
 

2-1-2-4) モデル D 

（１）BIM モデルデータの概要、作成環境等 

当サンプルモデルは、BIM による確認申請図面の表現標準を検討し、表記方法について議論

することを目的に作成されたオリジナルの建築モデルである。モデリングに当たっては GLOOBE に

搭載された法規制に係る作図機能を用いて作成した。 

設計における現実的なワークフローを前提に、確認申請図書に必要な情報を入力した。そのた

め、技術的に入力は可能であるが現実的な設計ワークフローの中では時間的に入力出来ないも

のは採用していない。 

項目 モデル D 

使用 BIM ソフト 意匠 GLOOBE 

構造 － 

設備 － 

BIM モデル作成作業協力者 福井コンピュータアーキテクト㈱（J-BIM 研究会） 

用途 サービス付き高齢者住宅 

(確認申請支援ツール活用サンプルモデル） 

延べ面積 2,338.69 ㎡ 

 

 

モデル D パース１：GLOOBE 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  GLOOBE 

閲覧環境  GLOOBE インストール PC  
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（３）BIM 操作講習の概要 

項目  内容  

基礎講習  GLOOBE 概要・基本操作  

BIM モデルの見方、オブジェクト情報の仕組み、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］  

 

（４）「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」における審査上の効用等 

モデルＤは、モデルから作図した建築確認図書（2D）のみについて、審査機関による試審査を実施

していない。このため、課題別検証シートでは、モデルから建築確認図書を作成する際の、モデル作

成側の考察までが記載されている。 

このため、次項以降の構成については、他のモデルとは異なり以下構成の順とした。 

◆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。 

◆BIM モデルから作成さ

れた建築確認図書を併せ

て閲覧した場合の効用等

の検証 

・まず、審査機関側が、審査環境の前提として、建築確認図書の作

成元となる BIM モデルそのものを操作・閲覧することに加えて、BIM

モデルから作成された建築確認図書を併せて閲覧した場合を想定

した。 

・その上で、審査側が、BIM 操作講習を受けた結果及び作業協

力を得た設計側の所見等を踏まえた審査側意見を、【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１－１） 
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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 

・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 に共通することとして、図面間の不整合が無いことはとても良い。 

加えて、壁芯での算定、重複の自動的なチェックなど、法令上の床面積を算定する上でも有益な機能

だと感じた。 

これにより、審査では「正しく壁芯を拾っているか？」や「設定に、重複や隙間ができていないか？」など

に時間を掛ける必要が少なくなり、本来の審査で必要な「壁芯の設定位置は適切か？」や「算定すべ

き範囲、計上すべき部分などを漏れなく拾っているか」などに注力できるようになると思う。 

スペースに容積率対象及び対象外である旨の情報があり、色分け等で表示されるので審査しやすいと

感じた。 

入力漏れのチェック機能の精度が上がれば、寸法の整合の信頼性が高まる。 

自動的にかつ建築基準法に則した形で求積表が作成されることが確認できた。 

さらに求積寸法も自動で表示されるため、信頼性が高まる。 

設計者の手が入る部分が少なくヒューマンエラーが起きにくい性質をもっている。 

BIM の機能として建築基準法に即した表示がされる為、大変審査もしやすいと感じた。 

スペースと求積表とが連動しているため、図面間の不整合がなくなることで設計側審査側双方の負担

が軽減する。 

スペースから数クリックで行える自動面積算定でも、壁芯を自動的に判定し、求積対象となる範囲全体

をもれなく算出できるため人為的なミスの軽減が図れる。 

即物的な性質をもつ BIM モデルにおいて、面積求積で吹き抜けという概念があることが有用である。 

多角形の求積において、四角形に置き換えた積み上げ計算に自動生成されることも、確認しやすい表

現と考えられる。 

BIM モデル内の情報と計算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、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながると思う。 

入力も簡便で、平面図との整合性が確保されているため安心して審査できる印象を持った。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

手元の資料の延面積計算表では、容積率不算入面積合計が小数点第三位を切り上げているのが少

し気になった。おそらく自動で切り捨てる設定にもできると思うが、この数値を切り上げてしまうと危険側

の判定になる。 

→設計側意見等（下線部について）：申請面積用の丸め設定で、「切り上げ/切り捨て/四捨五入」およ

び「小数点以下桁数」の初期値をセットできるようになっている。 

 

