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つなぐBIM

建築ユーザーに、より良い次世代の建築（ハード、ソフト、運用）をつなぐこ
とを目的とする産業／プロジェクトフィールドにおいて、BIM（Building
Information Modeling）は適材適所で運用する１つの戦略／プレイヤーとしてど
のような位置付けをもつのか、フィールドを上空から見下ろす俯瞰的視点を持っ
た。
BIMを運用するためには、従来とは異なる組織とプロセスの考え方、およびプ
ロジェクトフィールドの組み立てが必要とされ、そのためのインフラや下地を用
意する必要性は重々認識されている。
しかしながらBIMを用いることで、全ての産業的課題が解決され、目的とされる
建築への道のりがつながれるとは、国内外の事例をみても言い切れないのは明白
である。
今日の建築産業は、様々な技術が運用され、高度情報化された情報マネジメン
トの必要性がより重要視されている。その中で、BIMの導入が何を可能にするの
かを問う必要がある。産業当事者間においてBIMがつなぎうるプロジェクト・ド
メインに関する相互理解を形成し、技術利用のポジショニングを明確にしていく
ことの必要性が、フィールドを俯瞰視すると明確になる。このような技術経営的
視点から、BIMという技術導入に関しての共通認識を持つことが重要であると考
えられる。
このような共通認識は、同時に現時点における建築産業の強み、弱みを理解し、
設計、生産、運用、教育、管理それぞれの現場において行うべき方向性を確認す
ることでもある。また、どのような技能の進展を目指すかを再認識することでも
ある。
本研究会では、建築生産におけるイノベーションの一角としてのBIMがもたら
す、新たな産業／プロジェクトフィールドの展開を俯瞰視することで、「つなが
る次世代の建築のつくられ方」というゴールにつながるための課題を協議した。
RC-90はこのような視野を提言として産業フィールドに公開し、更に多角的な
視点の教授を得たい。
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建築生産の将来を展望するにあたっては、様々な背景を前提としつつ、
「（ステークホルダー
の）関係性」、
「意思決定の枠組み」、
「設計」、
「組織」について、新しい事象と、これまでの
事象の双方の洞察が求められる。また、その両者が交わる先に「新しさによる（建築産業の）
更なる向上」が期待される。

未来探索的な想定
全く新しい関係性、意思決定の枠組、設計、組織

次世代につながる変化
緩やかな・インクリメンタルな向上

今

変わろうとする
これまでの関係性、意思決定の枠組、設計、組織

産業の向かう方向性と技術導入の背景
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

産業ダイナミクスのあり様の変化
ビルディングタイプの変化
作り方（設計思想）の変化
品質の変化（評価とベンチマーク）
日本型デザインビルドの変化
下請構造・調達の流動化
施工図（モデル）を誰がつくるか？という変化
発注者の変化（ビルディング・サービス形態の多様化）
リスク対応のバランスの変化
運用（エネルギー・メンテナンス・事業）ベースの情報利用へ
海外プロジェクトのあり様
施工者の減少
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FIELD WORKS

産業のリソースが協働する
情報の流れにより
次世代の日本型建築が生産される
プロジェクトフィールド

研究会の視点
一つ一つの建設プロジェクトは、そのプロセスを通して、少しずつな
がらも次世代の建築産業のありようを作りつつある。BIM技術の導入に
関してもトライアンドエラーが繰り返されている。これらの個別のケー
スは、どれも完全な事例ではないが、幾つものプロジェクトを多数の主
体により俯瞰視することで、徐々に産業が向かいつつある方向性、次世
代の日本型建築が生産されるフィールドのありようが現れはじめている。
個別のプロジェクトを分析し、フィードバックを得るために、産業の
リソースと考えられる10項目の枠組を用意し、プロジェクトフィールド
を俯瞰視し得るように視点をおいた。
各リソースが最終的にどのようにつながり、「つながる次世代の建築
のつくられ方」へとゴールするのか、BIMのどのような有用性が、何の
プロセスをつなぎを形成しているのか。最終的な結果はどのように評価
されるのか？これらの検証を行うことで今注力すべき事柄を同定したい。
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BIM をつなぐ 10 のことば

BIMをつなぐ10のことば

１

BIM ROI

２

BIM Life Cycle Design

３

BIM Development Management

４

Concurrent BIM

５

BIM Reliability

６

BIM Sharing

７

BIM Approval

８

BIM Players

９

BIM Pilot Project

１０

BIM Roadmap
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「プロジェクトフィールド」での「ゲーム」を支える１０の構成要素
建築生産をプロジェクトフィールドとして捉えると、BIMを用いた生産情報のマネジメント
はまさにゲームそのものとも言える。このペーパーでは、「ゲーム」を成立させる要素を
「BIMをつなぐ10のことば」として短いコラムに整理した。
それぞれの「ことば」は短いページ数で解説し切れないものばかりであるが、本研究会で議
論された要点を中心に、「ことば」と「ことば」の関係性についても理解できるようまとめ
ることを心がけた。相互参照しながら読むことで、プロジェクトフィールドを俯瞰する視点
を得るための助けになれば幸いである。
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用語集
本研究会における議論のとりまとめにあたり、定義を明確にしておきたい用語について、下記に簡単
な説明をまとめた。BIM をとりまく議論を行ううえで参照すべき用語は他にも多々あるが、ここで
は割愛をお許しいただきたい。

BIM（Building Information Modeling）

LOD（Level of Development / Detail）

コンピューター上に作成した 3 次元の建物のデジタル

BIM モ デ ル の 詳 細 度 の こ と で、LOD100、LOD200

モデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性デー

と表記される。詳細度とは形状や寸法の細かさおよび

タを追加した建築物のデータベースを、建築の設計、 属性情報の内容をさし、数値が大きくなるほど詳細度
があがる。LOD100 が計画図程度、LOD200 が基本
施工から維持管理までのあらゆる工程で情報活用を行
設 計 図 程 度、LOD300 が 実 施 設 計 図 程 度、LOD400
うためのソリューションと、それにより変化する建築
が施工図程度、LOD が竣工図程度と言われているが、
の新しいワークフローを指す。
国内では統一された明確な定義が定められているわけ

ROI

ではない。

BIM 導入に際しては、ソフトウェア・ハードウェアと

LOA（Level of Accuracy）

いった初期費用や、データ構築のマネジメントや操作

BIM モデルにおいて、実際の建物との誤差を表す指標

入力などの人件費がかかりるが、こうした投資に対し
て、得られた効果・利益のことを指す。

で、現物の計測は 3D レーザースキャナー等による。
米国建築文書化協会（USIBD）では LOA10 ～ LOA50

LCD（Life Cycle Design）

を提唱している。

企画から解体に至るまでの建物のライフサイクル全体

BIM 実行計画書

を見渡して計画すること。これまでは、ライフサイク
ルの各段階で求められる専門性が異なり主たるプレー
ヤーが変わるため、情報共有が限定的で部分最適に陥
りがちであった。ライフサイクルを俯瞰的に見ること
によって、専門性の違いを乗り越えた情報共有により
全体最適を可能とする。

FM（Facility Management）
日本ファシリティマネジメント協会（JFMA）は、FM
を「企業・団体等が保有又は使用する全施設資産及び
それらの利用環境を経営戦略的視点から総合的かつ統
括的に企画、管理、活用する経営活動」と定義している。
単なる建物の管理ではなく、経営的な視点から土地や
建物、設備などの資産を事業に役立てる活動のこと。
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BEP（BIM Execution Plan）とも言い、BIM を利用
するプロジェクトにおいては不可欠な取り決め。プロ
ジェクトの関係者が情報の入力・確認・共有・管理を
どのように実行するのかを事前に協議のうえ合意し、
要件書として発行する。

