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資料 建 5-5 


Questionnaires for Australia-Japan BIM meeting  


Topics  Questionnaires 


A. 


 


 


Business 


Market 


A1 


 


 What is the response to MEP Library from the AEC industry including A/E 


firms and general contractors? 


設計事務所、ゼネコンなど建設業界の設備BIMライブラリーに対する反応は


どうか。 


 An increasing number of engineering firms including Australian and 


international consultancies such as Arups and Aurecon are using the 


BIM-MEPAUS Revit Template Add-in and content.. 


Arup や Aurecon などのオーストラリアおよび国際的なコンサルタントを含


む多くのエンジニアリング会社は、BIM-MEPAUS Revit テンプレートアドイ


ンとコンテンツを使っている。 


 This is, in part, being driven by General Contractors specifying the use of 


BIM-MEPAUS on their projects and, in part, by the cost savings achieved 


through the use of BIM-MEPAUS content instead of in-house 


development. 


これはある部分は、彼らゼネコンのプロジェクトに BIM-MEPAUS の使用を


指定していることにより、またある部分は自社開発に比べて BIM-MEPAUS


のコンテンツの使用を通じてコスト削減が達成できることによる。 


 Many of Australia’s largest General Contractors including Lendlease, 


Leightons, Hanson and Yuncken and others are supportive of the 


initiative and specifying BIM-MEPAUS due to the standards, templates 


and content being industry based. 


Lendlease、Leightons、Hanson、Yuncken 等のオーストラリアの最大のゼネ


コンの多くは、BIM ライブラリーに協力的で、産業界ベースの標準、テンプ


レート、およびコンテンツのためBIM-MEPAUS を指定している。 


 As a result, some of Australia’s largest projects have now been modelled 


and delivered using the BIM-MEPAUS template add-in including 


Barangaroo and Darling Harbour Live. 


結果として、今や Barangaroo とダーリング港ライブ等のオーストラリアの
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最大のプロジェクトのいくつかが、BIM-MEPAUS テンプレート・アドインを


使ってモデル化され、引き渡された。 


 Many of Australia’s architects are aware of BIM-MEPAUS however would 


not typically specify or use the template add-   


オーストラリアの建築家の多くは、たとえ一般に、テンプレート・アドイン


指定せず、あるいは使わなくても、BIM-MEPAUS に関心を持っている。  


 


A2-1 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A2-2 


 


A2-3 


BIM MEP Initiative 


 Will you explain the business model? 


ビジネスモデルを説明してください。 


The initiative is led by the Air Conditioning & Mechanical Contractors’ 


Association (AMCA) who have provided the majority of funding to date. 


BIM ライブラリーは、現在まで出資の大部分を提供した空気調和・機械設備


施工者協会（AMCA）によってリードされる。 


A2K, Australia’s largest Autodesk reseller, is the AMCA’s alliance partner 


responsible for the creation and selling of the template and content. 


オーストラリアの最大のAutodesk 再販業者A 2K 社は、テンプレートとコン


テンツの作成・販売について責任を持つAMCA の連携パートナーである。 


Access to the template add-in, generic content and manufacturer’s content is 


via a modest user registration fee set to promote industry use.  


テンプレート・アドイン、ジェネリック・コンテンツ、メーカーコンテンツ


へのアクセスは、産業界の使用を促進するための、わずかなユーザー登録料


金セットによる。 


Manufacturer’s pay for their content to be developed and maintained by A2K 


with access through either the BIM-MEPAUS website or manufacturer’s own 


website. 


A2K により開発・維持されるコンテンツに対するメーカーの支払いは、


BIM-MEPAUS ウェブサイトまたはメーカーの自身のウェブサイトを通した


アクセスによる。 


In addition, the initiative draws upon Autodesk to help develop design content 


with the view that this forms the source content for the Industry Foundation 


Models 
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A2-4 


さらにイニシアチブは、これが産業基盤モデルのソースを形成するという見


方でAutodeskが設計コンテンツ開発に役立つように活用させている。 


A small amount of other industry association funding has been provided to 


support the development of the standards. 


AMCA の出資の一部は、標準の開発の支援に提供されてきた。 


The initiative however still relies in reality on large part on the industry and 


personal contributions to the development of the standards as well as the 


template add-in and content. 


しかしイニシアチブは、標準とテンプレートアドインコンテンツの開発に、


産業界と個人の貢献に多くは頼っているのが現実である。 


From A2K’s perspective, the initiative drives licence sales of Autodesk 


software and training services. 


A2K 社の視点から、イニシアチブは Autodesk ソフトウェアと研修サービス


の販売のライセンスを促進する。 


Number of members and type of membership of Initiative 


イニシアチブの会員数と会員種別は? 


Data and graph will be provided in the presentation. 


プレゼンで示します。 


Does the Initiative actually operate BIM MEP library? 


イニシアチブが実際にライブラリーを運営しているのですか。 


A2K manage the template add, generic design content and manufacturer’s 


content. 


A2K社がテンプレートとジェネリックな設計コンテンツとめーかーんてんっ


をマネジメントしています。 


Why does the Initiative only target at MEP objects? 


なぜイニシアチブは設備オブジェクトだけを対象としているのですか。 


The initiative was conceived to address the particular issues facing AMCA 


members, however broadened its mandate to address all building services 


notwithstanding that each service has its own particular characteristics. 
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イニシアチブはAMCA が直面する特定の課題解決を図ると考えています。し


かし、各サービスが特定の特徴を持つものでありながらすべての建築サ


ービスの解決を図るよう使命を拡大しています。 


A3 <building SMART Australia, CSIRO, NATSPEC 


Does the Initiative have a liason with building SMART Australia, CSIRO or 


NATSPEC 


イニシアチブは、building SMART Australia, CSIRO 、NATSPECと関連があ


るのですか。 


BIM-MEPAUS has good working relationships with NATSPEC, and references 


BIM-MEPAUS in its content classification schema however the Initiative has 


only limited liaison with building SMART Australia. 


BIM-MEPAUSは NATSPEC と良好な関係があり、分類スキーマコンテンツを


参照しています。しかしイニシアチブは building SMART Australia とだけ連


携しています。 


A4 Who shoulders the cost of modeling objects? 


オブジェクトのモデル化のコスト負担は誰がしているのか。 


The view is that all generic design content should be developed by Autodesk 


with the content based on international standards where possible and 


Autodesk modelling guidelines. 


これはすべてのジェネリックな設計コンテンツは、国際的な標準と可能な場


合はAutodesk のモデル化ガイドラインに基づいて、Autodeskが開発すると


考えられています。 


BIM-MEPAUS works with Autodesk to define the industry requirements for 


these families. 


BIM-MEPAUSはこのファミリーに関する産業界の要求を求めるためAutodesk


と協働しています。 


BIM-MEPAUS then adds the shared parameters to the Autodesk Families – in 


this way the costs are minimised as there is a single reference model for each 


content type and sub-type. 


BIM-MEPAUS は、シェアード・パラメータをAutodesk ファミリーに追加す


る。－このように、1 つのコンテンツタイプとサブタイプごとに単一の参照
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モデルがあるのでコストは最小化される。 


A5 Do users pay some part of library cost? And if so, what is the payment 


procedure? By quantity of download objects or annual fee? 


ユーザーはライブラリコストのいく分かを支払うか？そして、もしそうなら、


支払い手続は？ダウンロードオブジェクト量または年間の料金で？ 


Access to the template add-in, supporting generic design families and 


manufacturer’s content is provided for a modest annual registration fee that is 


set significantly less than the cost of developing the content internally. 


ジェネリックな設計ファミリーおよびメーカーのコンテンツをサポートす


る、テンプレート・アドインへのアクセスは、コンテンツを自社開発するよ


り低いコストである、若干の年間登録料で提供される。 


A6 What has been the response of owners group to BIM-MEPAUS? 


建物所有者グループのBIM-MEPAUS への反応は？ 


There has been limited interest to date due to the viewpoint that BIM is a tool 


for design and construction. There has however been a significant increase in 


building information management in the last 12 months and this is starting to 


see building owners develop strategies to leverage whole of life BIM 


modelling. 


BIM が設計と建設のツールであるという見方のため、現在まで建物所有者の


関心は制約されたものです。制限された興味が日付にあった デザインと建築


のためのツール 。たとえ最近の一年で建物の情報管理が急激に増加してお


り、これは建物オーナーがトータルライフサイクルのBIMモデリングをてこ


とする戦略を展開し始めたことです。 


A7 Does the library generate download distribution data?  And if so, is the data 


mentioned above provided to manufactures for their marketing? 


ライブラリーはダウンロード分布データを作成するのか？そして、もしそう


なら、このデータは、マーケティングのためにメーカーに提供されるか？ 


Distribution data is tracked from the website and A2K provides data to 


manufacturers. Generally not, however smaller manufacturer’s seem to be 


pleased with the content being generated. 


ダウンロード分布データはウェブサイトから追跡されて、A2Kはメーカーに
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データを提供する。一般にはそうでもないが、小規模メーカーは、生成され


る内容に満足なように思われる。 


A8 Will you explain the types of users of BIM library by trades or shares? 


BIMライブラリーのユーザーの業種別、割合別を説明してください。 


There has been good take of the BIM library by both designers and trade 


contractors which is expected to increase as more content becomes available 


for electrical, fire and hydraulic services.  


設計者と施工者は、BIM ライブラリーをよく利用しており、また電気設備、


防火、消火栓設備がコンテンツに含まれれば、より増加すると期待されてい


る。 


A9 How do you predict the future market of new BIM object library? 


BIMライブラリーの将来の市場は? 


We believe that we have now resolved some significant challenges working 


closely with industry stakeholders and Autodesk and should be able to 


broaden the content to cover other disciplines – the rate of development 


however remains constrained by finding further funding. 


私達は、今や、私達が、産業界の関係者、Autodeskと緊密に働いたことで重


要な課題を解決し、他の業種もカバーしてコンテンツを拡大したと考えてい


る。しかしより多くの資金があれば開発はより進められる。 


B. 


File 


Format 


B1 In addition to Revit, do you plan to adopt ArchiCAD or Vectorworks or other 


file formats in the new BIM library? 


Revit 以外に例えば ArchiCAD、Vectorworks などのファイルフォーマットを


追加する予定はありますか。 


No – we are focused on getting the design to as-built model and design to 


fabrication workflows working within the Autodesk AEC suite. 


いいえ、我々は竣工モデルと設計から製造までのワークフローを作成する作


業にAutodesk AEC suite と共同で集中している。 


C. 


Supplier  


C1 Are manufacturer’s from all trades supportive of BIM modeling their products? 


全てのメーカーはその製品のBIMモデルを作成することに賛同していますか 


There is widespread recognition that manufacturer’s will need to have content 


available if they want to be specified and included in the virtual build of the 


project. A number of trade contractors now include the provision of the BIM 
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model as part of the purchase order which is focusing the supplier’s attention 


on provision of BIM content. 


メーカーは仕様書で指定されたり、プロジェクトのバーチャルビルドに含め


られたい場合は、必要なコンテンツが入手できなければならないとの認識が


普及している。多くの施工業者は、購買指示書にBIMモデル条項を含めてお


り、これがサプライヤーのBIMコンテンツ条項への関心を集めている。 


C2 Are the suppliers satisfied with offering their product data to BIM objects? And 


if so, what are their merits? 


サプライヤーは、製品情報をBIMオブジェクトに提供することに満足してい


ますか。 


We have taken the viewpoint that as a minimum we require the 


manufacturer’s model to have the Manufacturer’s Certified Model Schedule 


nominated in the BIM-MEPAUS specification. 


我々は BIM-MEPAUSの仕様に取り上げられているメーカーの評価済みモデル


一覧表をメーカーモデルに最低限要求するという視点をとっている。 


The data for this schedule can be provided by the manufacturer in excel 


format for loading. 


この一覧表のデータは、ローディングのため excel フォーマットでメーカー


から提供される。 


Ultimately we would like a manufacturer interface to be provided that would 


allow them to add the data easily prior to sending to the trade contractor.   


最終的には、施工業者に送る以前にデータを付加することが容易になるメー


カーのインターフェースが提供されることを期待している。 


C3 How do you promote manufacturers to BIM object library? 


メーカーにどのようにBIMライブラリーの参加を広めたのですか。 


If you do not have your manufacturer’s certified model (MCM) available for the 


virtual build model, then you are unlikely to get a purchase order. 


バーチャルビルドに利用できるメーカーの証明されたモデルを持たなけれ


ば、購入注文が多分ないでしょう。 


C4 Do you have any survey result on manufacturers’ advantage who submitted 


their product data for BIM object library?  


