
「（仮称）BIM ライブラリ技術研究組合」設立に関する説明会 議事次第 

 
日 時：令和元年 6 月 10 日(月)  14:00~17:00 
場 所：TDB ホール（東京都中央区新川 1-28-23 東京ダイヤビル 5 号館 1 階） 

 
議事次第 

 
１. 開会あいさつ 

 
２．1) これまでの経緯及び申請の留意点の説明 
  2）技術研究組合制度について 

3)「（仮称）BIM ライブラリ技術研究組合」に関する説明 
  4) 申請資料に関して提供いただく情報及び申請までのスケジュールについて 
  5）BLC 総会における質疑応答について 
  6) BIM に関する最新の動向について 

7) 質疑等 
 
３．  閉会 
 
 

資料 1    これまでの経緯及び申請における留意点 
資料 2   技術研究組合制度について 
資料 3-1 「（仮称）BIM ライブラリ技術研究組合」の申請資料(案) 
資料 3-2 知的財産に関する補足説明 
資料 4-1 申請書に掲載する企業などの情報の提出に関する説明資料 
資料 4-2 申請までのスケジュール 
資料 5    BLC 総会における質疑応答[一部修正あり] 

技術研究組合及び設立手続きに関する Q&A 
資料 6-1 官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)2018 年度の実施結果について 
資料 6-2  国土交通省の建築 BIM 推進会議について 
資料 6-3 BIM 特集の新聞記事(建設通信 5 月 30 日号) 

 
 
 
新規参加企業には、「BIM ライブラリーコンソーシアム平成 30 年度活動報告」を用意し

ております。 



資料 1 
これまでの経緯、申請における留意点 
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資料 2 

BIM ライブラリー構築の研究体制の見直しについて 
 

1. これまでの経緯と今後の対応について 
[概要] 

BIM ライブラリー構築に関しては、平成 27 年度から BIM ライブラリーコンソーシアム

を設立して取り組んできており、平成 30 年 10 月には、BIM ライブラリーの前提となる

BIM オブジェクト標準を確立し、その後、建築研究所から「BIM オブジェクトライブラ

リの運用システムの試作検討業務」を受託・実施し、約 100 のオブジェクトの試作、BIM
ライブラリーサイトの試作、本格的な BIM ライブラリーサイトの要件整理を行った。 
 BIM ライブラリーコンソーシアムの当初の活動予定期間は、平成 31 年(2019 年)度末ま

でとされており、今後の研究実施体制は、以下に示す経緯と理由から、技術研究組合に改

編する方向である。 
 
[技術研究組合に改編する経緯及び理由] 

・平成 30 年 6 月の政府未来投資戦略会議で、「次世代インフラメンテナンスシステム(建設

から維持管理のプロセス全体の 3 次元データ化等)」が取り上げられ、i-construction の

推進により、建設生産性を 20%向上する目標が設定された。その推進の枠組みとして、

官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）を活用することとされた。 
・国立研究開発法人建築研究所は、この PRISM の枠組み(平成 30 年(2018 年)度~平成 33
年(2021 年)度)により、研究を行うこととなり、上記 1.に示すように、建築保全センター

がその 2018 年度業務（BIM ライブラリーサイト試作等）を受託・実施した。 
・「研究開発の促進に向けた共同研究組織の公募」(建築研究所担当テーマ：BIM を活用し

た効率的な建築プロジェクト管理に関する技術)が昨年度公表されたが、その要件として

技術研究組合の活用を図ることが示された（平成 31 年 4 月 26 日（仮称）BIM ライブラ

リ技術研究組合が特定された）。 
・今後は、設計者、施工者、メーカー、BIM ソフトウェアベンダー、学識者、関係団体

等、現在のコンソーシアムと同等以上の幅広い関係者の一体となった取組みが必要であ

る。 
・技術研究組合では、コンソーシアムの活動がすべて継続可能である。 
・技術研究組合は、受託事業の実施や研究内容に関連した付帯事業として収益を得ること

が可能である。 
・技術研究組合は、大臣認定の独立組織であり、その位置付けが明確になる。 
・申請手続きは 2、3 か月が必要とされており、仮に、昨年度設立していたとしたら 2018

年度の PRISM の開始時期に間に合っていた。 
・存続期間の多くは 5～10 年であり、収支状況から終了後の組織形態を検討できる。 
・建築研究所担当の「BIM を活用した効率的な建築プロジェクト管理に関する技術」を含

む 4 つのテーマの技術研究組合設立の主務大臣は国土交通大臣である。  

技術研究組合制度について 
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2. 技術研究組合(Research & Development Partnership)とは 
「技術研究組合は、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために

共同研究を行う相互扶助組織（非営利共益法人）です。各組合員は、研究者、研究費、設

備等を出しあって共同研究を行い、その成果を共同で管理し、組合員相互で活用します。 
平成２１年の改正により、研究開発終了後に会社化して研究成果の円滑な事業化が可能

になるなど、従来よりも使いやすい制度になりました。今後は、大企業、中小ベンチャー

企業、大学・公的研究機関等により幅広く活用されることが期待されます。」 
(経済産業省ホームページより抜粋) 

(1)根拠法  技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号） 
(2)窓口   経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 技術研究組合担当 

国土交通省は技術調査課 
(3)技術研究組合の設立実績は、経済産業省を主に 200 以上あり、代表例は SUICA 開発が

ある。国土交通省所管では次世代無人化施工技術研究組合等 4 組合が設立されている。 
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3. 技術研究組合の特徴(経済産業省ホームページより抜粋) 
(1)法人格がある（認可法人） 
組合員から独立した法人格を有する共同研究組織で、各種取引の主体や登記等の名義人に

なることができ、主務大臣への設立認可申請や届出、組合員総会・理事会の開催などを通

じて、組織運営 の透明性と信頼性が高まる。 
(2)組合員資格 

共同研究の成果を直接または間接に利用する者が組合員になることができる。 
(3)賦課金（ふかきん）による運営（費用処理） 
組合員は、技術研究組合に支払う賦課金を費用処理でき（研究開発税制の適用あり）、ま

た組合員は、賦課金の限度で技術研究組合及び第三者に責任を負う。 
技術研究組合は非出資組織であるため、その事業に必要な費用を組合員に賦課するが、組

合員の議決権及び選挙権は、賦課金の負担割合にかかわらず平等である。 
(4)圧縮記帳 
技術研究組合が、賦課金をもって、試験研究用資産を取得し、又は製作した場合は、１円

まで圧縮記帳できる。（租税特別措置法 ６６条の１０）。 
(5)会社への組織変更・分割 

研究開発終了後は、組織変更または分割により会社化し、円滑に事業化することができる。 
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［規則第５条及び様式第１］ 

                                                        年 月 日 

 

 国土交通大臣 殿 

 

             設立しようとする組合の名称及び住所 

            住 所 東京都中央区新川 1-24-8             

            名 称 BIMライブラリ技術研究組合 

          

 

            設立時組合員１       

            住 所 東京都中央区新川 1-24-8              

            氏 名 一般財団法人建築保全センタ 

ー理事長  

奥田修一 印 

 

            設立時組合員２       

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役社長 

●●●● 印 

 

          御社の代表権を持つ方の氏名等を記載 

のうえ、社内稟議をお願いします。 

 印 

 

             

 

 

設立時組合員４ 

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役副社長 

●●●● 印 

 

資料３－１ 

1



 

 一枚あたり５名の記載例ですが増減する可能性があります。 

 

設立時組合員５       

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役社長 

●●●● 印 

 

 

          設立時組合員６      

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役会長 

●●●● 印 

 

 

            設立時組合員７ 

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役副社長 

●●●● 印 

 

 

            設立時組合員８ 

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役社長 

●●●● 印 

 

 

          設立時組合員９       

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役会長 

●●●● 印 
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・ 

・ 

・ 

設立時組合員ｎ       

            住 所 東京都●●              

            氏 名 株式会社●● 

代表取締役東京支店長 

●●●● 印 

 

 

 

 

技術研究組合設立認可申請書 

 

技術研究組合法第１３条第１項の規定により技術研究組合の設立の認可を

受けたいので、下記の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

  １ 定 款 

  ２ 試験研究の実施計画書 

３ 事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有することがで

きるものであることを説明する書面 

  ４ 試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に実施すること

ができるものであることを説明する書面 

  ５ 成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

  ６ 役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面       
（注）設立時組合員は、全員について記載。 

法人組合員は、代表権を持つ者の氏名を記載。 

3
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BIM ライブラリ技術研究組合 定款 

（案） 
 

第１章 総 則 
(事業) 
第１条 本組合は、建築物の設計・施工管理の省力化をはじめとする生産性向上による持続 

的な経済成長、科学技術イノベーションの創出などが求められる状況にあって、BIM 
（Building Information Modeling―建築情報モデル）活用のための共有基盤を形成する課  
題を解決するために、次の事業を行う。情報ソフトインフラの試験研究と社会実装が目的 
であるため、主として社会利益を主眼とした試験研究を行う点が、本技術研究組合の特色 
である。 
一 BIM による円滑な情報連携の実現のため、繰返し利用される建築物の部材・部品の形

状や性能等のデータ（BIM オブジェクト）を標準化し、その提供や蓄積を行う BIM ラ
イブラリを構築・運用するとともに、現在 BIM 導入を検討・開発中でその効果が大き
い領域との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロジェクト管理等を実用化す
ることに関する試験研究の実施。 

二 組合員のために前号の試験研究の成果を管理すること。 
三 組合員に対する技術指導を行うこと。 
四 試験研究のための施設を組合員に使用させること。 
五 前各号の事業に附帯する事業。 

 
（名称） 
第２条 本組合は、BIM ライブラリ技術研究組合（略称 BLCJ ：Building information  

modeling Library Collaborative research association of Japan）と称する。 
 
(事務所の所在地) 
第３条 本組合は、事務所を東京都中央区に置く。 
 

第２章 組合員 
(組合員の資格) 
第４条 本組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に本組合の行う試験研究

の成果を直接又は間接に利用する者（国立研究開発法人、独立行政法人、地方共同開発法
人、特定非営利活動法人、民法上の任意の組合、権利能力なき社団を含む。）とする。 

２ 本組合は、前項に規定する者のほか、国立大学法人、産業技術研究法人、学校法人、技
術研究組合、大学共同利用機関法人、公立大学法人、試験研究を主たる目的とする一般社
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団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人（以下「一般社団法
人等」という。）及びそれらの法人に属して試験研究を行う者を組合員とすることができ
る。 