【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１－２） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１－２） 
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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 

・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】 

計算上の誤りを気にする必要性が減り、審査すべき部分と考える「不算入の範囲が適切か」に注力した

審査ができる。 

申請書も GLOOBE 内で作成でき、BIM モデル情報と連動するなら良いと思う。 

確認申請書と同じ区分けとなっており、審査しやすい。また、容積率対象及び対象外の情報が申請書

へ反映されるため、整合確認が容易である。 

申請書の延べ面積のみでなく、容積不算入の部分まで連動しているのは、非常に利便性が高い。 

求積情報の中に建築基準法の容積率に関連した情報が組み込まれ、BIM の機能として仕分けされて

いることがわかった。この機能は大変有意義であり、設計者や審査者にとってメリットがあると感じた。 

また、申請書に容積率緩和情報を含めて自動反映する部分も良い。 

BIM のソフトウエア自体に法的な情報を保持することで、容積率の自動算定が可能となっており、審査

側は、設計者が割り当てた面積が正しいかどうかを確認することに注力できるようになる。 

法的な情報に基づいた面積の区分けがされることで、申請書等にも利用でき、他のソフトウエアとの連

携も期待される。 

BIM モデル内の情報と計算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、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

容積不算入の上限値の比較も同時に表示されると審査しやすい。 

確認申請書へ自動反映させるためにも、BIM の設計テンプレートの中に基準法に即した用途の仕分

けができるようにしておくと良いと思う。 

 

【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） 

◆ 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 

・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】 

建具の位置や大きさの変更が LVS 判定や断面等に自動的に反映されるのは、手戻りがなく整合性も

取れるため、審査側としても大変ありがたい機能である。 

算定根拠となる情報が連動しており、整合確認が容易であると感じた。 

有効高さが自動算定されると天井高さとの整合確認が容易なため、設計者、審査者ともにミスに気づき

やすい。 

以下機能が BIM ソフトウエア側に備わっていることがわかった。 

・窓のサイズと位置から自動的に採光補正係数を算出し、その断面も自動的に表示される。 

・さらに天井からの排煙有効高さを設定するだけで、排煙有効面積を自動的に算出される。 

・窓のサイズと位置情報から LVS がすべて自動的に算出される。 

設計者、審査者にとって整合性と法令チェックの時間短縮となり、大きなメリットがあると感じた。 

採光・換気・排煙に共通して、有効開口の面積算定と BIM モデルの建具とが連動しているため、図面

間の不整合がない。 

採光では採光補正係数を、排煙では排煙上有効な開口部の高さを、それぞれ断面図と比較して審査

することが可能なため視認性が高く、審査負担が軽減する。 

用途地域毎の法的な情報を活用することで、採光補正係数の算定も省力化が図れる。 

BIM モデル内の情報と計算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、計算数値

も自動計算されるため、審査上時間の短縮につながる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

採光・換気・排煙等は、適合性の判断をするにあたり、室の用途・面積・天井位置、開口部の位置・構

造、屋外の状況など、係わる部分が多く自動的に適否の判定をするには複雑な規定と思うが、一定の

範囲、条件のもとで自動的に適合性の判定が行われれば、特殊な部分に限っての詳細な審査で足り

ることになり、時間的な効率は上がると思う。 

なお、二次元データを部品として貼り付ける何かは、機械的に整合性などの担保性が高い BIM にあっ

て人に頼る部分となるため、変更等があった場合に危険な部分になるように感じた。  
課題の観点から少し外れるが、非常用進入口や避難上有効なバルコニーの判定なども同時に行える

ようになるとなお良いと思う。 

排煙の場合、自然排煙だけでなく告示を選択した場合にも、天井からの垂れ壁の長さを自動算定で確

認できると設計者のミスが減り、検査での指摘の軽減になると思われる。 

 

【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３） 

 

  

◆ 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 

・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】 

自動生成される仕上表が計画とリンクしているため、審査側としては大変ありがたい。 

防火性能や認定番号については、仕上表とは別に一覧表をフォーマットで作成して仕上表の材質の

表記と揃えておけば、貼り付けるだけで整合性が確認できると思う。 

モデルの情報が仕上表へ自動反映されていることの確認ができた。 

下地の情報も含め BIM データに設定された各室の仕上を表にできることが分かった。建築基準法の

審査の中では下地の情報も重要であることから、BIM ソフトの機能として下地を設定できることは良いと

思った。 

BIM モデル情報の仕様と仕上表の記載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。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

