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Ⅰ 構造基準関係

１．伝統的工法の利用促進のための規定の合理化（令第42条第1項関係・令第46条第3項関係）

２．既存不適格建築物の増改築時等の基準の合理化（令第137条の2関係）

３．建築材料に係る規定の合理化（法第37条関係）

４．天井脱落対策（令第39条関係）

５．CLTを用いた建築物の一般的な設計法の策定



伝統的構法の利用促進のための規定の合理化①

【背景】
現在、伝統的な木造構法を建設する場合、金物等を用いない柱脚等の仕様について、木造の仕様規定（令第３章第３節）に適

合しないことが多く、高度な構造計算により安全性を確かめる必要があった。このため、設計者等にとって負担が大きく、一般的
にその利用を可能とすることが要請されていた。
【改正内容】（政令：平成28年１月15日公布、６月１日施行、告示：平成28年４月22日公布、 ６月１日施行）

①木造建築物の柱と基礎を緊結しない接合方法を追加する。（令第42条第１項関係）
②木造建築物の床組及び小屋ばり組に火打ち材を設けない方法を追加する。（令第46条第３項関係）

ポイント

①改正前

①改正後

［現行（令第42条第1項ただし書）：基礎に緊結］

水平方向・鉛直方向に
動かないようアンカー
ボルト等により緊結

［だぼ継ぎ等による接合方法を追加］

水平方向に動かない構造方法に
より接合

鉛直方向については、構造耐力上
支障のある引張り力が生じないか
（引張り力が生じないか、引張り力
が生じても安全か）を確認

②改正前

②改正後

［現行（令第46条第３項）：床組等の隅角に火打ち材を使用］

［木板等を打ち付けた方法を追加］
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○ 伝統的な木造構法により建築が円滑にできるよう木造関係規定について所用の見直しを行う。

伝統的構法の利用促進のための規定の合理化②

改正事項 見直し内容 スケジュール

１．高倍率板壁の仕様の追加
（S56建告第1100号）

落とし込み板を用いた仕様の壁について、高い倍率の仕様を追加する。
パブコメ済
公布日未定

２．垂れ壁・腰壁付き独立柱の
仕様の追加
（S56建告第1100号）

伝統的木造に用いられる土塗の垂れ壁・腰壁について、新たに倍率の数値
を設定する。

パブコメ済
公布日未定

３．含水率30％の仕様の追加
（S62建告第1898号）

構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する木材として、接合部
の仕様を限定して含水率30％のものを追加する。

公布済

４．柱脚が引張方向に緊結され
ていない仕様等の追加
（H12建告第1460号）

木造の継手及び仕口の構造方法として、柱脚が引張方向に緊結されていな
い仕様を追加する。

パブコメ済
公布日未定
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既存不適格建築物の増改築時等の基準の合理化

【背景】
現行制度では、超高層建築物については、既存不適格のまま増改築を行うことができる範囲から除外しており、増改築を行う

場合には、現行基準に適合するものとして大臣認定を受けることを求めていたところ。近年、既存不適格超高層建築物について
の増改築等のニーズが高まっており、既存ストックの有効活用の支障とならないよう、超高層建築物についても、他の建築物と
同様に、増改築を行うことができるようにすることが要請されていた。
【改正内容】（政令：平成28年１月15日公布、６月１日施行、告示：平成28年６月１日公布・施行）

既存不適格のまま増改築等を行うことができる建築物に超高層建築物を追加する。（令第137条の2関係）

ポイント

想定される改修事例改正前

改正後

・利便性向上の観点から、地下鉄や鉄道、周囲の建築物からのアクセス
を改善するため、地下通路を増築する。

・既存部分に構造上影響が無いように、エキスパンションジョイント
（Exp.J）を介して増築しても、既存部分には現行基準が遡及適用され
るため、制振装置等による補強が必要となることがあり、改修が困難。

既存不適格建築物に増改築を行う場合

・現行基準に適合

超高層建築物

・既存不適格のまま増改築が可能
・増改築の範囲（増改築の規模）及
び基準（増改築後の建築物の構造
方法）に適合

超高層建築物以外

既存不適格建築物に増改築を行う場合

・既存不適格のまま増改築が可能
・増改築の範囲（増改築の規模）及び基準（増改築後の建築物

の構造方法）に適合

全ての建築物
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既存不適格建築物の増築時に係る規制の見直し

