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性能を犠牲にすることなく、革新を促進するために： 

直面した課題、学んだ教訓、今後の展望 

 

Brian J. Meacham  

Worcester Polytechnic Institute  

 

概要 

建築物の設計と規制への性能指向のアプローチを、革新的な構法や材料を使用しやすくし、さら

に優れた、安全な、環境にやさしい、費用効率の高い建築物を作り出すための究極的な方法であ

るとして、歓迎する者がいる。その一方で、性能指向のアプローチは、結局、建築物の性能のレ

ベルを全体的に下げるだけに過ぎないと主張する者もいる。それは、コスト削減を目指して重要

な安全特性を取り除いたり削減したりすることや、意図せぬ結果を招きかねない未証明の技術を

促進することで生じると主張するのである。また、性能指向の設計に妥当性を与えるのに用いら

れる解析は、十分な訓練を受けていないエンジニアが、承認されていないコンピュータプログラ

ムを使って作成した「特殊効果」の視覚化に過ぎないと主張する。二極化するどの論争にもみら

れるように、それぞれの見解には実際の根拠があり、相反する主張を裏付ける事例を見つけるこ

とができる。だが、建築環境全体としてとらえると、実際の状況はおそらく双方の見解の中間の

どこかにある。ほとんどの開発者、設計者、エンジニア、当局は、優れた性能の建築物を作ろう

と協力して取り組んでおり、革新的な材料や構法を適用する際には適切な注意を払っている。 

加えて、性能指向のアプローチに関係があるとして強調されるいくつかの種類の問題は、高度な

仕様的システムにおいても見つかりうるのである。性能指向であれ仕様指向であれ、建築規制・

設計業界は共通の課題に直面しているのである。その課題は、革新的な材料、システムおよび構

法の試験と承認、コンピュータによる解析や設計ツールの妥当性確認と検証、設計や建築物をレ

ビューし承認するための費用効率の高い適切な方法に関する問題である。カギを握るのは、意図

する性能をセクター全体で達成するためには、個々の部分がみな協調して作用しなければならな

い統一された総体的なまとまりとして規制制度を考えることである。さらに、あらゆる職能レベ

ルの専門家が、自らの取組に対して、倫理、説明責任、職務責任を高い水準で維持しなければな

らない。必要であれば、規制制度を変更し、「水準を上げる」とともに職務責任と説明責任の所

在をもっと明確に定義しなければならない。 

 

キーワード 

性能指向、設計、規制、革新、説明責任 

 

はじめに 

1990年代、性能指向の建築規制と、工学解析と設計への性能指向のアプローチが広く導入された。

性能指向への変更を牽引したものは、国によってさまざまであり、規制にかかわる負担を減らそ

うとする願い、（政府、市場と消費者にかかる）コストの削減の願い、建材・システムと解析ツ

ール・手法での革新を促進しようとする願い（これは、部分的には、コンピュータ技術の向上と

計算モデリング能力の向上によって牽引された）から、 終的には、より優れた性能の建築物の
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――新築、既存建築物の両方での――促進まで多岐にわたる。2000年代初頭には、新たに、数々

の問題、重圧、脅威が現れた。これに対して、性能指向のアプローチは、人口変動への対応、気

候変動による影響への対応、資源の枯渇への対応、極端な事象や世界的な経済問題への対応など、

さらなる機会を提示した（Meacham et al., 2005）。 

 

性能指向のアプローチへの変更によって、すべての問題が解決し、移行は円滑に進み、仕様的シ

ステムにみられる認識上と現実の欠点がすべて解消するであろう、という幻想を抱く者は、ほと

んどいなかったが、その一方で、楽観的な見方が非常に多かった。特に、建築物の防火設計、地

震工学などいくつかの規制分野においてはそうであった。こうした分野では、仕様規定と、標準

の材料、試験法、ツール、解析方法の使用の限定は、建築物の安全設計への多大なコストにつな

がるという認識があり、もたらされる恩恵が実感されていなかった（例 Beck, 1997; Law, 1991; 

Hamburger et al., 1995; Meacham, 1998; ATC58, 2003）。同時に、火災・地震の解析と設計（お

よび、エネルギー効率、防音などその他の分野）のためのコンピュータによるモデリング、材料

（繊維強化ポリマー[FRP]、高強度コンクリート、集成材など）、性能指向の設計指針（例 SFPE, 

1997; IFEG, 2005; ATC58, 2005）は進歩しつつあった。その結果、工学分野の人々の多くは、性

能指向の建築規則がもたらす柔軟性を利用するようになり、多岐にわたる革新的な建築設計が実

現したのである。 

 

だが、規制制度の変更が、同時に、革新的な設計のレビューや承認を担当する者に重圧となった

国もあった。それは、多くのケースでは、設計エンジニアに匹敵するレベルの知識や教育がない

ことによるものであった。明確な仕様的判定基準がなく、また多くのケースでは、明確かつ定量

的な性能の測定基準もないため、包括的なレビューを実施することが難しくなった規制区域（国

や自治体）もあった。技術的な能力が備わっている場合でさえ、性能指向システムでの柔軟性は、

「認めうる」性能とその評価法に関して広範な解釈をもたらす結果となった。たとえば火災安全

工学の場合には、設計火災荷重、性能基準、検証方法の明確な規定がないことで、どの設計レビ

ューも交渉と解釈の対象となる可能性が生じ、それゆえ、達成される性能レベルの理解にも影響

を及ぼすことになった。この種の状況は、建築物の建設段階でもみられた。建設段階で、代替的

な手法を使用する際に、望ましい性能を満たすことの証明が提示されるとは限らなかった。 

 

終的な結果は、性能指向システムのもとで設計、建設される建築物の大多数は申し分なく機能

すると見込まれるものの、次のような懸念が一部に生じることとなった。それは、こうした建築

物のなかには健康と安全面での性能に欠けるものがあること、多くの人々が危険にさらされる可

能性があること、そして仕様的システムであれば状況はもっと良かったであろうということであ

る。現実には、仕様的システムにもとづいて建設されても性能指向システムにもとづいて建設さ

れても、望まれる性能を果たす建築物と、そうでない建築物とがあり、今後もそうである続ける

であろう。「良い」性能と「悪い」性能を決める要因は、必ずしもコード、設計手法、使用され

る材料の機能ではなく、目標とする性能を達成するために規制制度が全体としてどのように機能

するかであり、また、革新的な手法や材料に伴うリスクに対して制度内でどのように対処するか

なのである。 
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性能に関する課題と対応 

 

性能と、利害関係者の期待 

 

1994年に米国カリフォルニア州のノースリッジ地震が起きたとき、新建築物の多くはコードが義

務付ける「生命の安全」性能レベル（すなわち、構造は、建築物内にいる人々が安全に逃げ出す

ことができるまで、大きなダメージに耐えることができるレベル）に従って建設されていた。地

震の後、耐震工学者の一般的な見解は、現行のコードに従って設計された建築物は意図したとお

りの性能を発揮し、それによって、地震による死者は58名と比較的低くなったというものであっ

た（米国国立標準技術研究所NIST, 1994）。だが、58名の死者に加え、推定1,500名の負傷者が病

院に入院し、その他に、16,000名が病院で手当てを受けた。さらに、地震でその後ずっと自宅に

住めなくなった人の数は推定85,000から125,000名であった。当時の推定被害額は約200億米ドル

に上り、当時、米国史上、 大被害額の自然災害となった。建築物の性能について、耐震工学者

は許容できるものであったと考えたが、国民――自分たちの家や事業所を失った人々――にとっ

ては、なぜコードに適合した建築物が震災後に使用できなくなったのか理解できなかった。この

事例では、 低性能水準としてコードが定めたレベルは、 低性能水準として国民が期待するレ

ベルではなかったのである。1995年の阪神淡路大震災とともに、ノースリッジ地震を契機に、性

能指向の耐震工学アプローチを開発するための一連のイニシアティブが開始され、国民と利害関

係者が想定するリスクおよび期待する性能をさらに明確に特定し定量化できるようにすること、

そしてその想定と期待を満たす建築物を作り出すことができることが目指された（例 Hamburger 

et al., 1995; Whittaker et al, 2002）。 

 

同様の結果がさまざまな種類の災害でみられた。ハリケーン・アンドリュー(フロリダ州で戸建て

住宅に多大な被害が及んだ)、ハリケーン・カトリーナ（洪水による建築物の被害が著しかった）、

ニューヨークの世界貿易センター第１、第２、第７ビルの崩壊、ロードアイランド州で発生した

ナイトクラブ「ステーション」の火災である。各事例について次のように論じることができるで

あろう。期待される性能は、規制の観点からは満たされていたが、国民の視点では満たされてい

なかった。発生が見込まれるこうした事象――とりわけ、確率は低いが、及ぼす潜在的な影響が

極めて大きい事象――に対して達成すべき性能レベルを設定するのは難しい場合がある。ハリケ

ーン災害の場合は、気候変動指標を考慮したうえで、確率が高まり影響が増すと見込まれるかど

うかも当然問われるであろう。そうであれば、リスクを明示した性能指向の枠組みの外では、い

ったいどのように性能目標を設定するのであろうか。テロリストの攻撃によって起きた世界貿易

センター第１、第２ビルの崩壊についても、同じことが言えるであろう。 

 

しかし、世界貿易センター第７ビルの場合は（NIST, 2008）、オランダのデルフト工科大学建築

学科校舎の火災および部分倒壊と同様に（Meacham et al., 2009）、状況が異なっていた。この鉄

筋コンクリート造の建築物はこうした建築物で想定しうる通常の火災荷重によって――テロや他

の事象によって起きたのではなく――、全壊や部分壊を被った点で異なる。このような災害は、

どのような類の火災シナリオや設計基準火災を解析に使うべきなのか、そして「通常」の事象に

対して期待される性能は何かという疑問を投げかける。倒壊の可能性は、財産の保護に関する要
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件を含まないどの建築コードでも合理的に想定しているが、その想定は実際に国民が期待してい

るものであるか。違うのであれば、コードや設計法に及ぼす影響は何であろうか。ナイトクラブ

「ステーション」の火災も次の点で似ている。この災害は、工学的設計が直接の原因ではなかっ

た――むしろ、建築物内に取り付けられた未承認の材料と、コード執行官が潜在的な危険性を見

落としたことによるものであった――が、どんな条件下ではどんな性能が期待されるのか、そし

て、許容できる性能レベルの達成を立証するのに、どんな工学解析を用いるべきなのかという疑

問を投げかける。 

 

産業界の備えを上回るペースで進む技術革新 

 

性能アプローチの利用が増加することでの課題のひとつは、産業界の一部のセクターは他のセク

ターよりも早く移行できる状態にあるかもしれないということである。足並みの乱れによって、

意図しない影響が生じかねない。適切な統制とフィードバックの仕組みがなければ、数々の問題

に解決策が追いつかない可能性がある。規制者（IRCC, 1998）とその他の者 （Brannigan, 1996）

によって懸念事項として強調されはするが、どこに課題が生じうるかを事前に理解するのは必ず

しも容易ではない。産業界の備えを上回るペースで進む技術革新に関してよく知られる事例を、

ニュージーランドの建築物での水分浸透にかかわる問題に関する経験のなかに見出すことができ

る。（例 May, 2003; Ministry of Economic Development, 2003）。この問題を特徴づけるのは、

建築物――ときには、適切な雨押えが付いていない窓の開口部周囲――から浸透する水分であり、

かびや白かびや腐朽を招き、さらに深刻なケースを引き起こすこともある。政府の調査が開始さ

れ（Hunn Reports, 2003）、何千もの住宅と、数多くの集合住宅が被害を受けたことが分かった。 

 

残念なことに、同様の問題は以前にもカナダのバンクーバー、米国南東部の一部などで起きてい

た（例 Meeks, 1996）。このなかには、湿気のある環境では十分に機能しなかった難燃合板に

かかわる事項によって起きた問題もあった。個々の事例には共通の特性がみられたが、違いもあ

った。ひとつは、規制制度の違いであり、カナダと米国は仕様的システムであったのに対し、ニ

ュージーランドは性能指向システムであった。欠陥は、必ずしも規制制度の種類によって生じる

のではなく、むしろ、制度のさまざまな部分がどのように働くか働かないかという機能に起因す

るのである。制度全体の課題をさらに詳細に探るため、ニュージーランドの経験を重点的に検討

することとする。 

 

ニュージーランドでは 1992 年に、国レベルの性能指向の建築規則が導入された。全国建築コー

ド（national Building Code）によって、国中で建築同意に関する一貫性が向上し、さらに多種多

様な設計と材料が使用されるようになった。ときにはさらに費用効率の高い解に結びつく優れた

技術革新がみられた。一方残念ながらときには、設計の不十分な厳密さ、使用される証拠ベース、

適用される建築手法や、効果的な監督の欠如が、コードの期待性能に適合しない建築物を生む結

果となった。この要因となったのは、コードの結果要件が――コードの結果要件はしばしば定性

的であり具体性に欠け代替解を安易に開発可能であった――専門家の解釈に大いに依存していた

ことであった。依存を可能にしたのは主に「製造者宣言（producer statements）」であった。製

造者宣言は 1991 年建築法にもとづく宣言であり、宣言に明記した工事がコードに従って実施さ
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れるまたは実施されたことの証明として地域自治体が受理できるものである。製造者宣言に依存

することで、代替解が、コードへの適合を確保するのに必要な地域自治体による精査を受けない

結果を招いた。 

 

特定の一連の代替解によって、外装材を表面に取り付けた（face-fixed claddings）木骨造の建築

物（特に住宅とアパート）の欠陥が多く発生した。このような外装に耐候性がないと証明された

時には、乾燥した状況での使用を意図した骨組み用未処理木材は、ぬれて腐り始めていた。また、

未熟な施工技術と経費を削減した工事も、いわゆる「建築物の水漏れ危機（leaky building crisis）」

の一因となった。火災工学の代替解も懸念事項になった。設計がコードに適合しているかどうか

を判断するためのこの分野での特定の専門知識をもつ地域自治体はほとんどなかったからである。

こうした問題のいくつかは設計・建設プロセスのさまざまな関係者の間の調整がないために発生

したのは明らかである。この課題は実務者免許制度において取り組まれつつある。だが建築コー

ド適合文書が構成されている方法は、業界をひとつにまとめる助けにはならない。適合文書は、

構造、火災、換気など建築機能別の解を提供するもので、「建築物全体」のアプローチではない。

このことは、建築物が複雑なシステムであり、多くの機能が統合されているという理解を促すも

のではない。 

 

いくつかの不備に対処すべく、2004 年建築法によって追加の規制が導入された。2004 年建築法

には次の特徴がある。中央の規制機関として建築産業局に代わって建築住宅庁が設立され、直接、

大臣に説明責任を課すこと、コードではなく建築同意にもとづく建築工事の適合および 後のコ

ード適合証明書の交付、地域自治体は、資格を有する職員が運用する適切な手順と設備を持って

いることを証明し、建築同意当局として登録しなければならないという要件、特定の建築工事は、

免許を取得した建築実務者が実施または監督しなければならないという要件、そして主要な建築

物に対する代替の火災工学解を、ニュージーランド消防局に助言を求めて、提出しなければなら

ないという要件である。 

 

2004 年建築法（Building Act）は、コードを変更しなかった。だが、建築住宅庁に対して、コー

ドをレビューし 2004 年建築法の諸要件を満たしているかどうかを検討するとともに、性能規準

に関する明確な指針を示すよう詳細な記述で義務付けた。適合文書も、性能指向の規則によって

導入された事項に対応して、変化すべきである。性能指向の建築コードの実施に伴いこれまでに

直面した課題によって、建築規制制度全体を考慮する必要性が浮き彫りになった。次の事項が含

まれる。 

 

・ セクターの適格性（設計者、ビルダー、建築主事）。性能指向の体制では、複雑な技術的決定

を下す必要があり、特に、建築同意承認が検討される時点ではそうである。 

・ 教育。性能指向システムの導入時に教育セミナーが実施されたにもかかわらず、17年経って

もまだ、セクターには、性能指向システムがどのように運用されるのか理解していない人が

多いことは明らかである。 
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・ 賠償責任体制。ニュージーランドで運用される「連帯」賠償責任体制の結果、地域自治体は

補修のためにしばしば高い費用を支払わなければならなくなった。その結果、新たな工事を

同意する際に「リスク回避」の姿勢を見せる者もあらわれ、「代替解」の承認を得るのが難し

くなることが多くなった。 

・ 技術的要件の複雑さとアクセス性。多くの要件は、適合文書のなかで言及される規格文書に

記載されている。これによって、常に一貫性があるとは限らない文書の間に相関的な結びつ

きが生まれる場合がある。 

 

コンピューターによる解析の反倫理的な使用 

 

ときに現行の制度は非常に強固で、監督とフィードバックが高度になされている。それでも、数

人の反倫理的な行動が重大な問題を引き起こすことがある。2005年、日本は、姉歯という下請け

建築士による構造計算書の偽造によって、地震の被害を受けやすい建築物が多数明らかになる事

態に直面した（Yasukawa, 2005; Hata, 2006）。同氏は、市場での自らの魅力を高めるため、競

争相手よりも低価格で建築物を作っていた。意図したように、クライエントは同氏をコスト管理

のエキスパートであるとみなすようになった。だが、効率化や革新的な材料・設計・構造方法の

活用などの方法によってコストを抑えるのではなく、構造計算書を偽造し、必要な量の建材を不

適切に減らすことでコストを削減したのである。 

 

2005年10月、指定確認検査機関がこの状況に 初に気付いた。再検査中に、設計計算書に一貫性

がないことを発見したのである。国土交通省にその旨が報告され、同省は、この問題が事実であ

ることを確認し、地方自治体に対してもっと広範囲で調査するよう指示した。 初の調査中に、

約700物件の建築設計図書の再検査で、100件強の偽装が発見された。姉歯が構造計算書を偽造し

それに伴い建材を減らしたことに、元請建築士（建築物の設計に対して主たる法的責任を負って

いた者）、行政機関の建築主事や民間機関の確認検査員（法令適合確認のため提出された設計図書

を審査した者）、現場のビルダー、建設業者が、10年間にわたり見抜けなかった。発覚を難しくし

ていた理由のひとつは、コンピューター・モデルで行った構造計算を同氏が偽造し、そのため、

この計算は詳細に審査を行わなければ見破るのが難しかったのである。同氏が用いた偽造法のひ

とつは、正しい入力値で構造計算を行い、許容されない結果となったもの（計算A）、それから、

間違った入力値で一連の計算を別に行い、許容される結果となったもの（計算B）とを作成し、

初の計算A（正しい入力値）の前半と第二の計算B（安全な計算結果）の後半を組み合わせるとい

うものであった。計算ソフトにはエラーチェック機能がついており、エラーチェックの結果を提

出することが義務付けられていたので、同氏は、さらに策を講じた。エラーチェックの結果を印

刷し、間違った数値の上に正しい数値を貼り付け、エラーメッセージを消去した。この改ざんが

大問題になったのは、不適切な値を壁の剛性などの重要な構造パラメーターに使用していたから

である。その結果、安全でない構造部材が作られ設置された。 終的に、100棟強の建築物が改修

から解体にまで及ぶ偽造の影響を被った。500世帯が、関係ビルダーからの補償を受けられないま

ま、住まいから立ち退かなければならなかった。関係ビルダーはみな倒産してしまったが、民間

の保険システムがなかったからである。 
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姉歯事件のあと、国土交通省と地方自治体は広い範囲にわたる調査を実施した。姉歯が設計した

建築物やクライアントであった特定の開発業者とビルダーが建設した建築物の調査にとどまらず、

全国から集めた数百の建築設計図書のサンプル調査も行った。これに加えて、民間開発業者も、

関与した工事を個々に自社で再検査した。こうした調査の結果、新たな事例がいくつか見つかっ

た。他の設計者たちが不正な計算を行っていたことが判明したのである。だが、どれも姉歯の偽

造ほど深刻で顕著なものではなかった。しかしながら、この事件と、調査による新たな問題の発

覚は、次のことを示している （Meacham, 2009a）。 

 

・ 日本の建築基準は仕様的検証方法と中央集権化した評価システムを盛り込んでおり、使用者

の裁量の余地はほとんど残されていないにもかかわらず、同基準にさえ、建築士、建築主事、

民間建築検査機関による誤解や勝手な解釈が時折見られる。 

・ 建築実務者は、建築技術の急速な進歩についていくのが難しかった。コンピュータ化は敷居

を低くするのに役立つが、その一方で、設計過程の重要部分がブラックボックスに隠れてし

まうリスクを生み出している。 

・ 職業倫理が市場圧力により損なわれる可能性がある。既存の制度は犯罪意図を防ぐようには

作られていなかった。 

 

これを受けて、国土交通省は建築規制制度の大幅な改革を行ってきた。改革の目的は、「構造デー

タの偽造」の再発防止と建築規則への適合強化により、建築物の構造安全性に対する国民の信頼

を回復することにある。この目的のため、建築基準法令における構造安全に関する規定が改正さ

れ、建築確認制度が再構築され、構造計算適合性判定制度の導入が盛り込まれた。加えて、建築

実務者に対する資格認定、監査制度そして罰則規定が強化された。これらの改正は段階的に実施

されてきている。新たに保険／保証金供託制度が、2009 年 10 月に導入され、住宅の売主の瑕疵

担保責任を補填する（Meacham, 2009a）。 

 

予期される状況ともたらされる結果を正確に予測する能力 

 

1980年代にコンピュータ火災影響モデルが導入されて以来、火災安全セクターの各種機関での受

け入れ状況は、積極的に採用される場合もあれば、信用されなかったり使用を避けたりする場合

もあり、さまざまであった。こうした反応は、多くの点で、新しい技術にはめずらしいことでは

ない。すぐに受け入れられる場合もあれば、受け入れまでに数十年かかる場合もあり、さまざま

である。火災影響、材料やシステムの性能、人々の反応や動きを予測するための計算モデルを支

持する者は、自動車や航空機の設計からヒトの人工臓器や義肢の設計まで他分野での計算モデル

の活用を指摘する。だが、モデルがどれだけ優れているかは、土台となる理論、妥当性確認を裏

付けるデータ、利用者の能力次第である。 

 

