
 

2-1-2-2) モデル B 

［大林組 Revit］ 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＢ 

使用 BIM ソフト 意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 Revit 

BIM モデル作成作業協力者 ㈱大林組 

用途 共同住宅・物品販売業を営む店舗 

延べ面積 6,823.66 ㎡ 

 

モデル B 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 BIM360Docs 

閲覧環境 （Microsoft Teams を利用した WEB 会議で操作講

習を実施。閲覧環境は、審査担当者が業務で利用

する PC を用い、BIM360Docs へ接続して操作。） 

 

（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 モデルを用いた図面、集計表等の作成や、図

書間の情報連携に関する基本的概念 

BIM360Docs と Revit との関係、BIM360Docs 操作

方法、指摘コメント活用方法 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］ 

  

■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

-117 -



 

（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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◆ 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」 

[床面積の求積図・面積表表現手法を合理的に表現し、不整合防止を図った]エリアで自動計算

されるにもかかわらず、合計を手計算で導き出すことは、結果として人為的ミスを招く可能性が 0 で

はなく、審査上の活用の範囲が限定される可能性がある。この課題は、Revit の機能として備わっ

ていないことに起因することから、BIM オーサリングソフト上での機能強化が望まれる。 

[各室及び防火区画・防煙区画の求積図・面積表表現手法を合理的に表現し、不整合防止を図

った] 

カラーチャートによる色分けは審査側にとっても、見やすく、審査しやすいものであった。Revit の機

能の中から、防火区画求積については「エリア」、各室求積については「部屋」を選択している点も

合理性が感じられる。 

↓ 

・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】 

識別情報(名前)を入力したものが自動で図面へ表示されることで不整合が減り、審査の効率化が

図れる。 

エリアと表がリンクしており、プロパティを開く事でデータ構成が確認出来る事がわかった。平面図

と重ね合わせた図面はわかりやすい。 

BIM360Docs で審査をする場合、面積の確認は「BIM のエリア求積による」と明示することで検算が

不要な前提とできるのであれば、審査時間は短縮できる。従来どおり検算するのであれば操作に

時間がかかってしまうことが懸念される。 

法による制限が「面積」と「床面積」に区分されていることに対し、BIM ソフトの「部屋」と「エリア」をう

まく使い分けて効率的な検討がなされていると思われる。各室の床面積を積み上げて算定した合

計面積と、フロア単位の面積とが整合しないことについて、審査側の視点から不整合と判断するの

ではなく、それぞれの法適合のみを判断できれば良いと考える。 

審査の要点は、床面積の平面図等に対する算定範囲や、室用途による分類（容対、居室など）と

思うが、BIM 活用により計算結果を気にすることなく、ここに注力できることは良いことと思う。 

エリア→プロパティ→面積表の連動が一目で確認できるため、計算式の内容まで確認せずとも、

数値の根拠を信頼できる。 

Revit の面積算定機能である、「部屋」「エリア」を使い分けていることが確認できた。 

単線のみではなく平面図も表示されていることにより、審査漏れが無くなると感じた。 

審査側としては、室の範囲が正しく選択されているかどうかを確認できるため、室ごとに色分けされ

ているのは便利だと思う。 

各室ゾーンごとに色分けされ、用途や面積の確認が容易である。各室面積が採光・換気・排煙計

算の室面積に連動しているため、負担軽減になる。 
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【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、面積参入すべき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。）。 

エリア設定が壁芯をとらえているのかを確認できる手法が必要。 

各室求積図は、階の床面積を算出するためではないため、全ての室を表示する必要はない。 

 

【その他の意見】 

（特になし） 
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（余白） 
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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」 

排煙計算が同一図面で記載されているのは、設計者、審査者の双方の労力が削減されると考え

られる。採光・換気の有効開口面積も同一図面に記載されていることが望まれる。 

↓ 

・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】 

室面積から必要面積が自動算出されたり、図面に色付けされることで、図書内での不整合や設計

者側の間違いが減り、審査の効率化が図れると思われる。 

自動算定した室面積から必要面積が自動算出され、図面の整合性が担保されるため、設計者審

査者双方の負担が軽減されると考える。 

対象の室に開口部情報がセットされているため、計上間違いが無いこと、実際は納まらない可能

性が少ないことなどは良いと思う。 

有効の値をどこで取るかなど設計者の加筆が必要な箇所が多いが、複数シートの該当箇所を一

目で比べられるため、審査の効率が良くなると感じた。 

シートに表記されている開口部が相互に連動していることが確認でき、図面の整合性確保に効果

的であると感じた。 

平面図と各計算書が同一図面で、なおかつ、局所詳細図も貼り付けてあるのでわかりやすい。 

開口部情報算定を自動的に行うことは、整合性の面で信頼できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

