
 

2-1-2-1) モデル A 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＡ 

使用 BIM ソフトウエ

ア 

意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 Revit 

BIM モデル作成作業協力者 ㈱日建設計／㈱日本設計 

用途 事務所・飲食店 

延べ面積 10,430.27 ㎡ 

 

モデル A パース：Revit で作成した BIM モデル外観 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Revit 

閲覧環境 Revit インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Revit 概要・基本操作 

BIM モデルの見方、オブジェクト情報の構成と集計

表の仕組み、図書間の情報連携に関する基本的

概念 ほか 

意匠モデル講習 課題別検証シートの内容について［意匠］ 

構造モデル講習 課題別検証シートの内容について［構造］ 

設備モデル講習 課題別検証シートの内容について［設備］ 
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（４）「審査図書のみを閲覧審査した場合」と「審査図書の元となる BIM モデル等を閲覧し、審査図

書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審査図書の閲覧審査をした場合」とを比較した、

後者の場合における審査上の効用等 

 

次項以降へ、課題別検証テーマの単位で、下表の「◆課題別検証シート」、「◆課題別検証

シートの「審査側見解」に対する効用等の検証」の順に示す。 

◆課題別検証シート ・設定した課題別検証テーマ毎に、BIM モデルの入出力情報等

を活用した図書等（審査図書）の作成方法等と、作業協力を得

た設計側の所見等をまとめたシート。 

・最下欄の「審査側見解」は、審査側が図書等の作成元となった

BIM モデルを閲覧等していない状態において、シート内容に対

する審査側見解を記載したもの。 

◆ 課 題 別 検 証 シー トの

「審査側見解」に対する

効用等の検証 

・はじめに、「◆課題別検証シート」の最下欄「審査側見解」を示

す。 

・次に、「審査図書に記載される内容の生成過程を踏まえた、審

査図書の閲覧審査をした場合」として、審査側が、BIM 操作講

習を受けた結果、課題別検証シートの「審査側見解」に対する

見解等の変化を検証するため、BIM 操作講習後に審査側への

アンケートを実施した。アンケートにより得られた審査側意見等

（以下、「審査側意見等」という）を、【審査側見解の変化や効用

等に関する意見】、【課題に関するものと思われる意見】、【その

他の意見】に分類して示した。 

審査側は、BIM ソフトウエアを用いた設計実務を行う立場ではな

く、操作の細かい特性や操作が理解できていない。このため、審

査側意見等は、現に BIM ソフトウエア上で実現可能な意見も含

まれている可能性がある。 

・なお、「審査側意見等」に対する設計側の意見が得られたもの

については、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見

等：」として示した。また、設計側意見等が複数の審査側意見等

に対するものである場合には、該当する審査側意見等へ凡例を

示した上で、欄外に設計側意見等を示した。 
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（余白） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

エリアごとに算出した面積が記載されており審査上重要である床面積として算入すべき部分に注

視できる。今後検討したい内容である。なお、規則上の面積算定に係る表現は、複数あることから

整理が必要である。寸法は適宜記載され、そのエリアごとの床面積を面積表に表現し、それが規

則における算式と考えられる。一方、計算過程を表示させる一つの方法として座標値を示してい

る。双方にとって有効であるかどうか、今後検討したい内容である。なお、規則上の面積算定に係

る表現は、複数あることから整理が必要である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図でエリア境界のポリラインで囲まれた範囲をクリックすると、自動で求積数値と集計表の数値が