BIM ライブラリーに製品データを提供したメーカーの利点に関する調査結果


がありますか。 
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No formal surveys have been completed however anecdotally the majority of 


manufacturers seem to be pleased with the hosting of the content by 


BIM-MEPAUS combined with feedback that the content meets the needs of 


designers and contractors. 


公式な調査は行われていないが、逸話的に大部分のメーカーは、コンテンツ


を BIM-MEPAUSに掲載し、併せてコンテンツが設計者と施工者のニーズに合


っているかのフィードバックを得ることに満足しているようである。 


D. 


Copyright 


D1 


 


Who owns the copyrights of BIM objects and BIM MEP library? 


誰がBIMオブジェクトとBIM MEP ライブラリの著作権を所有しているか？ 


 


This is very murky subject. BIM-MEPAUS owns the copyright – however it is 


generally understood that the content is industry developed and the initiative 


has largely removed angst around copyright and IP issues. 


これは非常にあいまいな課題である。BIM-MEPAUS は著作権を所有してい


る。－しかし、コンテンツは産業界が開発したものであり、BIM-MEPAUS 活


動(イニシアチブ)は、著作権と知的所有権問題周辺の不安の大部分を解決し


たと認識されている。 


D2 Do you allow modification on BIM object once a user downloaded an object? 


いったんユーザーがオブジェクトをダウンロードしたら、あなたはBIMオブ


ジェクトでの部分修正を許すか？ 


 


The aim is that the content will meet the majority of users requirements – 


there are some specific “terms of use” to assure that the content will work 


reliably at each stage of the workflow.  


目的は、コンテンツが大多数のユーザー要件を満たすことである。－ワーク


フローの各段階で、コンテンツが信頼されて役立つことと保証する、いくつ


かの具体的な「使用条件」が定められている。 


E. 


Modeling 


E1 Do you BIM model a harness of wires or cables?  


ワイヤーハーネス、ケーブルもBIMモデル化するのか。 


We have some families for cable containment systems. 


ケーブルコンテナーのファミリーもある。  


E2 Will you explain how you draw wiring in BIM in DD phase? 


BIMの実施設計段階での配線の書き方を説明してほしい。 


We have not addressed this as yet – we would expect Autodesk to develop 


this functionality. 







9 


 


これはまだ検討していないが、Autodeskが機能的に開発してくれることを期


待している。 


E3 Generic object 


Do software vendors model generic objects? 


ソフトウェアベンダーがジェネリックオブジェクトのモデル化をするのか。 


We have been working closely with Autodesk to develop the generic content  


objects and will be looking to continue this moving forward. 


我々は Autodesk と緊密な連携をとってジェネリックコンテンツオブジェク


トの開発をし、さらに進める予定です。 


F. 


BIM  


 


F1 


 


<B/C> 


How do you evaluate cost-benefit of BIM against traditional CAD drawings? 


従来のCAD設計に対してBIMのB/Cはどう評価しているのか。 


The cost premium to design and document a project using BIM is decreasing 


with time and we expect that Revit/Fabrication 2017 will see these costs 


reduce significantly. 


BIM を利用したプロジェクトの設計と文書作成に関するコスト割り増しは時


間とともに減少しているし、我々は Revit/製造 2017 がコストを大幅に削減


すると考えている。 


The benefits arising from BIM modelling extend beyond improved design, 


visualization and elimination of site clashes – there is as much to be gained 


from workflows that leverage shared parameter schemas and BIM / 


Integrated Scheduling Databases. 


BIM モデル化から発生する利益は、設計の改善、視覚化、現場での食い違い


解消を超えて拡大している。それはシェアードパラメータスキーマと BIM/


統合一覧表データベースの利点を拡大するワークフロー改善を生じている。 


We believe that the base line MEP cost savings from a project wide 


implementation of BIM using integrated workflows are likely to be in the range 


of 10%-15%.  


我々は、統合ワークフローを使用し、BIM を全面的に使用したプロジェクト


ベースでのMEP ライブラリーによるコスト削減は、最低限でも 10 から 15%


であると考えている。 
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F2 What are your basis of information standard that shall generate additional or 


unnecessary information items to NBS BIM object standards? 


NBS BIMオブジェクト標準に対して追加、または削除する場合の情報基準は


何か。 


The NBS BIM object library appears to be extremely limited with respect to 


MEP content. 


NBS BIMオブジェクト標準は設備系に関してはかなり制限されている。 


Whilst we fully support the concepts at the core of COBie we do not believe 


that the shared parameter schema can meet the need the needs for 


integrated project workflows and supply chain integration. We also believe 


that many of the parameters are problematic from a completion viewpoint. 


一方、我々はCOBie のコア概念を支援し、シェアードパラメータ・スキーマ


はプロジェクトの統合ワークフローやサプライチェーン統合からのニーズに


合致すると考えていない。また多くのパラメータが建物完成の視点からは問


題ありだと考えている。 


G. 


BIM  


library 


G1 <BIM MEPaus> 


Will you present some BIM objects in BIM MEPaus? 


Yes – a number of objects will be presented, but not in native Revit. 


G2 Will you explain the organization, process & items, issues to be discussed, 


future plan etc. for the inspection and accreditation of BIM objects? 


BIM オブジェクトの検査、認証に関する組織、プロセスと項目、検討課題、


将来計画等について説明してください。 


The organisation of objects is broken down into generic content and 


manufacturer’s content with a number of searchable fields provided. 


オブジェクトの組織は、調査可能な数多くの領域のジェネリックコンテンツ、


メーカーコンテンツに分割できる。 


We are principally focused on quality assurance – we want to work closely 


with Autodesk to make sure that the generic metric content is best-in-class 


and fit-for-purpose to support the needs of design, manufacturers, installers 


and owners. 


我々は主に品質保証に焦点を当てている。我々は Autodesk と緊密に働きな


がらジェネリック・メトリック・コンテンツが最善であり、目的に合致した







11 


 


ものであり、設計者、製造者、施工者、所有者のニーズを支援することを確


信している。 


If we get the models right – 95% of the issues related to inspection and 


accreditation will be eliminated. 


A2K have their own QA processes – this is currently being further developed. 


我々が正確なモデルを入手すれば検査、認証に関する課題の 95%はなくなる


だろう。 


G3 For manufacturer’s BIM objects, do you adopt certain code system or 


identifiers? 


メーカーBIM オブジェクトに関して、一定のコードシステムや判別子を採用


しているか。 


We have a defined component naming convention ie M_AHU_32-1, etc. 


Further details will be provided in the presentation. 


「M_AHU_32-1」等の命名ルールがあり、詳細はプレゼンの中で説明する。 


G4 Are the information on environment impact evaluation or unique information 


by region or by sector included as part of BIM object attribute? 


環境影響評価や地域やセクター固有の情報は、BIM オブジェクト属性に含ま


れるのか。 


We have included for future provision of environmental attribute shared 


parameters but will not include these till they are fully defined by LEED, Green 


Star or BREAM and can be readily generated by manufacturers. 


我々は、環境属性シェアードパラメータの将来条項を含めているが、LEED、


Green Star or BREAMが完全に定義しなければ、またメーカーが直ちに作成


できなければ含めない。 


G5 What are the targeted project phases for BIM object library? 


BIMライブラリーの対象とするプロジェクト段階は何か。 


The design content is generally suitable for LOD 300 modelling, virtual 


construction and as-built models use Manufacturer’s Certified Content which 


is also suitable for life cycle asset/facility management. 


設計コンテンツは、一般に LOD300 でのモデル化が適しているし、バーチャ


ル施工、竣工モデルでメーカーの認証コンテンツは、ライフサイクル資産、


FMに適している。 
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G6 Do you plan to connect BIM object library with cost data, design standard, 


facility management(FM) ? 


BIM ライブラリーとコストデータ、設計標準、FM とは関連づける計画があ


るか。 


Costing data in our view is commercially sensitive – we manage cost data off 


model or in our Autodesk ESTmep take-off system. 


We believe that our MCM schedule that includes the full identity schedule and 


completion schedule is sufficient to meet the majority of facility management 


needs.  


我々の考えでは、コストデータは商売に敏感なものである。モデルと別にコ


ストデータを管理するか、Autodesk 設備積算システムとして管理する。 


全要素のスケジュールと完成スケジュールからなる MCM スケジュールは、


FMの大部分を満足すると考える。 


G7 When and how do you announce the revision of objects?  


オブジェクトの改定をいつ、どのようにアナウンスするのか。 


A2K provide regular updates to the user base. 


A2K 社が利用者ベースで定期的に更新する。 


G8 Is BIM-MEPAUS utilized as you expected? 


BIM-MEPAUSの利用は期待通りか。 


It has taken longer to realize the integrated workflow objectives than we would 


have liked, but we believe that this should be fully bedded down in the next 


2-3 years. 


それは我々が期待していたより統合ワークフロー目的を実現するのに長くか


かった。しかしこれはこの 2,3 年で完全に定着するだろう。 


The unrealized potential is in shared parameters, once the use of integrated 


scheduling databases becomes more widely established we expect it will 


transform the supply chain. 


未実現の潜在的な点は、シェアードパラメータで、統合スケジュールデータ


ベースの利用が広く確立されると、サプライチェーンの変革になることを期


待している。 


G9 Do you have a guide/guideline on LOD in BIM library? 







13 


 


BIMライブラリーのLODガイドラインはあるか。 


We have a basic overview, there is increasing recognition that use of BIM 


LOD definitions alone to define deliverables may lead to sub-optimal project 


outcomes.  


基本的な見方は、引き渡しを定義する BIM の LOD 定義だけでは次善のプロ


ジェクト成果物となると考えている。 


G10 <generic and specific> 


How do you use generic objects and specific(manufacturers) objects? 


ジェネリックオブジェクトとメーカーオブジェクトの使い分けは。 


Generic objects are generally used for design modelling up to LOD 300 with  


design content changed out for manufacturer’s content during the virtual build. 


Under some circumstances the designer may use manufacturer’s content. 


ジェネリックオブジェクトは、設計モデルに使われ LOD は 300 まで、設計


コンテンツはメーカーコンテンツにバーチャルビルドで変化する。一定の条


件では設計者はメーカーコンテンツを使う場合がある。 


G11 Is the BIM MEP library subsidized by the government? 


BIM MEP ライブラリーは、政府の支援はあるのか。 


No – we wish they would. Notwithstanding this we have received some 


funding from other industry groups which is helping with standards 


development. 


ない。我々は期待するがるそれにもかかわらず他の産業グループから資金を


得ている。これは標準開発に関するものである。 


H. 


Others 


H1 Will you explain some projects where BIM object library is utilized? 


BIMライブラリーを利用したプロジェクトを紹介してほしい。 


Projects to be presented will include a variety of projects demonstrating the 


use of the content.  


プレゼン予定のプロジェクトは、BIM コンテンツを利用したプロジェクトの


デモを予定している。 


 








会社名


MUMFORD & WOOD


ALUK


SAS SENIOR


NBS


NBS


Synseal







グレーアウト
プロパティにあるが集計表に出てこない
タイププロパティにあるが集計表に出てこない
どのファミリにも存在しない項目
(blank_space)=項目は存在するが空欄


製品名


Evolve VS 1/3 x 2/3 - Vertical sliding windows


Evolve VS Style 2 - Vertical sliding windows


Conservation Casement Window


58BW Open Out Casement Window System


PURe Tilt/Turn Window System [Wall Placement]



https://www.nationalbimlibrary.com/synseal-extrusions-ltd/evolve-vs-1-3-x-2-3

https://www.nationalbimlibrary.com/synseal-extrusions-ltd/evolve-vs-style-2

https://www.nationalbimlibrary.com/mumford-and-wood-ltd/conservation-casement-window

https://www.nationalbimlibrary.com/aluk/58bw-out-casement-window-system

https://www.nationalbimlibrary.com/senior-architectural-systems/pure-tilt-turn-window-system





①…プロパティにある項目
②…「タイプを編集」で出てくる項目


製品説明
Double
SashWidth


FinishThickness
InternalCillCalc


Vertical sliding sash windows. 0


Vertical sliding sash windows. 0


Flush faced timber casement window providing


outstanding performance with a range of styles.
440


The 58BW window system is designed to offer a


high performance, narrow profile solution that has


the range and flexibility to suit most projects.


