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2022年度活動概要(1)
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4年度目
• 部会2の活動を促進する官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)予算が5年度
• 2022年度は5年間の研究活動の取りまとめ
2.研究の4課題(以下、BLCJ BIMオブジェクト標準ver2.0を「標準ver2.0」という。)
研究課題1:建築設計分野における標準ver2.0の整理・確立
研究課題2:設備設計分野における標準ver2.0の整理・確立
研究課題3:建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた

試験用BIMライブラリの構築
研究課題4:仕様情報との連携の段階的整理

による円滑な情報連携
3..主な成果
成果1:標準ver2.0の整理・確立
成果2:試験用BIMライブラリの構築
成果3:仕様情報との連携の段階的拡大

4.他部会、関係団体との連携
部会1,3,4,5、bSJ、設計三会、JSCA、RUG、BIM Summitと連携して活動
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BLCJ活動報告書
(2023年6月)
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2022年度の活動概要(2)
1)建築設計分野における標準ver2.0の整理・確立

1)-1建築意匠分野での整理 / 1)-2構造設計分野での整理
1)-3標準ver2.0の普及に向けた検討

2)設備設計分野における標準ver2.0の整理・確立

2)-1設備設計分野での整理 / 2)-2サンプル建物での検討
3)建築実務での利用可能範囲の拡大に向けた試験用BIMライブラリの構築

3)-1 運用規約及び活動成果の知的財産の活用の検討
3)-2標準ver2.0を基礎とした公益的視点からのビジネスモデルの検討整理
3)-3試験用ライブラリサイトの構築等

4)仕様情報との連携の段階的整理による円滑な情報連携

4)-1標準仕様書等との連携の拡大
4)-2引渡、維持管理・運用の標準化に向けた情報収集・整理

5)周辺技術の情報収集等

5)-1周辺技術の情報収集
5)-2過年度業務での実施内容の整理及び当初目標の達成状況の整理
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標準ver1.0から標準ver2.0へ

名 称 概 要
BLCJ BIMオブジェクト標準
ver1.0[標準ver1.0]
(2018年10月にコンソーシ
アムで合意)

国際標準への対応したデータ構造による標準
・英国NBS BIMオブジェクト標準に対応
・技術情報の記述はIFCプロパティを主に活用

BLCJ BIMオブジェクト標準
ver2.0[標準ver2.0]

(2022年度末に確立し、
2023年6月から段階的に
公開予定)

データ構造は保持しつつ、国内技術基準に軸足を移した標準
・英国NBS BIMオブジェクト標準に対応は保持
・技術情報の記述は実務者の視点から検討し、建築確認申
請での活用、国内技術基準(公共建築工事標準仕様書と用
語・属性の連携、設計・施工・製造段階での主要な情報)を属
性情報標準に反映
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BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)は、2019年8月にコンソーシアムから改編して設立し、
BIMオブジェクトの標準化、BIMによる円滑な情報連携、BIMライブラリの構築等を目標に
4年度にわたり活動してきた。以下にその活動の現況を報告する。

1. BLCJ BIMオブジェクト標準ver2.0の確立に向けて
2022年度末に適用範囲は限定しているが、上記標準を整理・確立
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標準ver2.0について
共通事項 ・最終的にS0からS7までの属性情報の標準を作成することが目標

・対象建築物の規模・用途は、延べ面積約10000㎡以下の事務所で、
そこに想定される部材・製品・機器が標準の対象
・今年度までの標準作成範囲は、
➢ 建築意匠は、窓、ドア、シャッター、ELV、トイレオブジェクト(S1-S3)
➢ 構造は、RC造の基礎、壁、床、RC造・S造の柱・はり、場所打ち杭、既成
杭※、べースプレート※(※印を除き公開済み)

➢ 設備は、上記建物で想定される設備機器(S2-S6)(ダクト、配管はbSJ)
設計段階等で
造り込まれるオ
ブジェクトが対
象

・属性情報のロングリスト的性格の属性情報標準
・設計、施工等で必要な情報範囲、情報詳細度等が異なり、また設計者・施
工者等が必要に応じて属性情報を選択できる
・建築確認、調達に必要な情報は必須、シミュレーション等の情報は推奨
・主に建築の部材
[利用はライブラリ、アドオンプログラム、BIMソフトウェアによる方法を想定]

設計段階等で
製品等から選
択されるオブ
ジェクトが対象

・オブジェクトの情報範囲、情報詳細度等が一定なものの標準
・設計者・施工者等が属性情報を用いて必要な製品等を選択する
・建築確認、調達に必要な情報は必須、シミュレーション等の情報は推奨
・主に建築・設備の材料・製品・機器
[利用はライブラリ等による手法を想定]
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1) 建築設計分野における標準ver2.0の整理・確立
1) -1 建築意匠分野における整理
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窓オブジェクトの属性情報

