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第 2 回技術運営委員会 

議事要旨 

【日 時】 令和 2 年 9 月 28 日(月)10:00～11:30 

【場 所】 Teams による Web 会議 

【出席者】 

氏名  所属 備考 

奥田修一 理事⾧ (一財)建築保全センター 理事⾧ オンライン 

寺本英治 プロジェクトリーダー 

在り方部会 ライブラリ WG 

連携部会 建築確認 WG 主査 

(一財)建築保全センター 

保全技術研究所⾧ 

オンライン 

安田幸一 在り方部会 部会⾧ 

オブジェクト在り方検討 WG 主査 

東京工業大学 教授 オンライン 

山下純一 在り方部会 副部会⾧ 

ビジネスモデル WG 

(一社)buildingSMART Japan 

代表理事 

オンライン 

平田昌美 在り方部会 情報 WG 主査/事務局 BIM ライブラリ技術研究組合 オンライン 

志手一哉 建築部会 部会⾧ 

施工計画 WG 主査 

芝浦工業大学 教授 オンライン 

岩村雅人 建築部会 副部会⾧ (株)日本設計、工学院大学 特任教授 オンライン 

糸島光洋 建築部会 属性情報 WG 主査代理 (株)佐藤総合計画 オンライン 

石川隆一 建築部会 形状情報 WG 主査 (株)梓設計 オンライン 

石田 憲 建築部会 建築オブジェクト作成 WG 主査 (株)日建設計 オンライン 

大越 潤 建築部会 構造 WG 主査 大成建設(株) オンライン 

一ノ瀬雅之 設備部会 部会⾧ 東京都立大学 准教授 オンライン 

吉原和正 設備部会 副部会⾧ 

機械設備オブジェクト作成 WG 主査 

(株)日本設計 オンライン 

吉田 哲  (株)日建設計 オンライン 

焼山 誠 設備部会 設備 WG 主査 (株)大林組 オンライン 

谷内秀敬 BE-Bridge WG 主査 (一社)buildingSMART Japan 

新菱冷熱工業(株) 

オンライン 

山本康友 運用部会 部会⾧ 

連携部会 部会⾧ 

東京都立大学 客員教授 オンライン 

堀 直志 連携部会 仕様情報 WG 主査/事務局 BIM ライブラリ技術研究組合 オンライン 

山中 隆 事務局 BIM ライブラリ技術研究組合 オンライン 

渋田 玲 事務局 (株)ジェスプロジェクトルーム オンライン 

（以上 20 名ほかオブザーバー5 名） 
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【議事確認事項】 

＜３つの方針変更の背景と概要について＞ 

[確認事項] 

・【資料１】概ね了承。 

[決定事項] 

・連携を予定する団体に建築三会を追加する。 

[懸案事項１] 

・BLCJ のロードマップを作成し直す。今後、各部会の動きを示す。 

・ライブラリの実施時期が遅れることなどを見える形にし、共有する。 

 

＜建築研究所に提示する 2020 年度 PRISM の業務内容について＞ 

[確認事項] 

・【資料２】了承。 

[懸案事項２] 

・手を動かす方、リーダーと実施内容の話を速やかにしていく。 

・一ノ瀬先生には伝える。 

・建築、設備、連携の日程調整を開始する。 

 

＜その他 組織と事務局の強化策（案）について＞ 

[決定事項] 

・連携部会の副部会⾧は日建設計吉田氏。 

[懸案事項 3] 

・連携部会の名称が他団体との連携に見える。 

・連携部会の名称をかっこ書きで補足する方法など検討する。 

[懸案事項 4] 

・部会調整で広く全体を見ている担当を。横連携ができる方を置く。 

・他部会連携も部会２としての話に関わるので担当を置く。 

[懸案事項 5] 

・部会２について、国交省と話していく。 

・有償無償の参加者の関係整理が必要となってくる。 

・国の部会２としての位置づけを変えずに行けるか。 
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【議事】 

