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資料 運 9－9 


資料 在 10－3  


BIMライブラリーコンソーシアム 


第 9回 在り方部会会議 
 


議事概要 
 


 


１．会議開催日時 


 


日時：平成 29年 7月 6日（木）16:00~17:30 


場所：上海国際ビル 4階会議室 


 


２．議事概要 


 


(1)  前回（5/11：第 8回）議事録の確認（事務局） 


 


(2)  BLC新規入会企業のご紹介（事務局） 


 


(3)  BLC平成 28年度活動報告（在り方部会抜粋版）の概要説明 


       (H29.5.19 BLC総会配布資料の抜粋)  （事務局） 


 


(4)  マーケットリサーチ(案)について 


1. 目的 


 


ビジネスモデルの基礎となる情報を把握する。→アンケートの趣旨を作成する 


 


2. 対象者 


・ユーザー（現在、将来の） 


・メーカー（現在、将来の） 


・関係団体（現在、将来の） 


・学識者・大学・高専など 


(個人として回答するのか、組織として回答するのかが課題、団体の場合は 


組織として回答をもらうのには時間がかかるので、調査の実施を了解して 


もらい、調査票の発送は BLCで行うことが考えられるが、その了解が必要。) 


 


3. スケジュール 


・7月末までにアンケート設計と送付先の選定 


・8月初めにアンケート発送、 


・BLC会員はメールで発送し、ホームページからダウンロードして回答 


BLC会員以外(団体会員も含む)は文書で発送し、ホームページからダウン 


ロードして回答 


・9月末までに回答をもらう 







・10月末までに結果を分析する 


 


 


 


2. 方法 


 アンケート方式でウェッブからダウンロードし、チェックボックスを 


クリックして自動集計の予定 


 


(5)  その他 


 


 


 


 


会議配布資料 


 
 


 資料 在 9－1 議事次第 


 資料 在 9－2 BLC参加企業・在り方部会参加者一覧、 


前回（11/10：第 6回）議事概要 


資料 在 9－3 BLC平成 28年度活動報告 在り方部会抜粋版 


（平成 29年 5月 19日 BLC総会資料） 


 


 （参考資料） BIM部会から発刊する BIM ガイド本の紹介 


 


 


 


次 回    日時 ： 平成 29年 7月 6日（木）16:00~17:30 


      場所 ：  (一財)建築保全センター 会議室） 


      議事 ：  
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第 11 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 29 年 6 月 16 日（金）10:00~12:00 


場 所 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
○ 首都大学東京 一ノ瀬 部会長 ○ (株)日建設計 永瀬　修
○ (株)ベイテクノ(関電工) 鈴木 副部会長 (株)日建設計 吉永　修


(NPO)法人 設備システム研究会 三木 副部会長 (株)日建設計 石川 浩美
○ (一財)建築保全センター 寺本 事務局長 (地法)日本下水道事業団 碓井 次郎
○ (株)朝日工業社 平泉　尚 ○ (地法)日本下水道事業団 金澤 純太郎


(株)朝日工業社 中野 孝之 ○ (株)日本設計 吉原 和正
○ アズビル(株) 古谷 守 (株)日本設計 菱田 哲也


アズビル(株) 柏屋　弘 (株)日本設計 堀越 和宜
㈱NYKシステムズ 古賀 信貴 日比谷総合設備(株) 東 一聡
(株)荏原製作所 清友 昭礼　 ○ 日比谷総合設備(株) 下田中 龍宏


○ (株)荏原製作所 太田 裕介 (株)ベイテクノ 長谷川 正
(株)大塚商会 青山　宏 三菱重工業(株) 鬼頭 一元


○ (株)大林組 焼山　誠 (株)本澤建築設計事務所 本澤 崇
鹿島建設(株) 上堀　真 ○ (株)LIXIL 二瓶 伸夫
河村電器産業(株) 榎　寿哲 ○ (株)LIXIL 岩永 鉄平


○ (株)関電工 留目 真行 ○ (株)LIXIL 盛田 裕紀
○ (株)キッツ 岸　京平 ○ (株)四電工 秋月 伸夫


(株)キャディアン 笠原 靖子 (株)四電工 西原 功二
(株)キャディアン 山﨑 裕子 (株)四電工 織田 孝之
(株)CADネットワークサービ 江口 正剛 (株)和田特機 横井　義光


