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第 21 回 BIM ライブラリーコンソーシアム  
設備部会議事録(案)  

日 時 平成 31 年 4 月 10 日（水）PM15:00~17:00 
場 所 建築保全センター会議室 
出席者 

 
 
 
 

設備部会 第21回 2019/4/10
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) 伊藤 可成
(株)日建設計 吉永　修 ○ 東芝キヤリア(株) 谷崎 俊介

○ (一財)建築保全センター 寺本 事務局長 東芝キヤリア(株) 巻田 大輔
○ (株)大林組 焼山　誠 ○ 東芝キヤリア(株) 加々見　真
○ (一社)buildingSMART Japan 谷内 秀敬 東洋熱工業(株) 杉本 博史

(株)朝日工業社 平泉　尚 ○ 東洋熱工業(株) 中島 貴司
○ (株)朝日工業社 中野 孝之 ○ 野原ホールディングス(株) 能勢 平太郎
○ 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 石川 浩美
○ ㈱イズミシステム設計 西井 祐樹 ○ (地法)日本下水道事業団 金澤 純太郎

㈱NYKシステムズ 古賀 信貴 ○ (株)日本設計 大谷 文彦
(株)荏原製作所 佐々木 英俊 ○ 日本ピーマック(株) 矢部 朋裕
(株)大塚商会 青山　宏 (株)ファーストスキル 吉澤正秋
鹿島建設(株) 上堀　真 ○ 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 森　崇

○ 河村電器産業(株) 榎　寿哲 日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調(株) 石井 真司
(株)関電工 佐藤 芳伸 日比谷総合設備(株) 東　一聡
(株)キッツ 岸　京平 ○ 日比谷総合設備(株) 下田中 龍宏

○ (株)キッツ 小柳 徹郎 (株)ベイテクノ 長谷川 正
(株)キャディアン 植松 良太 ○ 三谷産業(株) 山本 哲也

○ (株)CADネットワークサービス 清橋　裕 三菱重工業(株) 鬼頭 一元
協栄産業(株) 山田 茂樹 ○ 三菱電機(株)　 今川 雄希
(株)きんでん 鈴木 正人 三菱電機(株)　 山田 真市

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

○ (株)シスプロ 本田 礼之 (株)LIXIL 二瓶 伸夫
(株)シスプロ 高橋 秀章 ○ (株)LIXIL 水野 順之
清水建設(株) 大内 政治 (株)四電工 秋月 伸夫
新菱冷熱工業(株) 田辺 恵一 (株)四電工 西原 功二
住友セメントシステム開発 利光 輝 (株)和田特機 横井 義光

○ (株)ダイテック 山口 正明 (一社)公共建築協会 時田　茂
(株)ダイテック 山田 茂範 （一社）日本空調衛生工事業協会 鳥羽　宏
ダイキン工業(株) 中西 勇夫 (NPO法人) 設備システム研究会 三木 秀樹
ダイキン工業(株) 廣瀬 史彦 (一社)日本建設業連合会 小野寺 和久
高砂熱学工業(株) 山本 一郎 (一社)日本建築士事務所協会連合会 吹屋　亨
高砂熱学工業(株) 千葉　俊 (一社)日本電設工業協会 野々村 裕美

○ 高砂熱学工業(株) 今野 一富 (一社)日本電設工業協会 遠藤 衡樹
(株)竹中工務店 中垣 圭司 ○ (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)竹中工務店 端野 篤隆 国土技術政策総合研究所 脇山 善夫
(株)中電工 村上 賢良 ○ (一財)建築保全センター 山中　隆
(株)中電工 田中 佑樹 ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和
デュアル･アイ･ティ(株) 岩渕 竜一 出席：39名
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議事次第 
1. 開会 
2. 議事 

1） 前回 2/28 設備部会第 20 回議事説明 
2） BLC 新組織「技術研究組合」について 
3） PRISM(官民研究開発拡大ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)試行経過報告 
4） BIM オブジェクト試作の内容説明 
5） 今年度設備部会報告について 
6） 次年度設備部会の進め方 BLC 活動について 
7） その他 