連動表示で確認できることは、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながる。 

部屋が 3Ｄ要素、エリアが 2Ｄ要素であることが理解できた。エリアを選択する際に、端点等を基準

とした手動入力が必要ないことから、選択範囲の妥当性の確認が必要と考える。 

エリア別の床面積が自動算出されることで、求積図と算出した面積の不整合がなくなり、審査の効

率化が図れる。 

エリア別の床面積が自動算出されることで、人為的なミスがなくなり、床面積に関する審査に注力

できると考える。現時点では座標求積についての評価は判断が難しい。 

求積図がエリアと集計表によって作成されており、自動的に計算されていることが確認でき、信頼

性が高まった。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

エリア境界の指定（壁芯での求積、面積すべき算入部分について正しくエリア設定されているか）

が正しく BIM モデル化されていることの確認が改めて大切であると感じた（審査においては、エリア

の設定の寸法表記が必要と思われる）。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

算定の基準となる壁芯の考えがシステム的に確立していないと、審査側が当該設定の適性を確認

する等、余計な審査手間が増えるように思う。確認審査での床面積の算定基準は、個別に設計側

で作成するものではなく、全ての使用者（設計者）が利用できるよう、一括してシステム的に登録さ

れた何かが必要と思う。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

自動求積されていても、0.3 ㎡ルールなどの存在を知ってしまうと、やはり２Ｄ図面を見ながら面積

表と平面図の整合性を確認した方が確実ではないか。座標求積とすると（設計側、審査側）双方

の負担がかえって増えてしまうのではないか。 

→設計側意見等：（下線部について）：欄外Ｂ参照 

算式がない場合、面積表の数値を手動で修正できてしまうと、結果の信頼性が弱まるため、加筆、

修正がされていないかの確認が容易にできるとよい。複雑な平面プランでも、エリアの取り方さえ合

っていれば、自動計算された結果のみの記載でも審査に足りる。また、面積表のエリアプランが設

定されていない箇所を表示させる方法があれば、取りこぼしや、壁芯の取り方のずれなどが審査時

に気づきやすくなると思う。 

→設計側意見等：（下線部について）：欄外Ａ参照 
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設計者が意図せず、操作ミスにより壁芯が設定される可能性があると思われるため、正しい壁芯を

とらえられて図面が作成されたことの確認ができる図書の必要性を感じた。 

規則に定められる図面表示として座標求積を活用する方法が検討されているが、今の表現では設

計者のミスを過誤してしまう可能性があり、どのように客観性を持たせるのか技術的な裏付が必要

ではないかと感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

各室面積は色分けにより一目で部屋範囲が理解でき、面積の確認は容易であるが、明示すべき

算式を座標値で行うのは、審査上確認のしようがないのではないか。算式を明示するのであれば

通常の算式を明示するしかない。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ｂ参照 

 

Ａ：設計側意見等 

エリア境界が正しく設定されているか（壁芯での求積、面積算入すべき部分）については、寸法記

載、計算式表示による視認が可能となっている。 

壁芯のずれチェック等は、エクステンション（拡張機能）の開発を行って頂くことで、実現できるとは

思う。ただし、設計側と審査側で共通のツールを使い、審査側でも再現可能な仕組み作りをどう構築

するかも合わせて考えておく必要がある。 

 

Ｂ：設計側意見等 

座標値での算式確認もエクステンション開発同様、審査側でも再現可能な仕組み作りをどう構築

するか考えておく必要がある。 

協議会の主旨として、試行を見てもらえたことはフィージビリティスタディの観点においても意義が

あったのではと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題２） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

同一の居室を防煙垂れ壁により区画（A 区画、B 区画）されており、塗り潰しゾーンが同色のため

対角線表示などで防煙区画面積範囲を明示することが望ましい。排煙設備を求める各部分のチ

ェックがまとめられており、審査的に見やすくまた理解しやすい表現となっている。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

