
 

（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３） 

 

  

■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

-76 -



 

◆ 「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」 

上述のように、BIM 利用にあたっては２D 加筆によるものをなくしていくことが望ましいと考えられる。 

なお、伏図と軸組図の整合性の審査や、計算書の略伏図と伏図の整合性の審査においては、伏

図に見上図か見下図かの表現と、各図面に BIM モデルの切断位置（平面・断面）が明記されてい

れば、審査上、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】 

BIM モデルを活用して機械的に図面化された内容は、不整合がないことは分かった。 

同一 BIM モデルから図面として切り出す限り、原則、不整合はないことを理解した。図面として切り

出したデータに一貫計算に含まれないデータを添付している場合には、従来通りの確認になること

も理解した。 

伏図・軸組図の連動については、Revit 上で伏図の符号を変えれば、軸組図の符号も連動して変

わることを実演にて確認できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

加筆行為に起因する入力の誤りなどの人為的ミスをゼロにできない限りは、不整合の問題が残る

ためこれまで通りの取り扱いになると思われる。加筆部分について、今後、何らかの工夫や対策等

が必要と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：2D で追記されている内容の中には 

①共通事項表記など図面を見やすくするための加筆・修正 

②確認申請以外のために必要な加筆情報 

などがある。 

①については見栄えを気にしないのであれば、確認審査用ビューワー側でモデルから直接

的に単純な表示を行えば削減できる（全部材の全符号、レベル、寄りなどを伏図に表示する

など）。 

②についても、確認審査用ビューワー側で非表示とすればよいと考える。 

設計者は、確認申請だけを目的とした図面作成を行っている訳ではないため、申請時点で

必要な情報を確認審査ビュー側で、適宜 BIM モデルから抽出・表示するなどして欲しい。 

ただし、①②いずれも 2D 加筆情報で、BIM データ内のパラメータと重複する内容の場合は

不整合の元となるため、それらの整理は重要と考える。 

人為的なミスにより符号が抜けたり、ファミリの属性情報とは別に符号の書き込みも可能であること

から、ユーザーの使用状況に関しては、ソフト上の制限が必要になると思われる。 

 

【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４） 

 

  

■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

-78 -



 

◆ 「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 モデルからの作成であるため、整合性は担保されているものと考えられる。確認審査における

整合性の確認にあたっては、通常の審査となる。 

↓ 

・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】 

従来通りの図表形式にとらわれる必要がないこと、数値データの形式を計算書、BIM モデルと統

一化することで整合性確認の迅速化が可能であることは理解できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

課題３の回答とも共通するが、加筆部分について BIM 的(機械的)な整合が担保されない以上は、

これまで通りの取り扱いにならざるを得ないと思われる。 

構造 BIM モデルの属性情報を元に断面リスト作成ツールを用いて作図しているため整合性は担

保されるが、２Ｄ加筆した一部の情報の伝達方法については工夫が必要と思われる。 

→設計側意見等（下線部について）１：課題３と同様。2D 加筆の情報がモデル内の情報との不整

合に関わる内容か否かの整理が必要。課題検証シートで例示されている「柱脚情報」などは

モデル内にそもそもない情報なため、モデルとの不整合には関係ない内容（2D 情報自体が

正）である。このような場合は 2D 情報と計算書の内容の整合確認には課題があると思われ

る。 

→設計側意見等（下線部について）２：設計者の設計する断面には、解析モデルで確認しようとし

ていること以外の要件に配慮して追加した部材や鉄筋があるため、１対１対応は難しいところ

をどう表現するかに工夫がいるかと思う（全て別途要領図を使うなど）。  
審査側としては、整合性の確認（各データの照合）をしたことのエビデンスをどうすべきかが課題に

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（構造－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

-80 -



 

◆ 「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」 

将来的には、意匠・構造（構造計算モデル含む）・設備で一つの BIM モデルに集約されていること

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】 

設計サイドとして、従来手法に対し、より整合の精度を上げた取り組みとの印象をもった。 

（審査側としては、対応可否等の判断・評価は少し時期が早い印象があった。） 

 

【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データの差分比較については、例えば骨組み節点データなど設計者側の

計算書モデル作成時のモデル化の要件により実モデルとの差異が大きく異なってくるため、その

差異についてはコメントにより適宜、説明する必要があると思われる。ただし、確認申請時に利用

する場合は書類の信憑性を含め課題があると思われる。 

→設計側意見等（下線部について）：構造モデルと計算書の差異については、データでの比較で

あれば定量的な差分として出力できるため、現在よりもコメントの説明意図が分かりやすくなる

と思われる。確認申請時での書類の信ぴょう性という点では、現在の計算ソフトから出力され

た PDF や紙の計算書も同様であると思われる。 

建築・設備・構造モデルの変更履歴の情報共有を徹底することで、各モデル間の重ね合わせによ

る手法を利用した整合性確認は有効となり、結果としての整合性は確保されると思われる。 

修正・変更に対する管理が最も重要である。BIM モデルと計算モデルが、計算モデル側からの一

方通行である為、修正・変更に対し計算モデルへ戻る作業により不整合が生じやすくなるのではと

いう不安は感じた。 

→設計側意見等（下線部について）：BIM と計算書が異なるデータで存在する限りは、一方向であ

ろうと双方向であろうとデータの整合性確認が必要なことには変わりはないものと思われる。確

実で効率的な整合確認方法を模索することが重要であると考える。 

 

