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標準化、ガイドライン 
• 標準化 

• 何もしなければ多様化・複雑化し、無秩序になってしまう事柄につい
て、秩序が保たれる状態を実現するために、誰もが共通して使用でき
る一定の基準を定めること。 

• 製品やサービスの品質・性能・安全性・互換性の確保、利便性の向上、
試験・評価方法の統一などを目的として、統一された規格をつくる過
程をいう。 

• デジタル大辞泉 
 

• ガイドライン 
• 政府や団体が指導方針として掲げる大まかな指針。 

• 大辞林 第三版 
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アジアのBIM 
• 韓国 

• 2009年に国土交通海洋部が「National BIM Guidelines and Roadmap」を発行し、2010年に公
共調達庁が「BIM roadmap & common guidelines」を発行 

• 中国 
• 2011年に住宅・都市農村建設部がBIMへの取り組みを宣言し、2012年に標準化準備チームが中

国BIM標準の検討を始め、2016年に「BIM適用の統一標準」を発行 
• シンガポール 

• 2012年に「BIM Guide Version 1.0」がBuilding and Construction Authority（BCA）から発行
され、政府のプロジェクトでBIMを導入し始める 

• マレーシア 
• 2013年に建設産業開発局（CIDB）が2014年～2020年までのBIMロードマップを示し、2017年

にBIM Guideを発行するとともにトレーニングセンターを開設 
• ベトナム 

• 2016年に建設省が首相承認文書として「建設と施設管理の活動におけるBIMの適用に関する計
画」が発行され、2021年の実適用に向けてガイドラインをパイロットプロジェクトで試行中 
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BIMに関連する国際標準 
 BIMマネジメント規格, ISO 19650-1, 2018 
 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering 

works, including building information modelling (BIM) -- Information management 
using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles 

 IFCのデータ規格（BIMデータのモデル表現）, ISO 16739-1, 2018 
 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 

management industries -- Part 1: Data schema 

 IDMの方法論と様式（情報受け渡し手順）, ISO 29481-1 , 2016 
 Building information models — Information delivery manual — Part 1: 

Methodology and format 

 IFD：建設分野の情報の組織化（建設情報分類）, ISO 12006-2, 2015 
 Building construction -- Organization of information about construction works -- 

Part 2: Framework for classification 
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なぜ、BIMに標準化が必要なのか 
• BIMを要求する発注者がBIMに対する共通理解を持つため 

• 発注者ごとに要求が異なるとサプライヤーの生産性が低下する 
• 様々なBIMソフトウエア間で情報を受け渡すため 

• 基本設計、実施設計、生産／製品設計で使用するソフトウエアは異なる 
• BIMのデータを様々なソフトウエアで利用するため 

• データ構造が標準化されていないと関連ソフトウエアの開発が進まない 
• BIMに関する人材育成を促進するため 

• 産業における共通理解がなくては体系的な教育ができない 
• 産業全体の生産性を向上させるため 

• データや手続きが標準化されていないと申請や調達をデジタル化できない 
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標準化の方向性 
① 設計プロセスに注目した標準化 

• BIMとスペックの連携方法 
• 属性項目 

 
② 業務の効率化に注目した標準化 

• データ構造 
• プラットフォーム 

 
③ 施工の生産性向上に注目した標準化 

• BIMに関する諸制度 
• BIMとマニュファクチャリングの関係 
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英国のＢＩＭ 
プロセスの標準化とそれを実行するためのツール群 

8 



ＢＩＭの成熟レベル（BIS BIM strategy Report,2011） 

• UK Government's BIM Level2 Mandate 
• 【Level 2】 2016年までに各専門分野のBIMモデルを互いに共有・参照する 

（企業単位のBIM Level2認証制度有り） 

• Digital Built Britain 
• 【Level 3】 2025年までにクラウド上にある1つのBIMモデルで協働作業をする

（BIM を建物のライフサイクルマネジメントのプラットフォームとする） 
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英国規格協会（bsi）のBIMガイドライン 
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PAS1192-2 
建設プロジェクトの 
設計施工段階における 
プロジェクトの情報管理要件 

PAS1192-3 
建設プロジェクトの 
施設運用段階における 
プロジェクトの情報管理要件 

BS1192-4COBie 
COBieを利用した発注者の 
情報交換要件を満たす 
情報構築 

CIC BIM Protocol 
BIMを使用する 
プロジェクトで使用するため 
の標準プロトコル 

BS1192：2007 
建設情報の生産、流通及び 
品質を管理するための 
方法論の確立 

PAS1192-5 
BIMを利用したプロジェクトに 
おける情報管理等における 
セキュリティ仕様書 

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/bldcolumn/14/660654/090800013/?SS=imgview&FD=1421851125
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PAS 1192-2 
BIM Process 



NBSが提供するツール群 
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プロジェクト毎の建築仕様書を
設計の段階的に作成するツール
（2019年2月よりクラウド化） 