 
(加入) 
第５条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができ

る。 
（自由脱退） 
第６条 本組合の組合員は、90 日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退するこ

とができる。 
 
(法定脱退) 
第 7 条 本組合の組合員は、次の事由によって脱退する。 

一 第４条に規定する組合員たる資格の喪失 
二 死亡又は解散 
三 除名 

２ 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によってすることができる。この場合は、
本組合は、その総会の日の１０日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総
会において、弁明する機会を与えるものとする。 
一 費用の支払その他本組合に対する義務を怠った組合員 
二 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員 
三 本組合の名誉を著しく毀損する行為をした組合員 

３ 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に
対抗することができない。 

 
（費用の賦課） 
第８条 本組合は、次に掲げる事項を考慮して、組合員に本組合の事業に要する費用を賦課

することができる。 
一 本組合の行う試験研究の成果を利用する分量 
二 組合員の事業規模及び法人属性等 
三 新規に加入する組合員について、既存の組合員が過去に負担した金額（当該組合員が 

BIM ライブラリーコンソーシアムの会費を負担していた場合はその価額を含む。） 
四 脱退する組合員について、脱退事業年度及びその翌年度以降に負担する金額 

２ 前項に規定する費用の賦課及び徴収の方法は、総会の決議により定める。 
３ 組合員は、前２項の費用の納付について、相殺をもつて本組合に対抗することができな

い。ただし、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して本組合に金銭を預託し、
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現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納
付に充てるときは、この限りでない。 

 
(損失の処理) 
第９条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。 
 
（組合員名簿の作成等） 
第 10 条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又

は記録するものとする。 
一 氏名又は名称及び住所又は居所 
二 加入の年月日 

２ 組合員は、氏名又は名称及び住所又は居所を変更したときは、遅滞なく本組合に届け出
なければならない。 

 
(議決権及び選挙権) 
第 11 条 組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。 
２ 組合員は第３１条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代

理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若
しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。 

３ 前項の規定により議決権又は選挙権を行うものは、出席者とみなす。 
４ 代理人は、５人以上の組合員を代理することができない。 
５ 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。 
 
（守秘義務） 
第 12 条 本組合の組合員（組合員が法人である場合には、その役員又は職員）又は組合員

であった者は、本組合の事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
 
(使用料及び手数料) 
第 13 条 本組合は、施設等の使用料及び事務等の手数料を徴収することができる。 
 

第３章 事業の執行 
(事業の執行) 
第 14 条 本組合は、第１条の事業について、この定款、試験研究の実施計画及び毎事業年

度の事業計画等に基づいて、適切に執行する。 
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第４章 役員 
（役員の定数） 
第 15 条 本組合の役員の定数は、次のとおりとする。 

理 事 3 人以上１３人以内 
監 事 1 人又は 2 人 

 
（役員の選任） 
第 16 条 役員は、総会において、第３３条の規定により選任する。 
 
（役員の資格） 
第 17 条 本組合の理事の定数の少なくとも３分の２は、組合員又は組合員たる法人の役員 

若しくは使用人（組合員たる法人に代わって本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁
判外の行為をする権限を有する使用人に限る。）でなければならない。 

 
(役員の任期) 
第 18 条 役員の任期は、次のとおりとする。 

理 事 ２年 
監 事 ４年 

２ 前項の任期は、任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時までとする。 
３ 補欠又は増員のために選挙された役員の任期は、その前任者又は現任者の残任期間とす

る。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選挙さ
れた役員の任期は、第１項に規定する任期とする。 

 
(役員に欠損を生じた場合の措置) 
第 19 条 役員が欠けた場合又はこの定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満 

了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員とし
ての権利義務を有する。 

 
（監事の職務及び権限） 

第 20 条 監事は、会計に関するものに限り監査する。 
２ 監事は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、理事及び使用

人に対して会計に関する報告を求めることができる。 
 
（理事長等） 
第 21 条 理事のうち１人を理事長、１人を専務理事とし、必要に応じて常務理事を置くこ

とができることとし、理事会において選任する。この場合において、理事長が専務理事を
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兼任することを妨げない。 
２ 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。 
３ 専務理事は、理事長を補佐して本組合の業務を執行し、理事長に事故があるときはその

職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 
４ 常務理事は、専務理事を補佐して本組合の業務を執行する。 
５ 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちから

理事長の代理者又は代行者１人を定める。 
 
（責任の免除又は限定） 
第 22 条 本組合は、技術研究組合法第３４条第１項の責任について、同条第５項に定める

要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た
額を限度として、総会の決議によって、免除することができる。 

２． 前項の規定に関わらず、本組合は、技術研究組合法第３４条第１項の責任について、
同条第９項で準用する会社法第４２６条第１項に定める要件に該当する場合には、賠償
責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議
によって、免除することができる。 

３． 前２項の規定に関わらず、本組合は、技術研究組合法第３４条第１項の責任について、
役員（理事長、専務理事、常務理事及び前条第５項で定める代表者又は代行者を除く。）
が同条第９項で準用する会社法第４２７条第１項に定める要件に該当する場合には、賠
償責任を限定する旨の契約を当該役員と締結することができる。ただし、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。 

 
第５章 会議 

（理事会の権限等） 
第 23 条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。 
 
（理事会の招集） 
第 24 条 理事会は、理事長が招集する。 
２ 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事が事故又は欠員のと

きは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が理事会を招集する。 
３ 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集

を請求することができる。 
４ 前項の規定による理事会の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２

週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請
求をした理事は、理事会を招集することができる。 
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（理事会招集の手続） 
第 25 条 理事会を招集する者は、理事会の日の 5 日前までに、各理事に対してその通知 

を発しなければならない。 
２ 前項の規定に関わらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく開催することができる。 
 
（理事会の決議） 
第 26 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数 

をもって行う。 
２ 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 
３ 理事は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は電磁的方法により理事会の議決

に加わることができる。 
４ 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ

き理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議が
あったものとみなす。 

５ 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事
会へ報告することを要しない。 

 
（理事会の議長） 
第 27 条 理事会においては、理事長又は理事会において選任される者が、その議長となる。 
 
（理事会の議事録） 
第 28 条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署 

名し、又は記名押印しなければならない。 
２ 理事会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席し

た理事の氏名その他の技術研究組合法施行規則（以下「規則」という。）第１４条第３項
各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 

３ 規則第１４条第４項各号に掲げる理事会の決議があったものとみなされた場合及び理
事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事
項を内容とするものとする。 

 
（通常総会の招集） 
第 29 条 通常総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に、理事会の決議を経て、理事長が招 

集する。 
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（臨時総会の招集） 
第 30 条 臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の決議を経て、理事長が招集す 

る。 
２ 組合員が総組合員の５分の１以上の同意を得て、総会の目的である事項及び召集の理由

を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求の
あった日から２０日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 

 
（総会招集の手続） 
第 31 条 総会の招集は、総会の日の１０日前までに、総会の目的である事項及びその内容 

を示し、書面又は電子メールにより組合員に通知しなければならない。 
２ 前項の規定に関わらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく開催することができる。 
 
（総会の決議事項） 
第 32 条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。 

一 定款の変更 
二 規約の設定、変更又は廃止 
三 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更 
四 費用の賦課及び徴収の方法 
五 本組合の解散 
六 組合員の除名 
七 事業の全部の譲渡 
八 技術研究組合法（以下「法」という。）第３４条第５項の規定による役員の本組合に対

する損害賠償責任の免除 
九 毎事業年度の決算関係書類及び事業報告書 
十 本組合の組織変更、合併又は新設分割 
十一 役員の選任 
十二 損失の処理 
十三 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項 

 
（総会の議事） 
第 33 条 総会の議事は、法又はこの定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、

出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
２ 議長は、総会において選任する。 
３ 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。 
４ 総会においては、第３１条第１項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議
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決することができる。ただし、出席した組合員の３分の２以上の同意を得たとき及び同条
第２項の規定により招集の手続を経ることなく開催する場合は、この限りでない。 

 
（特別の決議） 
第 34 条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の３分の２以上の多

数による決議を必要とする。 
一 定款の変更 
二 本組合の解散 
三 組合員の除名 
四 事業の全部の譲渡 
五 法第３４条第５項の規定による役員の本組合に対する損害賠償責任の免除 
六 本組合の組織変更、合併又は新設分割 

 
（総会の議事録） 
第 35 条 総会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名 

し、又は記名押印しなければならない。 
２ 総会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した

理事の氏名その他の規則第５１条第３項各号に掲げる事項を内容とするものでなければ
ならない。 

 
第６章 会計 

（事業年度） 
第 36 条 本組合の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（会計帳簿の作成） 
第 37 条 本組合は、規則第４３条から第４５条までに規定するところにより、適時に、正

確な会計帳簿を作成するものとする。 
 
（残余財産の処分） 
第 38 条 本組合の解散後の残余財産の処分は、本組合の事業に対して組合員がした負担及

び寄与の程度を勘案して、総会の決議により定める方法により行う。 
２ 前項の規定に関わらず、解散の目的が本組合の事業を承継する一般社団法人等の設立

の場合にあっては、残余財産（組合の研究開発に係る知的財産の一切を含む）を当該一般
社団法人等に承継するものとする。 

３ 組織変更及び新設分割の場合にあっては、法令の規定によるものとする。 
４ 第１項及び前項において勘案する組合員がした負担及び寄与の程度には、BIM ライブ

ラリーコンソーシアムにおける負担及び寄与の程度を含むものとする。 
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第７章 雑則 
(公告方法) 
第 39 条 本組合の公告は、本組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。 
 
(規約) 
第 40 条 この定款に定めるもののほか、本組合の運営に関し必要な事項は、規約で定める。 
 
（顧問） 
第 41 条 本組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時本組合の重

要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、本組合を代表することができ
ない。 

 
（参事） 
第 42 条 本組合は、理事会の決議により、参事を選任し、主たる事務所において、本組合

の業務を行わせることができる。ただし、参事は、本組合を代表することができない。 
 
（使用言語） 
第 43 条 本組合における使用言語は、日本語とする。 
 
 
付 則 
（施行期日） 
１ この定款は、本組合の設立の登記の日から施行する。 
 
（設立当初の事務所の所在地） 
２ 本組合の設立当初の事務所の所在地は、東京都中央区新川 1 丁目２４番８号に置く。 
 
（設立当初の役員） 
３ 本組合の設立当初の役員は、第１６条の規定に関わらず、次のとおりとする。 

理 事 長  奥田 修一（一般財団法人建築保全センター理事長） 
専務理事 ・・・・ 
理   事 ・・・・ 
同     ・・・・ 
同     ・・・・ 
同     ・・・・ 
同     ・・・・ 