3. 閉会 
 

「配布資料」 
資料 設 21- 1 議事次第 
資料 設 21- 2 BLC 会員リスト･設備部会メンバーリスト 
資料 設 21- 3 第 20 回設備部会 議事概要 
資料 設 21- 4 技術研究組合概要 
資料 設 21- 5 BIM オブジェクトライブラリー試作･検討業務   [業務 1］ 
資料 設 21- 6 BIM オブジェクトライブラリー運用システム試作[業務 3］ 
資料 設 21- 7 BLC 設備部会活動報告(案) 
資料 設 21- 8 BLC 年度開催スケジュール(案) 
資料 設 21- 9 BLC 臨時総会案内 

 
議 事 

１.開会挨拶：(一ノ瀬･部会長) 
♦ 部会長挨拶、 
♦ 新会員紹介：(株)久米設計、(株)イズミシステム設計 

 
議題（１）前回 2/28 第 20 回設備部会 

1）設備部会本会議､議事録概要報告       
・前回議事録概要説明        (事務局山中) 
・参加者ﾘｽﾄ漏れあり。発言録は正確に記載願いたい。 

Ans：ｺｱ会議資料⇒本会議ﾘｽﾄに修正。発言録/意見は議事に追加。 
 

議題（２）BLC 新組織「技術研究組合」について     (寺本事務局長) 
・BIM ライブラリーコンソーシアムの組織改編に関するお知らせ資料説明 
・BIM ライブラリ構築の研究体制の見直しについて 
・技術研究組合制度について｡ 技術研究組合公募参加について。 
・建築研究所ニュース資料説明 
・BIM ライブラリーコンソーシアムと技術研究組合の主な比較説明 

 
議題（３）PRISM(官民研究開発拡大プログラム)試行経過報告 

・BIM オブジェクトライブラリー運用システムの試作検討業務報告書 
業務 1:BIM オブジェクトライブラリデータの試作資料により作業内容詳細を説明。 

1）PRISM(官民研究開発投資拡大プログラム)報告について。    (寺本事務局長) 
・PRISM 作業の経過､報告書全体概要説明。 
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2）BIM オブジェクトライブラリー運用システム試作検討業務報告。     (吉原副部会長) 

・設備設計での部位･部品代表ライブラリの選定企画段階内容説明。 
・実施段階での設備ライブラリデータの選定内容説明。 
・設備作成オブジェクト企画時/最終作成内容説明。 
 企画時ジェネリックオブジェクト 

機械設備 6 種類 39 個、電気設備 2 種 12 個      計 51 個 
実施時ジェネリックオブジェクト 
  機械設備 空調機器 5 種 64 個、衛生器具 1 種 14 個 

電気設備 照明器具 1 種 12 個、配電機器 1 種 12 個  計 102 個 ＞ 51 個 
実施時ソフトウェアベンダオブジェクト 

機械設備 空調機器 6 個、衛生器具 6 個 
電気設備 照明器具 6 個、配電機器 － 

実施時メーカーオブジェクト 
機械設備 空調機器 3 個、衛生器具 2 個 
電気設備 照明器具 1 個、－ 

3）BIM オブジェクトライブラリデータ試作[設備]報告。     (吉原副部会長) 
・設備作成オブジェクト確認の経緯結果説明。 
・オブジェクト作成プロセス説明。 
 

議題（４）BLC 試行サイト作成の内容説明 
1） 業務 3：BIM オブジェクトライブラリー運用システム試作と試用説明 (焼山主査) 
・オブジェクト評価シート説明 
 総合評価表説明。 
結果説明：すべて要件を満たしたオブジェクト個数 12 個 
概ね要件を満たしたオブジェクト数   38 個 
半分以上要件を満たさないオブジェクト    1 個 
評価していないもの(メーカー/ベンダーオブジェクト) 24 個 設備計 50 個 