Plan of Workのフェーズに沿っ
てBIM等各種データを共有する
クラウドシステム 

IFCとCOBieに基づいた標準の
属性項目を定めたBIMオブジェ
クトを配信するライブラリ 

施工の標準、規則、技術的アド
バイスなどのポータルサイト 

BIMオブジェクトと各種仕様の
データをリンク付けする各ソフ
トウエアのプラグイン 

仕様を図面で参照する、施工時
のコスト分析などに利用する、
BIMモデルのビューワ 



Co 
Complex 

Ac 
Activities 

SL 
Space/Location 

En 
Entities 

EF 
Elements/Functions 

Ss 
Systems 

Pr 
Products 

プロジェクト全体 
（＝プログラム） 

プロジェクトを構成する施設 
（＝プロジェクト） 

施設を構成する主要エレメント 

エレメントへの要求に対する解決 
（＝構成に対する分類） 

システムを構築する資機材・部品 
（＝製品分類） 

BIMオブジェクトと
対応する分類体系 

Uniclass2015 



BIMオブジェクトの「属性情報」の標準化 
• NBS BIM Object Standard : NBS “National BIM Library” 
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Property Group 内容 意味 
クラスで共通 IFC IFC4のcommon property sets  

例：Wall 
http://www.buildingsmart-
tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/ 

機器・部位に対
する要求性能 

NBL全て共通 COBie グローバル標準の「COBie v2.4」=「COBie 
UK 2012」=「BS1192-4」における「Type」
シートと「Compornent」シートのほぼ全て 

機器、部位の工
事仕様と管理情
報 

BOS_General オブジェクトによらずNBSオブジェクトとし
て標準化された項目 
（ファイル名、メーカー名、分類コード
（Uniclass2015）、NBS登録番号、参照して
いる標準書の版、など） 

機器、部位のメ
タデータ 

オブジェクト
毎に個別 

BOS_Data オブジェクトのタイプ別に異なる項目 
（形状に関するパラメータ／プロパティ、法
規制／性能、部品等のオプション、など） 

製品独自の情報
（≒カタログ） 

NBS BIM Object Standard v2.0における 
「Information Requirements」で定義している属性グループ 
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IFC 

NBS 
General 

NBS 
Data 

COBie 



中国のＢＩＭ 
業務の効率化をサポートするデータ構造の標準化 

18 



中国におけるBIMの状況  
• 2011年から国家施策としてBIMの普及を推進 

• 2011年 第12次五ケ年計画 
• 2012年 中国BIM開発同盟 
• 2016年 BIM適用の統一基準 
• 2016年 第13次五ケ年計画 

• 2016年に中国で初めてBIMを全面的に利用した「上海タワー」が竣工 
• 2016年から順次、BIMに関する本格的な標準類が発行されている 

• 民間企業主体でBIM適用を推進するための環境整備を政府が実施 
• bSIが提唱するBIMの標準システムを参考に6つのBIM国家標準を整備 

• 現在は、ある程度の規模のプロジェクトでBIMが用いられている 
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種類 番号/名称（日本語訳） 名称（英文） 実施年 概要

国家
標準

GB/T 51212-2016 
BIM応用統一基準

Unified standard for 
building information 
modeling

2017

BIMモデルの構築方法、共有方法、プロジェクトライフサイク
ル全体での使用方法に関する統一規則。他の標準はこの標準に
基づいている必要がある。モデルのデータ要件、交換および共
有要件、適用要件、プロジェクトまたは企業で実装のため要件
を含む。

国家
標準

GB/T 51269-2017 
BIM分類体系標準

Standard for classification 
and coding of building 
information model

2018
IFDに対応する標準。OmniClassを参照に様々な種類の情報の
分類とコーディング方法の標準。データ構造と分類方法は
OmniClassと一致しているが、分類コード番号は異なる。

国家
標準 BIMによる建築技術情報の保管標準 Standard for storage of 

building information model
パブコ
メ中

IFCに対応する。IFCのスキーマに基づいたBIMデータの保管
に対する規則。

国家
標準

GB/T 51301-2018 
BIMによる設計情報の配信標準

Standard for design delivery 
of building information 
modeling

2019

IDMに対応し、MVDを含む。プロジェクトの計画段階および
設計段階における命名規則、設計の段階に対応するLODとそ
れに含める情報の内容、基本的な建物の情報、属性情報、地理
情報、水道設備および暖房設備情報などの詳細な規制、BIMモ
デルの成果物に関する詳細な要件などを含む。

工業
規格

JGJ/T 448-2018 
BIMを用いた設計の図面標準

Standard for graphic 
expression of 
building information 
modeling

2019
「BIMによる設計情報の配信標準」に対して、配信する成果物
の表現方法の規程。詳細度ごとの幾何形状の精度、プレファ
ブリケーションを視野に入れたモデル単位、属性情報の表
記、モデルの色、ビュー表現と命名、基準座標など。

国家
標準

GB/T 51235-2017 
施工段階におけるBIM利用の標準

Standard for building 
information modeling in 
construction

2018

IDMに対応し、MVDを含む。BIMモデルの作成、使用および
管理のための要件。深化設計から、建設シミュレーション、プ
レハブ加工、進捗管理、コスト管理、品質および安全管理、工
事監理に至るまで、完成の承認という観点から提案された建設
プロセス、建築モデルにBIMアプリケーションを使用する方法。