BIM 連絡帳
プロジェクトのフェーズごとに検討・決定された内容
について、どのように BIM データに反映されている
のかを多主体間で共有するための手段や取り決めを指
す。例えば設計フェーズにおいては、基本設計段階で
把握している性能上の要点を BIM モデル上に記述す
ることで、実施設計段階での仕様決定を円滑に進める
ことができる。
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コンカレント・エンジニアリング

BIM ライブラリー

主に製造業で用いられる概念で、製品開発のプロセス

BIM パーツを集約し、BIM ユーザーにウェブ上で提

を構成する複数の工程を同時並行で進め、各部門間で

供する、一般財団法人建築保全センターによる BIM

の情報共有や共同作業を行なうことで、開発期間の短

パーツライブラリー

縮やコストの削減を図る手法を指す。

フロントローディング

GIS（Geographic Information System）
地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持った

設計初期の段階に負荷をかけ（ローディング）、作業

データ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚

を前倒しで進めることを指す。設計初期に 3 Ｄモデル

的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする情

と必要な属性情報の作り込みを行い、情報を活用した

報システムを指す。

検討やシミュレーションを行うことで、設計品質を高
めることが可能になる。

IPD: Integrated Project Delivery
発注者、設計者、施工者、専門工事業者など、プロジェ
クトにかかわるステークホルダーが初期の段階から協
力することによって、有効な意思決定を実現するため
の協業形態を指す。

BIM Player
BIM における、複雑で高度な情報マネジメントを実践
する人材を指す。建築産業はプロジェクトの特性によ
り様々なプロセスが存在するが、設計情報の状態を把
握し、必要な繋がりを高める役割を担う。
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BIM ROI
BIM 導入がもたらす効果とは？

BIM（＝ Buiding Information Modeling）とは建築に必要な情報のつながりを構築することで
あり、その情報のつながりが、発注者にとっても受注者にとっても様々なメリットをもたらすも
のである。一方で、その目的が不明瞭な場合には情報量が過剰になったり、意図の伝達を妨げた
りすることがある。BIM の活用により、既往の設計以上の効率や便益を得る（＝ ROI）ためには、
具体的にどのような情報のつながりを作るのか、目的として明確に設定することが重要である。

図：情報の伝達性を⾼める図⾯表現

出展：http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldproduct/14/675669/052900210/bim160531.pdf
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2013 年に⾏われた MacGrawHill Construction によると、
調査対象となった各国の建設会社の４分の３が、エラーや
不備の低減や作業のやり直しの削減によって、BIM に対し
てプラスの ROI（費⽤対効果）を得ていると回答している。
※１。 BIM を活⽤することで、建設段階に限らずプロジェ
クトのライフサイクルを通して様々な情報活⽤や合理化が
期待できる⼀⽅で、マネジメント⼈材の配員や、情報⼊⼒
の負荷に対する投資が必要になることがある。
2017 年現在、⼀般的な測定指標はないものの、プロジェク
ト参加者間で BIM に対して期待する価値を共有し、適切な
実装のレベルを定めていくことが、プロジェクトの ROI を
⾼めていくためには肝要である。

図 1-1

BIM に対する建設会社 ROI の国別比較

※１出典：
McGraw-Hill Construction, Business Value of BIM for
Construction in Major Global Markets SmartMarket
Report 2014 <http://redstack.com.au/lib/pdf/Mcgraw_
Hill_BIM_ Report.pdf>

ROI 1: 発注者事業戦略・プロジェクト内での ROI
BIM の利⽤により、設計段階、施⼯段階において情報のつ
ながりを⾼め、検討の円滑化、合理化が可能になる。また、
情報のつながりは、建築の作り⼿だけではなく発注者や利
⽤者にとっても様々なメリットをもたらす。
⼆次元図⾯による確認に⽐べて三次元データは空間の認識・
理解を⾼めるほか、埋め込まれた個別の属性やその集計情
報は、仕様の確認やコストの把握にも役⽴つ。例えばこれ
により、竣⼯後の建物運⽤やオペレーションの前倒し計画
が可能になるなど、これまでに⽐べ早期に確度の⾼い意思
決定が可能になる。また、建物の竣⼯後においては、運⽤
や改修に必要な情報⇒ 2 のデータベースとして FM やモニ
タリングへの活⽤が期待される。

図 1-2

ROI の類型（発注者・事業戦略）

図 1-3

ROI の類型（受注者・建設実務）

このように、BIM の ROI を考えるにあたっては、建物を「作
る」だけではなく、「使う」こともふまえた評価の枠組みが
必要になる。

ROI 2: 受注者建設実務・プロジェクト内での ROI
設計段階・施⼯段階においては情報伝達の向上によって、
情報の不整合や⽋落による⼿戻りを防ぎ、既往の取り組み
と⽐較して、プロジェクトの合理化が期待できる。
設計・施⼯、いずれの段階においても複数の情報⼊⼒主体
が存在し、ソフトウェアやデータ形式にも互換の必要が⽣
じることがあるため、特に設計の初期段階においては、情
報の統合や整理の取り決めを計画することが肝要である。⇒
３また、設計から施⼯への図渡しなどの段階においては、
作成した情報の伝達性を向上させるために、信頼性を担保
する仕組み⇒ 5 の構築が課題となる。
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2

BIM Life Cycle Design

情報を建物のライフサイクルとして設計する

Brief

→

BIM

→

FM

→

De

建物のライフサイクルを俯瞰すると、さまざまな活動があり多くの人が関わっていることが分か
る。発注者（出資者）、設計事務所や建設会社だけでなく建物管理者や建物の利用者など、関わ
り方はまちまちであるが、それぞれの活動や関係者を繋ぐものが情報である。今のところ、ほと
んどの情報はそれぞれの関係者内部で閉じてられている。しかし BIM を情報共有の基盤に据え
ることでその風景は一変する。俯瞰的視野を持ち、ルールを整備することで、建物に関わる全て
の関係者が価値を共有できるシステムを構築することができる。

「モデルファースト、データエンド、計画から運用までつながる BIM データ」

Morishita (20161010) developed from, P. M. Teicholz, BIM for facility managers. John Wiley & Sons, 2013. pp7, 32.
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BIM Life Cycle Design
BIM LCD 1: FM のつくりかた
FM には建物の情報が不可欠である。建物を構成する空間
や部材の属性や位置、形状など BIM が得意とする情報は、
FM 業務に大いに役立つ。しかし建物をつくるために必要
な情報と FM 業務で必要とされる情報は、微妙に異なる。
例えば、FM では位置と形状の正確性は必須であるが、必
ずしも高い詳細度が求められるわけではない。属性項目は
実施したい FM 業務によりさまざまで、求められる精度や
詳細度も対象業務により異なる。BIM による建物情報を
FM で活用する場合は、実施する FM 業務の目的と必要と
なる情報について、内容や詳細度、受け渡しの時期、責任
分担などを関係者間で合意しておく必要がある。この合意
は、最初の作成時だけでなく、改修や修繕などライフサイ
クルに亘る更新を考慮することを忘れてはならない。

図 2-1

BIM と建物のライフサイクル

※１出典：
アルゴリズムデザインラボ

BIM LCD 2: 情報と建物のライフサイクル
BIM に更新周期や耐用年数、価格の情報を加えることで、
修繕更新計画の視覚的な表現や資産価値の算定が可能とな
る。台帳で管理されているさまざまな記録と 3 次元的な位
置情報を連携させ統合的に管理することで、管理を効率化、
高度化することができる。目的を明確にし、適切な手法を
採用することで、新築だけでなく既存建物でも BIM 化に
有効な手段となる。また社会で共有すべき情報はライブラ
リーとして整備が進み、利用できる環境が整いつつある。
情報が建物のライフサイクルに歩み寄りつつある。さらに
地図情報サービスの発展から、建物情報の潜在的価値が想
像できる。建物情報と新たなシステムを連携させるとで、
屋内での自動運転など新たなサービスが可能となる。この
ような建物利用者への情報提供や新サービス、利便性の向
上が建物の価値を高めることにつながる。