【背景】
既存不適格建築物を増築する場合、増築部分が既存部分と構造上一体の場合は、増築部分が小さくても、現行規定に準じた

構造計算により、建物全体が構造耐力上、安全であることを確認しなければならない。しかし、規模が小さい一体増築であっても、
建物全体に構造計算が求められるうえ、現行法の構造安全性を満たさない部分が出てきた場合、既存構造部材の撤去・やり替
えなど大掛かりな改修工事が必要になるとの指摘がある。
【改正内容】（告示：平成28年６月１日公布、施行）

吹き抜け部分増床や階高の高い室内での中間階設置等、建築物の内部に床を増設する小規模な一体増築を行う場合には、現
行の構造計算によらず、耐震診断基準に適合していれば増築可能とする。

ポイント

改正前 改正後

既存部分は簡易な
検証で増築可能

既存部分

現行の構造計算

増築部分

既存部分

簡易な検
証でOK

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ

増築部分

現行の
構造計算

【構造上分離※して増築を行う場合】

【一体として増築を行う場合】

一体として構造計
算が必要
（内部に増築する場合
を含む。）

※新たにエキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法を設
けることにより、建築物を構造上二以上の部分に分けて増築を行うもの

既存部分

簡易な検証でＯＫ
建築物全体への影響が
少ない小規模な増築を
内部に行う場合には、
簡易な検証で増築可能
※平成28年６月１日公布、施行

【一体として小規模の増築を行う場合】

※エレベータを撤去し、吹き抜け部分を増床
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建築物の種別 材料種別

原則すべての建築物
※以下のものは対象外

①構造用鋼材及び鋳鋼
②高力ボルト及びボルト
③構造用ケーブル
・
・
・
㉓直交集成板

建築材料に係る規定の合理化

【背景】
建築基準法第37条において、国土交通大臣が定める建築材料については、その品質が日本工業規格若しくは日本農林規格

に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものにしなければならないこととされていた。
このため、極めて特殊な建築材料を特定の計画のみに使用する場合や、特殊な建築材料を使用する建築物として旧法38条に

基づき国土交通大臣の認定を受けた既存不適格建築物に増改築をする場合等においても、国土交通大臣の認定を受けること
等が必要であった。
【改正内容】（告示：平成28年６月１日公布、施行）

以下のいづれか適合する建築材料については、指定建築材料としないこととする。
①法第20条第１項第１号の規定に基づく認定を受けた建築物に使用される建築材料で品質に関する技術的基準に適合するもの
②法第85条第５項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設建築物に使用される建築材料
③現に存する建築物又は建築物の部分で建築基準法令に違反していないものに使用されている建築材料

ポイント

改正前 改正後

【指定建築材料】

＜対象外となる建築物＞

①法第20条第１項第１号の規定に基づく
認定を受けた建築物（建築材料が、品質に

関する技術的基準に適合するものに限る）

②法第85条第５項の規定による特定行
政庁の許可を受けた仮設建築物

③現に存する建築物又は建築物の部分

建築物の種別 材料種別

すべての建築物

①構造用鋼材及び鋳鋼
②高力ボルト及びボルト
③構造用ケーブル
・
・
・
㉓直交集成板

【指定建築材料】
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■ 建築基準法の天井脱落に係る規定

○ 建築基準法では、天井について、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないよう
にしなければならない旨規定 【建築基準法施行令第３９条】

■ 建築基準法に基づく天井脱落対策の規制強化

○ 天井脱落対策に係る基準を定め、建築基準法に基づき、新築建築物等への適合を義務付け

対象 ： ６ｍ超の高さにある200㎡超の吊り天井
基準 ： 吊りボルト等を増やす、接合金物の強度を上げるなど

※ 建築基準法施行令等は平成２５年７月１２日公布、関連告示は平成２５年８月５日公布 （平成２６年４月１日施行）

※ 平成２８年度に新たな仕様を告示に位置づけ（平成２８年５月３１日公布、平成２８年６月１日施行）

※ 今後も汎用性の高い設計法が開発された場合等には告示への位置付けを検討

■ 既存建築物への対応（案）

○ ネットやワイヤの設置の基準について、増改築時に適用できる基準として位置付け

○ 防災拠点施設など特に早急に改善すべき建築物＊について改修を行政指導
＊ ア．災害応急対策の実施拠点となる庁舎、避難場所に指定されている体育館等の防災拠点施設

イ．固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

○ 定期報告制度の活用による状況把握

○ 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金の活用による改修費用への支援
（天井のみの耐震改修を交付対象に追加【平成25年度当初予算】）