2D 加筆による部分と、BIM の集計機能での自動表示部分の色分けが必要と感じた（各設計者の

モデルやシートの組み方によりモデルからの切り出し部分と２D 加筆部分が統一されない為）。 

開口部や部屋に設定された情報をもとに LVS 検討がされていることが確認できた。しかし、必要有

効面積や開口部算定の計算式の設定については会社ごとに異なるため、自動計算の為に入力さ

れた計算式をどこまで信頼のうえ、審査に活用してよいのかが不透明と感じた。 

BIM360 ビューアで審査をする場合、表示されている結果が正しい検討式でなされているのかにつ

いて審査する必要がある。集計表に表示される項目それぞれの根拠式や参照元を簡単に表示で

きる機能を備えてもらえると、画面でも審査ができるのではないかと感じた。 

判定式の一部を手入力で行う箇所は、人為的なミスが生じる可能性がある。このため、自動算出さ

れることが望まれる。 

採光や排煙は、建物周囲の状況や断面情報も考慮して適性の判断がなされるため、これを現状

の画面上から読み解くに難しく、システム側での何らかのサポートを期待したい。 

有効高さ等の手入力部分がある場合のミスは今までと変わらない。 

採光補正係数は、計算根拠と連動出来れば審査負担軽減になる。 

 

【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」 

2Ｄ加筆された部分がないため、整合性への信頼度は高まる。平面と内部仕上を同一図面で表現

することによって、排煙や内装制限の審査の効率化につながると感じられた。 

↓ 

・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】 

各室ごとに入力し、集計表にて一括表示することで、図書内での不整合や設計者側の間違いが

減り、審査の効率化が図れると思われる。 

集計表で「部屋」モデルに入力された情報を表示していることがわかり、信頼性が高まった。 

BIM モデルの属性情報から出力された情報であり、2D 加筆ではないことから、整合性の担保が図

られている。 

図表現についても、室ごと、部位ごとにまとめて表示されており、視認性がよく審査の効率化が図

れる。 

各部屋の情報として仕上が含まれており、仕上表からも平面図からも仕上の確認が可能なため、

お互いの整合性が担保されていれば審査へ活用できると思う。 

表にも内装の制限と根拠が記載されているが、さらに、仕上げ表と平面図を見比べやすいため、

告示やその他の但し書きや緩和による内装の強化なども含めて審査がしやすい。 

BIM モデルの属性情報を活用し、仕上げ表・塗分け図の作成を自動化していることが確認でき、

整合性への信頼度が高まった。 

詳しい内容、かつ、プロパティパレットにより、様々な情報が判別可能である。 

平面図と同一図面のため、非常に審査しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

BIM360Docs で集計表を触っても何の情報も出てこないため、「集計表」でできているかを確認す

るには至れなかった。仕上表が「集計表」で作成されていることをまずビューアの機能で判別できる

とよいと感じた。 

 

【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７） 
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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」 

建具符号に属性情報を持たせることは、各図面の不整合をなくすための有効な手段であると感じ

られた。カラーリングも見やすく感じられる。審査上、鉄筋コンクリート造の柱型についてはこの表現

で十分であるが、鉄骨造等の場合は、別のルールとしての整理が望まれる。 

↓ 

・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】 

直観的でわかりやすく、特に問題ないと思われる。 

建具のプロパティがタグ機能や集計表で表示されることや、相互に連携していること、また、壁の区

画凡例がプロパティから色分け表示されていることなど、情報と表示が連携していることがわかり信

頼性が高まった。 

建具符号の属性情報（プロパティ）がデータ上で連携しているため、不整合の防止や要求性能を

満たしているかどうかの確認を効率的に行えるようになると考えられる。 

区画壁等の仕様が情報として確認できることは良いことだと思う。同一種別の区画壁で囲まれてい

ること（切れが無いこと）や、囲まれた範囲の面積などが自動的に確認できると審査上の助けになる

と思う。 

BIM の属性情報を活用し、区画壁等の色分けを自動化されていることが確認でき、整合性への信

頼度が高まった。 

文字色、壁色が色分けしてあり、視覚的にもわかりやすい。 

図面的には非常に審査しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

ビューアーソフトではタグ機能が使用されているのか認識できなかったため、簡単にわかるようにな

るとよいと感じた。 

スパンドレルは手動入力となるため、表現方法などの検討が必要になるかと思う。 

 