塗り潰し領域と集計表が連動していることから、不整合がなくなり審査の効率化が図れる。 

図面表現の際の区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などが改善されると、より直感的かつ正

確な審査に繋がる。 

採光や排煙は、立体的な審査が必要な規定であり、3D モデルを基に 2D 図面として作成した図面

を審査するにあたり、2D 図面情報から 3D 情報に頭で置き換えながら審査している現状は、非常

に無駄なことと感じた。3D での適合確認ができる審査手法があるとよいと思う。 

集計表を使った検討方法は、BIM の特性を活かした良い方法である。 

立面ビューの切り出しは、逆に室内側からの展開図ビューで、床高さや天井高さとの関係性を一

目で把握できるとさらに分かりやすいのではないかと思う。 

塗りつぶし領域から面積を生成し自動的に必要面積を算出していることが確認でき、信頼性が高

まった。また、面する開口部情報から有効面積が表示されることは、計算ミスを無くすことができ、

設計者・審査者双方にメリットがあると感じた。 

防煙区画範囲もわかりやすく、排煙窓の姿図も一体で見れるので確認しやすい。必要開口面積と

有効開口面積が表示されれば判定を入力する必要はない。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

塗りつぶし領域においては柱型が抜かれる等、室面積のあり方として、設計者が正しい壁芯位置

を設定しているのかを確認できる図書が必要なのではないか。 

→設計者側意見等（下線部について）：塗りつぶし領域の壁芯のずれチェック等も、エクステンショ

ンの開発がなされることで実現できると思う。ただし、設計側と審査側で共通のツールを用い、

審査側でも再現可能な仕組み作りをいかにして構築するかも合わせて考えておく必要があ

る。 

計算表と建具の連動や、同色の防煙区画をそれぞれ確認する操作も理解できたが、実際の審査

において、1 つずつ確認することは難しいのではないかと思う。 

区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などが改善されると、より直感的かつ正確な審査に繋が

ると思われる。 

→設計者側意見等（下線部について）：区画の明瞭化や防煙垂れ壁の強調表示などの改善は可

能と考える。今後も（審査側、設計側が）協働して検討を進められればと思う。 

排煙検討の場合の有効開口を算定する際に、天井や垂れ壁の高さなどがどこまで連動して評価

され、記載されているのかがわかりにくい。 

→設計者側意見等（下線部について）：天井や垂れ壁高さの連動は、現在自動連動は難しい状

況にあるが、エクステンションの開発がなされることで実現できるとは思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題３） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

乾式耐火壁の材料が内装の仕上げと一致するので整合性が図られる。略号と内装制限の欄をう

まく活用することで、更に適合確認がしやすくなると思われる。例えば内装制限とある項目が法令

上要求されているものか計画するものか不明なため、表記を内装計画とし、略号（不１：不燃材料、

不２不燃材料（下地共）の他、準不燃等の略号も追加）を明記することで、審査の簡素化につなが

ると考えられる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

複数の情報の連動により、整合性がとれていることを確認した。 

仕上情報が識別情報で一括管理されることで、図書内の整合性が担保され、審査の効率化を図

ることができると考える。 

「部屋」のプロパティに入力された情報が、集計表機能により表示されていることがわかり、信頼性

が高まった。不整合が防ぐことができ、法令チェックに注力することができるため、とても有効な手

法だと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

排煙設備と内装制限の情報も「部屋」の情報に入っているのであれば、併せて表示されていると法

令確認の効率が上がると感じた。また、排煙や内装制限情報から入力できる仕上材料を限定でき

る機能を持つことができれば、さらに合理化されるのではないかと期待している。 

審査側見解にもあるように、内装計画が法令上の要求なのか、任意の計画なのかが日頃分かりに

くいため、個人的には法的要求と内装計画は列を分けて作成して頂きたいところだが、それにより

設計者側の負担が増えてしまうようでは引き続きの課題となる。 

内装計画を不１、不２と記載するのは制限がわかりやすい。ただし、手動で不 1、不 2 設定をする

場合は、入力箇所が多いため操作ミスにつながりやすく感じる。告示番号と内装制限の規制の根

拠の記載を表に反映できれば、一目で審査しやすい。 

→設計者側意見等（下線部について）：告示番号と内装制限の規制根拠の記載は、同一表に反

映できると考える。 

内装制限は施行令第 5 章の 2（内装制限）によるものなのか、第 5 章第 3 節（排煙設備）の排煙告

示などを含めて表示しているのかを明示すると審査しやすい。認定品を使用した場合、認定番号

の表示はできないか（下地のボードについても、厚み認定番号の表示が必要ではないかと思

う。）。 

→設計者側意見等（下線部について）：認定番号の表示については、今後の検討課題と考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

耐火リスト、壁下地範囲図及び壁種別図凡例を見比べる審査方法となるため、審査時間がかかり

やすい感じを受けた。３つの図面を一つにまとめる、又は耐火リスト中に壁種別図凡例を記載しま

うなど、簡易な方法を検討したい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

今のままで十分分かりやすいと思う。間仕切壁種別図と壁種別図凡例は一つの図面にまとまって

いた方が審査しやすい印象をもった。 

→設計側意見等（下線部について）：間仕切壁種別図と壁種別図凡例を一つの図面にまとめるこ

とは可能と考える。 

壁情報から耐火壁の色分け表示されることは、不整合が防ぐことができ有効な方法だと感じた。 

講習では実際触れることができなかったため詳細が分からないが、耐火壁以外の性能壁等や納ま

りの少しの違いで色分け凡例を追加表示しているのであれば、図面が煩雑になるため、耐火性能

や認定の種類のみで整理して表示等していただけると識別し易くなると感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