建築物における天井脱落対策の全体像
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天井脱落対策に係る基準

従来の仕様
基準（仕様ルート１）

※平成２６年４月１日施行

基準（仕様ルート２）
※平成２８年６月１日施行

クリップ、
ハンガー等の
接合金物

引っ掛け式等で
地震時に滑ったり
外れたりするおそれ

ねじ留め等により緊結

吊りボルト、
斜め部材等の
配置

設計により様々

密に配置
・吊りボルト： １本／㎡
・強化した斜め部材：

基準に従って算定される組数

密に配置
・吊りボルト： １本／㎡
・斜め部材 ： 設けない

吊り長さ 設計により様々 ３ｍ以下で、概ね均一
原則、１．５ｍ以下
（吊り材の共振を有効に防止する
補剛材等を設けた場合、３ｍ以下）

設計用地震力
（水平方向）

実態上、１Ｇ程度 最大２．２Ｇ
最大３．０Ｇ
（天井面の端部と周囲の壁等との
間に生じる衝撃力を考慮）

クリアランス
実態上、明確に
設けられていない

原則、６ｃｍ以上 隙間なし

斜め部材
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CLTを用いた建築物について

ＣＬＴ（Cross Laminated Timber 直交集成板）

欧州でのＣＬＴを用いた建築物

欧州での建築例

○ラミナ（板材）を繊維方向が直交するように積層接着した集成パネル。
（日本ではスギをラミナに用いることを想定）

パネル同士をボルトや金物で接合して組み建てる。

CLTパネル

○スウェーデン、イギリス、フランス等の地震の少ない地域を中心に、
CLTを用いた建築物が建設されている。

Ｌ型金物

平型金物 引きボルト

ＣＬＴを用いた構法の接合部
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ＣＬＴを用いた建築物の一般的な設計法の策定