防火性能を予測するためのコンピューターによるモデルにまつわる課題の一例は、ダルマーノッ

クの火災試験の結果に見られる。2006年7月、スッコットランド、ダルマーノックの高層建築物

で一連の火災試験が実施された。この試験の目的のひとつは、コンピュータ火災影響モデルの事

前予測の評価に使用するため、区画火災に関するデータを収集することであった。ふたつの主要
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な試験は、共同住宅のまったく同じタイプの住戸で実施された。試験１では、火災が制御されず

に広がり、フラッシュオーバー後の状態にまで至るようにした。一方、試験２では、センサーに

よる換気の管理も行った（Abecassis-Empis et al, 2007）。両試験を実施した住戸には、地元の店

で購入した、この種の住居でよく見られるリビング／オフィス用什器が備えつけられた。什器は、

再現性を証明すべく、選ばれ、配置された。この住戸には、現実の火災シナリオから包括的に、

コンピュータ火災影響モデルのアウトプットと互換性のある精度を持った一連のデータを収集す

る目的で、測定機器が完全に装備された。 

 

実際の火災試験に先立って、火災モデルの国際研究が行われた。ラウンドロビン試験による比較

手法を用いて、 先端の火災シミュレーションを評価するためであった（Rein et al., 2009）。合

計７つの ラウンドロビンチームが研究に参加した。各チームは、区画の形・寸法等、燃焼物、発

火源、換気条件に関する共通の詳細情報を使って、個別に、試験シナリオのシミュレーションを

事前に行った。モデルの結果を検討して分かったことは、各予測には、また、予測と実験測定値

の間には、大きなばらつきがあり、大きな相違があるということであった。シミュレーションの

ばらつきは、実験で想定していた誤差や変動幅よりもはるかに大きかった。研究結果は、「ダル

マーノック火災試験のような複雑な火災シナリオには火災の動的モデルの難しさが内在している

ことを強く示すものであり、火災成長（すなわち、発熱速度の推移）の予測精度は総じて乏しい

ことを示している」（Rein et al., 2009）。 

  

性能指向システムの課題への取組 

 

仕様指向の環境において、規制制度の重要な側面のひとつは、一貫性と、極めて基本的かつ困難

な問題である説明責任とを促進するのにどのくらい規制を厳しくするかを決め、その一方で、柔

軟性と革新を促進するのに裁量権をどの程度与えるべきかを決める、という根幹の問題にいかに

取り組むかである（May, 2003）。仕様指向の規制制度は、規則の順守を義務付けることによって、

説明責任を果たすことを目指しており、守りやすい規則の遵守を監視することに軸足を置いてい

る。これに対し、性能指向の規制制度は、多くの場合、結果によって、説明責任を果たそうとす

ることとなる。だが、性能指向の規制制度のこの傾向が、問題となることもある。それは、規制

区域が職員と第三者証明者を訓練するのに必要な資源や、代替の建築製品、システム、設計方法、

建設方法を適切に審査するのに必要な資源を投じようとしない場合である。さらに、産業界は、

職務責任と説明責任に関して、進んで水準を上げようとしなければならない。幅広い条件に関し

て産業界の設計の適切さを明確に示すことで、国民の保護に関して産業界の倫理的な任務を推進

するため、より一層努力しなければならない。たとえ、それが、仕様的システムで必要とされる

よりも多くの評価と試験を実施することを意味し、設計にかかわる間違いや漏れがあった場合に

は建築物の供用期間を通してもっと高い比率の賠償責任にさらされるようになることを意味する

としてもである。こうした懸念事項に対処すべく、さまざまな取組がこれまでに採用された。ま

た、現在、試みられている。取組のいくつかの概要を次に示す。 

 

実務者の能力向上、免許、証明書 
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実務者が職務責任と説明責任のレベルを高めるために講じることができるひとつの基本的な方法

は、免許を通してである。世界中、多くの規制区域では、すでになんらかの免許を用いて、市場

での 低要件を設けている。だが、規制区域によっては、もっと政府の「関与が小さい」アプロ

ーチがある。「登録」実務者または「認定」実務者の称号に対する責任は産業協会自体にある。

能力の到達レベルを実際に認定したことを反映する場合もあるが（例えば、米国で与えられる称

号の認定建築主事[CBO: Certified Building Official]。取得には、能力試験に合格する必要がある）、

称号は単に市場原理を反映するだけの場合もある（登録建築マスター[registered master building]

という称号は、なんらかの 低限の能力要件よりもむしろ団体の会員に関するものである）。 低

限の能力要件を立証することを目指す効果的なシステムになるためには、 低限の能力レベルに

対してかつ継続教育（CPD）に対してなんらかの必須要件があるべきである。また、非倫理的な

専門家を業務から外すための明確で効果的な懲戒制度があるべきである。性能指向システムでは、

職人から専門家まで、さらにはリスクアナリストやコンピューター・モデラーなどのエキスパー

トまで、さまざまな実務者に免許を与えるのは有益であろう。 

 

品質システムの実施 

 

これまでに実施されてきた取組みには、高レベルの自己認証を行う能力による実務者の適格性レ

ベルの向上と、品質管理システムの方法による監視とを組み合わせたものがある。一例はノルウ

ェーである。その品質管理システムのもとで、すべての主要な業務提供者は、建築家、設計エン

ジニア、建設業者を含め自分たちの会社用に完全な品質システムを構築しなければならない。品

質システムに記載されるのは、事業の範囲、技術・プロジェクト管理分野の主軸の職員の能力、

使用される設計プロセスとツールまたは構造方法などの要素や、解析や構築されたシステムの適

合性をどのように検証しなければならないかである。特定のプロジェクトの場合になると、特定

の建築物または特定のプロジェクトの品質管理計画が策定される。計画には、その特定の建築物

に関して、どのように適合性を達成し、検証するかを述べる。この計画は、プロジェクトのすべ

ての利害関係者が、建築コードおよび他のクライアントの目標の遵守について、関係者の職務責

任と説明責任を理解するツールとなる。ノルウェーのシステムでは、業務提供者の資格には、専

門性、経験、会社の規模にもとづいて、さまざまなレベルがある。資格は、複雑性が増したプロ

ジェクトを実施する資格を与えるものである。より高いレベルの職業水準や免許と義務付けられ

た品質システムとの組み合わせは、会社内で、また格付け会社にとって、市場での実務者の総体

的な能力、質、働きぶりを向上させるための有益なメカニズムになりうる。 

 

計算の第三者レビューの義務化 

 

規制区域によっては、重要な計算について、独立した第三者によるレビューを義務付けている。

一例はシンガポールである。シンガポールは、構造計算の第三者検証のための認定チェッカー（AC）

および認定チェック団体（ACO）のシステムを制定した。認定チェッカー／認定チェック団体シ

ステムの目的は、資格を有する実務者（登録された有資格専門技術士）が作成した構造設計が第

三者によってチェックされ、設計者の過失による設計間違いのリスクを 小限にとどめるように

することである。このシステムは民間の設計の認証にもなり、設計者は、許可を得るため建築建
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設庁（BCA）に計画を提出する前に設計の安全性を確保することができる。 

個々の認定チェッカー（AC）に許可されているのは、１千万シンガポールドルまでの建築工事の

チェックだけであるが、認定チェック団体（ACO）がチェックを行う場合には制限は設けられて

いない。これは、大規模なプロジェクトや、場合によっては一層複雑なプロジェクトについては、

十分で適切な資源のある団体がチェックするようにするためである。認定チェッカーとして登録

資格を得るための基本的な基準を次に示す。専門技術士法1にもとづいて土木工学または構造工学

の分野で専門技術士（PE）としての資格を得ること。PEとして登録後、シンガポールにおいて建

築物の設計または建設に関して専門家レベルでの実務経験を少なくとも10年有すること。土木工

学または構造工学に関する能力、職業上の地位、専門知識や実務経験を考慮して、認定チェッカ

ーという称号を受けるのに値すること。職務上の賠償責任に対し、少なくとも合計で 低50万シ

ンガポールドルの保険に加入していることである。 

認定チェック団体（ACO）として登録するには、団体は、構成員がすべて専門技術士（PE）の合

弁会社、または、専門技術士法にもとづいてシンガポールで専門技術業務を行う営業許可を取得

した合弁会社もしくは法人でなければならない。営業許可を取得した法人には、認定チェッカー

としての業務を自身のためにもしくは他の認定チェック団体（ACO）のためには行なわない認定

チェッカー（AC）が少なくとも１人いるものとするとともに、PEが２人とその他にPEであるか

もしくはPE登録資格を有するかいずれかのエンジニアが２人いるものとし、「構造設計業務」の

分野でISO9001認証を取得しており、職務上の賠償責任に対し少なくとも合計で２百万シンガポ

ールドルの保険に加入しているものとする。 

 

コンピュータツールの検証と妥当性確認 

 

工学解析と設計のためのコンピューターツールの使用に欠かせない要素は、根本の原則や意図す

る用途に対してツールを適切に検証し妥当性確認を行うことである。指針となる文書がいくつも

策定された。火災や避難に関するコンピューター・モデルの評価に役立てるためである。たとえ

ば、米国材料試験協会（ASTM）のASTM E 1355「Standard Guide for Evaluating the Predictive 

Capability of Deterministic Fire Models 決定論的火災モデルの予測能力を評価するための標準指

針」 (ASTM, 2005)をはじめ、ASTM E 1355の概要に従って米国の国立標準技術研究所、建築・

火災研究所（NIST/BFRL） のために策定された「Guide to Evaluating the Predictive Capability of 

Egress Models (Lord et al. 2005) 避難モデルの予測能力を評価するための指針」などである。同

様に、国際標準化機構（ISO）なども指針文書の作成に取り組んできた。こうした指針を用いて、

防火技術者協会（SFPE）は1995年からコンピュータモデル評価エンジニアリングタスクグルー

プを設置し、DETACT-QS (SFPE, 2002)などの簡易モデルに関する報告書を発行しており、他の

ツールの評価も実施中である。加えて、米国の原子力発電産業をはじめ、コンピューターツール

がさらに広範に使用されている産業界の一部のセクターでは、独自のモデル評価に取り組んでき

た。 

 

米国では、原子力発電産業に、仕様的な規則と実践から、意思決定を補足するためのリスク情報

の利用へと移行する大きな動きがあった（NRC, 2007）。米国原子力規制委員会（USNRC）は、

                                                  
1 訳注 PROFESSIONAL ENGINEERS ACT(CHAPTER 253) 
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連邦規則コード（CFR）第10編第50.48条(c)2に掲げる防火要件を改正し、原子炉の免許保有者に

対して、米国防火協会規格NFPA 805、「Performance-Based Standard for Fire Protection for 

Light-Water Reactor Electric Generating Plants（2001年版）軽水炉発電所の防火に関する性能指

向型基準」に記載される防火要件を、既存の決定論的防火要件の代替として、任意で採用するこ

とを許可した。この改正は2004年7月16日に実施された。性能指向かつリスクを考慮した防火は、

火災の影響を決定するのに火災モデルに依存することが多いので、NFPA805では、「火災モデル

を検証し、妥当性確認を行わなければならない」、かつ、「規制当局（AHJ）が認めることがで

きる火災モデルだけを火災モデル計算で使用しなければならない」と要求する。この要件が課さ

れることを受けて、USNRCおよびNIST/BFRLはプロジェクトを実施した。その目的は、連邦規則

コード第10編第50.48条(c)[10CFR 50.48 (c)]とその引用規格NFPA 805の諸要件への適合を示す

際に用いられる選定した火災モデルの予測能力を調査することや、原子力発電所の防火に適用す

る際に他の性能指向の評価を裏付けるためである。 

 

この取組は、選択した火災モデルの検証と妥当性確認（V&V）のための指針、米国材料試験協会

ASTM E 1355「Standard Guide for Evaluating the Predictive Capability of Deterministic Fire 

Models 決定論的火災モデルの予測能力を評価するための標準指針」に基づいて行われた。ASTM

指針は４つの評価分野を定めている。 

評価が実施されることになるモデルとシナリオを定義する。 

・ モデルで使用する理論的根拠と想定の妥当性を評価する。 

・ モデルの数学的かつ数値的健全性を評価する。 

・ 特定の火災シナリオでの事象の経過予測において、モデルの結果の正確さを定量化すること

で、モデルの妥当性確認を行う。 

 

従来、検証と妥当性確認の研究は、モデルの結果と実験データの比較を報告するものである。そ

れゆえ、火災モデルの検証と妥当性確認は、試験シリーズの特定の火災シナリオに対して行われ

る。選定された火災モデルの検証と妥当性確認はすでに行われているが、原子力発電所に適用す

る場合にこうした火災モデルの使用に特有の技術的な問題を確実に調査するようにすることが必

要であると考えられた。そして次の方法が採用された。 

 

・ ステップ１：一連の一般的な火災シナリオを作成し、火災モデルを原子力発電所に適用する

ための「条件の幅」を設定した。 

・ ステップ２ 

・ 火災モデルベンチマーキングや妥当性確認の実施に使用できる試験シリーズの「火災シナリ

オ」の特性または「条件の幅」を概略する。 

・ ステップ３ 

・ 上記ふたつの情報を入手後、「条件の幅」を表す妥当性確認の試験シリーズ（シリーズ内で

の試験）を、ステップ１で作成した火災シナリオ用に作った。特定の「条件幅」または「火

災シナリオ」のモデルで予測されたように、関係するアウトプット変数の不確実性の幅を算

定し、報告した。検証と妥当性確認のこの研究の適用範囲は、選定した火災モデルの能力に

                                                  
2 訳注 http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0048.html  
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限定される。原子力発電所での火災モデルの適用に関しては、この火災モデルの能力には該

当しないためこの検証と妥当性確認の研究では取り上げられない火災シナリオが潜在的に存

在する。 

 

プロジェクトレポートを入手し検討することを、性能指向の火災工学設計のコンピュータ火災影

響モデルを使用する者に、強く勧める。 

 

より良い性能指向試験 

 

少なくとも過去10年間、材料、アセンブリ、システム用により性能指向的な試験方法を開発する

よう求める声が上がっており、単なる合否結果ではなくコンピューターモデルに使用できるデー

タの生成が求められている（例 Meacham, 1998）。この要請は今もある。火災科学者や試験研究

所は、性能指向の火災安全設計用の信頼できるデータ、工学ツール、方法論の開発に大いに貢献

できる。これまで以上に、データ、ツール、方法論の不確実性と未知の事項を理解し、定量化し、

取り組む必要がある。火災試験データは、不確実性の幅を持たせて提供することができ、そうす

べきである。また、試験条件、試験室、設備、データ収集方法、データ記録方法に関する情報と

ともに提供すべきである。これに関する指針は、火災科学者以外の分野の規格にもあり（米国規

格協会ANSI, 1997）、同職業内の規格にもある（ASTM, 1994）。工学解析にも使用できるデータ

を収集するために試験規格が改正されると、産業界にはコストの影響が及ぶであろうが、長期的

には、改正によって、性能指向の設計プロセスで工学解析をもっと広範に利用し、受け入れるこ

とができるようになる。 

 

結論 

 

性能指向のコードと設計アプローチは革新的である。それゆえ革新的な材料や手法を使用しやす

くする。だがときには、革新が実際にはどんな影響を及ぼすのかを事前に知ったり予測したりす

るのは難しい。今や、性能指向のコードと設計アプローチの導入から約20年の経験を活かして、

また、性能指向のアプローチによって可能になったもしくは性能指向のアプローチを可能にした

革新と技術進歩を活かして、これまでに直面した課題、どのように取り組んできたか、今後同じ

ような課題――特に、望ましくない結果をもたらした課題――をどのように回避できるかを検討

するのは好ましい。世界中の事例を精査すると、性能と利害関係者の期待との不一致、不十分な

レベルの技術能力、計算モデルの不適切な使用、不十分なデータ、不完全な監督体制といった共

通のテーマが、大きな犠牲を伴う遺憾な結果をもたらしたことが分かる。だが、こうした経験か

ら多くを学んできた。性能指向システムの枠組みのなかで革新を推進し続けることに伴う望まし

くない結果に対処し、それを回避するのに役立つさまざまな仕組みを用いることができる。 
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1.0 2 章 性能指向の制度の構成要素  

IRCC は性能指向の建築規制の概念に取り組んでいる。だが、文化、社会、法体系はすべて

同じではないことを認識している。それゆえ、ひとつの普遍的な性能指向の建築規制制度の

構築は現実的ではない。しかし一連の基本的な技術的原則がある。この技術的原則は性能指

向の建築規則に重点を置き、IRCC 全メンバーに共通のものである。この技術的原則では、

性能指向の制度には整合性が不可欠であると考えられている。以下に技術的原則について述

べる。どのように導入されたかを説明するため、法的実施例の一覧も記す。法的実施例は、

IRCC メンバーがこの原則を達成すべくさまざまなプロセスを取り入れて対応してきた事項

を反映している。それらは加盟国の法体系で決定されることが多い。詳細については附属書

B を参照されたい。 

 

2.1  性能制度に関連する共通の定義 

Acceptable Solution (Approved Document, DeemedtoComply): 許容解(承認規準書、適

合みなし):  性能指向の規則に定められた社会的目標、機能目的、性能要件に適合させるた

め、規制当局が決定した解。これは具体的な規定／指定された解でもよく、規則で定められ

もしくは言及されていれば、規則に定められもしくは言及された検証方法を用いて導きださ

れる性能指向の解でもよい。 

 

Alternative Solutions: 代替解: 適合みなし解または検証方法から導きだされる解とは一部

または全体が異なるが、建築規則の性能要件に適合し規制当局を納得させる解。 

 

Approved Method of Analysis: 承認された解析方法: 適合みなし解または許容される検証

方法が用いられないとき、代替解の許容性を判定するために従わなければならないプロセス

または方法。 

 

Authority Having Jurisdiction (AHJ): 規制当局: 特定の規制管轄区域での建築合意／承認

を管轄していると政府がみなす機関（建築許可当局、建築規制担当官、建築コード執行官、

火災コード執行官、地域自治体など）。 

 

Descriptive (Prescriptive) Requirement: 記述的（仕様的）要件: 定義あるいは特定の（製

品）種類・区分、設計特性を用いて表す要件。 

 

FunctionBased: 機能指向： 材料、製品、部材、システムを使用することで達成しようと

する機能の観点から述べる。 
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Functional Objective: 機能目的: どのように建築物またはそのシステムが建築物に対する

社会的目標を達成するために機能するかを述べること。 

 

Functional Requirement: 機能的要件: 定性的な用語のみを用いて表し、達成しなければな

らない目標または目的を述べる要件。 

 (例 建築物には、その目的と大きさ、非常用設備を使用できるかどうかを考慮にいれ、使

用者が十分に迅速かつ安全に外に出ることができる避難経路を備えていなければならない) 

 

Guidelines: 指針: 性能指向の建築コードまたは規則を補足し、より詳細に要件を説明し、

適合性文書の手順を定める非規制文書。 

 

Objective: 目的: 建築物が達成しなければならない目標または目的。 

 

ObjectiveBased: 目的指向: 材料、製品、部材、システムの使用を通して達成すべき目的ま

たは意図の観点から説明する。 

 

Prescriptive(Specification) Based: 仕様（仕様書）指向: 寸法、材料、運用の観点から規

定または指定する。 

 

PerformanceBased: 性能指向: 測定、計算、予測できる材料、製品、部材、システムの性

能の観点から説明する。 

 

PerformanceBased Building Regulatory System: 性能指向の建築規制制度: 建築環境のた

めの規制枠組み。1)性能指向の規則（コード）2) 適合みなし解 3)検証方法および承認され

た解析方法からなる。 

 

PerformanceBased Regulation (Code): 性能指向の規則（コード）: 社会的目標と機能目

的、性能要件の観点から建築物または建築システムの要件を表す文書。たったひとつの適合

手段を指定することはしない。コードは、コード要件への適合を証明するための適合みなし

解と検証方法に言及しなければならない。（この定義は目的指向の規則[コード]にも適用さ

れる）。 

 

Performance Criteria: 性能基準: 特定の性能要件を満たす能力にもとづいて、計算または

試験、シミュレーション（検証方法の適用）によって、建築材料、アセンブリ、システム、

 
 

部材、設計要素、工法を評価する定量的メトリクス。例えば、[煙や熱などに] 人体が耐えら

れる限界、避難時間、構造負荷、エネルギー負荷で、これを超えてはならない。 

 

Performance Requirement: 性能要件: 定量的な用語を使って表される要件であり、要件を

満たしているかは計算または試験、シミュレーション（検証方法の適用）によって判断する

ことができる。性能要件は、どのように建築物の設計および特性が社会的目標と機能目的を

満たしているかを評価する際の基礎となるべきである。 

 

Qualitative Requirement: 定性的要件: 定性的または記述的な言葉で述べられる要件。主

として、大きさまたは量ではなく品質または特性に関連する。 

 

Quantitative (Requirement): 定量的(要件): 検証方法を用いてもしくは認定された指針と承

認された分析方法によって容認できるとみなされる他の方法を用いて、数値で表すことがで

きるまたは推定、測定、予測することができる要件。 

 

Risk-Informed: リスク情報を活用した：定性的および定量的リスク情報を意思決定プロセ

スのインプットと考える方法または手法。 

 

Societal Goal: 社会的目標: 建築物内の健康、安全、厚生(2.2.1 参照)、アメニティの水準に

対する社会の期待を反映する幅広い政策の表明。一般的に定量的なものであるが、適合みな

し解を使用して目標への適合性を評価できるように述べるべきである。 

 

Verification Methods: 検証方法: 建築規則に適合させる方法のひとつを規定する計算法また

はシミュレーション法、試験方法。検証方法には次の方法を含めることができる。認定され

た分析方法と数学モデルを用いる計算方法。部材とシステムのプロトタイプ試験（ときには

破壊試験）を用いる実験室試験。規定の数もしくは寸法、位置を順守することが要求される

場合（パイプ圧力試験などの非破壊試験も含まれる）には試験による計画の検査と検証を伴

うことがある現場試験。 
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3.0   3 章 仕様から性能へのシステムの変容  

第 1 章で概説したように、国が建築規則をそして建築規制制度そのものを主に仕様指向のシ

ステムから主に性能指向のシステムへと変容させることを選択するのにはさまざまな理由が

ある。だがこのような変化をもたらすもっともな理由を特定するだけでは、変容が生じるわ

けではなく、変容が単純化されるわけでも、すぐに起こすことができるわけでもない。建築

規制制度を変更するのは公共政策決定であり、それゆえ国で施行されている政治・法律制度

の影響を受け、重要とみなされるインプットや制度内で要求されるプロセスが考慮される。 

 

