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第 19 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 30 年 12 月 04 日（火）15:30~17:30 
場 所 建築保全センター会議室 
出席者 

 

設備部会 第19回 2018/12/4

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 ○ TOTO(株) 東元 詩朗
○ (株)日本設計 吉原 副部会長 ○ TOTO(株) 小嶋 香織

(株)ベイテクノ(関電工) 鈴木 副部会長 TOTO(株) 安達　玄
○ (一財)建築保全センター 寺本 事務局長 ○ 東芝キヤリア(株) 谷崎 俊介
○ (株)大林組 焼山　誠 ○ 東芝キヤリア(株) 巻田 大輔
○ (一社)buildingSMART Japan 谷内 秀敬 ○ 東芝キヤリア(株) 加々見　真
○ (株)朝日工業社 平泉　尚 東洋熱工業(株) 杉本 博史

(株)朝日工業社 中野 孝之 東洋熱工業(株) 中島 貴司
○ アズビル(株) 古谷 守 ○ (株)日建設計 永瀬　修

アズビル(株) 柏屋　弘 (株)日建設計 吉永　修
○ ㈱NYKシステムズ 古賀 信貴 (株)日建設計 石川 浩美
○ (株)荏原製作所 佐々木 英俊 日東工業(株) 高村 哲也

(株)荏原製作所 黒岩 日東工業(株) 浅野 太郎
(株)大塚商会 青山　宏 (地法)日本下水道事業団 金澤 純太郎

○ 鹿島建設(株) 上堀　真 ○ (株)日本設計 大谷 文彦
鹿島建設(株) 石井　健 (株)日本設計 吉崎 大助

○ 河村電器産業(株) 榎　寿哲 ○ 日本ピーマック(株) 矢部 朋裕
○ (株)関電工 佐藤 芳伸 (株)ファーストスキル 吉澤正秋

(株)キッツ 岸　京平 ○ 日立アプライアンス(株) 森　崇
(株)キッツ 小柳 徹郎 ○ 日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調(株) 石井 真司
(株)キャディアン 植松 良太 日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調(株) 鎌田 俊之
(株)キャディアン 中野 健成 日比谷総合設備(株) 東　一聡

○ (株)CADネットワークサービ 清橋　裕 日比谷総合設備(株) 下田中 龍宏
協栄産業(株) 山田 茂樹 (株)ベイテクノ 長谷川 正

○ (株)きんでん 鈴木 正人 ○ 三谷産業(株) 山本 哲也
グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之 三菱重工業(株) 鬼頭 一元
(株)建築ピボット 長谷川 秀武 ○ 三菱電機(株)　 今川 雄希

○ (株)コスモ・ソフト 吉村 幸治 ○ 三菱電機(株)　 中塚 泰博
佐藤工業(株) 池田 紀生 ○ 三菱電機照明(株)　 鳥居 龍太郎
(株)シスプロ 本田 礼之 ○ (株)リクエストシステム 有川 和義

○ (株)シスプロ 高橋 秀章 (株)本澤建築設計事務所 本澤　崇
(株)CBS 中井 政昭 (株)LIXIL 二瓶 伸夫
(有組)C-PES研究会 安孫子義彦 ○ (株)LIXIL 岩永 鉄平
清水建設(株) 大内 政治 ○ (株)LIXIL 盛田 裕紀

○ 新菱冷熱工業(株) 田辺 恵一 ○ (株)LIXIL 水野 順之
住友セメントシステム開発 利光 輝 (株)四電工 秋月 伸夫

○ (株)ダイテック 山口 正明 ○ (株)四電工 西原 功二
(株)ダイテック 山田 茂範 (株)和田特機 横井 義光
ダイキン工業(株) 中西 勇夫 (一社)公共建築協会 時田　茂
ダイキン工業(株) 廣瀬 史彦 （一社）日本空調衛生工事業協会 鳥羽　宏
高砂熱学工業(株) 山本 一郎 (NPO法人) 設備システム研究会 三木 秀樹
高砂熱学工業(株) 佐藤 彰洋 (一社)日本建設業連合会 渡邊　剛
高砂熱学工業(株) 千葉　俊 (一社)日本建設業連合会 菊田 道宣

