
 

2-1-2-3) モデル C 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

項目 モデルＣ 

使用 BIM ソフト 意匠 Revit 

構造 Revit 

設備 CADWe’ll Tfas 

BIM モデル作成作業協力者 大和ハウス工業㈱ 

用途 ホテル・飲食店 

延べ面積 9,485.29 ㎡ 

 

モデル C パース 1： Revit で作成した BIM モデル外観 

 

モデル C パース 2：Tfas で作成した BIM モデル設備(衛生・換気・設備) 
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（２）BIM モデル等閲覧環境 

項目 内容 

使用ソフトウエア Revit、CADWe’ll Tfas 

閲覧環境 Revit、CADWe’ll Tfas 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、CADWe’ll Tfas 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］ 

 

（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。 

 

■2.[一般建築]検討内容
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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」 

運用改善マニュアルに基づき、使用した BIM ソフト及びアドイン名を記載することが必要であること         

には変わりがなく、設計側は各室求積の算出方法を明記することが必要となる。また、検算するこ

とが可能となる各辺の寸法を記載し、各室の足し算方式により算出することはよい。設計変更や訂

正などに即座に反映されるような仕組みを構築することにより、計算結果の正確性を高めていくこと

で、審査の効率化に有効なもの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】 

表示の設定を変えることにより、求積図と平面図などを見比べることが可能なため、審査の効率化

に繋がると思う。 

BIM モデル情報から求積表を自動作成できれば、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。 

作成段階において平面図を下絵にしていることから、壁の厚みや構造ごとに異なる区画の中心線

の設定を間違えずに行うことができ、精度の高い算定を行うことが期待される。 

面積 BIM ソフトによる自動計算された値はグレーアウトで表示され編集ができないため、人為的な

ミスの防止につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

エリアプランと集計表機能を使用して面積が自動的に算出されていることがわかり、信頼性が高ま

った。 

辺の長さ表示が自動的に表示されない為、変更修正などした際に誤記が発生すると思われる。自

動追従機能に期待したい。 

 

【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」 

採光上必要とされる面積はわかりやすい。一方、例えば、非居室の場合の自然排煙計算が反映さ

れる形となっていないため、追記が必要となる。また、室別面積表と法チェック表の各室床面積と

が連動していれば、互いの整合性の確認に効率的である。 

↓ 

・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】 

必要開口面積が自動的に算出されることがわかり、信頼性が高まった。 

BIM モデル情報と表記載の数値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。 

室毎の必要開口面積を凡例に置き換えて表示することで視認性がよい。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

室面積が室面積算定図と連動し、有効面積も建具表と連動して法チェック図が自動化されること

にも期待したい。 

エリアパラメータの確認方法などが簡素化されれば、審査しやすいと思う。 

有効排煙面積計算も自動算定されるとさらに良い。 

 

【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」 

プロパティ情報を一元管理することで、図面間の整合性における審査上の信頼度が高まる。一

方、仕上・下地材の範囲が、建築基準法上の範囲と同一かどうかについては、課題が残る。 

↓ 

・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】 

部屋の要素の中に情報が一元管理されており、それと連動して仕上表が集計表で作成されてい

る。不整合がなくなる為、有効な手法だと感じた。 

プロパティ情報を一元管理することにより、各図面間の整合性が確保されているため、審査上の信

頼度が高まった。 

BIM モデル情報と仕上表の記載内容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。 

壁のモデルと部屋の要素を別々に格納しているため、建築基準法の制限の対象となる範囲と整合

がとれている。 

新たなツールとして、使用材料の情報を建材メーカーのデータベースと連携することで、高品質・

高精度な建築生産・維持管理が期待される。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

別図の材料表との連携があると一層有効性が高まると思われる。 

 

【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」 

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が、作図上の観点を尊重する。 

↓ 

・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】 

耐火リストの図表現が２D であったとしても何ら審査上変化がないため、設計者の作業効率が良い

のであれば、あえて３D としない選択は有効と感じた。 

BIM モデル情報と仕上表の記載内容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。 

 

【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） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 
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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」 

文字で表現される階段寸法がＢＩＭモデルとリンクすることで、転記ミスがなくなり正確性が向上す

る。また、視認性が良いことから、設計者側の事前チェックにも役立つと考える。 

↓ 

・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】 

タグにより蹴上、踏面などの表現がされることで、図と寸法値の整合性が担保され、誤記の削減に

つながる。設計者、審査者共に法令チェックを正確に行うことが出来るため、有効な手段と感じた。 

情報が連動しているため不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じた。 

BIM モデル情報と文字記載の内容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。 

建物各部の寸法はビューから直接確認することもできるが、審査側の担当者が能動的に BIM モデ

ルを直接操作・確認することは難しいことから、階段の寸法をタグで表示することで、モデルとの整

合性も担保され、確認しやすい表現となっている。 

 