政策策定のプロセスは国によって異なるが、多くの国では少なくとも 4 つの要素で特徴付け

られる。(1)アジェンダの設定(2)選択肢となる代替策の規定(3)規定された代替策のなかから

権限を持った選択(4)決定の実施(Kingdon 1995 年)である。政策策定のプロセスにおいて、

異なる行為者が異なる時点で関与する可能性がある。それぞれが異なる影響を与え、それぞ

れがプロセスでの異なる流れ――すなわち、問題、政策、政治――のなかで役割を果たす。 

 

はじめに、ある状態もしくは一連の状態を問題として認識し、取り組むべきアジェンダに盛

り込む必要がある。次に、解（もしくは一連の解）が必要であり、そこから政策変更の提案

が生まれることになる。この過程で、実行可能な解の選択に影響を与えることから 終決定

をすることに及ぶ政治活動が生じる。例えば、国家主席や大臣、国会議員、他の上級政策官

は、取り組むべき問題があることを示す指標にもとづいて国のアジェンダを設定する際に大

きな役割を果たすことがあるが、実行可能な代替策を作成、規定する際には影響力が少ない

場合がある。一方、官僚、学者、研究者、関係団体などの専門家は、アジェンダの設定時に

は前者ほど有効ではないかもしれないが、代替策を作成し、検証し、提案する準備がより整

っており、代替策の選択に影響を及ぼしうる。政策策定の全プロセスにわたり、関係団体お

よび政策アントルプレナーは制度を通じて問題に取り組み、注目を集め支持を得る。三つの

独立した流れ（問題、政策、政治）が交差し、「政策の窓」が現れ、そこで時宜にかなった

行動を起こすことができる。 

 

建築規則に影響を及ぼし実施されているこのプロセ

スの例を見つけるのになにも遠くを探す必要はない。

大火災や大地震、他の極端な事象はみな建築規制制

度を変えるきっかけとなる。世界的な気候変動やサ

ステナビリティに関する懸念を受けて、政策主導の

建築性能目標が――技術的な解、実施戦略、性能測

定ツール・手法はまだできていない場合もあるけれ

ど――定められる結果となる。 

  

 
 

障害の有無にかかわらず誰もが建築環境に同じレベルでアクセスできるようにする目標は、

新たな考えを生みだし、建築物のアクセス性、使用、出口への取り組みを促してきた。 

 

このような事象の結果や政策決定の多くは、性能指向の建築規制システムを変容させる推進

力となる。第 1 章で述べた推進力――規制にかかる費用を減らす要望、国家間での製品とサ

ービスの流通の機会を平等にする要望、システムの不備を修正、あるいは単に、より良いよ

り革新的な建築製品、システム、設計のための機会を創造する要望など――に加えてである。 

 

第 3 章では、IRCC 加盟国に関して、仕様指向のシステムから性能指向のシステムへと変わ

るプロセスと方法の概要を示して論じる。変容の物語は、IRCC 加盟国のいくつもの事例研

究で提示される。1988 年の IRCC 文書の事例研究をベースに更新し作成し、新しい加盟国

の新たな事例を加えた。これらの物語の多くは、いかに変容がもたらされたかにとどまらず

いかに成功しているかを述べている。 

 

 

3.1 システムの変容――オーストラリア  

歴史  

1960 年代中ごろからオーストラリアの 8 つの州及び準州の間で建築コードの統一が試みら

れるようになった。1965 年に全豪モデル統一建築コード（Australian Model Uniform 
Building Code）という名称のモデルコード案が作成されたが、これは現在の全豪建築コード

（BCA）の前身にあたる。初期のコードは州や準州の法規に（直接）引用されることはなか
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ったが、様々な多くの法規が存在していたにもかかわらず、このコードはそれらの法規のベ

ースとなるものとして用いられていた。1990 年代初頭には、規制による負担がコミュニテ

ィにとっての建築価格の適正さに影響を及ぼすことが懸念事項となっていた。また、明らか

に、建設業界の競争力がオーストラリア全土にわたる様々な規制による要求事項並びに新製

品や新技術を公平に取り扱わない仕様規格によって抑制されていた。州知事たちは、可能で

ある限り、州法は一連の共通技術データに基づくべきであり、また、建築規則は性能指向で、

科学的に担保され、主産業および専門的な知見によって開発される必要があるという見解を

強く支持していた。その結果、オーストラリア建築コード委員会（Australian Building 
Codes Board: ABCB）が創出された。1994 年に全州政府が著名した政府間合意（IGA）を介

したものであり（2006 年 4 月に再合意）、BCA の開発や維持および規制改革を導くことが

目的とされた。 

オーストラリア建築コード委員会(AUSTRALIAN BUILDING CODES BOARD: ABCB)
について 

オーストラリア建築コード委員会(ABCB)は連邦、州および準州で共同設立した委員会であ

る。ABCB の業務は必要 低限の規制に基づいた国内統一建築コード（BCA）を開発するこ

とである。ABCB の任務は「BCA および有効な規制制度の開発を通して、設計、建設、建築

性能における効率性を追求しながら、健康、安全、アメニティ、サステナビリティに関する

問題に取り組むことである」。BCA はモデル規則であり、州及び準州の建築法規に引用され

ている。BCA は性能指向のコードである。一方で性能要件を満たす仕様解（「適合みな

し」）を提供しながら、BCA は BCA 独自の性能要件を満たす別の解も許容している。従っ

て、BCA を性能基準とすることによって産業界は革新的、コスト的効果のある解を開発する

機会を多大に享受している。 

ABCB は 1990 年以来国際的に認識された建築規制改革の取り組みの一環として BCA の派生

事項を相当量逓減してきた。ABCB によって過去 10 年間になされた主要な規制改革の結果

を以下に示す。 

 全豪性能指向建築コード（BCA）、1997 年以来施行中 
 ほぼ全州での建築許可ための競合可能な認証サービス 
 規制改訂に向けた厳正たる経済的評価の取組みの導入  
 全豪製品認証制度 
 建築証明者に対する全豪認定基準 
 BCA 版住宅及び商業建築物に対する全豪エネルギーコード初版 

これらの取り組みはコミュニティ及び産業界に対して有意義な利益を生み続けており、それ

は設計及び建設時のコストダウンおよびより効果的なサービス並びに建築物を使用する人々

の安全性（人命）、健康およびアメニティの継続的な実現によるものなのである。 

オーストラリア建築コード委員会(ABCB)の役割	

ABCB は無所属の議長１名、業界代表者 4 名、豪政府代表者 1 名、各州及び準州政府で建築

法規関連を担当する上級管理者および地域行政代表者 1 名から構成される。委員会メンバー

は州知事により任命される。委員会の業務は規制改革プログラムの戦略的監督及び指導、政

 
 

策開発及び政策指導、優先順位付けそして、予算及び財政管理である。委員会は直接、建築

法規関連を担当するオーストラリア政府の大臣並びに州及び準州の長官に報告する。IGA 下

では、州及び準州で建築法規関連を担当する長官は定期的に IGA の目的および年間ビジネ

スプランに対しての成果及び進展をチェックし、年間報告書を検証するための会合を開くこ

とが規定されている。委員会は建築業界に対して建築実務と政府による建築規制政策と間の

重要なる架け橋を提供している。また、委員会は規制改革の促進材であり、コミュニティを

も対象とする、建設産業を包含するすべての利害関係者の競合する見解を調整することを目

的としている。ABCB の役割を以下に示す。 

 技術上 低限の建築要求事項、標準および建築規制のシステムを構築し、それらは州と

準州の間の国内での一貫性を保ち、コスト効果、性能指向の特性を持ち、近代的及び効

率的な建築物の施工を促進するものとする。   
 BCA を維持保全し、BCA が継続的に建築物における健康、安全、アメニティおよびサス

テナビリティといった ABCB の目的を満たすということを保証する。 

 規制上の門番
、、

役を果たし、規制による負担を軽減するための機会をチェエクし促進する

役割を果たす。 
 世界クラスの性能指向建築コードを保証するために業界内部での革新的な研究開発を企

て奨励する。 
 規制改革過程においては透明性を高めるために政府、産業界ならびにコミュニティと対

話する。 
 使用者の利用しやすさを実現するために BCA の要求事項の文言を明瞭にする。 
 建築物に影響を及ぼす必須要件すべての一貫性を保証し、それらを BCA に組み込むこと

を奨励するために他の機関と協力して改革活動を行う。 
 幾つかある建築法規の全国一貫性を促進する。 
 国際的に競争力のある建設業界を導く効率的な規制環境を促進する。 
 建築規制改革の認識を高め、委員会の出版物及び製品を大いに利用してもらうために教

育及び市場活動を行ってゆく。 

ABCB 事務局	

ABCB 事務局は専門的、技術的、行政的業務を行う組織であり、委員会の作業プログラムを

支援している。この学際的組織の任務は以下の通りである。 

 技術専門支援サービス 
 研究プロジェクト管理 
 産業界との協議相談 
 政策開発に関する助言 
 部会活動の管理及び調整 
 啓蒙活動及び広報活動 
 財政管理を含む行政及び経営支援 

11



 
 

建築コード部会(Building Codes Committee) 

建築コード部会（Building Codes Committee: BCC）はオーストラリア建築コード委員会

(ABCB)における 上位の専門諮問団体である。BCC の任務は、議長を介して BCA に関連す

る専門事項の助言及び提言を ABCB に対し行い、建築規制事項に関する戦略的政策及び

ABCB の年間ビジネスプランの作成を支援するために分類分けされ優先順位を付けた提案リ

ストを作成することである。BCC はさらに技術専門プロジェクトの主要局面およびプロジェ

クト管理概要のチェックおよび承認を介して技術専門プロジェクトの全指導及び開発過程に

おいて BCA 事務局に対し助言を行い、指針を提示する。 

建築及び計画合同作業グループ	

建築及び計画合同作業グループ(Joint Building and Planning Working Group)は ABCB におけ

る合同作業部会であり、政府及び業界の代表者をも対象としている。この業務役割は建築及

び計画体制や建築環境における気候変動及びサステナビリティにおいて部分的または全体的

な重複部分がないかに関する提言をすることである。 

 

3.3  システムの変容――カナダ  

歴史  

カナダ全国建築コード(National Building Code of Canada)の第 1 版は 1941 年に出版された。

全国コード文書 1995 年版(National Code Documents)――カナダ全国建築コード(National 
Building Code: NBC)、カナダ全国消防コード(National Fire Code: NFC)、カナダ全国配管工

事コード(National Plumbing Code: NPC)――の出版準備は続けられていたので、カナダ建

築・消防コード委員会(Canadian Commission on Building and Fire Codes: CCBFC)は今日の

位置づけおよびどの方向に進んできたかを客観的に考慮し検討するのがよいと判断した。向

こう 10 年間の委員会業務を導く戦略計画を作成すべく、タスクグループが作られた。タス

クグループが推奨したコードの改善には、次の 4 つの課題が浮上した。 

 コードの適用範囲をより明確にする必要がある。 
 コード要件の背景にある意図をより明確にすべきである。 
 コードは革新ををもっと受け入れやすくすべきである。 
 コードはもっと改修に適用しやすくすべきである。 

仕様的要件は革新を受け入れがたいものとするが、一方、性能要件は革新をはるかに受け入

れやすいものと一般的に理解されている。それゆえ CCBFC はカナダ国家研究評議会

(National Research Council of Canada: NRC)の委員の協力のもと、モデル全国コード文書を

性能指向のフォーマットに転換できるか調査を開始した。   

目的指向コードの構想進化 

 
 

CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction 建築・

建設における研究・技術開発のための国際協議会) 性能指向建築コード研究タスクグループ

11 および IRCC への参画によって、NRC 所属の委員は性能指向コードをすでに適用してい

る諸国の経験を習得し CCBFC にその知見を引き継ぐことができた。これによって CCBFC が

理解したことは、モデル全国コード文書を迅速に性能指向のフォーマットに変換してしまう

と、カナダの建設業界及び規制団体に対して極めて混乱をきたすであろうということであっ

た。性能指向コードの恩恵をさらに享受できるようなより進化した取組みが模索された。 

終的に確立された取組みは既存の性能及び仕様コード規定の混在を維持しながら、それぞ

れの規定を結びつけ少なくとも一つの明確に記述されたコード目的を作成することであった。

コード目的は明確に記述されることは今までなかった。尤も序文にそれらしきことがほのめ

かされていたことはあったが。 

したがって、目的指向の取組み（目的指向のアプローチ）を機能させるために、この目的を

極めて明確に定義することが必要であり、全過程を通じ州と準州にもれなく参画してもらう

必要が生じた。 

 トップダウン、ボトムアップ分析 

コードのトップダウン分析及びボトムアップ分析の両分析を行うことが決定された。 

 目的指向コードの実施に関するタスクグループは第一原則からどの目的をどのコードが

扱い、どのコードが扱う必要がないかをひとつひとつ検証することになった。このタス

クグループは CCBFC 及び州並びに準州の共同の取組みであった。 
 コードの様々なパートを技術専門的に担当する常任委員会が、どの総合目的（複数にな

ることもある）が目下取り組まれているものであるかを特定し、その意図及び適用を決

定するために各規定事項を分析した。 

終的に全国コード文書の目的と宣言されたものは 1995 年版全国コード文書のうち 3 文書

すべての規定事項（全部でおよそ 6000 文）をボトムアップ分析したその集積による賜物で

ある。およそ 10 年の構想開発期間を経て、2005 年版全国コード文書は 2005 年 9 月に目的

指向フォーマットにて発行された。 

目的指向コードの構想   

カナダの 2005 年版目的指向コードの背景となる基本的な構想は、いくつかの適合みなし解

とは社会に受け入れやすい建築性能レベルを暗示的に表現することであるという認識（思

想）であった。目的指向コードはいくつかの適合みなし解を核に明確化され、2 つの重要な

役割を演じている。 

1.  目的指向コードにおいては、適合みなし解が維持され 2 つの遵守事項のうちひとつを意

味している。適合みなし解の技術仕様書に従うことは、コードの目的および性能期待に

適合するものとみなされる。適合みなし解は目的指向コードの導入以前にコード開発制

度下で時間をかけて開発された――仕様指向または性能指向である――規定事項から構
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成される。適合みなし解は目的指向コード下で継続的に開発され更新される。また、コ

ード使用者にコードの遵守方法を直接的に教授し続ける。 

2.  目的指向コード下の第 2 の遵守事項は代替解の利用（たとえば適合みなし解の仕様とは

異なる革新解）を介するものである。許容されるためには、代替解は少なくともその解

に代わる適合みなし解同等の性能レベルを提示しなければならない。遵守事項のための

革新解を評価する際、試験される性能範囲は、明確に目的、すなわち、適合みなし解の

それぞれの仕様に属する機能規定および機能意図によって同定されなければならない。

革新解は「仕様」解に限定されるものではない。仕様および性能設計の選択肢のどちら

も許可されるが、その共通の基準は代替解が少なくともその解に代わる適合みなし解同

等の性能レベルを提示しなければならないということになる。 

目的指向コードの推移  

目的指向のコードの採用	

カナダにおいては、建築及び防火規則は州および準州――合計 13 の規制管轄区域――にお

いて認可されており、その規制管轄区域がそれぞれの規則にもとづいてモデル全国コード文

書を採択または使用している。 新版の国内コードが発行されるとすぐに採択する規制管轄

区域もあるが、採択に 2、3 年かかる州もある。2005 年に 9 月に「目的指向」の 2005 年版

全国コード文書が発行された。すべての州と準州はこの目的指向コードの構想作成に参画し

たので、各州、準州がその規制にこめられたこの構想を順次採択することが期待された。

2008 年時点で、カナダ住民 95%以上は規制管轄区域に居住しているが、その規制管轄区域

では建築および防火規則が 2005 年版「目的指向」モデル全国コード文書にもとづいている。 

目的指向コードのためのトレーニング	

カナダでは、コードに関するトレーニングが通常州及び準州の業務範囲であり、CCBFC は

その任務は果たさない。しかし、すべての規制管轄区域は目的指向コードの導入に関連した

共通の訓練の必要性を有していたことは認識されていたので、トレーニング教材の譲与を

CCBFC 傘下の新委員会（名称: 目的指向コードのためのトレーニング及び教育に関する全国

舵取り委員会）の指導のもと開発されることで合意された。このトレーニング教材は 2005
年に完成し、コードの新しい構造体系および新しい専門用語を紹介し、代替解の対処に関す

る指針を提供した。州及び準州が 2005 年版目的指向コードに基づいた新建築規制を採択す

るので、それぞれの規制管轄区域でトレーニングプログラムを創設した。 

目的指向のコードを用いた意思決定	

目的指向コード構想のずいぶん前に、モデル全国コードにおいても仕様指向コードの代替案

を認可する長い歴史があった。ただし、その代替案が同等
、、

の性能を提示することを実証する

ことが可能である場合に限られたが。2005 年に目的指向コードが導入され、この実務はそ

のまま残っているが、コードの意図と目的ならびに代替解から期待される性能レベルに明確

さが与えられた。 

 
 

規制制度の関係者はすべてこの同等
、、

アプローチを心得ていたし、利用した経験も持っていた。

多くの事例で建築規制機関は第 3 者に代替解の同等性能を実証できるかという適合評価を要

求していた。 

NRC におけるある事例では、カナダ建材センター(Canadian Construction Materials Centre: 
CCMC)が 1988 年に設立され、製造者による新規の革新的建設製品や建設システムがコード

に適合しているかどうかを製造業自体が実証するのを支援することを目的としていた

(http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/ccmc)。CCMC の評価報告書によって中立的な判断が提供され、そ

の判断がコードに明記されていない新製品及び新システムの許容可能性およびコード遵守に

関して意思決定する際に規制機関によって使用されていた。 

目的指向コードの今後  

目的	

目的指向コードにおいて、あらゆる適合みなし解は複数のコードの目的および機能規定のう

ちで少なくとも一つと関連している。従って、すでに確立された目的の一つとも関連し得な

い適合みなし解を追加しようとする提案であれば、新しい目的を創出することが求められる。

これらの目的が必ずしもあらゆるタイミングで特定されなくとも、CCBFC はある一つの目

的を単に追加する以前に慎重を極めた検証がなされ、コード委員会及び主要な利害関係者と

の詳細に及び協議がなされるのである。 

性能レベル	

現行のコードにおいて従来の解を越える新しい適合みなし解は定期的な更新を繰り返してゆ

く過程において付加されることであろう。時間経過における性能の許容可能レベルの上下変

動は目的指向コード下では実現可能であり、代替解が評価対象となる適合みなし解の導入あ

るいは改訂によって実現しうる。 

性能指向コード  

目的指向コードを完全なる性能指向建築規則の導入に向けた過渡的アプローチとみなしてい

る利害関係者も中にはいるかもしれない。これは必ずしも正しくない。なぜならば、コード

のパートの中には理論的に仕様フォーマットのままのものもありうるし、コードを利用する

コミュニティの中にはその仕様フォーマット方式を好むものもあるかもしれない。にもかか

わらず、一般的に性能指向コードよりの傾向がみられるが、目的指向コードも同様な道筋を

ガイドするのに役立ちうる。 

適合みなし解に潜む暗示性能レベルは建築性能に対する社会的期待を意味しているとみなさ

れうる。この暗示性能レベルを定量値に変換することは社会的期待を色濃く反映した測定可

能かつ認証可能な性能基準（これこそ真なる性能指向コードにとって本質的な性能基準）を

開発する上で重要な 初の一歩となる。これは適合みなし解の暗示性能レベルの定量化を可

能とするツールや手法を開発する上で必要な研究分野なのである。知識がより豊富に活用さ

れれば、コードの適用範囲がより広範に開発された結果、一筋の性能アプローチが開拓され、
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それには定量的かつ測定可能ならびに認証可能な性能基準を伴い、さらにはその認証手法を

も対象としてしまうかもしれないのである。 

 

3.5  システムの変容――日本  

日本は環太平洋地震帯の西側に位置し、強度の地震活動を経験している。また、台風も来襲

し、密集した木造建築で特徴づけられる古くからの都市エリアでは大火がおこりやすいとい

う高密度な都市環境もある。これらの地理的あるいは社会的な要因により、日本の建築規則

は永年にわたり建物の耐災害性能の強化に焦点を当て整備されてきた事は驚きではない。何

世紀にもわたる経験を補うために、現在進んでいる建築規則の整備には 先端の調査により

得られる情報が使われ、世界的な気候変動、高齢化、国際貿易問題、あるいはその他の発生

する問題に関する新たな挑戦に見合う調整がされている。 

附属書 B で詳細が述べられている通り、現在の建物建設に関する基本法制は建築基準法で

あり、その中で建物建設に伴う国民の権利と義務に関する基本的な事項が規定されている。

要求事項と手順に関する規則は法律により指定された政令、省令、告示で規定されている。

これらすべては一体として機能する強制文書であり、以降「建築基準法令」と呼ぶ。 

建築基準法は建築士法と共に第 2 次世界大戦直後の 1950 年に制定された。当時は何百万の

家屋の再建が必要で、かつ新しく民主的にそして市場指向的に進める必要があった。建築基

準法令は建物建設の 低限の規準を定めている。建築士（設計者/技術者）は新しく資格が

定められ、これらの 低限の規準に適合するように設計する責任と建築工事が設計の通り施

工されていることを保証する責任を負っている。また建築確認制度も建築担当官が建物と建

築基準法令との適合性を確認するために制定された。 

この制度が戦後復興とその後の日本経済の急速な成長を支えてきた。一方、建築行政に対す

るニーズの多様化と行政的および財政的な改革の必要性の観点から、1999 年に民間建築確

認制度が導入された。現在の年間建築確認申請件数は約 75 万件で、そのうち 50％以上が民

間機関により実施されている。 

性能指向コードの導入 

性能指向コードは 2000 年に建築基準法令に導入された。この変化に対する大きな推進力と

なったのは 1995 年に内閣により承認された規制撤廃推進計画であり、その中で性能指向コ

ードは建築規制制度を合理化するためのカギとなる概念であると定義された。 

その当時における大きな課題は、既存の法体系の中に性能指向コードをいかに円滑に導入す

るかということであった。50 年間使われてきた体系全体を破棄することも、また性能指向

コードの理念を推し進めるべき新しい法律を制定することも不可能であった。 

その結果、劇的な変化を避けるため性能指向コードは既存のコードの中に加えられた。性能

指向コードは建築基準法のすべての条項には当てはまらない。既存の仕様的要件は新しい性

能指向コード要件と共存している。性能指向コードが導入された部分に関しては、項目によ

 
 