モデルに変更に伴い仕上表が連携するとことは、共通する BIM の利点だと思う。 

課題２でも述べたとおり、2D での加筆等は人に頼る部分となり、他の部分が自動的に整合される BIM

にあっては整合漏れとなる懸念がある。  
仕上げ表に、その部屋に対応する排煙告示や、その他の制限による内装規制が記載されれば、審査

の効率化につながると思う。 

内装制限等などの法的な仕上げは、建物の構造から切り離された制限であることから、壁や天井など

の部位と区別した情報として整理することも考えられる。 

仕上材が防火性能、認定番号とともに法的な情報として整理され、失効情報なども取得できるようにな

ると、確認審査のみでなく確認検査や維持管理において利用の範囲が広がるのではないか。 

 

【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） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題４） 

■2.[一般建築]検討内容
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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 

・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】 

手書きやＣＡＤなどでも従来から表現されていた方法だが、図面に着色がされていると見易く審査もし

やすい。スパンドレルなども自動で描画できるのか。 

→設計側意見等（下線部について）：スパンドレルは２Ｄデータでの入力となる。 

範囲を指定することで、柱も含め閉じた区画が形成されることは素晴らしいと思う。 

設計者が設定する区画性能情報によって、自動的に壁や床の色分け表示されることがわかった。 

識別し易く、設計者、審査者共に法令チェックがしやすくなると感じた。 

3D モデルにおいて、割り当てられた耐火性能を色分け表示されることで、区画の位置などを視覚的に

捉えやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

耐火等の情報が色分け等で表示されることの確認はできたが、情報の整理が必要であると感じた。 

耐火性能は部材ごとにひとつずつ確認するよりは、まとめたリストを作成する方法の方がよい。まれに

耐火リストへの記載漏れの箇所があることがあるため、リスト以外の耐火を使っていないかのチェックが

できると良い。 

面積区画では、同一区画内の面積が一定以下である必要がある。扉の性能が一定以下の場合は、隣

の区画も同一の区画となり、階段や EV 等があれば、これらを介して階を跨いだ範囲での合計を検討

する必要がある。これらを考慮した壁、扉等の性能により同一区画の面積が自動的にチェック出来れ

ば、設計者、審査員ともに正確な面積区画の確認ができると思う。 

各部位の詳細な仕様については、2D 表現の方が適しているように思われる。 

BIM モデル情報から耐火リスト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。 

 

【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

-285 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題５） 

 

  

◆ 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

-286 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

確認申請図書に表示される情報は必要最小限でよいため、モデル情報が自動で反映されると数値の

入力ミスなどを防げると思う。 

BIM モデル情報と文字情報が連動表示で確認できれば、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】 

分かりやすくてよいと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

審査において、すべての階段の一段一段の寸法を能動的に確認することは考えにくいことから、各部

の寸法は 2D 凡例で表記された方が良いと思われる。ビューアの機能が整備され、パラメータの数値を

まとめて確認することも考えられる。 

2D 部品の表示内容とモデルの整合性が担保できればよいが、そうでなければ入力モデルの数値をそ

のまま表示できる方がよいように思う。 

階ごとに異なる数値の階段であれば、それぞれの組合わせが一覧表示されれば、それらの全てを基準

以上（以下）であることの確認で審査ができる。 

階段の寸法表示が自動で表現できないが、２D 表現で法令に適合していることが確認できれば特に支

障がない。 

実際の蹴上踏面巾寸法が法令に適合しているかのチェックが BIM 機能としてできるのであれば、さら

に信頼度が高まるかと思う。 

 

【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

-287 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題６） 

 

◆ 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

-288 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

開口部の情報として「非常用進入口・代替え進入口」などの情報を持っているのは、開口部に一定の

制約があることが常に共有され、とてもよいことと思う。併せて開口部の間隔について法令チェックがで

きると便利になると思う。 

BIM モデル内の記載内容と立面図の記載内容が連動表示で確認でき、相互間の不整合がなく、計算

数値も自動計算されるため、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・代用進入口は、意外と見落としや設計者の誤解が多い条文と思われる。開口部の有効開口