【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９） 
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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にできることは全てＢＩＭでやることが目的でなく、設計者側、審査側双方にとって省力化を目

指すという意味で、適切な 2Ｄ加筆選択が望まれる。加筆部分の色を指定するルールは、審査側

にとって安心感につながる。 

↓ 

・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】 

2D 加筆する部分の色や書体をルール化することで、加筆部分と自動表示の部分を明確に区別で

きるようになれば、審査の効率化が図れると思われる。 

審査側見解と同じく、加筆部分を色分け等することは必要と考える。 

加筆部分の色が指定されているため、とても分かりやすいと感じた。 

齟齬なく各図において可視化できることがすばらしい。 

申請図書の審査では 2D 加筆部分が重要と考える。加筆した部分が色分けされていることは、必

要な加筆、不要な加筆、未加筆について確認しやすい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

色分け表示は大変わかりやすく、認識し易いと感じた。しかし、色分けされた情報だけが２D 加筆

なのかを確認する必要が出てくるため、BIM ソフトウエアの機能又はビューア機能で色分け表示さ

れる機能がある方が合理的と感じた。 

規則に基づいた表現が必要となることから、2D 加筆の方が効率的な部分もあるため、ルール化が

重要である。 

加筆情報が特定色で判別できることは良い。一方で、他の情報はリンクされているため、補正時の

整合漏れは一般的な方法で書かれた図面以上に注意が必要になる。 

モデルより取得した情報として書かれている部分に、2D 加筆が紛れていることのチェックを簡易に

行えると、情報の信頼性が高まる。 

 

【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

-131 -



 

◆ 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

-132 -



 

◆ 「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」 

スパンドレル等の審査に必要な最低限の情報のみ２D 加筆とすることが望まれる。 

↓ 

・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】 

直観的でわかりやすく、今のままで特に問題ないと思われる。 

モデルの属性情報と連携して色表示していることがわかり、信頼性が高まった。不整合がなくなる

為、有効な手法と感じた。 

2D 加筆が最低限に抑えられており、断面位置での図表現がわかりやすく表現として十分である。 

整合性の確認に関する心配がないことはとても良い。 

断面図の図面の表現もわかりやすく、整合確認の手間がないため、非常に扱いやすい。 

断面詳細図同様の精度を保ち、寸法計測できる機能は、紙ベースの図面を計測する場合もある

ため助かる。 

複雑な形状の建物を審査する場合に、任意の位置の断面図を切り出せる機能は、特に審査効率

上メリットがあると思う。 

2D 加筆は必要最低限度とする方が整合性の観点からもよいと思う。 

 

【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 加筆ということであるが、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。審査において確認したいのは、当該スパンドレル部分の開口部の対応であり、

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。 

2D 加筆は設計者にとっては負担であると思うが、審査上は重要事項である。 

 

【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（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

-134 -



 

◆ 「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」 

大略においては、意匠図と構造スラブの積載荷重の整合を見るのに、視覚的な塊としてとらえるこ

とができるという観点から荷重配置図は有効である。通常は、荷重配置図は添付されておらず、意

匠図で対象部位の用途と構造計算書の擦り合わせを行っている。特出すべき重量物がある場合

は書いているときもある。→要求図面出ないことからほとんど出されない。 

↓ 

・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】 

BIM モデル内で、意匠図と構造図の不整合がないことは理解できた。 

カラー表示など、視認性を高める工夫の提案があり、審査を補助するツールとしてわかりやすい。 

Revit の構成における説明の中で、ワンモデルの概念説明があった。これによれば、一つのファイ

ルへ意匠及び構造がそれぞれ編集可能としたもののため、不整合は生じ得ず整合性が担保され

ていると考えられる。 

意匠の部屋用途と荷重条件の整合については、意匠 BIM モデル及び構造 BIM モデル（構造解

析モデルとのリンクにより構造解析モデルの床荷重条件と整合が担保されている）におけるフィル

タ規則を設定することで、ビジュアル的なチェックが可能となり、審査において有効である。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