12



10 
 

監    事  ・・・・ 
 
（設立当初の役員の任期） 
４ 設立当初の役員の任期は、第１８条第１項の規定に関わらず、設立後最初に開催される

通常総会の終結の時までとする。 
 
（第１回事業年度） 
５ 第１回の事業年度は、第３６条の規定に関わらず、本組合の設立の登記の日に始ま 

り、平成３２年３月３１日に終わる。 
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試験研究の実施計画書 
 
１．試験研究の課題 

建築物の設計・施工・維持管理の生産性向上が求められる状況にあって、建築

物の部材・部品の３次元の形状と性能等のデータを併せ持つ BIM（Building 
Information Modeling）を、多くの利用者が使いやすい環境に構築することが必

要。そのために、共通ルール（標準）に基づいた情報基盤の形成が課題である。 
 
２．試験研究の目的 
 BIM による円滑な情報連携の実現のため、繰返し利用される建築物の部材・

部品の形状や性能等のデータ(BIM オブジェクト)を標準化し、その提供や蓄積

を行う BIM ライブラリを構築・運用するとともに、現在 BIM 導入を検討・開

発中でその効果が大きい分野との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロ

ジェクト管理等を実用化することを試験研究の目的とする。また BIM オブジェ

クトの標準化と広く利用される情報プラットフォーム(BIM ライブラリ)構築が

主な成果であることから、社会利益を主眼とした試験研究であることが特色であ

る。 
 
３．試験研究の実施の場所 

名称等 所在地 
BIM ライブラリ

技 術 研 究 組 合

（BLCJ）事務所 

東京都中央区新川１－２４－８ (一財)建築保全センター内 

各社 

東京都●●･･･株式会社●●内（組合員各社の住所を記載の上稟議

して下さい） 
東京都中央区新川１－２４－８ (一財)建築保全センター 
 
 
 

 
４．試験研究のために使用される設備の概要 

設備名 台数 場所 用途等 
試作した運用シス

テム 
１ 事務所 BIM オブジェクトの試作、試行及び課題

検証 
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５．事業年度別実施計画 

テーマ 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

(1)BIM オブジ

ェクトの標準

化 

他の分野の研

究活動成果を

反映して継続

的研究の実施 

他の分野の研

究活動成果を

反映して継続

的研究の実施 

BIM オブジェ

クト標準

Ver2.0 の確立 
建築分野の

情報プラッ

トフォー

ム、標準と

して技術的

側面の整理 
 
システムと

して継続的

な運用の整

理 
(社会実装の

検証、整理) 

(2)BIM ライブ

ラリの構築・

運用 

オブジェクト

の作成と作成

支援 
BIM ライブラ

リ構築条件整

理と構築 

オブジェクト

の作成と作成

支援、BIM ラ

イブラリ構

築、運用開始

と検証 

BIM ライブラ

リ運用と検証 

(3)BIM による

円滑な情報連

携の実現 

建築確認との

連携の検討 

仕様情報との

連携の検討、

試行プロジェ

クトでの検証 

その他の分野

との連携の検

討 

(4) BIM フロン

ティア技術 
情報収集 

連携可能性の

検討 
社会実装の準

備 
 
 
 
 
６．試験研究の具体的内容 

テーマ 試験研究の具体的内容 目指す成果 
(1)BIM
オブジェ

クトの標

準化 

BIM オブジェクトは、建築物を構成する部材・製

品・機器等を BIM でモデル化したものであり、形

状(情報)と属性(情報)で構成される。形状(情報)は
部材等の 3 次元の形であり、属性(情報)は、性能、

種別、法令、仕様、耐久性、コスト等である。建

築プロジェクトで BIM を利用する場合には、この

BIM オブジェクトを作成し、また繰返し利用する

が、従来は個々の企業で BIM オブジェクトを作成

しており、情報の配列・定義が不統一のため、円

滑な情報連携ができなかった。そこで主に属性(情
報)の標準化を図り、円滑な情報連携と生産性向上

を図るものである。 

BIM オブジ

ェクトの標準

を確立、拡

充。 
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 前身の BIM ライブラリーコンソーシアムにおい

て、2018 年 10 月に BLC BIM オブジェクト標準

(version1.0)が合意・確立されているが、PRISM
の調査研究により課題が示されており、またテー

マ 3,4 に関連する検討箇所もあること、対象製品範

囲を拡大する必要があることから、さらに標準化

を進め、情報プラットフォームのルールとして適

切なものを目指す。 
(2)BIM
ライブラ

リの構

築・運用 

建築プロジェクトでは、発注を境に、建物を構成

する個々の製品等が一般名称から企業の固有な製

品に変化する。このため BIM ライブラリで扱う

BIM オブジェクトも、ジェネリックオブジェクト

(一般名称)と、メーカーオブジェクト(製造企業、

型式等が特定)が必要である。このうちジェネリッ

クオブジェクトは当該研究で作成し、メーカーオ

ブジェクトは、標準化と作成を支援するツールの

開発を行う。 
 またオブジェクトの提供、蓄積を行う BIM ライ

ブラリは、幅広く利用できるよう、配信環境の設

定、拡張性やセキュリティへの配慮を行うととも

に、運用に必要な規約類の整備、モニタリング体

制等の技術を開発する。 
更に運用段階では、社会実装が可能かの観点か

ら、技術及び運営の検証を行う。 

オブジェクト 
の作成及び作 
成支援 
BIMライブラ 
リ構築・運用 
とその検証 

(3)BIM
による円

滑な情報

連携の実

現 

設計から施工、施工から維持管理に円滑に情報が

伝達できるよう、受け渡し・情報入力ルールの明

確化とオブジェクト標準への反映を研究するとと

もに、現在 BIM 導入を検討中等で、導入効果が大

きいと考えられる分野(例：建築確認申請、仕様情

報等）での BIM 活用を図るため、必要な情報連携

技術の検討、標準の見直し等の環境整備を行う。

また、それらについて実プロジェクトでの試行、

検証を行う。 

円滑な情報連

携による

BIM 活用の

拡大 

(4) BIM
フロンテ

ィア技術 

BIM は、今後周辺領域・技術と連携しながら発展

する可能性がある。このための情報収集、連携可

能性検討等を行う。また BIM で新たに解決可能性

が広がる分野も検討を広げる。 

BIM フロン

ティアにおけ

る新たな可能

性の創出 
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 具体的には、GIS、都市づくり、IoT、ビッグデ

ータ、AI 等において、建築物でも連携・活用しや

すい環境構築を図るとともに、設計から施工、建

物所有者への設計意図の伝達等が考えられる。 
 
７．所要資金の額及びその調達の方法 
（単位：千円）      

区 分 2019 年度 2020年度 2021 年度 2022 年度 合計 
収

入 
賦課金 13,430 18,200 22,230 27,110 80,970 
事業収入 0 5,000 10,000 20,000 35,000 

合計 13,430 23,200 32,230 47,110 115,970 
支

出 
事業費 10,000 16,000 22,000 33,000 81,000 
管理費 3,430 7,200 10,230 14,110 34,970 

合計 13,430 23,200 32,230 47,110 115,970 
（注）事業収入について、公的資金の場合は、採択済みのもののみ記載。 
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８．主要な試験研究者の氏名及び略歴 
氏名 年月 略歴等 

安田 幸一 昭和５８年４月   
昭和６２年６月  
平成元年６月   
 
平成３年６月   
平成１０年４月   
平成１４年９月   
平成１４年１０月     
 
平成１７年４月          
 
平成１９年１０月        
 
平成２７年４月         
 
平成２９年４月 

㈱ 日建設計 
㈱ 日建設計 休職 
バーナード・チュミ・アーキテクツ・ニ

ューヨーク勤務 
㈱ 日建設計 復職 
㈱ 日建設計 設計室長 
㈱ 日建設計 退職 
東京工業大学 大学院理工学研究科 建築

学専攻助教授 
東京工業大学 大学院理工学研究科 建築

学専攻准教授   
東京工業大学 大学院理工学研究科 建築

学専攻教授 
東京工業大学 環境・社会理工学院副学院

長 建築学系教授 
東京工業大学 評議員 兼務 現在に至る 
 
本組合においては、BIM ライブラリの構

築・運用に従事する予定。 
山本 康友 昭和４５年７月 

平成１７年９月 
 
平成２０年７月 
平成２０年９月 
平成２２年４月 
平成２６年４月 
平成２７年７月 
 
平成２９年４月 

東京都財務局入都 
工学院大学大学院工学研究科建築学専攻

満期退学 
東京都技術管理担当部長 
博士(工学) 
首都大学東京都市環境学部特任教授 
首都大学東京都市環境学部客員教授(現任) 
上智大学ｱｼﾞｱ人材養成研究ｾﾝﾀｰ客員教授

(現任) 
創価大学学士課程教育機構客員教授(現任) 
 
本組合においては、BIM ライブラリと確

申請等との連携に従事する予定。 
志手 一哉 平成４年３月 

平成４年４月 
平成２１年３月 

国立豊田工業高等専門学校建築学科卒業 
㈱竹中工務店入社 
技術経営修士(専門職) 
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平成２２年４月 
平成２５年３月 
平成２６年４月 
平成２９年４月 

主任研究員 
博士(工学) 
芝浦工業大学工学部建築工学科准教授 
芝浦工業大学建築学部建築学科教授 
 
本組合においては、BIM オブジェクトの

標準化に従事する予定。 
一ノ瀬 雅之 平成１７年３月 

 
平成１７年４月 
 
平成２２年４月 
平成２３年４月 
平成２５年４月 

東京都立大学大学院博士課程修了 博士

(工学) 
東京理科大学理工学部 助手(途中から助

教) 
東京大学大学院工学系研究科 特任助教 
首都大学東京都市環境学部 助教 
同 准教授 
 
本組合においては、BIM オブジェクトの

標準化に従事する予定。 
 

吉原 和正 平成１０年３月 
平成１０年４月 
平成２７年８月 
平成２９年１０月 

東京理科大学工学研究科建築学専攻修了 
㈱日本設計 環境・設備設計群 入社 
3D デジタルソリューション室兼務 
BIM 室兼務、現在に至る 
 
本組合においては、BIM オブジェクトの

標準化に従事する予定。 
山下 純一 昭和４０年３月 

昭和４０年４月 
昭和５５年４月 
平成８年４月 
平成９年４月 
平成１０年４月 
 
平成１６年６月 

名古屋工業大学建築学科卒業 
㈱藤田組入社 
フジタ工業㈱システム管理部次長 
㈱フジタ 管理本部システム部長 
㈱フジタビジネスシステム常務取締役 
㈱フジタビジネスシステム代表取締役社

