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資料 建８－１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第 8 回 建築部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 29 年 2 月 16 日（木）15:00~17:00 


場所：上海国際ビル 2 階貸会議室 


 


１． 開会 （BLC事務局 池田） 


   議事進行：志手 建築部会長 


 


２． 新入会員の紹介 


    ・新入会員：（一社）日本建築積算事務所協会 会長代行 楠山 登喜雄  様 


 


     


３． 議事 


（１） 前回議事録（12/21第 7回建築部会）の確認 


  


（２） 「作業に入るための合意事項（案）について」の説明 


       ・資料 建 8－3：作業に入るための合意事項（案）について 


       ・資料 建 8－4：建具（ドア）における BIMオブジェクトの選択項目の検討 


 


（３） 議論 


  ・意見交換 


 


  ・本日の建築部会の議論をもって設備部会との擦り合わせを行う 


  （3/15 各部会の部会長、副部会長、各 WG主査等のコアメンバーにて） 


 


４． 閉会 


会議資料一覧 


 資料 建 8－1   議事次第 


 資料 建 8－2   前回議事録（12/21：第７回建築部会） 


 資料 建 8－3   作業に入るための合意事項（案）について 


 資料 建 8－4   建具（ドア）における BIMオブジェクトの選択項目の検討 


  （参考資料）   「Stem Parameters」/「NBS National BIM Library」設備資料 


  （参考資料）   仕様属性項目「Parameters」（建築 Stem）建築資料 


  （参考資料）   ヨイケンセツドットコム：CI－NET 建設資機材コード 


 


 次回建築部会    日時 ： 2017 年度の建設部会スケジュールは決まり次第連絡します 


         場所 ：  （一財）建築保全センター会議室または上海国際ビル２階会議室 















































































































                                                       資料 建 8－２ 


第 7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 12月 21 日（水）10:00～12:00 


場所  （一財）建築保全センター 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  〇 河村電器産業(株) 榎 寿哲 


○ (一財)建築保全センター 寺本 英治   河村電器産業(株) 阿部 昌樹 


 (株)大塚商会 飯田 千恵   河村電器産業(株) 服部 雅宏 


 (株)大塚商会 水野 一哉  〇 協栄産業(株) 山田 茂樹 


 (株)大林組 中嶋 潤   ＴＯＴＯ(株) 東元 詩朗 


 鹿島建設（株） 安井 好広  〇 ＴＯＴＯ(株) 小嶋 香織 


 （株）久慈設計 青野 智史  〇 エーアンドエー(株) 木村 謙 


 グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ   (株)建築ピボット 千葉 貴史 


〇 グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之   (株)建築ピボット 長谷川 秀武 


 (株)構造計画研究所 高橋 将幸   (株)CBS 中井 政昭 


 (株)佐藤総合計画 網元 順也   ㈱テイル 水野 昭洋 


 (株)佐藤総合計画 糸島 光洋   ㈱テイル 吉田 勝 


 (株)佐藤総合計画 齋藤 崇志  〇 (株)日積サーベイ 高橋 肇宏 


 (株)佐藤総合計画 松田 未希   (株)安井ファシリティーズ 松原 昌幹 


〇 住友セメントシステム開発(株) 大林 広樹   和田特機（株） 横井 義光 


 住友セメントシステム開発(株) 山口 浩二  〇 (株)奥村組 日野 元 


 住友セメントシステム開発(株) 柳良 和   (一社)buildingSMART Japan 足達 嘉信 


 住友セメントシステム開発(株) 利光 輝   （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) 前澤 孝之   (一社)公共建築協会 伊藤 正寿 


