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BIM ライブラリーコンソーシアム 

第 7 回 在り方部会 
 

議事次第 
 
日時：平成 29 年 3 月 2 日（木）16:00~17:30 
場所：上海国際ビル 2 階会議室 

 
 
１．開会 
 
 
２．議事 

 
(1)  前回（11/10：第 6 回）議事録の確認（事務局） 
 
(2)  4 月に米国で開催される BIMForum＠米国・サンディエゴの紹介（事務局） 
 
(3)  次世代公共建築研究会 IFC/BIM 部会から発刊される BIM ガイド本の紹介 
                                 （事務局） 
(4)  BLC 各部会（建築、設備、運用）の現状議論報告（事務局） 
 
(5)  BLC ビジネスモデルの議論状況報告（事務局） 
 
(6) その他 
 

 
3．閉会 
 
 

会議資料一覧 
 
 

 資料 在 7－1   議事次第 
 資料 在 7－2   前回（11/10：第 6 回）議事録（案） 
資料 在 7－3   4 月に米国で開催される BIMForum の紹介 

 資料 在 7－4   IFC/BIM 部会から発刊する BIM ガイド本の紹介 

 資料 在 7－5   BLC 各部会（建築、設備、運用）の現状議論報告 

    BLC ビジネスモデルの議論状況報告 

 
次回    日時 ： 来年度の日程調整中（平成 29 年 5 月※日（木）16:00~17:30） 

      場所 ：  予定（上海国際ビル 2 階会議室） 
      議事 ： 未定 
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BIMライブラリーコンソーシアム （BLC）　　｢参加企業・団体一覧｣  2017年3月2日現在　　　　　　　　

No 会 社 名
区
分

No 会 社 名
区
分

1 東京工業大学(在り方部会長：安田幸一) T1 43 デロイト　トーマツPRS(株) S2

2 芝浦工業大学(建築部会長：志手一哉) T1 44 東電設計(株) S2

3 首都大学東京(設備部会長：一ノ瀬雅之) T1 45 凸版印刷(株) S1

4 首都大学東京(運用部会長：山本康友) T1 46 ＴＯＴＯ(株) S1

5 (一社)buildingSMART Japan(運営委員：山下純一) T2 47 東芝キヤリア(株) S1

6 大森法律事務所(弁護士：大森文彦) T2 48 東洋熱工業(株) S3

7 (一財)建築保全センター(事務局長：寺本英治) T2 49 (株)日積サーベイ S1

正会員(企業) 50 (株)日建設計 S1

1 (株)朝日工業社 S1 51 (地法)日本下水道事業団 S1

2 (株)淺沼組 S1 52 (株)日本設計 S1

3 アズビル(株) S1 53 日本メックス(株) S1

4 (株)伊藤喜三郎建築研究所 S2 54 野村不動産ホールディング(株) S1

5 ㈱ＮＹＫシステムズ S2 55 日比谷総合設備(株) S3

6 エーアンドエー(株) S3 56 (株)ベイテクノ S1

7 (株)荏原製作所 S1 57 三菱重工業(株) S3

8 (株)大林組 S1 58 (株)本澤建築設計事務所 S3

9 (株)大塚商会 S1 59 (株)安井ファシリティーズ S1

10 (株)奥村組 S1 60 (株)四電工 S2

11 オートデスク(株) S1 61 (株)和田特機 S2

12 鹿島建設(株) S1

13 河村電器産業(株) S2 特別会員(団体)

14 (株)関電工 S2 1 (一社)buildingSMART Japan T2

15 (株)キャディアン S1 2 (NPO)建築技術支援協会 T2

16 (株)CADネットワークサービス S1 3 （一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 T2