長 
㈱ CI ラボ 代表取締役 
 
本組合においては、BIM ライブラリの構

築・運用に従事する予定。 
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                           様式 2－2 

 
 

寺本 英治 昭和５０年５月 
 
昭和５０年４月 
平成１３年７月 
 
平成１７年７月 
平成１９年８月 
平成２７年７月 
 
平成２７年１０月 

東京工業大学大学院理工学研究科建築専

攻修了 
建設省(現国土交通省)入省 
国土交通省官庁営繕部建築課長(兼)総理大

臣官邸建設室長 
国土交通省大臣官房審議官 
(財)建築保全センター専務理事 
(一財)建築保全センター理事・保全技術研

究所長 
BIM ライブラリーコンソーシアム(BLC)
事務局長 
buildingSMART Japan 理事 
平成 30 年度 PRISM 業務管理技術者 
 
本組合においては、プロジェクトリーダ

に従事する予定。 
○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業に属する組合員の研究者を、各企業１名（代表）記載いた

だき社内稟議をお願いします。なお、紙面への決裁時に全社に

対して内容がオープンとなります。 

20



９．試験研究の実施体制 
（１）全体の体制 
 別紙１「研究開発体制」参照。 
   
（２）職員（研究者）体制（通算平均） 

テーマ 場所 組合

業務

従事

日数 

研究

者の

概算

人数 

親元企業等 給与負担区分及び概算額

（千円） 

賦課金 公的

資金 

その

他 

合計 

(1)BIM

オブジ

ェクト

の標準

化 

事務所 50 1 組合 1,000 0 0 1,000 

50 1 ※各社 1,000 0 0 1,000 

各社 50 3 ※各社 3,000 0 0 3,000 

(2)BIM

ライブ

ラリの

構築・

運用 

事務所 100 1 組合 2,000 0 0 2,000 

100 1 ※各社 2,000 0 0 2,000 

各社 50 3 ※各社 3,000 0 0 3,000 

(3)BIM

フロン

ティア

との連

携 

事務所 50 1 組合 1,000 0 0 1,000 

100 1 ※各社 2,000 0 0 2,000 

各社 50 1 ※各社 1,000 0 0 1,000 

(4)BIM

による

円滑な

情報連

携の実

現 

事務所 50 1 組合 1,000 0 0 1,000 

100 1 ※各社 2,000 0 0 2,000 

各社 50 1 ※各社 1,000 0 0 1,000 

合計 事務所       5,000 0 0 5,000 

各社     ※含む 15,000 0 0 15,000 

計      20,000 0 0 20,000 
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                           様式 2－2 

 
 

（３）常勤役員及び職員（事務員）体制（通算平均） 

場

所 

役職等 組合業

務従事

日数 

概算人数 親元企業等 給与負担区分及び概算額

（千円） 

賦課金 公的

資金 

そ

の

他 

合計 

事

務

所 

理事長 0 1 (一財)建築保

全センター 
0 0 0 0 

専務理事 100 1 未定 1,000 0 0 1,000 

理事 0 調整中 未定 0 0 0 0 

監事 0 1 未定 0 0 0 0 

事務員 250 1 組合 4,000 0 0 4,000 

合

計 

      5,000 0 0 5,000 

 

１０．知的財産に関する計画 
（１）所有形態 
   ・組合の研究開発に係る知的財産については、組合の所有。 
 
（２）知的財産の内容及び出願計画 
   ・BIM ライブラリに関する技術について、特許又は実用新案に該当する場

合は速やかに出願等の手続きを行う。 
 
（３）知財マネジメント 
   ・事務所が中心となって、公平性、中立性及び国際性の観点から知財マネジ

メントを実施。 
 
１１．実用化に関する計画 
 2022 年度末頃までに、BIM ライブラリの運用に関する技術目標を達成し、当

該成果を活用して、2023 年度目処に、組合を組織変更し、BIM ライブラリの社

会実装を図る。 
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設立年月日：（設立相談中）
理事長：奥田修一（一般財団法人建築保全センター理事長、BIMライブラリーコンソーシアム代表）
組合員：(一財)建築保全センター他、37企業、11団体、4学識者の他、数十の企業・団体が検討中である。
事業費：令和元年度(2019年度) 約1300万円
事業の概要：BIMオブジェクトの標準化、BIMライブラリの実用化、BIM連携技術及び周辺領域との連携の研究開発

(仮称)BIMライブラリ技術研究組合（略称：BLCJ）の概要

□組合設立の目的
BIMによる円滑な情報連携の実現のため、繰返し利用される建築物の部材・部品の形状や性能等のデータ(BIMオブ

ジェクト)を標準化し、その提供や蓄積を行うBIMライブラリを構築・運用するとともに、現在BIM導入を検討・開発中
でその効果が大きい分野との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロジェクト管理等を実用化することを試験
研究の目的とする。またBIMオブジェクトの標準化と広く利用される情報プラットフォーム(BIMライブラリ)構築が主
な成果であることから、社会利益を主眼とした試験研究であることが特色である。

□実用化の方向性
BIMオブジェクトの標準化と標準オブジェクトによるBIMライブラ

リの構築・運用により、
・オブジェクト作成の繰り返し作業減による効率化
・設計・施工等における利用者、利用例の拡大
・設計から施工等、組織を超えた円滑な情報連携による生産性向上
・共通情報プラットフォームによる環境・省エネ・避難等のシミュ
レーション、法令適合性確認、建築のIoT化、AI化等を推進しやすい
環境の構築を図る。

□事業化の目途の時期
2022年度末頃までに、BIMオブジェクトの標準化とBIMライブラリ

の構築・運用等に関する技術目標を達成し、当該成果を活用して、
2023年度目処に組合を組織変更し、BIMライブラリの社会実装を図る。

別紙１
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●研究開発体制

(仮称)BIMライブラリ技術研究組合

社会資本整備
基盤技術

国立研究開発法人
建築研究所

プロジェクトリーダー 寺本 英治

(1)
BIMオブジェクト標準化
ＧＬ：志手一哉

一ノ瀬雅之
・建築部会
・設備部会 共同

研究

BIM技術開発及び利用団体: buildingSMART Japan、設計業界団体、施工業界団体等

(2)
BIMライブラリの
構築・運用
ＧＬ：安田幸一
・在り方部会

(3)
BIMによる円滑な情報
連携の実現
ＧＬ：山本康友
・連携部会※
・運用部会

(4)
BIMフロンティア技術

複数のタスクグループ
を必要に応じて設置※

連携連携連携連携

BLC標準の
活用

BLC標準へ
反映

連携技術開発

データ活用・
BLC標準へ反映

ニーズ等
情報提供

※印の部会等は新設部会等
を示す。

可能性を技術
開発に反映
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テーマ 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

(1)BIMオブジェク
トの標準化

他の分野の研究活
動成果を反映して
継続的研究の実施

他の分野の研究活
動成果を反映して
継続的研究の実施

BIMオブジェクト
標準Ver2.0の確立

建築分野の情報
プラットフォー
ム、標準として
技術的側面の整
理
システムとして
継続的な運用の
整理
(社会実装の検
証、整理)

(2)BIMライブラリ
の構築・運用

オブジェクトの作
成と作成支援
BIMライブラリ構
築条件整理と構築

オブジェクトの作
成と作成支援、
BIMライブラリ構
築、運用開始と検
証

BIMライブラリ運
用と検証

(3) BIMによる円滑
な情報連携の実現

建築確認との連携
の検討

仕様情報との連携
の検討、試行プロ
ジェクトでの検証

その他の分野との
連携の検討

(4)BIMフロンティ
ア技術 情報収集 連携可能性の検討 社会実装の準備

事業年度別実施計画イメージ
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テーマ 試験研究の具体的内容 目指す成果
(1)
BIMオブジェ
クトの標準
化

BIMオブジェクトは、建築物を構成する部材・製品・機器等をBIMでモデル化し
たものであり、形状(情報)と属性(情報)で構成される。形状(情報)は部材等の3
次元の形であり、属性(情報)は、性能、種別、法令、仕様、耐久性、コスト等で
ある。建築プロジェクトでBIMを利用する場合には、このBIMオブジェクトを作成
し、また繰返し利用するが、従来は個々の企業でBIMオブジェクトを作成してお
り、情報の配列・定義が不統一のため、円滑な情報連携ができなかった。そこで
主に属性(情報)の標準化を図り、円滑な情報連携と生産性向上を図るものである。

前身のBIMライブラリーコンソーシアムにおいて、2018年10月にBLC BIMオブ
ジェクト標準(version1.0)が合意・確立されているが、PRISMの調査研究により
課題が示されており、またテーマ3,4に関連する検討箇所もあること、対象製品
範囲を拡大する必要があることから、さらに標準化を進め、情報プラットフォー
ムのルールとして適切なものを目指す。

BIMオブジェクトの標
準を確立、拡充。

(2)
BIMライブラ
リの構築・
運用

建築プロジェクトでは、発注を境に、建物を構成する個々の製品等が一般名称か
ら企業の固有な製品に変化する。このためBIMライブラリで扱うBIMオブジェクトも、
ジェネリックオブジェクト(一般名称)と、メーカーオブジェクト(製造企業、型式等
が特定)が必要である。このうちジェネリックオブジェクトは当該研究で作成し、
メーカーオブジェクトは、標準化と作成を支援するツールの開発を行う。
またオブジェクトの提供、蓄積を行うBIMライブラリは、幅広く利用できるよう、

配信環境の設定、拡張性やセキュリティへの配慮を行うとともに、運用に必要な規
約類の整備、モニタリング体制等の技術を開発する。
更に運用段階では、社会実装が可能かの観点から、技術及び運営の検証を行う。

オブジェクトの作成
及び作成支援
BIMライブラリ構築・
運用とその検証

(3)
BIMによる
円滑な情報
連携の実現

設計から施工、施工から維持管理に円滑に情報が伝達できるよう、受け渡し・情
報入力ルールの明確化とオブジェクト標準への反映を研究するとともに、現在BIM導
入を検討中等で、導入効果が大きいと考えられる分野(例：建築確認申請、仕様情報
等）でのBIM活用を図るため、必要な情報連携技術の検討、標準の見直し等の環境整
備を行う。また、それらについて実プロジェクトでの試行、検証を行う。