Aluminium window system with high insulation


thermal barrier.
0


拘束
①







FinishThickness
InternalSillCalc


Manufacturing
ConstraintsSatisfied


MainSash
Height


MainSash
Position


MullionHeight
Opening
LightHeight


はい


1410 748


12.5


拘束
①







Opening
LightWidth


Opening
SashHeight


Opening
SashWidth


SashSill
Height


SideLight
Height


SideLight
SashHeight


SideLight
SashWidth


SideLightSash
HorizontalPosition


拘束
①







SideLight
Width


Single
SashWidth


Transom
SashHeight


Transom
LightHeight


Transom
LightWidth


Transom
Width


レベル 敷居の高さ


レベル 1 800


レベル 1 800


906 444 68 レベル 1 800


レベル 1 800


レベル 1 800


レベル 1


レベル 1


拘束
①







Double
Double
Transom


GlassPanel
Thickness


OuterFrame
Height


OuterFrame
Width


SashHeightFire
EscapeMinimum


SashHeight
Maximum


1350 2500


1350 2500


いいえ いいえ 24


拘束
②







SashHeight
Minimum


SashTrans
DropMinimum


SashWidthFire
EscapeMaximum


SashWidth
Maximum


SashWidth
Minimum


SideLight
SillHeight
Calk


800 350 750 1500 350


800 350 750 1500 350


拘束
②







Single
Single
Transom


Transom
Bottom
Hung


CillFinish
InternalRequired


Double
Glazing


FinishThickness
External


FinishThickness
Internal


5 5


いいえ 0 0


はい いいえ いいえ


0 12.5


0 12.5


いいえ はい


いいえ はい


拘束 建設
② ①







Fixed
Light


LayerWrap
External


NumberOfMain
LightHorizontalBars


NumberOfMain
LightVerticalBars


NumberOfOpening
LightHorizontalBars


0


2 1


0


0


いいえ


いいえ


建設
①







NumberOfOpening
LightVerticalBars


NumberOfSide
LightHorizontalBars


NumberOfSide
LightVerticalBars


NumberOfTransom
LightHorizontalBars


0


建設
①







NumberOfTransom
LightVerticalBars


Pivot
Horizontal


Pivot
Vertical


SashBottom
RailDeep


SashBottom
RailStandard


SashSplitEqual
SashSplitEqual
TransomDrop


いいえ はい はい 858.6


いいえ


1


いいえ いいえ


いいえ いいえ


建設
①







SashSplit
Unequal


SashSplitUnequal
TransomDrop


SideHung
LeftHand


SideHung
RightHand


SillFinish
InternalRequired


SillNonStandard150mm


いいえ 600 いいえ いいえ


いいえ 600 いいえ


はい


いいえ


いいえ いいえ


いいえ いいえ


建設
①







SillNonStandard180mm SillNonStandard225mm SillStandard154mm SlidingHorizontal


いいえ いいえ はい


いいえ いいえ はい


いいえ


いいえ


建設
①







SlidingVertical
StructuralOpeningCut
BeyondFaceInternal


StructuralOpeningCut
BeyondFaceExternal


TiltAndTurn
LeftHand


TiltAndTurn
RightHand


5 5


5 5


5 5


5 5


いいえ いいえ いいえ


いいえ いいえ いいえ


建設
①







Top
Hung


Triple
Glazing


Window
Double
Glazed


Triple
Glazed


壁の納まり 建設タイプ
Manufacturing
ConstraintsSashWidth


両方 (blank_space)
Manufacturing
Constraints Satisfied


ホスト別 (blank_space)


ホスト別 (blank_space)


両方 (blank_space)


両方 (blank_space)


はい いいえ はい


はい いいえ はい


建設 文字
① ② ②







Manufacturing
ConstraintsSashHeight


Frame/MullionMaterial
Frame/MullionSecondary
Material


GlazingPanelMaterial


Manufacturing
Constraints Satisfied


NBS_Concept NBS_Glass_Double


NBS_Concept NBS_Glass_Double


NBS_Concept NBS_Glass_Double


NBS_Concept NBS_Glass_Double


NBS_Concept NBS_Glass_Double


nbl_ConceptSolid nbl_ConceptGlass


nbl_ConceptSolid nbl_ConceptGlass


文字 マテリアルと仕上げ
② ②







SillMaterial
WindowBar
Material


BottomRailOffset FrameHeight FrameSetback
InnerFrame
Height


NBS_Concept NBS_Concept 0 5


NBS_Concept NBS_Concept 5


<カテゴリ別>


NBS_Concept 25


NBS_Concept 25


50


50


マテリアルと仕上げ 寸法
② ①







MullionPosition RevealDepth
Sash1
Height


Sash2
Height


SashTrans
Drop


SideFrame
Width


SillThickness


882 859 858.6 38


635


0


25


25


寸法
①







Transom
Height


Transom
Position


WIndowHeight FrameDepth
Frame
Thickness


GlazingPanel
Thickness


HeadHeight JambWidth


1587.2 135 54 24


135 54


500 68 68


58


75


80 30


80 30


寸法
① ②







MullionWidth OpeningTolerance
Sash1
FrameDepth


Sash1
FrameThickness


Sash1
Width


Sash2
FrameDepth


3 53.5 60 810 53.5


68


寸法
②







Sash2
FrameThickness


Sash2
Width


SillDepth
SillExtension
Length


SillHeight
SillHeight
Default


Structural
OpeningHeight


48 786 800 1800


800 1800


153 60 68


800 1000


800 1000


1200


1200


寸法
②







Structural
OpeningWidth


Structural
Tolerance


Structural
ToleranceCill


Structural
ToleranceHead


Structural
ToleranceJamb


Structural
ToleranceSill


910 5 5 5


2500 5 5 5


2000 5 5 5


2000 5 5 5


900 3


900 3


寸法
②







Transom
Drop


ラフ高 ラフ幅 高さ 幅
Burglar
Resistant


Frame
Material


Powered
Operation


Safety
Glazing


(blank_space) (blank_space) 1800 910


(blank_space) (blank_space) 1800 2500


(blank_space) (blank_space) 1500 1000


(blank_space) (blank_space) 1000 2000


(blank_space) (blank_space) 1000 2000


はい (blank_space) いいえ いいえ


はい (blank_space) いいえ いいえ


識別情報寸法
② ①







Ｓｍｏｋｅ
Control


イメージ コメント マーク Help
Issue
Date


OmniClass
タイトル


OmniClass
番号


(blank_space) (blank_space) 1


(blank_space) (blank_space) 5


(blank_space) (blank_space) 16 Windows 23.30.20.00


(blank_space) (blank_space) 30


(blank_space) (blank_space) 37


いいえ (blank_space) (blank_space) 49
www.national
bimlibrary.co
m


12/03/07


いいえ (blank_space) (blank_space) 50
www.national
bimlibrary.co
m


12/03/07


識別情報
① ②







Units URL アセンブリ コード アセンブリの説明 キーノート タイプ マーク


(blank_space) (blank_space) (blank_space) 27


(blank_space) (blank_space) (blank_space) 24


(blank_space) (blank_space) (blank_space) 35


(blank_space) (blank_space) (blank_space) 49


www.seniorar
chitectural.co
.uk


B2020110 Windows - Aluminum (blank_space) 56


(blank_space)
www.national
bimlibrary.co
m


(blank_space) 25 50 95 110 67


(blank_space)
www.national
bimlibrary.co
m


(blank_space) 25 50 95 110 68


識別情報
②







タイプのイメージ タイプの説明 モデル 価格 製造元


(blank_space) (blank_space) (blank_space) deana.scott@synseal.com


(blank_space) (blank_space) (blank_space) deana.scott@synseal.com


(blank_space) (blank_space) (blank_space) sales@mumfordwood.com


(blank_space) (blank_space) (blank_space) technical@aluk.co.uk


(blank_space)
PURe Tilt/Turn
Window System


0 www.seniorarchitectural.co.uk


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


識別情報
②







➀


説明
Opening
Style


AcousticRating
BeamRadiation
Transmittance


Vertical sliding sash windows n/a 0


Vertical sliding sash windows n/a 0


Wooden conservation casement window Rw(c,Ctr) 40db (-2;-6) 0


58BW Out aluminium window system 42 dB 0


Aluminium window system with high
insulation thermal barrier


n/a 0


Exterior singel panel window TOPHUNG (blank_space)


Exterior flexible window TOPHUNG (blank_space)


識別情報 IFCパラメータ
② ②







FillGas FireExit FireRating GlassColor GlassColour GlassLayers


Argon n/a n/a 2


Argon n/a n/a 2


Argon or krypton (dependant
on glazing processing)


n/a Neutral 2


n/a n/a n/a 2


n/a n/a n/a 2


(blank_space)


(blank_space)


IFCパラメータ
②







Glass
Thickness1


Glass
Thickness2


Glass
Thickness3


GlazingArea
Fraction


IfcExportAs IfcExportType Infiltration IsCoated


4 4 0 0 IfcWindowStyle WINDOW 0 いいえ


4 4 0 0 IfcWindowStyle WINDOW 0 いいえ


6 9 0 0 IfcWindowStyle WINDOW 0.67 はい


6 6 0 0 IfcWindowStyle WINDOW 0 いいえ


6 0 6 0 IfcWindowStyle WINDOW 0 いいえ


IfcWindow IfcWindowStyle


IfcWindow IfcWindowStyle


IFCパラメータ
②







IsExternal IsLaminated IsTempered IsWired Reference Reflectivity SecurityRating


はい いいえ いいえ いいえ n/a 0 n/a


はい いいえ いいえ いいえ n/a 0 n/a


はい はい はい いいえ n/a 0 secure by Design


はい いいえ はい いいえ n/a 0 PAS 24


はい いいえ いいえ いいえ n/a 0 PAS24


はい (blank_space) (blank_space)


はい (blank_space) (blank_space)


IFCパラメータ
②







SmokeStop
SolarHeatGain
Transmittance


Thermal
Transmittance


ThermalTransmittance
Summer


ThermalTransmittance
Winter


いいえ 0 0 0 0


いいえ 0 0 0 0


いいえ 0 1.3 0 0


いいえ 0 1.4 0 0


いいえ 0 1.19 0 0


0


0


IFCパラメータ
②







Translucency 操作 解析用構成 可視光線透過率 日射熱透過率 熱抵抗（R） 熱伝導係数（U）


0 (blank_space) ＜なし＞


(blank_space) ＜なし＞


0 (blank_space) ＜なし＞


0 (blank_space) ＜なし＞


0 (blank_space) ＜なし＞


IFCパラメータ 解析用プロパティ
② ②







Author BIMObjectName ManufacturerName ManufacturerURL


NBS
NBS_SynsealExtrusionsLtd_ExternalWindowSystem
_EvolveVS1-3x2-3


Synseal Extrusions
Ltd


www.synseal.com/H
ome.aspx


NBS
NBS_SynsealExtrusionsLtd_ExternalWindowSystem
_EvolveVSStyle2


Synseal Extrusions
Ltd


www.synseal.com/H
ome.aspx


NBS
NBS_MumfordWoodLtd_WoodWindowUnits_Conserv
ationCasementWindow


Mumford & Wood
Ltd


www.mumfordwood.c
om


NBS
NBS_AluK_ExternalWindowSystem_58BWOutCasem
entWindowSystem


AluK (GB) Ltd www.aluk.co.uk


NBS
NBS_SeniorArchitecturalSystemsLtd_ExternalWind
owSystem_PUReTiltTurnWindowSystem


Senior
Architectural
Systems Ltd


www.seniorarchitect
ural.co.uk


一般
②







NBSCertification NBSDescription NBSNote
NBSOffice
MasterTag


http://www.nationalbimlibra
ry.com/cert/v3cxkszb


External window system n/a n/a


http://www.nationalbimlibra
ry.com/cert/k53kixgq


External window system n/a n/a


http://www.nationalbimlibra
ry.com/cert/iunbklkv


Wood window units n/a n/a


www.nationalbimlibrary.com
/cert/1rcdtqcl


External window system n/a n/a


http://www.nationalbimlibra
ry.com/cert/w5fyored


External window system
45-25-99/310
Aluminium window units


n/a


External window system


External window system


一般
②







NBSReference NBSTypeID ProductInformation Revision


25-50-95/125 n/a
www.synseal.com/Home/Systems/WindowsAndDoors/V
erticalSlidingWindows.aspx


n/a


25-50-95/125 n/a
www.synseal.com/Home/Systems/WindowsAndDoors/V
erticalSlidingWindows.aspx


n/a


45-25-99/350 n/a www.mumfordwood.com/casement-windows n/a


25-50-95/125 n/a
www.aluk.co.uk/uploads/files/aluk/product_literature/13
/58BWBDHIWindowDoorSystem.pdf


n/a


25-50-95/125 n/a
www.seniorarchitectural.co.uk/wp-
content/uploads/2015/02/PURe-WINDOW-RANGE-
BROCHURE.pdf


n/a


25-50-95/125


25-50-95/125


一般
②







Uniclass2
Uniclass2015
Description


Uniclass2015
Reference


Uniclass2015
Version


Version 解体されたフェーズ


25-30-95/128
External
window
systems


Ss_25_30_95_26 Systems v1.1 1 なし


25-30-95/128
External
window
systems


Ss_25_30_95_26 Systems v1.1 1 なし


45-60-72/436
Wood window
units


Pr_30_59_98_96 Products v1.1 1 なし


25-30-95/128
External
window
systems


Ss_25_30_95_26 Systems v1.1 4 なし


25-30-95/128
External
window
systems


Ss_25_30_95_26 Systems v1.1 2 なし


1.1 なし


1.1 なし


一般 フェーズ
② ①







作成されたフェーズ
Component
Number


WindowNumber Accessories


フェーズ1 (blank_space) (blank_space) n/a


フェーズ1 (blank_space) (blank_space) n/a


フェーズ1
Casement handle, butt hinges, concealed
friction hinge, child restrictor


フェーズ１ n/a n/a n/a


フェーズ１ n/a n/a n/a


フェーズ１ (blank_space) (blank_space)