17 協栄産業(株) S1 4 (一社)公共建築協会 T2

18 (株)きんでん S1 5 (NPO)法人 設備システム研究会 T2

19 (株)久慈設計 S1 6 （一社）日本空調衛生工事業協会 T2

20 グラフィソフトジャパン(株) S3 7 （一社）日本建材・住宅設備協会 T2

21 (一財)建設業振興基金 S1 8 (一社)日本建設業連合会 T2

22 (一財)建築保全センター S2 9 (公社)日本建築家協会 T2

23 (株)建築ピボット S1 10 (公社)日本建築士会連合会 T2

24 (株)構造計画研究所 S1 11 日本建築仕上材工業会 T2

25 (株)コスモ・ソフト S3 12 (一社)日本建築士事務所協会連合会 T2

26 (株)佐藤総合計画 S1 13 (公社)日本建築積算協会 T2

27 佐藤工業(株) S3 14 (一社)日本サッシ協会 T2

28 (株)シェルパ S3 15 (一社)日本電設工業協会 T2

29 (株)シスプロ S2 16 （一財）日本建設情報総合センター T2

30 (有組)C-PES研究会 S1 17 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 T2

31 (株)ＣＢＳ S1 18 (公社)ロングライフビル推進協会 T2

32 (株)ＣＰＣ S1 19 (一社)日本建築積算事務所協会 T2

33 清水建設(株) S1 特別会員(個人)

34 新菱冷熱工業(株) S1 1 国立研究開発法人 建築研究所(武藤正樹) T3

35 住友セメントシステム開発(株) S1 2 国立研究開発法人 建築研究所(髙橋　暁) T3

36 (株)大建設計 S1 3 国土技術政策総合研究所(脇山善夫) T3

37 大日本印刷(株) S1 4 東京工業大学大学院(川島範久) T3

38 大成建設(株) S3 5 東京工業大学大学院(平野　陽) T3

39 (株)ダイテックホールディング S1 6 広島工業大学(杉田　洋) T3

40 高砂熱学工業(株) S1 7 広島工業大学(杉田　宗) T3

41 (株)竹中工務店 S3 8 能勢 平太郎 T4

42 (株)テイル 9 矢部 朋裕 T4

※敬称略
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出席 会社名 名前 出席 会社名 名前
○ 東京工業大学大学院 安田 幸一 デロイト　トーマツPRS(株) 赤土 かよ

芝浦工業大学 志手 一哉 ○ 凸版印刷（株） 馬地宏一
首都大学東京 一ノ瀬 雅之 ○ TOTO(株) 東元 詩朗
首都大学東京 山本 康友 ○ TOTO(株) 小嶋 香織

○ (一社)buildingSMART 山下 純一 ○ (株)日建設計 吉田　哲
○ (一財)建築保全センター 寺本 英治 (株)日建設計 安井 謙介

(株)淺沼組 島田 綾子 ○ (地法)日本下水道事業団 富樫 俊文
(株)淺沼組 五味 操一 (地法)日本下水道事業団 新井 知明
(株)伊藤喜三郎建築研究所 横山 正美 ○ (地法)日本下水道事業団 植田 達博
(株)伊藤喜三郎建築研究所 荒井 拓也 ○ 日本メックス(株) 野口 順二

○ (株)大塚商会 水野 一哉 ○ 野村不動産ホールディング(株) 柴田 一志
○ (株)大塚商会 山田 琢司
○ (株)大塚商会 飯田 千恵

(株)大林組 福士 正洋
○ (株)大林組 焼山　誠
○ オートデスク(株) 内山 敏昭
○ 鹿島建設(株) 安井 好広
○ 河村電器産業(株) 榎   寿哲

(株)キャディアン 笠原 靖子
(株)キャディアン 山﨑 裕子
(株)キャディアン 植松 良太 ○ (一社)buildingSMART Japan 足達 嘉信
(株)キャディアン 中野 健成 (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳

○ (株)ＣADネットワークサービス 南谷 親良 (一社)buildingSMART Japan 谷内 秀敬
(株)きんでん 岡　泰秀 (NPO)建築技術支援協会 泉　清之
グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ (一社)公共建築協会 藤田 伊織
グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 (一社)公共建築協会 伊藤 正寿
(株)建築ピボット 千葉 貴史 ○ (NPO)法人 設備システム研究会 三木 秀樹
(株)構造計画研究所 吉田 親史 (NPO)法人 設備システム研究会 中島 貴司

○ (株)構造計画研究所 後藤 孝二 （一社）日本建材・住宅設備産業協会 富田 春夫
(株)佐藤総合計画 網元 順也 （一社）日本建材・住宅設備産業協会 伊藤 俊弘