円滑な情報連携による
BIM活用の拡大

(4)
BIMフロン
ティア技術

BIMは、今後周辺領域・技術と連携しながら発展する可能性がある。このための情
報収集、連携可能性検討等を行う。またBIMで新たに解決可能性が広がる分野も検討
を広げる。
具体的には、GIS、都市づくり、IoT、ビッグデータ、AI等において、建築物でも

連携・活用しやすい環境構築を図るとともに、設計から施工、建物所有者への設計
意図の伝達等が考えられる。

BIMフロンティアにお
ける新たな可能性の創
出

試験研究の具体的内容
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様式２－３ 

 
 

事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を 
有することができるものであることを説明する書面 

 
設立しようとする組合は、以下のとおり、事業を行うために必要な経理的基礎及

び技術的能力を有することができるものであることを説明します。 
 
 
１．経理的基礎 
（１）賦課金収入 

（単位：千円） 
組合員名 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 合計 

別紙２による 170×79 170×79 170×79 170×79 53,720 
追加増見込み 0 170×21 170×40 170×64 21,250 
追加増メーカー

見込み（BLC 会

員外） 
0 400×3 400×5 400×7 6,000 

合 計 13,430 18,200 22,230 27,110 80,970 
 
 
上記賦課金を負担する各組合員の経理状況 

（単位：百万円） 

組合員名 資本金 

過去３事業年度の売上高及び経常利益 
2015 年度 2016 年度 2017 年度 

売上高 
経常 
利益 

売上高 
経常 
利益 

売上高 
経常 
利益 

別紙２に

よる 
国と建築保全センターのみが閲覧する「別紙２」で処理します。 

 
（２）事業収入 

（単位：千円） 
項 目 2020 年度 2021 年度 2022 年度 合計 

BIM ライブラリ利

用料 
5,000 10,000 20,000 35,000 

※事業収入について、公的資金の場合は、採択済みのもののみ記載。 
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２．技術的能力 
（１）組合員の技術的能力 

組合員名 保有技術等 本組合における活用等 
別紙２★印の

組合員 
BIMオブジェクト作成の実績を有し

ている。 
BIMライブラリコンソー

シアム（BLC）で蓄積し

た BIM オブジェクト作

成技術は、本組合の BIM
ライブラリの構築・運用

技術開発の推進に、有効。 
全組合員 BIM オブジェクト標準 Ver.1.0 など

BIM関連技術の開発実績を有してお

り、関連する標準化技術及びノウハ

ウの蓄積がある。 

本組合で実施する BIM
活用技術の開発には、当

該者の標準化技術が不可

欠。 
 
 
 
 
 
 
（２）主要研究者の技術的能力 

研究者名 知識、研究開発能力・実績等 本組合への技術的貢献

等 
安田 幸一 
（東京工業大学教

授） 

博士（学術）を有し、(株)日建設計

設計部にて 20 年間に渡って建築

設計に関する実務・研究を重ね、

2002 年から東京工業大学にて設

計手法や BIM に関する教育・研究

を行いながら安田アトリエにて設

計の実務に携わり、BIM ライブラ

リーコンソーシアムで在り方部会

長を担当している。  

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 

山本 康友 
（首都大学東京・上

智大学・創価大学客

員教授兼務） 

工学に関する博士号を有し、東京

都において、建築設計、工事監理、

建築生産、建築指導（建築主事等）

に従事すると共に、BIM ライブラ

リーコンソーシアムで運用部会長

を担当している。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 
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様式２－３ 

 
 

志手 一哉 
（芝浦工業大学教

授） 

工学に関する博士号を有し、(株)
竹中工務店の技術研究所で 10 年

間に渡って建築生産における ICT
や BIM の活用に関する研究を重

ね、2014 年からは芝浦工業大学で

BIM の研究に従事すると共に、

BIM ライブラリーコンソーシア

ムで建築部会長を担当している。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 

一ノ瀬 雅之 
（首都大 学東京 

准教授） 

工学に関する博士号を有し、東京

理科大大学・東京大学・首都大学

東京にて建築設備に関わる研究に

従事し、BIM と連携したコミッシ

ョニングフレームワークの開発な

どに取り組んでいる。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 

吉原 和正 
（(株)日本設計 環
境・設備設計群 3D
デジタルソリュー

ション室兼務 BIM
室兼務） 

(株 )日本設計にて 2013 年から

BIM プロジェクトに携わり社内

BIM 推進に従事するとともに、

Revit User Group にて副会長を

務め、設備のリーダーとしてジェ

ネリックファミリやテンプレート

の共通化に向けて活動し、BIM ラ

イブラリーコンソーシアムで設備

部会の副部会長を担当している。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 

山下 純一 
（buildingSMART 
Japan 代表理事） 

フジタ時代に当時としては最先端

を行く建築３D モデラ―を開発

し、造船 7 社、トヨタ、小松など

と共に組立産業汎用プロダクトモ

デル開発研究委員会を設立し、プ

ロダクトモデルの研究を行った。

又、建設 CAD データ交換コンソ

ーシアム運営委員長を務め、1996
年には BIM の標準化を行ってい

る IAI 日本の設立に参加し副会長

を務めた。現在は、IAI の後継団体

の buildingSMART Japan の代表

理事となり BIM 基盤技術の普及

に努めている。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 
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寺本 英治 
（ (一財 )建築保全

センター理事・保全

技術研究所長） 

建設省(現国土交通省)において、

官庁営繕の技術基準を司る建築課

長、国土交通省大臣官房審議官等

として、BIM の利用基盤の形成を

図った。(財)建築保全センター専

務理事、(一財)建築保全センター

理事・保全技術研究所長として、 
BIM ライブラリーコンソーシア

ム(BLC)の事務局長を務め、BIM
オブジェクト標準 Ver1.0 をとり

まとめた。 
buildingSMART Japan 理事とし

て、BIM 基盤技術の普及に努めて

いる。 
また、平成 30 年度 PRISM 業務で

は管理技術者を務めた。 

BLC で蓄積した標準

化等技術は、本組合の

BIM 活用技術開発の

推進に、有効。 
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様式 2－4 

 
 

試験研究が組合員が協同して行うことによって効率的に 

実施することができるものであることを説明する書面 

 
設立しようとする組合は、以下のとおり、試験研究が組合員が協同して行うことによっ

て効率的に実施することができるものであることを説明します。 
 

１．多くの分野の専門家の協同による効率的実施 
 BIM による円滑な情報連携の実現のためには、繰返し利用される建築部材・部品の

形状や性能等のデータ（BIM オブジェクト）を標準化することが必要。このため、設

計・施工・維持管理、部材・部品の製造等、建築物のライフサイクルの各プロセスにわ

たる組合員の BIM に関する知識・ノウハウを集約することで効率的に実施できる。 
また、BIM オブジェクトの提供や蓄積を行う BIM ライブラリを構築・運用するとと

もに、現在 BIM 導入を検討・開発中でその効果が大きい分野との連携を図るには、さ

らに、システム（ソフトウェア及びハードウェア）に関する知識・ノウハウや知的財産

権に関する専門知識を含め、集約的に試験研究する必要があり、関係者が協同すること

により、効率的な実施が可能になる。具体的には、以下のとおり。 
 
（１）建築及び設備の部材・部品に関して、学識者、設計・製造・施工・維持管理、BIM
ソフトウェアベンダー関係者が協同して試験研究を行うことにより、建築及び設備の

BIM オブジェクトの標準化が効率的に実施可能。また、BIM フロンティアとの連携に

より、BIM の利用が飛躍的に広がる可能性があり、このための効率的な試験研究の実

施が可能。 
（２）BIM に関する学識者、設計・製造・施工・維持管理者、BIM ソフトウェアベンダ

ーが協同して試験研究を行うことにより、BIM オブジェクトの作成、提供や蓄積（ラ

イブラリ構築）が効率的に実施可能。 
（３）BIM に関する学識者、知的財産に関する専門家等が協同して試験研究を行うこと

により、BIM ライブラリに関する知的財産権の対応策の作成が効率的に実施可能。 
 
２．BIM 部位・部材及び運用システムの共同利用による効率的実施 
 2018 年度に作成した、試作 BIM オブジェクト及びその提供や蓄積を行う試作運用

システム（BIM ライブラリサイト）等を関係者が共同で利用することにより、重複投

資を避けることが可能である。また、ライフサイクルにおいて建築物に関わる多様な組

合員が共同で利用することによって、立場が異なる場合の BIM 情報連携の課題が明確

となり、効率的に対応することができる。 
 

３．１及び２ に関する実績の保有 
申請する組織の前身である BIM ライブラリーコンソーシアム(略称 BLC)は、2015 年

10 月に設立され、１及び２ に関する多くの分野での実績を有している。 
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様式 2－5 

 
 

２－５．成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書の様式・記載例 
（事業計画書及び収支予算書） 
 

2019 年度 事業計画書 
 
１．試験研究の目的 
 BIM による円滑な情報連携の実現のため、繰返し利用される建築物の部材・

部品の形状や性能等のデータ(BIM オブジェクト)を標準化し、その提供や蓄積

を行う BIM ライブラリを構築・運用するとともに、現在 BIM 導入を検討・開

発中でその効果が大きい分野との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロ

ジェクト管理等を実用化することを試験研究の目的とする。また BIM オブジェ

クトの標準化と広く利用される情報プラットフォーム(BIM ライブラリ)構築が

主な成果であることから、社会利益を主眼とした試験研究であることが特色であ

る。 
 
２．試験研究の内容 

テーマ 試験研究の内容 目指す成果 

(1) BIM
オブジェ

クトの標

準化 

2019 年度は、BLC-BIM ライブラリ標準（BLC 標

準）Ver1.0 に関する課題の検討を進め、他の分野

の研究活動成果を反映しつつ、標準の見直しにつ

いて検討を図る。 

2019 年度

は、他の分野

の研究活動成

果を反映して

継続的研究を

実施する。 

(2) BIM
ライブラ

リの構

築・運用 

2019 年度は、前年度の PRISM 業務で明らかにさ

れた BIM ライブラリに関する課題の解決に向けた

検討を進める。 
また、BLC 標準の見直しを踏まえて、BIM オブジ

ェクトの作成を促進する。特に建築確認分野と連

携する BIM オブジェクトの作成に務めるととも

に、メーカーオブジェクト作成支援ソフトの見直

しを図る。 

2019 年度

は、オブジェ

クトの作成と

作成支援とと

もに、BIM
ライブラリ構

築条件の整理

と構築を図

る。 
(3) BIM
による円

滑な情報

連携の実

現 

2019 年度は、建築確認分野における検討業務との

連携を図る。また、BIM ライブラリ運用に関する

規約類の整合性等を確認し、運用体制、モニタリ

ング組織等について検討を進める。 

2019 年度

は、建築確認

との連携の検

討をする。 

このほか、BIM フロンティア技術の情報収集を行う。 
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３．試験研究の実施期間 
  2019 年○月○日～2020 年 3 月 31 日 
 
