
 

 

 

 

 
 

 TSC21 は、1991 年に東京電力と日建設計が「負荷予測に基づく蓄熱制御」のために 開発に着手したプログ

ラムをベースとしています。10 年の歳月をかけて完成した TSC21 は、環境・エネルギーマネジメントのためのプ

ラットホームとして極めて有効なソフトウェア・ツールです。 
 

TSC21 推進協議会は、常に時代の先端であり続ける TSC21 の技術を利用する様々な立場の企業・団体に

よる情報・技術の交流の“場”であると考えています。2001 年 12 月の設立以来、会員への技術の公開と併せて、

TSC21 の機能性・利便性の向上に取り組んで参りました。また、各種セミナーや技術講習会の開催、専門展示

会への出展、海外動向の視察など、さまざまな普及促進活動も積極的に行っておりますので、この機会に是非

当協議会へのご入会をご検討いただきたく、ここにご案内申しあげます。 
 

なお、当協議会ＷＥＢサイト（www.serl.co.jp/tsc21）におきましても、イベント情報や技術文書の公開など、

さまざまな情報を発信しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。ご不明な点などございましたら、当協議会事

務局までお気軽にお問い合わせください。 
 
※TSC21 は、Tool of Solution and Communication for BEMS 21st Century の略称です。 
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TSC21 推進協議会会則 
 

第１章  総則 

（名称） 

第1条 本会は『TSC21 推進協議会』（以下、本会と記す）と称する。 

（事務所） 

第2条 本会は、主たる事務所を東京都区内に置く。 

（目的） 

第3条 本会は、環境＆エネルギーマネジメントのためのプラットホーム

として、TSC21 の普及促進を図り、地球温暖化防止とエネルギー

の合理的な利用に寄与することを目的とする。 

（活動内容） 

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。 

1) TSC21 に関する情報収集、情報交換、情報提供 

2) TSC21 に関する普及・啓蒙 

3) TSC21 に関する技術的課題の検討 

4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動 

 

第２章  会員 

（会員資格） 

第5条 本会の目的に賛同し、本会の活動に寄与しようとする法人、これ

に準ずる組織、または個人は等しく会員資格を有する。 

（会員種別） 

第6条 本会の会員は、国内外を問わずTSC21の技術的検討に関与する「技

術会員（法人・個人）」と、TSC21 の普及促進を支援する「アドバ

イザー会員」、研究目的から技術支援を行う「学術会員」より構

成する。 

（入会） 

第7条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に

提出し、運営幹事会の承認を得て会員となる。 

２ 会員は、法人、これに準ずる組織、または個人を単位とする。 

（退会） 

第8条 会員が退会する時は、事前に文書をもってその旨を運営幹事会に

届け出なければならない。 

２ 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。 

３ 会員が退会する場合、協議会から得た全ての権利を喪失する。 

（除名） 

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、運営幹事会にお

いて審査し、除名できる。 

1) 本会の名誉を棄損または本会の目的に著しく反する行為を

したとき 

2) 本会の活動に寄与できなくなったとき 

3) 第 11 条に定める会費を滞納し、催促後３ヶ月過ぎても納入

しない場合 

4) その他、会員として不適当と判断されるとき 

２ 会員が除名された場合、協議会から得た全ての権利を喪失する。 

（変更） 

第10条 届け出内容に変更が生じた場合は、速やかに文書をもって事務局

に届け出なくてはならない。 

（会費） 

第11条 会員は、本会の活動・運営に関わる経費を共同で負担するため、

別途定める会費規定による会費を納入しなければならない。 

２ 会員は、第 8 条、第 9 条の規定により、会員資格を喪失した場合は、

理由の如何を問わず、既に納入した年会費は返還しない。また、未納

の年会費がある場合はこれを完済しなければならない。 

（権利） 

第12条 会員は、別途定める「使用許諾に関する規程」の下にＴＳＣ２１

の技術（ＴＳＣ/ｃｏｍ、ＴＳＣ/ｐｒｏｇ、ＴＳＣ/ｃｔｒｌ、

ＴＳＣ/ｃｏｄｅｓ）を利用あるいは販売することができる。 

 