【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」 

申請書類の保存については、法的な制約を含め、今後の課題となると思われる。 

↓ 

・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】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

企業間のやり取りの新たな方法に対して、審査サイドとして特に意見すべきところはないが、審査

側としては、対応可否等の判断・評価は少し時期が早い印象を持った。 

設備・構造・建築モデルの作成に使用した BIM ソフトウエアの互換性、及び構造解析ソフトウエア

と BIM のパラメータの共有化に関する課題や、審査側の BIM 閲覧環境におけるビューアの整備

等の課題を再認識した。ただし、ビューア機能要件は、確認処分の前提を踏まえた議論が必要と

なる。 

データ形式を統一するなど、常に互換性の確保が重要である。ツール（ソフトウエア）を限定せずに

閲覧確認できるようになることを望む。 

→設計側意見等（下線部について）：日本の建築分野に適したデータ構造で公的な承認が得られ

たものの整備が望まれる（構造の確認申請を考慮すると、IFC のみでは日本の構造安全性の確

認への対応は不可能である。日本国内の一貫構造計算ソフトの連携を目指した ST-Bridge の

JIS または ISO 化や大臣認定などが出来れば可能性があると思われる。）。 

 

【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

-83 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－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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■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」 

[リンクビューを使った意匠図との区画の整合性確保] 

作図工程上、意匠図の変更が追随できていない設備図の意匠部分があることで、設備図と意匠

図との不整合が多い。同じデータであることが常にあることが重要であり、どう担保されるのかが不

明。 

[部屋や塗り潰し領域を使った、防煙区画面積の取得方法] 

塗りつぶし領域を活用することで転記ミスがなくなり、設備側での確認の省力化が図れると考えら

れる。 

一方、塗りつぶし領域の正確性を確保することが求められる。 

↓ 

・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】 

・意匠図と設備図の区画ラインの整合性確認を省略できることは、審査速度の向上につながる。 

申請時点において、意匠と設備の間で部屋名、面積、高さ、用途等の整合が図られているのは、

審査側にとって非常にありがたい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請時点では意匠と設備の内容は整合が確保されているが、審査中の意匠の変更に対する設備

の変更・対応をいかに早急に行うかにより、審査の手戻りが少なくなる。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

区画ラインに用いる色レイヤーの優先順位に留意すべきである。例えば、隣り合う室の共有してい

る壁について、青色を前面に表示すべきところを背面表示とし、緑色が前面になっている場合は

区画が NG となってしまう。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

スライディングウォールによる部屋分割がある場合、その情報が設備へ確実に伝わるよう配慮願い

たい（換気、排煙、非常用照明では審査に必要な情報）。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照 

防火区画が複数の内容（例：面積区画と竪穴区画を兼ねる等）を含む場合、その内容が分かるよ

う配慮いただけるとありがたい（必要とされる設備の性能が異なる場合がある）。 

→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 

意匠モデルにて対応が必要な内容である。 

 

【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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（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（設備－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
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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」 

「スペース」の面積が意匠の情報と整合が取れているかどうかが不明。さらに、外気量の計算根拠

が不明であり、計算の詳細は明らかにしていただきたい。 

↓ 

・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】 

ALVS 表との整合性確認を省略できることは、審査速度の向上につながる。 

「スペースの必要外気量集計」と「空調機の外気量」が同様の表で示されるため、比較がしやす

い。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

現状は別紙の仕様書等で確認している「P-Q 線図」や「圧力損失計算書」との整合性についても

検討いただきたい。 

→設計側意見等（下線部について）：「P-Q 線図」は、メーカー協力の元、BIM 連携が具体化でき

る可能性が出てきているが、どのように審査可能なのかを見据えておく必要がある。「圧力損

失計算書」は、モデルとの整合性をどう審査するかなど、解決しなくてはいけない課題が多い

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（設備－課題３） 

 

  

■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」 

居室・非居室を色分け表示することで判断の視認性が増し、審査の効率化に繋がると考える。さら

にいえば、避難経路と面積も考慮したうえで判断できるようになれば、さらに省力化に繋がることが

できると考えられる。 

↓ 

・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】 

平面図で居室に黄色で着色されるのは分かりやすかった。 

居室、廊下・階段等の避難経路に着色することで、非常照明の設置漏れを防ぐことができ、また、

審査がしやすく非常に有用である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

壁等の障害物により、間接照明になってしまってしまう部分の抽出機能も検討願いたい。 

→設計側意見等（下線部について）：欄外Ａ参照。 

壁や建具により光が遮られ、実際には照度が無い部分の円の表記が記載されると、より審査しや

すくありがたい。 

→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を行う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どう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
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◆ 課題別検証シート（設備－課題４） 

 

 

  

■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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■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」 

[回転球体法での避雷設備保護範囲の確認について(1)] 