ドアオブジェクトの属性情報

シャッターオブジェクトの属性情報

ELVオブジェクトの属性情報

トイレオブジェクトの属性情報

窓オブジェクト検討協力企業 14社(メーカー含む)
ドアオブジェクト検討協力企業 14社(メーカー含む)
シャッターオブェクト検討協力企業 11社(メーカー含む)
ELV オブジェクト検討協力企業 12社(メーカー含む)
トイレオブジェクト検討協力企業 12社(メーカー含む)
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1)-1 建築意匠分野における整理 –オブジェクト標準の説明書の例-
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1)-2 構造設計計分野における整理
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・構造設計業務で必要な属性項目と、その際に使いやすい属性項目名称を整理した。
・対象部位は、RC、Sの基礎、壁、床。 [成果は建築BIM推進会議サイト、BLCJサイトに掲載済み]

bSJ
JSCA
RUG

BIM Summit

BLCJ

構造に関する
BLCJ BIMオブジェクト標準

場所打ち杭、既成杭※、ベースプレート※(2022年度)
RC造 基礎、壁、床(2021年度)
RC,S造 柱、はり(2020年度)

建築BIM推進会議サイト、BLCJ サイトに※印を除き
掲載済み

実装には
ST-Bridge
の改良が必要

BLCJ標準(材料)

BLCJ標準(RC柱_標準、RC丸柱_標準)
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1)-3 標準ver2.0の普及に向けた検討
アドオンプログラムの開発

9

・必要な時に必要な属性項目を随時追加と選択
属性項目を追加する作業に手数がかかり煩雑では業務効率が低下してしまう。
企業内の属性とBLCJの標準が異なる場合の解決方法も示す必要がある。

属性項目の追加・表示、属性値の複写や共有を行うアドオンプログラムの開発を実施
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2) 設備設計分野における標準ver2.0の整理・確立
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・想定範囲(プロジェクト段階S2~S6、対象建物の規模・用途は延べ面積約10000㎡以下の事務所)
・従来検討したオブジェクト標準検討に加えて、建築確認に必要なオブジェクト標準を追加･整備(下表)
・BLCJ BIMオブジェクト標準ver2.0公開に向けた仕様の編成。
・BIMオブジェクト標準Ver2.0に対応した､公共建物に対する設備機器の整備
(ボイラ、冷却塔､自動制御､受変電設備機器等)を拡張整備。
・設備機器で重要な維持管理・FMに引き渡す情報をオブジェクト標準で整理。
・公共建築工事標準仕様書に使用されている材質・性能等を示す「特記」の情報との整合性を整理。
・部会3とサンプル建物を共有し、建築確認に必要な (防火ダンパー､搬送系部材、煙感知器等オブジェ
クトの防災設備機器など)の属性情報の標準化とBIMライブラリ整備を行った。

今年度編成追加BIMオブジェクト(確認申請関連追加整備)

No 設備機器類 機器名称 仕様 能力等

1 ボイラ 小型貫流ボイラ 251kW

2 ボイラ 温水発生機 291kW､349kW

3 冷凍機 空冷モジュールチラー 85kW

4 冷却塔 角形冷却塔 開放型、低騒音型 90RT､100RT

5 冷却塔 丸形冷却塔 開放型、低騒音型 80RT､100RT

6 自動制御 制御バルブ 電動二方ボール弁､電動バタフライ弁､電磁弁 50A､65A､20W

7 自動制御 温度調整器 室内用・配管用･ダクト用温度検出器､
8 受変電設備 受電盤
9 受変電設備 トランス盤 300kVA､500kVA
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2) 設備設計分野における標準ver2.0の整理
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部品・部位の個別具体のライブラリーデータ

【空気調和設備】

ボイラ 小型貫流
ボイラ 温水発生機

冷凍機 吸収冷凍機
排熱投入型冷温
水機

空冷ヒート
ポンプ

遠心冷凍機
スクリュー
冷凍機

吸収冷温水
機

空冷モ
ジュールチ
ラー

冷却塔 角形開放式
冷却塔

丸形開放式冷
却塔

空調ポンプ
空調用ポン
プ_立形

空調用ポンプ(
横型）

空調機 コンパクト
空調機

ユニット形空調
機

ファンコイ
ルユニット

パッケージ
型空調機

ルームエア
コン

マルチパッ
ケージ室外
機

マルチパッ
ケージ室内
機

送風機 全熱交換器 天井扇
遠心送風機(
片吸込）

遠心送風機(
両吸込） 軸流送風機

消音ボック
ス付送風機 有圧扇

排煙機 排煙機

制気口 VHS 角型アネモ 丸型アネモ 排煙口

ダンパー 風量調整ダ
ンパー 防火ダンパー

防火防煙ダ
ンパー SMD

バルブ 仕切弁 バタフライ弁 ボール弁

自動制御 制御バルブ 温度検出器

【給排水衛生設備】
タンク 受水タンク

ポンプ 揚水ポンプ
(横型）

小型給水ポンプ
ユニット_縦形

水道用直結
加圧ポンプ

水中ポンプ 消火ポンプ

給湯器 ガス給湯器
連結式

ガス給湯器 貯湯槽横形
貯湯式電気
温水器

ヒートポン
プ給湯器

貯湯槽立形

衛生器具 洋風大便器_
壁掛

洋風大便器_床
置

小便器
(壁掛）

小便器
(床置） 洗面器 手洗器 掃除流し

消火設備 屋内消火栓
スプリンクラー
ヘッド

アラーム弁 送水口 末端試験弁
連結送水管
放水口

【電気設備】
受変電設備 受電盤 変圧器盤

発電設備 ディーゼル
発電機 太陽光発電設備

配電機器 実験盤 OA盤 分電盤 制御盤 開閉器盤 警報盤

照明器具 システム天
井用照明

照明器具ベース
ライト型(露
型）

照明器具
ベースライ
ト型(埋込
型）

照明器具(ダ
ウンライト)