○ 協栄産業(株) 山田 茂樹 (株)和田特機 岩間　光
(株)きんでん 岡　康秀 (株)中電工 宮川　久


○ (株)きんでん 鈴木 正人 ○ (株)中電工 松本 哲也
(株)建築ピボット 千葉 貴史 ○ (株)中電工 西花 聡一
(株)建築ピボット 長谷川 秀武
(株)コスモ・ソフト 吉村 幸治 ○ (一社)buildingSMART Japan 谷内 秀敬


○ (株)シスプロ 本田 礼之 (一社)公共建築協会 時田　茂
(株)シスプロ 高橋 秀章 （一社）日本空調衛生工事業協会 鳥羽　宏
(株)CBS 中井 政昭 (一社)日本建設業連合会 渡邊　剛
(有組)C-PES研究会 安孫子義彦 (一社)日本建設業連合会 菊田 道宣


○ 清水建設(株) 大内 政治 (一社)日本建設業連合会 小野寺 和久
○ 新菱冷熱工業(株) 田辺　恵一 (一社)日本建築士事務所協会連合会 吹屋　亨


住友セメントシステム開発 利光 輝 (一社)日本電設工業協会 野々村 裕美
○ (株)ダイテック 山口 正明 (一社)日本電設工業協会 遠藤 衡樹


(株)ダイテックホールディン 北川　昇 国土技術政策総合研究所 脇山 善夫
高砂熱学工業(株) 山本 一郎 矢部 朋裕 矢部 朋裕


○ (株)竹中工務店 中垣 圭司
○ (株)竹中工務店 端野 篤隆 ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和


(株)竹中工務店 白石 晃平 (一財)建築保全センター 水澤 久夫
(株)竹中工務店 田島 大介 ○ (一財)建築保全センター 山中　隆
TOTO(株) 東元 詩朗 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ
TOTO(株) 小嶋 香織 ○ 三谷産業(株) 田畑 憲一


○ 東芝キヤリア(株) 田中　稔 ○ 三谷産業(株) 山本 哲也
東洋熱工業(株) 杉本　博史 首都大学東京(学生) 　名
東洋熱工業(株) 中島 貴司 出席：34名
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司 会 (BMMC 山中･事務局) 


「配布資料」 


資料 設 11- 1 議事次第 


資料 設 11- 2 設備部会･StemWG メンバーリスト 


資料 設 11- 3 第 10 回設備部会 4/20 議事録(案) 


資料 設 11- 4 BLC 平成 28 年度活動報告(設備部会抜粋版)    ･･･(別冊) 


資料 設 11- 5 BLC H29 年度業務方針及び業務計画(案)について 


資料 設 11- 6 TOTO/LIXIL/Stem/NBS 仕様比較 Excel ｼｰﾄ衛生器具編成(案)･･･(別冊) 


資料 設 11- 7 東芝キャリア/Stem/NBS 仕様比較 Excel ｼｰﾄ空調機器編成(案)･･･(別冊) 


資料 設 11- 8 設備 CAD ﾍﾞﾝﾀﾞｰ各社ｱﾝｹｰﾄ｢設備ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ(ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ)自社ｿﾌﾄ対応｣ 


資料 設 11- 9 Stem/NBS 仕様比較 Excel シート(ﾁﾗｰ･ﾎﾞｲﾗｰ･AHU･衛生器具)All 


資料 設 11-10 設備機器ライブラリーStem 仕様｢設備仕様参考抜粋版｣ 


資料 設 11-11 主として設計者のための｢BIM ガイド｣チラシ 


資料 設 11-12 BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ H29 年度スケジュール(案) 


 


 


開会挨拶：(一ノ瀬･部会長) 


・部会長挨拶、新規加入企業名：(YKK AP)様加入報告､ 


・入会予定企業紹介：三谷産業(株)田畑 様､山本 様､(株)キッツ:岸 様 
  


議題（１）前回議事録確認 


・第 10 回設備部会 4/20 議事録(案)：議事録概要説明     [設 11-3]7/74 


 議事内容議事録参照、確認後訂正事項が在れば事務局に連絡願いたい。 (事務局) 
 


議題（２）BLC 総会｢平成 28 年度活動報告｣(設備部会抜粋版) 
 


a) 設備部会 H28 年度活動総括と H29 年度活動について   一ノ瀬部会長 


 


b) StemWG 報告及び今期予定      大林組･焼山主査 


 


c) BE-BridgeWG 報告及び今期予定     BSJ･谷内主査 


 


 


議題（３）BLC H29 年度業務方針及び業務計画(議論の進め方)(案)  寺本事務局長 


 


a)  
 


【意見】一ノ瀬部会長 


・ 


Ans：  


 


議題（４）TOTO/LIXIL/Stem/NBS 仕様比較 Excel シート衛生器具編成(試行)   