意匠部屋情報と構造積載荷重情報の整合をカラー表現により確認する方法は、審査へ活用でき

れば、審査効率化につながる可能性を感じた。現状は、申請図をもとに計算書を目視確認してい

る。審査側の活用にあたっては、必要な情報を整理し、どのような方法で構造計算プログラムの情

報を提出するかの整理が課題となる。 

 

【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（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

-136 -



 

◆ 「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、一貫計算プログラムから、それぞれ掃き出したデータの整合性を表形式レベルで行う

ことは審査補助のツールとして有効である。ただし、審査機関側でのデータ抽出環境の整備や掃

き出しデータの信頼性精査などが必要である。 

↓ 

・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】 

構造計算書と構造図の整合を図るための、EXCEL を利用した設計者の手法が理解できたことは

有意義であり、審査者側が、整合確認のための検討を行う良い機会となった。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

別々のプログラムであるため、必ず人の手を介在せざるを得ない現状があると認識した。不整合を

発生させないための工夫を行っていることが理解できたが、審査者側としては、現状では、不整合

が発生していないことについて同様の確認を行うことは容易ではないとも感じた。 

符号配置情報の整合については、BIM モデルと構造解析モデルのそれぞれについて別プログラ

ムにより書き出したデジタルデータを照合ツールに貼り付けることで整合性確認を行っており、その

照合資料は、審査上の補助資料として有効と思われる。ただし、座標数値等の判定にあたって

は、人為的な作業が発生するため留意が必要と思われる。 

部材断面（断面・材質・配筋）の整合については、構造 BIM モデルに入力の部材断面情報と構造

解析モデルに入力の部材断面情報を断面情報照合ツールを用いて行っており、その照合資料は

審査上の補助資料として有効と思われる。 

しかし、いずれの整合性確認においても、当該資料の扱い（当該モデルからの出力かどうか等）に

ついては課題が残る。 

設計者により利用する構造計算プログラムが異なるため、構造計算プログラムから必要な情報を整

理することが課題となる。BIM、構造計算プログラムそれぞれ出力すべき情報と形式を定めることが

必要になる。 

 

【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

-138 -



 

◆ 「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」 

同一切り出しモデルであることの証として、例えば構造計算書に印字されるような出力日時等、同

時に出力されたことがわかる印字が望まれる※。伏せ図の切り出しあたっては従来からの伏せ図へ

の一般的な開口部位置の記載を踏まえ、切断面位置レベルに留意する必要がある。 

※同時にモデルに内包する図面を審査側で出力する方法もあり得る。 

↓ 

・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 モデルから切り出した構造図（例えば伏図と軸組図）では不整合がないことが理解できた。 

Revit と同様な機能を持つ審査者向けの BIM360 における２つのビューの分割（平面とアクソメ図な

ど）により、平面上の任意の柱をクリックすると、アクソメ上の同一箇所の柱がハイライト表示される。 

構造部材には、パラメータとして位置情報や断面寸法及び鉄筋情報などが含まれているが、３D モ

デルから切り出された伏図上の特定された構造部材と、３D モデルから切り出された軸組上の特定

された構造部材は同一部材であるため、パラメータ情報は同じものとなり、整合性は担保されること

になると考えられる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

追加している文字等の 2 次元データの整合性確保は、課題と感じた。 

 

【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

-140 -



 

◆ 「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」 

表形式による断面リストは、上述のとおり、断面図内の鉄筋本数の照合をする必要がないため、省

力化となる。また、一貫計算プログラムとのデータ照合は、審査機関側でのデータ抽出環境の整

備が必要である。ただし、検査の場合は、検査員の視認性が劣る可能性がある。審査では、計算

書との照合であることから、図の有り無しを確認していない。検査はスターラップが分かれていて見

ずらい。柱は、寄筋があると表現しずらいのではないか。 

↓ 

・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】 

断面リストは、「構造解析モデル」から部材断面情報をデータベース化した「構造情報データベー

ス」を断面リスト形式にして作成している。この「構造情報データベース」は部材情報変更ツールを

用いて、構造 BIM モデルの部材断面情報と整合化が図られている。 

特徴として、全てデジタル値による表現となるため、別途配筋仕様の姿図が必要となる。 

 

【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（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

-142 -



 