講習では実際触れることができなかったため詳細が分からないが、耐火壁以外の性能壁等や納ま

りの少しの違いで色分け凡例が追加表示がされているのであれば、図面が煩雑になるため、耐火

性能や認定の種類のみで整理して表示等していただけると識別し易くなると感じた。 

主要構造部の全てを網羅した耐火リスト中に、凡例による使い分けを表示できるとわかり易い。 

また、仕様が異なる部分（例えば外壁等）についても同様に、凡例と使用する場所が連携するとわ

かり易い。 

（法令適合確認のため）1 つずつ、壁を選択し確認する必要がある場合は、審査の短縮化が図れ

ないと思う。 

使用されている壁種別のリスト化及び使用エリアを示す壁種別図凡例の生成が自動で行われ、同

図面内に表示されるとより効率的な審査が行えると考える。 

耐火リストをどこまで細かく作成するかによるが、間仕切壁すべての断面図や種別の位置を記載

するとチェック項目が多くなり過ぎると感じる。 

間仕切壁種別図と間仕切壁リストによる耐火リストにより、どの部分に設置しているかはわかりやす

いが、間仕切り壁種別図は防火区画図と一体で審査できるのか。各室内側で凡例を（二重）表示

するには作業が煩雑になるのではないか。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-48 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

階段詳細図によらず、階段の種別（避難階段等）及び階段の構造（寸法）が一見して分かりやす

い表現とされている。これに階段の耐火性能（RC 造など）も加わるとさらに良いと思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

階段情報が一覧で確認できるので、良いと思う。 

階段の法的な種別や幅員･蹴上等の寸法が明瞭化されているため、審査の効率化を図れると考

える。 

階段の種類、蹴上、踏面、最小巾寸法等の情報をタグで表示することは図面と寸法の整合性を担

保することができ、大変有効な方法だと感じた。 

今のままで十分分かりやすいと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

耐火構造等の仕様は、図面間の整合が取れる為、耐火リストに「階段」の記載があれば足りると考

える。 

表にして各寸法を表示するのは見やすいが、平面図および断面図に各寸法を示すことが求めら

れる場合は配慮が必要となる。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本件は非常用エレベーターがあるため、代替進入口の設置は不要であるが、BIM 表現を検討す

