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第 2 回 BIM ライブラリーコンソーシアム・設備部会議事録 
 


日時  平成 28 年 1 月 26 日（火） 16:00～17:30 


場所  建築保全センター会議室 


出席者  


 
配布資料   


資料 設 2-1   議事次第 


資料 設 2-2   前回議事録 


資料 設 2-3   NBS BIM オブジェクト標準 


資料 設 2-4   BS8541-1/ BS 8541-3  


資料 設 2-5   設備部会の今後の進め方 


資料 設 2-6   Stem 仕様書 


資料 設 2-7   設備部会参加会員名簿 


出席 会社名 名前 出席 会社名 名前
○ 首都大学東京 一ノ瀬 部会長 三菱重工冷熱(株) 鳥井 厚至　
○ (株)ベイテクノ(関電工) 鈴木 副部会長 三菱重工業(株) 鬼頭 一元
○ (NPO)法人 設備システム研究会 三木 副部会長 (株)四電工 秋月 伸夫
○ (一財)建築保全センター 寺本 事務局長 (株)四電工 西原 功二


(株)朝日工業社 平泉　尚 (株)四電工 織田 孝之
○ (株)朝日工業社 中野 孝之 (株)四電工 木原 誠二
○ アズビル(株) 古谷 守 ○ ㈱NYKシステムズ 古賀 信貴


(株)大塚商会 青山　宏 ○ (株)キャディアン 笠原 靖子
○ (株)大林組 焼山　誠 ○ (株)キャディアン 山﨑 裕子
○ (株)関電工 佐藤　憲一 ○ (株)キャディアン 植松 良太
○ (株)きんでん 岡　泰秀 (株)キャディアン 中野 健成


(一財)建築保全センター 高橋　譲司 (株)コスモ・ソフト 吉村 幸治
○ (株)佐藤総合計画 森山　尚 (株)建築ピボット 千葉 貴史


(株)佐藤総合計画 網元 順也 (株)建築ピボット 長谷川 秀武
○ (株)佐藤総合計画 糸島 光洋 ○ (有組)C-PES研究会 安孫子義彦


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志 (株)CBS 中井 政昭
(株)シスプロ 本田 礼之 (株)ベイテクノ 長谷川 正


○ 新菱冷熱工業(株) 田辺　恵一 (株)本澤建築設計事務所 本澤 崇
住友セメントシステム開発(株) 利光 輝 (一社)ＩＡＩ日本 谷内 秀敬


○ (株)ダイテック 芦原　司 (一社)公共建築協会 時田　茂
(株)ダイテック 山口 正明 ○ (NPO)法人 設備システム研究会 杉本 博史


○ 高砂熱学工業(株) 石田 明央 （一社）日本空調衛生工事業協会 鳥羽　宏
○ (株)竹中工務店 中垣 圭司 (公社)日本建築士連合会 吹屋　享
○ (株)竹中工務店 端野 篤隆 (一社)日本電設工業協会 野々村 裕美
○ 東芝キヤリア(株) 田中　稔 (一社)日本電設工業協会 遠藤 衡樹
○ (株)日建設計 永瀬　修 国土技術政策総合研究所 脇山 善夫
○ (株)日建設計 吉永　修 ○ 矢部 朋裕 矢部 朋裕


(地法)日本下水道事業団 碓井 次郎 (一財)建築保全センター 鈴木 千輝
○ (地法)日本下水道事業団 金澤 純太郎 ○ (一財)建築保全センター 影山 徹
○ (株)日本設計 吉原 和正 ○ (一財)建築保全センター 高橋 譲司
○ 日比谷総合設備(株) 東 一聡 (一財)建築保全センター 水澤 久夫
○ 日比谷総合設備(株) 下田中 龍宏 ○ (一財)建設業振興基金 山中　隆


入会予定
○ ㈱荏原製作所 清友 昭礼 ○ ㈱荏原製作所 山本 正夫







司会   BMMC 高橋･事務局 


開会挨拶 一ノ瀬 部会長 


 


議題（１）前回議事録確認 


・議事録内容確認依頼。 


 


議題（２）C-CADEC Stem 仕様について 


・資料_設 2-6：C-CADEC Stem 仕様書内容説明（事務局：基金･山中） 


・Stem 仕様概要(目次)及び仕様書冊子にて仕様構成･内容について説明 


 


議題（３）NBS BIM オブジェト標準の説明 


・資料_設 2-3-1：NBS BIM Object Standard 


・資料_設 2-4-1：BS8541-1：2012 


・資料_設 2-4-2：BS8541-3：2012 


・資料_設 2-4-3：ISO 16757-1：2015 


配布資料により｢NBS BIM オブジェクト標準｣仕様書翻訳内容について説明。(寺本･事務局長) 