◆ 「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」 

一貫計算プログラムと BIM モデルとのデータ連携により、構造図と構造計算書との整合性がより確

実に担保される。上述のように連携データと非連携データとの区分は必要不可欠であり、審査側

でそれらを把握できるような情報提供のしくみが必須である。 

↓ 

・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】 

一貫構造計算プログラムのデータを、ツールを使用することで BIM モデルへ変換し、その後ツール

を介して両者間の詳細情報を共有することで、構造 BIM モデルと一貫構造計算プログラムとのデ

ータ連携が図られていることの理解が深まった。データ連携により、符号や断面情報の整合性は

担保されると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査者側で実施可能なワークフローとする必要があると感じる。 

データ連携されていない情報の把握方法などについて、課題があると思われる。 

 

【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
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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

-144 -



 

◆ 「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」 

上述の部材配置、部材符号、断面配筋（材質含む）の構造情報を部材符号に特化した情報等を

記載した図面にすることで、確認すべき内容が明確化されるため整合性の審査における省力化が

期待できる。梁ＸＹ、柱・壁、小梁・スラブはそれぞれ同一図に集約でもよいと思われます。色付け

は工夫しなければならないかもしれません。ビューアーには、梁符号、レベル表示など必要情報に

応じた個々の表示ができれば解消される可能性がある。 

↓ 

・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】 

BIM のデータ形式としての符号位置情報（インスタンスパラメータ）と部材断面情報（タイプパラメー

タ）から、それぞれ部材配置及び部材符号に特化した「伏図・軸組図」、断面形状、材質、配筋情

報に特化した「断面リスト」が表現されることになっている。伏図・軸組図は、同一 BIM モデルから

の図面切り出しであり、伏図・軸組図の情報は整合している。この点は、CAD ベースの図面におい

て、伏図、軸組図が個別に描かれるため連動しておらず、整合性は人為的な配慮にて保たれてい

るという点で大きな違いがある。 

材質の表現は断面リストのみの表現とし、仕様書への表現を失くすことで、複数図面で生じがちな

不整合の要因を排除する点で有用と思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（BIM による設計に先駆的に取り組む）設計者からは、「BIM データを提出するため、これをもって

法令適合の判断をしてほしい」との要望が感じられるが、審査者側としては、やはり、規則 1 条の 3

に規定の明示すべき事項が明示されたシート等が揃った状態で BIM データが提供され、加えてそ

のデータを審査の補助ツールとして活用すること（審査者が、様々な操作を通じ、確認したい情報

を確認するなど）が望ましいと感じた。 

設計者、審査者の双方にとってメリットしかない状況まで整理することを、継続しなければならない

と感じた。 

 

【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」 

延焼ラインが３D で表示することができれば、設備図で加筆する必要がなくなる。設計 変更や訂

正にも追随することから、正確性が担保される。特に複雑な形状の場合は、有効になると考えられ

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】 

同一モデル上で確認作業をしている限り、整合性は担保される。 

図面等、紙を横に並べて比較しながら確認するより良いと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

「同一モデルで作業している」ということ自体の確認手法が課題（申請者の宣言のみとなるのか

等）。 

申請提出直前に意匠図が変更になった場合、設備図では変更対応ができていない場合がある

が、これは BIM の問題ではなく、図面を決定していく上でのルールの問題で、永遠のテーマかもし

れない。意匠図の決定は〇月×日まで、以降変更無し、設備図、構造図の変更対応は△月〇日

といった履歴をみるのも一案かもしれない。 

 

【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

-147 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１・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

-148 -



 

  

■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

-149 -



 

◆ 「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」 

[換気計算書、排煙計算書関係 ①] 

建築基準法の床面積は、あくまで壁芯基準であり、「スペース」とは違いがある。 

[シックハウス第４面関係 ②] 

シックハウス計算が意匠図から引き継がれていることで、審査側での面積再計算の省力化が図れ

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】 

意匠図に変更がなければ、室のデータとして面積や容積がデータとして引き出せるため、整合性

は確保できる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

（整合性確保のための）必要とされるプロパティについては、検討が必要かもしれない。 

 

【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

-150 -



 

（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

-151 -



 

◆ 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

-152 -



 

◆ 「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」 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、メーカー情報との整合性は必要となる。 

↓ 

・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】 

（特になし） 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

物陰による間接照明も自動で回避できると良い。 

非常照明は、最近では単体配置での円を表示するようになっているが、実際には配置の方法（メ

ーカーカタログにおける直線配置や四角配置）がとれる。設計者がメーカー情報との整合性を確

認しつつ、照度計算まで連動できる場合は、設計者、審査者の双方にとって効率性が上がるよう

で得れば、検討や対応の余地はあると思う。 

 