       LIXIL：二瓶様･岩永様 補足:事務局 


別冊[設_9-9] 
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・ 


・ 


議題（５）東芝キャリア/Stem/NBS 仕様比較 Excel シート空調機器編成(試行) 


東芝ｷｬﾘｱ：田中様 補足:事務局 
 


議題（６）設備 CAD ﾍﾞﾝﾀﾞｰ各社ｱﾝｹｰﾄ｢設備ｼﾞｪﾈﾘｯｸﾓﾃﾞﾙ(ﾒｰｶｰﾓﾃﾞﾙ)自社ｿﾌﾄ対応｣ 


        大林組･焼山主査 ベンダー各社 
 


【質疑】 


(一ノ瀬部会長) 


・ 


Ans：  


 


 


議題（７）今年度機器メーカー他関係各社への働きかけについて 


      大林組･焼山主査 BLC 設備ﾒﾝﾊﾞｰ各位 


 


議題（８）その他 


a) 今年度スケジュール 


b) 意見交換 


c) 主として設計者のための｢BIM ガイド｣､建設通信新聞 BIM 特集記事紹介 


d) その他(次回 BIM 関連テーマ発表について) 


 


【次回会議日程調整】 


次回･第 12 回･設備部会   日 時：8 月 10 日(木)16:00～17:30 


場 所：建築保全センター会議室 


 


以 上 








2017/12/26


モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について（案） ◎：必須 △：稀に 資料９－５


『データ登録申請書』記入（原則年度毎、内容の詰めは未整理、概略名の個数等） ◎ ◎ 第2条 －－－ －－－ －－－ －－－


『データ登録チェックソフト』（データ作成ソフトの一部）での確認 ◎ ◎ 第2条


＜チェック項目の例、未整理＞


4つの項目（企画、実施設計、施工、維持管理）の区分けの確認


BIMのファイル形式の確認


BIMのバージョンが明記されているのかの確認


ジェネリックオブジェクトとメーカオブジェクトとの区分けの確認


属性項目はBLCで設定している項目と合致しているかの確認


必須項目は記入されているかの確認


エラーチェックで引っかかったデータの確認


検索項目データの確認 ◎ ◎ 第2条


『データ登録申請書』を確認し、『データー提供規約』で契約を交わす。 ◎ ◎ ◎


『データ登録チェックソフト』の結果の確認 ◎ ◎ 〇 ◎


『サイト作成・運用規約』を交わす。 ◎ ◎


利用ユーザからのクレームに対しての対処 ◎ ◎ 確認 メーカ伝達


不具合データの修正・完了までの確認 第5条 第7条


不正データの発見時の対処


ライブラリーのダウンロード数、参照閲覧数の調査（設計者、施工者別、地域別、製品別、、） △ ◎ 第6条 調査


同上結果の製作メーカーへのフィードバック（頻度が課題、、） △ ◎ メーカ伝達


禁止事項のチェック ◎ ◎ 第6条 調査 確認 調査


知的財産権の侵害、無断で第三者への提供行為、不正プログラム書込み等、、、


製品モデルチェンジによる新製品申請時の情報提供 ◎ 無→必要 HPで発信 HPで入手


補修部品、提供中止、在庫なし等の情報提供 ◎ 無→必要 HPで発信 HPで入手


メンテナンス中止・終了時の情報提供 ◎ 無→必要 HPで発信 HPで入手


提供者との契約終了 ◎ ◎ 第9条


オ
ブ
ジ


ェ
ク
ト
受
入
れ
時


オ
ブ
ジ


ェ
ク
ト
作
成
時


ジェネリック
（申請者）


オ
ブ
ジ


ェ
ク
ト
更
新
・
変
更
時


オ
ブ
ジ


ェ
ク
ト
運
用
時


サイト
事業者


BLC
事務局


（仮）モニタ
リング部会


エンド
ユーザー


メーカー
（申請者）


提供規約
(P23～24)


利用規約
(P20～22)

















  1 


 


資料 運９-２ 
 


第８回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案）  


 


日時  ： 平成２９年７月１０日（月） １５：００～１６：３０  


場所  ： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


出席者 ： １２名 


 


 


第８回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 ○ 


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良  


(一財)建築保全センター 寺本 英治 ○ (株)CADネットワークサービス 増田 甲介   


大森法律事務所 大森 文彦 ○ (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(株)大塚商会 水野 一哉  (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲 ○ (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  (株)安井ファシリティーズ 繁戸 和幸  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之  凸版印刷㈱ 馬地 宏一 ○ 