○ 高砂熱学工業(株) 今野 一富 (一社)日本建設業連合会 小野寺 和久
(株)竹中工務店 中垣 圭司 (一社)日本建築士事務所協会連合会 吹屋　亨

○ (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
(株)竹中工務店 白石 晃平 (一社)日本電設工業協会 遠藤 衡樹
(株)竹中工務店 田島 大介 (公社)日本ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ協会 安蘓 秀徳
(株)中電工 村上 賢良 国土技術政策総合研究所 脇山 善夫
(株)中電工 田中 佑樹 ○ (一財)建築保全センター 山中　隆
デュアル･アイ･ティ(株) 岩渕 竜一 ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和

出席：41名
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「配布資料」 
資料 設 19- 1 議事次第 
資料 設 19- 2 設備部会･StemWG メンバーリスト 
資料 設 19- 3 第 18 回設備部会 9/3 議事録(案) 
資料 設 19- 4 BIM オブジェクト標準アンケート&回答纏め 
資料 設 19- 5【設備仕様】機器分類毎の仕様属性項目リスト 
資料 設 19- 6【電設仕様】機器分類毎の仕様属性項目リスト 
資料 設 19- 7 衛生器具分類(改定再調整)資料 
資料 設 19- 8 Revit User Group ジェネリックモデル検討資料 
資料 設 19- 9 IFC 記述事例、NBS 記述事例、Revit-MEP 記述事例 
資料 設 19-10 BIM データ活用記事 
資料 設 19-11 BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ H30 年度開催スケジュール(案) 
 
開会挨拶：(一ノ瀬･部会長) 

♦ 部会長挨拶、 
♦ 新規委員紹介：新入会員紹介：三谷産業､AureoleConstructionSoftwareDevelopment Inc. 
 

議題（１）配布資料確認、前回議事録確認 
♦ 第 18 回設備部会 9/3 議事録(案)：議事概要説明        [設 19-3] 
詳細議事内容は議事録参照、確認後訂正事項が在れば事務局に連絡願いたい。(事務局:山中) 

 
議題（２）BIM オブジェクト標準【BLC 標準 Ver1.0】及び質疑回答  [設 19-4] 

  (事務局:池田) 
1) BLC・BIM オブジェクト標準に関するアンケート  

・主に設備に係る区分｢設｣欄を中心に説明、・技術的な事柄に関する質問･意見 
・標準に関する質問･意見、・運営･管理･体制に関する質問･意見 
・費用に関する質問、・支援ソフトに関する質問･意見 
・希望する事柄、・その他意見 
 

2) BLC・BIM オブジェクト標準に関する賛否の理由 
・賛成 32 名 ・一部修正 6 名・わからない 11 名・反対 0 名 
・意見内容は配布資料参照 
 

3) アンケート集計結果 
・全体 49 名:賛成 32 名 65％、一部修正 6 名 12％、わからない 11 名 23％、反対 0％ 
・BLC 会員 38 名:賛成 25 名 66％、一部修正 5 名 13％、わからない 8 名 21％、反対 0％ 
・BLC 非会員 9 名:賛成 5 名 56％、一部修正 1 名 11％、わからない 3 名 33％、反対 0％ 
・BLC 正会員:賛成 66％＋一部修正 13％＝79％約 8 割が BLC 標準一部修正で賛成 
 

4) アンケート作業予定 
・8/31 迄のアンケートを順次整理し最終纏めを行う予定。 
・アンケート集計結果については BLC_Web サイトにも公開予定。 
  

議題（３）BLC｢設備分野｣属性仕様 FIX 調整 
   (焼山主査) 