寸法は確保されているか、道または道に面する４ｍ以上の通路のどちらに面するのか、４０ｍ、１０ｍの

範囲はどこなのか、外壁が折れ曲がっている時はどう考えるのか など。 

この辺りも設計者をサポートできるようになっていると良いが、解釈がまちまちとなる部分なため、その対

応も難しいと思われる。 

平面、立面の整合のみでなく、大きさやガラスの仕様の確認までがしやすい。凡例を記載した箇所に

寸法まで適合状況が表示されていると、一目でわかりやすい。 

建具のモデル情報とリンクして平面図や立面図に凡例がつくようになれば、整合性確保の上で有意義

だと感じた。 

建具モデルに代替進入口の情報を入力した利用が望ましいと思われる。 

 

【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

-289 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題７） 

◆ 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

-290 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

とても分かりやすい機能である。数値的チェックもできるようになるとよいと思う。 

1 つの図面で凡例表示を切り替えることができるため、防火区画と防煙区画の関連性など確認しやす

いと感じた。 

「防火区画」「防煙区画」などの区画の種類ごとに図面を切り替え表示できることが分かった。設計者が

設定した情報がわかりやすく識別でき審査効率がよくなると感じた。建具に対する性能設定も簡単で、

設計者にとっても操作性がよく間違いが減ると思う。 

3D モデルにおいて、割り当てられた耐火性能を色分けして表示されることで区画の位置などを視覚的

に捉えやすくなる。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

区画図が自動作成されるのは大変ありがたい機能と思うが、あまり BIM ならではという目新しさはない

ように感じた。 

区画の状況を３D、２D、凡例、プロパティ情報で確認でき、相互間の不整合がなく、審査上時間の短縮

になり、区画壁の情報が耐火リストと連動表記できればなお良いと思う。 

 

【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（意匠－課題８） 

◆ 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

-292 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

自動的に作成されるため、申請書の作成方法が分からなくなりそうでもあるが、審査側としては間違い

や漏れ等が減り、それに対する指摘数も減ることになるため効率化に繋がる。 

BIM データが確認申請書に直接反映されるため、審査の効率化に繋がると感じた。 

不整合や記載ミスが減るため、審査の効率化への影響が大きい。 

BIM データと申請書が連携していて大変良い機能だと感じた。 

建築基準法に則して面積情報を区分けされており、スムーズに申請書に変換できている。建築確認に

活用する BIM データには建築基準法に即した面積仕分情報を組み込むことで申請書にも活用できる

メリットが生まれることを、講習を受けて感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

申請書が GLOOBE 内で作成でき、かつ BIM モデル情報と連動するなら良いと思う。 

3D モデルが保有している面積や高さ等の数的な情報をそのまま利用することで、申請書と図面の不

整合がなくなることで、審査の省力化が図れる。 

GIS との連携が可能になれば、地名地番や用途地域、その他の地域地区などの情報を取得してチェッ

カー機能の一部としての利用も考えられるのではないか。 

BIM モデル内の属性情報を申請書に反映できるため、相互間の不整合がなく、計算数値も自動計算

されるため、審査上時間の短縮につながると思う。どの検査機関でも閲覧できる申請書作成ツールが

あれば、なお良いと思う。 

 

【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（意匠－課題９） 

 

  

◆ 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

-294 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

法令チェックに必要な２D 表現が用意されていることが分かった。図面表現が統一され認識しやすくな

るため、設計者及び審査者にとって３D でなくともメリットがあると感じた。 

２D 情報の色を変えて表示することで３D 情報との判別ができるようになり便利だと感じた。 

２D 書込みの方が表現しやすい部分もあるため、３D モデルから出力された情報と色分けして表示され

ることで、審査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】 

見やすく、分かりやすくなる効果があり、また、現状は規則の明示事項を満足するためにも必要なもの

かと思うが、BIM データの活用では出来るだけ避けた方が良いように思う。 

将来的には積算などと連動して、もっともコストパフォーマンスが良い区画方法などが自動生成される

ようになると便利だと思う。 

情報連動の有無の確認のため、改めて書き込み情報の可視化の必要性を感じた。 

2D 加筆部分と自動入力との違いを審査者が明確に理解することが、審査で重要と思われるので、加

筆部分のみ表示できるとわかりやすい。 

 