図 2-2

図 2-3

BIM の情報

建物情報の可能性

※ 2 出典：
国土交通省

東京駅周辺高精度測位社会プロジェクト資料

http://www.mlit.go.jp/common/001067985.pdf
RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016

RC-90 BIM
13

3

BIM Development Management

プロジェクトの流れの下地づくり

BIM の背景となる建築の生産環境は国内外において異なるが、それぞれの設計や施工の特性に応じ
て、プロジェクトのフェーズ毎にメリットを創出できるような段取りが BIM 活用の成功の鍵を握っ
ており、そのためには、情報入力の「標準化」や、その実践のための「約束ごと」の計画の有効である。
また、当初定めた計画が実行されてるかどうか、進捗を管理する様々な「BIM Player」の存在が重
要である。⇒８

National Institute of Building Science: https://www.nibs.org/?nbgo
Penn State University: http://bim.psu.edu
GSA: https://www.gsa.gov/portal/content/105075
University of Florida: https://www.bcn.ufl.edu/wp-content/uploads/2016/07/BIMAS2015Proceedings.pdf
Indiana University: http://www.indiana.edu/~uao/docs/standards/IU%20BIM%20Guidelines%20and%20Standards.pdf
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BIM Development Management -1
BIM ガイドライン
プロジェクトにおける BIM の利用のあり方を定めたガイドライン
は、各発注者により経営戦略ニーズに基づいて作成される。米国
をはじめとした海外の発注者が発行するガイドラインにおいては、
竣工後の FM の中での BIM（モデル＋属性）の利用に関する計画
も示されており、データの作成者がその利用目的を考慮して入力
することができる。これらの BIM ガイドラインは、発注者個々の
ガイドライン参照プールのなかから、個別の事業や組織に合致し
たテンプレートを参照して作成され、必要に応じて訂正して利用

図 3-1

受発注者間での「約束事」を決める手順

される。

BIM Development Management -2
BIM 実行計画書
BIM 実行計画書は個別のプロジェクト内における BIM の使い方を
定義するもので、設計・施工側の知見蓄積をもとに発注者との契
約以前に業務の条件確認書として作成され、BIM ガイドラインと
照らし合わせて更新される。BIM ガイドラインや BIM 実行計画書
を作成するにあたっては専門的な人材の配置やチームづくりが重
要であり、コンサルタントを入れることも必要な場合がある。

BIM Development Management -3

ブリーフによる情報コミュニケーション
ブリーフとは、竣工後まで発展していく当事者間における「意図
の相互確認」を行うためのコミュニケーションツールであり、目標、
制約、要求、関連法規等から構成される。施工段階では、設計図
書に記載されていない情報を補うために参照され、仕様変更時な
どに方針を決める時の根拠として機能する。また、竣工後はコミッ
ショニングにおける参照ドキュメント、事業評価などに用いるこ
とが出来る。

BIM Development Management -4
ワークフローとマネジメントプロセス
プロジェクトのフェーズ毎にモデルが持つべき情報の量、種類、精
度を明示化するためには、ワークフローにおける LOD マイルストー
ン（クリティカルパス：Standard Milestones）と、アウトプット
( 成果物）の LOD マイルストーン（クリティカルポイント：UseCase Milestones）の二つを定義することが有効である。
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BIM 実行計画書の様々な形態
＊日本では細かい内容まで契約上踏み込
めていないのが現況である。
MDS
(Model Development Specification)
MDS を用いることで、モデルの発展の当
事者間における共通言語定義していくこ
とにより、プロジェクト・フェーズ別に
モデルが持つべき情報の量、種類、精度
を明示化する。「標準」ではなく、つなぐ
ための「約束ごと」、
「申し合わせ」、
「仕様」
を確認する。 LOD に関するテクニカル
ガイドラインは、各実務組織により作成
MIDP
（Master Information Delivery Plan )
MIDP は、MDS と並行して、共有レベル
とフェーズを把握するためのテンプレー
ト で あ る。 ど の 精 度 の デ ー タ を、 ど の
フェーズで、誰と交換する、そして全体
属性をみんなで入力していくかという設
定をすることで、
「BIM データのつながり」
そのものを作っていく。
PIP
（Project Implementation Plan )
専門工事会社に参加する組織の資源（人
材・IT 能力）に関して情報提供する

RC-90 BIM
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Concurrent BIM
先駆け、同調性、つながり

BIM が可能にするプロジェクト専門知識チーム間の並列共同の可能性を引き出すには、同調性を担
保するためのプロジェクトマネジメント能力を持った人材が必要となる。また、情報を高度につな
げる役割と同時に、建築のライフサイクルを見渡すデータマネージング能力も求められる。
BIM Workﬂow (Cooperation Schedule between Architecture, Structure and MEP)
横方向 / 行為、ふるまい

企画設計

Design Phase
設計

縦方向 / 目に見えるもの、データ

Owner

Agency

行政・申請

（建築）
( Architecture ) Section concepts
Volume
（構造）
( Structure ) Skeleton planning
Foundation planning
（ＭＥＰ）
( M E P ) Concept decisions
MEP space
Temporary input
( Cost) Very rough estimation ( 積算 )

Site conditions, client requests, construction cost

建築

Items
to be
studied
検討
項目

Conditions
grades (contours), schedule, contracting method
条件
敷地条件・施主要望・工費・グレード・スケジュール・発注方式
Planning
Study of volume
プラン
Cores
コア
Vertical shafts
縦系統
MEP
設備
Plumbing
水回り
Exterior
外装
Ceilings
天井
Sections
断面
Simulations
シミュレーション

基本設計

( Structure )

断面方針
ボリューム
（建築） スパン
( Architecture ) Spans
架構計画
コア配置
Core arrangement
基礎計画
階高・天高
Floor/Ceiling height
方針決定
Decision about systems
システム決定
設備スペース
(MEP)
（ＭＥＰ）
仮登録
大概算

ボリュームイメージ

・諸元表

コスト・面積

(MEP)

( Cost)

( 建築 )

( 積算 )

( Cost)

コスト

構造

Items
to be
studied
検討
項目

仮定柱・大梁・
小梁の構造モデル

Models of assumed foundations and piles

仮定基礎・杭モデル

Image of external appearance
外観イメージ

Planning プラン計画

Core planning
コア計画
Study of pits
Structural types
構造形式
ピット検討
Machine rooms, machine shafts, EV
機械室・機械シャフト・EV

Shaft space

Assumed colums, beams, Locatioms of ﬂoor heigt

仮定の柱・梁・階高位置

シャフトスペース

Typical ﬂoor height
基準階高
基準矩計 Typical sectional details

Mechanical
空調

Plumbing

検討
項目

耐震壁・ブレース

Electrical
電気

Cost

概略部屋面積

Check on rules and regulations
法規チェック

Need to consider louvers during
architectural exterior planning

Structural models of columns, girders, and beams

柱・大梁・小梁の構造モデル

Connections among
structural members

Items
to be
studied
検討
項目

ガラリ登録

ブレースモデル

Anti-seismic walls
Arrangement for braces

ブレース調整

Locations and diameters of sleeves

スリーブ位置・径

Load list (to be checked)
荷重表（確認）
Analytic models (Fixed sections)
解析モデル（確定断面）
Analytic models (Fixed sections)
解析モデル（確定断面）
Analytic models (Fixed sections)
解析モデル（確定断面）
Secondary members (Studs, wind-resisting beams, eaves, stairs, roof, cladding)
二次部材（間柱・耐風梁・庇・階段・屋根・外装材）
Detailed drawings (Steel joints, connections, rebar models)
詳細図（鉄骨継手・仕口・鉄筋モデル）