1) BLC｢設備｣属性仕様編成(Stem/NBS 対応) Parameters 確認  [設 19-5] 
・NBS_IFC パラメータ日本語名､属性 ID 追記。 
・NBS-Cobi/BOS 関連の属性部分､属性 ID を追記。 
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2) BLC｢電気｣属性仕様編成(Stem/NBS 対応) Parameters 確認  [設 19-6] 

・設計値 機器情報 1810~1850 不要項目を削除 
・NBS-Cobi/BOS 関連の属性部分､属性 ID を追記。 
 

3) IFC 記述事例、NBS 記述事例、Revit-MEP 記述事例   [設 19-5] 
空調機(店舗･ｵﾌｨｽ用エアコン室内機･天カセ)機器で比較作成 
・BLC-NBS 対応 設備機器データ事例で NBS データ記述例を作成 
・BLC-IFC 対応 設備機器データ事例で IFC 属性記述例を作成 
・BLC-Revit 対応 設備機器データ事例で Revit-MEP 属性記述例を作成 

 
議題（５）BLC 設備機器ライブラリーデータ試行作成成     [設 19-7]  

 
1） 設計ジェネリックオブジェクト(BLC ﾃﾞｰﾀ)     (吉原副部会長) 

今年度編成予定ジェネリックオブジェクト作成の参考として、PPT にて 
Revit User Group：BIM ジェネリックモデル概要説明 
・今後 BLC 設備仕様に準拠して属性情報を TXT 読込で編成を進める予定。 
・基本的に標準仕様書などに準拠し作成。機器はパラメトリック機能がある。 
・空調機器：87､給排水：37､計 124 点作成済み。電気：約 100 点今後作成予定。 
・制気口関連､ダクト付属品(ﾀﾞﾝﾊﾞ類)､配管付属品:弁類･計器･ﾒｰﾀ･装置等：70 点 
合計：320 点を編成予定。 

・カテゴリー分類：BLC 機器コード/UniclassCode/ OmniclassCode 対比作成。 
 

2） 設計ジェネリックオブジェクト(Revit ﾃﾞｰﾀ)    [設 18-0]  
          (吉原副部会長) 

1.BLC 設備版ジェネリックオブジェクト試作･検討 
2.BLC 試行 BIM モデルの作成の進め方。 
・ラインナップをどうするか。機械系(空調･衛生)､電気系 
・何を元に(参考に）作成するか。(メーカーモデル？､参考図？) 
・誰にオブジェクトを作成してもらうか。(CAD 外注？) 
・誰が作成したオブジェクトをチェックするか。(設備の専門知識がある方)など分担 
を決めて少数精鋭で進めていくべきと思う。  

3） 設計ジェネリックオブジェクト(Naitivedata)設備 CAD ﾍﾞﾝﾀﾞｰ各社 
4） 施工メーカーオブジェクト試作 
5） 試行サイト実装に向けた準備など･課題調整  

｢課題検討･意見交換｣ 
・データ形式についてどう進めるか。最初に何の形式を作り展開するか。 
・アンケートでも質疑があるが､何らかの中間データーでモデルを作成し＋仕様属性 
 項目は外出しで構成。⇒ Native データに展開編成する方向。 
・当面ベンダーでは､BLC 仕様に準拠した対応に準備が掛かると思われるため､テスト 
・BLC 仕様は､従来 Stem データベース構造を変更をしていないため､既存のデータ生成 
 ソフトを使い､動作確認をしながら進める予定。 

 
議題（６）設備部会 今年度計画        (事務局:池田) 

1) BLC2018 年度活動概要･スケジュール(案)     [設 18-9] 

BLC 各部会、各 WG 予定説明。 
 
議題（７）その他         [設 18-8]  
 

1) 今年度予定、意見交換、その他 
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2） 次回日程調整 
 

 
閉 会 
 

 
次回設備部会会議日程について 
 
・第 20 回･設備部会･設備 WG 会議予定 
日 時：？月 ？日( )：午後 3:00~5:00 (後日調整予定) 
場 所：建築保全センター会議室  
 

 
 

以 上   
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