るために計画されたものである。代替進入口の大きさは凡例に記載されているため、進入口の間

隔と進入を妨げない構造かどうかを確認する必要がある。間隔は平面図に記載されており、妨げ

ない構造とする認識を施工者含め共有化してはと思う。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

ファミリで管理することで表現方法が統一されることはよいことと感じた。 

また、それが立面図と平面図に自動表示されるのであれば、整合性が担保でき有効な方法だと感

じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

非常用の進入口と代替進入口は表現を区別した方が良い。 

→非常用進入口と代替進入口の凡例は検討済み。 

開口部の種類も平面図などに明示があると良い。 

平面図のファミリ情報との連動が強く望まれる。 

→設計側意見等（下線部について）：今後も継続して連動を検証していきたいと思う。 

代替進入口の位置は代替進入口の間隔ではなく、10ｍ以内の範囲にあることを明示する必要が

ある。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

昨年から検討している防火戸等の凡例にあっては、複数の凡例案を定め、建築計画において要

求される性能の表現が分かりやすくなっている。今後、新たな防火戸等（10 分防火設備など）も検

討し、凡例サンプルガイドを示し、普及させる必要がある。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

図の建具をクリックすると属性情報が確認でき、凡例シートと連動表示が確認できることは、相互間

の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

凡例等が連動していることについて、表現方法とルール化（標準ファミリ）の必要性について、それ

ぞれ操作を通じて確認することができた。 

共有パラメーターの仕組みが理解できた。凡例どおりの 2Ｄ表現（タグ）で図面表現されるための条

件を、審査側でもある程度理解しておくことで、ビューワでの審査を効率的に行うことができると考

える。 

→設計側意見等（下線部について）：凡例どおりの 2D 表現（タグ）で図面表現されるための条件

は、ファミリの関数にて制御している。ご指摘のとおり、審査側でもある程度理解して頂けると、

効率的審査に寄与することが可能と考える。 

ファミリ･タグ･集計表との連動により不整合がなくなるため、審査の簡略化を図れると考える。また、

図表現としても直観的で明瞭化された、ほぼ完全な凡例と思われる。 

建具情報に法令情報を設定し、タグにより凡例表示させることは、整合性担保につながり大変有

効であると感じた。 

凡例がソフト等で異なるのはやむを得ないと思う。ドアタグとドアファミリの連動により必要な性能が

わかりやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

防火区画や凡例については、区画ラインの色に少し透過性を持たせる設定が出来ればなお良い

（下絵の開口部や壁が少しでも可視出来た方がわかり易い）※自動表示される凡例の位置を手作

業でセットする手間も合理化されるのではないかと思う。 

紙審査を基準とした凡例の表示は、設計側の手間が多いように感じた。最終的には、画面上で設

備や構造の情報を確認して審査することを想定されていると思うが、その前段階としても、凡例を

上手く表示させて図面を作成する作業は無駄が多いように感じた。 

今のままで十分分かりやすいと思うが、建具表を一行ごとに自動で色分けするような機能があると

さらに見やすくなると思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-54 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本課題は、確認申請において申請書の指摘等も多分にあることから、BIM から連動して確認申請

書に記載されるよう検討されたものである。BIM データを確認申請書へ反映させることは可能との

ことから、今後は指定確認検査機関側で確認申請書や建築計画概要書等も含めたエクセルによ

る共通フォーマットを作成したほうが望ましい。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

シートの数値と申請書の数値が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の

短縮につながると思う。また、現在 Excel の申請書データ以外では、Revit と連動表示できないとの

ことだが、Excel の申請書データと BIM データをセットで提出確認できれば、審査上特に問題ない

と思う。 

BIM と連動して申請書を作成するのは整合性が取れてよい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

BIM のプロジェクト情報を常に更新したとしても、作成過程における労力に対して申請書に反映で

きる部分は限定的であり、それほど効率化されない。指定機関（行政を含めると ICBA 等）で共通

化できなければ逆に不合理であるとも考えられる。 

※指定機関は省令 28 条の帳簿の保存義務の為、申請書第２・第３面の記載内容を保存している。ICBA の申プロの申請書作

成ツールは、データを XML 吐出し可能となっており、機関側で XML を台帳に取りこむことが出来る仕組みとなっている。 

プロジェクト情報である計画概要書から確認申請書に転記できれば、図面と申請書の不整合を防

ぐことができ、審査の効率化が図れる。しかし、規則 1 条の 3 では、計画概要書の添付が求められ

ていないことから、BIM を活用した確認申請の際は、これに代わる図書作成が重要となる。 

図面からの転記機能は設計者として手間軽減になると思う。審査側としては、転記の方法が的確

かを審査することは無駄と思われるため、通常どおりの審査になると思う。申請書データを確認申

請プログラム（申プロ：ICBA）の形式で取込みが出来れば助かる（弊社のシステムとしては入力手

間や間違いが無くなる）。 

識別情報からの自動作成により、図書全体の整合性が担保され、審査の効率化を図れると考える

が、申請書の横断的な共通フォーマットは必要不可欠と考える。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

Excel で出力できるのは利便性が高いが、面積が計算表から連動できるとより確認が簡略化でき

る。 

求積図の集計表情報とは連携していない為、申請書と求積図との整合性を担保するものではな

い。集計表との連携も今後に期待したい。また、設計者などの情報も一元管理していただけると、

台帳への変換も可能になると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計者側意見等 

ご指摘のとおり、今回の試行は申請書の横断的な共通フォーマットがあってこそ始めて成り立つと

考える。求積図との連携、設計者情報との一元管理も視野に今後も検討を継続する。 

 

【その他の意見】 

（特になし）  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題９） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM を活用した建築確認を行うにあたり、どの表現が BIM から反映されたものか、２D 加筆したも

のかを判断する材料である。今後 BIM で申請するにあたり、申請者側で作成したファミリやその属

性を予め知るガイド的な役割であり、双方で BIM 申請のルール決めがなされれば、実際の BIM 申

請においては当該図面の添付は不要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

2D 加筆の可視化の重要性を実感した。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

基本的には 2D 加筆する部分を無くせるよう、双方の意見を抽出し、BIM そのものを改善すること

が望まれる。 

操作が容易な方法で書き込み箇所の確認ができると、申請図書としての信頼性が高まる。 

書き込み情報（２D）を認識することは、BIM の整合性担保の合理性を活用する上で大変重要だと

考える。 

しかし、色分け表示された情報が正しいかの確認が再度必要となってしまうため、BIM ソフト側が

2D 情報を簡便に色分け表示する機能を有している方が合理的と感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：BIM ソフト側に 2D 情報を色分け表示する機能がある。 

一度ビューテンプレートに設定すれば、他のビューでも簡易に表現が可能である。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１０） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