天井モデル

Particular speciﬁcations
特記仕様書

Locations and diameters of sleeves

構造取り合い
Load input
荷重登録
Plans
平面図
Calculation sheets
計算書
Equipment lists
機器表

Layout Drawing for Electrical Service Room
電気スペース登録図

スリーブの位置・径

Load calculations
負荷計算

Rough calculations of air-conditioning and plumbing using a unit rate
原単位による概略空調計算・給排水計算

積算

Calculation sheets

計算書

Calculation sheets

計算書

Calculation sheets

計算書

Calculation sheets

計算書

Calculation sheets

計算書

Calculation sheets

Equipment locations

Area of door louvers

構造

(Digital Data)

ガラリの位置 , 大きさ

機器の位置

Reﬂected ceiling input
天井伏登録
Input of door louvers, etc.
ドアガラリ等登録
Sleeve input
スリーブ登録
Air-conditioning
detailed drawings
Air-conditioning plans
空調詳細図
空調平面図
Supply and exhaust detailed drawings
Plumbing plans
給排水平面図
給排気詳細図
Summary of calculation sheets
計算書まとめ
Summaries of equipment list and tool list
機器表・器具表まとめ
・天井開口（点検口）

Route diagram of main pipes
メインルート図

Selection of equipment
Energy-saving calculations
機器選定
省エネ計算
Equipment list
機器表

鉄骨
解析線分

Area of window louvers

Locations and sizes of louvers

Louver data input
ガラリ登録

Equipment plots
機器プロット図

System diagrams
系統図

Ceiling openings (access doors)

Structure
Equipment load data input

機器荷重登録

Particular speciﬁcations
Check on rules and regulations
Tentative speciﬁcations
ブレースの配置
特記仕様書
法規チェック
諸元表
Study of systems
Skeleton diagrams
システム検討
単線結線図
Main electrical equipment
Electrical equipment to be put on the ﬂoor
床置の電気機器
主要な電気機器
Equipment load data input
Feeders in critical parts
概略機器荷重登録
クリティカルな部分の幹線
Equipment locations
Adjustment for reﬂected ceiling
Plot of lighting equipment
機器の位置
天井伏調整
照明器具プロット
Arrangement for heights
高さ調整
Power input
(Main parts) adjustment for beam depth, sleeves, anti-seismic walls, and sleeves
Arrangement for beam depths, anti-seismic walls, and braces
動力登録
（主要部分）梁せい、スリーブ、耐震壁、スリーブ調整
梁せい、スリーブ、耐震壁、スリーブ調整
Load input
Approximate load input
荷重登録
概略荷重登録
MEP zoning
設備ゾーニング図
Power supply calculations,
（配電エリア、照度設定等）
Load calculations using a unit rate
illuminance calculations
原単位による負荷計算
電源集計・照度計算

Very rough estimate
大概算

Costs
コスト

Structural Documents

計算書

Summary of particular speciﬁcations
特記仕様書まとめ

Ceiling openings (access doors)
Area of door louvers
Area of window louvers

Automatic control diagrams
自動制御図
Outdoor facility drawings
外構図
Energy-saving calculations
省エネ計算

・ドアガラリ面積

梁せい・耐震壁・

Connections among
structural members

構造図

Arrangement for braces

Arrangement of beam depths,
anti-seismic walls, and braces

Electrical concepts
電気方針
Electrical rooms
電気室スペース
Shaft space
シャフトスペース

Operation 作業

Louver input

Bracing models

（空調方式、空調ゾーニング等）

Energy-saving calculations
省エネ計算

Operation 作業

機械基礎

基礎・杭モデル

ブレース調整

Ceiling model

Tentative speciﬁcations
諸元表

Operation 作業

Models of secondary members

Foundations of machines

Models of foundations and piles

耐震壁

施工会社へ

確認申請 繋げる情報

Operation 作業

２次部材モデル

矩計検討

Arrangement for beams

構造計算書、構造図
設備図

（ＭＥＰ）

⑪
・柱、梁、床、部屋
・ドア、窓
・屋根
・手すり、スロープ、階段
・天井
・カーテンウォール
・外構
・干渉チェック
⑭
・一般図
平面、立面、断面
・仕上表
・建具表
・展開図
・面積表
・完成予想パース

Particular speciﬁcations, areas
特記仕様書・面積

Study of MEP 設備検討

Reﬂected ceiling plan
天井伏図

Study of systems システム検討
Flowchart フロー図
Machinery and sanitary equipment to be put on the ﬂoor
All machinery and sanitary equipment
全ての機械設
床置の機械設備・衛生機器
Locations and sizes of louvers
・梁せい、耐震壁、
Arrangement of beam depths,
Ducts in critical parts
Main ducts and pipes
ガラリの位置・大きさ
anti-seismic walls, and braces
メインダクト・メイン配管
クリティカルな部分のダクト・配管
ブレースの配置
Adjustment for reﬂected ceiling
Need to decide whether a sleeve or the bottom
天井伏調整
of a beam is to be used (Request from Structure to MEP)
Study of ﬂoor/heights and ceiling heights
スリーブ or 梁下通しを決定して
階高・天井高さ検討
Machine room space
もらいたい（構造→設備）
・機械室
Input of rough louver data
概略ガラリ登録
・シャフトスペース
Shaft space
adjustment for beam depth,sleeves, anti-seismic walls, and braces
Arrangement for beam depths anti-seismic walls, and braces,
（主要部分）梁せい、スリーブ、耐震壁、ブレースの調整
梁せい、スリーブ、耐震壁、ブレースの調整
Load input of machinery to be put on the ﬂoor
Load input
床置機器の荷重登録
荷重登録
MEP zoning
Layout Drawing for Mechanical Service Room
設備ゾーニング図
設備スペース登録図

Conditions
Environmental goals, BCP conditions, infrastructure conditions
条件
環境目標・BCP 条件・インフラ条件
System ﬂow
システムフロー
Study of planes
平面検討
Shafts
シャフト
Ceiling Equipment
天井機器
Study of height
高さ検討

MEP drawings

RUG20170117

Agency Permit Construction

ＥＶ

階段検討

梁調整

デジタルデータ / Digital Data

Structural calculation sheets, structural drawings （構造）

プランフィックス

開口条件

Study of sectional details

意匠的な外装計画に
ガラリ認識が必要

MEP concepts 設備方針
Machine room space
機械室スペース
Shaft space
シャフトスペース

構造取り合い
Load input
荷重登録
Plans
平面図
Plans
平面図
Calculation sheets
計算書
Equipment lists
機器表

衛生

(MEP)

Conditions of openings

Study of stairs

Conditions
Ground survey
Site conditions (Earthquakes, wind, snow, site, level)
Roof level, angle
通り芯（構造→意匠への要望）
条件
地盤調査
屋根レベル・勾配
敷地条件（地震・風・雪・敷地データ・高低測量）
Locations of columns, beams, and ﬂoor heights
Structural planning Skeleton planning, structural members/foundation planning/earthwork planning
構造計画
柱・梁・階高位置
架構計画・構造材料 / 基礎計画 / 土工事計画
Main uses of rooms
Setting of loads
Loads (Uses, speciﬁcations)
Load redeﬁnition (to be created)
部屋の主用途
荷重（用途・スペック）
荷重の設定
荷重再定義（作成）
Consistent structure calculation
Analytic models (Columns, girders, anti-seismic walls, braces) (Assumed sections)
解析モデル（柱・大梁・耐震壁・ブレース）
（仮定断面）
一貫構造計算
Beams, ﬂoor
Secondary members (Beams, ﬂoors) (Assumed sections)
二次部材（小梁・床）
（仮定断面）
小梁・床
Foundations, piles
(Assumed sections)
foundation, piles
Models of columns, walls, beams, ﬂoors, studs andanti-windows beams
基礎・杭 （仮定断面）
基礎・杭
柱・壁・梁・床・間柱・耐風梁のモデル
Studs, wind-resisting beams
Arrangement for beams
Anti-seismic walls, braces
間柱・耐風梁・他
梁調整
Approximate areas of louvers
MEP grades
梁せい・梁貫通ルール
Room space
Details
Anti-seismic walls
概略ガラリ面積
設備グレード
Beam depth, beam penetration rules
詳細
部屋スペース
耐震壁
Approximate room areas

