
 

［清水建設 Rebro］ 

（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 － 

構造 － 

設備 Rebro 

BIM モデル作成作業協力者 清水建設㈱ 

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：Rebro で作成した BIM モデル平断面（設備） 

 

（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Rebro 

閲覧環境 Rebro インストール PC 

 

（３）BIM 操作講習の概要 

項目 内容 

基礎講習 Rebro 概要・基本操作 

ソフトの操作性・作図の手法・その他機能について 

意匠モデル講習 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
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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

を活用した図面・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、審査側が図面・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」に対する設計側意見等が得られている

場合、該当する審査側意見等の下に「→設計側意見等：」として

示し、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。 

 

■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」 

審査側が IFC データと DWG データの一致をどう確認すればよいのか、設備に記載された意匠形

状が最新であることをどう確かめるかが課題。また、一度出力された設備図に設計変更があった場

合は、どうするのか。Rebro に外部データを取り込む際にそのデータが最新であることの担保が必

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】 

設備図に防火区画のレイヤーが重ねられていない図面は良くあるため、この方法が普及すると審

査スピードが向上する。設計者による防火ダンパー等の設置漏れも減ると予想されるため、精度の

高い図面になると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

引き続き、意匠形状が最新であること確認方法は課題と感じた。 

・行政庁独自の防火区画（例：東京都安全条例第８条区画）や排煙告示による区画、めったに出

ない区画（防火床・壁等）をもれ無く取り込み、その旨の表記を望む。 

・建築で、スプリンクラー設備等設置による免除が行われている場合、その情報が設備に伝達され

ることが必要。 

・スパンドレル区画等の情報が立面でももれなく表示されることを望む。 

・審査中の建築変更の情報が、設備側に伝達されることが必要。 

・設備の大臣認定で、建築に関する制限・条件がある場合、その部分の確認が出来るようにして頂

きたい。 

BIM で解決できる問題ではないかと思う。意匠図の直前の変更までは CAD でも BIM でも対応で

きない。ある時点以降意匠図の設計変更を禁止するような仕組みが必要ではないか。 

 

【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（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」 

整合性を確保し審査効率化を図る意味で、Rebro と Revit の情報共有ができることが望ましい。ま

た、BLCJ のジェネリックオブジェクトの整備に期待したい。 

↓ 

・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】 

Revit 情報を取り込むため、建築と設備で数値の整合は図られると考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査中の建築変更の情報が、設備側に伝達されることが必要。 

また、シックハウス換気計算等で、複数室をとりまとめた計算手法があると良い。 

BIM で解決できる問題ではないかと思う。意匠図の直前の変更までは CAD でも BIM でも対応で

きない。ある時点以降意匠図の設計変更を禁止するような仕組みが必要ではないか。 

意匠図の情報をベースに計算している限り、意匠図の変更があれば、整合性は担保できない。 

 

【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」 

審査において非常に有効な手段と考えられるが、他メーカーからも提供いただき、更なる整備がな

されるとよい。 

↓ 

・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】 

天井高さにより自動的に円の径が変わるのは、審査をするうえで非常にありがたい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

壁などによる物陰も考慮した設置が自動対応していただけると尚良いと考える。 

機種により １ ルクス or ２ ルクスと必要な照度が異なるため、図示の円が何ルクスを示しているの

かが、判別できるようにして欲しい。なお、国内で流通しているメーカーの情報が得られれば、なお

良いと思う。 

３次元ビューを利用するメリットは少ない（2 次元の図面でも問題ない。電気の器具は小さいので納

まり上、BIM で検討するケースは少ない。）。 

 

【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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◆ 「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」 

作図の作業量など様々なケースがあると考えられるが、従来通りの表現であることから審査上の効

率化は望めない。 

↓ 

・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 の活用が一番成果を上げる領域と思われる（建物全体の形までは変更の可能性は少な

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６）①②（２枚はる） 

 

  

■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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■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 ソフトの標準機能を利用したダクトの複線表示・単線表示］ 

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。 

 

［ダクトの圧損計算］ 

24 時間換気のダクト静圧計算が可能なため、審査上の正確性が増し、審査上有効な手段と考え

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】 

単線表示は、審査する際に見やすく有用と考える。 

審査側としては、単線表示でも複線表示でもどちらでもよいと思う。 

ダクトの圧損計算が自動的にできれば、設計者・審査者両者にとって有用と考える。 

 

【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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（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
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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】 

アクソメ図により審査することはあまりないと考えるが、全体像を把握するには有用と考える。 

なお、通気の場所や、ガス設備の場所などの把握には、有用と考える。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

複雑なものが複雑なまま提出されるのではないかとの懸念がある。現状の系統図は、設計者がシ

ンプルに情報整理してくれた図面なため判断が容易である。 

ケースバイケースだが、消防設備の系統図ではアイソメを求められたことがある。 

アイソメの方が系統を理解しやすい場合、積極的に利用すべきではないか。アイソメによりかえって

記載が煩雑になり、系統が理解しにくくなる場合もあるため、どのような設備図がアイソメに向いて

いるかどうか検討が必要と思われる。 

 

【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（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】 

換気計算表や排水桝リストを画面への貼り付けできるのは、非常に見やすい。 

また、表の内容は自動で作成できるため、転記ミスが無く安心感がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

審査で必要とする情報をすべて BIM 上のデータとするのは、BIM のシステムに負担がかかると思

われるため、２D 加筆でもよいのではないか。将来的には BIM の 3 次元モデリングデータの審査活

用も考えられるが、当面、今までと同じような 2 次元の図面が必要と思われる。 

 

【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（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
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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」 

図面表現が BIM の属性情報と連携することで、配管サイズや機器番号等設備図に記載されるさ

まざまな文字情報の誤記等がなくなり、審査者には明示事項の正確性が増すことで、審査の効率

化にも寄与できる。 

↓ 

・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】 

機器の位置が簡単に見つけられるのは、ルート確認時などに役立つので有難い。 

転記ミスが無い為、安心感がある。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

2 次元の図面を出図するのであれば、現状と同じようなサイズ・機器記号が必要である。BIM 上で

チェックするならば、最低限のプロパティ表示が必要か（配管種別、材質、サイズ程度） 

 

【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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