【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１０） 

 

  

◆ 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 

・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】 

壁、床の性能が、他の図面と整合されて凡例で表示されるのは、とても分かりやすくて良い機能であ

る。審査においても、区画の見落としが減り審査スピードもアップするように思う。 

BIM ならではの機能であり、図面間の整合性が取れるため審査が手戻りなく進むと思う。 

情報が連動しているため、整合確認が容易であると感じた。 

属性により色分けされているため、視認性が高く審査しやすい表現となっている。 

自動で室名、天井高さが表現されることがわかり信頼性が高い。 

モデル情報から床や壁の区画情報等が色分けされる為、平面図などと不整合が起こらないことが確認

できた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

排煙・換気の有効開口寸法が自動算出されるのであれば、防煙垂れ壁についても、そのようなチェック

ができるとより設計や審査の向上になると思われる。 

天井から窓の天端までの高さやバルコニーの手すり高さなども自動で表示される機能があると、さらに

確認審査にはメリットがあるため、期待したい。 

平面図、断面図と凡例の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。防煙壁等

の情報も平面図と連動できればなお良いと思う。 

防煙垂れ壁の高さ、排煙口の位置、有効排煙面積の関係は、確認すべき情報が多くチェックが煩雑に

なる部分。BIM のデータで必要な情報は揃っていると思うため、自動的に法令チェックができるように

なることを期待する。 

 

【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

-297 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１１） 

  

◆ 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

-298 -



 

◆ 「課題別検証シート」の「審査側見解」に対する効用等の検証 

・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】 

建物形状が複雑になれば計算箇所数も増えてミスの可能性も高まるので、相互に整合された値で自

動計算されるのは有益な機能だと思う。 

審査時は、算定の元となる地盤レベル、周囲の地盤面レベル、建築物の周長と設定した位置などが審

査項目になるため、ここに注力ができる。 

平均地盤面は、配置図と算定図との不整合、算定表と算定図の不整合が意外と多く、地味ではあるが

審査にあたり大切な部分でもあり手間がかかるところ。それがすべて連動しているのは大変ありがた

い。 

設定地盤情報から自動的に平均地盤算定図を作成できることが確認できた。 

操作も簡単で複雑な作業を伴わない為、誤りが起こりにくく、設計者や審査者に取ってメリットがある機

能だと感じた。 

建物高さ算定において重要な要素であるため、自動算定されることで申請図書の精度が高くなること

が期待される。従来の煩雑な作業が省力化され、算定位置が正しいかどうかの確認に注力することが

できる。 

図記載の地盤面、周長の情報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、

算定表の計算も自動計算されるため、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】 

算定根拠となる情報（レベル等）の整合性の確保（自動で反映等）があればよいと思う。 

周長と地盤高さを編集できるということであるため、編集された部分を、自動算定の部分と区別できると

わかりやすい。 

 

【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

-299 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１２） 

  

◆ 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 

・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】 

整合性が担保されるのは、とても良いことだと思う。建物の変更に対する対応も漏れなく行えるため、と

ても良い機能だと思う。 

平均地盤面、隣地の平均地盤面などの情報とも連携し日影図が作成されるとよいと思うが、既にそのよ

うな機能が備わっているのか。 

→設計側意見等（下線部について）：計算値は敷地地盤の高さに採用されるため、平均地盤面がそ

のまま日影計算でも採用される。 

建築物の形状や地盤面の高さを変更した場合、日影図も自動的に反映される仕組みなのか。 

→設計側意見等（下線部について）：リアルタイムではなく、日影を再計算することで反映される。 

また、逆日影と逆天空率は互いにリンクしてどちらも不適合にならないような仕組みになっているか。 

→設計側意見等（下線部について）：リンクはせず、それぞれ個別に計算する。 

情報が連動していれば、日影や天空率の条件の入力値の信頼性が高くなり、審査の効率化につなが

る。 

BIM データを利用して日影図、天空率の検討をできるということは、不整合がなくなりとても良い機能だ

と感じた。 

日影図や天空率図が簡単な操作で自動的に作成される為、設計者や審査者にとってメリットがあり、不

整合がないことから信頼性が高いものだと認識できた。 

アドインソフトを使用せずに算定できることが良い。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

制限の異なる地域にわたる敷地においても算定できるため、精度の高い設計図書が申請されることが

期待される。 

 