Items
to be
studied

( Structure )

Doors and windows
建具
Roof level, angle
屋根レベル・勾配
Study of structure Pits/ﬂoor load/FL
構造検討 ピット / 床荷重 / 床レベル

Block plans, scope of waterprooﬁng
区画図・防水範囲

このタイミングでピット計画の方針検討
をしたい（設備→建築・構造）

Reﬂected ceiling plan
天井伏図

Simulations シミュレーション

Load Information

荷重条件

Finish schedule
仕上表
Detailed plans
平面詳細図

Speciﬁcations
仕様
Study of wall types
壁種検討

Is it possible to make a provisional decision about areas in this phase?
(Request from MEP to Architecture)

この辺りで面積の仮決定が出来ないか ( 設備→建築 )

Need to study concepts of pit planning in this timing
(Request from MEP to Architecture and Structure)

ＷＣ

Machine room space

機械室スペース

各室用途

Structure
構造
Assumed foundations
・仮定基礎
Pile models
・杭モデル

Exterior speciﬁcations
外装仕様

Exterior 外装

User of each room

Conditions
Environmental goals, BCP conditions, infrastructure conditions
条件
環境目標・BCP 条件・インフラ条件
System ﬂow
システムフロー
Study of planes
平面検討
Shafts
シャフト
Ceiling Equipment
天井機器
Study of height
高さ検討
Louvers, etc.
ガラリ等

一般図決定
断面・立面決定
区画図決定
ガラリ決定
部材レイアウト
確定断面
設備スペース決定
設備ルート決定
設備機器スペック決定

⑧
・仮定柱、梁、床、部屋
・カーテンウォール
・階段、EV
・建築干渉チェック
・３D 内観ボリューム複数案
⑨
・一般図
平面、立面、断面
・仕上表
・面積表
・イメージパース
⑩諸元表

Base line (Request from Structure to Architecture)

Structure

Decision about general drawings
（建築）
Decision about sections and elevations
Decision about block plans
Decision about louvers
Layout of members
（構造）
Decision about sections
（ＭＥＰ）
Decision about MEP space
Decision about the piping route
Decision about speciﬁcations of MEP equipment
（積算）

(MEP)

スケッチ、メモ / Sketch

2H of Design Development

実施設計後半

負荷計算に関連するものは早めて欲しい（設備→建築）

Machine rooms, shaft space
機械室・シャフトスペース

Base isolation, Damping

( Architecture )

Roof level, angle
屋根レベル・勾配
Foundations, piles
基礎・杭

仕様・諸元表

法規チェック

Zoning ゾーニング
Structural models of assumed columns,
girders, and beams

免震、制振

性能チェック

Check on rules and regulations Speciﬁcations, tentative speciﬁcations

Speciﬁcations
仕様

Anti-seismic grades

実施設計前半
( Structure )

外装 FIX
各室イメージ

凡例 /legend

1H of Design Development

平面プラン決定
主要部分断面決定
概略ガラリ位置決定
部材レイアウト
仮定断面
設備スペース登録
主要部分の断面調整
主要機器のスペック仮決定

( 構造 )
(ＭＥＰ)

チェック

ボリューム検討

耐震グレード

Decision about plans
Decision about sections of main parts
Decision about schematic arrangement of louvers
Layout of members
Assumed sections
Input of MEP space data
Adjustment for sections of main parts
Provisional decision about speciﬁcations of main equipment

( Architecture )

・敷地データ
Site information
・高低測量データ
level
・地域特有の条件
Site speciﬁc
・BCP 条件
BCP level
・法令・条例
law and regulation
・環境配慮設計グレードEnvironmental goal
・耐震グレード
Anti-seismic grades
・予算状況
Budget
・発注条件
Orders
・建築主要望
Ownerʼ s wish

クライアント

Architecture

Schematic Design

Preliminary Design

Summary of particular speciﬁcations
特記仕様書まとめ

・窓ガラリ面積

3D 検討はここまで

System diagrams
系統図

Sleeve data input
Input of ﬂoors and wall types

2D で図面アップ
Reﬂected ceiling input
天井伏登録

Route diagram of main pipes
メインルート図
Energy-saving calculations
省エネ計算
Panel list, feeder list, etc.
盤リスト・幹線リスト等

Sleeve input
スリーブ登録
Electrical drawings
電気設備図
Summary of calculation sheets
計算書まとめ
Summaries of panel list, feeder list, etc.
盤リスト・幹線リスト等まとめ

設備
ネットワーク線分
(Digital Data)

Energy-saving calculations
省エネ計算

Conﬁrmation of costs
コスト確認

Costs コスト

Constructor

構造図は２Ｈ以降まとめ作業なので先行してデータを渡せる？
S ファブ。ECI ／ 基本性能発注の場合

施工

①
建築・構造・設備
建築・構造・設備

②

③

①耐震グレードの早期決定
耐震グレード、免震、制振、耐震の判断は企
画段階で決定

用途、規模から計算で算出
※建築としては参考図面があるとイメージし
やすい

②構造設計開始に必要な情報
建築→構造）構造形式検討依頼
通り芯、記号を仮に入れる
・コミュニケーションの座標として重要
③設備設計開始に必要な情報
建築→設備）機械室、シャフトスペース

④建築
建築プラン検討に必要な構造情報
⑤建築・構造・設備
基準矩計スケッチで共有すべき情報
基準矩計から構造設備が知りたいこと

④
階高、天井高さはもちろん、設備ベンドキャッ
プが梁下か梁貫通か等
外壁との納まりを確認したい
Ｓ造だと足元のベースプレートのあり方を確
認したい
⑥外壁検討は設備、構造的視点も重要
外装検討
外装検討は意匠的な部分はもちろん、窓、ガ
ラリから採光、省エネ計算、排煙の検討を行

⑤

⑥

う
機械排煙か自然排煙かは、コストの逆配分で
検討し、基本設計の中で決定すべき
実施設計前半で調整→自然排煙に変更→階高
変更→基本設計調整と影響が大きい
⑦ピット図
設備
ピットを基本設計後半でつくりたい。
水槽のレイアウトが構造の高さに影響を与え
る

⑦

⑧

⑨

フロー図を元に危なそうなラインは勾配を検
討→高さが決まる
⑧基本的断面方針
スリーブ / 梁下等、断面決定に必要な方針が
決まればよい
小梁の加工形式まではあった方が良い
デジタルモデュール
⑨設備

⑩⑪
設備設計に必要な仕様情報
仕上表から壁、ガラスの仕様を決めたい。実
施設計中盤に出てくることが多い
ガラスの仕様はサッシメーカーとのやり取り
が多く、フロントローディングが必要
⑩設備、構造のチューニング作業
設備スペック、構造スペックの共有
基本設計で決めた方針のチューニング作業
設備検討の為、面積が欲しい

⑫

⑬

⑭

在来と異なり、面積連動が楽なので早めに行
う
⑪協力会社からの情報
ＥＶの動力と構造への確認がこのタイミング
で必要
工作物である EV 検討はＥＶ会社との打合せ
や検討時間が必要なのでフロントローディン
グが必要