【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） 
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 
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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」 

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が、作図上の観点を尊重する。今後ソ

フト上で、少なくとも平面図で表現されたものが連動して表現できるようになるよう、表現の正確性

向上に期待したい。 

↓ 

・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】 

ファミリで表示することで表現が統一されることは良い事と感じた。 

BIM モデル情報の内容と連動して立面図に表現できれば、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。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

進入口の凡例表示を入れた際に、開口部の有効サイズが進入口に適合するのかを同時にチェッ

クされる機能を付してくれることに期待したい。 

作業の効率化を考えると 2D 加筆となることはやむを得ないが、システムで自動チェックを行う将来

のためには、可能な限り BIM モデルの属性情報として保持したい。 

 

【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」 

パラメータを活用して２Ｄ加筆を減らすことで、図面間の精度が上がり、整合性確認の効率化が図

れると考える。パラメータによる表現化がさらに進めば、データを活用した審査に繋がることから、更

に活用範囲を拡大することに期待したい。 

↓ 

・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】 

パラメータ情報から壁や開口部の凡例が連動して表示されることがわかった。図面間での不整合

がなくなるため、審査者及び設計者にとってメリットがあると感じた。 

パラメータを活用することで、不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じた。また、色分け

等で表現されるため、審査しやすい感じた。 

BIM モデル情報の内容と連動して、建具性能等を表現できれば、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。 

BIM モデルのパラメータに連動して、予め定めた凡例のとおりに図面表現されるため、設計変更が

あった際にも不整合が起こりにくくなり、図面間の整合性が担保される。 

 

【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
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◆ 課題別検証シート（意匠－課題８） 
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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」 

確認申請書と図面の面積がモデルから出力されデータ連動することにより、図面間の不整合が無

くなることから、審査の効率化に有効であると考える。 

↓ 

・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】 

求積図のデータが申請書に直接反映される為、整合性が担保され大変有効な手法だと感じた。 

モデルの情報が申請書に反映されているため不整合の防止になり、審査の効率化に繋がると感じ

た。 

申請書記載内容と BIM モデル内の面積情報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。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

建築基準法の法令にかかわる面積毎に集計されるよう、テンプレート化や連動されるようなプロパ

ティ情報の整備に期待したい。さらには各社共通のプロパティ格納方法により共通のデータベース

化ができるよう整備されることに期待をしたい。 

各機関の台帳入力や、確認審査報告書等などへの利用も考えると、BIM ソフトウエアからエクスポ

ートできる形式が良いと考える。 

申請書のフォーマット上で BIM データの引用先を常時変更できる仕様となっているが、申請書は

法令様式のため、予め引用先を固定した方が不整合の防止が図れると考える。 

 

【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

-241 -



 

◆ 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

-242 -



 

◆ 「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 を活用した確認申請が行うには、２D 加筆の部分の抽出は必要不可欠であり、双方で BIM 申

請のルール決めは必要となる。 

↓ 

・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】 

ビューテンプレートの設定を変更することにより、簡単に加筆した箇所が確認でき、審査の効率化

に繋がると感じた。また、色分けもされているため視認しやすいと感じた。 

２D 加筆の部分の抽出ができることで安心感をもって審査を行うことができる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

ビューテンプレートを切り替えることにより２D 情報が確認できることが分かった。現在のビューワー

ソフトでは切り替えることができない為、ビューワーソフトの機能として２D 情報と３D 情報の切り替え

表示ができる方が合理的だと感じた。また、２D 情報のみを可視化することも有効だが、ほぼ何も見

えなくなってしまうため、３D 情報のみを可視化できる又は色を変える等の方が活用できる情報が

浮彫になるのではないかとも感じた。 

 

【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

-243 -



 

◆ 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

-244 -



 

◆ 「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」 

断面図は平面図と連動するため、図面間の整合性の確認における効率化が図れる。ＢＩＭを使うこ

とで自由在に断面を切ることができるため、２Ｄ加筆に配慮しながら正確性がさせることが重要であ

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】 

プロパティ情報と連動するビューテンプレートの設定で自動的に色分け表示がされることがわかっ

た。整合性が担保される為、大変有効な機能だと感じた。 

自由自在に切断面を設定できるので、審査の効率化に繋がると感じた。また、他の図面とも連動し

ており、整合性の確認も容易に行えるため、審査の効率化に繋がると感じた。 

BIM モデル内の平面図と断面図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。 

自在に断面位置を設定できることで、建物の空間構成が把握しやすくなる。意匠、構造、設備の

整合性の確認も容易になる。 

 