○ 平成２７年度までは、建築基準法において

CLTの強度や一般的な設計法が定められて

いないため、建築物本体にCLTを用いる場合

には、

個々の建築物に応じた実験データ等に基づ

き、精緻な構造計算を行い、国土交通大臣の

認定を受けること（建築基準法第20条） 等

により、建設を可能としてきた。

○ 平成２８年５月１７日現在、上記により、１４

棟が竣工。
＊ １３棟の内訳 高知県大豊町の共同住宅（１棟）

福島県湯川村の共同住宅（２棟）
岡山県真庭市の共同住宅（３棟）
北海道北見市の研修施設（１棟）
長崎県佐世保市のホテル（６棟）
高知県四万十町の研修施設（１棟）

○ 平成２８年５月１７日現在、上記により、２棟

が建設中。
＊ ２棟の内訳 高知県高知市の自治会館（１棟）

奈良県奈良市の福祉施設（１棟）
＊ 国土交通省、林野庁において支援

JAS規格を踏まえた一般的な設計法の策定

・ ＣＬＴ材料の品質及び強度の基準（平成28年3月31日）

・ ＣＬＴ部材等の燃えしろ設計（平成28年3月31日）

・ ＣＬＴを用いた建築物の一般設計法（平成28年４月１日）

⇒より幅広く、かつ円滑に採用可能に

○ JAS規格（平成２５年１２月）に定められたCLTの規格（構成、寸法、

接着剤等を規定）に基づき製造されたCLTに関して、平成２７年度まで

に、下記に関する実験等を実施

・ 構造計算に必要なCLTの強度（せん断、圧

縮等）に係る実験

・ 地震時に建築物の各部分に作用する力に

係る実験

【構造基準】

【防火基準】

・ CLTを「現し(木材を露出した状態でそのまま使うこと）」で使用する場合の
耐火性能に係る実験

ＣＬＴを利用した建築物の実大振動台実験

平成２７年度まで 設計法の策定

○ 建築基準法に基づくＣＬＴの強度、一般的な設計法に関する告示を

公布・施行。
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(参考) 一般的な設計法の策定による効果

平成２７年度まで 設計法策定後

【構造計算】

○ 個別の建築物ごとに大臣認定を受けて

建設。

【材料】

○ 材料の実態に応じた強度を定め、適切な強度で使用可能

（スギの試験結果をもとに、他の樹種も含めＪＡＳ材として一

般的に使用されるＣＬＴに対応）

【構造計算】

○ 大臣認定を受けずに建設可能。

【材料】

○ 材料の実態に応じた強度は未設定。

○ 個別の大臣認定の中で十分な安全率を見

込んで強度を設定。

※ 高さ・階数の上限は設けない。

※ 現在、開発されているＣＬＴパネルや接合方法、通常の住宅等の平面計画を前

提にした場合、地震力を考慮すると５～７階程度となる。

【防火関係（事務所、共同住宅等）】

○ ３階まで 準耐火構造
⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能

○ ４階 １時間耐火構造
⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能

○ ５階以上 ２時間耐火構造※

⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能

※最上階から４階分は１時間耐火構造で良い。 ※最上階から４階分は１時間耐火構造で良い。

【防火関係（事務所、共同住宅等）】

○ ３階まで 準耐火構造
⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能
⇒ 燃えしろ設計により、現し（防火被覆なし）で建設可能

○ ４階 １時間耐火構造
⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能

○ ５階以上 ２時間耐火構造※

⇒ 原則、石膏ボード等の防火被覆を行うことで建設可能
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Ⅱ防火基準関係

１．耐火性能検証における裏面温度 （令第108条の３）

２．屋根の燃え抜けを許容する建築物の用途・構造 （令第109条の6、令第136条の2の2）

３．防火上主要な間仕切壁の代替措置となる強化天井 （令第112条、令第114条）

４．避難関係規定における別建築物扱い （令第117条、令第129条の２、令第137条の14）

５．特別避難階段の付室、非常用EVの乗降ロビーの排煙方法 （令第123条・令第129条の13の３）

６．非常用進入口を外壁に設けない場合の取扱い （令第126条の６）

７．木造建築物を対象とした避難安全検証 （令第129条、令第129条の２）

８．屋上広場・人工地盤を介した避難における直通階段 （令第129条の２）



○ 耐火性能検証法の遮熱性の判断基準は、

非加熱面側の温度が可燃物燃焼温度

（最高200℃、平均160℃）以下であること

としている。

改正前
○ 非加熱面側の温度の上限値については、隣室の構造が

告示で定める延焼防止の措置（内装仕上げの不燃化や

可燃物の設置禁止等）を講じている場合、現行の可燃物

燃焼温度より高い温度を設定できることとする。

※延焼防止措置と温度の上限を個別の大臣認定の計画で

決定できるルールを告示（H28国交告第692号）で規定。

（ルートＢの場合は従来どおりの可燃物燃焼温度を上限

とする。）

改正内容

１．耐火性能検証における裏面温度

可燃物燃焼温度
（最高200℃、平均160℃）

非加熱面に接する可燃物が燃焼するおそれのある
温度（200℃）を、非加熱面側の温度の上限とする

非加熱面側の室内の可燃物が燃焼するおそれのある
温度を、非加熱面側の上限とする

木製本棚などの燃えやすい
家具を想定

壁紙などの燃えやすい
内装を想定

熱 熱

個別の計画に応じた温度
（大臣認定の計画の中で規定）

（最高200℃よりも高い温度が設定可能）

個別の計画に応じた延焼防止措置
（大臣認定の計画の中で規定）
・内装仕上げの不燃化
・可燃物の設置禁止 等

令第108条の３関係

改正後
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現行 改正後

用途 不燃物品の倉庫、スポーツ練習場等 観覧場（スタジアム）、アトリウム

構造

屋根以外の主要構造部：準不燃材料で造る
屋内の客席：固定席とし、難燃材料で造る※
主要構造部以外の壁等：室内に面する部分の仕上げを難燃材料

屋根の燃え抜け

可燃物が極めて
少ないため、すぐ
に燃え尽きる

火の粉

屋根以外の主要構造部：準不燃材料で造る

テフロン等を用いた
透過性の高い屋根火の粉

屋根の燃え抜け

難燃材料のため、
局所火災で収まる

２．屋根の燃え抜けを許容する建築物の用途・構造

○ 防火地域・準防火地域・22条区域における建築物
の屋根は、飛び火による受害への配慮から、不燃
材料でふくことが求められる。

○ただし、不燃物品の倉庫など、火の粉が屋内に到
達したとしても、建築物全体の火災に発展しない
用途の場合、テフロン素材など燃え抜ける材料を
屋根として使用することが可能。