りその適用範囲が変化する。既存の仕様的要件も例示仕様書（みなし条項）として残ってい

る。他の例示仕様書に当てはまらない構造工法や材料に関して、性能要件との適合性を検証

するために具体的な検証方法（試験/計算方法）がいくつかの条項に対して定められた。さ

らに、大臣認証制度が制定され、上記の検証制度が適用できない「代替策」に対する条項が

広く組み入れられた。 

現在の課題 

1995 年に日本は阪神淡路大震災を経験し、6400 名以上の命が奪われたが、住民の多くは耐

震性能が現在のコードに適合しない古い建物に住んでいた。国家地震委員会はいくつかの地

域では、今後 30 年間にこれほどの強度以上の強い地震に見舞われる確率が 50%以上である

と予測している。そして国民の信頼を揺るがすような事件が起きている。それも古い建物ば

かりでなく、比較的新しい建物においてである。 

2005 年に発覚した構造データの偽造（姉歯事件）は下請け建築士により引き起こされ、構

造計算結果を改ざんすることで設計の欠陥が隠ぺいされた。元請けの建築士、建築主、建築

主事あるいは民間建築検査機関をふくめ、10 年間に渡り誰一人として偽装に気付かなかっ

た。2005 年 11 月に不法行為が明らかになるまでに、およそ 100 棟の建物――多くは高層

集合住宅とホテル――がこの下請け建築士の不適切な設計をもとに建設された。それらの建

物のほとんどは改修が必要となり、またいくつかは 終的に倒壊の恐れがあるため解体され

なければならなかった。 

国土交通省は全国で広い範囲にわたる調査を実施し、他に数名の建築士が程度は小さいなが

ら同様の不法行為や不適切な構造計算に関わっているのを発見した。事件とその後の調査に

よる発見は次の事を示している。 

 日本の建築基準の中には、仕様的な検証制度や中央集権化した評価制度を盛り込んでお

り、あるいは使用者の判断力はほとんど必要としないにもかかわらず、建築士、建築主

事、民間建築検査機関による誤解や勝手な解釈が時々見られる。 
 建築技術の急速な発達が建築実務者の追従を困難にしている。コンピューター化は敷居

を低くしているが一方で、設計作業の重要部分がブラックボックスに隠れてしまうリス

クを作り出している。 
 職業倫理が市場圧力により損なわれる可能性がある。既存の制度は犯罪意図を防ぐよう

には作られていなかった。 

国土交通省は建築規制制度の大幅な見直しに取り掛かっている。改訂の目的は「構造データ

のねつ造」の再発防止と建築規則に対する遵守の強化により建物の構造安全性に対する公衆

の信頼を復活させることにある。 

この目的のため、建築基準法令における構造安全に関する条項が見直され、また建築確認制

度が再構築され構造計算レビュー制度が定められた。加えて、建築実務者に対する資格認定、

監査制度そして罰則規定が強化された。これらの改訂は段階的に実施されてきている。新し

い保険/預託金制度は住宅販売業者の法的責任を補填し、2009 年 10 月 1 日に導入される。 

14



 
 

建築設備の維持もまた大きな問題である。エレベーター、エスカレーター、乗用遊戯施設、

ジェットコースター等を含む建築設備に関連して発生した事故は、もし機器が適切に維持さ

れていたら防止できたかもしれない。国土交通省は建築基準法令のなかに規定される定期報

告制度の見直しを行っている。 

 

3.8  システムの変容――ニュージーランド 

歴史  

ニュージーランドの 初の建築立法は 1842 年ラウポ住宅条例(Raupo House Ordinance 
1842)と呼ばれた。この条例では、新築の建設に対して 20 ニュージーランドポンドを課金

として徴収した。この条例に代わって施行されたのは、1867 年地方自治体法(Municipal 
Corporations Act 1867)であった。同法は地方自治体の条例に関する英国の制度を採用した。

地方自治体は地方建築条例を作る幅広い権限をもっていた。大きな被害をもたらした 1931
年の大地震がきっかけとなり、ニュージーランド標準化協会(Standards New Zealand)が設

立された。同機関は 1935 年にモデル建築条例を発行した。モデル建築条例は、参照として

盛り込まれた数多くの規格とともに、仕様書的コードとなった。 

1964 年までにほとんどすべての自治体がモデル条例を採択した。当時、このモデル条例は

NZS1900 と呼ばれ、現代のコードの形式をとっていた。NZS1900 は火災安全、衛生、耐震

や現代のコードで取り上げる他の側面などの問題を扱っていた。同じ頃、ニュージーランド

政府は多くの法律と規則を施行し、国内で、特定の種類の建物（火葬場から羊毛刈り職人用

住居まで）と建築物の特定の側面(電気配線、配管、部屋の 低限の大きさなど)に適用され

た。こうした法律にはニュージーランド政府によって施行されたものと、地方自治体によっ

て施行されたものがあった。地方自治体が策定した条例は中央政府に対し拘束力をもたなか

った。1979 年までに、建築規則は 60 を超える法のもとで、国の 19 の部局と、300 を超え

る地方当局など(例えばニュージーランド消防局)で実施された。 

官僚主義や適合実施、法律・条例の複雑さが発展を妨げているという産業界の不満が広がっ

たのを受けて、1986 年までにニュージーランド政府は建築産業委員会(Building Industry 
Commission)を設置した。同委員会の設置は、国内での建物建設および建築物の維持管理に

かかわる適切な法・規制規定を決定するためであった。建築産業委員会は 1990 年に「建築

規制の改革 Reform of Building Controls」と題した報告書をまとめた。この報告書では主に、

ひとつの法律のもとで従属規則とともに国の制度を構築し、ノルディックモデル(NKB 
model)に従った性能指向の国内コードを盛り込むことを提言した。 

1991 年建築法(BUILDING ACT)と建築コード  

国会は 1991 年建築法 (Building Act) を可決し、ニュージーランドははじめて国家建築法を

持つことになった。この法律は中央政府にも拘束力がある（すなわち庁舎は建築法および建

築コードの要件に従わなければならなくなった）。1992 年中央政府は性能指向建築コード

を盛り込んだ建築規則を施行した。1991 年建築法と建築規則の目的は、国中で一貫した建

 
 

築規制アプローチを行うとともに、コードへの適合の方法に柔軟性をもたせることであった。

ニュージーランドの性能指向建築コードはこの種としては世界初のコードのひとつになった。 

承認規準書（現在では適合文書 Compliance Documents と呼ばれている）を通して――仕様

書的でありコードに「適合するとみなされる」ものである――あるいは他の方法（一般に

「代替解」として知られている）を通して、建築コードに適合させるよう選択できた。 

1991 年建築法で、同法の中央政府監視機関として建築産業庁(Building Industry Authority: 
BIA)が創設された。1991 年建築法のもとで、地域自治体は建築規制機能を果たし、民間建

築証明者は建築許可承認と検査の機能を果たすことができた。1991 年建築法ではさまざま

な新しい規定を導入した。 

 関係者の義務と職務が定められた。 
 不服がある関係者のために不服申立てのプロセス（裁定）を構築した。このプロセ

スでは、聴聞を行った各案件に出された決定は所有者、地域自治体、国の政府部局

に対し拘束力を持つ。  

 建築プロジェクトに関連する情報を提供する地方自治体がプロジェクト情報覚書

(Project Information Memoranda)を発行することになる。  
 建築物適合証明制度が設けられた。この制度はエレベーター、スプリンクラー、緊

急警報装置など特定の人命安全設備（特定設備）の継続的な検査と維持管理を要求

する。  
 建築産業庁は地域自治体および民間建築証明者の仕事を監視し、コードを監視、維

持管理する。 
 

性能指向規則への移行	

地域自治体の条例から国の規制アプローチへの移行を円滑に行うことができるように多くの

規定が施行された。1991 年建築法の導入について説明するため、数多くの教育セミナーや

会議が建築業界の全関係者を対象に開催された。 

1991 年建築法では 6 か月の「移行期間」を規定した。この期間、建築主は地域自治体の条

例のもとで建築許可を申請するか、1991 年建築法のもとで建築許可を申請するかを選ぶこ

とがきた。移行期間が切れやむを得なくなるまで 1991 年建築法の適用を待つ所有者はほと

んどいなかった。1991 年建築法は革新を容易にし、効率的な規制制度を導入することを目

指した。1991 年建築法は建築物の設計と建設の方法をすぐに変更するものではなかった。

なぜならほとんどすべての承認規準書は、以前の条例または参照規格や電気実施基準であり、

重大な変更はあったとしてもほとんどなかった。 

国民が新しい手続きに慣れるまでいくらか時間を要した。革新的な解(「代替解」)の利用が

普及するまで何年かかかったのである。当時、ほとんどの地域自治体にとってそのような解

が実際にコードに適合するかを決定するのは難しかった。裁定の新しいプロセスでは、コー

ド――特に代替解の扱い――に関して徐々に「判例法」を構築しはじめた。だがこの方法で

審査された代替解はほとんどなかった。 
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性能指向規則の結果   

ニュージーランドでの性能指向建築規則の導入がもたらした結果は複雑なものであった。国

家建築基準ができたことで、国中で建築工事許可の一貫性が向上した。より多種多様な設計

や材料が使用されるようにもなった。これはときにはさらに費用効率が高い解に結びつく優

れた革新であった。一方残念ながらときには、設計の厳密さや、使用される証拠ベース、適

用される建築手法、効果的な監督の欠如がコードに適合しない建築物を生む結果となった。

2004 年の新建築法によって、実務者の免許、許可当局の認定、保証の規定を含む規制が新

たに導入された。建築コードのレビューも必要になった。不備が認識されはしたものの、仕

様書的コードへの改正の提案や要望はまったくなかった。 

ニュージーランドでの性能指向規則の導入がこうした課題の残る結果となった要因は他にも

あった。コードの結果の要件はしばしば定性的であり、代替解を作りやすくするだけの具体

性に欠けている。要件が定性的な性質であることは、専門家の解釈への大きな依存につなが

る。専門家の解釈はこれまで「製造者宣言」から得られることが多かった。製造者宣言は

1991 年建築法にもとづく宣言であり、宣言に明記した工事がコードに従って実施されるま

たは実施されたことの証明として地域自治体が受理できるものである。製造者宣言に依存す

ると、コードへの適合を確保するのに必要である地域自治体による精査を代替解が受けない

結果を招いたのである。 

ある一連の代替解に起因して木骨造の建築物――特に、外装材を表面に取り付けた (face-
fixed claddings) 住宅とアパート――の欠陥が多く発生した。このような外装に耐候性がな

いと証明されたケースでは、乾燥した状況での使用を意図していた骨組み用未処理木材はぬ

れてしまい、腐った。また、未熟な施工技術や経費を削減した工事もいわゆる「建築物の水

漏れ被害」の一因になった。 

火災工学の代替解も懸念事項になった。設計がコードに適合しているかどうかを判断するの

にこの分野での特定の専門知識をもつ地域自治体はほとんどないからである。 

こうした問題のいくつかは設計と建設プロセスのさまざまな関係者の間の調整がないために

発生したのは明らかである。この課題に取り組んだのが実務者免許制度である。しかし建築

コード適合文書の構成の仕方は、産業界が一丸となって取り組むのを促すものではない。適

合文書が示す解は、構造、火災、換気など建築機能別であり、「建築物全体」のアプローチ

ではない。建築物は複雑なシステムで多くの機能が統合されているという理解を助けるもの

ではないのである。 

性能指向規則が抱える問題への対応  

建築物の水漏れ問題が直接の契機となり、1991 年建築法に代わって 2004 年建築法が施行

された。2004 年建築法の特徴を以下に示す。 

建築産業庁に代わり建築住宅省が設立された。中央規制者として、各大臣に直接責任を課す。 

 
 

 建築工事の適合と 終コード適合証明書の発行はコード自体ではなく建築同意にも

とづく。これはプロジェクト開始前の設計やレビューにより大きな焦点をあてるよ

う促すためである。 
 自治体当局は 2009 年 3 月 31 日までに、資格のある職員が運用する適切な手順や設

備を備えていることを証明し建築同意当局としての登録を受けなければならない。

民間機関も登録申請できる。 
 2010 年 11 月からは、技能と適格性があることを証明した免許取得建築実務者が特

定の建築工事を実施または監督しなければならない。 
 助言を求め、ニュージーランド消防局(New Zealand Fire Service)に主要な建築物の

代替火災工学解を提出しなければならない。 
 製造者宣言についての言及はない。 

2004 年建築法ではコードを改正しなかったが、建築住宅省はコードをレビューし、コード

が 2004 年建築法の要件を満たしているか検討するよう求められた。2004 年建築法は性能

基準に関する明確なガイダンスを示すため十分に詳述されている。 

性能指向規則の導入で生じた問題点に対応して、適合文書も変化している。例えば、 

 外部の水分を扱う適合文書には現在、建築物外皮の要素と、構造や接合材料など他

のコード要件の要素、敷地特性や方角などの外部影響の要素を統合した規定が含ま

れている。 
 現在実施されている適合文書の幅広いレビューの結果、「建築物全体」のアプロー

チにもとづく適合文書が作成される可能性がある。例えば、一戸建て住宅向けの適

合文書である。 
性能指向建築コードを採用することで直面した問題点は、以下の項目を含む建築規制システ

ム全体を考慮する必要性を強調してきた。 
 建築住宅部門の適格性（設計者、ビルダー、建築主事）。性能指向の体制は複雑な

技術的判断を――特に建築同意を検討する際に――必要とする。 
 教育。性能指向システムの導入時に教育セミナーが実施されたにもかかわらず、17

年たった今も、建築住宅部門には性能指向システムがどのように機能しているか理

解していない人が多くいる。 
 法的責任体制。ニュージーランドで実施されている「共同連帯責任」の法的責任体

制は、地方自治体が是正に向けて高い代償を払わなければならない結果を招いてき

た。それゆえ新たな建築工事を許可する際、「リスク回避」の対応を取る自治体も

あり、｢代替解｣の承認が受けにくいことが多かった。 
 技術要件の複雑さならびに入手しやすさ。多くの要件は適合文書で言及される規格

文書に記載されている。これによって相互関連文書のネットワークを形成できるが、

各文書は必ずしも整合していない。 
建築規制制度を単純化し、理解を深め、適合性と効率性を高めるべく、現在、建築住宅省が

これらの問題点をすべて検討中である。 
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3.13  システムの変容――米国 

建築規制への取り組み 

米国の建築規制制度は他国と比べて幾分ユニークなものとなっている。まず、建築規制は

個々の州の権限範囲にあるため、連邦政府は建築規制過程には責任はなくまた含まれていな

い。第二に、いくつかの州は（場合によって地方権限）建築コードを公布し、施行している

が、その過程は非営利の公益機関（連邦また州政府と関連しないが民間団体、会員性の機関

と関連する団体）によるモデルコードの策定を含んでいる。第三に、個々の州は建物の安全

性の法制化をしているので、それぞれ独自の手続きやスケジュールに従ってその法制化を行

う。したがって、モデルコードは全ての規制管轄区によって採用は可能であるが、全てのモ

デルコードが（一体として）採用される（または、等しく採用される）わけではない。 後

にモデルコードの開発プロセスは過去10年を経て、4つのグループから2つのグループに統

合された。そこで、モデルコードへの変更は基本的に増加したが、それは仕様指向の文書相

互の整合性の確保に焦点をあわせたものであり、性能型への変更については、他の国よりも

よりゆっくりした転換となる結果となっている。現在、モデルとなる性能指向の建築コード

は策定中であるが、採用は可能である。その採用率はゆっくりで、極めて少ない管轄区でし

か性能指向の建築コードの採用はされていない。また、どこの州もそれらを強制はしていな

い。これは転換が進んでいないことを意味しているわけはなく、むしろ、転換が革新的であ

る代わりに段階的なのである。そしてそれが成就するには何十年もかかるであろう。 

建築規制体系の歴史と概要  

アメリカ合衆国の建築と火災の規制は、国の形成よりも前である。ニューアムステルダム州

（1645 年）、ヴァージニア州（1662 年）、ボストン州（1683 年）、フィラデルフィア州

（1696 年）、そしてウィリアムズバーグ州（1699 年）において、ある種の建築と火災の安

全性の必要条件が義務づけられた。アメリカ合衆国憲法が 1789 年に施行されるだいぶ以前

のことである。憲法は連邦政府の管轄のもとにいくつかの規制分野を置く役割を果たしたが、

建築規制はその中に含まれなかった。 

憲法の基本原則の一つは、特定の一連の権限だけが連邦政府に委任されるというものである。

全ての残りの権限は、州住民のために留保されており、そしてそれは州の立法を通じて州政

府に委譲されている。この原則は憲法修正第 10 条によって明確にされた。それは「この憲

法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州また

は人民に留保される」というものである。州人民が州憲法によって各州に委任している一つ

の重要な権限は治安権 Police power である。すなわち、これは健康、安全性そして市民の

一般的な福祉を規制する州の権限である。仮に建築法が健康、安全性そして公共の一般的な

福祉に関するものだとすると、治安権はそれゆえ州が建築法を制定する権限のもととなるの

である。この権限は、ホームルール（権限を越えての原則または Dillonの原則とも呼ばれて

いる）として知られているもののもと、さらに地方または地域政府に委譲することが可能で

ある。 終結果は、多くの州はある点で、建物に関する規制を郡や地方自治体レベルにまで

権限を委譲してきたのである。 

初期の米国の歴史を通して、建築に関する規制（仮にあるとした上で）は、まったくのその

地域の問題であった。結果、必要条件、基準そして強制のレベルが非常に多様であった。し

 
 

かし、米国は農業社会から 19 世紀後半の産業革命によって重工業社会への転換が始まった

ように、いくつかの新しくまた違った健康や安全の危険が発生し始めた。そして、その転換

はまた都市部の大きさや密度を上げ、それにともなって一つの事故（例えば火事や地震、と

いった災害）による大きな損害の危険性が上がった。20 世紀初頭までに、都市規模の災害

の数、頻度そして衝撃、大規模な工場火災や爆発、そして関連する災難により、保険産業が

火災保険者全国委員会推奨の建築コードを出版するに至った。しかしながら、このコードの

採用は規制管轄区によって必要とはされず、むしろ、保険業界が損害を管理するためのツー

ルとして活用された。 

20 世紀初頭の進展として、工業並びに自然への影響は続いて発生した。一方同時に建物建

設における進歩はそれとともに関連する建物の材料や安全性に関する問題を変えていた。そ

れでもなお、地方自治体が建物を規制する権限が仮に一見うまくいっているように見えたと

しても、地方自治体が彼らの管轄区を超えて規則を統合するだけのやる気をおこさせること

はほとんどなかった。地方自治体が一緒に作業をする必要がない環境のもと、また建設業界

がある種の統一性を求める状況もあり、建設規制官は新しい課題にたいしょするため、一緒

に協力し、知識を共有できる機関を創設しようとした。建築コード執行官のそうした 初の

グループは Building Officials and Code Administrators International (BOCAI)であった。1915
年に設立され、基本建築コード（BBC）を 1950 年に発行した（それは後に全国建築コード

（NBC）となる）。建物担当官の第二の機関、そしてモデル建築コードを 初に発行した機

関は、太平洋岸建築担当官協議会であった（それは後に国際建築主事会議（ICBO）とな

る）1922 年に形成され、統一建築コード（UBC）を 1927 年に発行した。次いで 1940 年に

Southern Building Code Congress International (SBCCI)ができ、1945 年に標準建築コード米

国南部建築基準準則を発行した。 

初めの間は、モデル建築コードは極めて性能指向のものであり、一般ガイダンスと機能上の

期待を規定していた。時を経て建築コードと関連規格はかなり仕様書的になった。必要条件

の一般的理解、建物システムと技術の両立や適用の統一性をある程度保証していた。しかし

1970～1980 年代には新しい材料や技術の開発・普及により、仕様的な専門用語を用いて全

ての建物の性能をとらえるのが困難になった。革新的デザインを可能にする手段が求められ

た。数年間「代替方法と材料に関する条項」がこれに対する主要な手段であった。その条項

は建築コード執行官にコードに記載されている必要条件に少なくとも同等である代替品を受

入れるのを許していたからである。しかし、問題はまだ残っていた。なぜなら法の中で機能

または性能目的が明らかにされなければ、「同等」の判断が困難であるからである。 

またこの時期、モデル建築コードの３つの開発機関（BOCAI,ICBO そして SBCCI）が別々に

活動していた。それぞれのモデル建築コードは一般的に全米の地域単位で採用されていた。

（北東部や上中西部は BOCAI、南東部が SBCCI,そして西部が ICBO）。これは、建設業界に

とって悩みの種であった。なぜなら、建築コードがかなり仕様書的で、それぞれの発行でよ

り大きくまた詳細になってきただけでなく、3 つのモデル建築コードの存在、それぞれが違

っていて、50 州と数千の管轄区で採用され、高コストとまた州をまたいでの事業展開にお

いては不確実な結果となってきたからである。 

1990 年代初頭までに、体系の複雑さと不確実性は二つのほとんど同時の活動をもたらすこ

ととなった。３つのモデルコード策定機関をひとつに統合することと、建築コードを簡易に

17



 
 

する手段として性能指向の取り組みへの調査である。数十年間、３つのモデルコード策定機

関（BOCAI, ICBO, と SBCCI）は別々に活動していた。それぞれのモデル建築コードは一般

的な全米の地域単位で採用されていた。（北東部や上中西部は BOCAI、南東部が SBCCI,そ
して西部が ICBO）。1990 年代の初頭、これらの機構を国際コード評議会(ICC)にまとめる