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治  大日本印刷㈱ 田崎 誠 ○ 


(株)構造計画研究所 緒方 翼   大日本印刷㈱ 吉田 集  


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史       


鹿島建設(株) 安井 好広      


(株)佐藤総合計画 森山 尚   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


(株)佐藤総合計画 糸島 光洋  (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


(株)佐藤総合計画 齋藤 崇志   (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


（株）中電工 宮川 久  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


（株）中電工 松本 哲也  (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志  


日比谷総合設備（株） 下田中龍宏  （国研開）建築研究所 高橋 暁 ○ 


(地法)日本下水道事業団 金澤純太郎  （国研開）建築研究所 武藤 正樹  


(地法)日本下水道事業団 新井 知明     


日本メックス(株) 野口 順二 ○    


(株)キャディアン 笠原 靖子     


(株)キャディアン 山﨑 裕子     


(株)キャディアン 中野 健成  (一財)建築保全ンター 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 水澤 久夫 ○ 


    (一財)建築保全センター 山中 隆 ○ 
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配布資料一覧 


 資料 運８－１ 第 8回運用部会議事次第 


 資料 運８－２ 第７回運用部会議事録（案） 


 資料 運８－３ 運用部会委員名簿 


 資料 運８－４ BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28年度活動報告（運用部会抜粋版） 


 資料 運８－５ 平成 29年度 業務方針及び業務計画（総会時議案） 


 資料 運８－６ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について 


（参考資料）建設通信新聞記事（2017/5/31）日本版 BIM ライブラリー 


（参考資料）カタログ 主として建築設計者のためのＢＩＭガイド 


（参考資料）平成 29年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


（参考資料）コラム BIMモデルは誰のもの？ 


  


次回  日時 ： 平成 29年 9月 11日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部会議室 


 


議事（１） 前回議事録確認 （BLC事務局/水澤） 


       ・5/8第７回議事録の読み合わせ確認を行った。追記、訂正事項の指摘はなし 


        日建連 IT推進部会での情報に対してのコンタクトが可能ならばコンタクトするように。 


 


議事（２） BLC入会企業の紹介 


・野原ホールディングス株式会社（平成 29年 4月 28日付） 


・東急建設株式会社（平成 29年 5月 15日付） 


・YKKAP株式会社（平成 29年 5月 15日付） 


・株式会社キッツ（平成 29年 6月 20日付）   


・ダイキン工業株式会社（平成 29年 6月 28日付）  


 


議事（３） BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28年度活動報告（運用部会抜粋版）の概要説明 


     資料 運８－４、BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28年度活動報告（運用部会抜粋版） 


を利用して説明する。 


 


議事（４）平成 29年度 業務方針及び業務計画について 


     資料 運８－５ 平成 29年度 業務方針及び業務計画（総会時議案） 


      を利用して説明する。 
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議事（５）モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について 


  資料 運８－６ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について 


 を利用して説明する。 


 


・発注の原案は今年度中に作成をした方が良い。 


・この表には具体的なコストが表示されていない。 


・モニタリングとはどのような意味か？ 


 


モニタリングは誰がやるのか？やる内容とやる人との区分けが必要 


サイト事業者にもチェックはさせるとよい。 


データー作成 誰がやるのかが見えない。明確にすることが必要です。 


属性がモデルデータの中に入っていると、チェックが出来ない。外だしであれば OKである。 


＜データー作成時＞＜データー受入れ時＞には多大な工数がかかる。 


⇒データ登録チェックソフトの作成を検討、内容を明確にする。 


いつまでに作成するのか？今年度仕様書までは作成か？ 


 チェック項目の見出し案も作成する。 


 


    ・以前の C-CADECでは、チェックソフトはどのように行っていたか？ 


     申請支援ソフトを C-CADEC側で準備しており、これでメーカー側が事前チェックをした。 


     その申請支援ソフトをサンプルとして出していただきたい。 


 


・＜データー作成時＞の＜エラーチェックで引っかかったデーターの確認＞の内容は？ 


・＜データー受入れ時＞の＜『データー登録チェックソフト』の結果の確認＞の内容は？ 


確認を一つ一つ受入れ側が行うのは難しい。申請者側で行う。 


目的外データーが入っている場合の対処は行うのか？ 


・＜データー受入れ時＞の＜『データー登録申請・契約書』＞ 


どことどこが結ぶのか？仕組みが良く見えない。 


窓口は事業者 or BLC(仮)なのか？ 


このデーター登録申請・契約書での 2社を明確にすること。 


 