４．試験研究の実施場所 

名称等 所在地 

 
 
 

 
５．組合員の役割分担及びその内容 

組合員 

役割分担及びその内容 
(1) BIM オブジェ

クトの標準化 
(2) BIM ライブラ

リの構築・運用 
(3) BIM による円

滑な情報連携の実

現 
別紙２★印の組合

員 
情報収集 

オブジェクト試作

の検討 
情報収集 

学識者組合員 研究への指導 研究への指導 研究への指導 

その他の組合員 
他の分野の研究活

動成果を反映して

継続的研究を実施 

オブジェクトの作

成と作成支援とと

もに、BIM ライブ

ラリ構築条件の整

理と構築 

建築確認との連携

を検討  
 

６．その他参考となるべき事項 なし 
 

2019 年度収支予算書 
自 2019 年○月○日 
至 2020 年 3 月 31 日 

BIM ライブラリ技術研究組合 
（単位：千円） 

収入の部 支出の部 
科 目 金 額 科 目 金 額 

Ⅰ 事業収入 
 
Ⅱ 賦課金等収入 
１．賦課金 

 

0 
 

13,430 

Ⅰ 事業費 
１．研究開発事業 

Ⅱ 一般管理費 
１．人件費 
２．経費 

 
10,000 

 
2,000 
1,430 

合 計 13,430 合 計 13,430 
 

様式２－２の住所欄に同じ。 
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様式 2－6 

 
 

２－６．役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面の様式・記載例 
 

役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面 
 
 

氏名 住所 
組合の役

職 
所属先及び役職 

奥田修一 
東京都中央区新川

1-24-8 
理事長 

一般財団法人建築保全センタ

ー理事長 

○○ ○○ 
○○県○○市○○ 

○－○－○ 
専務理事 

 

○○ ○○ 
○○県○○市○○ 

○－○－○ 
理事 

○○株式会社 
代表取締役社長 
 
 

○○ ○○ 
○○県○○市○○ 

○－○－○ 
監事 

○○会計事務所 
公認会計士 

 
 

 
 

学識者、業界（設計・施工）等との調整を行っており、各所属組

織の承諾手続きを得て、７月５日以降に確定情報をお知らせする

予定です。 
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1 
 

資料 3-2 

知的財産に関する資料 

 



 
 

2 
 

(参考)  平成 30 年度第 1 回総会議案 

 

 



 
 

3 
 

 

 



（修正）申請までのスケジュール　申請用紙１枚につき三社が認められ前倒し 資料4-2

国土交通省 建築保全センター 各社
6月10日 月 説明会
6月11日 火 （↓国交省事前相談）
6月12日 水
6月13日 木
6月14日 金 データ送信 データ受信
6月15日 土
6月16日 日
6月17日 月
6月18日 火
6月19日 水
6月20日 木
6月21日 金
6月22日 土
6月23日 日
6月24日 月
6月25日 火
6月26日 水
6月27日 木
6月28日 金
6月29日 土
6月30日 日
7月1日 月
7月2日 火
7月3日 水
7月4日 木
7月5日 金 各社内稟議期限データ最終期限
7月6日 土
7月7日 日
7月8日 月 書類一式送信 書類一式データ受信紙面押印開始
7月9日 火 （国交省調整） 1社目
7月10日 水 1社目
7月11日 木 1社目
7月12日 金 （メール連絡） 一社目の押印期限（終了連絡） 1社目
7月13日 土
7月14日 日
7月15日 月
7月16日 火 2社目
7月17日 水 2社目
7月18日 木 （メール連絡） 二社目の押印期限（終了連絡） 2社目
7月19日 金 3社目
7月20日 土
7月21日 日
7月22日 月 3社目
7月23日 火 （押印済紙面） 紙面押印期限 3社目
7月24日 水 とりまとめ
7月25日 木 申請提出予定日

（３社で
リレー）

各社内で稟議を終え、参加の
ご意向を建築保全センターあ
てメール願います。
申請書転記用のエクセルデー
タ（＝資料４－１）もそれま
でにお送りください。

最終手の法人はグループ法人
の押印が揃った紙面を建築保
全センターに受け渡してくだ

申請書のワードデータ、社内
幹部説明用の要点資料などを
建築保全センターより送信す
る予定です。
併せて、６日１０日の説明会
参加者リストを互いに共有い
たします。

３法人のグループ分けをお知
らせしますので、第１番手の
法人はデータをプリントアウ
ト押印のうえ、次の法人に紙
面を直接（建築保全センター
を経由せず）受け渡してくだ
さい。受け渡しの場所は法人
同士で相談をお願いします。



1 
 

技術研究組合及び設立手続きに関する Q&A 

(BLC 総会資料を時点的修正：修正箇所は   部) 
Ⅰ技術研究組合の内容に関する質問 

[技術研究組合の名称] 

(問 1) 組合の名称はどうなるのですか。  
(回答) 共同研究申請の段階では、BIM ライブラリ技術研究組合(仮称)で略称は BLCJ とし

ています。 
 
[定款]    

(問 2) 活動内容、事業メリットとリスク、成果品を示す技術研究組合の定款はありますか。

(回答)  総会までに定款(たたき台)を示せるよう検討を進めています。 
→本日の資料 3-1 にあります。    

      
[事業内容]   

(問 3) 技術開発組合はライブラリの維持・運用も担うのですか。 
(回答)  標準化されたオブジェクトの社会実装が目標ですので、試行ライブラリの運用と

次の実験ライブラリサイトの安定的・継続的運用まで検証することになります。

安定的運用のためには、費用・組織・モニタリング手法の検討が必要で、実験ラ

イブラリサイトを公開する 2020 年秋からは、組合員以外の幅広い利用者を募集

していきます。この運用は、BIM ライブラリ運用の技術面、運営コスト面の検証

です。事業終了時にはこれらの結果を総合的に判断して、その後の形態を決定し

ますが、複数の選択肢がある予定です。   

 

[部会] 

(問 4)  BLC の 4 つの部会は新組織になっても継続されますか。  
(回答)  新組織においても 4 部会は継続して活動する予定です。その他 2 部会が新設予定。 
    →1 部会とタスクグループを新設します。 
    
[賦課金] 

(問 5)  BLC 特別会員(団体・学識者)は、新組織において賦課金が必要となりますか。 
(回答)  BLC 特別会員は、新組織においても賦課金は不要です。 
 
[組合員]   

(問 6)  新組織は BLC 会員だけで構成されるのですか。 
(回答) 今回の説明会では BLC 会員限定ですが、今後広く組合員を募集する予定です。 

→今回の説明会を含めて、広く組合員を募集します。 
 
(問 7) 新組織の設立において新たな企業等に募集の働きかけはしないのですか。 
(回答) 問 6 に同じ 

資料 5 
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(問 8) 企業に所属する個人が、一個人として組合員になることはできますか。 
(回答)  BLC と同様に、新組織においても企業に所属している個人は組合員になれません。 
 
(問 9) 新たに参加を検討している団体がありますがそれとも募集するのですか。 
(回答)  説明会の開催、募集を行うほか、必要に応じて説明に伺うことも予定しています。 
 
[組合員の業務形態] 

(問 10) 研究者は誰ですか。    
(回答)  BLC の部会長、副部会長、WG 主査等を予定しています。ただし、申請書類には

各企業団体 1 名の研究者の記載をお願いします。 
        
(問 11) 技術研究組合には出向という扱いになるのですか。    
(回答)  活動内容は、問 23→問 20 の回答によります。申請書類の記載方法に関して問い合

わせ中です→は本日の説明のとおりです。活動場所(事務所)は BLC と同じ(一財)建
築保全センター及び各組織の事務所です。 

 
[役員]   

(問 12) 技術研究組合の理事長は誰になるのか。また役員の人選はどうか。 
(回答) 技術研究組合は BLC の延長にあると考えておりますので、理事長には BLC の現在

代表である建築保全センター理事長(奥田)を予定しています。また BLC の運営委

員も理事の予定です。さらに理事には今後の活動を支援いただく必要性があるから、

組合員である民間企業からも選出いただく予定ですが、具体的な人選は未定です。 
 
[ 事務局] 

(問 13) 新組織でも引き続いて建築保全センターが事務局をするのですか。 
(回答)  新組織においても建築保全センターの指定された職員が事務局を担う予定です。 
 

[知的財産権] 

(問 14) 著作権について BLC の時の著作権の取扱いはどうなるのか。   
(回答) 資料５→本日の資料 3-2 に考え方を示しています。 
    
(問 15) 研究成果、知的財産権等の扱い、瑕疵の責任範囲はどうなるのですか。  
(回答) 賦課金による研究成果は、組合が→所有します。所有する場合、組合員が所有する

場合、組合と組合員の共有する場合があり、設立時の組合員の総意により決定する

予定です。また、受託した事業の研究成果の取扱いは、今後協議する予定です。瑕

疵の責任範囲に関しては、基本規約事項（案）で第 10 条で免責としています。（活

動報告 P138） 
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 [技術研究組合参加のメリット、デメリット]      

(問 16)  送付資料 3「BIM ライブラリーコンソーシアムと技術研究組合の主な比較」では

メリットの記載があるがデメリットはないのですか。 
(回答)  デメリットとして考えられるのは、法人化に伴う事務手続きが増えること等、事務

的書類が増えることです。 
 

(問 17) 企業が技術研究組合の組合員になると会社としてのビジネスメリットは何ですか。

(回答)  株式会社に移行する場合の株式割当てなど、負担や寄与の程度に応じて権利を得     
る仕組みを検討しています。 →今回の主眼は、定款に示すように各企業などの技

術を発揮していただくことにあります。詳細は本日の説明資料 3-2 によります。 
     

[参加時期] 