【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（意匠－課題１３） 

  

◆ 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 

・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】 

色分けもでき、求積表とも連動しているのでよいと思う。 

容積率算定から、申請書の入力まで一連のデータで行えると利便性が高い。 

用途境の設定、用途地域の設定の方法が大変簡便で、日本の建築基準法に則したテンプレートが用

意されている。さらに、用途別敷地求積図や求積表が自動的に作成されるため、計算の間違い等が発

生しない。大変信頼性が高く、設計者、審査者共にメリットがあると感じた。 

用途地域毎の面積がそれぞれ算定されるため、過半の用途地域の判別、敷地に建築可能な容積率、

建蔽率の限度（加重平均）の確認が容易である。 

敷地求積表においても用途地域毎の面積小計と敷地面積の両方が表示され、確認しやすい表現とな

っている。 

図と表記載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。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

土地家屋調査士が作成した敷地面積求積図が設計図書として添付されてくることもあるが、そちらとの

面積や敷地境界線の延長距離との整合性はどのようにして確保できるのかが気になる。 

これが都市計画情報と連携して作成できるようになれば、計画（審査）の基礎情報は正確に取得できて

いることになるため、大変有益な機能になると期待している。 

平面図、配置図記載の敷地図との連動ができればなお良いと思う。 

 

【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（意匠－課題１４－１） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－１） 

■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 

・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】 

図面間の不整合が意外と多い項目である。自動的に作成され抵触する開口部がハイライトされるのは

とても良い機能だと思う。作成された延焼ラインは編集できないものか(日影図等も同様だが、自動算

定されラインが編集できると整合性に疑義が生じる） 

→設計側意見等（下線部について）：編集は可能。 

延焼の恐れのある部分を 3D で把握できるだけでなく、性能規定による緩和や実際に対象範囲に開口

部があるかの確認までが一連で判断できるため、審査も効率的に行える。 

自動的に「延焼するおそれのない部分」の領域を作成してくれる為、人為的誤りが生じない。また、３D

でその領域を可視化できるため、認識しづらい高さ方向への理解スピードも高まる。 

設計者、審査者にとってメリットがあり、大変信頼性が高いものだと感じた。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

設計者が電卓を叩くことなく自動で算定してくれるのはありがたい機能だが、審査側としては水平距離

の検討式なども自動で作成されるのかが気になる。こういった機能は国産 BIM ならではのものであり、

他の規定についても増やしてほしい。 

→設計側意見等（下線部について）：計算式は、Excel にエクスポートして図面に張り付けることができ

る。 

法改正により防耐火や避難関係法令の性能規定化が進んでいるため、設計自由度が高まることから、

審査に求められる作業も複雑化している。このため、ソフトウエアを活用して行うことで省力化や審査過

誤の防止が図れるのではないか。 

自動で判定される場合、その判定根拠の表現が分かりやすいと審査の効率化に繋がると思う。 

複雑な計算も自動計算し、図の入力値に間違いがなければ、審査上時間の短縮につながるが、審査

上は計算内容の確認は必要と思う。 

 

【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

-305 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－２）１４－１ 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１４－２） 

■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 

・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】 

図面間の不整合が意外と多い項目である。自動的に作成され抵触する開口部がハイライトされるのは

とても良い機能だと思う。作成された延焼ラインは編集できないものでしたか？(日影図等も同様だが、

自動算定されラインが編集できると整合性に疑義が生じる） 

→設計側意見等（下線部について）：編集は可能。 

これも意外と設計者が見落としがちなところであるので、審査側も安心して審査が出来るが、逆に性能

を解除する必要性が分からない。これは自動判定された防火設備を後から「燃焼するおそれのない部

分」の判定を行った際に外すための機能なのか。 

→設計側意見等（下線部について）：設計中に、建具の位置を変更した場合など、延焼ラインから外れ

た場合に解除機能を使う。 

延焼の恐れのある部分の建具が自動でチェックされるため、審査の効率化に繋がると思う。 

自動チェックにより、防火設備とした場合も建具表等の一連のデータが修正され、図面間の不整合が

なくなるため、審査の手戻りが少なくなる。 

延焼のおそれのある部分の建具に自動的に何らかの設定を求める表示が現れることが確認できた。 

設計図書への明示すべき事項の表示漏れがなくなる為、設計者、審査者にとってメリットがある機能だ

と感じた。 

申請前の設計段階において、延焼のおそれのある部分の建具の自動チェックを行うことで、精度の高

い設計図書の作成を行うことができ、申請以降の手戻りが軽減する。 

 