BIM では反映されにくい確認審査上必要な２D 加筆は記載して頂く必要がある。一方、明示すべ

き事項においては施行規則第１条の 3 第６項にあるとおり、他の図書で明示されれば省略できるた

め、本件の例示にあるような部分が別の表現で可能かどうかを検討してはと考える 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

簡単な操作で様々な断面図が確認できるため便利である。 

壁や床の防火区画の情報をフィルタにより表示することや、室名にタグを利用することは図面間の

整合性が担保され有効な手法と感じた。スパンドレルの部分は、表示漏れがあっては困るが、設

計者の意図する位置に表示されるべき表現でもあるため、２D 加筆でもやむを得ないと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

外壁のスパンドレル部分は２D 加筆とのことだが、耐火建築物であっても図面へ表現することが目

的ではない。審査では、当該スパンドレル部分の開口部の対応が確認したい事項であり、設備へ

の連携が必要なケースが生じると思われる。 

※設備モデルでスパンドレル部分の給気口等 FD 対応が必要となる等の確認が必要。 

→設計側意見等（下線部について）：今後も継続的に検証していきたいと思う。 

断面図に明示することで審査の効率化を図れる内容は、2D 加筆ではなくデータ連動による明示

が行えるよう改善が望まれる。 

2D 加筆は、設計者にとっては負担になると思うが、審査上は必要事項である。 

断面図の表現は、区画の色付けが設計者の負担ということであれば、特記等により省略することは

可能と思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

平均地盤面では、建築物が接する地盤高さ及び平均地盤面計算が、正しく計算されるだけでも審

査者側の負担は減少する。平均地盤面で審査者側が注視しなければならないのは、配置図と当

該計算レベルの整合及び平均地盤面の取り方（ライン）であるため、算定図や根拠式が自動作成

されることは審査時間の短縮化につながる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

審査のポイントと作成の操作が似ているため、良いと感じた。 

本内容がデータ連動により自動作成できることで、飛躍的に審査の簡略化及び効率化が望めると

考える。 

平均地盤算定図、地盤面積算定図、地盤面積根拠式は自動で計算されるため、整合性は担保さ

れていると思う。設計者・審査者双方に整合性確保のメリットがあり、大変有効な手法だと感じた。 

設計者がどのように平均地盤算定をする位置を設定するのかや、地盤の入力方法等がわかると、

審査の仕方が確立できると感じた（平均地盤算定図を作成する作業過程を講習で拝見したかっ

た。）。 

地盤面根拠式、算定図は自動計算により信頼できる。 

配置図に明示されている地盤高さと入力した地盤高さの整合確認をする際、配置図の地盤高さが

自動入力されると、設計者、審査者の負担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（特になし） 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

集計表の数値が部分ごとの歩行距離を示しており、その合計値により規定に適合するかどうかが

判断できる。これにより、歩行の距離が正確に表現でき、審査的にも効率化が期待できる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

平面ビューの数値と集計表の数値を連動表示し確認できることは、相互間の不整合がなくなり、審

査上時間の短縮につながると思う。 

集計表と連動していることが確認できた。操作自体も簡単で、審査も容易ではないかと思う。 

色々な経路での歩行距離がチェックできるのは有益だと思う。「任意の地点からの一定距離の範

囲」がエリアとして逆算出来ればよいと思う。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照  
経路を指定することで距離が自動算定されれば、始点と終点の位置確認に注力できるため、審査

の負担軽減が見込めると考える。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照  
有窓無窓標記があることで、制限距離についても審査がしやすい。入力、確認も容易であり、自動

計算のメリットが大きい。 

ファミリによって自動的に避難歩行距離が生成され集計されることは、誤記などによる法令チェック

の過誤をなくすことができ、法適合確認をする上で大変有効な手法だと感じた。 

避難方向、歩行距離、重複距離が自動作成されれば、審査の負担が軽減できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

経路を指定することで距離が自動算定されれば、始点と終点の位置確認に注力できるため、審査

の負担軽減が見込めると考える。（他同様意見あり） 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計側意見等： 

エクステンションの開発がなされることで実現できるとは思う。ただし、設計側と審査側で共通のツ

ールを用い、審査側でも再現可能な仕組み作りをいかに構築するかも合わせて考えておく必要があ

る。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-63 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１３） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