第３章  役員および組織 

（役員） 

第13条 本会に、会長（1 名）、副会長（3 名以内）、および幹事（10 名以

内）の役員を置く。 

２ 会長は本会を代表し、副会長はこれを補佐する。 

（選任および任期） 

第14条 会長、副会長および幹事は、運営幹事会の推薦を受け、総会の承

認を得て選出する。 

２ 会長、副会長および幹事の任期は 1 年とする。なお、再任は妨げ

ない。 

３ 幹事の互選により、代表幹事（1 名）、監査役（1 名）、事務局担

当（1 ないし 2 名）の役割を定める。 

 

 

（顧問および専門委員） 

第15条 本会の活動に関して、高所よりご意見を伺うために顧問および専

門委員を置くことができる。 

２ 顧問および専門委員の選任は運営幹事会が行う。 

３ 顧問および専門委員の任期は 1 年とし、再任は妨げない。 

（組織および構成メンバー） 

第16条 本会に、運営幹事会、アドバイザー会、作業部会、事務局の各組

織を置く。 

２ 運営幹事会は、会長、副会長および幹事で構成し、本会の運営全

般を司る。 

３ アドバイザー会は、幹事およびアドバイザー会員で構成し、TSC21

の普及促進に関する意見交換を行う。 

４ 作業部会は、幹事および運営幹事会が推薦する技術会員で構成し

TSC21 の技術的課題を検討する。 

５ 作業部会の下に、適宜、WG およびサブ WG を設置できる。WG およ

びサブ WG のメンバーは、作業部会のメンバーが選任する。 

６ 事務局は、総会、運営幹事会、アドバイザー部会、作業部会に列

席し、本会の運営に関わる事務作業および会計を担う。 

７ 運営幹事会、アドバイザー会、作業部会は専門委員の協力を仰ぐ

ことができる。 

第４章  会議 

（総会） 

第17条 別途定める「総会開催に関する規程」の下に総会を開催する。 

第５章  その他 

（活動年度） 

第18条 本会の活動年度は、4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 

（会則の改訂） 

第19条 本会則を改訂する場合は、運営幹事会で案を作成し、総会に諮る。 

 

平成 13 年 12 月 10 日制定 

平成 14 年 04 月 18 日改訂 

平成 15 年 05 月 26 日改訂 

平成 16 年 05 月 25 日改訂 

平成 19 年 06 月 04 日改訂 

 

TSC21 推進協議会 会費規定 

 

本会会則第 11 条による会費を以下に定める。  

１）会計年度 

当年 4 月 1 日より、翌年 3 月 31 日までとする。 

２）年会費 

技術会員の年会費は100,000円(ただし個人会員は10,000円)と

する。 

アドバイザー会員、および学術会員は無料とする。 

年会費は７月末までに納入しなければならない。 

年度途中入会の場合は、請求書発行後 2 ヶ月以内に納入しなけ

ればならない。なお、10 月以降に入会の場合、初年度年会費は

半額とする。 

３）臨時会費 

運営幹事会が必要と認めた場合は、臨時会費を徴収できる。 

 

平成 13 年 12 月 10 日制定 

平成 15 年 05 月 26 日改訂 

平成 16 年 05 月 25 日改訂 

平成 19 年 06 月 04 日改訂 

 

TSC21推進協議会 事務局 
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-47-8-208 
株式会社システック環境研究所内 
Tel:03-5305-3701   Fax：03-5305-3700 
URL: www.serl.co.jp/tsc21      E-mail: tsc21@serl.co.jp 

お問合せ 

 TSC21推進協議会は、TSC21の技術の仕様確定と普及促進を目的として活動している任意団体です。
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