【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（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

-154 -



 

◆ 「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」 

建築モデルを活用すること、屋上設置の設備機器を正確に反映されることから、審査上有効なも

のと判断できる。 

↓ 

・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】 

回転球体法の場合、BIM を利用した審査に一番向いていると思う。 

 

【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

-156 -



 

◆ 「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」 

審査側は複線表示でも良く、建物規模や用途等により複線表示が視認しやすい場合は複線表示

を活用することも可能である。 

↓ 

・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】 

複線表示でも審査上問題なし。BIM モデルのままでよいのではないか。あえて末端を単線にする

必要はないと思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

表現がリアルになったが故の FD 等の設置位置が気になってしまう（平 12 告 1376 号）。 

 

【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」 

配管が複雑である、分岐が多いなどの場合は、アクソメ図での視認性を複雑にする可能性がある

が、系統図を再作図することの手間や不整合への懸念を考慮鵜すると、主要な竪管のみを表示

するなど表現方法を工夫することにより、アクソメ図を活用する可能性もあると考える。 

↓ 

・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】 

排煙ダクト、静圧の計算が求められるシックハウス系統のダクト、消火配管は、有効と思われる。 

系統図は、設計側で分かりやすく整えた図面であり、全ての位置関係を把握することは困難だが、

比較的見やすい図面であると思う。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

アクソメは、位置関係の把握が正確になるが、実際の審査を想定した場合は解読に時間を要する

と感じた。 

給排水はかえって煩雑になり、系統を追えなくなる可能性がある。 

 

【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

-159 -



 

◆ 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」 

審査側は、設計者側が作図に効率化されたものであればよく、注記による表現でも構わない。 

↓ 

・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】 

加筆部位を特定色で示すというルールが設定されると、（加筆部分に）注視できるので有効であ

る。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

過渡的な現状ではやむを得ない。将来的には、プロパティへ各種情報が漏れなく格納となった場

合、例えばプロパティからの情報を活用した、仮想空間での完了検査等が可能になるかもしれな

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（設備－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

-162 -



 

◆ 「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、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】 

プロパティの情報から一覧表を作成すれば済むため、是非取り組んでほしい（機器リストの定型化

といった課題はあるが）。 

審査側としては、必要な情報が明示されれば良いため、設計者の作業効率化が見込めるのであ

れば、積極的に活用いただきたい。 

 

【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」 

BIM の機能を有効に利用していることで、誤記がなくなり審査上有効になると考える。 

↓ 

・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】 

重なりによる文字判別が困難になることが避けられれば良い。 

（設計側の）手間はかかると思われるが、審査上はプロパティで確認できれば良い（ビューア検討

にあたり、マウスで配管やダクトをクリックすると、代表的なプロパティがマウスのポインターの先に出

るなどのビュー提案につながると良い）。 

 

【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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参考：BIM360Docs に関する審査側としての意見等 

【アクセス環境について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障なかった。 （他、同様意見 6 件） 

閲覧のために特別なアプリケーションのインストールも不要であり、WEB ブラウザからメールアドレス

と ID 入力で簡易にアクセスできるため、非常に使い始めやすかった。  （他、同様意見 2 件） 

インターネットに接続していればどこでも使用できる。タブレットなどの通信環境でもレスポンスがよ

いのかは要確認。 

今までの（BIM そのものの操作）環境とは異なり、動作の遅さで気になることは少なかった。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

アクセス環境は、現システムにおいて出来るものと判断した（PC の性能と思われるが、分割ビュー

モードにするとダウンした。）。 

クラウドへアクセスしての操作のため、操作における反応速度の遅さが気になった。 

個人に貸与されているノート PC（通常業務で使用するもの）で、社内で有線接続したが、サクサク

とまではいかなったものの動作した（ただし、別アプリは同時起動していない状態。）。 

一般的な環境で動作は問題ないが、審査に使用するにあたり大画面のモニタがあったほうが良

い。 

審査へ活用するうえでは、複数の画面を同時に確認するため、ディスプレイはデュアルディスプレ

イ以上の環境が必要と考える。構造図と構造計算書の審査では、複数の図を同時比較という操作

を繰り返し行う。そのような方法ができるようになることが審査活用に有効である。 

 

【操作性について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障なかった。分かりやすく、直感的で操作しやすい。 （他、同様意見 5 件） 