・運用システム試作経過及び概要説明        (事務局山中) 
  試作サイト作業内容説明｡ 現行 Stem サイト/BLC サイト編成改良点比較表説明。 
・企画時画面設計/データベース編成など概要説明      (  〃  ) 
・試作運用システム構成と操作説明          (ﾀﾞｲﾃｯｸ：山口委員) 

・建築 BIM モデル編成概要説明。DWG/Revit/ArchiCAD データ BIM モデルを作成/掲載 
 建築データも設備 BIM モデルと同様に属性情報を閲覧/ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る様編成し掲載。 
・設備オブジイェクト画面での確認内容説明     (焼山主査) 
・試作オブジェクト確認結果/統括説明         (寺本事務局長) 

 
議題（５）今年度活動報告について 
設備部会 今年度活動報告書説明 
① BLC 設備仕様編成について           (焼山主査) 
② BIM オブジェクトライブラリデータ試作/検証について    (吉原副部会長) 
③ BLC 試行サイト試作/検証に「ついて          (谷内主査) 
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議題（６）次年度設備部会の進め方 BLC 活動について 
 設備部会次年度活動予定について。      （一ノ瀬部会長） 
  ・PRISM 試行内容を継承し､課題を解決しつつデータ拡充と試行サイト掲載。 

・運用維持管理での仕様の検討/編成調整。・ユースケース､ケーススタディを実現場ﾋﾞﾙ､ 
仮想 BIM モデルで試行することも検討する予定。 

・今期は BIM ライブラリに対する活動が主体だったが､BSJ 設備 FM 分科会活動で､ 
BE-Bridge の IFC 利用標準を進めているため､次年度は BLC ライブラリ仕様との連携

と BE-Bridge の編成についても発展させるか/拡充するかも含めて検討してゆきたい。 
・建築設備について今期は行ってきたが､電気設備の盤/自動制御を含め重点的に議論を行

って行きたい。 
・BLC 仕様に Ver1.0 についても自動制御等の編成も進めて頂きたい。 
 Ans:自動制御等の情報を提供頂き､仕様(属性･分類)編成も､次年度課題として検討をお

願いしたい。 
・BIM モデルとして､機器以外に搬送系機材､電気系機材などについて､段階的にどの様に

取り組んで行くかも検討願いたい。 
・BLC 設備分野のロードマップの検討を行い示して頂きたい。 
・BLC 再編について検討されているが､再編に中って何を BLC 活動のゴールについて､海

外も見据え何をすべきか、どの範囲を行うか､何の情報を載せるか､CAD ベンダーライブ

ラリーを BIM モデル仕様でどう連携するか､関係者間(設計･施工) で議論が必要。 
【次年度テーマ課題意見まとめ】 

1. BLC 試作 BIM オブジェクトデータを確認頂き､改善/整備等の事項検討。 
2. BLC 試作サイトを確認頂き､改善/整備等の検討。 
3. 設備オブジェクト仕様検証と､運用段階での BIM モデル仕様属性の充実。 
4. BE-Bridge 仕様改善･整備｡ BLC/BIM モデル仕様との連携。 
5. 未整備オブジェクトの検討と仕様編成調整。 
6. ケーススタディ・ユースケースの実施。 
7. ロードマップの再検討､並びに情報最適検討と整理。 
 

議題（７）その他  
1）BLC2018 年度活動概要･スケジュール(案)。      (事務局山中) 

・BLC 各部会 4 月予定。・新組織説明会 4/4､4/5,4/8 日実施。 
・次年度 7 月各部会予定 (設備部会共日時未定) 

2）BLC 総会予定 
  ・4 月 23 日(火)PM2:00～4:45 TDB ホール 
 
 閉 会 

以 上   


	Setubi21-1
	Setubi21-2
	Setubi21-3
	Setubi21-Gijiroku