採光無窓の場合、複数の法令の規定が適用されることになる。特に歩行距離（重複距離）にあっ

ては、有窓無窓の別によって大きく変わるため、必要に応じて確認図書へ反映されることが必要で

あることから、設計者及び審査者側にとって有益な表現である。ケースによっては採光補正係数が

必要となる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

情報が連動していることが確認できた。 

部屋のうち、居室のみをフィルタリングする機能や、必要面積、有効面積の計など、集計する対象

を正しく選択していることが理解できた。これらをもとに、有窓判定を自動で行えることからも、人為

的なミスを軽減する効果があると考える。 

組み込み型集計表を活用することで、必要面積を自動計算することは計算ミスを無くすことがで

き、大変有効な手法だと感じた。 

集計表を活用することは判定しやすく、審査が容易となる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

採光補正係数の算定についても、ファミリと集計表を活用して自動化していただけることを期待し

たい。 

一方で、室面積が正しい壁芯の位置で設定されているのかを確認できる方法も必要だと感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：採光補正係数も入れて計算することは可能と考える。 

図の建具属性データ及び図の部屋面積データと、シートの建具データ及び部屋面積データが連

動表示できれば、相互間の不整合がなくなり、審査上時間の短縮につながると思う。 

「居室」として設定したエリアが漏れなく抽出できれば、チェック漏れがなくなるので有益と思う。 

集計表で作成した有窓判定の表が少し見づらい気がした。 

ケース毎に明示の要･不要の判断が必要となる場合に、BIM 側で自動判別して図書への表示･非

表示が行えれば、設計者側･審査者側のどちらにとっても負担軽減が見込めると考える。 

採光補正係数など式や根拠も一目で見られる方が、利便性は高い。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

本課題のような整理表が存在しないと、法令の適合性の表現を誰が行うのか不明瞭となり、ケース

によっては明示されないまま確認申請されてしまうおそれがある。一方、BIM で作成した情報を設

計担当者間で共有化でき、図面間の整合も図れる。このような設計者側の業務別パラメーターを

整理することは重要と思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

共有パラメーターの重要性を実感した。 

担当毎の担当領域を共有することで、責任の所在が明確化され、審査者側にとっても審査を進め

る上で有益であると考える。 

意匠・設備・電気で共有パラメーターを持つことで、同一情報を活用でき不整合がなくなる。設計

者・審査者共にメリットがあり、大変有効な手法だと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

情報量が増えると表示速度に大きく影響するところは、現状での課題だと思う。建築確認で必要な

最低限の情報の取り出しと、それを表示することに特化したビューアがあるとよいと思う。 

→設計側意見等（下線部について）：今後の課題としてビューア仕様要件に必要なものと考える。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題１） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

建築モデルと構造モデルの重ね合わせにより、柱位置、床開口位置、階高等の整合確認に有効

である。 

伏図との重ね合わせにおいては、上述のように建物用途に起因する荷重条件との整合確認の効

率化に繋がると思われる。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

モデルを重ね合わせることによる意匠図・構造図の整合性確認は、有効と思われる。 

また、図面の重ね合わせや用途による色分けは、積載荷重の確認に対して有効と思われる。 

構造モデルと建築モデルの重ね合わせ（上段）については、柱位置、床開口位置の整合確認に

有効であることを再認識した。また、意匠設計側にて用途毎(荷重毎)の色付けをすることにより計

算書の荷重条件の整合確認効率化に繋がることも再認識した。 

構造モデルと建築モデルの重ね合わせ（中段）、構造モデルと設備モデルの重ね合わせ（下段）

による整合性確認については、設計側及び施工側の観点から納まりチェックや部材設計条件の

確認に有効と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

BIM を直接体験したことで、従来の紙（図面）との違いが体感できた。従来の図面、CAD とは異な

り各部材へ多くの情報を持たせることができ、うまく利用することで審査側の知りたい情報が得られ

る可能性があることを理解した。 

構造 BIM モデルと意匠 BIM モデルがパラレルで存在することが多いようだが、構造 BIM、意匠

BIM とも同種の BIM モデルでありビューアを工夫することでそれぞれの図を重ね合わせることが可

能なため、従来の CAD 図と比較するとスパン、部材配置、開口部の確認など整合性確認の迅速

化が図れると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

 

Ａ：設計側意見等 

効率化を目指すのであれば、図面間で整合確認する項目を整理して重ね合わせを行うオブジェク

トや情報を絞り込む必要がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

将来的に、従来の意匠図と構造図を目視により比較確認する手法ではなく、意匠・構造の両 BIM

モデル間の座標上での整合確認などは、デジタルデータで整合確認が可能であり、建築確認審

査の合理化迅速化に有益であることが理解できた。 

意匠モデルにおける構造骨組み（部材の配置や大きさ）が、構造モデルと整合している前提がある

が、ここが狂う恐れがある状況では、整合確認の効率化は元も子もなくなるため、意匠・構造モデ

ル整合の担保性確保にかかる工夫について検討を要する。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ｂ参照 

