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1．はじめに
1.1 目的
IFC 検定リーダーおよび IFC 検定員認定ガイドライン（以下、本ガイドライン）は、
一般社団法人 buildingSMART Japan の IFC 検定小委員会が実施する IFC 検定の実務にあ
たる IFC 検定リーダーおよび IFC 検定員について定める。
1.2 位置づけ
本ガイドラインの位置づけは以下のとおりとする。
① 本ガイドラインは、IFC 検定ガイドラインを補足する。

2．IFC 検定リーダーおよび IFC 検定員
2.1 役割と責任
IFC 検定にかかわる役割と責任を表 2.1 に示す。
表 2.1 役割と責任
役割
IFC 検定リーダー

責任


IFC 検定ガイドライン等に従って、IFC 検定を公正、適切に実
施する。



検定報告書、性能表示書および付随する書類を作成する。



IFC 検定の合格・不合格を判定し、IFC 検定小委員会委員長に
報告する。

IFC 検定員



IFC 検定ガイドライン等に従って、IFC 検定を公正、適切に実
施する。



検定報告書、性能表示書および付随する書類を作成する。



IFC 検定リーダーを補佐する。
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2.2 資格要件
2.2.1 IFC 検定リーダーの資格要件
IFC 検定リーダーの資格要件は次のとおりとする。
1)

IFC 検定を実施した IDM および MVD を１つ以上作成した実績を有すること。

2)

IFC 検定員として入力検定 1 回以上および出力検定 1 回以上に関与した実績を有す
ること。

3)

ただし、IFC 検定小委員会が認めた場合は、その限りではない。

2.2.2 IFC 検定員の資格要件
IFC 検定員の資格要件は次のとおりとする。
1)

IFC 検定員研修を修了していること。

2)

ただし、IFC 検定小委員会が認めた場合は、その限りではない。

3．IFC 検定リーダーおよび IFC 検定員の認定
IFC 検定リーダーおよび IFC 検定員の認定は次のとおりとする。
1)

IFC 検定小委員会委員長は、ひとつの IFC 検定に対し、IFC 検定リーダーの候補者
を 1 名指名する。

2)

IFC 検定小委員会は、IFC 検定リーダーが当該 IFC 検定に適するか審査し、問題な
しと認めた場合、IFC 検定リーダーを認定する。

3)

IFC 検定リーダーは、IFC 検定員の候補者を 2 名以上指名する。

4)

IFC 検定リーダーは、IFC 検定員研修を開催し、IFC 検定員研修の修了者を IFC 検
定小委員会に報告する。

5)

IFC 検定小委員会は、IFC 検定員を認定する。

2

bSJ-QC-S-002

4．IFC 検定員研修
4.1 実施項目
IFC 検定員研修では次の項目を説明する。


すべての IFC 検定に共通する項目
1)



IFC 検定ガイドライン

対象の IFC 検定に関する項目
1)

IDM

2)

MVD

3)

検定実施要領

4)

検定要領

5)

検定課題

6)

性能表示書
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5．附属書 A（参考）改訂履歴内訳
5.1 第１版修正１
修正版発行 2020 年 10 月 9 日
頁
---

項目
表紙

内容


『IFC 検定委員会』を『技術標準委員会 IFC 検定小委員会』
に変更。これに伴い、全ページの『IFC 検定委員会』を『IFC
検定小委員会』に変更。

P3



著作権に関する記載を追記。

4. IFC 検定員研



『IFC 検定実施ガイドライン』を『検定実施要領』に修正。

修



『IFC 検定要領』を『検定要領』に修正。
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