1 章｢一般要件｣：一般事項､LOD 詳細度､オブジェクトタイプ 


2 章｢情報要件｣：一般事項､値､プロパティグループと用法､プロパティの命名､IFC､Cobie､ 


NBS 一般､補足事項 


3 章｢幾何学要件｣：一般事項､形状データ､記号データ､空間データ、表面･材料データ 


4 章｢機能的要件｣：一般事項 


5 章｢メタデータ要件｣：命名慣習､ファイルと BIM オブジェクト命名､材料のイメージファイル


命名、BS8541-3：2012 3 段階の LOD：椅子事例で紹介。 


ISO 16757-1：2015 については近日中情報を入手予定。｢設備系仕様｣：製品の使用を表現。 


質疑応答 


・NBS を中心に取り上げているが、NBS に対抗する基準は在るか。（一ノ瀬･部会長） 


Ans： 


・ICIS の調査項目の中にシンガポール BIM ガイドが該当する記載があるが、細かく決めて


いるものはない。英国とノルウェーの BuildingSMART は結構しっかり決めていると聞


いている。 


その他については NBS は形があるので議論を進めるとして、他の基準がどうなっている


かは事務局で今後も平行して調べる。(寺本･事務局長) 


・NBS スタンダードが日本で言う Stem/BE-Bridge 基準で、UniCLASS が CI-NET コード


のイメージか。 


Ans： 


・NBS のユニクラスは CI-NET が対応、NBS BIM オブジェクト標準は Stem 仕様に近


い。NBS 基準が Stem と BE-Bridge 仕様を足したものか同じかは検証していないが、


BIM オブジェクト標準基準は Stem と近い。(比較できる状態にある)(寺本･事務局長) 







・Stem､Be-bridge は仕様書として編成公開しており、これに準拠した基準でソフト開発と


データ供給がされている。(事務局･山中) 


・Stem 仕様は NBS を網羅している部分もあるが、Cobe の仕様については、メンテナンス 


情報については入っていないので付加する必要がある。(事務局･山中) 


・全体の在り方部会､建築部会での検討では NBS についてどのような見解や方針か。NBS 


に乗っかる(準拠する)しホロ―する方向か。（一ノ瀬･部会長） 


Ans： 


・前回在り方部会で議論が出て、最終的に何になるか判らないが、纏まって書かれている


ものはこの NBS 標準と ISO- 16757 の 2 つに注視する必要がある。此処からスタートし


て良いのではないかと考えている。 


次の今後の進め方で検討&調整の意見を頂き議論を行う予定。 


・国際化について何処に出てくるのかなど想定しているか。（一ノ瀬･部会長） 


Ans： 


・ICIS は NBS を標準として論議して進めてゆくことになっているが、オーストラリアな


どは反対している。豪州はどのような動きになっているかは今後も調査をする予定。 


 


議題（４）今後の進め方について(寺本･事務局長) 


・資料 設 2-5：設備部会の今後の進め方説明。 


・[グループ 1] 2015 年度に結論を出す予定の課題 


① 論点 1  グローバル化への対応 


② 論点 2  分類の方法 


③ 論点 7  オブジェクトと情報項目の関連 


④ 論点 10 ライブラリーの方式(調査)： 2016 年度半ばまで結論延期 


 


・[グループ 2] 2016 年度以降に結論を出す予定の課題 


 ＜グループ 2A＞ 


⑤ 論点 3  オブジェクト標準 


⑥ 論点 4  記述すべき情報項目(関連項目) 


⑦ 論点 5  オブジェクトの表現 


 ＜グループ 2B＞ 


⑧ 論点 11  ライブラリーの水準 


⑨ 論点 12  ライブラリーの実現方法 


⑩ 論点 13  ライブラリーの在り方  


⑪ 論点 14  ライブラリーのビジネスモデル 


⑫ 論点 15  データ入力 


⑬ 論点 18  必要な部品の範囲とデータ収集(関連として)  


⑭ 論点 20  GIS 等のインフラ関係対応      


 







・アンケート内容を今回までの意見で微調整を行い、｢調査票１｣｢調査票 2｣｢調査票 3｣の事務局


(案)に対する意見について、［賛成］［部分修正］［反対］［質問］［意見］をアンケート送付して調


査まとめを行う。｢回答期限は 2/22 までを予定｣ 


・アンケートはメールで調査票としてファイルで送付させて頂く。 


・次回 3 月上旬の各部会会議に向けとりまとめを行う予定。 


・調査票 3 については、未だ先で 9 月まとめだが、何から始めるかは調査票 1･2 部分を進めた


い。 


 


 [ ディスカッション ] 


・次回に持ち越し。 


 


次回予定  ：3 月 7 日（月）14:00～16：00 


場 所：建築保全センター会議室 


 


次々回予定：4 月 15 日（金）15:00～17：00（今後調整：暫定） 


場 所：建築保全センター会議室 


 


今後の予定：5 月 20 日（金）15:00～17：00（今後調整：暫定） 


場 所：建築保全センター会議室 






















