フェーズ１ (blank_space) (blank_space)


フェーズ データ
②① ①







AccessoryOptions
AdditionalFeatures
ArchitravesExternal


AdditionalFeatures
ArchitravesInternal


Anti-jemmy security bar, Decorative and
run through sash horns, Deep bottom rail,
Sash child/ travel restrictors, Trickle vents


n/a n/a


Anti-jemmy security bar, Decorative and
run through sash horns, Deep bottom rail,
Sash child/ travel restrictors, Trickle vents


n/a n/a


n/a n/a


n/a n/a


データ
②







AdditionalFeaturesConnecting
MembersApronsFlashings


AdditionalFeaturesHardware
AdditionalFeatures
HeadDetail


n/a Lock, Pole eye, Sash lift, Tilt knob n/a


n/a Lock, Pole eye, Sash lift, Tilt knob n/a


n/a Multi-point locking n/a


NA
Couplers and additional
reinforcements available


n/a


データ
②







AdditionalFeatures
SecurityFeatures


Additional
FeaturesSills


Additional
FeaturesTrim


n/a n/a n/a


n/a n/a n/a


n/a n/a n/a


n/a n/a n/a


データ
②







AdditionalFeatures
Weatherstripping


AirPermeability AntiligatureStandard
BritishFenestrationRating
CouncilWindowEnergyRating


Brush seals


Brush seals


n/a A


n/a Class 4


n/a 600 Pa


データ
②







Certification Configuration ConfigurationOptions


BSI Kitemark - KM 30983
Vertical sliding sash with
tilting upper and lower
sashes


BSI Kitemark - KM 30983
Vertical sliding sash with
tilting upper and lower
sashes


Direct glazed, Fixed sash, Side hung,
Side swing, Top swing


Secured by Design, BSI
Kitemark, PAS 24


Bottom hung, Side hung, Top hung


n/a Tilt/ turn


データ
②







DrainageOptions ExternalColourOptions
ExternalFinish
Options


Filler


n/a


n/a


n/a


n/a


データ
②







FireResistance FixingFeatures FrameAppearanceClass


n/a
Glavanized steel
straps by others


Siberian larch,(Standard) Class 3  Moderatly
Durable, European Oak class 2, durable Red
Grandis Class 3 Moderatly Durable


データ
②







FrameChainOfCustody FrameColourOptions


Black/Brown, Black/Brown on White, Chartwell Green, Chartwell
Green on White, Cherrywood, Cherrywood on White, Cream, Cream on
White, Golden Oak, Golden Oak on White, Grey, Grey on White, Golden
Oak, Golden Oak on White, Irish Oak, Irish Oak on White, White, White
on White, Woodgrain White, Woodgrain White on White,
Black/Brown, Black/Brown on White, Chartwell Green, Chartwell
Green on White, Cherrywood, Cherrywood on White, Cream, Cream on
White, Golden Oak, Golden Oak on White, Grey, Grey on White, Golden
Oak, Golden Oak on White, Irish Oak, Irish Oak on White, White, White
on White, Woodgrain White, Woodgrain White on White,


FSC Signal White - RAL 9003 (standard), RAL colours, Stain colours


データ
②







FrameConstruction FrameDepthOptions


56 mm jambs and 68 mm head, 68
mm (standard), 92 mm


58 mm, 70 mm


75 mm


データ
②







FrameFinishOptions FrameFrameHorns FrameGlazingBarOptions


Micro-porous water based paint (three
coats, standard), Stain (three coats)


n/a


18 mm fine lambs tongue, 18
mm ovolo, 18 mm square,  22
mm lambs tongue, 22 mm
ovolo, 22 mm square
(standard), 28 mm ovolo


Anodized, Dual colour PPC, Marine grade
PPC, Polyester powder coated


Anodized - polished,  Anodized - satin,
Polyester powder coated


データ
②







FrameProfile FrameProfileOptions FrameSizeOptions
FrameStopperGasket
ColourOptions


Fine lambs tongue, Lambs
tongue, Ovolo, Square (standard)


56mm,68mm & 92mm
head and jambs. 56mm
cill without extensions.
68mm & 90mm cill


Flat, Chamfered, Ovolo


Flush and rebated face available


データ
②







FrameToGlazing
RatioMaximum


FrameVentilatorOptions
FrameWood
Species


0.8


None, Head drip with concealed
vent, Internal vent and external
canopy - brown, Internal vent
and external canopy - white
(standard)


データ
②







FrameWoodSpeciesOptions
GlassUnitOption
s


GlassLayers
Information


GlazingBarOptions


Astragal, Diamond,
Georgian, Square leaded


Astragal, Diamond,
Georgian, Square leaded


Engineered Accoya, Engineered
European Oak, Engineered Hardwood
Red Grandis, Engineered Sapele,
Engineered Siberian Larch (standard)


Double glazed,
Triple glazed


Double glazed,
Triple glazed


データ
②







GlazingBar
PositioningOptions


GlazingBeadOptions GlazingBeadPositioning GlazingOptions


Internal, External
Laminated Low-E
glass, Toughened


Internal, External
Laminated Low-E
glass, Toughened


Chamfered, Flat
Internal (sash), External (fixed
light),  Internal (fixed light)


Square
External (opening light), internal
(fixed light)


データ
②







GlazingOrInfillBeading GlazingOrInfillClipsOrTape


Internal cassette beading
Tremco SGT super foam double sided glazing tape and
siliconed external bottom. Special security glazing clips


データ
②







GlazingOrInfillCompositionOptions
GlazingOrInfillDrained
AndVentedRebate


GlazingOrInfillSpacer
ColourOptions


Acoustic glass (available with 24 mm unit
only), Laminated glass (not available with 12
mm unit), Obscure glass, Toughened glass
with Planitherm One, Toughened glass with
Planitherm Total+ (available with 24 mm unit
only)


Drained and vented through
rebate joint and bottom rails


Black, White


データ
②







GlazingOrInfill
ThicknessOptions


GlazingOrInfillTypeOptions GlazingThicknessOptions


12 mm double glazed unit, 14 mm
double glazed unit, 16mm double
glazed unit,24 mm double glazed unit


GlassThickness1: 4mm or 6mm. Other
options on request, GlassThickness2:
Toughened glass 4mm or 6mm,
laminated glass 6.4mm, 6.8mm or 8.8mm
Other option on request


24-44 mm


28-50 mm


データ
②







GreenGuide
Rating


HardwareAdditionalHardware


casement handle, butt
hinges, concealed friction
hinge, child restrictor


A+ - A


Commercial:
A; Domestic:
B


データ
②







HandleColourOptions HandleOptions


Antique brass (available with bulb end casement handles only),
Black (available with Bulb end casement and Monkey tail
casement handles only), Brass (standard), Oil rubbed bronze
(available with bulb end casement handles only), Pewter
(available with Bulb end casement and Monkey tail casement
handles only), Polished chrome, Satin chrome, Satin nickel
(available with bulb end casement handles only)


データ
②







HandleTypeOptions HardwareColourOptions HardwareHingeColourOptions


Chrome, Gold, Satin Chrome, White


Chrome, Gold, Satin Chrome, White


Bulb end casement handle,
Connoisseur casement
handle (standard), Monkey
tail casement handle


Antique brass, Brass (standard), Oil
rubbed bronze, Polished chrome,
Satin chrome, Satin nickel, Pewter,
black


Black, Brass, Polished
chrome, Satin chrome, White
(Standard) Ral colour match
option


データ
②







HardwareHinges HardwareHingeTypeOptions HardwareSashes


Concealed 60° restrictor hinge,
concealed 90° egress hinge,
Butt hinges, Concealed side
swing friction hinge (standard)


n/a


データ
②







HardwareSecuring
Devices


InternalBlindOptions InternalColourOptions InternalFinishOptions


Concealed hinge
projectors, security
locks


データ
②







LoadBearingCapacity
OfSafetyDevices


MaximumVentWeight OpeningOptions


En:1627 and PAS24
Mechanical Loading of
4KN


Open in and open out. Top
swing and side swing. Fully
reversible


55 kg (side hung), 60 kg (bottom
hung), 90 kg (top hung)


Subject to hardware parameters


データ
②







OpeningType
Operation
ElectricalSupply


Operation
Type


OverFrameVentilator
PreservativeTreatmentT
oWoodComponents


n/a


n/a


n/a Manual
Timbers used do not
required treatment


Open out n/a


Open in n/a


データ
②







Reinforcement
ResistanceTo
WindLoad


Samples
Required


SashCatch
Options


Fully reinforced with aluminium
and sliding sashes are fully
reinforced with, galvanized steel


Fully reinforced with aluminium
and sliding sashes are fully
reinforced with, galvanized steel


n/a


データ
②







SashSizeOptions Sealant SecurityRatingOption


n/a


n/a


None, Secured by
Design certification


300-838 x 300-1750 mm (w x h, Bottom
hung and Side hung), 300-1750 x 300-
2500 mm (w x h, Top hung)


n/a


1500 x 1500 mm (typical)
Proprietary sealant used on all
metal joints


データ
②







SillOptions
SolarHeatGain
TransmittanceInformation


69 mm flush sill (standard), 68 mm flush sill
and 35 mm projecting sill, 68 mm flush sill and
60 mm projecting sill, 68 mm flush sill  and 85
mm projecting sill, 68 mm flush sill  and 110
mm projecting sill, 90mm sill with all the same
options


データ
②







StyleOptions SubFrameFixings SubFrameMaterial


n/a n/a


n/a n/a


Bar/ non-bar combination, Four
pane, Georgian combination,
Non-bar, Non-bar combination,
Six pane, Two pane, Special order


n/a Aluminium


n/a n/a


データ
②







ThermalBarrier
Thermal
Improvement


ThirdPartyAccreditation VentColourExternalOptions


Secure by design
Signal White - RAL 9003
(standard), RAL colours, Stain
colours


Polyamide


Polyurethane foam


データ
②







VentColourInternalOptions VentFinishExternalOptions VentFinishInternalOptions


Signal White - RAL 9003
(standard), RAL colours,
Stain colours


Micro-porous water based
paint (three coats,
standard), Stain (three
coats)


Micro-porous water based
paint (three coats, standard),
Stain (three coats)


データ
②







VentilationBackgroun
dVentilation


VentWoodSpeciesOptions WaterTightness
WeatherPerformance
AirPermeability


4600 mm² (standard)


Engineered Accoya, Engineered
European Oak, Engineered
Hardwood Red Grandis, Engineered
Sapele, Engineered Siberian Larch
(standard)


Class 4


Class 9A


600 Pa


データ
②







WeatherPerformance
ResistanceToWindLoad


WeatherPerformance
UKExposureCategory


WeatherPerformance
Watertightness


Weatherseal


Class C5 Class A5 P1 at 2000pa Class 9A
Deventer TPE
Thermoplastic
Elastomer


データ
②







WindowsEnergy
RatingOptions


WindowSeal
GasketOptions


Windows
EnergyRating


WindResistance


A (standard), A+, B, C


A (standard), A+, B, C


Push in, Slide in, Wedge B-C Class E2400


Manufactured in
accordance with BS
3734


n/a 2400 Pa


データ
②







WindowUnitFixings WindowUnitMaterial Silltype＜窓＞


n/a PVC-U


NBS_SynsealExtrusion
Ltd_PlstcsSctns_Evolv
eVSWindowSill :
Standard154mm


n/a PVC-U


NBS_SynsealExtrusion
Ltd_PlstcsSctns_Evolv
eVSWindowSill :
Standard154mm


n/a Aluminium


Mitred corners, joined with crimped or mechanical
cleats; alignment chevrons assist in clean, accurate
mitres. Integral transoms and mullions are scribed
around the outer frames and fixed with either screw
ports or shear blocks