改正前

○ 不燃物品の倉庫と同様の考え方により、建築物内
部の構造を不燃性の高いものにするなどの措置に
より、他の用途についても左記の例外規定の適用
を可能とすることとする。

→告示（H28国交告第693号）で定める用途及び構造
方法とすれば、不燃物品の倉庫と同様に屋根の燃
え抜けを許容

改正内容

※アトリウムの場合は、通路の用に供するため、可燃物品が設置されないものと想定。

令第109条の6、令第136条の2の2関係

改正後
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○天井裏を介した延焼を防止するため、防火上主要

な間仕切壁を天井裏等まで設ける防火対策が必

要。

（参考）

スプリンクラーを設けた場合や小規模で避難が極めて容易な構造の場合

には、火災警報器の設置など、設備も含む簡易な対策で間仕切壁の防火

対策を不要とした。（平成26年7月）

改正前

○ 天井の強化により、火炎の天井裏への侵入を防

止できる構造とした場合、間仕切壁を天井裏等ま

で設けなくてもよいものとする。

【強化天井】

➀告示（H28国交告第694号）で規定する強化石膏

ボード２枚張り以上（総厚36mm以上）の天井

➁個別に大臣認定を受けた仕様の天井

改正後

改正内容

天井裏等に侵入した火炎を壁で遮断 天井裏等への火炎の侵入を遮断

３．防火上主要な間仕切壁の代替措置となる強化天井
令第112条、令第114条関係
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○開口部のない耐火構造の床又は壁で区
画されている場合に限り、廊下等の規定
（令第５章第２節）や、避難安全検証（令第５章の

２の２）の適用範囲について、別の建築物
とみなす。

○ 開口部のない床・壁と同等の構造方法として、「火災時におい
て相互に火熱又は煙・ガスによる防火上有害な影響を及ぼさな
い」ものとして、告示（H28国交告第695号）で規定する渡り廊下
で２以上の部分が区画されている場合に、それぞれを別の建築
物とみなす。

改正内容

４．避難関係規定における別建築物扱い

改正前

開口部のない耐火
構造の壁（又は床）

渡り廊下被区画部分
Ａ

離隔距離の確保

・通行の用のみに供する
・主要構造部が耐火構造
・内装不燃化
・貫通部の処理

・特定防火設備

渡り廊下

・区画開口部から一定の範囲に
避難経路を設けない

【告示で定める内容】

〈断面図〉 〈平面図〉

×

行き来ができない

・外壁の開口部に防火設備

令第117条、令第129条の２、令第137条の14関係

改正後
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○ 「特別避難階段の付室」及び「非常用
エレベーターの乗降ロビー」においては、
避難上・消防活動上の重要な拠点とな
ることから、排煙窓又は排煙設備の設
置が求められている。

改正前
○ 階段室や昇降路を加圧することにより、間接的に付室・乗

降ロビーの圧力も高めることで、通路からの煙の侵入を防
ぐこととする「加圧防排煙方式」を実現可能とする。

○ 現行政令上は「付室」「乗降ロビー」そのものに設置する排
煙設備のみが規定されているため、「付室・階段室」「乗降
ロビー・昇降路」を対象とした排煙措置を可能とする。