○ (株)佐藤総合計画 糸島 光洋 （一財）日本建設情報総合センター 小路 泰広
○ 佐藤工業(株) 青山 政司 （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司

佐藤工業(株) 太田 直良 (公社)日本建築家協会 筒井 信也
○ 佐藤工業(株) 由井 輪人 (公社)日本建築士事務所連合会 繁戸和幸

(株)シェルパ 高松 稔一 ○ (公社)日本建築積算協会 加納 恒也
(株)シェルパ 朝倉 唯博 (公社)日本建築積算協会 森谷 靖彦

○ (株)シェルパ 藤澤 範好 ○ (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志
(有組)C-PES研究会 安孫子義彦 (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治

○ 新菱冷熱工業(株) 田辺 恵一 東京工業大学大学院 川島 範久
○ 清水建設(株) 佐竹 浩芳 東京工業大学大学院 平野　陽
○ 住友セメントシステム開発(株) 山口 浩二 ○ 国立研究開発法人建築研究所 髙橋   暁
○ 住友セメントシステム開発(株) 柳　良和 ○ 国立研究開発法人建築研究所 武藤 正樹

大成建設(株) 猪里 孝司 国土技術政策総合研究所 脇山 善夫
(株)ダイテック 山口 正明
(株)大建設計 井上 久誉 (一財)建築保全センター 鈴木 千輝

○ 大日本印刷（株） 吉田　集 (一財)建築保全センター 影山　徹
(株)竹中工務店 吉田 健一 ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和

○ (株)竹中工務店 染谷 俊介 ○ (一財)建築保全センター 水澤 久夫
（株）テイル 水野 昭洋 ○ (一財)建築保全センター 山中　隆

BLC　第6回　在り方部会（2016年11月10日）　参加者：40名
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BIM ライブラリーコンソーシアム運用部会活動報告 

 

部会開催日＆要約  

第 3 回 平成 28 年 4 月 19 日 四谷・IAI 日本事務局 出席者 16 名 

・NBS BIM ライブラリーの利用規約（Terms and Conditions）」の翻訳読み合せ 

NBS BIM ライブラリーを参考にして、日本の BIM ライブラリーを作っていく。 

 ・＜BIM ライブラリーで規約が必要な部分の整理＞を行う。 

  BIM ライブラリーを中心にして、 

① 利用者②登録者（メーカー、サプライヤーetc）③BIM ソフトべンダー 

④ライブラリーシステム開発者・運用者⑤BLC（建築保全センター） 

それぞれの間での利用規約についての必要性について議論、認識。 

 

第 4 回 平成 28 年 7 月 12 日 四谷・IAI 日本事務局 出席者 16 名 

 ・オーストラリアでの BIM ライブラリーへの取り込みに対して、 

  W.Stanannus 氏とミーティング。ライブラリーは Revit-MEP で作成。 

 ・各メーカーのライブラリー利用規約比較リスト 

  インターネットで検索可能な各社の利用規約をピックアップする。 

  （NBS、C-CADEC、TraceParts S.A、グラフィソフトジャパン、TOTO、 

福井コンピューター、東芝エレベータ）の各社利用規約の調査報告 

  ・＜BIM ライブラリーで生じる検討課題＞資料を基に議論する。 

   エンドユーザー（利用者）と BIM ライブラリーコンソーシアム仮との 

規約の案を作成する事とする。 

 

第 5 回 平成 28 年 9 月 13 日 四谷・buildingSMARTJapan 事務局 出席者 15 名 

 ・エンドユーザー（利用者）と BIM ライブラリーコンソーシアム仮との 

利用規約案について討議をする。 

 ・データー登録者（メーカー、サプライヤーetc）と BIM ライブラリーコンソ

ーシアム仮とのデータ提供規約案も作成する事とする。 

 ・運用部会内に WG を設置する。 

  テーマは①エンドユーザー範囲②データー提供サービス範囲③BIM データ

変更修正対応④第三者取扱範囲、とする。 

 

第 6 回 平成 28 年 11 月 15 日 四谷・コンピューターｼｽﾃﾑ研究所 出席 18 名 

 ・データ提供規約案について説明そして議論 

 ・BLC ビジネスモデルについて説明そして議論 

 

21/22

資料 在_７-５-4



22/22