Aluminium


データ 表示
② ①







SillTypeNonStandard150mm＜窓＞ SillTypeNonStandard180mm＜窓＞


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard150mm


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard180mm


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard150mm


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard180mm


表示
①







SillTypeNonStandard225mm＜窓＞ SillTypeStandard154mm＜窓＞ AssetIdentifier BarCode


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard225mm


NBS_SynsealExtrusionLtd_Plstcs
Sctns_EvolveVSWindowSill :
Standard154mm


(blank_space) (blank_space)


NBS_SynsealExtrusionLtd_PlstcsSctn
s_EvolveVSWindowSill :
NonStandard225mm


NBS_SynsealExtrusionLtd_Plstcs
Sctns_EvolveVSWindowSill :
Standard154mm


(blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space)


n/a n/a


n/a n/a


(blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space)


その他表示
① ①







InstallationDate SerialNumber TagNumber WarrantyStartDate 上端高さ


1900-12-31T23:59:59 (blank_space) (blank_space) 1900-12-31T23:59:59 2600


1900-12-31T23:59:59 (blank_space) (blank_space) 1900-12-31T23:59:59（②） 2600


1900-12-31T23:59:59 (blank_space) (blank_space) 1900-12-31T23:59:59 2300


1900-12-31T23:59:59 n/a n/a 1900-12-31T23:59:59 1800


1900-12-31T23:59:59 n/a n/a 1900-12-31T23:59:59 1800


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space) 800


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space) 800


その他
①







Accessibility
Performance


AssetType Category CodePerformance Color


n/a Fixed
Ss_25_30_95_26:External
window systems


n/a n/a


n/a Fixed
Ss_25_30_95_26:External
window systems


n/a n/a


n/a Fixed n/a 1.3W/m2K
All RAL colours
and stain options


n/a Fixed n/a n/a n/a


n/a Fixed n/a BS 6375-2, BS 6375-3 n/a


(blank_space)


(blank_space)


その他
②







Constituents
Default
Sill Height


DurationUnit ExpectedLife


n/a year n/a


n/a year n/a


n/a 800 year n/a


n/a year n/a


n/a year NA


(blank_space)


(blank_space)


その他
②







Features Finish FireEgress


Equal sight lines for top and bottom sashes, fully featured
sculptured profiles


n/a


Equal sight lines for top and bottom sashes, fully featured
sculptured profiles


n/a


n/a
Water based microporous
paint or stain


n/a


Available in single or dual colour, Cloaking feature conceals
lock and prevents any access to locking points


n/a


Designed to meet current and future building regulations,
very good U-values and thermal performance, low-
maintence, durable


NA


(blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space)


その他
②







Grade Material ModelNumber ModelReference


n/a n/a 1/3 x 2/3 Evolve VS


n/a n/a Style 2 Evolve VS


n/a Wood n/a Conservation Casement Window


n/a Aluminium 58BW Out Casement Window System


NA
Aluminium,
polyamide
insulation, glass


n/a PURe Tilt/Turn Window System


(blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space)


その他
②







Name NominalHeight NominalLength NominalWidth
Production
year


ExternalWindowSystem_EvolveVS
1-3x2-3_SynsealExtrusionsLtd


1800 0 910


ExternalWindowSystem_EvolveVS
Style2_SynsealExtrusionsLtd


1800 0 2500


WoodWindowUnits_ConservationC
asementWindow_MumfordWoodLt
d


1500 0 1000


ExternalWindowSystem_58BWOut
CasementWindowSystem_Aluk


1000 0 2000


ExternalWindowSystem_PUReTilt
TurnWindowSystem_SeniorArchit
ecturalSystemsLtd


1000 0 2000


1200 0 900 (blank_space)


1200 0 900 (blank_space)


その他
②







Replacement
Cost


ServiceLife
Duration


Shape Size
Sustainability
Performance


WarrantyDescription


n/a n/a 910 x 1800 mm n/a n/a


n/a n/a n/a n/a n/a


n/a n/a n/a n/a


Timber: 30; Glazing,
ironmongery and seals:
10; Paint finish: 10;
Stain finish: 5


n/a n/a n/a n/a n/a


n/a n/a n/a n/a n/a


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


その他
②







Warranty
DurationLabor


WarrantyDurationParts
Warranty
DurationUnit


Warranty
GuarantorLabor


Warranty
GuarantorParts


n/a 10 year n/a n/a


n/a 10 year n/a n/a（①）


n/a


Timber: 30; Glazing,
ironmongery and seals: 10;
Paint finish: 10; Stain
finish: 5


year n/a n/a


n/a n/a year n/a n/a


n/a n/a year n/a n/a


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


(blank_space) (blank_space) (blank_space) (blank_space)


その他
②







ColourOptions Combustible DeflectionRecovery Depth
EdgeProfile
Options


Edges FinishOptions







Flammability
Rating


Fragility
Rating


Functions IfcGUID
InnerCore
Material


Length
Length
Options


LinearCompression
Force


.







LoadBearing
OuterSkin
Material


Recovery
AfterAgeing


SealType
SurfaceSpread
OfFlame


Thickness TotalThickness UseCategory







W
Warranty
DurationLabour


Warranty
GuarantorLabour


Width WidthOptions WorkingRange
WorkingTemperature
Range







カテゴリ タイプ タイプ IfcGUID ファミリ


窓 910x1800mm
NBS_SynsealExtrusionsLtd_Ext
WndwSym_EvolveVS_1-3x2-3


窓 2500x1800mm
NBS_SynsealExtrusionsLtd_Ext
WndwSym_EvolveVS_Style2


窓 1000x1500mm-Single
NBS_MumfordWoodLtd_WoodWn
dwUnits_ConservationCasement
Window


窓
58BWOutCasementWin
dowSystem


NBS_AluK_ExtWndwSym_58BW
OutCasementWindowSystem


窓 OpenIn
NBS_SeniorArchitecturalSyste
msLtd_ExtWndwSym_PUReTiltT
urnWindowSystem


窓 nbl_Window_Sgl-Pnl-1.1


nbl_Window_Sgl-Pnl-1.2







ファミリとタイプ 個数


NBS_SynsealExtrusionsLtd_ExtWndwSym_EvolveVS_
1-3x2-3: 910x1800mm


1


NBS_SynsealExtrusionsLtd_ExtWndwSym_EvolveVS_
Style2: 2500x1800mm


1


NBS_MumfordWoodLtd_WoodWndwUnits_Conservatio
nCasementWindow: 1000x1500mm-Single


1


NBS_AluK_ExtWndwSym_58BWOutCasementWindow
System: 58BWOutCasementWindowSystem


1


NBS_SeniorArchitecturalSystemsLtd_ExtWndwSym_P
UReTiltTurnWindowSystem: OpenIn


1


nbl_Window_Sgl-Pnl-1.1: Type1 1


nbl_Window_Sgl-Pnl-1.1: Type2








その他2 データ2 IFCパラメータ2


会社名 製品名 製品説明  


Accessibility
Performance
アクセス性
パフォーマンス


Accessible
アクセス可能


Accessories
アクセサリー


Accessory
Options
アクセサリー
オプション


Acoustic
Rating
音響評価


Acoustic
Rating
Options
音響評価
オプション


Additional
Hardware
追加のハードウェア


Air
Permeability
空気透過性


Air
Transfer
Grille
空気転送グリ
ル


Air
Transfer
Grille
Size
空気転送グリルサ
イズ


Anti
Finger
Trap
Requirement
指詰め要件


Arrangement
配置


Arrangement
Track
System
配置追跡システ
ム


Arrangement
Type
配置
タイプ


Alternative
Doorset
Glazing
代替案
ドアセット
グレージング


NBS External blank single leaf door External blank single leaf door object in a selection of standard metric and imperial structural opening dimensions.
標準のメトリックと上の構造開口部の寸法を選択する際の外部の１枚ドア　オブジェクト。


x x  x x x (blank space) はい (blank space) (blank space) (blank space) いいえ (blank space) いいえ (blank space) (blank space)


HAG Bi Folding Industrial Door - Q Door


Industrial door, Bi-folding with high insulation Values.
The Q Door Bi-folding Panel Door offers a high level of security and can be combined with toughened insulated double glazed windows. 
工業用ドア、高い絶縁性とBi-折り畳み。
Qドアバイ折り畳みパネルドアは、高レベルのセキュリティを提供しており、強化絶縁された二重窓と組み合わせることがでる。


n/a


Aluminium windows with toughened insulated double glazing,
Personell door
強化絶縁二重窓付きアルミサッシ、
パーソナルドア


n/a


ASSA ABLOY Single Metal Certified Security Door n/a
Unrated
未評価


n/a AAUK ODC002 いいえ n/a いいえ n/a


Hörmann High-speed Flexible Door H 3530
Fast horizontal door.
高速横引きドア


n/a


External control element,
Hand transmitter,
Induction loop,
Mushroom button,
Pull switch with cord,
Push button,
Radar/ presence detector,
Vision panels
外部制御要素、
ハンドトランスミッタ、
誘導ループ、
キノコボタン、
コードを使用してスイッチを引く、
ボタンを押す、
レーダー/存在検出器、
ビジョンパネル


n/a Class 0 Behind the reveal
明らかに背後。



https://www.nationalbimlibrary.com/generic/external-blank-single-leaf-door

https://www.nationalbimlibrary.com/hag-the-door-specialists/bi-folding-industrial-door-q-door

https://www.nationalbimlibrary.com/assa-abloy/single-metal-certified-security-door

https://www.nationalbimlibrary.com/hormann-uk-ltd/high-speed-flexible-door-h-3530





その他1 その他2 一般2 その他1 一般2 データ2 その他2


Asset
Identifier
資産
識別子


Asset
Type
資産
タイプ


Author
著者


Automatic
Hardware
自動金物


Bar
Code
バーコード


Barrel
Material
バレル
材料


BIM
Object
Name
BIMオブジェクト名称


Bottom
Rail
Material
ボトム
レール
材料


Boxing
Material
ボクシング
材料


Break
Out
Facility
ブレークアウ
ト
施設


Breakout
Facility
ブレークアウト
施設


Canopy
Cover
Material
キャノピー
カバー
材料


Category
カテゴリー


Certification
認証


Classification
Categories
分類
カテゴリー


Clear
Opening
Height
クリア
オープニング
高さ


Clear
Opening
Width
クリア
オープニング
幅


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) いいえ (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) 894


n/a Fixed
一定


NBS n/a NBS_HAGTheDoorSpecialists_IndustrialDoorsetSystem_QDoor_BiFoldingPanelDoor いいえ Ss_25_30_20_40:Industrial doorset systems


n/a
Fixed
一定


NBS n/a n/a NBS_AssaAbloyLtd_DoorsetSystem_AASDMetalCertifiedSecurityDoor_Single-1000x2100mm いいえ n/a 2030 860


n/a Fixed
一定


NBS n/a NBS_Hörmann(UK)Ltd_HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530 n/a Certificate of Conformity







その他2 その他2 データ1 その他2 データ2


Closer
Options
クローザ―
オプション


Closing
Speed
閉鎖
速度


Code
Performance
規約
パフォーマンス


Color
色


Colour
色


Component
Number
構成
番号


Configuration
配置


Constituents
成分


Control
Options
制御
オプション


Controls
制御


Curtain
Material
幕
材料


Curtain
Material
Options
幕
材料
オプション


Decoration
装飾


Door
Bottom
Section
Height
Options
ドア
ボトム
セクション
高さ
オプション


Door
Bottom
Section
Material
Options
ドア
ボトム
セクション
材料
オプション


Door
Leaf
Construction
扉工事


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) Single (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space)


n/a Plastisol and powder coat available n/a n/a Composite polyurethane with a steel reinfored frame between aluminium skins
アルミスキンの間にスチール補強フレームとの複合ポリウレタン


Push Side (AAUK ODC002),
Pull Side (AAUK ODC002),
None


n/a n/a n/a Single leaf, single action n/a


1.0 m/s (maximum) Machinery Directive 2006/42/EC n/a n/a n/a n/a BK 150 FU E H single-phase frequency converter control Fabric n/a