(問 18) 新組織設立時から組合員になるのと設立後に組合員となる場合のメリット、デメリ

ットは何ですか。 
(回答) 技術研究組合では BLC に比較して部会が二つ増え、活動も広がりますので、BLC

の会員がそのまま参加して頂くことを希望しております。また設立総会は、かなり

注目される機会ですので、設立時の参加は企業としての PR 効果は大きいと思われ

ます。さらに、今までお支払いいただいた BLC 会費も含めて組合解散時の権利の所

有割合を評価する予定ですので、長く参加いただいた方が有利と考えます。 
   
[組合員の責任] 

(問 19) 技術研究組合は法人格を有するとあるが BLC の時よりも企業(組合員)の責任が大

きくなるということですか。 
(回答)  新組織では賦課金の範囲の有限責任にとどまります。     
 
(問 20) 技術研究組合は、BIM ライブラリとオブジェクトの開発は主として組合員による

自主開発とあるが組合員に負担とならないでしょうか。 
(回答)  この開発に携わることを希望する組合員が行うことになります。2018 年度の

PRISM の実績から、現在の BLC 会員のみでは不足することが予測されますので、

広く組合員を募集する予定です。 
 
(問 21) 自主開発の場合、専任職員の雇用や参加企業からの出向が必要になると思われま

す。その意味での負担が増えるのではないでしょうか。    
(回答)  技術研究組合の基本形では出向職員による研究が示されていますが、今回の技術

研究組合では、従来と同様に委員会に参加頂く形式と企業における BIM ライブラ

リ作成・オブジェクト作成等を原則とします。  
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[予算・事業計画の課題]    

(問 22) 外部資金が得られない場合は賦課金を増やすことがありますか。 
(回答)  賦課金の範囲で事業を計画することになりますが、外部資金の獲得や別の方策を

検討することになります。 
 
Ⅱ設立手.続きに関する質問  
(問 23) 共同研究の公募に必要な資料の提出の回答は担当者レベルで良いとあり、技術研究

組合への正式な参加確認は、総会後に改めて行い社印等を頂く資料があると記載があります

が  日程はどのようになりますか。 
(回答) 共同研究の相手方としての特定の日程は確定していませんが 5 月と見込まれます。

→平成 31 年 4 月 26 日に国立研究開発法人建築研究所から特定されました。社印の

必要性についても確認中です。なお、技術研究組合の設立・運営等ガイドライン（経

済産業省）には、申請書に「法人組合員は代表権を持つ者の氏名を記載」とあること

から、代表取締役（大企業では複数者の場合が多い）の氏名となる可能性があります。

→及び社印が必要となります。5 月には→本日、定款、知的財産の扱い、組合員の責

任(リスク)、役員候補案等の必要書類をそろえ、説明会を開催し、各社での決裁をお

願いする予定です。をします。技術研究組合申請は 6 月内→7 月末か 8 月初めを予定

しています。 
       
(問 24) 共同研究申請時の回答から本申請時までに再検討してもよいでしょうか。 
(回答)  今後の技術研究組合への参加依頼への回答が正式なものとなります。 
   
(問 25) グループ企業で参画する場合、どのように参画すれば良いのですか。（製品系列が

異なる場合、製造と販売で分担する場合等）    
(回答)  グループ企業には様々な形態があると思いますので、ケースバイケース対応させ

ていただきます。別会社として扱う場合もありますのでご了解ください。 
 
(問 26) 会社内の稟議に 2 週間かかるが日程的に大丈夫ですか。 
(回答) 大丈夫です。詳細は、問 23 の回答を参照。→本日の資料 4-2 によります。 
    
(問 27) 特定後の書類は組合員となる者が作成するのですか。 
(回答)  建築保全センターで作成しますが、書類に求められている必要な情報の提出を各

社・各団体に依頼いたします。       
 
(問 28) BLC の特別会員（団体）は組合員となれるのですか。 
(回答)  賦課金のない組合員となります。              以上 
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政府・成長戦略

・ 新しい経済政策パッケージ（H29.12.8閣議決定）では、Society5.0の社会実装を進めるため、建設分野の
制度改革として、3次元データの活用などを位置づけ。

・ 未来投資戦略(H30.6.15閣議決定）では、デジタルガバメントの推進として建築関係手続のオンラインによる簡
素化、次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等、インフラ管理の高度化として建設プロセスへのICTの全面
的な活用等の推進を位置づけ。

新しい経済政策パッケージ（平成29年12月8日 閣議決定）
未来投資戦略2018（平成30年6月15日 閣議決定）

新しい経済政策パッケージ（H29.12.8閣議決定） 未来投資戦略2018(H30.6.15閣議決定）
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第３章 生産性革命
近年、ＩｏＴ、ビッグデータ、ロボット、人工知能などの新しいイ

ノベーションの登場は、エネルギー環境制約など様々な社会
課題の解決を可能とし、これまでにない革新的なビジネスや
サービスを、次々と生み出している。単なる効率化・省力化に
とどまることなく、「Society 5.0」時代のまったく新しい付加価値
を創出することによって、まさに「革命的」に生産性を押し上げ
る大きな可能性を秘めている。世界で胎動しつつある、この
「生産性革命」を、2020年を大きな目標に、我が国が、世界に
先駆けて実現することを目指し、あらゆる政策を総動員する。
（２）第４次産業革命の社会実装と生産性が伸び悩む分野の
制度改革等
④建設分野
・ i-Constructionについて、2019年度までに橋梁・トンネル・

ダム工事や維持管理、建築分野を含む全てのプロセスに
対象を拡大するとともに、中小事業者や自治体への適用
拡大を目指して３次元データの活用やＩＣＴ導入を強力に
支援する。また、ＡＩ活用・ロボット導入等により施工管理
や点検・災害対応の高度化等を推進し、実用段階前の
新技術の現場での実証を進める。

第２ 具体的施策
Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変

革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等
[３]「行政」「インフラ」が変わる
１．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命）
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅵ）世界で一番企業が活動しやすい国の実現
④建築関係手続のオンラインによる簡素化
・建築関係手続の一層の簡素化に向け、更なるオンライン化
を推進し、オンライン化されていない手続について来年度中
を目途に実施する。その際、事業者の利便性向上を図ること
とし、特に法人共通認証基盤の活用やAPI公開を検討する。

２．次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理
の高度化

（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）インフラの整備・維持管理の生産性向上

・民間発注を含めた建築工事全体でのBIM 普及に向けて、
民間事業者等と連携し、建築物の設計・施工・管理の各段
階におけるBIM 活用の手順や共有するモデルの属性情報
の整理等について課題抽出を行うとともに、BIM の有効性等
の普及啓発方策を検討し実施する。
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建築BIMについて

BIMとは・・・
コンピュータ上に作成した主に三次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、

仕上げ等、建物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム。

ドア1

ドア2

窓1
窓2

部屋1

部屋2

壁平面図

壁などは線で表現
壁や設備などの属性情報はデー
タ上は図面と連携していない

現在の主流（CAD) BIMを活用した設計

壁・設備など建築物を構成する空間や部材・部品毎にモデルで表現
各モデルに属性情報を付加可能

Data Base
・ 建築物の生産プロセス・維持管理
における情報データベース

・ ライフサイクルで一貫した利活用

将来BIMが担うと考えられる役割・機能

Platform
・ IoTやAIとの連携に向けたプラット
フォーム

Process
・ コミュニケーションツールとしての活
用、設計プロセス改革等を通じた
生産性の向上

・壁仕上・下地材
・壁厚
・遮音性能
・断熱性能
・不燃・準不燃・難燃
・天井裏の壁の有無 等
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建築ＢＩＭの活用状況及び建築ＢＩＭの課題

ＢＩＭの活用状況
設計分野においてBIMの活用は限定的であるが、導入に興味を持つ建築士事務所(建築)は相当程度存在。しか
し、設備系設計事務所におけるBIMの活用はかなり限定的、かつ導入実績や導入に興味を持つ事務所は少ない。
施工分野（大手ゼネコン等）においてBIMは相当程度活用。ただし、中小建設会社ではほとんど使われていない。

設計分野でのBIMの活用状況

導入実績あり：34% 活用予定・興味あり：53%

施工分野（ゼネコン（建築））でのBIMの活用状況

導入実績あり：71%  活用予定・興味あり：78%

調査について
実施時期：平成29年12月～平成30年2月
調査協力団体：（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築家協会、（一社）日本建築設備設計事務所協会連合会、

（一社）日本建設業連合会、（一社）日本空調衛生工事業協会、（一社）日本電設工業協会

（N=323） （N=54）

建築分野でのＢＩＭ活用に係る課題
ＢＩＭを活用している場合でも、設計、施工の各分野がそれぞれ個別に活用するに止まっており、ＢＩＭの特徴で
ある情報の一貫性が確保できていない。
この結果、維持・管理段階までの一貫したＢＩＭ利用に繋がらない。
導入・運用には多額の設備投資が必要である上に、習熟した人材が不足（特に中小事業者にとっての課題）。
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導入実績 導入実績あり：34% 導入実績なし：66%

活用意向 積極的活用
19％

積極的活用なし
15％

5年以内導入
12％

導入興味あり
22％

導入予定なし
33％

導入実績 導入実績あり：71% 導入実績なし：29%

活用意向 積極的活用
54％

積極的活用なし
17％

5年以内導入
13％

導入興味あり
11％

導入予定なし
5％

建築士事務所（建築） ゼネコン（施工）

設計 施工 維持・管理

各生産プロセスにおけるBIMモデル・情報の利用状況

設計BIM

施工BIM
維持管理BIM断絶実施設計までの活用はまれ

意匠、構造、設備の各分野での活用
状況に差 サブコンでの活用は少ない

メーカーの対応に差

低調な利活用

各段階でそれぞれBIMを作成
入力情報が引き継がれない

断絶
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i-Construction［土木メイン］

建築分野に関するＢＩＭ活用促進・利用環境整備の推進状況

設計 施工 維持・管理建築確認

官
の
取
組

民
の
取
組

（一社）日本建築士事務所協会連合会
ＢＩＭ普及における課題、教育・学習システム、支
援方法などの検討

（一社）ビルディングスマートジャパン［ゼネコン、設計事務所、指定確認検査機関、学識、BIMベンダーなどから構成］

建物のライフサイクルを通してデータを共有化し、有効な相互運用を可能にするための活動

BIM・CIM推進委員会［土木メイン］

BIMを活用した建築確認に
おける課題検討委員会
BIMを活用した建築確認の推進
［指定確認検査機関、地方公共団体、
学識、設計事務所、BIMベンダーな
ど］

（一財）建築保全センター
BIMライブラリーコンソーシアムを構成し、BIMオブ
ジェクトライブラリーを構築

国交省

国交省

官庁営繕事業におけるBIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン(H30.8.1改定）
BIM適用事業における成果品作成の手引き(H30.8.1)、官庁営繕事業における試行 国交省（官庁営繕部）