機能が絞られているが、審査側として利用するには十分であり、その分わかりやすく、初めて使う方

でも問題なく使えると思う。 

操作に不慣れであったため、現時点では手探り状態ではあるが、慣れれば問題なく操作できると

思う。  （他、同様意見 1 件） 

使い込むことが必要と思われるが、シンプルな操作性で良いと思われる。 

CAD 操作に慣れていれば、操作性に支障を感じることは少ないと思う。 

基本操作に関しては画面上にアイコンが表示されているため、各アイコンの動作内容を理解でき

れば操作は容易になると思う。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

一つ一つの図面を開くため、審査活用には反応や切り替え時間がかかり過ぎると感じた。 

操作性は問題ないが、確認審査に必要な操作は限定的なため、よりシンプルな操作で済むように

なることが望まれる。 

 

 

■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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【視認のしやすさについて】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

特に支障はなかった。 （他、同様意見 4 件） 

審査箇所がワンクリックで色分けできるところが良い。 

意匠図と構造図または設備図を、サブウィンドウも利用して二画面表示することで、段差の収まり

やその他の関係性がイメージしやすい。 

選択した部分を複数のシートで表示させたり、自動計算の部分を図面と表で比較したり、効率的

に図面閲覧ができると思う。気になる箇所は、審査側も３D 情報で確認できるため、２Ｄ図面での表

現が難しい箇所など、従来設計者へ細かく確認しなければ進まなかった部分もわかりやすくなると

感じた。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

プロパティに多くの情報が表示され、（必要な情報を）スクロールして探すことが多く、審査側で確

認したい情報が読み取れない部分もある。 

図面の重ね合わせはできるが、表現を重ね合わせているのみであり、正確な位置、縮尺で重ね合

わせはできない為、現状は審査には活用しきれないと感じた。 

13 インチのモバイル PC で受講したが、さすがに画像拡大しないと文字等の読み取りが困難であ

った。20 インチ以上のデスクトップでなければ実務上支障があると思う。また、画像のコマ落ちや反

応遅延等があったため、PC の推奨スペックを明示していただけるとありがたい。 

ディスプレーサイズに左右される。デュアルディスプレイが望ましい。 

最低限 24 インチモニター2 台は必要。できればもっと大きいサイズの画面が欲しい。 

 

【指摘事項機能について】 

（審査側として審査への活用を想定した効用等に関する意見） 

実際に補正のやり取りをする中で改善点等は見つかると思うが、現時点では特に問題ないと思わ

れる。 （他、同様意見 1 件） 

マークアップ機能を活用することで、審査側と設計者側が情報共有しやすくなる。ステータスが管

理できることも、進捗状況を把握しやすくなり効率化が図れる。 

指摘と図面の場所が連動しているため一目でわかりやすい。指摘をまとめて連絡できるようになれ

ば、より使いやすい。 

補助的な機能として便利である。 

指摘事項の機能は、設計者とのコミュニケーション方法と履歴管理という面では有効である。 

 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

審査補助機能としてはよいと思うが、この機能のみ（指摘箇所単位のやり取り）を用いての審査運

用は難しいと考える。 

指摘したい位置へ指摘事項を入力するため、指摘内容のみ記載すればよく、現場管理・図面管

理の観点からは直感的で良い方法と思う。その半面、指摘したい位置に指摘内容のみ記載する

ため、指摘事項を文字で一覧にした際に、指摘内容（何に対する指摘か）がわからなくなる。 

■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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指摘事項の内容が一括管理でき、内容確認をもっと簡便なものとした上で、指摘事項一覧をダウ

ンロードしたデータが見やすいものであってほしい。 

指摘箇所のマーキング機能は良いが、個々の指摘の度にメール送信されるのは運用しづらい。 

（他、同様意見 1 件）  
設計者と審査担当者とのやりとりをメールで行うが、複数の指摘事項に対して複数のメールを送ら

なければならないのは非効率で、送受信ミスの原因になると考えられる。複数の指摘事項を一度

に送受信できるようになれば良いと思う。  （他、同様意見 1 件） 

1 項目ごとのメールになるが、多項目・種類・種別毎にもメール出来ると良い。 

指摘の機能は問題ないが、指摘事項は各図面に対して残るのか。多人数（意匠、構造、設備）の

指摘が入力順にまとまってしまう場合、指摘回答の確認が難しい。また、指摘回答の記録保管が

必要だが、どのような状態で残すかは課題。 

構造図に関する数点の指摘事項においては有効と思うが、構造審査は構造計算書における指摘

の割合が多いため、総合的に考えると通常使用する指摘方法に併せ、補助的使用するのが現実

的である。補助的使用において、マークアップ機能は有効である。 

構造審査の場合、別途提出される構造計算書への指摘も生じるため、図面（BIM）に対する指摘と

構造計算書に対する指摘をソフトウエア別に行なう。これを効率的に行う方法の検討が課題。 

 