データ2 データ1 データ2 その他2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 その他2


Door
Leaf
Finish
扉仕上げ


Door
Number
ドア番号


Door
Panels
Colour
ドア
パネル
色


Door
Panel
Colour
Options
ドア
パネル
色
オプション


Door
Panels
Finish
ドア
パネル
仕上げ


Door
Panel
Finish
Options
ドアパネル
仕上げ
オプション


Door
Panel
Height
Options
ドアパネル
高さ
オプション


Door
Panels
Type
ドアパネル
タイプ


Door
Panel
Thickness
ドアパネル
厚さ


Door
Panel
Type
ドアパネル
タイプ


Door
Seal
ドア
シール


Doorset
Colour
Options
ドアセット
色
オプション


Doorset
Fasteners
ドアセット
ファスナー


Doorset
Size
Options
ドアセット
サイズ
オプション


Doorset
Type
ドアセット
タイプ


Doorstop
Options
ドアストップ
オプション


Duration
Unit
期限
単位


Electrical
Device
Nominal
Power
電気
デバイス
名目
パワー


Electric
Motor
Efficiency
電気
モーター
効率


Electronic
Lock
電気
錠


Emergency
Panic
Operation
緊急
パニック
操作


Expected
Life
予想
生活


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) いいえ (blank space)


Plastisol and powder coat available n/a Bi Folding year 0 0 25


n/a いいえ
AASD Bespoke frame adjusters with specialised screw fixings for
masonry, timber or metal


Metal
Floor mounted door stop,
Wall mounted door stop


year いいえ FALSE n/a


n/a


Agate grey - RAL 7038,
Carmine red - RAL 3002,
Gentian blue - RAL 5010,
Pure orange - RAL 2004,
Zinc yellow - RAL 1018


n/a n/a 2 3500 x 3500 mm (w x h, maximum) year 0 いいえ Useage dependant







その他2 データ2 その他2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 マテリアルと仕上げ2


Features
特徴


Filler
Between
Frame
And
Reveal
フィラーの間に
フレーム　そして表す


Fill
Gas
ガス充填


Final
Exit
最終
出口


Finish
仕上げ


Fire
Exit
火災
非常口


Fire
Rating
火災
評価
（防火性能）


Fire
Rating
Options
火災
評価
オプション
（防火性能）


Floor
Finish
床
仕上げ


Format
形式


Frame/
Mullion
Material


Frame
Finish


Frame
Finishl
Options


Frame
Guide
Colour
Options


Frame
Guide
Material
Options


(blank space) (blank space) いいえ (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) nbl_ConceptSolid (blank space)


Can be manually or electrically operated and incorporate various accessories including windows n/a n/a いいえ n/a NBS_Concept


n/a n/a いいえ Certifire CF520 tested up to 240 minutes (dependant on configuration) Unrated, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes, 240 minutes n/a NBS_Concept n/a


Epoxy powder primed,
Polyester powder coated,
Satin polish 180-240 grit (stainless steel only),
Patterned finish (stainless steel only),
Laminates


Vision section, 3-sided cladding, n/a いいえ n/a Roll up Natural, RAL colours (for galvanized steel only) Galvanized steel,
Polished stainless steel







IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 寸法1 マテリアルと仕上げ2 寸法1 寸法1 寸法1 その他2 表示 寸法1 IFCパラメータ2


Frame
Material


Frame
Material
Options


Frame
Profile


Frame
Profile
Options


Frame
Reveal
Filler


Frame
Seal


Frame
Setback


Frame
Size


Frame
Thickness


Frame
Width


Frame
Width
Options


Glass
Thickness


Glass
Thickness
1


Glass
Thickness
2


Glass
Thickness
3


Glass
Type


Glazing
Area
Fraction


Glazing
Bar
Options


Glazing
Bar
Positioning
Options


Glazing
Frame
Depth
Options


Glazing
Frame
Material


Glazing
Options


Glazing
Panel
Height


Glazing
Panel
Material


Glazing
Panel
Offset
From
Leaf
Bottom


Glazing
Panel
Thickness


Glazing
Panel
Width


Grade
Guide
Rail


Guide
Rail
Length


Guide
Rails
Material


Guide
Tracks


Handicap
Accessible


(blank space) (blank space) 0 (blank space) 50 120 (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space)


n/a 0 n/a 1200 NBS_Glass_Single 700 10 300 いいえ 3245 いいえ


n/a
Steel Galvatite ZF ‘Galvanneal’,
Stainless Steel Grade 304,
Stainless Steel Grade 343


AASD Single Rebate
Double Rebate,
Single Rebate


n/a はい 50 Available from minimum of 100 mm (Single Rebate), 146 mm (Double Rebate) n/a 0 n/a はい


0 n/a いいえ







データ2 マテリアルと仕上げ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2


Handing Hanging Hardware
Hardware
Colour
Options


Hardware
Finish


Hardware
Set


Hardware
Set
Options


Has
Drive


Has
Part
Winding


Has
Protective
Earth


Head
Detail


Help
Hold
Open


Ifc
Export
As


Ifc
Export
Type


Ifc
GUID


Infiltration
Installation
Date


Insulation
Standard
Class


IP_
Code


IP
Code


Is
External


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) www.nationalbimlibrary.com いいえ IfcDoor IfcDoorStyle (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) はい


Internal cremone bolt (manual operation), KGJQ (standard hinge) or 3D hinge NBS_Concept いいえ いいえ IfcDoor DOOR (blank space) (blank space) 1900-12-31T23:59:59 n/a n/a いいえ


n/a n/a NBS_Concept DT-HW-SR1
Hardware Set 1 (DT-HW-SR1),
Hardware Set 2 (DT-HW-SR2)


いいえ n/a いいえ IfcDoorStyle DOOR (blank space) 0 1900-12-31T23:59:59 いいえ


n/a はい はい (blank space) 0 1900-12-31T23:59:59 n/a IP 54 いいえ







IFCパラメータ2 寸法1 寸法1 マテリアルと仕上げ2 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 IFCパラメータ2


Is
Guarded


Issue
Date


Jamb
Detail


Key
Suiting


Layer
Wrap
External


Leaf
Edgings


Leaf
Facing


Leaf
Facing
Options


Leaf
Height


Leaf
Material


Leaf
Material
Options


Left
Openening
Mechanism
Depth


Left
Openening
Mechanism
Join
Position1


Left
Openening
Mechanism
Join
Position2


Left
Openening
Mechanism
Position


Left
Openening
Mechanism
Width


Leaf
Swing


Leaf
Swing
Options


Leaf
Thickness


Leaf
Width


Locked
Rotor
Current


Locking
Options


Main
Leaf
Width


(blank space) 2012/3/7 (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) 2022 nbl_ConceptSolid (blank space) 70 (blank space) (blank space) 890


いいえ 200 3035 NBS_Concept 0 660 440 310 160 1320 56 1560


n/a n/a n/a n/a


Epoxy powder primed,
Polyester powder coated,
Satin polish 180-240 grit (stainless steel only),
Patterned finish (stainless steel only),
Laminates


2035 NBS_Concept
Steel Galvatite ZF ‘Galvanneal’,
Stainless Steel Grade 304,
Stainless Steel Grade 316


Outward opening n/a 43 n/a 884







一般2 一般2 拘束1 その他2 IFCパラメータ2 拘束1 拘束1 その他2 その他2 IFCパラメータ2 その他2


Manufacturer
Name


Manufacturer
URL


Manufacturing
Constraints


Material
Maximum
Power
Output


Maximum
Structural
Opening


Maximum
Structural
Opening
Height


Maximum
Structural
Opening
Width


Minimum
Structural
Opening


Model
Number


Model
Reference


Motor
Enclosure
Type


Name


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space)


HAG The Door Specialists www.hag.co.uk Manufacturing constraints are satisfied n/a 0 5000 14000 n/a Q Door_Bi Folding Panel Door n/a IndustrialDoorsetSystem_QDoor_BiFoldingPanelDoor_HAGTheDoorSpecialists


Assa Abloy Ltd www.assaabloy.co.uk n/a 1200 x 2400 mm 800 x 1200 mm n/a AASD Metal Certified Security Door DoorsetSystem_AASDMetalCertifiedSecurityDoor_Single-1000x2100mm_AssaAbloyLtd


Hörmann (UK) Ltd www.hormann.co.uk n/a n/a High Speed Flexible Door H 3530 HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530_Hörmann(UK)Ltd







一般2 一般2 一般2 一般2 一般2 一般2 IFCパラメータ2 その他1 その他1 IFCパラメータ2 その他1 建設1 建設1 IFCパラメータ2 識別情報2 識別情報2


NBS
Certification


NBS
Description


NBS
Note


NBS
Office
Master
Tag


NBS
Reference


NBS
Type
ID


Nominal
Current


Nominal
Frequency
Range


Nominal
Height


Nominal
Length


Nominal
Voltage


Nominal
Width


Number
Of
Leafs
Calc


Number
Of
Leafs


Number
Of
Poles


Omni
Class
タイトル


Omni
Class
番号


Opening
Mechanism


Opening
Speed


Opening
Style


(blank space) Doorset system (blank space) (blank space) 25-50-20/120 (blank space) (blank space) (blank space) 2100 0 (blank space) 1010 (blank space) (blank space) (blank space) いいえ SWINGING


http://www.nationalbimlibrary.com/cert/v4tfl0xx Industrial doorset system n/a n/a 25-50-20/145 n/a 0 0 3000 0 415 2000 2 2 0 Doors 23.30.10.00


www.nationalbimlibrary.com/cert/vq0gkyrm Doorset system 25-90-20/120 n/a 25-50-20/120 n/a 2100 0 1000 (blank space) (blank space) いいえ


http://www.nationalbimlibrary.com/cert/xkqtu0zi High speed doorsets n/a n/a 45-25-28/360 n/a 16 n/a 3000 0 230 3000 0 Doors 23.30.10.00 いいえ 3.0 m/s (maximum)







データ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 一般2 IFCパラメータ2


Opening
Tolerance


Operating
Operation
Activation


Operation
Mode


Operation
Options


Over
Panels


Panel
Material


Phase
Angle


Phase
Reference


Plates
And
Stops


Powered
Operation


Product
Information


Production
Year


Rebate
Depth


Reference


2 (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) いいえ いいえ (blank space) (blank space) 72 ES01


Manual (with door holder) and electrical operation (with safety sensors) 0.00° n/a www.hag.co.uk/hag-downloads.html n/a


3 n/a n/a n/a n/a www.assaabloy.co.uk/en/local/uk/About-ASSA-ABLOY/UK-organisation/Security-Doors/Products1/Powershield-Doors/ n/a


0.00° 0 www.hormann.co.uk/fileadmin/hormann.co.uk/Dokumentationen/Technical_Manuals/High-Speed_Doors.pdf n/a







その他2 一般2 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 寸法1 データ2 データ2


Replacement
Cost


Revision


Right
Openening
Mechanism
Depth


Right
Openening
Mechanism
Join
Position1


Right
Openening
Mechanism
Join
Position2


Right
Openening
Mechanism
Position


Right
Openening
Mechanism
Width


Safety
Control
Options


Safety
Features


Samples
Required


Sealing
System


Seals Securing
Secondary
Leaf
Width


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space)


n/a n/a 660 440 310 160 1320 n/a Rubber sealing at four differnent corner sealing joints provides air leakage result 1.5m³/m²/h at 150Pa


n/a n/a n/a


n/a n/a Light grille, Springs with operating current brake, Warning lights Closing edge safety device, photocell, springs with pull cord Vertical Edge Seals







IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 データ2 その他1 その他2


Security
Rating


Security
Rating
Options


Self
Closing


Self
Closing
Information


Serial
Number


Service
Life
Duration


Shape
Side
Panels


Signage
Fire


(blank space) いいえ (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space)


Medium to High いいえ Can self close when used with relay panels (electrical operation only) n/a n/a


LPS 1175 LPCB SR2, LPCB SR3, LPCB SR4 はい n/a Rectangle n/a n/a


n/a いいえ n/a n/a n/a







その他2 IFC パラメータ2 IFCパラメータ2 寸法1 拘束1 寸法1 拘束1 寸法1 その他2 データ2 その他1 IFC パラメータ2


Signage
Fire
Options


Signage
Security


Signage
Wayfinding


Size
Smoke
Control


Smoke
Stop


Standard
Start
Current
Factor


Structural
Opening
Height


Structual
Opening
Height
Calc


Structural
Opening
Width


Structual
Opening
Width
Calc


Structural
Tolerance


Structural
Wall
Thickness


Subframe
Finish


Suitable
Location


Sustainability
Performance


System
Accessories


Tag
Number


Thermal
Insulation


Thermal
Transmittance


Threshold
Base


Threshold
Material


Threshold
Projection


Threshold
Required


Threshold
Stripping


Threshold
Thickness


Threshold
Thickness
For
Calc


Track
Material


Track
Options


Track
System


(blank space) (blank space) (blank space) いいえ (blank space) (blank space) (blank space) 2100 1010 8 (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) 0 nbl_ConceptSolid 25 はい 10 10 (blank space) (blank space) (blank space)


n/a いいえ 0 3000 3010 2000 3010 200 n/a n/a


Resistance to wind load,
Class (0-5): 5,
Water tightness,
Class (0-3): 3,
Air permeability,
Class(0-6): 5