非常用照明 誘導灯

防災器具 熱感知器(差
動式)

熱感知器(定温
式) 煙感知器 スピーカ 発信機 受信機
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2)-1 設備設計分野における整理
建築確認関連等オブジェクトの作成

貫流ボイラー 空冷HPチラー 冷却塔角形低騒音

電動二方ボール弁 キュービクル高圧受電盤温度検出器
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2)-1 設備設計分野での整理 標準ver2.0
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・設備設計分野における標準ver2.0発行に向けた仕様の整備。

・オブジェクト標準Ver2.0に適合するジェネリックオブジェクトを作成。

・メーカーオブジェクト社会実装に向けた、Ver2.0仕様準拠の設備CADベンダーインポータ整備、ジェネ
リックオブジェクト整備。機器メーカートライブラリの拡充、関連データベースの編成整備を進める。

・BLCJ新試行サイト開発整備と共に､BLCJ仕様準拠BIMライブラリ(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ･機器ﾒｰｶ)掲載を進める。

BLCJ｢設備･電気｣仕様属性一覧Ver2.0整備
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2)-2 サンプル建物での検討



2)-2 サンプル建物での検討
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RevitモデルS4 RebroモデルS4 CADWe’ll TfasモデルS4

CADEWA Smart モデルS4FILDER CeedモデルS4

設備系ソフトウェアによる展開：Revit-MEP, Rebro,CADWe’ll Tfas/ Linx
CADEWA Smart, FILDER CeeD,

部会4と連携
(概略積算)

部会3と連携
(建築確認)

CADWe’ll LinxモデルS4
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3)-1 運用規約及び活動成果の知的財産の活用の検討

[多様な利用形態を想定した規約類の枠組み・知的財産権の整理]
■Webサイト上のライブラリー利用を前提とした規約類から、BLCJ標準を多様に
利用するための枠組みへ

■知的財産権の整理
「BLCJ標準利用規約」による知的財産権保護の検討
・サンプル建物のBIMデータの著作権の整理
・設計の著作権は設計者が保持し、成果物の著作権は設計者/BLCJとの共有とする
・BIMモデルは組合内の専ら研究のために用い、2次利用を禁止する
・他部会に貸与する際は覚書を交わし三者契約を結ぶ 等
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3)-3 試験用ライブラリサイトの構築等(1)

ＢＬＣＪサイトログイン画面､検索画面
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ＢＬＣＪサイト検索結果一覧画面、詳細表示画面

3)-3 試験用ライブラリサイトの構築等(2)
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ＢＬＣＪサイト検索結果、詳細表示画面、仕様情報画面

3)-3 試験用ライブラリサイトの構築等(3)
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4) 仕様情報との連携の段階的整理による円滑な情報に向けた検討
4)-1 標準仕様書等との連携の拡大(1)

・過年度業務で実施した公共建築工事標準仕様書のデータベース化の検討を踏まえ、特記仕
様書作成の要件の検討を行った。検討の対象は、建具表、仕上げ表、機器表とした。

現在の
特記仕
様書+
建具表

BIM
の
属性
情報

大部分(※)の仕様情報が以下の形式で、集約的、個別的に表示される

※見本製作等、建物全体で1つの情報はこの形式は効率的でない。

インポート
エクスポート
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4)-1 標準仕様書等との連携の拡大(2)

[建具表について]
・特記仕様書+建具表による仕様情報が、新しい書式(前スライド参照)で、個別的、集約的に表示される。
・この表示は、個別的、集約的であるため、複雑ではあるが、関係者間の情報伝達にミスが生じにくい。
・BIMと情報連携できるため、BIMの属性情報、特記仕様書の整合性が図れる。
・従来は施工者が整理し、設計者が監理で確認たが設計者が作成す業務のフロントローディングとなる。
[仕上げ表、設備の機器表について]
・仕上げ表、機器表についても同様なメリットがあるが、情報範囲が広いため等、表示情報は要検討。
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4)-2 引渡、維持管理・運用の標準化に向けた情報収集・整理
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・S5段階からから引き渡しが必要なものは、ア)完成BIM(As-built BIM)、イ)維持管理対象の図面・
位置情報(維持管理BIM)、ウ)耐用年数、エ)設置時期、保証期間、製品情報、連絡先等がある。
・維持管理BIMは、維持管理対象の図面・位置情報と各種データとを連携させ、散逸せず保管する装置。
・維持管理・運用段階に必要な情報は、建物所有者等のニーズに合わせたものとする必要がある。
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