将来的に審査側において、Revit 上で重ね合わせの作業を行うことに関しては、システム面の整備

が必要である。 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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Ｂ：設計側意見等 

・本来的な BIM の在り方としては意匠と構造で同じ情報を二重入力するのは非効率的と考える。

BIM としての確認申請図のあり方を再考する必要があると考える。 

・意匠と構造で同じ躯体情報を入力するのは非効率だが、現状設計過程や表現したい形状・寸法

を考えると、不整合の課題はあるがどうしても二つ存在した方が設計時の効率的な BIM 化に繋が

るケースもあると感じられる。その場合、これまでの代表架構のみの整合では済まなくなる懸念があ

る。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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（余白） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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◆ 課題別検証シート（構造－課題２） 

 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証

-72 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・「課題別検証シート」の「審査側見解」 

解析モデルと構造図の符号確認については、これまでの確認作業が別位置に記載されたものを

元に確認していたところ、本方法においては同一での確認となるため、上述の考察にあるように確

認作業は簡便に行えるものと思われる。一方、解析モデルと構造図の位置確認についても柱、梁

位置の寄り等、細かい差異は生じるものと思われるが、明らかに異なる配置などを容易に見つける

ことができる点で、整合性確認に有効である。 

↓ 

・BIM 操作講習による「審査側見解」の変化や効用等 

【審査側見解の変化や効用等に関する意見】 

計算書からアウトプットしたデータを活用した、構造モデルの作成・伏図ビューによる図面化は、計

算書と構造図の整合において有効と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：計算書内のデータと計算書からアウトプットした BIM の整合

確認または真正性確認が必要になるため、枠組みを考えていく必要がある。 

（ほか、欄外Ａを参照） 

上段の断面リストの比較（解析モデルと構造 BIM モデルから STB ファイル取り出しの上、差分比

較）については、各モデルの更新情報が重要になるが比較確認作業は容易に行えると思われる。 

 

Ａ：設計側意見等（その他） 

断面リストの比較など、デジタルに数値で比較できることは審査の効率化につながると思う。架構

形状の確認、解析上の「モデル化の妥当性」という視点では、目で見る審査の必要性は今後も残る

のではと思うし、構造図データと計算書データを比較するような独自のツールまたはビューアが必要

になると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

構造モデルと計算書の作成過程における、時系列的なズレによる不整合（人為的ミス）への対応

策がなければ、極端な話、通常の審査をする必要があると思われる。BIM モデルと構造計算デー

タの同一性の確保にかかる工夫が必要と思われる。 

審査側にて最新データから STB ファイルを出力し、差分ソフトを利用の上、差分比較を行うとなる

と、システム上の問題があるほか、利用差分比較により生じる差異の評価が必要になる（設計者が

比較した結果を示す場合は差異の評価にコメントを付けられるが、書類の信憑性について問題と

なる）。 

下段の配置情報（解析モデルから変換した Revit モデル伏図と構 BIM モデルの比較）も整合性確

認に有効であることを再認識したが、審査側で重ね合わせの作業を行うことに関しては、システム

面の整備が必要である。 

→設計側意見等（下線部について）：「STB ファイル」と「計算書出力」のそれぞれに GUID を入れ

ることで同データか否かの確認は可能と考える（STB ファイルと BIM についても同様）。 

STB ファイルの比較自体は単純なテキストの比較になるため、審査で確認すべき STB の項

目が整理されれば開発のハードルはビューアよりも低いと考えられる（課題検証シートに記載

したツールを元に、差分チェックツールが開発・公開されており、誰でも使用可能である。）。 

https://github.com/NS-NS/STB-DiffChecker 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 事前審査段階における審査対象項目の BIM モデル等による確認方法の検証
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一貫計算モデルと BIM モデルの時制が重要である。具体的な整合性確認作業で、例えば一貫計

算を計算書として出力したデータのタイムスタンプ付きの番号と、BIM モデルへ転送された一貫計

算データのタイムスタンプ付き番号が確認できれば、各項目に関して全数確認ではなく抜き取りで

整合性確認することもあるのではないかと思う。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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