・「データー提供規約」について P２３ 


部品数は 10,000点は予想する。 契約は製造メーカー（作成者）と BLC事務局 


（仮）モニタリング部会とは？  チェックは誰が行うのか？ 


BLC側のチェックの義務については、 


義務はないが、BLCが瑕疵等を発見したら、製造メーカーへ直すように指摘をする。 


製造メーカーに責任を持たせる。 


モニタリングは義務ではなく、自発的なものとする。 
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・≪データー登録時≫≪データー受入れ時≫≪データー運用時≫≪データー更新・変更時≫の 


業務 FLOW図を作成してください。 


サイト事業者、BLC事務局、（仮）モニタリング部会、エンドユーザー、その他 


誰が、どこに、何を出して、だれがチェックを行うのかを検討して作成する。 


例えば、データー登録申請書を申請者が、記入して提出をする等々の FLOW 


 


・データ投入後、事務局はクレーム等の対処は聞くことはするが具体的には、 


申請者等の責任とする。 


 


・データーとは、ジェネリックオブジェクトあるいはメーカーオブジェクトというように 


BLC内で利用している言葉で定義をはっきりさせた方が、混乱がない。 


契約或いは規約の言葉を使用する事。 


 


・契約の形態は？ 


 利用規約は Web 


 申請者とは紙が考えられる。 


 


・各部会の開催スケジュール 


 上海国際ビルの会議室はクローズしたので、利用していた在り方部会・設備部会は 


基本的には建築保全センターでの開催となる。 


 


     ・参考資料 コラム BIMモデルは誰のもの？  


      紹介、内容に？？な点もあり。 


  


  次回の BLC運用部会（第９回） 


日時：平成 29年 9月 11日（月）15:00～17：00 


場所：四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 会議室  
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170911 榊原 


ＢＬＣとサーバー提供者との契約（検討事項；順不同） 


 


初期構築に関する事項 


 ・アクセスメニュー、管理メニューの作成 


 ・ＢＬＣ提供のソフト（データ確認用）の設置 


 ・初期費用はいくら払う？ 


 ・メニューの著作権（ＢＬＣも権利を持てるか？） 


 


サーバー運営に対し、ＢＬＣは年いくら払う？ 


 費用の見直しは、年度毎か？ 


 データ容量増加に対する費用は？ 


 


サーバーアクセスに対する許諾（ユーザーの種類） 


 ・ユーザー情報はＢＬＣから提供か？ 


 ・データのアップロード、ダウンロード両方可能 


   管理者（すべてのデータ） 


   データ提供者（自分の提供したデータのみ） 


   データアップロード時にＢＬＣに知らせる事が可能か？ 


 ・データのダウンロードだけ可能（普通のユーザー） 


 


データ内容に関する責任はサーバー提供者にはない 


 


定期的なデータアクセスのログ提供 


 


データの不正アクセス、不正更新に対する予防策は取れるか？ 


 


サーバーのダウン対策（定期的なバックアップ、可能な限り早急な復帰） 
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BIM ライブラリーコンソーシアム 


第 10 回 建築部会議事録(案)   


日  時  平成 29年 6月 7 日（水）10:00～12:00 


場  所  （一財）建築保全センター 会議室 


出席者  26 名 


出 会社名 名前  出 会社名 名前 


○ 芝浦工業大学 志手 一哉  ○ 東電設計(株) 佐藤 浩二 


○ エーアンドエー(株) 木村 謙  ○ ＴＯＴＯ(株) 東元 詩朗 


○ 国立研究開発法人 建築研究所 髙橋 暁  ○ ＴＯＴＯ(株) 小嶋 香織 


○ (一財)建築保全センター 寺本 英治   (株)建築ピボット 千葉 貴史 


○ (株)荏原製作所 太田 裕介   (株)建築ピボット 長谷川 秀武 


 (株)大塚商会 飯田 千恵   (株)CBS 中井 政昭 


 (株)大塚商会 水野 一哉  ○ ㈱テイル 水野 昭洋 


 (株)大林組 中嶋 潤   ㈱テイル 吉田 勝 


○ (株)奥村組 日野 元  ○ (株)日積サーベイ 高橋 肇宏 


 鹿島建設(株) 安井 好広  ○ (株)ＬＩＸＩＬ 二瓶 伸夫 


○ 協栄産業(株) 山田 茂樹  ○ (株)ＬＩＸＩＬ 岩永 鉄平 


 (株)久慈設計 青野 智史   (株)安井ファシリティーズ 松原 昌幹 


 グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  ○ YKK AP(株) 藤川 典久 


 グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之  ○ YKK AP(株) 田嶌 英之 


 (株)構造計画研究所 高橋 将幸   (株)和田特機 横井 義光 


 住友セメントシステム開発(株) 大林 広樹  ○ (一社)buildingSMART Japan 足達 嘉信 


 住友セメントシステム開発(株) 山口 浩二   （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) 柳良 和   (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 