0.9


AAUK FDKS001, AAUK FDKL001, None n/a n/a 1000 x 2100 mm いいえ 2100 1000 5 n/a n/a n/a n/a 0 n/a いいえ いいえ


n/a n/a いいえ 3000 3000 DIN ISO 14025, EN 15804 n/a n/a 0 n/a







データ2 一般2 一般2 一般2 一般2 識別情報2 IFC パラメータ2 一般2 その他2


Trim Undercut
Uniclass
2


Uniclass
2015
Description


Uniclass
2015
Reference


Uniclass
2015
Version


Units URL
Usage
Current


Version
Vision
Panel
Configuration


Vision
Panel
Options


Vision
Panels


Wall
Thickness


Warranty
Description


(blank space) 8 (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) www.nationalbimlibrary.com (blank space) 2 (blank space) (blank space) 200 (blank space)


n/a n/a Industrial doorset systems Ss_25_30_20_40 Systems v1.1 (blank space) 0 1 n/a


n/a 7 25-30-20/120 (blank space) 1 n/a High Security Vision Panel 200 n/a


High speed doorsets Pr_30_59_24_38 Products v1.1 (blank space) 0 1


Warranty covering the safe and reliable function of the new Hörmann product for a period of 2 years.
Wearing parts have a maximum assumable cycles.,
A warranty claim, is defined as a part or parts that has/have failed, or are suspected to have failed which can be proved to be attributed to material or manufacturing defect.
It does not include failure of parts or equipment due to: ,
Normal wear and tear.
Missing items from an order.
Improper installation if not installed by Hörmann.
Negligent care and maintenance.
Negligent or wanton destruction.
Incorrect specification – i.e. project rectification.
Lack of, or incorrect service/maintenance.
Repair by non-qualified persons.
Using non-Hörmann parts without the approval of the manufacturer.
Act of God.,







その他2 その他2 その他2 その他2 その他2 その他1 識別情報2 識別情報2 識別情報1 識別情報2 識別情報1


Warranty
Duration
Labor


Warranty
Duration
Labour


Warranty
Duration
Labour


Warranty
Duration
Parts


Warranty
Duration
Unit


Warranty
Guarantor
Labor


Warranty
Guarantor
Labour


Warranty
Guarantor
Labour


Warranty
Guarantor
Parts


Warranty
Start
Date


Water
Tightness


Weight


Wicket
Door
Frame
Material


Wicket
Door
Hardware
Options


Wicket
Door
Options


Wicket
Door
Passage
Width


Width
Maximum


Wind
Load
Resistance


Wind
Lock
Strip
Colour
Options


Wind
Resistance


アセンブリ コード アセンブリの説明 イメージ カテゴリ キーノート コメント


(blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) (blank space) ドア 25 50 20 110 (blank space)


n/a n/a year n/a n/a 1900-12-31T23:59:59 (blank space) (blank space) (blank space) ドア (blank space) (blank space)


n/a n/a year n/a n/a n/a (blank space) (blank space) (blank space) ドア (blank space) (blank space)


n/a n/a year n/a n/a 1900-12-31T23:59:59 Class 0 Class 0 n/a (blank space) (blank space) (blank space) ドア (blank space) (blank space)







識別情報2 識別情報2 識別情報2 マテリアルと仕上げ1 識別情報1 識別情報2 寸法2 寸法2 拘束1 寸法2


タイプ
タイプ
Ifc
GUID


タイプ マーク タイプのイメージ タイプの説明 ファミリ ファミリとタイプ フレーム タイプ フレームのマテリアル マーク マーク モデル ラフ高 ラフ幅 レベル 厚さ


Type1 (blank space) 5 (blank space) (blank space) nbl_Door_Ext-Sgl-Blnk-2.0 nbl_Door_Ext-Sgl-Blnk-2.0: Type1 (blank space) (blank space) 5 2 (blank space) 2100 1010 レベル 1 70


QDoor_BiFoldingPanelDoor-2Panel (blank space) 1 (blank space) (blank space) NBS_HAGTheDoorSpecialists_IndstrlDrsetSym_QDoor_BiFoldingPanelDoor NBS_HAGTheDoorSpecialists_IndstrlDrsetSym_QDoor_BiFoldingPanelDoor: QDoor_BiFoldingPanelDoor-2Panel (blank space) 1 3 (blank space) (blank space) (blank space) レベル 1 (blank space)


1000x2100mm (blank space) 1 (blank space) (blank space) NBS_AssaAbloyLtd_DrsetSym_AASDMetalCertifiedSecurityDoor_Single NBS_AssaAbloyLtd_DrsetSym_AASDMetalCertifiedSecurityDoor_Single: 1000x2100mm 1 (blank space) レベル 1


NBS_Hörmann(UK)Ltd_HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530 (blank space) 1 (blank space) (blank space) NBS_Hﾃｶrmann(UK)Ltd_HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530 NBS_Hﾃｶrmann(UK)Ltd_HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530:
NBS_Hörmann(UK)Ltd_HighSpeedDoorsets_HighSpeedFlexibleDoorH3530


1 (blank space) レベル 1







解析用プロパティ2 フェーズ1 解析用プロパティ2 建設2 建設2 建設2 識別情報2 フェーズ1 マテリアルと仕上げ1 拘束1 識別情報2 識別情報2 IFCパラメータ2 識別情報2 寸法2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 IFCパラメータ2 寸法2


上端高さ 解析用構成 解体されたフェーズ 価格 可視光線透過率 壁の納まり 建設タイプ 構成 個数 作成されたフェーズ 仕上 敷居の高さ 製造元 説明 操作 耐火等級 高さ 日射熱取得率 熱抵抗(R) 熱伝導係数(U) 幅


2100 ＜なし＞ なし (blank space) (blank space) ホスト別 (blank space) 内壁 1 新しい建設 (blank space) 0 (blank space) External single blank door SWINGING (blank space) 2100 (blank space) (blank space) (blank space) 1010


＜なし＞ なし (blank space) (blank space) 両方 (blank space) (blank space) 1 新しい建築 (blank space) 0 info@hag.co.uk Composite bi-folding panel door suitable for use as industrial  doors DOUBLE_DOOR_FOLDING (blank space) 0 (blank space) (blank space) (blank space) 0


(blank space) 1 sales@assaabloy.co.uk Single metal security door


(blank space) 1 info@hormann.co.uk Fast horizontal door








資料 建 5-1 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第 5 回 建築部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 28 年 8 月 10 日（水）10:00~12:00 


場所：（一財）建築保全センター 会議室 


１． 開会（司会：BLC事務局 池田） 


   議事進行：志手 建築部会長 


 


２． 議事 


（１） 前回議事録（6/15第 4回建築部会）の確認 


 


（２） BLC入会企業、並びに建築部会入会企業の紹介 


・鹿島建設株式会社（6/29BLC入会：在り方、建築、設備、運用各部会参加） 


 


（３） 6/29のオーストラリアとの BIM会議について（新聞記事、Q＆A） 


       


 


（４） NBSライブラリーの Revit用オブジェクト「ドア」と「窓」について 


   


 


（５） ディスカッション 


 


 


（６） WG1、WG2 


 


 


３． 閉会 


４．  
会議資料一覧 


 資料 建 5－1   議事次第 


 資料 建 5－2   前回議事録（6/15：第４回建築部会） 


 資料 建 5－3   6/29：オーストラリアとの BIM 会議報告（式次第、参加者、新聞記事） 


資料 建 5－4   6/29：オーストラリアとの BIM 会議での日本側プレゼン資料 


資料 建 5－5   6/29：オーストラリアとの BIM 会議の Q＆A（日本語訳） 
資料 建 5－6   NBS ライブラリーの Revit 用オブジェクト「ドア」調査資料 


資料 建 5－7   NBS ライブラリーの Revit 用オブジェクト「ドア」調査資料 


    （参考）   平成 28 年度 各部会等の開催スケジュール（案）20160804 現在 


 


 


 


 次回    日時 ： 10 月 19 日（水）10:00~12:00 


     場所 ：  （一財）建築保全センター 会議室            








                                        


                               資料 建５－３ 


 


オーストラリア・日本 BIMライブラリー打合せ(案) 


2016/06/29 


日 時  2016年 6月 29日(水)  9:00a.m.~12:00a.m. 


場 所  オートデスク(株) 24階セミナー室 


     中央区晴海 1-8-10 晴海アイランド・トリトンスクエア オフィスタワーＸ 


(セミナー室へのアクセスは 24階受付を経由) 


参加者   別紙 


プログラム 


時間 内    容 備 考 


 司会  池田  


通訳   


 


 


9:00 


 


9:05~ 


 


9:15~ 


 


 


 


 


 


 


 


 


10:30~ 


 


 


 


 


 


 


11:50 


 


12:00 


 


 


開会挨拶   山下（BuildingSMART Japan代表） 


 


各自自己紹介 


 


基調プレゼン(各々30分) 


 オーストラリア 


「オーストラリアの BIMライブラリーへの取組み(案)」 


    W.Stanannus氏 


 日本「BIMライブラリーへの取組みと Stem」 


     寺本 BLC事務局長、山中(建設業振興基金) 


 


＜休憩 15分＞ 


 


質疑と討論 


・準備した質問事項 


 


・自由な質問、討議 


 


 


 


今後の展開について 


 


閉会 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


11:30 


一ノ瀬部会長退席 
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                                  資料 建 5-2 


第 4 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・建築部会議事録(案)   


 


日時  平成 28 年 6 月 15 日（水）10:00～12:00 


場所  上海国際ビル 2 階会議室 


出席者  


出


席 
会社名 名前 


 


出


席 
会社名 名前 


○ 芝浦工業大学 志手 一哉 
 
○ ＴＯＴＯ(株) 東元 詩朗 


○ (一財)建築保全センター 寺本 英治 
 
○ ＴＯＴＯ(株) 小嶋 香織 


○ (株)大塚商会 飯田 千恵 
 
○ エーアンドエー(株) 木村 謙 


 
(株)大塚商会 水野 一哉 


  
(株)建築ピボット 千葉 貴史 


 
(株)大林組 中嶋 潤 


  
(株)建築ピボット 長谷川 秀武 


 
グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ 


  
(株)CBS 中井 政昭 


 
グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 


 
○ ㈱テイル 水野 昭洋 


 
(株)構造計画研究所 高橋 将幸 


  
㈱テイル 吉田 勝 


 
(株)佐藤総合計画 網元 順也 


 
○ (株)日積サーベイ 高橋 肇宏 


 
(株)佐藤総合計画 糸島 光洋 


 
○ (株)安井ファシリティーズ 松原 昌幹 


○ (株)佐藤総合計画 齋藤 崇志 
  


(一社)BuildingSMART Japan 足達 嘉信 


○ (株)佐藤総合計画 松田 未希 
  


（一財)建築ｺｽﾄ管理ｼｽﾃﾑ研究所 寺川 鏡 


 
住友セメントシステム開発(株) 大林 広樹 


  
(一社)公共建築協会 伊藤 正寿 


 
住友セメントシステム開発(株) 山口 浩二 


  
(一社)日本建設業連合会 山口 成佳 


 
住友セメントシステム開発(株) 柳良 和 


  
(公社)日本建築士連合会 大石 佳知 


 
住友セメントシステム開発(株) 利光 輝 


 
○ 日本建築仕上材工業会 越中谷光太郎 


 
住友セメントシステム開発(株) 前澤 孝之 


 
○ (一社)日本サッシ協会 丸山 勝範 


 
(株)大建設計 井上 久誉 


 
○ (一社)日本サッシ協会 江草 徹也 


 
(株)竹中工務店 能勢 浩三 


  
(一社)日本建築士事務所協会連合会 居谷 献弥 


 
(地法)日本下水道事業団 髙橋 光明 


  
杉田 洋(広島工業大学) 杉田 洋 


 
(地法)日本下水道事業団 池谷 格二 


  
杉田 宗(広島工業大学) 杉田 宗 


○ (地法)日本下水道事業団 三神 文太 
 
○ 国立研究開発法人建築研究所 武藤 正樹 


 
(株)伊藤喜三郎建築研究所 荒井 拓也 


  
国立研究開発法人建築研究所 高橋 暁 


 
(株)伊藤喜三郎建築研究所 横山 正美 


  
能勢 平太郎 能勢平太郎 


 
(株)キャディアン 笠原 靖子 


  
(一財)建築保全センター 鈴木 千輝 


 
(株)キャディアン 山﨑 裕子 


 
○ (一財)建築保全センター 池田 雅和 


 
(株)キャディアン 植松 良太 


  
(一財)建築保全センター 影山 徹 


 
(株)キャディアン 中野 健成 


  
(一財)建築保全センター 水澤 久夫 


 
(株)ＣＰＣ 宮田 信彦 


  
(一財)建設業振興基金 山中 隆 


 
東電設計(株) 小松崎 博敏 
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東電設計(株) 佐藤 浩二 