○従来、告示（S44建告第1728号、S45建告第1833号）で規定
していた排煙設備の仕様は、すべてH28国交告第696号、
第697号で同様に規定する。

改正内容

５．特別避難階段の付室、非常用EVの乗降ロビーの排煙方法

付室付室

排煙窓排煙窓

排煙設備排煙設備

自然排煙自然排煙

排煙機排煙機

押出排煙押出排煙

加圧防排煙

（付室加圧）

加圧防排煙

（付室加圧）

階段室

・付室

階段室

・付室

付室を介した
階段室への

煙の流入を防止

付室を介した
階段室への

煙の流入を防止

排煙窓排煙窓

自然排煙自然排煙

排煙機排煙機

押出排煙押出排煙

加圧防排煙
（付室加圧）
加圧防排煙
（付室加圧）

加圧防排煙
（階段室加圧）※

加圧防排煙
（階段室加圧）※

※非常用エレベーターの場合、付室を
乗降ロビー、階段室を昇降路と読み
替えて適用

政令 告示 政令 告示【改正前】 【改正後】

性能規定化

※階段室加圧の告示仕様は、現時点では定めず、平成28年度に検討を行う予定。

大臣認定

令第123条・令第129条の13の３関係

改正後
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６．非常用進入口を外壁に設けない場合の取扱い

【告示で定める内容】

○原則として、外壁には消防隊が進入するための「非常

用の進入口」の設置が求められる。

改正前

○ 外壁において、非常用進入口や代替進入口（窓）の設

置が困難な場合であっても、消防隊が適切に建築物の

内部に進入できる経路が確保できる構造を有する計画

であれば、進入口の設置を不要とする。

○具体の仕様は告示（H28国交告第786号）で定める。

改正内容

人工地盤のスロープ

（避難経路を確保）

外壁側には、館内施設（売店、VIP

ルーム等）を設置

外壁に非常用進入口を設置することが困難な例
（スタジアム）

屋根までの
吹抜き

40m以上
（消防車両が転回するために十分な距離）

幅員・高さ4m以上の通路

壁を有しないなど
高い開放性

吹抜きその他の一定規模以上の空間
高い開放性を

有する通路（客席）
高い開放性を

有する通路（客席）

令第126条の６関係

改正後
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避難安全検証の適用対象は、主要構造部が準耐
火構造か不燃材料でつくられているもの、特定避難
時間倒壊等防止建築物に限定されている。

○ 左記の他、一定の要件を満たす裸木造の場合に
も、避難安全検証（個別の状況に応じた検証が必要
であり、ルートＣの場合に限る。）の対象とする。

＜避難安全検証の前提条件＞
・避難経路が火災時に構造的に使用できること。
・火災時に早期に延焼せず、延焼や火災性状の把握が容易。

改正内容

令第129条、令第129条の２関係

７．木造建築物を対象とした避難安全検証

令第129条の２関係

８．屋上広場・人工地盤を介した避難における直通階段

全館避難安全性能を有する場合でも、避難階段
は避難階又は地上まで直通するものとすることが
必要。

改正前

避難安全検証を行う場合にあっては、屋上広場等を
介した避難経路であっても、直通階段とみなすことが
できる読み替え規定を置くこととする（ルートＢ、ルー
トＣいずれの場合も可能）。

避難経路
(1) 屋内階段Ａで屋上広場・人工地盤へ →
(2) 屋上広場・人工地盤の上を移動 →
(3) 屋外階段Ｂで地上に出る

（15階以上の場合に設置が義務付けられる特別避難
階段については、もともと「屋外階段」の概念がな
いため、屋上広場を介した避難経路は許容しない
ものとする。）

改正内容

屋内避難階段
（階段Ａ）

屋外避難階段
（階段Ｂ ）

屋上広場・
人工地盤

改正後

改正後改正前
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Ⅲ その他

１．型式適合認定の合理化（136条の2の1関係）

２．エスカレーターの脱落防止対策（告示）



型式適合認定制度の運用合理化①

■施行令136条の2の11の改正について
建築設備の商品開発や更新が頻繁にある実態を踏まえ、型式適合認定において「建築設備に係る規定を除いた一連の
規定」を創設。

改正前

・設備抜き型式については一連の規定から除かれている建築設備が設置されることを想定して前提条件を設定し、
審査する。（荷重の最も不利な条件、昇降機の戸などの竪穴区画の条件を考慮）
・上記の前提条件を型式適合認定書に適用範囲として記載する。