 (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   (一社)日本建築積算事務所協会 楠山 登喜雄 


 (地法)日本下水道事業団 髙橋 光明  ○ 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 池谷 格二  ○ (一社)日本サッシ協会 西川 典明 


○ (地法)日本下水道事業団 三神 文太  ○ (一社)日本サッシ協会 在塚 均 


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


 (株)キャディアン 笠原 靖子   杉田 宗(広島工業大学) 杉田 宗 


 (株)キャディアン 山﨑 裕子  ○ 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  ○ (一財)建築保全センター 池田 雅和 


 (株)CAD ネットワークサービス 増田 甲介  ○ (一財)建築保全センター 山中 隆 


○ 河村電器産業(株) 榎 寿哲  ○ (一財)建築保全センター 水澤 久夫 


 河村電器産業(株) 阿部 昌樹     


 河村電器産業(株) 服部 雅宏     
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会議資料一覧 


 


資料 建 10－1   議事次第 


資料 建 10－2   前回議事録（4/26：第９回建築部会） 


資料 建 10－3    BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28 年度活動報告（建築部会抜粋版） 


                    平成 29 年 5月 19日 BLC総会資料 


資料 建 10－4    建築WG アンケート結果（9 社分） 


資料 建 10－5    建具のデモンストレーション資料（建築 WG1木村主査） 


資料 建 10－5－2 建具のデモンストレーション資料（大塚商会 飯田様） 


 


（参考資料） 平成 29 年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


（参考資料） 建設通信新聞 平成 29 年 5月 31 日付 BIM 特集 BLC記事 


（参考資料） 『主として建築設計者のための BIM ガイド』本のチラシ資料 


 


 


新規 BLC 入会企業のご紹介 


・東急建設株式会社 


・YKK AP 株式会社 


    


建築部会メンバー交代のお知らせ 


・（一社）日本サッシ協会 新任：西川典明 氏（退任：丸山勝範 氏） 


 


 


議事（１）前回議事録の確認 


4/26 第 9回建築部会議事録の読み合わせ確認を行った。（事務局） 
 


議事（２）BIM ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｺﾝｿｰｼｱﾑ 平成 28 年度活動報告（建築部会抜粋版）の概要説明 


              (H29.5.19 BLC総会配布資料の抜粋) 


   ５月１９日に開催した BLC 総会において発表された建築部会の活動報告を総会配布資料 


   の抜粋版にて総会に出席していない方々に向け説明を行った。（事務局） 


 


議事（３）平成 29 年度 BLC 建築部会の年度計画（開催月の議題確認）について 


  ・（参考資料）平成 29年度 BLC総会並びに BLC各部会等の開催ｽｹｼﾞｭｰﾙ（案） 


  ・（参考資料）BLC2017年度スケジュールと議論の進め方（案） 


 上記資料にて建築部会年度スケジュール、議論のマイルストーンをメンバーに説明し周知した。 


 


議事（４）６月の建築部会議題について 


6 月の議題：建具（窓・ドア）プロトタイプ【コンポーネントタイプ】 


     建築部会メンバーに建具（窓・ドア）に関するアンケートを実施した 


               結果の報告（5/12、5/26 に開催された建築WG資料） 
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 【アンケートにご協力いただいた企業：9 社】 


・日本建築仕上材工業会 


・東電設計株式会社 


 ・(一社)日本サッシ協会 


      ・株式会社 日積サーベイ 


 ・株式会社 建築ピボット 


 ・株式会社 ＬＩＸＩＬ 


 ・株式会社 奥村組 


 ・株式会社 CAD ネットワークサービス 


  ・YKK AP株式会社 


    上記各社のアンケート回答内容を説明を行った。 


    アンケート回答を基に建具の仕様属性項目の確定に向け、今後月２回（金曜日） 


    建築 WGを開催をする。 


    次回の建築 WGは６月９日（金）18 時から。建築部会メンバーに参加を依頼。 


 