合意がなされた。これはビルトエンバライアメントのモデルコードを統一する希望を持って

いた。ICC は設立されたが、（モデルコードの国際
、、

版シリーズを出版）。全国防火協会

NFPA が同時にモデル建築コード策定分野への参入を決定した。こうして、協会並びにモデ

ルコードの主要な統合はなされたが、 終結果は米国内で一つではなく二つのモデル建築コ

ードという結果になっている。 

同時に建設業界とモデルコード各団体は、1990 年代後期に、ICC と NFPA の各々が性能型建

築コードのための言語を開発する委員会を形成し、性能指向のコードを調査することを決定

した。2000 年代初頭には ICC と NFPA は米国での採用のためモデル性能指向コードをそれ

ぞれ策定した。ICC 建築と設備のための性能コード（ICCPC）と建物建設と安全性コード

（NFPA5000）のそれぞれである。 

モデル性能指向建築コードは存在し、州や管轄区による採用は可能であるが、採用率はゆっ

くりしていた。大変少ない管轄区が ICCPC もしくは NFPA5000 のいずれかを実際に採用し

たにとどまっている。このひとつの原因として州や管轄区は ICC と NFPA5000 の仕様的コ

ードの間の違いを調査すること、両者から選択、そして採用過程でそれらを管理することに

目を取られてきたからである。もうひとつの理由は、性能指向コードを支援するインフラ

（開発や性能基準、ツールそして方法の精査を含む）が、これらの基準、ツールそして手法

を適用したコード（Tubbs, 2004a）を実施するに十分進歩していなかった点を建設業界の一

部が問題視していることである。結果として性能指向建築コードへの移行過程は今だ米国内

でかなり初期の段階にある。また、この性能指向建築コードのより広い採用には数年かかる

ことが予想される。 

性能への移行を進める要因要素 

移行はゆっくりと進んでいるが、とても断片的な方法ではあるが米国の包括的建築規制体制

を性能の方向に徐々に動かしているように見える様々な活動がある。これらには、現在進行

中の性能指向の指針の開発、ツールや手法の開発、そして性能手法が想定リスクを予測し、

期待性能に基づきその低減を図るための適切な手法として考えられている悲劇的事象（の研

究）などがある。 

補足文書の策定	

ICCPC の出版に加え、性能規則や設計のために必要なインフラを増加させる補助的文書が開

発されてきている。例えば、防火技術者協会（SFPE）は「SFPE 性能指向の防火分析と設計

のための技術指針」を 1997 年に発行した。2004 年には SFPE と ICC が共同で執行当局者の

手助けとなる建築主事用の性能指向の設計審査ガイドを開発した。この文書は ICC のすべ

ての行政メンバーに無料で配布された。手助けとなるほかの文書は「ICC 性能指向建築設計

コンセプト(Meacham2004)」や、「国際火災技術指針（2005 年）」で、これには ICC がオ

 
 

ーストラリア建築法委員会やニュージーランド建築住宅省そしてカナダ国家研究評議会と一

緒に開発してきた。 

手助けとなっているもうひとつの活動は次世代の性能指向の耐震設計手段と指針を開発して

いる応用技術協議会（ATC）のプロジェクトである。このプロジェクトは国土安全保障省

（DHS）の米連邦緊急事態管理局（FMEA）によって設立され、2001 年より活動してきた。

そして性能耐震設計の領域で「FEMA368（2001 年）」や「Vision2000（1995 年）」といっ

た既存の研究を導き出している。このプロジェクトの主要な動機や性能指向耐震設計におけ

る初期の研究を取り上げ、設計者にとってより実用的で使いやすくなるようもっと定量的な

レベルにまで進展させるためである。なぜなら、初期の世代の文書は実設計で必要なもっと

詳細な量的局面を欠いていたからである。 

世界貿易センター調査	

多くの批評家は、米国標準技術局（NIST）による 2001 年 9 月 11 日の世界貿易センタービ

ル倒壊の調査は技術的観点から不必要であると感じていた。なぜなら事件は実世界のビルの

規制事項にはなじまないものであり、多くの超高層ビルは良好な安全記録をもっており、そ

れゆえ利益となるような発見はほとんどないであろうと論じた。そして、「特異な事象」で

あり、建築規制の領域外だと感じていたのである。しかしながら、世界貿易センター倒壊の

調査は規制団体と技術団体の両方に利益をもたらした。 

例えば、報告書の分析と推奨事項は米国機械学会（ASME）によって避難のためのエレベー

ター使用の詳細な研究を促進させた。加えて、世界貿易センター倒壊の研究の間、NIST の

火災動的シミュレーターは頻繁に使用され、分析をよりよく助けるため実際より高度に発達

した。こうした改善とこうしたツールのさらなる応用は日常設計のニーズや規制団体へのよ

り多くの受け入れへと変わる。これらは一般に性能規制体系や性能技術を支持するのに必要

なインフラの発展を促す。 

後に構造火災エンジニアリングのコンセプトは世界貿易センターのタワー倒壊に基づいて

アメリカや海外での注意を必要とした問題や英国で実施されたいくつかの試験（Robinson 
1994, 1997）として前進をもたらした。これは、現状の建築コードが米国において極めて仕

様的手法で扱いかつ、コード内で構造要件へのリンクがない分野である。NIST の研究の推

奨に基づき、いくつかのグループが構造火災エンジニアリングに関する方法論や規格を突き

詰める過程にある。SFPE は 近 NIST 報告の推奨を反映した二つの規格を執筆中で、火災

にさらされる構造物の実際の性能をよりよく理解することにも関心を示している。 

これらの問題点の多くはまた ICC（International Building Code and the International Fire 
Code）の仕様的コードの開発過程で取り扱われていることを記することは重要である。例

えば、仕様的な耐火要件の代わりに構造火災エンジニアリング分析を認める提案がだされた。

反応はかなり否定的で委員会の意見は「そうした条項は性能コードに属する」であったが、

これらの課題のいくつかがこのレベルで議論されているのを記するのは今だ興味深いことで

ある。受け入れられたいくつかの 近の提案には、エレベーターは消防隊のために設計する

こと、高さが 420 フィートを超える高層建物にはひとつの追加の階段が必要であること、

また吹付耐火材料に対するより限定的な接着性が含まれている。 
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附属書 B――IRCC 加盟国での法的実施例   

 

B2.3.1 策定経路は多様だが、公布は政府が行う   

中央政府による策定 

日本	

建築に関する日本の基本法は建築基準法である。建築基準法は議会（国会）で制定される。

人々の権利と義務に関する基本事項を定め、行政規定、建築コード、計画コードが含まれる。

要件と手続きの規定は政令、省令、告示で定められる。これら文書はすべて義務づけられて

おり、一体となって機能する（以降、「建築法令」という）。建築基準法令の策定と執行は、

中央政府で建築と住宅政策を担う国土交通省が行う。 

 

ニュージーランド		

2004 年建築法(Building Act) はニュージーランドの建築規制の基本法である。法律制定 高

機関であるニュージーランド国会によって制定される。国家建築規則(National Building 
Regulations)は 2004 年建築法にもとづいて策定される。総督（国王代理）は政府大臣の助

言に従って規則を策定する責任を有する。国家建築コード（以下「コード」という）は国家

建築規則に含まれている。コードには、すべての建築工事（建設、取り壊し、改造工事な

ど）が適合しなければならない性能要件が盛り込まれている。 

 

政府関係団体による策定   

オーストラリア	

オーストラリアは連邦国家である。オーストラリア憲法において、建築規則は 8 つの州・準

州の責任下にある。各州・準州には独自の建築法または基本的な建築法規があり、管轄区域

内の建築規制制度を構築し、適用できる技術的建築基準を採用する。それぞれの州・準州の

建築法(Building Act)は、適用技術基準としてオーストラリア建築コード(Building Code of 

Australia: BCA)を採用する。オーストラリア建築コードを策定し、維持するのはオーストラ

リア建築コード委員会(Australian Building Codes Board: ABCB)である。ABCB はオーストラ

リアの全レベルの政府（連邦政府、州・準州・特別地域政府、地方自治体）の共同の取り組

みであり、建築業界からの代表も参画している。ABCB は連邦政府および建築規制の責任者

である州・準州の大臣が 1994 年 3 月に締結した政府間協定で創設され、2006 年 4 月に諸

大臣が再確認した。 

 

 
 

カナダ	

カナダは10 の州と3 つの準州からなる連邦である。カナダ憲法のもとで、州と準州は建築

および安全性に関する規則を制定する権限を有する。すべての州と準州は、モデル全国コー

ド文書――自分たちの州・準州の規則の基盤として、カナダ全国建築コード(National 
Building Code of Canada: NBC)、カナダ全国消防コード(National Fire Code: NFC)、カナダ全

国管工事コード(National Plumbing Code: NPC)――の策定、使用、採択に向け、カナダ国家

研究評議会(National Research Council of Canada: NRC)と長年協力関係を築いてきた。NRC

はカナダ政府の第一研究開発機関で、生命科学、物理、エンジニアリング、テクノロジーな

ど数多くの分野を網羅する20以上の研究所をカナダ全土に持っている(www.nrc-cnrc.gc.ca)。
NRCと州・準州の協力関係によってモデルコード策定と維持のための国の制度が構築され

た(www.nrc-cnrc.gc.ca)。カナダ建築・消防コード委員会(Canadian Commission on Building 
and Fire Codes: CCBFC)はNRCによって設立され、カナダのモデル全国コード文書を策定し

改訂する責務がある。 

CCBFCは優先順位と方向性を定め、300人ものボランティアの委員から成る技術委員会とタ

スクグループの作業を監督する。NRC ではなくCCBFCとその委員会の委員がモデルコード

の内容を決める制度になっている。産業界、規制機関、一般の利害関係団体からの委員の専

門知識のバランスを図り、すべての関連セクターと国内の地理的地域から代表者が出るよう

にする。2001年には、このコード策定制度の改善の一環として、CCBFCに政策助言を与え

る目的で州・準州政策諮問委員会(Provincial/Territorial Policy Advisory Committee on Codes: 
PTPACC)が創設された。13の州・準州はみなPTPACCに代表者を送る。NRCとCCBFCの協

力関係を通して、州と準州は国家モデルコードの策定プロセスの各段階で関与する。 

また、この広範なコンセンサスにもとづくコード策定プロセスには、コードの全変更提案の

公開レビューが含まれており、CCBFCとその委員会はすべての一般の意見を考慮する。

NRCは運営、技術、研究、資金面での支援を国のコード策定制度に対し、またCCBFCとそ

の委員会に対して、建設研究所(Institute for Research in Construction: NRC-IRC)を介して行

う。 

あらゆるレベルでの民間による策定 

米国	

米国は連邦国家である。合衆国憲法のもとで、建築物内の人々の健康、安全、福祉を定める

権限が各州に委任されている。州はその権限を地方政府に委譲することができる（詳細は第

3 章で述べる）。このように、建築規則の策定の責務は州政府と地方政府が負う。1900 年

代初頭まで米国内で建築規則は統一されていなかった。やがて、主に保険会社と建築設計専

門家たちの働きかけで、モデル建築コードを策定する目的で民間団体が設立された。このモ

デル建築コードを地方政府と州政府は採用することができた。現在、全米の地方政府と州政

府の多くは、国際コード評議会(International Code Council: ICC)が策定した建築コードと関

連コードを採用している。しかし独自の規則の作成を続けている地方自治体もある。 
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ICC のコード策定プロセスでは、利害関係のあるどの個人や団体もコード変更提案を提出す

ることができ、提出した提案や他の全提案を検討する手続に参加することができる。建設業

界からの代表者（コード規制者や建設業界代表者を含む）で構成される委員会の前で開かれ

るこうした公開討論と広く開かれた参加機会は、意思決定プロセスでの建設団体のコンセン

サスを保証するものである。投票権を持つメンバーは委員会による提案事項を承認するかあ

るいは独自の提案事項を作成することができる。全投票の結果は ICC コード策定公聴会の

レポートで公表される。 

委員会の提案事項が公表されたら、どの利害関係者もパプリックコメントを出すことができ

る。コメントは基本的に委員会の決定に異議をとなえるものとなる。その後、パプリックコ

メントは 終行動アジェンダの中で公表される。投票権のあるメンバーは ICC コード策定

委員会の提案事項と、 終行動アジェンダに提出されたパブリックコメントを再検討し、各

提案に対する 終行動を決める。すべてのパブリックコメントが検討された後、各提案は個

別に有権者による投票にかけられる。提案に関する 終決定は投票総数をもとになされる。

現在、 初の提案の締め切りから 終行動公聴会でのパブリックコメントの意見聴取までの

周期は 18 カ月である。ひとつの周期が終わると、補足またはコードの新版のいずれかが作

成される。コードの発行は 3 年ごとである。 

 

B2.3.2 国、州、地方自治体レベルで、またはこのレベルを組み合わせて公布 

中央政府による公布 

日本	

日本の行政制度は二つに分けられる。中央政府と地方自治体（47 都道府県 約 1800 の市町

村）である。中央政府の法律として、建築基準法は日本の全地域に適用され、建築基準法令

で定められた地方自治体によって執行される。 

しかし実際の要件の水準は必ずしも全国で一様ではない。地域の条件に従って決定されるか

らである。例えば構造計算は、積雪、風圧、地震力といった地域の条件によって具体的に決

められた数値を用いて行われる。防火については、建築物の密集などその区域の条件を考慮

に入れて具体的な規則が特定の区域に適用される。どの地方自治体が実際に行政を行うかに

もとづいて、数値の決定の仕方と区域の分け方は建築基準法令で規定される。さらに、地方

自治体は特定の限度内で、また建築物の安全性を損なわない範囲内で、国中で適用されてい

る基準よりも厳しい規則を定めるあるいは緩和することができる。 

 

ニュージーランド	

2004 年建築法(Building Act)  は建築規制制度の義務づけられた枠組みを定めており、国中で

適用される。建築コードを含むすべての建築規則はニュージーランド全域で適用される。建

築法の規定および関連規則は義務づけられている。だが、個々のプロジェクトに関する決定

は地域自治体または広域自治体が行う。例として、建築許可、コード適合証明書を交付する

 
 

決定、特定の建築工事に対し建築許可の要件を免除する決定が挙げられる。建築法には、

「不適用 Waivers」および「適用緩和 Modifications」として知られる規定が盛り込まれてい

る。この規定は地域自治体または広域自治体に建築コードの要件の執行にいくらかの柔軟性

をもたせることを認めるものである。ニュージーランドは比較的人口が少なく、総じて穏や

かな気候である。したがって国家規制は地域自治体や広域自治体の規制に比べてコスト効率

が高い。建築規制は一律の成果をあげるべく全国に適用される。一方、建築物の設計耐力は

温度、地震のリスク、風圧力、積雪加重の違いを反映し、場所によって異なる。 
 

州政府による公布 

オーストラリア	

オーストラリアは連邦国家である。オーストラリア憲法において、建築規則は 8 つの州・準

州の責任下にある。各州・準州には独自の建築法または基本建築法規があり、規制管轄区域

内の建築規制制度を構築し、適用できる技術的建築基準を採用している。建築規則の構成を

以下に示す。 

1. 州・準州の建築法あるいは基本建築法（権限者および行政の規定）。特に、規制管轄区

域内の建築規制制度、承認／審査のために建築計画を行う必要性、建築実務者の権利と

責務、工事の検査／証明の必要性、執行・不服申立て手続きなどを定める。 
2. 技術的建築基準、すなわちオーストラリア建築コード(BCA) 

オーストラリア憲法において、基本建築法は 8 つの各州・準州の責任下にある。連邦、州、

準州の政府の協定によってオーストラリア建築コード委員会 (Australian Building Codes 
Board: ABCB)が創設され、この協定にもとづき、ABCB はオーストラリア建築コードを執行

し維持する責任を負う。すべての州・準州、連邦、地方自治体政府は ABCB に代表者を出す。

オーストラリア建築コードは全州・準州で採択されているが、特定の必要性（地理的もしく

は気候的な理由によることが多い）がある場合は多様性を持たせることができる。 

 

州・地方政府による公布  

カナダ	

カナダ憲法では10の州と3つの準州に建設をつかさどる権限を与えている。市のなかには、

州当局との特別な関係によってこの権限を持つものもある。全13の州・準州は、カナダ国

家研究評議会(NRC)およびカナダ建築・消防コード委員会(CCBFC)と全国モデルコードシス

テムに関して協力関係にある。CCBFCが策定する全国モデルコードは、カナダの州・準州の

建築および防火規則の基礎となる。建築規則、防火規則を制定するには、州、準州、自治体

は、関連モデル全国コードを参照しているあるいは関連モデル全国コードをにもとづく州コ

ードを参照している法律を通過させる。 
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州・準州は規則にモデル全国コードを用いることで、地域特有の規制の必要性に合わせて改

正、追加することができる。また建築規則を採択、更新するスケジュールや方法は規制所管

区域ごとに異なる。 

 規則を執行し、検査を手配する（通常、この責務は自治体に委譲される）。 
 規制管轄区域内でコードの解釈を提示する。 
 建築・火災・配管主事、専門家、職人の教育とトレーニング。 
 専門技術、職業に免許を与える。 

 所轄当局は次の責任を有する。 

自治体が州コードの要件よりも高い要件を導入することを禁止している州もあれば、（下回

る基準ではなく）上回る基準を課す権限を自治体に与えている州もある。 

 

米国	

米国は連邦国家である。合衆国憲法のもとで、建築物内の人々の健康、安全、福祉を定める

権限を各州に委譲する。州はその権限を地方政府に委譲することができる。このように、建

築規則の公布は州政府と地方政府の責務である。 

 

 B2.3.3  検証体制 

オーストラリア  

オーストラリアの各州政府、準州政府には 独自の建築法(Building Act)または基本建築法が

あり、オーストラリア建築コード(Building Code of Australia: BCA)の適用と執行にかかわる

行政規定を定めている。規制所管区域間でいくらか違いはあるものの、概ね次の事項がオー

ストラリア全土で適用される。 

 建築法は BCA を必須コードとして採用する。 
 軽微な建築工事を除き、予定する工事計画を地方自治体または民間建築証明者に提出し、

工事開始前に評価／承認を受けなければならない。西オーストラリア州は民間による証

明をまだ認めていない唯一の州であるが、2009 年に発議される予定である。 
 建築規制執行者は資格者でなければならない。民間証明者は政府から免許を取得し、専

門職能賠償責任保険に入っていなければならない。政府は民間証明者を監査する。 
 地方自治体または民間証明者は、施工中に工事を検査することができ、エンジニアもし

くは他の適切な有資格者による工事証明書をよりどころにすることができる。 
 工事終了時に、建築物が意図する用途に適している（すべての火災安全、健康の要素が

設置され運用されている）」と地方自治体または民間証明者が確認しなければ、建築物

（軽微な建築物を除く）を使用することはできない。 

 
 

 ほとんどの場合、建築規則への適合の主たる責任は建築主が負う。建築工事が不適合で

あれば、地方自治体または民間証明者は、通知を出し、法的措置を開始することができ

る。  
 地方自治体または民間証明者の意見が一致しない場合、建築主もしくは代表者は、法律

機関ではない技術審査機関に（あるいは州によっては裁判所に）不服申立てをすること

ができる。 
 ほとんどの州では建築規則や他の法律（防火法など）に要件が定められており、建築主

もしくは借主が建築物を維持管理し、すべての安全特性が建築許可時に適用された水準

で運用し続けることを確実にするよう求める。 

 

カナダ 

カナダでは、承認プロセスおよびこのプロセスに必要な文書は規制管轄区域によって異なる。

なぜならモデル全国コードは各州・準州の規制立法によって法的効力が与えられるからであ

る。ほとんどの州・準州では、規則への適合を検証し、規則への建築物の解を承認し、建築

許可を交付する責務は自治体政府に委任されている。州・準州によるアプローチはいくぶん

異なるが、一般に、自治体は土地利用計画、建設コードの執行、既存建築物の維持・使用規

則、事業免許、騒音限度・工事時間の設定などに責任を負う。だが多くの州・準州政府は、

承認プロセスや、大規模、高リスク、収容人数が多い建築物に対して一定の関与または規制

を続けている。 

通常、予定されている工事が建築規則に適合するという十分な証拠を管轄当局 AHJ に提示

するのは申請者（建築主、設計者、供給者など）の責務である。カナダの建設業界は、しっ

かりと構築された建築製品任意規格システムから恩恵を得ている。モデル全国コードで具体

的に要求されてはいないが、通常、認証マークや、認定証明機関もしくは他の信頼できる第

三者による報告書を取得することで、建築製品規格への適合が証明される。カナダ規格評議

会(Standards Council of Canada: SCC)は数々の認証機関を認定している(www.scc.ca)。 

コードの執行は、要求される許可の仕組みによって構成される。管轄当局による許可書の交

付は、計画が承認できることやや検査合格の報告書の提出が条件になっている場合が多い。

ある州では、安全分野を扱う 9 つの政府任命の産業審議会が、検証、検査、承認の任務を遂

行し建築許可を交付する権限を有する自治体政府の認定と個々の「主事」の証明を担当して

いる。 

日本  

建築基準法において、建築主は着工前に建築計画に対し建築確認（建築許可と類似したもの

である）を取得しなければならない（特定の小規模の工事を除く）。建築確認は建築計画が

建築基準法令に適合する場合にだけ与えられる。1998 年の建築基準法改正の一環として、

民間による建築確認制度が導入され、1999 年に執行された。以降、建築確認は地方自治体

の建築主事または指定確認検査機関の民間の確認検査員（以下「建築主事等」という）によ
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って交付されている。建築規則への適合検証は基本的に建築主事等が行う。しかし建築主事

等は「代替解」の検証は行わない。 

革新的な構造方法を用いる建築物または建築物の部分、および／あるいは建築基準法令で規

定された技術要件に適合しない建築材料は大臣認定を取得しなければならない。大臣認定は

性能評価にもとづいて与えられる。性能評価業務は、高い技術的専門性を有し公正で偏りの

ない試験体制を有するとみなされる性能評価機関へ国土交通省から委任される。大臣認定は、

個々の建設プロジェクトだけでなく建築方法、材料、製品に対し交付することができる。後

者については、同水準の性能が要求される建築物の部分に対して、認定された方法等を全国

で使用することができる。 

上記に加え、構造文書偽装再発防止を目的とした 2006 年建築基準法改正の一環として、構

造計算適合性判定制度が新たに導入された。2007 年 6 月からは、技術的に単純なケースを

除いて建築物の構造計算を指定構造計算適合性判定機関または都道府県知事（以下「構造計

算適合性判定機関等」という」が建築確認のプロセスのなかで検証しなければならない。 

 

ニュージーランド 

ニュージーランドには基本的に建築規制にかかわる 3 つの検証体制がある。建築法(Building 
Act)およびコードへの建築工事の適合性の検証が建築規制の も本質的かつ重要な部分であ

