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（１）検討内容

（検討体制）

［意匠検討チーム］
審査者側（指定確認検査機関） ： ９者

総会

理事会

検討委員会

［意匠検討チーム］
審査者側（特定行政庁、指定確認検査機関） ：１２者
設計者側（設計事務所、総合建設業、ハウスメーカー） ： ６者

※：協議会の事務を処理するため、事務局を日本建築行政会議指定機関委員会に置く
※：作業部会には、必要に応じてBIMソフトウエアベンダー等が参加する

［戸建住宅等］作業部会
(事務局：住宅性能評価センター、確認サービス)

［一般建築］作業部会
(事務局：日本ERI、日本建築センター)

［一般建築］作業部会 ［戸建住宅等］作業部会

［構造検討チーム］
審査者側（特定行政庁、指定確認検査機関） ： ６者
設計者側（設計事務所、総合建設業、ハウスメーカー） ： ７者

［設備検討チーム］
審査者側（特定行政庁、指定確認検査機関） ： ５者
設計者側（設計事務所、総合建設業、ハウスメーカー） ： ５者
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（１）検討内容

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

２)BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、
建築確認の事前審査に適したモデルビューの検討

３)⼾建住宅等におけるBIMを活用した確認申請の仕組みの検討

［一般建築］作業部会

［戸建住宅等］作業部会
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［一般建築］作業部会

（２）検討結果概要

アンケート設問（例） アンケート結果（抜粋）

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
●事前審査段階におけるBIMモデル等閲覧環境の設定
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［一般建築］作業部会

項目 モデルＡ モデルＢ モデルＣ モデルD

使用
BIM
ソフト

意匠 ・Revit
・Revit
・Archicad

・Revit ※ ・GLOOBE

構造 ・Revit ・Revit ・Revit ※ ー

設備 ・Revit
・Revit
・Rebro ※

・CADWe’ll
Tfas ※

ー

BIMモデル
作成協⼒者

日建設計
日本設計

⼤林組
竹中工務店
清水建設

⼤和ハウス工業
福井コンピュータ
アーキテクト
（J-BIM研究会）

用途 事務所・飲食店
共同住宅・物品
販売業を営む店
舗

ホテル・飲食店
サービス付き高
齢者住宅

延べ面積 10,430.27㎡ 6,823.66㎡ 9,485.29㎡ 2,576.89㎡

講習サンプルモデル

→審査者がBIMモデルを閲覧・操作することで得られる効用等の検証

※緊急事態宣言により開催延期中（2021年３⽉末までに実施予定）

（２）検討結果概要
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
●建築確認図書とBIMモデルとの供覧による審査上の効用等の検証
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［一般建築］作業部会

「意匠」、「構造」、「設備」の分野別で設定した課題別検証シートの検証テーマ
（令和元年度 協議会報告書 P.144）

意匠 構造 設備

①求積図について
②採光・換気・排煙等の開口部
算定について
③各室仕上表について
④耐火リストについて
⑤階段の種類、寸法等の表記に
ついて
⑥非常用･代替進入口の設置位置
寸法の表現標準化について
⑦凡例（消防設備、防⽕区画
図）について
⑧申請書について
⑨書込み情報の可視化について
⑩断面図の表現について
⑪地盤面算定
⑫その他、特筆すべきテーマ

①意匠図との整合性
②計算書との連携
③構造図間の連携
④断面リスト表現方法について
⑤整合性確保のためのワークフ
ローについて
⑥その他、特筆すべきテーマ

①意匠図との整合性
②計算書との整合性
③居室における非常用照明の設
置
④避雷針の範囲
⑤幹線の防⽕区画貫通部措置
⑥ダクトの複線表示について
⑦系統図をアクソメ図の可能性
⑧他ソフトとの連携
⑨書き込み情報の整理
⑩その他、特筆すべきテーマ

（２）検討結果概要
２)�BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査
に適したモデルビューの検討
●モデルビューの検討対象項目の整理
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［一般建築］作業部会

①R02年度 審査内容の項目リストの再整理（令和2年4⽉1日改正に対するフォローアップ）

②審査フローの整理

③モデルビューに必要なものの内容及びその条件の整理

（②審査フローの整理（意匠 防火区画 の例））

（２）検討結果概要
２)�BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の事前審査
に適したモデルビューの検討
●各審査項目における確認審査の事前審査に資するモデルビューの検討