議事（5）建具のデモンストレーションについて 


     ・資料 建 10－5    建具のデモンストレーション資料（建築 WG1 木村主査作成） 


      資料を基に、Vectorworksでの建具（ドア）パース表示並びに、イメージ付きドア一覧表 


      の説明を行った。 


     ・資料 建 10－5－2 建具のデモンストレーション資料（大塚商会 飯田氏作成） 


  資料を基に、Revitでの片開きドアサンプル（パース表示、平面表示）並びに 


  建具パラメーターの設定として共有パラメーターファイルの説明、ファミリタイプに 


  おいて手入力部分を「文字」グループ、オブジェクト形状から取得する部分は「寸法」 


 グループに設定されていることの説明をした。 


 


議事（6）次回以降の建築ＷＧ、建築部会 開催日程について 


次回建築 WG日程 


■日 時 ： 2017年 6 月 9 日（金） 午後 18：00~20：00 


■場 所 ：（一財）建築保全センター 会議室 


 


次々回建築 WG日程 


■日 時 ： 2017年 6 月 23 日（金） 午後 17：00~19：00 


■場 所 ：（一財）建築保全センター 会議室 


 


次回建築部会（第 11 回）日程 


■日 時 ： 2017年 8 月 9 日 午後 10：00~12：00 


■場 所 ：（一財）建築保全センター 会議室 


 


議事（7）業界新聞の BLC 記事の紹介、BIM ガイド本の紹介を行った。（事務局） 








（参考資料） 


平成 29 年度 BLC 各部会等の開催スケジュール（案）      2017/8/30 更新 


年・月 BLC 部会の活動、場所 WG 等の活動 


平成 29 年 


4 月 


 


4/20(木) 16:00-17:30 設備部会 @上海国際ﾋﾞﾙ 2 階会議室 


4/26(水) 10:00-12:00 建築部会 @上海国際ﾋﾞﾙ 2 階会議室 


 


 


4/21 建築 WG2 


 


 


5 月 


 


5/ 8(月) 15:00-17:00 運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


5/11(木) 16:00-17:30 在り方部会 @上海国際ﾋﾞﾙ 2 階会議室 


5/12 建築 WG 


5/26 建築 WG 


 


 


6 月 


 


6/ 7 (水) 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 


6/16(金) 10:00-12:00 設備部会 @建築保全センター会議室 


 


6/9  建築 WG 


6/16 設備 WG 


6/23 建築 WG 


 


7 月 


 


7/ 6 (木) 16:00-17:30 在り方部会 @上海国際ﾋﾞﾙ 4 階会議室 


7/10 (月) 15:00-17:00 運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


 


7/7  建築 WG 


7/21 建築 WG 


 


 


8 月 


 


8/ 9 (水) 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 


8/10(木) 16:00-17:30 設備部会 @建築保全センター会議室 


 


8/4 建築 WG 


8/25 建築 WG 


 


9 月 


 


9/ 7 (木) 16:00-17:30 在り方部会 @建築保全センター会議室


9/11 (月) 15:00-17:00 運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


 


9/8  建築 WG 


9/22 建築 WG 


 


 


10 月 


 


10/11(水) 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 


10/19(木) 16:00-17:30 設備部会 @建築保全センター会議室 


 


10/6  建築 WG 


10/5 設備 WG 


10/20 建築 WG 


 


11 月 


 


11/ 2 (木) 16:00-17:30 在り方部会@建築保全センター会議室 


11/13(月) 15:00-17:00 運用部会  @㈱CST-GSA 事業部会議室 


11/10 建築 WG 


11/24 建築 WG 


 


 


12 月 


 


12/13(水) 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター会議室 


12/21(木) 15:30-17:00 設備部会 @建築保全センター会議室 


 


12/8 建築 WG 


12/21 設備 WG 


12/22 建築 WG 


平成 30 年 


1 月 


1/11(木) 16:00-17:30 在り方部会 @建築保全センター会議室 


1/22(月) 15:00-17:00 運用部会   @㈱CST-GSA 事業部会議室 


 


1/12  建築 WG 


1/26  建築 WG 


 


平成 30 年 


2 月 


2/未(※) 10:00-12:00 建築部会 @建築保全センター予定 


2/15(木) 16:00-17:30 設備部会 @建築保全センター会議室 


 


2/9   建築 WG 


2/15  設備 WG 


2/23  建築 WG 


平成 30 年 


3 月 


3/ 1 (木) 16:00-17:30 在り方部会 @建築保全センター会議室 


3/12(月) 15:00-17:00 運用部会   @㈱CST-GSA 事業部会議室 


 


 


※(一財)建築保全センター     ：東京都中央区新川1-24-8 東熱新川ビル7F 


※上海国際ビル会議室       ：東京都中央区新川 1-24-12 


※(株)CST－GSA事業部会議室 ：東京都新宿区四谷 1-4 四谷駅前 ビル 3F 
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BIM ライブラリーコンソーシアム 


