質部材データの標準化に向けたサンプルデータの作成
• 木造建築物の構造用材料として利用される主な木質部材について、一般に流通している寸法を基にした形状情報に
加え、JAS等の表示項目を踏まえて、樹種、強度、乾燥処理など、木質部材として必要な属性情報を整理したサンプ
ルデータを作成（昨年度）。
• 昨年度用意したサンプルデータの属性情報等について、木材・木質材料関係団体の意見を踏まえて修正を検討。
＞部材によっては、属性項目に記入される情報の種類が多く、全ての組合せをBIMデータとして制作することは不可能。
特定の属性のみ切り替えられるようにBIMデータを制作するなど、今後はその情報の持ち方について検討する必要。
• Zマーク金物図を参考に、標準的な接合金物のBIMデータを作成。今後、組み込む属性情報を検討する必要。
木材・木質材料のBIMデータ作成

接合金物のBIMデータ作成

木造BIMオブジェクト

▼例：CLT の属性項目案
▲サンプルデータの作成対象と
した木材・木質材料
（ハイライトしたものについて、
今年度、属性情報等の修正を
検討）

▲作成したZマーク接合金物BIMデータ
（今年度は形状のみ作成）
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今年度の成果（3）BIMソフトと構造計算ソフトの連動に関する検討
• 設計フローの効率化等の観点から、BIMソフトと構造計算ソフトの連動に向けた可能性や今後の解決すべき課題につ
いて検討・整理を行った。
• 中高層建築物の設計フローに合わせて、BIMソフトを使用した場合の３つのユースケースを設定し、Revit 2019
（Autodesk社）により作成したBIMモデルから、３つの構造計算ソフトへの読込みを行った。
• ユースケース毎に構造計算ソフトへの読込み結果を検証したところ、BIMモデルにおいて情報のネーミングルール、値の
統一等がなされておらず、構造計算ソフト側で何の情報かを特定できないため、一部の情報が欠落することが明らかと
なった。
＞BIMモデルにおける木構造計算に必要な情報に関するネーミングルールとデータ構造について検討・整理する必要。
ユースケース
① BIM ソフトでは意匠モデルの入力、
プレカットCADと連携済みの構造計算ソフトで構造計算モデルの入力
② BIM ソフトでは意匠モデルの入力、
構造計算ソフトで構造計算モデルの入力
③ BIM ソフトでは意匠モデル・構造モデルの入力、
構造計算ソフトで構造計算モデルの補完

検証方法

BIM意匠モデル

BIM構造モデル

BIMソフト

構造計算ソフトにおける読込み検証結果
BIM意匠モデル・BIM構造モデルそれぞれについて、
部材の情報がどの程度読み込めているかを検証。

・Revit 2019 (Autodesk)

▼ホームズ君の例

構造計算ソフト

モデル

部材

形状

位置

材料

接合部

構造モデル

柱

○

○

△

△

梁

○

○

△

△

屋根

○

○

△

-

壁

△

△

-

-

開口部

△

△

-

-

天井/床

△

△

-

-

・ホームズ君
(インテグラル)
・ハウストラ
(ハウテック)
・WOLF 3
(エヌ・シー・エヌ)

意匠モデル

○：受渡し可能 △：受渡し方法要検討（IFCに情報有） －：手入力補完が必要
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