審査において非常に有効な手段と考えられる。 

 

[回転球体法での避雷設備保護範囲の確認について(2)] 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、アイソメ表現の線分整理が出来るとわかりやす

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】 

（課題４ 避雷針の範囲について(1)(2)） 

このような表現ができると審査が容易である。特に、屋上が複雑な形状の場合は、形状が異なる毎

に断面が確認できることで非常に有用である。断面の保護範囲に着色されていると、視覚的に判

断しやすい。 

 

【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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（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（設備－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

-96 -



 

◆ 「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」 

区画貫通部に設置する設備機器を部品化することで、確実な区画貫通処理が担保され、審査の

効率化が図れる。 

↓ 

・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】 

Dynamo による貫通部の漏れを抽出する機能は大変有難い。 

意匠の防火区画と整合している前提のため、審査が容易である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

区画貫通部へのダンパー等の設置作業は人によるものと予想する。審査時、ダンパー等が少しで

も貫通位置からずれていると、ダンパー等から貫通位置までのダクト厚みが気になってしまう。設置

位置がズレないよう自動配置される機能があることを望む。 

→設計側意見等（下線部について）：ダンパー等から貫通位置までのダクト厚みについては、要領

図によることが多いと考えている。従来の CAD 図で、斜線表現している耐火ダクトについて

は、ダクトのオブジェクトに属性情報を加えたり、場合によっては厚みを与えることもあるが、ダ

ンパー廻りは厳密にモデル分けするのは困難と思う。  
 

【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（設備－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

-98 -



 

  

■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

-99 -



 

 

 

  

■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

-100 -



 

  

■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

-101 -



 

◆ 「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」 

[ダクトの用途・サイズの表現方法について] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[防火ダンパーや防火防煙ダンパーの表現方法について] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。複線の

シンボル表現についても視認しやすい。 

 

[配管の用途・サイズの表現方法について（１）] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[配管の用途・サイズの表現方法について（２）] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

↓ 

・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】 

［課題６ ダクトの複線表示について］ 

意匠の防火区画と整合している前提のため、審査がしやすい。また、図面の表現として、必要な内

容が記載され非常に見やすい。 

［課題６ 配管の複線表示について］ 

図面の表現として、必要な内容が記載され非常に見やすい。 

 

【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

-102 -



 

（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（設備－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

-104 -



 

◆ 「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」 

機械排煙設備の配管経路の確認には、有効な手段と考えられる。 

↓ 

・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】 

詳細な審査の前段階として全体像を認識（イメージ）することができることは、実際の審査時に有用

である。 

衛生関係は配管が多く複雑になると予想するが、実際の審査物件において効果を体験し、確か

めてみたいところ。 

 

【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（設備－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

-106 -



 

◆ 「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」 

自動化で表現できることで記載の漏れを防ぐことができ、明示事項の正確性が増すことで、審査上

効率化が図れると考えられる。 

↓ 

・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】 

図面の表現として、必要な内容が記載され非常に見やすい。 

 

【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（設備－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」 

単線にした場合、24 時間換気の圧力換気計算の整合性を担保する必要がある。 

↓ 

・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】 

図面内の情報が煩雑にならず、確認が容易である。 

 

【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（設備－課題１０－１） 

 

  

■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

-110 -



 

◆ 「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」 

審査上は支障なく、シンボル表現が正しく認識できれば良いと考える。 

↓ 

・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】 

実サイズ（下図面）の方が、ダクトが繋がっており確認しやすい。 

→設計側意見等（下線部について）：2D 前提で確立された製図基準を、BIM に歩み寄って緩和し

ていくことも必要と思われる。  
 

【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（設備－課題１０－２） 

 

  

■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
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■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

-113 -



 

  

■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」 

[部屋の属性情報と、スペースの属性情報を活用した、換気計算書の作成例] 

部屋の属性情報のパラメータが、空間オブジェクトの「スペース」と一致するなど、面積の属性情報

の取り方に注意する必要がある。 

 

[属性情報を利用した空調機の機器表の作成例] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

 

[属性情報を利用した全熱交換器の機器表の作成例] 

将来的には、BLCJ のオブジェクトライブラリーとの連携が図れるとさらに有効な手法となる。 

↓ 

・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】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

［換気関係］ 

・換気計算表において、建築基準法の必要換気量の算定は N 値によるので、N 値を表記して欲し

い（N 値も最大３or10 を審査する）。 

・シックハウス換気の自動判定において、0.5 回以外で申請されるものもあるため、基準値を変更で

きると良い。 

・シックハウス換気で、複数の室（例：居室+廊下+トイレ）を含んで計算する際の記載ができると良

い。 

・居室の換気を意匠側で対応している場合の情報が取り込めると良い。（例：窓による 1/20 確保、

窓による換気の不足分のみを機械換気） 

［空調機機器表関係］ 

・（特になし） 

［全熱交換器機器表関係］ 

・（特になし） 

→設計側意見等（下線部について）：複数の室を含んで計算する際の記載は、難しい状況にある

が、他の点については改善可能だと考えている。 

 

 

【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

-116 -