 (株)大建設計 井上 久誉   (一社)日本建設業連合会 山口 成佳 


〇 (株)竹中工務店 能勢 浩三   (公社)日本建築士連合会 大石 佳知 


 (株)竹中工務店 小柳 佳久  〇 日本建築仕上材工業会 越中谷光太郎 


 (地法)日本下水道事業団 髙橋 光明   (一社)日本サッシ協会 丸山 勝範 


 (地法)日本下水道事業団 池谷 格二  〇 (一社)日本サッシ協会 在塚 均 


 (地法)日本下水道事業団 三神 文太   (一社)日本建築士事務所協会連合会 居谷 献弥 


 (株)伊藤喜三郎建築研究所 荒井 拓也   杉田 洋(広島工業大学) 杉田 洋 


 (株)伊藤喜三郎建築研究所 横山 正美   杉田 宗(広島工業大学) 杉田 宗 


 (株)キャディアン 笠原 靖子  〇 国立研究開発法人建築研究所 髙橋 暁 


 (株)キャディアン 山﨑 裕子  〇 国立研究開発法人建築研究所 武藤 正樹 


 (株)キャディアン 植松 良太   能勢 平太郎 能勢平太郎 







 (株)キャディアン 中野 健成  〇 (一財)建築保全センター（BLC 事務局） 池田 雅和 


 (株)ＣＰＣ 宮田 信彦  ○ (一財)建築保全センター（BLC 事務局） 水澤 久夫 


 東電設計(株) 小松崎 博敏  ○ (一財)建築保全センター（BLC 事務局） 山中 隆 


〇 東電設計(株) 佐藤 浩二   芝浦工業大学（志手研究室学生） 寺崎 大 


〇 (株)ＣＡＤネットワークサービス 南谷 親良   芝浦工業大学（志手研究室学生） 三上 智大 


 (株)ＣＡＤネットワークサービス 江口 正剛   芝浦工業大学（志手研究室学生） 山﨑 主税 


〇 (株)荏原製作所 清友・太田     


                                                      


                                                     


 


 


 


 


配布資料   


  資料 建 7－1   議事次第 


 資料 建 7－2   前回議事録（10/19：第６回建築部会） 


  資料 建 7－3   欠番 


  資料 建 7－4   BLCの在り方に関する現状の総括と提案／BLC事務局 


資料 建 7－5   C-CADEC 属性と NBS BIM library からダウンロードしたオブジェクトに 


含まれている属性情報の比較調査／芝浦工業大学 志手研究室 


資料 建 7－6   建具（ドア）における BIM オブジェクトの選択項目の検討／BLC事務局 


資料 建 7－7   Vectorworks ドアオブジェクト属性情報／ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ(株)/木村様 


    建 7－7－2  ArchiCAD  ドア窓オブジェクト属性データ／ｸﾞﾗﾌｨｿﾌﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱/平野様 


資料 建 7－8   CI-NET 建設資機材コード（BLC事務局） 


資料 建 7－9   建築部会、建築ＷＧの議論内容と今後の進め方 


  （参考資料）   平成 28 年度 各部会等の開催スケジュール（案）20161221 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







司会   ：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（10/19 第 6回建築部会）の確認 


      


 


 


議題（２）BLC入会企業の紹介 


      ・株式会社 奥村組（日野氏） 


      ・株式会社 荏原製作所（清友氏、太田氏） 


                      


 


議題（３）「BLCの在り方に関する現状の総括と提案」の説明 


        ・資料 建７－４（各部会に説明した資料） 


      資料に基づき説明を行った。 


      ライブラリーの試行：2段階方式の提案（事務局案）で進めたいことを説明した。 


      反対意見はなかった。 


      各部会（在り方、運用、設備）の説明においても反対意見はなかった。 


      現状の Stem サイトを活用したライブラリーの試行を進め、本格運用のライブラリー 


      構築（公募～運用）へ繋げていく。 


      試行運用の Stemサイトを活用したライブラリーでの試行結果を反映したものとする。 


       


    C-CADEC 属性と NBS BIM library からダウンロードしたオブジェクトに 


含まれている属性情報の比較調査（芝浦工業大学 志手研究室）資料 建 7－5 


の資料説明があった。 


 


   建具（ドア）における BIMオブジェクトの選択項目の検討（BLC 事務局）資料 建 7－6 


   建築部会WG2 での議論内容をペーパーにまとめた資料で 


   建築部会メンバーに説明を行った。 


   各段階（基本設計段階、実施設計/積算段階、契約段階、施工段階、完成引渡し段階 


   運用・維持管理段階それぞれの段階においてどのような項目内容が必要なのかを 


   まとめたものである。 


   BIMオブジェクトはジェネリックモデルとメーカーモデル 


（実施設計/積算段階でラップする期間がある） 


特殊形状や特注品などの自由デザインの製品は除外する。 


建具・仕上の仕様は C-CADEC の標準仕様書をブラッシュアップし 


BIM ライブラリーに盛り込む。 







 


    