る。2004 年建築法では他のふたつの検証体制が導入された。すなわち所定の者だけに認め

られる建築工事と、製品認証である。 

 建築工事の検証 

建築工事予定の設計を含む建築工事は建築許可当局（地域自治体、広域自治体、民間企業）

によって（設計段階では）コードへの適合性、（建設／完成段階）では建築許可への適合性

について検証される。特定建築設備（特定設備）の（検査と維持管理）継続検証は、「適合

スケジュール書」と建築物適合証明制度で取り上げられる。建築物適合証明制度は、特定の

人命安全設備（エレベーター、火災報知機、スプリンクラーなど）が設置時に適用された基

準を満たし続けていることを確実にする。検査と維持管理は第三者資格者(independently 
qualified persons)が行う。 

第三者資格者は現在、地域自治体が評価し適格者として登録している。建築法(Building Act)
はこのシステムを全国で適用することを可能にしている。   

制限された建築工事 

制限された建築工事は建築物全体にきわめて重要な工事であり、建築部位と特定の種類の建

物の両方になる場合がある。制限された建築工事には設計および施工が含まれる。制限され

た建築工事は何であるかについての詳細は、今後策定される補足法に記載される予定である。

特定の免許取得建築実務者だけがこの工事を実施または監督することができる。（建築住宅

省 Department of Building and Housing が実施する）免許制度では実務者の能力を資格、技

能、経験をもとに評価する。建築実務者評議会(Building Practitioners Board)は独立して運営

 
 

され、その役割には免許取得建築実務者に関する不服申立ての聴聞が含まれる。不服申立て

が支持されると、免許取得建築実務者にはさまざまな罰則が課されることがある。追加トレ

ーニングの受講、実施する工事の種類の制限、 高 10,000 ニュージーランドドルの罰金、

免許の停止または取り消しを命じるなどの罰則である。 

製品認証 

2004 年建築法(Building Act)は任意の製品認証制度も導入している。この制度により、製品

製造者は自分たちの製品または設備が建築コードの要件を満たしているという認証を受ける

ことができる。建築許可当局は建築許可の申請を審査する際に、建築コードの要件を満たす

ものとして認証された製品を受け入れなければならない。製品認証は第三者認定機関が認定

した製品認証機関によって行われる。 

 

米国  

米国で建築規則への適合は主に地方自治体レベルで実施される。すでに述べたように、州は

市民の安全性を規制する法執行権を連邦政府から授けられている。それゆえ建築規則は州ま

たは地方自治体レベルで採択、執行される。 

建築主事、消防主事 

建築規則の第一執行者は建築主事であることが多い。建築主事が働く当局には多くの名称が

使われている（例えば建築部局、建築計画、計画経済開発、公衆安全などである）。だがほ

とんどの場合、建築主事という職が設けられており、建築規則の要件を執行するのがその職

務である。こうした部局の構成や人員は所管するコミュニティの大きさや構成に応じて多岐

にわたる。管轄区によっては、消防主事（通常、消防部局もしくは消防署長）にはスプリン

クラーの設計や設置など火災安全と防火にかかわる建築物の諸側面をレビューする権限が与

えられている。適合を確保するため、建築主事の部局は計画レビューアーと検査官に手伝っ

てもらう場合がある。主事が行う設計・計画のレビューの詳細さは、部局の規模と人員レベ

ルによって異なる。小規模の部局の多くは、資格を証明する適切な文書が提示される限り、

単に、その設計者の資格をレビューの判断基準にする。一方、他の管轄区では詳細な計画レ

ビューを実施し、区域によっては詳細な設計計算をレビューする構造エンジニア、電気エン

ジニア、防火エンジニアを職員にしている。 

性能指向設計のレビューと承認 

米国では、こうした組織は依然として主に仕様コードを用いて業務を行っているが、代替設

計――しばしば「適合相当」と呼ばれる――の申請に直面することもある。代替設計は、構

造・防火工学を含むコードの全分野に関係する場合がある。代替設計をどの程度レビューす

るかや、どのように承認するかは規制所管区域によって大幅に異なる。代替設計の承認には

まだいくぶん不安がみられる。その理由は一部には、明確な指針、専門知識、教育が不足し

ているためである。例えば、小規模の管轄区は人員不足であることが多いため、設計を受け

入れないか、第三者レビューアーに頼るか、あるいは単に設計者の資格を判断基準にするし
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かない。もっと予算があり人材が豊富な部局では、部局内で設計レビューを実施したり設計

のピュアレビューを求めたりすることもある。性能設計のインフラや快適性レベルに応じて、

承認プロセスも大きく異なる。例えば、ネバダ州クラーク郡やラスベガス市はきわめて特殊

な設計に非常に慣れており具体的な実施規則や手順ができているが、一方、性能設計を扱っ

たことがない小規模の管轄区では性能設計のレビューを行う手順が作成されていない。火災

安全に関してこうした問題のいくつかに対処する助けとなるよう、国際コード評議会

(International Code Council: ICC)は防火技術者協会(Society of Fire Protection Engineers: 
SFPE)とともに「SFPE コード執行官のための性能指向設計レビュー指針 (SFPE Code 
Official’s Guide to Performance-Based Design Review)」を作成した。 

民間の執行か政府の執行か 

計画レビュー業務や検査で外部の支援を求めるケースもあるが、建築部局と消防局の民営化

あるいはその機能の民営化は米国では一般的ではない。ICC 性能コード(ICC Perfromance 
Code)では、規制管轄区域が自分たちにはある特殊な設計をレビューするのに必要な資格が

ないと感じるときにはピアレビューを使うことやレビュー業務を委託することを勧めている。

ただしこのような状況にどう対処するかを決めるのはもちろん規制管轄区域である。特別な

検査要件によって第三者検査機関を利用しなければならなくなる場合もある。特に、要求さ

れる専門知識が特殊なものである場合である。総じて建築家と設計者が自らの建築計画を自

己証明できるようにすべきかの議論が続いている。 

米国での建築規制制度と責務の詳細については、『建築部局運営（第三版）』(Building 
Department Administration, 3rd Edition, ICC 2007)を参照されたい。 

 

B2.3.4    検証を実施する建築プロセス段階 

オーストラリア  

検証は（軽微な工事を除き）、着工前、施工中、施工完了時（使用開始前）に義務づけられ

ている。使用中の建築物の検証もほとんどの州・準州で課されている。建設および承認／評

価プロセスに携わる人々は通常、各州・準州で（規制管轄区域によっていくぶん違いはある

が）免許を取得するか登録を受けなければならない。例えば、建築規制執行官と民間証明者

は州・準州政府から免許を取得するか登録を受けなければならない。トップレベルの証明者

には通常、建築物調査などの分野での大学の学位が必要である。構造エンジニア、機械エン

ジニア、電気エンジニア、防火エンジニア、建築家には通常、大学の学位と登録が必要であ

る。ビルダー、配管工、電気工は通常、将来の建築物の所有者と契約を結ぶあるいは工事を

請け負うことができるようになるには州政府から登録を受ける／免許を取得しなければなら

ない。また法的要件に従って使用中の建築物を検査するあるいは火災安全などの設備を試験

する者も通常、免許を取得するか登録を受ける必要がある。建築専門家、ビルダー、専門工

事業者の多くは専門家協会や産業協会に加入しており、メンバーでいるためにはその協会の

倫理規定に従わなければならない。 

 
 

カナダ 

建築主は許可を取得してはじめて建てる権利を得る。一般に、建築および配管の許可申請を

処理するのは自治体である。自治体の建築・消防部局の職員は――特に、自分の家を建てる

個人、改修を行う住宅所有者、許可プロセスになじみがない企業に対する――啓発にも大き

な役割を果たす。ほとんどの規制所管区域では、建物検証や承認プロセスには設計段階、施

工中、使用開始前の検証が含まれる。 

建築規則に適合する建築の解(ソリューション)については、普通、適合性検証は自治体レベ

ルで規制当局によって行われる。カナダでは、代替解の承認に伴う賠償責任の可能性への懸

念が強まってきている。規制当局に適切な能力と経験があれば、代替設計の評価と承認を行

うことができる。場合によっては、提案された代替設計の評価を第三者に委託することがあ

る。申請者が標準的でないアイテムを使用しようとするときには、建築主事は必要に応じて

試験、仕様書、工学設計、評価報告書などを審査し、適合相当かどうかを決定する。一例を

挙げれば、カナダ建材センター(Canadian Construction Materials Centre: CCMC)が 1988 年

にカナダ国家研究評議会(National Research Council: NRC)によって創設され、製造者が自ら

の新しい革新的な建設製品やシステムのコードへの適合性を立証する助けになっている。

CCMC の評価報告書は公正な見解を示すもので、規制当局はコードでは扱っていない新たな

製品やシステムのコードへの適合性を認められるか決定する際に用いる(http://irc.nrc-
cnrc.gc.ca/ccmc)。規制当局による評価の結果、代替解を承認できるか 終的に決定される。

場合によっては、州・準州の各種委員会(board もしくは commission)の事前承認が必要にな

ることがある。 

 

日本  

建築主は、特定の小規模の工事を除き、工事に着手する前に建築計画に対し建築確認を取得

しなければならない。また通常、関連建築物は使用開始前に完了検査に合格しなければなら

ない。建築物の規模、構造、意図する用途に応じて設定される特定の段階に至った時点で、

工事中に建築主事等による中間検査が必要になる場合がある。原則として、中間検査が必要

な建築物と段階は地方自治体によって指定される。しかし構造文書偽装再発防止を目的とし

た 2006 年の建築基準法改正の一環として、階数が 3 以上である共同住宅の中間検査が全国

一律に義務づけられ、2007 年 6 月に施行された。 

設計および「工事監理」を行う建築士、建築主事等、構造計算適合性判定員をはじめとする

建築確認プロセスに関与する者のための資格制度がある。また、業務を行うには特定の基準

を満たさなければならない。建築士法は建築士の資格を規定する。免許を受けるには、所定

の学歴と実務経験を持たなければならず、試験に合格しなければならない。建築主事等およ

び構造計算適合性判定員の資格は建築基準法令で規定されている。資格を取得するには、建

築士免許取得者で所定の実務経験を持たなければならず、試験に合格しなければならない。 
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ニュージーランド 

3 つの検証体制の検証段階を以下に説明する。 

建築工事の検証 

建築工事が実施される前に建築許可を申請しなければならない。申請には予定する建築工事

の詳細を示す計画と仕様書が添付される。これらの書類は建築許可当局によってチェックさ

れ、予定する建築工事が計画と仕様書に従って行われればコードに適合することを保証する

ものである。こうして適合が確認されると、建築許可が与えられ、建設を開始することがで

きる。建設プロセスの様々な段階で検査が実施され、建造物が確実に建築許可に適合するよ

うにされる。検査を実施する回数と頻度は建築許可当局の判断にゆだねられる。工事が完了

すると、完了検査が行われ、完成した建物が建築許可に適合していれば、コード適合証明書

が交付され、適合が立証される。一年を通じさまざまな段階で、特定設備の継続的な検査と

維持管理が実施される。検査の種類と頻度は適合スケジュール書で決定される。適合スケジ

ュール書は建築工事の完了時にコード適合証明書とともに交付される。建築物の所有者は、

[検査、維持管理、報告手続き適合]証明書と建築物適合証明を地域自治体に毎年提出し、適

合スケジュール書を順守していることを立証しなければならない。 

制限された建築工事 

建築許可に制限された建築工事が含まれる場合、許可申請とともに（設計資格をもつ建築実

務者からの）覚書を提出しなければならない。覚書には、制限された建築工事が計画と仕様

書に従って行われれば当該建築工事はコードに適合することとなることが明記される。現在、

このシステムは 2010 年 11 月以後に施行される予定である。 

製品認証     

製品認証機関は、認証した建築製品の検査を毎年行わなければならない。 

 

米国  

検証は建築規制プロセスのさまざまな段階で実施される。その詳細度は、一部には、建築物

の種類と規模によって、また建築部局あるいは規制当局の規模と熟達さによって異なる。こ

の件の詳細については、『建築部局運営（第三版）』(Building Department Administration, 
3rd Edition, ICC 2007)を参照されたい。 

一般に、建築規制プロセスには許可申請書と計画のレビュー、許可書の交付、建設のレビュ

ー、使用許可書の交付が含まれる。建築計画と設計承認の詳細は、部局の人員数や建築物の

種類、規模、重要性によって異なるが、すべてのケースにおいてその地域の法律に従う。 

例えば戸建住宅の建築規制プロセスには、全体計画のレビューと、（構造負荷、電気・配管

設備など）具体的な詳細事項の検査が含まれることがある。コーヒーショップ、美容院、文

具店など小さな事業者が数店入居する大規模の商業建築物の場合は、もっと繰り返して計画

 
 

レビューと検査が行われる可能性がある。大型カジノの場合は、より一層複雑な建物であり

多くの人々を収容するので、さらに多くのレビューと特別検査が要求されるのが通例である。

性能指向の代替を目指している場合には特にそうである。 

建築主と設計者が性能指向のアプローチを用いた設計を提案しているときには、発案段階で

設計者が当局に会うのが望ましい。これを義務づけている管轄区もある。事案によっては、

意図する設計アプローチおよび／あるいは緩和代替案を盛り込んだ事前報告書を提出しなけ

ればならない（火災工学設計ブリーフ、人命安全性分析など）。さらに複雑な建築物および

設計については、より厳しい建設検査とコミッショニング（性能検証）テストも要求される。

事案によっては、管轄区が政府の計画レビューと審査に加えて外部の専門家によるピアレビ

ューを課すことがある。一般に、民間による証明は認められていない。特定の種類のプロジ

ェクトに関しては、免許取得設計専門家による自己証明が可能な管轄区もある。 

 

B2.3.5 紛争解決 

オーストラリア  

ほとんどの州・準州は法的機関ではない不服審査機関を有し、建築許可申請者と地方自治体

もしくは民間建築証明者の間の紛争を解決する。州によっては（クイーンズランド州など）、

迅速審査制度を設けており、2 営業日以内で申立てに対する裁決が下される。州によっては、

専門家による評価機関があり、専門家委員会が性能評価を審査、決定する。また州によって

は（ニューサウスウェールズ州など）、裁判所に直接不服申立てをする権利を有する。一般

的に、法的機関ではない不服審査機関はうまく機能している。扱う事項が厳密に法的なもの

ではなく建築コードへの適合性にかかわる技術的性質のものが主であるからである。紛争を

裁判所以外で処理すれば、法的代理人の必要がなく、不服申立てはより迅速になり、申立て

しやすくなり、費用も安くなる。 

 

カナダ 

カナダでは、承認プロセスおよびこのプロセスに必要な文書は規制管轄区域ごとに異なる。

建築規制は州および準州の管轄であるため、コードの解釈および工事の承認にかかわるすべ

ての紛争はその管轄機関が処理する。カナダ国家研究評議会(NRC)とカナダ建築・消防コー

ド委員会(CCBFC)は、要望があったときにモデル国内コードの意図について見解を述べる以

外は、紛争解決にはなんら関与しない。建設プロセスのほとんどの関係者は契約合意に拘束

される。標準化された契約書が普及しており、紛争解決に役立っている。通常、契約書には

「工事はコードおよび他の適用法に従って実施される」という条項が盛り込まれている。 

例えば多くの問題は、建設期間中に、建設業者の現場監督者や建築主の設計者が特定、解決

することができる。ほとんどの紛争は建築主の代理人によって解決される。より深刻な問題

については、当事者は調停または裁判にかけ解決を図ることができる。損害を被った者は、

契約上の義務にもとづき、責任者に対し賠償請求する権利を持つことができる。また保険も
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しくは保証証書が発行されていれば、被保険者はこれらの手段にもとづいて賠償請求するこ

とができる。 

ほとんどの場合、コード要件は建築物の管轄当局による追加検査の対象になる。重大な違反

の結果、工事停止命令が出されることがあり、政府は、コードに適合するまでプロジェクト

が進まないよう告訴することができる。前述のように、損害を被った建築主または建設業者

は、他の建設関係者に対し賠償請求する権利を持つことができる。 

 

日本  

日本では、建築確認は基本的に「非裁量行為」と考えられている。1998 年の建築基準法改

正の一環として、性能指向コードが建築基準に導入され、2000 年に施行された。当時、建

築主事などの判定の範囲を広げるのを避けるため、特別規定（みなし規定）と具体的な検証

方法が建築基準法令で定められた。上で述べた措置が適用されない代替解に対して、大臣認

定制度が創設された。大臣認定は、性能評価にもとづいて交付される。性能評価は所定の基

準に従って性能評価機関が実施する。それゆえ性能指向コードの導入によって、「意見の相

違」が直接生じることはなかった。しかしながら行政手順を用いて、建築主事などの判定ま

たは性能評価機関の判定に関する紛争を解決することができる。地方自治体は建築審査会を

設置し、建築主事などによる行為もしくは不作為についての審査請求に対応する。性能評価

機関による行為または不作為に関する審査請求が、行政不服審査法にもとづいて、大臣に対

してなされることがある。  

 

ニュージーランド 

コードへの適合に関する紛争は、「裁定」を求めて建築住宅部省(Department of Building 
and Housing)に付託することができる。裁定は紛争当事者に対し拘束力をもつ。裁定は、決

定を支持するか、覆すか、修正することができる。コードの適用除外を行うもしくは規定に

変更を加えることができる。または意思決定者自体が与えるもしくは課す条件をつけること

ができる。建築法(Building Act)は、裁定が 60 日（平日）以内にだされ、この業務に対する

費用が比較的低く定められるよう要求し、裁定を迅速で、効率的な、利用しやすい、費用効

果の高い紛争解決方法にする。裁定では金銭的救済は行わない。不適合が原因で損害を被っ

た場合、法廷制度を用いて賠償を求めなければならない。ただし耐候性についての問題は、

住宅耐候性紛争解決サービス(weather-tight homes resolution service: WHRS)に付託される。

WHRS は、耐候性に関して裁判所で請求できる救済を申立てる人々に裁決および調停による

解決業務を提供する。住宅が雨漏り（外から住宅に雨水が浸入）しているあるいはしてきた

に違いないという根拠にもとづいて、雨漏りが原因で建築物の損傷が生じた場合に、請求は

なされる。 

 

 
 

米国  

紛争解決は、管轄区によって大きく異なり、いくつかの要因（管轄区は、コードからの適用

除外を許可する決定を下すことが法律で認められているかどうかなど）に左右される分野で

ある。紛争解決は、仕様書的なコード環境で実施される性能指向設計には極めて重要である。 

例えば、管轄区によっては当局が代替設計を評価し許容できるか判断することができる。一

方、コード執行官は代替設計になんら措置を講じることができない管轄区もある。法律で、

コードからの適用除外には申立てが義務づけられているからである。この場合、不服審査会

が代替設計を審理し、裁決する。法律で定められたこの特定の種類の制約以外にも、ほとん

どの管轄区にはなんらかの不服申立てプロセスがあり、建築主事もしくは消防職員が直接解

決できないときに用いられる。こうした不服審査会は州レベルであることもあり、地方自治

体レベルであることもある。 

終的に建築規制の枠組みで同意に至らなければ、司法制度において不服申立てを行うこと

ができる。裁判所が 後の仲裁人になる。紛争解決の詳細な扱いについても、『建築部局運

営（第三版）』(Building Department Administration, 3rd Edition, ICC 2007)を参照されたい。 

 

B2.3.6 責任を負う人々  

オーストラリア  

状況は州・準州によっていくらか異なるが、建築プロセスに関与するさまざまな人々の責任

と義務を以下にまとめる。 

 建築主は一般に、（新築、改造・増築）工事の開始前に適切な承認を得て、承認規準書

と関連法律に従って工事が完了することを確実にする責任を有する。 
 占有者とテナントは一般に、建築物と安全設備が承認時に定められた水準に維持されて

いることを確実にする責任を有する。  
 設計者は、建築工事の計画と仕様書が適切に詳細なものであり、地方自治体または民間

建築証明者が適切に評価できることを確実にする責任を有する。設計者によっては（構

造エンジニア、機械エンジニア、防火エンジニア、木製／鉄骨トラス設計者）、設計を

証明するよう要求されることがある。 
 ビルダーは、承認された計画に従って建設を行ったことを証明するよう要求される場合

がある。専門職人（例えば防水、防白蟻システムの設置者）は設備の構成要素を証明す

るよう要求されることがある。 
 材料・建築部材・設備の製造業者または供給業者は、材料や設備が製造や試験の関連規

格に適合することを示す書類を提出するよう要求されることがある。ただし製造業者は

認定認証機関にコード適合マーク認証（CodeMark）を申請することができる。ひとたび

認証を受ければ、その製品もしくは設備を地方自治体や民間建築証明者は承認しなけれ

ばならないことを意味する。 
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 検証チェッカー（すなわち地方自治体職員もしくは民間建築証明者）は通常、建築工事

が建築規則に適合していることを確実にする責任を有する。検証チェッカーは、プロセ

スに関与する他の人々（エンジニア、材料・システム設置専門家）が発行した証明書を

よりどころにすることができる。 
 保険者はときに建築規則に加えて追加要件をもつ（危険度が高い貯蔵庫に火災スプリン

クラーの設置を義務づける、または製造状況についてなど）。 
 規格団体は規格が 新のものであり、現代の建築知識と研究を反映したものであること

を確かにする責任を有する。 
 規制者は、規制が政府の法作成原則を満たしていることと、改正前に産業界とコミュニ

ティに意見を求めることを確かにする責任を有する。建築規則の場合は、関連原則は

後の手段として性能指向の規制を盛り込み、プラスの費用便益をもたらし、競争を可能

にし、世界的に整合性をもたせ、平明な言葉で表される。 
 

カナダ 

各建設関係者には一定の責任がある。 

 建築主は自らのプロジェクト全般に――すなわち何を建てるかを決定し、法律と契約上

の義務に適合させ、評判の良い設計者とビルダーを選ぶ――責任を負う。また建築主は、

完成した工事の検査を受け入れ、また建築物の供用期間にわたる安全特性を維持する責

任を有する。 
• 設計者には、適用法と建築主の追加要件の両方に適合する機能的な実施設計図と仕様書

を作成する責任がある。建築主のために現場でレビューを行うことがある。設計者にも

どの専門家がどのプロジェクトに必要とされるかを定める州・準州の要件に従う責任が

ある。専門の設計者もしくはエンジニアは、要求される州・準州の許可と専門家の賠償

責任保険を保持する責任がある。 
• 総合建設業者は、購入、スケジューリング、施工技術、下請業者・供給業者の管理を含

め、建設全般に責任を負う。ほとんどの下請契約には、工事は適用コードに適合するも

のとするという文言が盛り込まれている。ほとんどの自治体および／あるいは公益企業

は配管、電気、ガスの設置を行う建設業者に特別免許を取得するよう要求する。特別免

許は通常、資格を有し免許を取得する者に要件を義務づけている。ほとんどの建設作業

は、州・準州のトレーニング、証明、保証、保険の要件を満たさなければならない。 
• 製造業者は、自らが広告する仕様および適用規格を満たす製品を供給する責任を有する。