（一社）日本建築学会
BIMを設計・生産共通基盤とする統合プロジェクト
推進（IPD)などの調査・研究

（公社）日本建築家協会
「JIA BIMガイドライン」の策定（2012)

（一社）日本建設
業連合会
施工BIMを適用した場
面の効果、工夫点や
課題などの整理等に
よる施工段階の生産
性向上に向けた取組
の推進

（公社）日本ファシ
リティマネジメント協会
FMのためのBIM活用ガ
イドブックの策定

国土技術政策総合研究所・建築研究所
BIMデータ活用に向けたソフト開発・データ環境整備に関する技術的研究 (独)都市再生機構

BIMデータを活用した
維持管理に係る試行

国交省オブザーバー参加

国交省連携

国交省連携

国交省連携

建築確認申請電子化の推進
国交省（住宅局）

555

（公社）日本建築積算協会
LOD、コスト要素の体系化等のBIM活用研究
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建築BIMの推進に係る今後の取り組み ： 官民一体の推進体制の構築

建築物の生産プロセス及び維持・管理において、BIMを通じ情報が一貫して利活用される仕組みの構築を図り、
建築分野での生産性向上を図るため、官民が一体となってBIMの推進を図るため建築BIM推進会議（仮称）
を省内に構築（既存のBIM/CIM推進委員会の下に建築分野における検討WGとして構成）。
建築BIM推進会議においては、各分野で進んでいる検討状況の共有や建築BIMを活用した建築物の生産・維
持管理プロセスやBIMのもたらす周辺環境の将来像を提示するとともに、将来像に向けた官民の役割分担・工程
表（ロードマップ）を提示。
必要に応じて、個別課題に対応するための部会を設け、建築BIM活用に向けた市場環境の整備を推進。

ガイドライン・要領基準
改定WG

国際標準対応WG

実施体制検討
WG

活用促進WG

土木分野土木分野

建築BIM推進会議（仮称）

BIMを活用した
建築確認における

課題委員会
buildingSMART Japan
土木委員会、建築(意匠・構造・設備）委員会

国際土木委員会
標準化委員会

（JACIC)

BIMライブラ
リーコンソーシ
アム（BLC)

BIMと情報環
境WG（日事

連)

土木学会各地方整備局等

BIM/CIM推進委員会

民の取組民の取組

ⅰ－Construction

国際標準化への対応連携国際標準化への対応連携

連携連携

成果の連携・共有成果の連携・共有

実施状況の
共有・結果分析

実施状況の
共有・結果分析

実施体制の改善検討実施体制の改善検討

教育支援教育支援

検討体制

［参加者］建築物の設計、施工、維持管理などに係る省
内関係部署、民間関係団体、学識、国土技
術政策総合研究所、建築研究所等

［当面の検討課題］建築BIMの活用による将来像、将来
像の実現に向けた官民の役割分担、工程表

※ 個別課題に対応した各部会を設置

参加・成果共有・相互調整参加・成果共有・相互調整参加・
成果共有・
相互調整

参加・
成果共有・
相互調整

新設

6

建築分野建築分野
建築分野における検討WG
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建築ＢＩＭ推進会議（仮称）の検討体制 （案）

●学識
[委員長］ 松村 秀一 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 特任教授

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授
志手 一哉 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授
清家 剛 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授
安田 幸一 東京工業大学大学院 教授

●関係団体・国土交通省
民間団体 国土交通省等

設計 (公社)日本建築士会連合会
(一社)日本建築士事務所協会連合会
(公社)日本建築家協会[JIA]
(一社)日本建築構造技術者協会[JSCA]
(一社)日本設備設計事務所協会連合会[JAFMEC]
(公社)日本建築積算協会[BSIJ]

住宅局建築指導課
大臣官房官庁営繕部整備課

うち
建築確認

(一財)日本建築センター［BCJ］等 住宅局建築指導課
日本建築行政会議［JCBA]

施工 (一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会
(一社)日本電設工業協会、(一社)日本空調衛生工事業協会

土地・建設産業局建設業課
大臣官房官庁営繕部整備課

維持・管理
発注者
その他

(一財)建築保全センター［BMMC・BLC］
(公社)日本ファリティマネジメント協会［JFMA］
(一社)不動産協会[RECAJ]
(一社)住宅生産団体連合会

土地・建設産業局不動産業課
住宅局住宅生産課、
(住宅局建築指導課（定期報告）、

日本建築行政会議［JCBA]）
調査・研究 (一社) buildingSMART Japan［bSJ］

(一社)日本建築学会［AJI］
国土技術政策総合研究所
建築研究所

情報システム・
国際標準等

(一社)建築・住宅国際機構［IIBH］、
(一財)日本建設情報総合センター［JACIC］、BIMベンダー

大臣官房技術調査課
住宅局建築指導課

7注）上記の検討体制案は現時点のたたき台であり、今後の調整により、変更になる場合もあります。注）上記の検討体制案は現時点のたたき台であり、今後の調整により、変更になる場合もあります。





BIMライブラリーコンソーシアム ｢BLC 参加企業・団体一覧｣    2019/6/10 現在

No 会 社 名 No 会 社 名
1 東京工業大学(在り方部会長：安田幸一) 53 東急建設(株)
2 芝浦工業大学(建築部会長：志手一哉) 54 東電設計(株)
3 首都大学東京(設備部会長：一ノ瀬雅之) 55 ＴＯＴＯ(株)
4 首都大学東京(運用部会長：山本康友) 56 凸版印刷(株)
5 (一社)buildingSMART Japan(運営委員：山下純一) 57 東芝キヤリア(株)
6 大森法律事務所(弁護士：大森文彦) 58 東洋熱工業(株)
7 (一財)建築保全センター(事務局長：寺本英治) 59 (株)日積サーベイ

正会員(企業) 60 (株)日建設計
1 アイテック(株) 61 日鐵住金建材(株)
2 (株)朝日工業社 62 (地法)日本下水道事業団
3 (株)淺沼組 63 (株)日本設計
4 アズビル(株) 64 日本ピーマック(株)
5 (株)梓設計 65 日本メックス(株)
6 (株)イズミシステム設計 66 野原ホールディングス(株)
7 (株)伊藤喜三郎建築研究所 67 野村不動産ホールディング(株)
8 (株)NYKシステムズ 68 日立グローバルライフソリューションズ(株)
9 エーアンドエー(株) 69 日比谷総合設備(株)
10 (株)荏原製作所 70 (株)ファーストスキル
11 (株)FMシステム 71 ブレンスタッフ(株)
12 (株)大林組 72 (株)ベイテクノ
13 応用技術(株) 73 三谷産業(株)
14 (株)大塚商会 74 三菱重工サーマルシステムズ(株)　
15 (株)奥村組 75 三菱電機(株)　
16 オートデスク(株) 76 (株)本澤建築設計事務所
17 AUREORE CONSTRUCTION SOFTWARE DEVELOPMENT INC. 77 (株)安井ファシリティーズ
18 鹿島建設(株) 78 (株)山下設計
19 河村電器産業(株) 79 (株)LIXIL
20 (株)関電工 80 (株)四電工
21 (株)キッツ 81 ＹＫＫ ＡＰ(株)
22 (株)キャディアン 82 (株)和田特機
23 (株)CADネットワークサービス 特別会員(団体)
24 協栄産業(株) 1 (一社)buildingSMART Japan
25 (株)きんでん 2 (NPO)法人 建築技術支援協会
26 (株)久慈設計 3 (一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所
27 (株)熊谷組 4 (一社)公共建築協会
28 (株)久米設計 5 (一財)先端建設技術センター
29 グラフィソフトジャパン(株) 6 (一社)全国建設業協会
30 (一財)建設業振興基金 7 (NPO)法人 設備システム研究会
31 (一財)建築保全センター 8 (一社)日本空調衛生工事業協会
32 (株)建築ピボット 9 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
33 (株)構造計画研究所 10 (一社)日本建設業連合会
34 (株)コスモ・ソフト 11 (公社)日本建築家協会
35 佐藤工業(株) 12 (公社)日本建築士会連合会
36 (株)佐藤総合計画 13 (一社)日本建築積算事務所協会
37 (株)シスプロ 14 日本建築仕上材工業会
38 (有組)C-PES研究会 15 (一社)日本建築士事務所協会連合会
39 (株)ＣＢＳ 16 (公社)日本建築積算協会
40 (株)ＣＰＣ 17 (一社)日本サッシ協会
41 清水建設(株) 18 (一社)日本電設工業協会
42 新菱冷熱工業(株) 19 (一財)日本建設情報総合センター
43 住友セメントシステム開発(株) 20 (公社)日本ファシリティマネジメント協会
44 (株)大建設計 21 (公社)ロングライフビル推進協会
45 大成建設(株) 特別会員(個人)
46 ダイキン工業(株) 1 国立研究開発法人 建築研究所(高橋 暁)
47 (株)ダイテック 2 国立研究開発法人 建築研究所(武藤正樹)
48 高砂熱学工業(株) 3 国土技術政策総合研究所(脇山善夫)
49 (株)竹中工務店 4 東京工業大学(川島範久)
50 (株)中電工 5 広島工業大学(杉田　洋)
51 (株)テイル 6 広島工業大学(杉田　宗)
52 デュアル･アイ･ティ(株) 7 東北工業大学(許 雷)

※敬称略

資料８


	00_議事次第20190607（当日用）
	資料1_これまでの経緯、申請における留意点
	資料2_技術組合制度について
	資料3-1
	★別紙１
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	★様式
	２－５．成立の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書の様式・記載例

	★様式
	２－６．役員となるべき者の氏名及び住所を記載した書面の様式・記載例


	資料3-1補足一式_BIMライブラリ技術研究組合補足説明
	資料3-2_知的財産に関する補足資料
	資料4-2スケジュール（修正資料）
	資料

	資料5_BLC総会における質疑応答（一部修正あり）20190607R1
	資料6-1_官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）2018年度の結果について
	資料6-2_国土交通省の建築BIM推進会議について_国土交通省20190423
	資料7_(仮称)BIMライブラリ技術研究組合に関する質問
	資料8_BLC参加企業団体一覧20190610