【型式適合認定】

計画された建築設備が型式適合認定の適用範囲内か否かを審査するため、確認申請時に建築設備の荷重等を
明示した書類の提出が必要。
【製造者認証】

型式適合認定の適用範囲内に建築設備を設置することについて認証型式部材等製造者に型式適合義務が課せ
られるため、確認申請時に建築設備の荷重等を明示した書類の提出は不要。

＜認定申請時の運用＞

＜建築確認申請時の運用＞

構造関係＋防火関係
＋設備関係＋一般構造関係

一連の規定

改正後

構造関係＋防火関係
＋設備関係＋一般構造関係

一連の規定

構造関係＋防火関係
＋一般構造関係

一連の規定（設備抜き）

型式適合認定においてあらかじめ想定した荷重等の範囲内で、自由に建築設備を採用することができる。
（例えば、昇降機については、メーカーや昇降機の製造者認証に縛られることなく採用することができる。）

＜可能になる運用の事例＞
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型式適合認定制度の運用合理化②

■大臣認定品の包括的な運用について（運用改善）
従来は、型式適合認定で使用できる大臣認定品の大臣認定番号を型式適合認定書に限定列挙し、記載していたが、

今後は型式部材等で用いる一部の大臣認定品（下表）については、「法第68条の25の規定に基づき大臣認定を取得した
もの（法第○条関連）」として包括的に記載することを可能とする。

包括的に記載することを可能とする大臣認定

大臣認定の認定区分 対象条文

不燃材料

不燃材料 法第2条第9号関連

準不燃材料 令第1条第5号関連

難燃材料 令第1条第6号関連

防火設備

防火区画の特定防火設備 令第112条第1項関連

耐火建築物等の外壁の開口部の防火設備 法第2条第9号の2ロ関連

防火地域等の外壁の開口部の防火設備 法第64条関連

ホルムアル
デヒド発散
材料

規制対象外のホルムアルデヒド発散材料 令第20条の7第4項関連

第３種ホルムアルデヒド発散材料 令第20条の7第3項関連

第２種ホルムアルデヒド発散材料 令第20条の7第2項関連

上記の大臣認定の認定区分に係る大臣認定品で型式適合認定の認定時に審査された範囲内のものについて
は、型式適合認定の取得後に新たに大臣認定を受けた大臣認定品も採用することができる。

＜可能になる運用の事例＞
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東日本大震災での
エスカレーター
落下被害状況

（１）十分な隙間及びかかり代長さを確保する。

（２）十分な隙間を確保できない場合、衝突時に
トラス等が安全上支障となる変形が生じない
ことを確認※し、かかり代長さを確保する

（２）衝突時におけるトラス等の一定の検証方法（トラス等強度検証法）の策定 ※1.(2)に対応

〇実大実験等の結果が得られている仕様のトラス等については、エスカレーターと建築物のはり等が衝突してもトラス等に
安全上支障となる変形が生じないことを、個別の実験によらない一定の検証方法により確かめられることとする。

（１）かかり代長さの緩和（20mm） ※1.(1)に対応

〇トラス等が圧縮により長辺方向に変形しても、20mm以下の変形であれば元の長さに復元することが確かめられたため、
エスカレーターが建築物のはり等に衝突する場合の必要なかかり代長さについて緩和（20mm）を行う。

①隙間が足りない場合
建築物のはり等と衝突

エスカレーターの脱落防止措置に係る告示改正について（Ｈ25年告示第1046号）

東日本大震災において、エスカレーター脱落の事案が多数発生

⇒エスカレーターの脱落防止措置を定めた告示を策定 (平成26年4月施行）

１．従来の告示の概要

２．改正の概要

〈脱落防止措置（(1)又は(2)に適合)〉

エスカレーターの実大実験等から得られた知見により、以下の緩和を行うこととする（平成28年8月施行）

②

①
②衝突により変形し、

自立できない場合等は脱落

※(２)の確認とは、実大試験体を用いた「実験」に

よる確認を求めている（所有者の経済的負担大） ｴｽｶﾚｰﾀｰ
ﾄﾗｽ等

支持ｱﾝｸﾞﾙ材

隙間

かかり代長さ

建築物のはり等
⇒ 簡易な構造計算による確認方法が必要

〇建築物のはり等についても検証を必要とするが、既存部分の建築物のはり等で一定条件を満たす場合は省略可能とする。
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