製造業者は通常、自らの設備と認定設置者のための品質管理プログラムを設定し、限定

的保証を提供し、適切な保険で保護されている。 
• 規格策定機関には、任意の規格は産業界と規制機関の双方の要望を満たす信頼できて使

用しやすい任意の規格を作成する責任がある。規格策定機関は、広範なパブリックレビ

ューを含む幅広い同意にもとづくプロセスを通じ確実に適正評価を行う(www.scc.ca)。 
• カナダ国家研究評議会(NRC)を介して、連邦政府はモデルコード要件の作成に責任を持

ち、カナダ建築・消防コード委員会(CCBF) (www.nationalcodes.ca)が監督する。 
• 州および準州には建築規則を制定する権限があり、すべてのあるいはほとんどの建築物

に対して必須建築コードを定めている。また専門職に対する必須要件（専門技術資格、

 
 

職業資格など）と、特定の種類の企業に対する必須ビジネス要件を設定する権限がある。

要件は専門工事業者免許から建築家やエンジニアを対象とする専門家の自己規制制度に

及ぶ。いつくかの州では保険保証の義務づけにまで及ぶ。 
• 自治体には大半の分野において、法的要件に全般的に適合させるため計画と多くの法的

要件を審査する責任がある。建築物における自治体の役割はほとんどすべて州・準州か

らの権利の委任によるものである。州・準州が講じるアプローチはいくぶん異なる。一

方、自治体は総じて、土地利用計画、建設コードの執行、既存建築物の維持管理と使用

規制、ビジネス免許、騒音、工事時間などの限度設定に責任をもつ。 
 

日本  

建築プロセスの関係者の責任と義務を以下にまとめる。 

• 建築主に求められるのは 
o 建築士の資格を有する者を任命し、工事を設計し、「監督」（監視）させる。 
o 建築確認と検査プロセスを経ることを確かにする。 
o 建設後、法的要件に適合する状態に建築物を維持する（また、特定の建築物の所有

者は建築士もしくは他の資格者に定期的に建築物の状態を検査させるよう求められ

る）。 
o 建築士は建築基準法令に適合する建築物を設計し、施工が設計に従って実施される

ことを確かにするよう求められる。  
• 所定の契約書に従って公正かつ誠実に工事を実施するよう求められる。 
• 建築主事等は建築計画および施工が建築基準法令に適合することを確認するよう求めら

れる。建築主事等は国土交通省が公布した規則に従って適合性を自分たちで確認しなけ

ればならない。ただし、2.2.3 で述べたように、代替解は大臣認定を受ける必要がある。

その内容について建築主事等は責任を負わない。また構造計算適合性判定機関等は特定

の建築物の構造計算を判定する。その結果は建築主事等のよりどころとなる。 

したがって建築基準法令の適合性の主な責任は建築主事と委任された建築士にある。また建

築主事等は一定の責任を負う（大臣、性能評価機関は大臣認定に対して、構造計算適合性判

定機関等は構造判定に対して責任を負う）。 

住宅の売主（同時にビルダーである場合もある）は施工から 10 年間新築住宅の主要な瑕疵

に対して賠償責任を負う。これまで、保険は任意であったが、新しい法律が 2007 年に公布

され、住宅売主の賠償責任を補償する必須の保険／供託制度が構築された。この制度は

2009 年秋に施行される。 

 

ニュージーランド 

建築住宅省 
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建築法(Building Act)および関連規則は建築住宅省(Department of Building and Housing)が執

行する。建築住宅部省の適合性に関する役割には以下が含まれる。 
• コードを執行するとともに、見直す 。 
• コードへの適合方法（ただし唯一の方法ではない）を明記する適合文書を作成し、維持

する。 
• コードへの適合にかかわる疑念、紛争に関して裁決をするまたは技術的判断を下す。あ

るいは建築許可やコード適合証明書の交付または却下の裁決など地域自治体による法的

決定を行う。 
• 建築手法または製品に関する警告または禁止を交付する。もし使用した場合には、建築

工事はコードに適合していないことになる。 
• 建築業界のすべてのセクター、地域自治体、消費者に建築規制に関する情報、指針、助

言を提供する。 
• 現在の傾向と現れ始めた傾向を監視し大臣に報告する。 

建築物の所有者 

建築物の所有者には次の責任がある。 

• 計画・仕様書に関する工事提案を詳細に示す。その中には、「適合スケジュール書」の

交付を受けるための特定設備の検査、定期保守提案を盛り込む。 
• 「建築許可」と「プロジェクト情報覚書(project information memorandum)」を申請す

る。 
• 「承認された計画と仕様書」に従って建築物を建設する。 
• 取得した建築許可にもとづいて実施された工事が終了するとすぐに「コード適合証明

書」を申請する。 
• 建築物を安全で衛生的な状態に維持管理する。 
• 建築物の特定設備が性能基準を満たして機能し、今後もそのように機能し続けることを

確かにする。 
• 用途変更、耐用年数の延長、再分割が提案される場合は、地域自治体に通知する。 

市、地方自治体 

地方自治体は 規制所管区域において建築法および建築コードを執行する責任を有する。特

に以下の責任を有する。 

建築許可当局の機能を果たす（次の項を参照）。 
• コードの不適用および適用緩和を認める。 
• 「(建築許可を取得していないが、コードに適合する建築工事の)承認証明書 certificates of acceptance」、

「公衆の安全利用証明書 certificates for public use」、建築法で規定された特定の通知を

交付する。 
• 建築物が改造され、あるいは用途が変更され、意図する所定の耐用年数を変更する場合

に、建築物がコードにどの程度適合しなければならないかを決定する。              

• 毎年提出の「建築物適合証明」にかかわる規定を執行する 
• 建築法で規定された特定の通知を交付する。 

 
 

• 危険で非衛生的で地震の被害を受けやすい建築物とダムを特定し、適切な措置を講じ、

危険あるいは非衛生的な状況を取り除くことを確実にする。 
• 適合スケジュール書を修正する。 
• ダム区分を検討し、承認する。ダムの安全確保プログラムを承認する。 
• ダム区分、ダム安全確保プログラム、ダム適合証明書に関して、建築法を執行する。 

建築許可当局 

建築許可当局は主に次の責任を有する。 

• 「建築許可」、「是正通知」、「コード適合証明書」、「適合スケジュール書」を交付

する。 
• 建築許可を与えた建築工事の検査をする。 

 免許取得建築実務者 

免許取得建築実務者には次の責任がある。 

• 所定の者だけに認められる建築工事を実施または監督する。 
• 建築許可当局に建築許可違反を通知する。 

 

米国  

米国では建築・火災コード適合の主たる責任は建築物の所有者にある。つまり、たとえ実際

にコードに違反しているのはテナントや設計者であるとしても所有者が責任を負うことを意

味する。だが米国はきわめて訴訟の多い社会であるため、火災や重大な構造欠陥などの事態

が起きた場合あるいは、建築物内に重大な設計・建設不備が発見された場合、多くの人々が

責任を負う可能性がある。 終的な責任は建築物の所有者にあるが、テナント、設計者、建

設業者も告訴されることがある。テナントがスプリンクラー設備の電源を切っていて火災で

建築物が焼失した場合には、建築物の所有者がコード違反の責任を負うが、テナントを過失

で訴えることができることが多い。 

建築主事 

建築主事に関しては、このような訴訟社会では賠償責任からある程度の保護を設けることが

重要である。IBC の第一章は、訴訟の絶え間ない脅威から建築主事を守る目的で以下のよう

に定めている。こうした保護がなければ、義務を効果的に果たすことができなくなり、管轄

当局が機能するのは非常に難しいであろう。 

104.8 賠償責任   

建築主事、不服審査会委員、本コードの執行を担当する被雇用者は、本コードまた

は他の関連法例で求められる義務を果たすのに誠実に悪意なく管轄区のために行動

している間は、それにより個人的に責任を負わないものとする。職務を遂行する際

に、行為の結果または行為もしくは不作為が理由で人または土地家屋に生じる損害

に対する個人的な賠償責任を免れる。職員または被雇用者が職務の合法的な遂行に
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おいて本コードの規定に従って行った行為がもとで、当該職員または被雇用者に対

して起こされる訴訟は、訴訟が終了するまで、管轄区の法的な代理人によって弁護

されるものとする。建築主事またはその部下は、本コードの規定に従って起こされ

た訴訟、法的手続きの費用の賠償責任を負わないものとする。 

全体的に、IBC の第一章と ICCPC の行政規定は、建築規制制度の関係者の役割を明確に定義

するための体系を作ろうとしている。性能設計にかかわる問題は複雑なため、ICCPC は設計

者(設計専門家)、建築物の所有者、当局の役割を一層詳細に示す。例えば、ICCPC では複数

の設計者が必要となる設計にはいわゆる第一設計専門家を設置する。 

103.3.1.1 設計専門家  

所有者は、設計専門家の業務を維持し、提供する責任を有するものとする。設計専

門家は、完全かつ包括的な一連の設計文書を作成しまとめるとともに、本コードに

従って報告書および他の文書を作成するのに必要な他の業務を行う責任者とする。

本項で規定する業務が提供されない場合、本コードの使用は禁じられる。 

103.3.1.2 主任設計専門家  

プロジェクトに複数の設計専門家の業務が必要な場合、主任設計専門家を確保し提

供しなければならない。主任設計専門家は契約上の責任を有し、すべての要求され

る設計専門家の専門分野に対して権限を有し、プロジェクト用の完全かつ包括的な

一連の設計文書を作成しまとめなければならない。 

 

B2.3.7 既存建築物への適用 

オーストラリア  

オーストラリア建築コード（BCA: Building Code of Australia）がどの程度適用され、どの建

築物と構造物に適用されるかは、8 つの州・準州のそれぞれが建築法（Building Acts and 
Regulations）で規定している。このため、BCA の既存建築物への適用状況は州、準州によ

っていくぶん異なる。だが、 新版の BCA は既存建築物の用途変更（すなわち建築物の区

分変更）と既存建築物での新たな工事（拡張および大規模な改修）に適用されるのが一般的

である。ほとんどの州では、構造または火災安全性に悪影響を及ぼさない限り、軽微な改造

と増築は旧版の BCA に従うことを認める裁量権を認定機関（委員会または民間証明者）に

与えている。3 年間で建築物の容積の 50%を超える変更がなされる場合には、建築物全体

を 新版の BCA に従って更新しなければならないという規則がある州もある。 

既存建築物でなんら工事が行われない場合、通常、建設時に適用されたコードに適合し続け

ていればその建築物は法的要件を満たしていることになる。だが必要性が認識される場合

（たいていは、多数の死亡者が発生した結果）、特定の既存建築物の更新を義務づける州も

ある。例えば、ビクトリア州ではすべての既存の老人介護施設にスプリンクラーの設置を課

している。クイーンズランド州では古いホテルおよび民宿（バックパッカー向けの宿泊施

 
 

設）に 新の防火設備の設置を課している。既存建築物に対する独立したコードはない。し

かし州によっては、新たな工事が実施されなくても、既存建築物の安全性を向上させるため

の特別要件を定めている。また障害者が既存建築物へアクセスしやすくするよう求め、連

邦・州の各種非差別法が適用されることがある。BCA で規定される性能水準はひとつだけで

ある。それゆえ、既存建築物での建築工事を 新版の BCA に照らして評価し保証する場合、

新築と同じ性能水準が既存建築物に適用される。 

 

カナダ 

カナダ全国建築コード(National Building Code of Canada)および州建築コードは一般に、新

建築物の建設および既存建築物の移転に適用される。建築物の用途変更または大規模な改修

もしくは改造がなされるときにも適用される。州コードのなかには、改修または拡張、用途

変更時の既存建築物の更新にかかわる特別規定を設けているものもある。規制所管区域によ

っては、特別規定を導入し、特定の建築特性の更新を義務づけている（アクセス性、エネル

ギー効率にかかわる特性、高層建築物もしくは介護施設に義務づけられたスプリンクラーに

よる保護など）。こうした特別規定では、既存建築物に影響を及ぼす建設工事への現行コー

ドの適用に関しなんらかの緩和措置または代替方法を認めることがある。 

カナダ全国消防コード(National Fire Code of Canada)および州消防コードは一般に、すでに

使用されている建築物と施設に適用され、火災危険を生じさせる活動を規制する。これら消

防コードには火災安全設備と避難設備の維持管理にかかわる要件が規定されている。緊急事

態を想定した火災安全計画を要求している。つまり、これら消防コードの目的は、火災（特

にコミュニティを危険にさらす可能性がある火災）を発生しにくくし、火災および危険物質

の取り扱いと貯蔵によって引き起こされうる損害を抑えることである。地方自治体の消防部

局の第一の役割は緊急時の対応である。また消防コードの適合性の検査も実施する。この検

査では通常、危険性が高い用途のものを重点的に行う。また消防部局員は、火災安全計画お

よび更新案を承認し、必要に応じて命令を出してもよい。カナダ全国消防コードに適合させ

るのは、土地家屋所有者の責任である。かなり重い罰金および罰則が科されることがある。

苦情、火災、無作為サンプリング、過去の問題のレビューを受けて、検査が実施されること

がある。 

建築物の所有者および土地家屋管理者のなかには、火災安全性の維持と緊急対応計画のため

の独自の要件を追加し自分たちの建築物で実施する人もいる。こうした追加要件は、コード

で要求される 低水準を上回るものであり、リスク認識とリスク許容度の個人差が現れる。

追加要件は保険会社からの助言を反映するものであることもある。 

 

日本  

原則として、建設時の要件を既存建築物が満たしていれば十分である。建設後に定められた

または改正された要件は既存建築物には適用されないが、増築、改築、大規模の修繕・模様
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替、用途変更時には適用される。2004 年の建築基準法の改正（2005 年施行）では、増築な

どに適用される適用範囲がある程度緩和された。例えば、増築部分がエキスパンションジョ

イントで既存部分と接しているが構造的に分離している場合、現行の構造要件は一定の条件

下では既存部分には適用されない。さらに増築などに際して、建築主が所定の是正計画を作

成すれば、建築物の既存部分を段階的に改修していくことが可能になった。 

地震が多発する日本では、既存建築物の耐震性向上が重要課題のひとつである。国土交通省

と地方自治体は、助成や減税などの経済的援助によって古い建築物と住宅の改修を促進して

いる。こうした対策の一環として、一定の条件を満たす耐震性の向上を目指している建築物

の是正改修に対し防火要件などの適用緩和が図られる。 

2.2.6 で述べたように、建築基準法に従って、建築主などは建設後も法的要件を満たす状態

に建築物を維持管理する努力
、、

をしなければならない。多数の人が利用する建築物およびエレ

ベーターなどの大型建築設備については、建築士もしくは他の資格者に建築物の状態を定期

的に検査させ、結果を地方自治体に報告させるよう建築主などに義務づけている。既存建築

物が人々の安全上著しく危険で、衛生上有害である場合、地方自治体は建築主もしくは管理

者、占有者に対し、相当の猶予期間を付けて、取り壊しもしくは修繕などの勧告または命令

を出してもよい。特定の歴史的建築物には建築基準法令の規定が除外される。 

 

ニュージーランド 

2004 年建築法（Building Act 2004）には既存建築物にかかわる次の規定がある。 

改造 

建築物が改造される場合 

• 妥当に実施可能な限り火災からの避難方法および障害者のためのアクセスと設備に関す

るコード規定に適合しなければならない。 
• 改造前と少なくとも同程度、コードの他の規定に適合し続けなければならない。 

用途変更 

（規則で定義された）用途を変更する建築物は、火災からの避難方法、他の特性の保護、衛

生設備、構造性能、耐火等級性能に関するあらゆるコード規定に、また特定の公共建築物の

場合は障害者のためのアクセスと設備に関するあらゆるコード規定に妥当に実施可能な限り

適合しなければならない。用途変更前と少なくとも同程度、建築物はコードの他の全規定に

適合し続けていなければならない。非居住用途から居住用途へ変更する場合、あらゆる面で

コードに適合することが求められる。 

耐用年数の延長および再分割 

建築物の耐用年数（50 年未満の所定の意図する耐用年数）を延ばそうとする建築主は、当

初の建築許可の諸条件と（前述した）建築法の改造にかかわる規定に適合させなければなら

 
 

ない。建築物に影響を与えることになる土地再分割をしようとする建築主は、火災からの避

難方法、特定の公共建築物については障害者のためのアクセスと設備、あるいは他の特性の

保護に関するあらゆるコード規定に適合させなければならない。 

検査と維持管理 

「特定設備」として知られる特定の安全設備が備え付けられた建築物はすべて、建築物適合

証明制度の対象となる。このような建築物の所有者は適合証明を毎年提出し、要求された検

査と維持管理が特定設備で実施されたことを立証しなければならない。 

危険かつ非衛生的な建築物 

地域自治体が建築物を危険もしくは非衛生的、地震に弱いとみなした場合、次の事項を行う

ことができる。 

• 看板またはフェンスを設置し、人々が建築物に近づくのを防ぐ。 
• 建築物に通知を貼り、建築物に近づかないよう警告する。 
• 通知書を発行し、危険を取り除くまたは低減するため、あるいは建築物が非衛生的なま

ま存続するのを防ぐため、建築物への工事の実施を要求する。 
 

米国  

米国では既存建築物へのアプローチは多様である。影響を及ぼしているのは、建築ストック

の築年数、建築ストックの歴史的重要性、政治的背景、経済的背景、地震のリスクなど建築

ストックをおびやかす種類の危険を含むさまざまな要因である。また多くの命が失われたこ

とが原動力となり、既存建築物の要件が策定されるケースもある。このような遡及要件の例

は、2003 年にロードアイランド州ウエストウォリックで発生したナイトクラブ「ステーシ

ョン」の火災である。この火災で 100 人が死亡した。スプリンクラーが設置されていない

建物内で演出用の発火物に点火したことが原因であり、同建築物には不適合問題が多数あっ

た。この火災を受けて、地域の数州が州法を制定し、既存のナイトクラブにスプリンクラー

の設置を義務づけた。ほとんどの州では概して、建設時に適用されたコードに適合し続ける

限り、特別な危険を及ぼさなければ、既存建築物はそのままでよいと明記する規定を自州の

コードに採用している。 

火災コードおよび土地家屋維持管理コードなどのコードが適用されるのは、建築物の特定の

側面――既存住宅の煙式火災警報器、可燃材料や危険物質などの含有物の全般管理など――

に同コードが採択されるときである。建築物になんら変更がなされない場合、スプリンクラ

ーなどの側面に対し遡及要件が課されるのはまれである。こうした規定は、ナイトクラブ

「ステーション」のような火災の事後策でなければ、多方面からの政治的な妨害にあうこと

が多い。既存建築物が改修または増築される場合、いくつかの要件が建築物に適用されるの

が一般的である。規定の種類はさまざまであるが、要件の出典となる主な分野には以下が含

まれる。 

• 国際建築コード(International Building Code：IBC)第 34 条 
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• 国際既存建築コード(IEBC: International Existing Buildings Code) 
• 州の特別要件――再生コード 

IBC 第 34 条は、州政府または地方自治体によって改正されない限り、建築規則の一部とみ

なされる。マサチューセッツ州とニュージャージー州をはじめ多くの州は、IBC 第 34 条の

改正版を通じ、ニュージャージー州の場合は「再生サブコード」を通じ、既存建築物を別に

扱っている。IBC 第 34 条には 2 つのアプローチが示されている。第 1 のアプローチは、改

造、増築、修繕、用途変更、歴史的建築物にかかわる基本的な行政要件と仕様的要件を定め

る。これらの規定は、より柔軟性をもたせている IEBC などの文書に比べ、建築物の改造に

対しかなり制限的になりがちである。アクセス性にかかわる要件も規定されている。第 2 の

アプローチは数値評価手法で、建築物を格付けし、改善が必要かどうか、どこに必要なのか

を判断する。 

IEBC は独立したコードで、主に既存建築物を取り上げ、修繕、改修、増築、用途変更が行

われる既存建築ストックを扱うときには柔軟性をもたせている。IEBC では 3 つの方法が示

されている。このうちの 2 つの方法は IBC 第 34 条から直接取られている。第 3 の方法は、

「工事面積法 work area method」と名付けられ、基本的には、建築物で実施されるさまざ

まなレベルの工事の包括的な一連の要件を定める。 

 

B2.3.8 建築規則の適用範囲と内容はさまざまである 

オーストラリア  

オーストラリア建築コード(Building Code of Australia: BCA)には建築物や他の構造物の設計

と建設に関する技術規定が記載されている。このなかには、構造安全性（風、地震、積雪荷

重、洪水などの考慮など）、火災安全性（耐火性、早期警戒・消火システム、森林火災から

の保護など）、アクセスと避難（障害者のためのアクセスなど）、プールの安全性、設備と

機器、エネルギー効率などの事項とともに、衛生設備の設置、防水、天井の高さ、遮音、照

明、換気など健康とアメニティに関する特定の側面などが含まれる。州および準州の建築規

則によっては、水効率問題など BCA で扱う事項の他に追加事項を取り上げ、また他の州の

法律の建築関連要件をまとめることで見つかる問題（専門家による医療、占有、居住宿泊用

途などに関連する問題）を取り上げる。 

  

カナダ 

カナダ全国建築コード(National Building Code of Canada: NBC)および州建築法は一般に、建

築物内の人々の健康（屋内の状態、衛生、騒音など）と安全（火災安全性、構造安全性、使

用時の安全性など）、身体障害者のための建築物へのアクセス性と建築物内でのアクセス性、

火災または構造的破損からの建築物の保護を扱う。カナダ全国配管工事コード (National 
Plumbing Code: NPC)および州の管工事法は一般に、建築物内の人々の健康と安全とともに、

 
 