【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１５） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１５） 

■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 

・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】 

区画すべき壁を指定して壁の構造を設定する方法しかイメージになく、範囲を指定して区画する壁を

設定させる方法は新鮮だった。 

一般的に、区画は閉じていることが重要だが、審査では、途中で切れており指摘の対象となることは多

い。スペースを指定して区画を設定する方法であれば、閉じていない区画が発生する危険性が少なく

良い方法だと思う。 

凡例表示を切り替えることで、区画範囲を分かりやすく可視化でき、審査の効率化に繋がると思う。 

令 114 条区画の区画設定が部屋を選択するという簡単な操作で設定できる事が確認できた。 

操作が複雑でない為、人為的ミスが起こりづらいと感じた。 

日本の法規に合わせたプロパティ情報を設定できるところも信頼性が高いものであると感じた。 

その他法令による区画同様に属性の割り当てが可能であり、色分けして表現されることから、視覚的に

捉えることができ、確認しやすい表現となっている。 

区画の状況を３D、２D、凡例、プロパティ情報で確認でき、相互間の不整合がなく、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】 

分かりやすくて良いと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

防火区画とは別に、114 条区画の範囲を設定できるのは便利である。対象の範囲の面積の判断が必

要な場合もあるため、わかりやすい表示方法があればなお良い。 

 

【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

-309 -



 

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１６） 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１６） 

■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 

・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】 

視認しやすいため、審査の効率化に繋がると思う。 

壁、床だけでなく、庇や細かい柱まで、色分けで確認できるのは非常にわかりやすく、確認漏れが減る

と思われる。 

耐火時間の情報がより具体的に図面から読み取ることができる為、理解するスピードが上りよい機能だ

と感じた。 

色分けして表現されることから、視覚的に捉えることができ、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】 

分かりやすく、確認しやすい機能だと思う。これも、取りあえず最上階から数えて・・・で色分けをしてく

れるとよいと思う。 

分かりやすくて良いと思うが、あまり BIM ならではという目新しさはないように感じた。 

 

【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（意匠－課題１７） 

 

  

◆ 課題別検証シート（意匠－課題１７） 

■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 

・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】 

階数・高さ確認の表はそのまま図面に貼り付けが出来るのか。そうであれば大変便利な機能である。 

→設計側意見等（下線部について）：Excel にエクスポートして図面に張り付けることができる。 

自動的に階数に算入されるかを判断してくれるため、間違いが発生しない。 

日本の法規に合わせてあり、人為的ミスをなくすことが出来るため、良い機能だと感じた。 

建築基準法の独自の階数や高さといった概念を BIM ソフトウエアの自動判定に落とし込めており、他

の課題と違った試みで非常に有用だと感じた。 

不整合を防止するための連動や引用だけでない仕組みとなっており、他のソフトウエアとの連携も期待

される。 

建物求積図の建築面積情報と塔屋面積情報が連動しているのであれば、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。 

→設計側意見等（下線部について）：各面積情報は連動している。 

 

【課題に関するものと思われる意見】 

建築物の高さの算定における屋上の 1/8 検討では、屋上にある設備機器等も検討の対象になる。設

備図との連携によりこれらの水平投影面積が考慮されたものとなれば、適合性のチェックに利用できる

と思う。一方で、設備等との連携が無い場合は、高さの算定において間違えた算定結果で設計をして

しまう危険性があるように思う。 

→設計側意見等（下線部について）：設備図や設備 BIM データと連携していない。それらを参照して、

床面積データ（「床面積対象外」属性のもの）を手入力する対応となる。設備形状と面積領域が視覚的

に確認しやすくなっている。 

判定根拠の確認・表示方法（算定式等）が必要になると思う。 

高さは、地盤面算定図、立面図、申請書での不整合が非常に多い項目なため、自動で連動されると、

非常に確認しやすい。 

 

【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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（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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