⑮⑯
⑫設備図面の意匠的チューニング
設備図は最後まで図面化がかかってしまう。
スリーブ調整、建築の意匠的調整を行う必要
がある為、この段階で調整をする
この調整が無いと納まりを現場で直すことに
なり、手戻りが発生する
折り上げ天井は基本設計で調整しておく

⑭構造
2 次部材の調整。耐風梁等
チューニング
⑮開口の確認
⑯設備→構造の確認

⑬開口条件の再確認
チューニング

出展：BIM Workflow, Revit User Group
RC-90 BIM
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Concurrent BIM
CAD での設計においてはクライアントとの打合せで出てくる建築
の細かいプラン変更に対応させる為、プラン決定後に構造、設備
が具体的な設計を開始していた。一方で常に一つのモデルを扱う
BIM 技術の出現により、プラン決定を待たずに先駆けて並列設計
（Concurrent BIM）を行うことが可能になった。
部門毎に並列して設計を進める為には、各設計者が他部門のスケ
ジュール、変更、情報を共有出来る同調的な設計が重要であり、
BIM Player は高いマネジメント能力が求められる。
BIM においては複雑に絡み合った変更と情報をつなげ、その影
響力と効果をチーム内で共有する俯瞰的なマネジメント（BIM
Development Management）が必要とされる。

図 4-1

設計プロセスの並列化

Concurrent BIM と高度なスケジュールマネジメントにより設計検
討と方針決定を前倒しすることによりフロントローディング (FL)
が 可 能 に な る。 ま た、 施 工 に お い て も Concurrent BIM に よ り
BIM モデル承認等の FL が可能になってきた。設計、施工分離の場
合は、それぞれの範囲内での FL となり、設計施工一貫の場合はデ
ザインビルドで FL が可能になる。

Concurrent BIM 1: 情報を高度につなげる
建築産業はプロジェクトの特性により様々なプロセスが存在し、
つながり方が異なることを理解し、つながりが切れている箇所を
把握する必要がある。従来の設計ではそのような情報のマネジメ
ントを意匠設計者やプロジェクトマネージャーが行ってきたが、
BIM においては情報のマネジメントが複雑化、高度化している為、

図 4-2 「つながり」のパターン分類

繋がりを促進する BIM Player という新しい職能が求められる。こ
のつなげる手法はノウハウとして社内の他のチームにも共有され、
フィードバックされることで高い ROI が得られる。設計施工間に
おいては BIM 連絡帳により会社間、部門間を超えた情報が伝達さ
れることが期待される。

Concurrent BIM 2: つながりの影響の視える化
プロジェクトを遂行する為には情報が途切れた場合のリスクを正
しく評価し、影響力の高いつながり（クリティカルリンク）を共
有する必要がある。またスケジュールに影響するクリティカルパ
スも合わせてチーム内でマネジメントする。一方で FM や建て替
えに至るまで、建物の一生で必要な情報を LIFE

CYCLE DESIGN

という俯瞰的な視点で共有し、各フェーズでのデータをつないで

図 4-3 「つながり」のライフサイクルデザイン

いくことが求められる。ここでも各フェーズのデータをつなげ、
効果的なデータベースにつないでいく職能（データマネジメント）
が重要になる。

RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016
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BIM Reliability

Measurement, Reporting, Verification

BIM データをつなぐ際、BIM データの信用度（Reliability）が問題になる。検討不足がもたらす信
用度の低下は従来の CAD でも同じであるが、BIM の場合、建築物のデータベースとしてのモデル
のありようも信用度に影響する。

【左】BIM モデル（緑）にオリジナルの点群データ（グレー）を重ねたもの
【右】BIM モデル（緑）に点群データから作成した BIM モデルを重ねたもの、差異のある箇所を（青）で表現
RC-90 BIM
18

RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016

BIM Reliability 1: つながるデータの信用度の評価
BIM マネージャー⇒８は、BIM 実行計画書⇒３に従い BIM
データの生成をマネジメントすることにより信用度の確保
に務めるが、つながる時点の BIM データの信用度を評価す
る業務が新たに発生する。特に BIM データの受け渡しに対
価が伴う場合、信用度の評価は必須である。設計事務所／
建設会社／専門工事会社／維持管理会社と、受け渡しの主
体が別企業である場合には、評価サービスの第三者への外
注も考えられる。

BIM Reliability 2: 使えるデータの信用度
建築情報はプロセスの進展に伴い確定部分が増えていく。
データをつなぐ時点での未確定部分の存在は止むを得ない
が、確定・未確定の範囲が明確であることが、データの信
用度を評価する指標の一つである。データの素性はモデル
上の表示や BIM 連絡帳⇒４により説明される。また、3D ス
キャナーで計測した点群データは既設物の形状だけでなく、
モデルと現実との差違 LOA（Level of Accuracy）を表現で
きる。

図 5-1

BIM マネージャー

Traceable

BIM Reliability 3: 情報の流れのトレーサビリティー
情報のトレーサビリティーはデータの信用度に大きく影響
する。BIM を活用するプロジェクトでは、BIM ならではの
情報のフローとフォーマットが用意される。これらによる
記録は遡って検証可能でなくてはならず、トレーサビリティ
を担保する。実務上は BIM ソフトのヒストリ管理機能が役
に立つと考えられる。

Reliability 4: 情報のリアルタイム性
正しい BIM データであっても、2D 図面から生成するので
は本末転倒である。モデルファースト、発注者も Player も、
それぞれのフェーズで最新の情報を求めている。建物のラ
イフサイクルを通じて常に実プロセスに先行し、日々生成
される情報をリアルタイムに反映することが、利用価値の
あるデータベースとなる。

・検討が未了
・不整合の放置
・未確定の混在
・モデリングルール逸脱
・データ入力ミス、欠落…など
図 5-2
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データの信用度とトレーサビリティ

RC-90 BIM
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6

BIM Sharing
プロジェクトを越えた共有

RC-90 BIM
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BIM Sharing 1: 各プロジェクトにおける共有
設計プロセスは決して単線形ではなく、要求条件・制約条
件の同定→設計案の作成→評価・検証→要求条件の見直し
又は設計案の改訂という複線的プロセスが繰り返される。
また、当初の設計案は、施工会社や専門工事会社などから
の Buildability にかかわる知識・情報がフィードバックされ
ることで磨かれていく。Concurrent BIM ⇒４で述べている
ように、BIM を用いることで、リアルタイム性とバージョ
ン管理を含め、プロセスに関与するチーム内での情報を共
有することができ、設計案を繰り返し検討し改訂していく
頻度を高めていくことができる。BIM 実行計画書には、コ
ンカレントに検討を繰り返すためのワークフローや分担関
係、そのクリティカルパス・リンクが盛り込まれている必
要がある。

BIM Sharing ２: 複数の（企業による）プロジェクト
からの共有
特定のプロジェクトでうまくいった役割分担やワークフ
ローがそのまま別のプロジェクトに適用できるわけではな
い。とはいうものの、将棋や囲碁に定石が形成されていくよ
うに、個々のプロジェクトの事例から得られた BIM 運用上
の教訓・経験知（何が出来、何が出来なかったか）は、他の
プロジェクトにおける BIM 実行計画書の策定・運用に役立
たせることができる。特に、建築用途による違いや、フロ
ントローディングできていない原因やその対処法、BIM に
よる効用の生み出し方、垣根を越えた協働のあり方につい
ては、やりながら学び (learning by doing)、経験知を蓄積し、
体系化していく必要がある。プロジェクトから有効なフィー
ドバックを得るためには、設計者、施工者、製作者の枠を
超えたオープンに情報交換・協議できる環境が有益で、そ
のための技術研究組合的組織を構築することも考えられる。