Vectorworks ドアオブジェクト属性情報（ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ(株)/木村氏）資料 建 7－7    


   ArchiCAD  ドア窓オブジェクト属性データ（ｸﾞﾗﾌｨｿﾌﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱/平野氏）建 7－7－2  


   木村氏、平野氏から各ソフトのドアオブジェクト属性情報、データについて 


   資料の説明があった。 


  


建築ＷＧ2について 


来年の次回建築部会前に建築 WG2を開催し、具体的に詳細を詰める。 


2/8か 2/9の 16：00～18：00のどちらか参加人数の多い日で建築部会 WG2を開催 


することにする。 


BLC事務局より出欠案内を行い、日程調整を行う。 


→後日、建築ＷＧ2： 2/9（木）16：00～18：00＠建築保全センターに決定した。 


 


      


 


 


次回以降の建築部会日程について 


■次回   ：2月 16日（木）15：00～17：00 


■場所  ：（一財）建築保全センター 会議室→上海国際ビル 2階会議室に後日変更となった 


 








資料 建8－3








　　※　BIMライブラリーのジェネリックモデルは一般的な製品を対象とする（特殊な形状や特注品など自由デザインの製品は除外する）
　　　　 但し、メーカーモデルにおいてはメーカーに提供していただける特殊形状製品、特注品などの一部製品をライブラリーに入れることは可能とする。


　　※　建具、仕上の仕様についてはC-CADECの標準仕様書をブラッシュアップしてBIMライブラリーに盛り込む。


　　※　今回は、建具（ドア）の検討であるがサッシ、カーテンウォール、床、壁、天井についても同様な検討を行う。


基本設計段階 実施設計/積算段階 契約 施工段階 完成・引渡し段階 運用・維持管理段階


どの情報（項目）を選択するか？
設計者　マター 設計者、積算　マター（一部メーカーも） ゼネコン/サブコン、メーカー　マター ゼネコン/サブコン　マター 維持管理業者　マター


■選択式の項目【ジェネリックモデル】 ■選択式の項目【ジェネリックモデル】 ■ゼネコンにて業者（メーカー）選定 ■引渡しに伴う必要情報 ■維持管理で必要な情報
　　・寸法（W　ｘ　H　ｘ　D） 　　⇒より詳細な形状、仕様 　　【メーカーモデル】 　　・材料機器情報（建具番号等） 　　・メンテナンス情報（点検周期、時期等）
　　・材質（鋼製,軽量ｽﾁｰﾙ,ｱﾙﾐ,ｽﾃﾝﾚｽ,木）　　⇒コスト算出可能な情報 　　・メーカー名
　　・性能（防火性能、断熱性、遮音性） ■ゼネコン、メーカーにて納まり等検討 　　・連絡先
　　・開き勝手（片開き、両開き、親子扉） 　　・搬入計画（製品分割搬入等） 　　・取扱説明書
　　　　　　　　 （片引き、両引き、回転扉） 　　・施工（組立）手順 　　・保障関連
　　・内部外部の区分（一般,SAT,AT,PAT） 　　・寸法等調整・・・改修時のアジャスト 　　・耐久性情報（年次交換部品等）
　　・手動電動の区分


　　・ガラリの有無、ガラリ形状
　　・各部納まり、関連部品の選択
　　　（枠形状、召合せ、沓摺、吊り方）
　　　（ドアクローザー、戸当り、把手）
　　　（順位調整器、鍵）
　　・表面仕上げ種別（コスト：積算に関係）
　　・塗装種別（コスト：積算に関係）


運用・維持管理業者


契約


メーカー（メーカー）


　資料　建８－４
　 資料　建７－６


建具（ドア）におけるBIMオブジェクトの選択項目の検討


設計者


積算


ゼネコン/サブコン


建築部会WG2：20161128追記


ＬＯＤ：１００


……


……


+


ジェネリックモデル


形状イメージ


性能・仕様等


［形状情報］


［属性情報］］


ＬＯＤ：２００～３００


……


……


……


……


性能・仕様等+


メーカーモデル


ＬＯＤ：４００


…………


…………


…………


…………


性能・仕様等+


ＬＯＤ：５００


+ 性能・仕様等


BIMオブジェクト標準


形状イメージ 形状イメージ 形状イメージ


…………


…………


…………


…………


…………







運用・維持管理業者メーカー（メーカー）