【手順1】

防火区画の規
定が適用され
るかどうか

【手順2】

防火区画の緩
和の規定を適
用しているか

【手順3】

防火区画部分
の位置を確認

【手順4】

防火区画部分
の位置を確認

【手順5】

外壁の防火区
画の位置を確
認

・各手順について、防火区画種別毎に、法令等要件や確認事項を整理
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［一般建築］作業部会

（２）検討結果概要
２)�BIMモデル等から抽出される数値等の情報を利用した、建築確認の
事前審査に適したモデルビューの検討
●ビューアソフトウエアの仕様（機能、性能等）の検討
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［一般建築］作業部会

• BIMモデルの操作講習を実施した結果、BIMデータから建築確認図書を作
成する過程（必要となるビューの作成と、そのレイアウト）や、確認申請
図書の元となるBIMモデルの属性情報の収蔵状況を理解することで、確認
申請図書の内容の理解が深まった。

• 現時点では、審査者側の閲覧環境やBIMモデルにおける表現方法は一意で
はなく、今後、審査者が様々な環境下において視認することに配慮し、
審査者側で申請者（設計者）の意図を正しく表現できる仕組みが必要で
ある。

→�審査に必要な情報、審査機序、表現方法の確⽴
→�ビューによる表現方法が、建築確認図書に求められる明示事項を
充⾜するかの整理

• 審査者がBIMソフトウエア操作に習熟する必要がある。

→�BIMソフトウエアの操作講習の必要性
→�審査者の操作性に配慮したビューアの開発

（２）検討結果概要
今回の作業を通じた所⾒
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［戸建住宅等］作業部会

◆建築概要 延べ面積︓128.98㎡ 階数︓２階
（特例あり） 構造種別︓⽊造 用途︓⼾建住宅

◆使用BIMソフト Archicad、BIMｘ（作業協⼒︓グラフィソフトジャパン㈱）

作成したサンプルモデル（北側斜線の検討） 作成した確認申請図書

（２）検討結果概要
３)�⼾建住宅等におけるBIMを活用した確認申請の仕組みの検討
●⼾建住宅における「審査内容の項目リスト」、「凡例素案」、
「確認図面の表現標準案」の検討（単体規定・集団規定共）等
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［戸建住宅等］作業部会

• ビューアソフト（BIMｘ）を用いて、建築確認図書と紐づいたBIMモデルを
供覧することで、審査の初期段階における建物内容の理解が深まった。

• ⼾建住宅（主として４号建築物）のBIMを活用した審査にあたり、建築確認
図書とBIMモデルの併用による審査の最適化

→�BIMモデルによる建築確認図書等作成の合理化に向けた検討
（テンプレート等）

→ 実案件を想定した審査試⾏による、審査環境の評価
（PC･タブレット端末等）

• BIMを活用した審査技術の効果の最⼤化

→ 審査者の研修用教材としての活用 等

（２）検討結果概要
今回の作業を通じた所⾒
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令和3年度は、今年度の検討を継続するとともに、建築確認におけるBIMの

活用推進に向け、以下内容に関する検討に着手したい。

・審査に必要な情報、審査機序、表現方法の検討

・事前審査段階における、建築確認図書とBIMモデルの供覧の実施に係る

ガイドライン（原案）の検討

［一般建築］作業部会

［戸建住宅等］作業部会

・BIMモデルによる表現を活用した建築確認図書の合理化に向けた検討

（⼾建住宅向け作図標準の検討等）

・実審査を想定した審査環境（PC、タブレット端末等）の評価

・BIMを活用した審査技術の効果の最⼤化の検討

（３）課題・次年度以降の検討内容（案）
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１）総会・理事会

２）検討委員会

３）［一般建築］作業部会

［一般建築］作業部会では、関係者打合せとして、意匠,構造,設備の指定確認検査機関担当者の打合せ、
意匠,構造,設備の設計担当者,指定確認検査機関担当者打合せを複数回開催

４）［⼾建住宅等］作業部会

参考資料
■会議等開催経緯

第２回総会 (書面):令和2(2020)年6⽉19日 －

第３回理事会(書面):令和2(2020)年6⽉ 8日 第４回理事会(書面):令和2(2020)年6⽉26日

第５回理事会(書面):令和3(2021)年1⽉14日 第６回理事会(予定):令和3(2021)年3⽉26日

①第１回:令和2(2020)年10⽉22日 ②第２回:令和3(2021)年3⽉4日

①第１回:令和2(2020)年11⽉9日 ②第２回:令和3(2021)年1⽉28日

③第３回:令和3(2021)年 3⽉1日 －

①第１回:令和2(2020)年11⽉6日 ②第２回:令和3(2021)年3⽉8日

［戸建住宅等］作業部会

［一般建築］作業部会