【全体を通した課題等について】 

（審査側として、審査への活用を想定した場合の課題等に関するものと思われる意見） 

より多くの方がもっと簡単に、BIM360Docs に触れられる環境が整えば、多くの意見や改善点が見

つかり、より良い BIM360Docs にしていけると思う。 

Revit でパブリッシュされたものと、BIM360Docs で閲覧するデータが同じもの（申請に必要な最新

の状態）であることを容易に確認出来る機能を望む（何度か質疑訂正をした際の、最新版の確認

の為）。 

建築確認で利用するには、根拠となる計算式や情報参照元、タグや集計表であることの属性等を

表示できる機能が必要になると思う。 

図面を一枚一枚呼び出して使用するにはレスポンスが悪い。呼び出した複数の図面はタブなどで

切り替えられる等、表示形式に工夫が必要ではないか。 

指摘事項の使い勝手には改良が必要であると思う。 

多数のユーザーが存在する建築計画において、情報共有がしやすい一方で、申請の意思表示の

確認が課題になるのではないか。 

更新情報の管理や、PDF 出力されたファイルと BIM モデルが同一のものであることを担保する機

能が必要と思われる。 

審査機関の申請システムへのファイル受け渡しなど、データ連携を検討していく必要がある。 

審査に必要な情報の殆どはデータとして含まれており、それを駆使すれば適合性の審査が可能で

あろうことは感じたが、審査側でそれを全て行うことは困難であり、審査で使用する固有情報（プロ

グラム）のようなものが必要になると思う。 

設計者が加筆した項目、BIM と連動した項目の判別が困難。フィルターやプロパティで判別できる

機能があると良いと思う。 
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導入費用が高額である。 

課題は、導入費用／社内研修／若手審査者不足 

審査業務も、今後はテレワークが増えると思われる。情報セキュリティの面で安全性がより一層求

められる。 

審査図面が最終版とは限らず、審査の途中でデータがアップデートされた場合に、容易に変更箇

所が確認できるようにする必要がある。 

どのような使い方・使われ方が求められ、一般にどこまで普及するか・当たり前のツールとなるかが

課題と感じた。 

実際の運用にあたっては、設計者側と審査側の使い勝手等について、両者間の協議が必要と思

われる。 

画面上に複数の図面情報を同時に表示することができるとよい。その際に、3D 情報と 2D 情報の

いずれかでプロパティを指定した場合、双方の画面で確認できると良い。 

構造図は BIM で、構造計算書は PDF で審査することを想定すると、複数の図面情報を同時に見

比べ操作を繰り返し行うため、操作に対するレスポンスの良さが審査効率に繋がる。 

プロパティをクリックして、プロパティウィンドウが表示される機能は、審査側にとって活用できる機

能である。どのような情報をプロパティウィンドウに表示させるか、整理が必要になる。 

図面リストの情報が、ビューア画面上に表示される機能が必要となる。 

 

【その他の意見】 

パブリッシュした Revit データと PDF データの同一性を証明するタイムスタンプのようなものがある

と、申請の効率化に寄与するのではないかと思う。 

BIM で算定した値は正確であり、不整合がないことを前提とすると、現在行っている審査の大部分

を省力化できることが分かった。今後、BIM を活用した確認申請が普及したときに審査側に求めら

れるものが大きく変わっていくものと考えさせられた。 

図面同士の整合確認をシートの重ね合わせで確認できる機能はとても便利である。図面の変更が

あった場合に、変更箇所の明示についても、漏れがなく表記またはチェックできると、審査しやす

いと思う。 

2 次元 CAD から貼り付け図面や追加図があったが、今後、BIM 環境で完結されることを望む。審

査側もスムーズに進められると思う。 

日々の審査の中で、求めている言葉がどこに明示されているか一生懸命探す時がある。この時、

間違い探しをしているような感覚になり、令和の時代に何をしているのかと思うときもある。BIM 審

査が実現すれば、このような事も無くなることを期待している。 
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