【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

-245 -



 

◆ 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

-246 -



 

◆ 「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」 

建築物が接する地盤の位置や高さが地盤面算定の算式と一致しており、算出方法の信頼性が確

保できれば、審査の省力化に効率的であると考える。 

↓ 

・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】 

算定根拠となる情報（モデルの情報）と地盤面算定が連動されれば、審査の効率化に繋がると感

じた。 

BIM モデル内の配置図記載の地盤面、周長と算定表記載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。 

地盤面算定表はシンプルな単線で表示され、審査しやすい表現となっている。 

複雑な形状の建物や、建物が接する地面に起伏がある場合、従来の審査では確認作業が煩雑

になることがあったが、整合性のとれたモデルから自動算定を行うことで省力化が図れる。 

３D データの地盤レベルと建物外周長さを自動的に読み取り、自動的に面積を算出できるようにな

るのであれば、整合性が担保される為有効な手法となると感じた。人為的ミスが発生しないような

操作手順の確立が出来ることに期待したい。 

 

【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

-247 -



 

◆ 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

-248 -



 

◆ 「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」 

申請モデルと計算モデルからそれぞれ抽出したデータの整合性を差分ソフトにより行うことは、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。なお、申請モデル、計算モデルとも、申請時のモデルから

掃き出されたデータであることの証（タイムスタンプ等）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】 

差分データの抽出を行う独自開発のソフトの一般性や信頼性の問題はあるが、抽出データを一般

的なソフトの Excel でデータ比較できることはありがたいと思う。独自ソフトの使用演習の感想として

は、比較的操作内容が分かりやすい印象があった。 

一貫構造計算から STB ファイルにより BIM へデータ変換をして構造 BIM モデルを作成していく手

順を理解することが出来た。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請者（設計者）が使用するツールとしては非常に有効と思うが、一般的な計算ソフトから CAD へ

の変換ファイルと同様、審査側においては参考程度の扱いになる。 

 

【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

-249 -



 

◆ 課題別検証シート（構造－課題３）２つはる 

 

  

■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

-250 -



 

  

■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

-251 -



 

◆ 「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 加筆確認ビューによる図面の整合性確認］ 

BIM の確認申請が行われる中で、審査機関側で Revit の所有を前提として考えると、２D 加筆の

部分の抽出は必要不可欠である。 

 

［部材の符号タグの有無の確認］ 

設計者側での作業として、確認申請図書作成の精度を高めることができ、より確実な図書作成に

つながると思われる。BIM の確認申請が行われる中で、明示事項の記載漏れの抽出を行ったうえ

で申請がなされることで、審査機関側の整合性等の確認において効率化に繋がると考えられえ

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】 

BIM のメリット活かし、取り出す図面間不整合が基本的に発生しないこと、図面間の連動に関して

理解出来た。 

BIM を使う一番のメリットだと思う。審査側も BIM で行うようになると、これら整合性のチェックが省略

できる可能性が大きい。 

構造に関係するファミリの構成、プロパティ中の部材仕様にどのような情報を定義しているのかが、

理解できた。審査に必要な情報整理と審査活用に役立つ機会となった。 

構造の部材を選択することで、部材情報を得ることができることは、審査過程における効率に繋が

る点がありうると感じた。 

 

【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

-252 -



 

（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

-253 -



 

 

◆ 課題別検証シート（構造－課題４） ２つはる 

 

  

■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

-254 -



 

  

■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

-255 -



 

◆ 「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」 

［集計表による鉄骨断面リスト］ 

申請モデルと断面リストが、リンクしていることの証（タイムスタンプ等）が必要と思われる。設計変更

や訂正等があった場合など、図面出力のタイミングがずれることで申請モデルと申請時の断面リス

トの不整合が起こり得ると考えられる。その不整合を防止するための何らかの策が必要である。 

 

［モデル内パラメータと連動した地中梁リスト］ 

鉄筋の配置や鉄筋径の違いによる記号が鉄筋の姿図とリストに自動表現されることは、設計者側

の人為的ミスをなくすことに有効である。また、審査側も鉄筋の配置が姿図とリストで整合している

ことは、相互の整合確認の効率化に繋がる可能性がある。申請モデルと断面リストが、リンクしてい

ることの証（タイムスタンプ等）が必要と思われる。設計変更や訂正等があった場合など、図面出力

のタイミングがずれることで申請モデルと申請時の断面リストの不整合が起こり得ると考えられる。そ

の不整合を防止するための何らかの策が必要である。 

↓ 

・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】 

BIM 的に不整合が起こりえない作成方法であると思われる。データのバージョン管理などの課題は

ある。 

審査側の確認方法が確立できれば、審査の円滑化に高い効果が期待できると考える。 

断面リストの作成についても、BIM 的に作成できることは、設計・審査の領域だけでなく、従来のビ

ジュアル表現が可能な分、施工・管理の正確性も期待できる（従前と同じ感覚で取り扱えるため、

間違いリスクが増加しない）と考えられる。 

表形式への出力、ビューア開発とその運用方法がしっかりしており、かなり自由度が高い作業がで

きることが判った。 

本数が図内で相違していることを防ぐ効果はあると思われる。 

 