配布資料 

資料１ BIM ライブラリ技術研究組合の３つの方針変更の背景と概要（案） 

資料２ 建築研究所に提示する 2020 年度 PRISM の実施内容（案）（別紙あり） 

資料３ 組織と事務局の強化策（案） 

1.開会 

2.前回議事録の確認 

3.三つの方針変更の背景と概要について 

(寺本) （【資料 1】の説明） 

I.①～④を背景としてⅡ.□内の方針変更を行う。 

 （方針変更（その 1）～（その 3）まで説明） 

(安田) 仕様書・確認申請との連携は素晴らしいと思う。 

 積算について、部位別・工種別は統一するか目論見はあるか？ 

(寺本) 全てを我々ができるわけではないが、(0)部位・部材情報の分類の暫定標準化に関

連し、部位・部材単位に変更できる可能性がある。 

(石川) 各部会との連携、属性情報の標準化の連携予定団体中に設計三会も加えてはどう

か。 

(寺本・安田) 加える。 

 

4.建築研究所に提示する 2020 年度 PRISM の業務内容について 

(平田) （【資料 2】の説明） 

(石田) 建築部会主査間では、建築確認の内容の延期を決定している。 

(平田) PRISM としては 2021 年度以降実施予定。確認申請情報の比較整理は行う。 

(寺本) 今年度 PRISM 予算には入れないが BLCJ 予算で行う。 

(志手) 属性 WG・石川主査で確認申請について部会 3・他団体と意見交換に動いている。 

諸団体の属性項目の比較整理を手始めに行う内容の中に確認申請の内容が入って

いる。成果物というより検討事項として報告する。 

(岩村) 今回の表【資料２】は報告書のための作業に対する不満に対して、検討はするが報

告書にしないことを纏められて適切な内容と思う。 
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5.その他 

事務局強化策について 

(平田) （事務局強化策について【資料３】の説明） 

(安田) 専門家は決定しているか。 

(平田) Inx 牧野氏に決定している。 

 

連携部会について 

(石川) 連携部会は仕様書について作業をすることを確認した。 

「連携部会」という名称は、他部門他団体との連携と思われてしまうため、変更し

てはどうか。仕様書部会・FM 部会等。 

(寺本) 建築確認・仕様書との連携という意味合いでつくっていたが、各部会でも連携を行

うため、名称変更は妥当。技術調査課に報告は必要。 

 仕様書・FM・引渡し部会等考えられる。 

(志手) 組織間連携なのかデータ連携なのかが分かり難いという意図かと思う。 

(石川) 難しい手続きが必要なら取り下げる。 

(寺本) 括弧書きで説明するなどの方法はある。検討する。 

 

外部部会との連携について 

(オブ) 大きな方針変更・関係部会と調整が必要になる。外との調整は各部会担当の明確化

だけでは見えない。内部各部会の連携を強化して欲しい。 

(寺本) 部会間連携は技術運営委員会議事録が担うがその担当がないのはご指摘通り。

 今後決めたい。 

 従来合同部会、技術運営委員会で役割分担を内部議論はできるが外部との議論の

場ができない。外部連携の役割、事務局担当は相談させて欲しい。 

 運営委員会としての担当を置く。 

(安田) 担当の明確化の表に外部部会との連携担当があればよい。 

(石川) 在り方・運用部会が方針変更によって変わっていく部分を教えて頂ければ。 

(寺本) BLCJ ロードマップの作成し直しを早期に可視化する。 

 

連携部会副部会⾧設置について 

(寺本) 連携部会副部会⾧に日建設計吉田氏を置くことを提案する。 

(全体) 承認する。 

 

「部会 2」について 

(岩村) BLCJ 内に部会２を設置することについて補足。 
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BLCJ 参加団体は賦課金を支払って参加し、今後のビジネスとして捉えているので

あり、外部団体も参加できるのであればその違いを明確化する意味合いがある。 

 設置については事務局と国交省と調整して頂くという段取り。 

(寺本) 今後国交省と協議し検討を進める。 

 

建研 PRISM 各部会の打ち合わせについて 

(安田) 建研・各部会⾧・副部会⾧・事務局と各部会志手・岩村・一ノ瀬・吉原・石川、各

部会オンライン会議で調整する。 

(志手) 建研・各部会間の打合せを 10 月上旬。近日中に日程調整を行う。 

 

次回日程 

(寺本) 建研仕様書が確定、方針変更などがあり次第、開催日程を検討する。 

 

 

（以上） 