第９回 運用部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 29年 9月 11日（月）15:00～17:00 


場所：四谷・㈱コンピュータシステム研究所・会議室 


 


１．開会 


 


２．議事 


（１） 第 8 回（７/１０）議事録確認 


 


（２） ＢＬＣ入会企業の紹介 


・応用技術株式会社（7/18） 


    ・株式会社ファーストスキル（7/20） 


・日本ピーマック株式会社（8/3） 


・東北工業大学建築学科許研究室（９/1） 


・三菱電機株式会社（９/11） 


 


（３） 運用体制、コストについて（モニタリング項目案） 


                    


（４） 今後の進め方について（運用規約の検討、確定） 


                        


３．その他 


 
会議資料一覧 


 資料 運９－１ 第 9回運用部会議事次第 


 資料 運９－２ 第 8回運用部会議事録（案） 


 資料 運９－３ 運用部会委員名簿 


 資料 運９－４ 準備・構築・運用体制の概要 


 資料 運９－５ モニタリング体制のコスト検討と項目基準内容について（案） 


 資料 運９－６ BLCとサーバー提供者との契約（検討事項） 


 資料 運９－７ 第 10回建築部会議事録 6/7（案） 


 資料 運９－８ 第 11回設備部会議事録 6/16（案） 


 資料 運９－９ 第 10回在り方部会議事録 9/7（案） 


（参考資料）（WEBサイト業務委託契約書）ネットより 


（参考資料）BIMガイド 第３節 ＢＩＭの著作権 


（参考資料）新都市ハウジングニュース(Vol.85 2017) 


（参考資料）平成 29年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


（参考資料）ArchiFuture2017 パンフレット 


 


次回  日時 ： 平成 29 年 11 月 13 日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所会議室  

















準


備


構


築


BIMベンダー*1 メーカー*1 BLC会員 一般ユーザー BLC*2 サイト事業者
○ジェネリック ○ジェネリック ○ジェネリック
オブジェクト オブジェクト オブジェクト


●メーカー ●メーカー ●メーカー
オブジェクト オブジェクト オブジェクト


BIMオブジェクト
作成・利用規約
★未作成★


BIMオブジェクト
提供規約


BIMオブジェクト
利用規約


BIMライブラリー
構築・運用仕様書
★検討中★


BIMライブラリー
構築規約・運用規約
★未作成★


作成チェック
ソフト


作成チェック
ソフト


BIMオブジェクト
作成・利用契約
(年度単位)


BIMオブジェクト
提供契約
(年度単位)


ヒアリング


参加打診 参加打診


（覚書）


デ
ー
タ
作
成
時


デ
ー
タ
登
録
時


BIMライブラリー
構築・運用仕様書


BIMライブラリー
構築・運用契約


モ
ニ
タ
リ
ン
グ
部
会 登録チェック


ソフト


＊１：設計者、ゼネコン等も提供できる
＊２：（一財）BIMライブラリー推進協議会（仮称）への移行を検討中
＊３：知的財産権の侵害、第三者への無断提供、不正なデータ変更等が想定される


ＢＩＭオブジェクト標準の確立


チェック結果


＋ ＋


オジェクト標準に準拠し作成


登録申請書


・報告の確認
・問題発生時
協議


・フィードバック


Ａ．不具合データの指摘
● ●


● ●
Ｂ．部品・製品メンテナンスの中止、製造中止情報


対
処
・
記
録
・
報
告●


Ｃ．ダウンロード状況報告


Ａ,Ｂ,Ｃに加え
知的財産権等*3
チェックの報告
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：黄色部分が運用部会担当予定


BIMオブジェクト
利用契約


BLC会員へ
の試行運用


PR・マーケティングリサーチ


運


用


運用規約


運用仕様書







構築・運用に関する規約・仕様の概要
・画面設計
・オブジェクトの作成仕様（主にオブジェクト標準による）
・運用時間、許容される運用の故障時間割合
・カスタマーセンター、カスタマー窓口の大成、対応時間
・権利関係
・対処、記録、報告の対象項目と頻度
・想定するオブジェクト数と変更への対応
・扱うファイル形式の種類
・ダウンロードスピード、アップロードスピード
・メーカーのウェブサイトとの関係の記述
・ＢＬＣの基準認証マークの設定、管理
・災害時対応（ＢＣＰ）、外部からのサイバー攻撃の対応（必要か）
・基本ソフトウェアの変更に対する保証
・…