【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

-256 -



 

（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

-257 -



 

 

◆ 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

-258 -



 

◆ 「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」 

本手法は、鉄筋コンクリート造の耐力壁がある場合において、耐力壁の長さや開口部の大きさ、位

置などの整合性を確認するうえで特に有効になると考えられる。また、設計者が申請前に各モデ

ル、各申請図を重ねることで小梁位置や開口部の位置等の不整合をプレチェックするができ、申

請図書の精度確保に役立つと考えられる。一方、審査機関側においてチェックを行うことを想定す

ると、ソフトの機能や操作の習得、及びソフト導入等の課題がある。 

↓ 

・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】 

図面の相違については、迅速に確認できるかと思われる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

確認審査業務において、BIM は審査時間の短縮などでメリットが大きいことは理解できたが、実際

の BIM の運用体制に少し不安を感じた。 

・BIM ソフトが事実上、外資のメーカー１社となってしまう事 

・オペレーション作業に海外の外注が利用されている事 

・確認申請で BIM が正式に採用された場合、各審査機関、行政は BIM メーカーのクラウドへアク

セスし閲覧することになったとした場合のセキュリティの問題。 

 

【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

-259 -



 

◆ 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

-260 -



 

◆ 「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」 

今後、BIM データのビューアーソフトを活用した審査が行われた際には、色分された３D ビューを

設定しておくことで、審査側は建物構成の把握・理解度が高まり、審査の一助となりうる。また、申

請モデルと計算モデルで、同一の色分けがなされれば、不整合の判別など視認性が高まり、審査

上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】 

STB ファイルを逆変換して、BIM で変更した内容を構造解析、一貫計算に反映させることを開発

中と聞いた。期待している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

色分けのみで確認ができるような建物であれば有効だと思うが、結局、個別に部材リストなどで確

認する必要があるのではないか。大梁と小梁、柱では異なる材種を用いることが多い。 

 

【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

-261 -



 

◆ 課題別検証シート（設備－課題１）２つはる 

 

  

■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

-262 -



 

  

■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

-263 -



 

 

◆ 「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」 

［防火区画の位置の確認］ 

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。一度出力された設備図に設計変更があった場合

は、どうしたらよいのか。 

 

［延焼ラインの位置の確認］ 

敷地境界線だけではなく、複数棟の場合の延焼線も考慮するとよい。 

↓ 

・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】 

・複数の防火区画を兼ねる場合、行政庁独自の区画や排煙告示による区画等が漏れなく建築サ

イドから取り込み、判別しやすい表記・凡例にしてほしい。 

・スプリンクラー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。 

・審査中における意匠・構造の設計変更の情報が設備側にも伝達されることが必要。 

・建築図の取り込みで「参照」とした場合、いつ時点の建築図を参照したのか、明確にわかるように

してほしい。 

・法改正のあった延焼ラインでも、建築サイドから取り込めることを確認しておいてほしい。 

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。 

Rebro と同様と感じた。 

→引き続き、意匠形状が最新であること確認方法は課題だと感じた。 

→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よくあるため、重ねる方法が普及する

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するため、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】 

（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」 

建築情報を利用することにより、審査側の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】 

病院等の居室が多数ある案件は大変効果が高いと思う。「居室名称」「居室高さ」「居室面積」の

不整合で苦労している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

複数室を含めてのシックハウス計算が審査しやすいようにしてほしい。 

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」 

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 を活用した場合はモニターによる審査が考えられ、カラー表示

の多用も可能となる。 

↓ 

・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】 

・審査に当たり、複線表示より単線の方が、審査がしやすいと感じた。 

・ダクトをカラー表示した際、色の凡例が必要 

・サンプル図面では、ＦＤ表示はあるが建築の防火区画の色が見えない。建築の防火区画の表示

は無いのか。 

→設計側意見等（下線部について）：サンプル図面は、FD 表示の表現方法の確認を行うための 

ものであり、防火区画の表現は、可能である。 

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ため、

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」 

タグの活用により転記ミスがなくなり、整合性が担保され審査効率化に寄与する。 

↓ 

・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】 

転記ミスや図面間の不整合が無い為、審査にあたり安心感がある。 

審査に有効な表現方法であると思われる。 

 

【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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（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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