図 6-1

複数プロジェクトから共有され、蓄積される教訓・経験知例
•

BIM Sharing ４: ロードマップへの共有
各プロジェクトからの経験知を体系化して、BIM 実行計画
書の雛形を作成する、これを教材としても活用するととも
に、BIM による建築生産の新たな指標を作成していく必要
がある。
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BIM 計画書策定・運用のコツ
•
•

•

建築用途による相違
関係者への説明説得
フロントローディングのコツ

•

盛り込むべき事項

•

巻き込むべき Player

•
•

繋ぎ込むべきプロセス
効用の生み出し方、見せ方

•

設計、施工、製作、運用の垣根を越えた連携のコツ
•

どのような属性情報、パラメーターを引き継いでい
けばよいのかに関する経験知

•

効用の生み出し方、見せ方

•

失敗事例の蓄積と改善フロー

Pilot Project のテーマ例
•

BIM による確認申請、技術認証

•

FM で必要な情報の BIM での納品を発注者が受注者に
要求

•

BIM Sharing 3: Pilot Project からの共有
やりながらの学びを加速させて有益なフィードバックを増
やし、BIM 計画書の定石を増やしていくためには、通常の
プロジェクトの拘束条件を緩くし、新規の実践的試みを展
開していくとよい。特に、FM に BIM が活用されていく実
施例がまだ少ないことを勘案し、FM で必要な情報を建物引
き渡し時に BIM で納品する Pilot Project ⇒９を推進してい
くことは有益である。

各プロジェクトにおける繰り返しプロセスで共有
される事柄の例

BIM の建築まわり IoT での活用
•

Things（構成材、センサー、組み込みシステムの管
理）

•

コミッショニング：設計情報を下敷きにした実性能
の検証・モニタリング

•

BIM 情報と、製作工場での工作機械の制御情報との連
携

•

BIM による進捗管理

•

BIM による情物一致の管理（監理情報の共有・トレー
サビリティ）
•

動画・画像情報

•

検査・試験・測定データの張り込み

•

竣工検査

Pilot Project の進め方
•

発注者によるプロジェクトの組成

•

受注者の発意による提案（技術研究組合方式などによ
る）

•

発注者・受注者の協働（コンソーシアムなど）

RC-90 BIM
21

7

BIM Approval
社会とのつながり

BIM による情報が社会でどのような役割があるのか、個別のプロジェクト内、あるいは、
プロジェクトの集合としての都市、更にはデータの世界においてのつながりを考慮する必
要がある。

※図出典：
National Research Foundation Singapore: https://youtu.be/QnLyy0owGL0
RC-90 BIM
22

RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016

BIM Approval 1: 産業の全体的なつながり
個別の事業だけでなく、建設界全体のエコシステムの中で
BIM はインフラ、建築共通の情報基盤として活用されるべ
きである。超スマート社会の実現に向けた取り組みである
Society5.0（第５期科学技術基本計画）では、BIM を交通、
社会保障といった異業種をつなぐ社会情報基盤として活用
する提案もなされている。

Approval ２: 社会的なつながり
建築許可を受けた建築物の外観や基本的な図面を土地利用
情報（GIS）にリンクして、都市街区における相隣関係の維
持向上に活用する取り組みは、フィンランド、ノルウェー
などの北欧でよく見られる。BIM を利用する建築許可を受
ける建物を、３次元 GIS 上に収蔵し、社会的資産として市
民が閲覧できる仕組みを開発する国もある。⇒４

図 7-1

Society 5.0 における産業のつながり

※１出典：
経団連：データ利活用推進のための環境整備を求める ～
Society 5.0 の実現に向けて～ [ あらゆる産業と IT の融合
による超スマート社会の実現 ] http://www.keidanren.
or.jp/policy/2016/054_honbun.html

Approval ３: BIM による確認申請
BIM モデルデータの提出によるものだけが BIM による建築
確認ということでなく、BIM を用いることで何がメリット
となるかを踏まえた導入が必要である。例えば、設計者側
は BIM で楽に求積図を作るのに、BIM データが業務範囲を
超えて伝わらないため、審査者側では電卓を叩いている等、
有無の判断、数え上げ、再集計など、明らかに機械的にす
る方が合理的なところに連携の注力が必要と言える。⇒５

図 7-2

建築物の法手続き上の承認フェーズ

※ 2 出典：
bSI RR 資料（Nick Nibset（AC3）氏資料）

Approval ４:BIM による各種認証、信頼性への言及
建築確認が To be build の建築物の適合性確認とすると、中
間・完了検査は As built の適合性と言える。環境認証は完
成後の建物の Performance に対する認証行為と捉えれば、
竣工後の Feedback を行うことで信頼性を高められる。建
築の生産性向上に資するため、こうした手続きをふまえた
建築生産プロセスを工業化工法とみなし、BIM の利用によ
る品質情報を担保とした確認検査の合理化等、必要となる
社会的制度を設計する必要がある。その際、例えば、電子
署名の技術、またはそれに代替しうる技術を適用し、BIM
の情報の原本性や真正性の保全についての技術的・制度的
な検討も必要になる。⇒５⇒６

図 7-3

GIS 建築許可行政システム

※ 3 出典：
ByggLett（ByggSok: Norway Building Authority）
画面 (http://bygglett.catenga.com/）

図 7-4

建築確認業務における BIM 利用の期待

※ 4 出典：
建築研究所
RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016

えぴすとら 73 号
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BIM Player

技能・Resource Management
RC-90 にて定義された国内における BIM Player の役割
BIM オーナー（ O → ）
施主の観点から、適時に意思決定を行うことにより、無理無駄を抑制するとともに、BIM の
情報を経営（FM）ツールとして活用するために主導する役割
＊必要とされるも現時点で日本で欠けている役割

ゼネラル BIM マネージャー（ G ）
プロジェクトマネジメントの観点から、BIM 実行計画書の作成と周知徹底を行う役割
＊海外では一般的に BIM マネージャーと呼ばれる傾向がある

BIM マネージャー（ M → ）
BIM の統合、整合性の管理など、3D モデルの構築、連携を円滑にする役割
＊海外では一般的に BIM モデルマネージャーと呼ばれる傾向がある

BIM インフォメーションマネージャー（ I--- ）
BIM 入力情報の評価、データ品質の管理など、情報としてのデータベースを構築する役割

BIM ファシリテーター（ F → ）
設計事務所、建設会社、専門工事会社、施主間のデータ連携を円滑にする役割
＊必要とされるも現時点で日本で欠けている役割

RC-90 BIM
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BIM Player
BIM を用いるプロジェクトでは、産業の専門分野を横断す
る知識と経験を持ち合わせたプレイヤーの役割が重要視さ
れる。そのような技能と知識を持つ人材の育成、あるいは
役割に関しての検討が必要である。

BIM Player 1: BIM をつなぐ役割、個別技能の開拓
プロジェクトごとの個別性が高い建築において BIM を活用
したプロジェクトを円滑に運営するには BIM Player の裁量
に頼る部分が大きい。現行の商習慣ではその役割はプロジェ
クトや国ごとに明確に決まっている訳ではないが、BIM ワー
クフローを考慮すると「オブジェクトデータ・形として生
成させる職能」「情報をつなげる職能」「情報を判断・承諾
する役割」がある。国際的な個人認証制度が策定されており、
BIM Player の役割が認知され、技能開拓が促進されていく
ものと思われる⇒ 10。下記に、BIM をつなげるために必要
となる「役割」をあげる。

BIM Player 2: Knowledge Pool
BIM Player が「つなぐ」情報には、プロジェクトのクリティ
カルな問題や重要な設計意図、知恵が詰め込まれている。
人による情報のバトンタッチにおいて、それを渡す相手の
受け入れ要件に適したものとして、質や量が的確に見極め
られている。このように当事者間の認識の共有が意図され
ている情報は、蓄積され産業知識として共有される価値が
あると考えられる。しかし、情報はただ単に蓄積するだけ
では自動的に精度が向上される訳ではない。