    
○ (株)ＣＡＤネットワークサービス 南谷 親良 


    
○ (株)ＣＡＤネットワークサービス 江口 正剛 


    
○ 河村電器産業(株) 榎 寿哲 


    


 
河村電器産業(株) 阿部 昌樹 


 
○ 芝浦工業大学（志手研究室学生） 寺崎 大 


 
河村電器産業(株) 服部 雅宏 


 
○ 芝浦工業大学（志手研究室学生） 三神 智大 


                                  合計：２２名参加 


 


配布資料   


 資料 建 4－1   議事次第 


 資料 建 4－2   前回議事録 


 資料 建 4－3   プレゼン資料「佐藤総合計画の建具パラメータについて」/佐藤総合計画 


資料 建 4－4   プレゼン資料「（積算分野）ＢＩＭライブラリーの活用」/日積サーベイ 


資料 建 4－5   NBS BIMオブジェクト標準と国際 BIMオブジェクト標準の比較 


資料 建 4－6   タスクフォース 2のアウトプット（案） 


資料 建 4－7   BLC建築部会の今後の進め方（案） 


資料 建 4－8   在り方部会討論記事（5/31 付：建設通信新聞） 


資料 建 4－9   ＷＧ検討の論点（志手案） 


 


 


司会   ：BMMC 池田（BLC 事務局） 


議事進行 ：志手 建築部会長 


 


議題（１）前回議事録の確認 


・議事録読み合わせを行った：指摘事項なし 


 


議題（２）平成 28 年度 BLC 入会企業、並びに近々入会予定企業の紹介 


     ・清水建設株式会社【在り方部会・設備部会】 


      ・（公社）日本ファリティマネジメント協会（JFMA）【在り方部会】 


     ・鹿島建設株式会社（近々BLC 入会予定：参加部会未定） 


 


議題（３）プレゼン発表（PPT＆資料） 


     ■設計の立場から 


     「佐藤総合計画の建具パラメータについて」 ／佐藤総合計画：齋藤氏 


      1．建具表について 


         事例：某庁舎建具表により説明 


         建具の W・H 寸法等の情報並びに建具の姿図を記載 


         【リスト（建具パラメータ：Revit のオブジェクト：ファミリ）】 
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      2．建具のパラメータ  


・佐藤総合計画では Revit を活用。 


・ファミリは安井建築設計事務所から発売しているテンプレートを購入し 


不足しているもの自社で追加して運用している。 


       


      3．まとめ 


       「設計段階（建具表を作成する上）」で佐藤総合計画が必要とする建具パラメータ 


        ・建具符号（種別・番号） 


        ・設置場所 


        ・建具形式 


        ・建具分類（防火戸の種類・性能） 


        ・寸法（幅・高さ） 


        ・ガラス（種類・厚さ） 


        ・付属金物 


        ・備考 


 


       「フル BIM 化」「FM、LCC との連携」を進める上で今後必要となるパラメータ 


        ・設備関係（空調機の風量など） 


        ・積算関係（部材、機器の単価など） 


        ・FM 関係（製造元、製造番号など） 


        ・LCC 関係（部材、機器の耐用年数、修繕計画など） 


 


      4．質疑応答 


        Q）ドアの吊り方（ピポットヒンジ等）はどこに表示しているのか？ 


       ⇒A）特殊なものを除けば建具金物欄に略語で表記。（ピポットヒンジは PH） 


          建具種別で分類し共通事項で記載したり備考欄に記載。 


 


        Q）パラメータの中の分類において設計者があらかじめ入力している項目は？ 


       ⇒A）今回紹介した建具表が基本であるが設計者毎（用途毎）に書き方が違うので 


          なかなか統一がとれていない。案件毎にパラメータを追加して運用している。 


 


Q）建具表に記載の略語について概ね業界標準なのか？ 


       ⇒A）概ね業界標準と認識しているが他の設計事務所では表記が違うものがあるかも 


          しれない. 
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     ■積算（事務所）の立場から 


     「（積算分野）BIM ライブラリーの活用」 ／日積サーベイ：高橋氏 


      1．積算ソフト（ヘリオス）の BIM 連携概要 


       ・今までは積算者がゼロからモデリング（配置）していたが 


        IFC 等で BIM 連携活用の積算手法へ移行している。 


        


      2．連携で効果が少ない BIM モデルの 3 大要因 


       ・未入力、誤入力、代用入力 


⇒BIM ライブラリー活用での解消に期待している 


       


      3．連携対応範囲の拡大について 


       ・プロパティ項目の業界標準化に期待している 


       ⇒様々なプロパティの取得に対応し易くなる 


       （例：建具のガラス、階段、雑物など） 


 


      4．質疑応答 


        Q）代用入力について 


          ライブラリーで複雑な物の入力の仕方（ルール）、手引きの整備は必要か？ 


       ⇒A）まず標準的な物の標準化を進めて頂くことに注力して欲しい。 


複雑なものはその後の整備で良いと思っている。 


           


議題（４）NBS BIM オブジェクト標準と国際 BIM オブジェクト標準の比較説明 


    ・資料 建 4-5 について 


今までイギリスの NBS BIM オブジェクト標準にて検討を進めていたが 


ICIS という団体（グループ）が３カ国（イギリス、オーストラリア、ニュージーランド） 


で国際標準化を目指して国際 BIM オブジェクト標準を進めている状況があるため 


両者の BIM オブジェクト標準を項目毎に比較した表である。 


    （現状、国際 BIM オブジェクト標準は DRAFT 段階） 


・NBS BIM オブジェクト標準の発展形が国際 BIM オブジェクト標準と考えて 


差し支えない。 


 


議題（５）BLC 建築部会の今後の進め方（案）について 


    ・タスクフォース 2（TF2）のアウトプット（案）について（BLC 事務局より） 


     ⇒【資料 建 4-6】に記載の通り、企画から発注までの段階では公共建築工事標準仕様書 


（建築編、電気設備編、機械設備編）並びに建築設備計画基準、建築設備設計基準 


を BIM オブジェクトに必要な（属性）情報を定義する基準類とし 


施工から維持管理までの段階では「建築物等の利用に関する説明書」 


建築物のライフサイクルコストを共通分類の基準類として考えている。 







5 


 


    ・WG1（主にベンダーチーム）、WG2（主に設計・施工・FM チーム） 


     の WG メンバー振り分け、各 WG の主査（リーダー）選定、今後の WG 


     の検討内容（ＷＧ検討の論点：志手案）、活動予定他について（志手部会長より） 


    ⇒WG の検討の論点について（志手案） 


     WG1：対象製品の範囲の検討 


     ・オブジェクトの選択の仕方 


     ・どのタイプのオブジェクトがパラメトリックに可変できるか、ソフトによる違い 


     ・カテゴリ（製品）の過不足、ソフトウエアによる追加の可能性の違い 


      


床を例に①Revit 標準搭載の複合床オブジェクト、②NBS 標準の複合床オブジェクト 


     ③NBS National BIM Library にメーカーが登録した床仕上げ材を調査した。 


      


WG2：各製品の情報項目の検討 


     ・どの業務で何の情報が必要かの紐づけ 


     ・情報をオブジェクト内で完結させるか、外部データベースとの連携を想定するか 


     ・オブジェクトは何を定義して分類するか（機能 or 性能 or 製品） 


     ・追加しなければならないパラメータも必要（どこまでの業務をカバーするかによる） 


                


  ■資料 建 4－8：在り方部会討論記事（5/31 付：建設通信新聞）の紹介 


 


  ■ディスカッション 


   本日出席者のうち WG 参加希望者 


   ・WG1：参加希望者なし 


   ・WG2： ○安井ファシリテーズ（松原氏）、○CAD ネットワークサービス（南谷氏、江口氏） 


        ○建築研究所（武藤氏）、○日本建築仕上材工業会（越中谷氏） 


 


   前回の WG 参加希望者＋本日の WG 参加希望者を加えた参加希望者リスト 


WG1：○A＆A（木村氏）、○建築ピポット（千葉氏）、○グラフィソフト（平野氏） 


        ○大塚商会（飯田氏）、△河村電器産業（阿部氏・服部氏） 


△CAD ネットワークサービス（南谷氏） 


WG1 の主査は A＆A（木村氏） 


        WG2：○佐藤総合計画（網元氏）、○建築研究所（高橋氏・武藤氏） 


○東電設計（小松崎氏）、○日本サッシ協会（江草氏） 


○日積サーベイ（高橋氏）、○テイル（水野氏）、○BSJ（足達氏） 


○安井ファシリテーズ（松原氏）、○CAD ネットワークサービス（南谷氏、江口氏） 


○日本建築仕上材工業会（越中谷氏）、△河村電器産業（阿部氏・服部氏） 


△建築ピポット（千葉氏）、△日本下水道事業団（三神氏）、△大塚商会（飯田氏） 


WG2 の主査は事務局にて調整 
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    ・WG1 は芝浦工大志手研究室にて項目の洗い出しを行い資料提示をする。 


                              （志手部会長） 


    ・WG2 は実際に BIM 業務を行っている方々を中心に検討を進める。 


 


 


■次回予定  ：8 月 10 日（水）10：00～12：00 


■場 所  ：（一財）建築保全センター 会議室 








お名前（姓名） ひらがな


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 在り方部会長（東京工業大学　教授） 安田　幸一 やすだ　こういち


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 建築部会長（芝浦工業大学　准教授） 志手　一哉 しで　かずや


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 設備部会長（首都大学東京　准教授） 一ノ瀬　雅之 いちのせ　まさゆき


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 運用部会長（首都大学東京　客員教授） 山本　康友 やまもと　やすとも


BuildingSMART Japan 代表理事　（株式会社ＣＩラボ　代表） 山下　純一 やました　じゅんいち


BuildingSMART Japan IFC検定委員会委員長・テクニカルコーディネータ　（セコム株式会社　グループリーダー） 足達　嘉信 あだち　よしのぶ


BuildingSMART Japan 技術調査委員会委員長　（株式会社ＣＩラボ　顧問） 榊原　克巳 さかきばら　かつみ


A&A マーケティング本部　研究開発部　部長 木村　謙 きむら　たけし


大林組 建築本部　ＰＤセンター　上級主席技師 焼山　誠 やきやま　まこと


大成建設 設計本部　企画部　企画推進室長 猪里　孝司 いざと　たかし


淺沼組 建築事業本部　ＢＩＭ推進室 島田　綾子 しまだ　あやこ


関電工 営業統轄本部　品質工事管理部 佐藤　憲一 さとう　けんいち


日本設計 環境・設備設計群　3Ｄデジタルソリューション室　主管 吉原　和正 よしはら　かずまさ


東京工業大学 （安田研究室）　助教 川島　範久 かわしま　のりひさ


東京工業大学 （安田研究室）　修士２年 平野　陽 ひらの　ひかり


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 事務局長（建築保全センター：理事・所長） 寺本　英治 てらもと　えいじ


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 事務局（建設業振興基金：専門役） 山中　隆 やまなか　たかし


BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 事務局（建築保全センター：主任研究員） 池田　雅和 いけだ　まさかず


BIM-MEPaus (A.G. Cooms Contractors) Warwick Stannus


オートデスク ISM MEP Engineerign & Fabrication Steve Butler すてぃーぶ　ばとらー


オートデスク AEC Sales Development 濱地　和雄 はまじ　かずお


オートデスク AEC Business Development 内山　敏昭 うちやま　としあき


通訳 前島　美緒


取材（日刊建設通信新聞社） 編集局　編集課長 西原　一仁 にしはら　かずひと


Warwick Stannus BIM-MEPaus BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 池田　雅和 司会(MC)


通訳 前島　美緒 BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 寺本　英治 プレゼンター(BMMC側）


Steve Butler オートデスク BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 山中　隆 プレゼンター（BMMC側）


濱地　和雄 オートデスク BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 安田　幸一


内山　敏昭 オートデスク BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 志手　一哉


淺沼組 島田　綾子 BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 一ノ瀬　雅之


関電工 佐藤　憲一 BMMC BIMライブラリーコンソーシアム 山本　康友


日本設計 吉原　和正 BuildingSMART Japan 山下　純一 Opening Remark


東京工業大学 川島　範久 BuildingSMART Japan 足達　嘉信


東京工業大学 平野　陽 BuildingSMART Japan 榊原　克巳
大林組 焼山　誠 A&A 木村　謙


大成建設 猪里　孝司


会社・団体名 部署・役職名


スクリーン
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