中国BIM国家標準（6つの標準類） 



中国のBIMを読み解くキーワード 
• P-BIM（Practice-based BIM model）
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MVD

MVD

MVD MVD

MVD

MVD

MVD

MVD
IFC BIM（API）

Standard

Exchange
Platform

BIM
Product model

sub-BIM

Application
(P-BIM Soft ware)Application

IFC-BIMの概念図 P-BIMの概念図



P-BIM構想の要点 
• 技術的には、buildingSMART Internationalの標準に準拠

• IFC ; Industry Foundation Classes
• IFD ; International Framework for Dictionaries
• IDM ; Information Delivery Manual
• MVD ; Model View Definition
• bsDD ; buildingSMART Data Dictionaries

• BIMと既に流通あるいは新規に開発する業務アプリケーション
ソフトウエアを融合

• 2017年に、11の専門分野に対するP-BIMソフトウエア機能および情報
交換規格を含む13の協会規格をリリース（中国建設技術標準化協会）
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中国におけるBIMの推進体制 
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中華人民共和国住宅都市農村建設部
（日本の国土交通省に相当） 

省級行政区 国内 
ソフトウエアベンダー 

ゼネコン 設計院 

推進の政策化 
国家標準の制定 

実施標準の制定 
パイロットプロジェクトの試行 

BIM教育・認証プログラムの提供 業務ソフトウエア開発 

コンサルタント 

中国建設技術標準化協会 
（P-BIM） 

設計主導でプロジェクトにBIMを導入 

国外 
ソフトウエアベンダー 

BIMソフトウエア販売 
セミナー等の開催 



シンガポールのＢＩＭ 
施工の生産性向上に向けたBIMの推進 
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シンガポールの労働環境と諸制度 
• 外国人労働者への依存率が高い

• 全産業：2007年; 30.7％→2012年; 37.0％→2017年; 37.9％
• 建設労働者は100％が外国人労働者

• 外国人労働者の増加に対する、市民から政府への批判
• 新規外国人労働者流入の抑制が国家的課題 ⇒ 生産性の向上

建設労働者の 
総量を抑制 

（MYE, Levy） 

生産性向上に 
対する取り組みへ

の公的助成 
（CPCF） 

施工性が高い 
設計の義務付け 
（Buildability） 

建設技術者や 
建設労働者の 
スキルアップ 

（BCA Academy） 

建築建設省に 
よる各種の表彰 
（BCA Award） 

建設業の生産性向上に向けた制度
設計とBIMを関連付けた政策 

BCA：建築建設庁 
MOM：人材省 



建設業労働者の総量規制 
• MYE（Man-Year Entitlement） 

• プロジェクトの元請者が1 年で雇用できる新規の労働許可保有者数 
• プロジェクト単位で割り当てられ、請負金額で決まる 

 

• Levy（外国人雇用税） 
• 外国人労働者の雇用主が支払う 
• 労働者のスキル（R1/R2）とMYEの適用によって金額が異なる 

Skill 2014 2015 2016 2017 

MYE対象 
Skilled（R1） $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 

Basic skilled（R2） $ 550 $ 550 $ 650 $ 700 

MYE非対象 
Skilled（R1） $ 700 $ 600 $ 600 $ 600 

Basic skilled（R2） $ 950 $ 950 $ 950 $ 950 

建設労働者の月額Levy改定計画（BCA） 



Buildability 
• Buildable Design Appraisal System（BDAS） 

• 建築工事の生産性向上を目的とした評価システム 
• 建物種類×延べ床面積で最低点が決められている 

• Buildable Design Score 
• 施工性の高い構法を、設計に組み入れる制度 

• Constructability Score 
• 施工効率の良い工法を、施工計画に組み入れる制度 

 評価指標 対象 評価項目 算定式 要件 未達成の罰則 
Buildable 
Design Score 

設計（構法） 標準化、単純化、
工業化など 

構造+外装+そ
の他 

確認申請 入居許可が発行
されない 

Constructability 
Score 

施工（工法） 無足場、地組、
BIMなど 

構造+設備+仕
事の進め方 

着工許可 $ 10,000以下の
罰金 



シンガポールのBIM Guide 
• Singapore BIM Guide 

• 設計フェーズごとのBIMモデルの詳細度の目安 
• BIMを導入した設計で役割と責任を決めることの重要性 
• BIMを導入した場合の報酬の割り増し 

 

• Singapore VDC Guide 
• VDCを行う際のプロジェクトチームの在り方 
• リーンコンストラクションの進め方 
• 入札のためのモデルの作り方、属性情報の標準化 
• コーディネーションの進め方 
• バーチャルコンストラクションの実行手順 

• 施工計画、プレファブリケーション、設備工事、内装工事 
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基本事項 

具体的方法 



まとめ 

33 



標準化＝基準ではない 
• 無いよりも有った方が良い 
• 全てその通りにできるわけではない 

 
• 国際標準をベース 
• 国ごとに独自の視点でガイドラインを作成 

 
• 政府が将来のビジョンを示す 
• 建設産業が自然とその方向へ進んでいく 
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