図 8-1

BIM Manager などの概念例

※１出典：
ZIGURAT Global Institute of Technology [BIM Profile]
https://www.e-zigurat.com/international-masters-bimmanager/

図 8-2

BIM データをつなげる

図 8-3

BIM 計画フローの一例

プロジェクト横断蓄積
機械学習を初めとする AI（人工知能）の発展が見込まれる
中、膨大な量の情報から過去の類似性、相関性の高い情報
を類推して提示することで、蓄積された情報の再利用性が
高まる可能性がある。蓄積されたナレッジを人が読み解き、
またＩＴにより自動的に学習されたリスクが算出されるこ
とより、ＢＩＭ運用の最適解がもたらされる。BIM Player
が生み出し、蓄積された情報の価値を高め、知識の良い循
環サイクルを回すためには、個別のエンジニアリング・コ
ンテンツを集約し、産業レベルでの Knowledge Pool を促
進するべきであると考えられる。

図 8-4
RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016
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BIM Pilot Project

Test Filed : 情報のフィードループを確立する

建築のプロジェクト現場においては、各プロジェクトの経済的・時間的キャパシティや、契約、慣習、
戦略等が複雑に関わりあっており、新しい技術の実験的運用が実施されることが安易ではなく、た
めらわれがちである。
（図１）また、新しい技術の有用性に関しても、多様なパラメターの中から具
体的な要因を特定することが困難であり、技術運用のフィードバックも全体的な議論の中で埋もれ
てしまうことが多い。また、異なる企業間、産業間での情報共有の困難さという観点からも、BIM
運用事例共有や、具体的な詳細に関わる情報共有の程度にも限度があるのが現況である。

図：官庁営繕事業における BIM の活⽤（左上）新宿労働総合庁舎（右上）静岡地⽅法務局藤枝出張所（左下）前橋地⽅合同庁舎
出展：http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000094.html
RC-90 BIM
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BIM Pilot Project 1: 現場での普及度理解
民間プロジェクトでの BIM トライアウト事例を、オープ
ンに、また詳細に共有していくことは、セキュリティや
オーナーとの調整等、容易なことではない。日建連（一般
社団法人日本建設業連合会による「施工 BIM のスタイル」
（2014、2016）、あるいは、JFMA による「ファシリティ
マネジャーのための BIM 活用ガイドブック」においても、
いくつかの抜粋された民間からの事例は掲載されている
が、BIMROI →１の観点ほか、プロジェクト全体における
BIM 活用がもたらす影響を把握するのは困難である。官庁
工事の事例等をベースに具体的にどの程度成果が出ている
か、俯瞰的な視点を持って BIM の普及に関して理解を進

図 9-1

先進技術・トライアウトの実行阻害要因

める必要があるが、コストの面からも官庁工事においての
普及そのものにも依然と課題が残る。

BIM Pilot Project 2: つながりの構築
個別の BIM 運用事例を追い出すと、設計・施工・運用に
関して、それぞれの持分における事例は報告が見つかるが、
設計と施工がつながった事例、施工と運用がつながった事
例に関しては、つながることに焦点を当てて記述されてい
る事例はまだ少ない。官庁による BIM の事例においても、
設計時のシミュレーション、ゾーニング、施工時の干渉
チェック等、個別のプロセスにおいての事例がしめされて
いる。BIM をつなぐパイロットプロジェクトでは、具体的
にどのような情報がつながりやすく、どのように相互調整
を行う必要があるのか検討する必要があり、図２に示すよ
うなつながりを記録していくことで、プロセス内での利用
から、連携への焦点を持つことが必要とされる。→２

図 9-2

Pilot Project List

BIM Pilot Project 3: つながりの共有
様々な主体の意見と知見の重ね合わせが実施できる「場所」
と「時間」、すなわち、情報の体系的なフィードバックを
目的としたテスト・フィールドが必要である。（図３）設計・
施工・運用の部門ごとをつなぐためのナレッジを共有して
いくためにも、技術がもたらす可能性のつなぎ方を検討し
ていく必要があり、つなぐこと自体を前提とした意見交換
の方法が求められる。米国にみられるような、トップダウ
ン＆標準化アプローチによるつながりがそぐわないと考え
られる国内産業においては、場所と時間を介した共有の基
盤を持つことが、競争優位性をもつ技術コアの発展につな
がるとも考えられる。
RC-90 BIM による建築生産のイノベーションに関する特別研究会 2016

図 9-3

技術知のオープン化

RC-90 BIM
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BIM Roadmap

Industry Roadmap : 変化の兆しと作りこみ

技術の動向を時間軸上にプロットし、将来的な発展を思索していくには、技術そのもののみなら
ず、技術適応の対象、それを可能にする情報、組織、環境、エネルギーのロードマップを同時に
重ね見た、お互いの専門分野間の将来像のフィードバックをふまえた視点の形成が必要となる。
また、時間軸上のプロットは実現可能性という観点と同時に、より変革可能性を視野に入れた未
来予測型な観点を持ち、理想からの近似と現実の超越を同時に行う必要がある。

図：BIM Maturity Model / BIM Wedge: Mark Bew and Mervyn Richards (2008)
出展 : https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-explained

RC-90 BIM
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BIM Roadmap 1: 何をつくるか？に関するロードマップ
生産の対象のロードマップとしては、建物を運用するビ
ジネスモデルが ICT により変化していくことを踏まえた、
建物をつくる目的や前提とも考えうる用途、ビルディング
タイプの今後をプロットし、何を作り、どのように運用す
るかという、社会的な視点を考察する必要がある。またそ
のためには、どのような情報が必要となってくるかも重要
な観点となる。
BIM Roadmap ２：技術に関するロードマップ
環境データ、エネルギーデータ、BIM ライブラリーの情報
（IoT、建築の物理的構成要素の情報）等、より多くのビル
ディングパラメターが、FM や運用データも含めてデジタ
ルデータ化されていく中、これらのデータがいつ市場レベ
ルでマスデータとして経済的な意味を持つようになるのか
検討する必要がある。

図 10-1

BIM ロードマップ

※ 1 出典：
http://bim-level2.org/en/about/

シミュレーション技術においては、ソフトウェアとしての
演算技術の発展とともに、IoT を介したインプットデータ
のアベイラビリティを発展させていき、BIM につながるた
めのインターオペラビリティを確保していく必要がある。
今後、何が建築をかたちづくるパラメター・データになる
のかを考慮する必要がある。

図 10-2

ロードマップ

BIM Roadmap 3：組織と技能に関するロードマップ
ロードマップは、理想論としての技術導入を、実践可能な
プロセスに落とし込み、現場レベルでのプレイヤー⇒８の
展開へとつながりを作る。ソフトウェア内で AI 等による
オートメーションされていく実務領域と、人がもたらす創
造性が重要視される領域の認識を時間軸上で把握し、人材
教育や高齢化の波長と合わせた BIM ロードマップを描く
必要がある。
また、BIM 導入が到着点となることなく、BIM がデファ
クトとなった際、次にどのような技術的発展があり、その
ためには今から何を作り込むべきなのか、考慮する必要が
ある。複合的なロードマップはこれらを論議する土台とな
る。産業を、より多くの主体の長く広い目で、外れながら
も予想し続けることが重要である。
ロードマップは、完成した結果よりも、異なる観点と課題
を持った主体が集まり、ロードマッピングを行う行為その
ものが重要であり、将来像の比較認識をもつことにその意
義がある。一度作り終わるものではなく、常に認識をアッ
プデートしていくことが重要である。
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図 10-3

ロードマップの同調
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