上下水道の損傷からの建築物の保護を扱う。州建築法のなかには、エネルギーおよび水利用

の効率性といった新たに浮かび上がる目的に取り組むものもある。カナダでは、モデル全国

コード(NBC および NPC)でこうした目的に取り組むことへの関心が高まっている。州法のな

かには、農場の建物を扱うものや、プールや浄化槽など建築物に付随する施設を扱うものも

ある。 

全国コードおよび州コードには一般に 低限の要件が記載されている。 低限の要件は、規

制の必要性について意見の一致がみられる分野（健康、安全性など）において、社会全体に

とって許容できる 低限であるとみなされる性能水準を示そうと意図するものである。この

低限の性能の概念の根底にあるのは、規制とは、タイミング良く費用効果の高い方法でク

ライエントおよび社会の期待にこたえる建築物を提供するために使用できるメカニズムのう

ちのひとつでしかないという認識である。耐久性、美観、利便性、広さ、市場価値を考慮に

入れることは、 低限のコードおよび規則には適さないと一般にみなされている。建設のサ

ステナビリティに関連する多くの新たに浮かび上がる社会的期待は、規則によってではなく、

市場主導型の手段、教育、奨励プログラムを用いて取り組まれることが多い。 

 

日本  

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する 低の基準を定めて、国民の

生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする

（建築基準法第 1 条）。この目的のため、建築基準法令は次のように構成されている。 

• 総則（行政、雑則、罰則） 
• 建築コード規定（構造安全性、火災安全性、衛生上の安全性） 
• 計画コード規定（敷地と道路との関係、土地利用、建築物の形態制限、防火地域内の制

限） 

建築物の安全性および衛生に関しては、消防法、水道法など他にも多くの規則がある。基本

的に、これら他の法律および建築基準法令の技術要件の適用範囲は詳細に記述されている。

これら他の法律の建築にかかわる関連要件は建築基準法に言及されており、整合性を確保し

ている。建築基準法令は、煙突、鉄塔、風車、遊戯施設（ジェットコースターなど）、擁壁

をはじめとする特定の工作物にも適用される。 

 

ニュージーランド 

人々を怪我や病気から守り、他の建築物と土地家屋を守るのが建築コード全体の共通目的で

ある。建築コードは 7 つの主要なセクションに分けられている。 

安定性: 人々を怪我から守り、アメニティを失わないようにし、構造欠陥による物理的損

傷から他の土地家屋を守るための構造規定が含まれる。また、コードの他の目的を満たすこ
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とができるように建築物が十分な時間耐え続けられることを確かにする耐久性規定が含まれ

る。 

火災安全性: この規定の意図は、固定式燃焼器具による火災を発生しにくくし、人々が建

物から避難し消防救助活動を行うのに十分な時間があり十分に保護がなされ、他の土地家屋

を十分に保護し、環境に排出される多量の危険物質を減らすことを確実にすることである。

建築物に要求されるは、構造的に安定した状態を保ち、上記の規定を確かに満たすようにす

ることである。 

アクセス: 建築物に円滑に入り内部を円滑に移動できる経路および、エレベーター、エス

カレーター、動く歩道など機械設備の使用に関する安全性を扱う。 

水分: 要件は、[雨水などの]表流水の十分な処理に関する規定から、建築物に進入する外部

の水分から十分に保護する規定や、湿気に関連する汚染物質の原因になりうる内部の水分蓄

積を防ぐ規定にまで及ぶ。 

使用者の安全: 建築の敷地の危険物質、建築材料、危険物と危険な処理など建築物の使用

と建設にかかわる 8 項目を取り上げる。他の条項は、転落・落下、不十分な照明により、緊

急事態に気づかないことにより、避難路の表示または危険の表示、指示の表示、障害者が円

滑に利用できる経路の表示が不十分なことにより発生する怪我や病気から人々を守ることを

意図している。 

付帯設備と設備: 個人衛生、洗濯、食事の用意、汚染の予防のためのスペースと設備など

15 項目を取り上げる。また建築物には、換気、室内環境、防音、自然光と人工照明、電気

とガス、配管設備、給水、汚水・固体ごみ管理が確かに十分になされていることを目指す。 

エネルギー効率: 温度または湿度を変え、温水を供給し、人工照明を行う際の効率性を扱

う。 

 

米国  

米国の建築コードは他国と同じように徐々に進歩し続けている。 初の建築コードは、大火

災に関連するものであったので、土地家屋の保護にだけ焦点をあてていた。時が経つにつれ、

多くの人命が失われる災害がいくつか発生し、人命の安全が規則に盛り込まれるようになっ

た。さらに、いくつかの大地震や構造物の総体的な損失が発生したのを受けて、耐震および

構造規定が誕生した。保険業界が被っていた経済的損失は多額であったため、初期の建築規

則の大部分は、保険業界が着手し多大な支援を行ったものであった。現代では、ほとんどの

人は建築規則が保険業界とそれほど密接にすべてに結びついているとは考えていない。一方、

保険業界はというと、採択、施行されている建築コードに依存するところが大きいのである。

ときに、保険会社は、ある種の構造物にかかわる特定の活動のリスク評価にもとづいてコー

ドよりも一段と厳格な要件を課す場合がある。建築コードと火災コードの適用範囲は、社会

的期待になっており、火災や地震などの危険の対処に限られてはいない。 

 
 

長い年月を経て、配管など人々の健康問題や、自然光、暖房など室内環境問題もコードの適

用範囲の一部になった。近年では、アクセス性など市民の自由の問題がコードの適用範囲の

一部になった。アクセス性の場合、アクセス規定を必要にしたのは米国障害者法(American 
with Disabilities Act, http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm)であった。同法には当初、

適合規定はなかったが、当時のモデルコード団体は、コードは建築物のレイアウトと設計に

多くの影響を及ぼすものなので、連邦法との矛盾を避けるためアクセス性をコードに含める

必要があると考えた。だがモデルコード団体は政府機関ではないので、アクセス性の要件を

定めることはモデルコードには要求されていなかった。現在では、建築物のアクセス性に影

響を与える要件／法律が連邦レベルでいくつかある。国際コード評議会(ICC)は継続的にこ

うした政府機関と整合性を図ろうと努めている。また、1988 年に施行された公正住宅法

(Fair Housing Act)には新築の集合住宅でのアクセス性の要件があることを述べておくべきで

ある。ICC のコードは見直され、（規定が公正住宅法に適合するとみなされるという意味

で）いわゆる「セーフハーバー」として受け入れられてきた。 

年を追うごとにますます重要になってきたもうひとつのトピックはエネルギー効率である。

ICC は国際エネルギー効率性コード(International Energy Efficiency Code)のようなコードを

以前から発行してきた。従来、同文書の主要な前提となっていたのは、石油燃料を節約する

という全体の目的とともに建築物でのエネルギー使用の節約であった。エネルギー効率は下

位区分であるが、サステナビリティなどより世界的な問題にそれまで焦点は置かれていなか

った。これらの問題を推進していくことができる環境保護庁(Environmental Protection 
Agency)などの州政府または連邦政府内の他の機関がある場合があることを述べておくべき

である。もちろん、近年エネルギー効率は一段と重要になってきている。将来世代のための

環境保護というさらに大きな目標を掲げて、エネルギー効率はサステナビリティあるいは

「環境保護」というより広範な問題へと進化している。現在、こうした問題への対応はほと

んど各州で――多くの規制所管区域においてさえも――異なっている。前述のように、ICC
は、エネルギー効率に焦点をあてたモデルエネルギーコード（国際エネルギー効率性コード

International Energy Efficiency Code）を発行してきた。ICC はごく 近になって、グリーン

ビルディングやサステナビリティの概念を一体的に追求している。ICC はこの取り組みを

優先している。なぜなら市場に頼るのではなく規制の枠組みのなかでこのような問題に取り

組むべきであると期待するように社会が徐々に変わってきているようである。 

サステナビリティなどの問題は複雑であり、このような規定に関連する差し迫った人命の安

全への脅威はないので、どのようにまたどの程度までこのトピックに取り組むべきかについ

ては非常に難しくなるのである。どのように取り組むかあるいはどの程度取り組むかにおい

ても、ICC は「環境保護」を 優先しており、全米住宅産業協会(National Association of 
Home Builders)などの団体が関与して、この点に関して住宅向けの新しい基準を作成してい

る。さまざまな利害関係者からのコード変更プロセスを通して出された、サステナビリティ

に関する提案がいくつかある。そのなかには、部分的に、米国暖房冷凍空調学会 (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.: ASHRAE) の基準草案

ASHRAE 189.1 などグリーンビルディング基準を適用し、エネルギー消費の削減を要求する

提案もある。 

31



 
 

9 月 11 日の同時多発テロ以来、建築コードで取り組むべき危険の種類に関して議論や討論

が続いている。テロリストが及ぼす脅威に耐えうるあるいは放火に対する脅威にさえ耐えう

る建築物を設計するのは非現実的であると多くの人が感じているが、建築物についてこうし

た脅威による影響を軽減できる特定の側面に焦点をあてようとする多くの提案が今も出され

ている。例えば 2007 年 IBC への補足では、より迅速に避難しやすくするため、高さ 420 フ

ィートを超える超高層建築物にはさらにもうひとつ三つ目の階段の設置を要求する。また、

超高層建築物の非常口防火区画(exit enclosure)は段板の表示など避難路を表示しなければな

らない。こうした提案の多くは、世界貿易センターの調査にもとづく米国標準技術局(NIST: 
National Institute of Standards and Technology)の推奨事項を反映したものである。 

 

B2.3.9 公共の利益の定義 

オーストラリア  

オーストラリアの建築規則は従来、建築物の使用者の生命の安全および隣接する建築物への

被害の防止を扱ってきた。財産の保護を主要目的として含めたことはない。だが、新しい目

的あるいは拡大された目的が建築規則に追加されている。これは、社会的期待の変化を受け

たものであり、新しい政策（エネルギーの有効利用による温暖化ガスの排出削減、障害者が

建築物にアクセスしやすくする改善など）に伴う建築要件を導入するのにオーストラリア建

築コード(Building Code of Australia: BCA)が適した手段であると政府が認めている結果であ

る。今後も、温暖化ガス削減対策の厳格化、水効率対策の導入、障害者のためのアクセスの

改善、（森林火災、サイクロン、気候変動の影響など）大規模災害による人々や建築物への

リスクの低減に関して BCA に変更がなされると予想される。 

 

カナダ 

カナダは混合経済であり、さまざまな規制体系のなかで競争市場が機能している。規定され

た 低限の要件を超えて、売主はいかに買主のニーズを満たすことができるかで競い合う。

産業界、政府、消費者はみなどの程度のリスクを受け入れるかを――自ら進んでであれ事前

の設定に従ってであれ――選択する。研究および適正評価を実施し、あるいは実施しないで、

契約条件を受け入れ、利用できる保険契約にひとつまたは複数入り、免責金額と限度額を選

ぶ。コードおよび適合システムに期待されるのは、建築物自体の根本的なリスクの低減を図

ることである。他の法規は、不正を防ぎ、書面契約を支持し、市場あるいは官の力の活用を

コントロールし、所有権などを保護し、不適合をしないように促しおよび／あるいは刑罰を

科すのを助ける。この他に、契約条件のレビューを弁護士に頼むことができ、工事のレビュ

ーを第三者の設計者や検査員に頼むことができ、企業や製品などに関していくつかの情報源

を利用でき、さらに、保険商品と（新築住宅については）第三者保証提供者・機関が数多く

ある。また、必須の保証プログラムや保険会社への規制を制定している州もある。 

 
 

すべての州および準州は消費者保護法を定めており、特定の事業に対し販売者あるい直接の

売主として免許を取得するよう要求している。一般的に法で登録制度が定められ、要件や登

録官、手数料、保証、執行、刑罰、申立てが規定される。すべての州および準州では、建築

家とエンジニアのための自主規制機関を設けており、職業認定の要件は異なっている。認定

が義務づけられている場合、適用資格を満たさなければその州・準州でその職業に従事する

ことはできない。少なくとも 3 つの州政府は異なる制度を制定し、新築住宅が第三者または

保険保証によってカバーされるよう要求している。これらの州の法律では、担保範囲、適用、

実施、刑罰、申立てならびに基準および保証提供者の州のレビューが規定されている。他の

州・準州では、民間機関が任意で保険による住宅保証を提供する。 

 

日本  

建築基準法は、主に自然災害や大火災などから国民の生命、健康、財産を保護することを目

的とする。不適合は重大な問題を引き起こす可能性があるため、建築基準法令には違反者に

対し禁固を含む罰則も定められている。エネルギー効率やアクセス性など新たな社会的期待

は、少なくとも現時点では建築基準法の枠組みに適するとは考えられていない。したがって

建築基準法の適法範囲を拡大する代わりに、このような新しい政策については別途法律が制

定されてきた。 

一般に、これらの法律はよりよいものを目指すコードを示し、まず人々にコードを用いるよ

う促す。いったん新しい概念が人々に広く受け入れられたら、次に、社会的要望を満たすべ

く法的拘束力を厳格化する。アクセス性に関しては、円滑利用のための措置を促進する法律

が 1994 年に制定され、2002 年には一定の規模以上の建築物に対し義務規定が導入された。

エネルギー効率に関しては、1979 年に促進法が制定されてから徐々に対策が強化されてき

た。現在では、一定規模以上の建築物には省エネ計画の提出が義務づけられている。別の法

律であっても技術要件は、建築基準法令の技術要件と整合している。国土交通省はこうした

法律の建築にかかわる部分も担当する。 

 

米国  

米国の典型的なモデル建築コードの適用範囲は、国民全体の総体的な健康と福祉を主に取り

上げているが、個人の保護に特に重点を置いている。この傾向が表れているのは、火元にか

なり近いところにいる人々を守ることができる迅速始動スプリンクラーなどの要件である。

個人の安全の保護として、スプリンクラーが非常に多く使用されている。より具体的には、

2006 年国際建築コード(International Building Code)および国際火災コード(International 
Fire Code)では、戸建て住宅および独立型二世帯住宅以外のすべての住宅用建築物にスプリ

ンクラーの設置が義務づけられている。個々の住戸にも煙報知機が義務づけられており、こ

の要件には戸建て住宅および独立型二世帯住宅も含まれる。また、米国はきわめて訴訟が多

い社会であり、この社会環境を背景に現行コードの多くのコード要件が生みだされるに至っ

たと考えられる。 
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社会全体としては、建築コードが適切に執行されればハリケーンや地震などの際の損害の減

少につながる。このように不備を防ぐことは人命を守るとともに、地域の経済活力にとって、

多くのケースでは国全体にとってきわめて重要である。コードは要件を用いて、他の建築物

よりも重要とみなされる建築物を差別化する。例えば IBC の構造規定について言えば、建

築物は社会への重要度を基本的に表す用途区分に分けられている。一例を挙げれば、病院は

区分 4 であり、農業建築物は区分 1 となっている。ICCPC  (建築物・設備向け ICC 性能コー

ド ICC Performance Code for Buildings and Facilities)は地域のすべての危険に関してこれと

同じアプローチを用いてきたが、分類については採択する規制所管区域に任せている。 

2.2.8 で規則の適用範囲について述べたように、主に仕様書的な規制環境においては、どの

程度社会あるいは個人が保護され、何から保護されるのかを理解するのは難しいことが多い。

特定の危険については適用範囲のなかで明確に対処されているが、どの程度かはときに解釈

にゆだねられる。例えば、火災は明らかに「ICC ファミリー」のコードで取り組む課題であ

る。コード策定プロセスに長年かかわる人々は、コードは放火やテロ行為を扱うことを意図

していないと理解しているが、一般の人々はそのようには理解していないことがある。この

ように混乱がみられる他の分野は避難要件の役割についてである。 
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CSIRO.

建築規制と関連システムの概要

オーストラリア

ラム・ファムおよびジョン・カーソン

CSIRO.

目次

• 基本構造

• 規則設定の原則

• 建築規制システム

• 技術要件の構造

• BCA適合性保証のためのシステム

• 代替解の取り扱いルール

• 品質管理システム

• 近の発展事項

オーストラリアの地図 基本構造
ガバナンス

• オーストラリアの３種の政府、

• 連邦政府

• 6つの州政府と2つの準州政府

• 約600の地方自治体

• 建築規制の責任は6つの州政府と2つの準州政府が負
います

• 豪州政府審議会 (COAG) はオーストラリア建築基準評
議会 (ABCB) を結成し、一貫性があり統一した建築基準
法の技術規定を作成しています

CSIRO.
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COAGガイドライン
規則設定の原則

規則の必要性

• 規則は、 後の手段であって、 初からそれに
依存するものではない

• 市場に欠陥があるか

• 既存の規則は不適切か

• 提案された規則で、市場の成果物が改善されそ
うか

• 他の選択肢はなにか

• 提案された規則のコストとメリットは何か

CSIRO.

COAGガイドライン
規則設定の原則

• 規制監視局 (ORR) は、規則に対して新しいまたは大き
な変更をする場合、規制影響評価書 (RIS) の作成を求
めています。

• RISが調査するのは

• 政策目標達成において、提案された規則が効果的か
つ効率的かどうか

• 提案された、規則のコストとメリットの詳細

• RISプロセスでは、引き続き強固な詳細評価手順が必要
です。

• 新のRISの：例:障害者のためのアクセス、エネルギー
効率

CSIRO.

オーストラリアの建築規制システム
オーストラリアシステムの概要

計画 建築

建築規則

管理 技術

オーストラリア
の

建築コード

8つの州および準州のシステム – 1つの建築基準法

VIC

QLD

NSW

ACT

TAS

SA

WA

NT
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建築規制システム
管理要件

8つの異なる州および準州の建築統制システム
で、次のような執行問題に対応しています

• 判決、解釈、紛争処理

• 計画問題

• 建築許可

• 規則違反、処罰、および控訴

• 建築業者のライセンス付与および監査

• 注目すべき特徴: 建築許可証を発行し、検査を実施でき
る個人の建築サーベイヤー（審査・検査者）

CSIRO.

建築規制対象外の建築上の問題

• 他の法律の対象となる問題

• 電気・電気通信

• 品質

• 職業安全衛生

• 取り壊しおよび廃棄物除去などの工事上の問題

• 注目すべき特徴:：オーストラリア消費者法の対象で
ある品質関連の問題の除外

CSIRO.

技術要件の構造

• オーストラリア建築基準 (BCA)

• BCA参照文書

オーストラリア建築コード(BCA)

• ABCBは、豪州政府審議会 (COAG) 合意書 (1994、2001、
2006)により、国内で統一した技術建築規制の作成マンデ
ート（委任による作成権限）を有しています。

• BCAは1996年以降、「性能指向」の基準に変わりました。

• 理由:「設計解や記述的特性ではなく、性能面の製品要件
に基づく技術基準」を必要とするWTO「貿易の技術的障害
に関する」協定

CSIRO.
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性能指向BCAの階層

目標

機能要件
ガイドラインレベル

コンプライアンスレベル

性能要件

建築ソリューション

みなし順守規定 代替解:

評価方法

A2.2に記載の文書証拠

検証方法

専門家による判定

みなし順守規定との比較

レベル4b
レベル4a

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

BCA参照文書

一次参照文書(約100件)

• オーストラリアまたはオーストラリア/ニュージーランド規
格:荷重要件、設計方法、試験方法、製品仕様

• ISO、ASTM、BSなどその他の規格

• 工業規格とABCB規約書（ABCB Protocol）

• 規制影響評価の対象とされる。

二次参照 文書(約2000件)

• 一次参照文書で参照されたその他の文献

• 規制影響評価の対象外

• 注目すべき特徴:ABCB規約書

CSIRO.

BCA適合性保証のためのシステム
容認可能な証拠

BCAに記載 – DTSおよび代替解に適用:

• 登録検査機関の報告書

• 認定証明書 (州および準州単位) または適合証
明書 (国単位)  

• プロフェッショナルエンジニアによる証明書

• JAS-ANZ認定の製品証明書

• その他の形式の文書証拠

CSIRO.

代替解の適用ルール

• 検証方法

• 性能要件が定量化されている場合のみ可能

• 計算 - 分析方法または数理モデルを使用、または

• 試験 - 現場または試験所で技術的操作を行い、ある
ソリューションの1つまたは複数の性能基準を直接測
定

• みなし順守規定の比較

• 比較方法について特に規則はなし

• 専門家による判定

CSIRO.
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品質管理システム

• BCAに明示条項はなし - オーストラリア消費者法の問
題

• 耐久性と仕上がりは、建築規制で暗黙的に対象とされま
す。

耐久性: 
• BCA第２巻(住宅条項) には、耐久性に関する多数のDTS要件が記

載されています。

• BCA参照設計基準 (鋼材、コンクリート、材木など) には、耐久性に
関する各種条項が記載されています。

• ABCB「建築の耐久性」ガイドラインは2002年に発行されました。

出来栄え:州の建築統制局は、仕上がりに関するガイダン
スを発行しています。

CSIRO.

近の開発:
規制

• エネルギー: 2000年に導入され、2009年に厳格化 –住宅
および商業ビルを対象

• 敷地基準:2011年5月1日から、障害を持った人がよりア
クセスしやすい建物にすること – 長期開発 (10年)

• 配管: 2010年の新しい全国建設工事基準(NCC) により
建物に含めることとする

• 洪水が起きやすい土地での建設:2013年までにNCCによ
り導入される基準草案が入手可能

CSIRO.

近の開発:
規制研究

• 性能の定量化:適切な検証方法で定量化でき、規制採用
に適した性能要件を特定するため (継続中)

• スリップ、つまずき、落下:聞き取りから発生した2つの提
案をNCC 2013に含める予定

• 災害回復力

• 低気圧地域の設計風速における気象変化の影響
(2008年) 

• 現在および将来の建築ストックの災害回復力の改善
における建築基準の役割 (継続中)

CSIRO.

まとめ

• オーストラリア建築基準法は、生きた政策文献
です。

• BCAは、政府の連邦システムおよびコモンロー
に基づく法体制を反映しています。

• BCAは、国内外のモノおよびサービスの交易を
促進します。

どうもありがとうございました。
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1

ニュージーランドの建築規制制度

日本の建築規制制度の将来を考えるセミナー

Mike Stannard
Department of Building and Housing, New Zealand

2

ニュージーランドの建築規制制度

• ニュージーランドの概況

• 建築規制制度

• 建築コード体系

• 基準適合性確保

• 技術革新

• 建築法及び建築コードの点検

3

• 人口 4400万人 (日本 1億2700万人) (日本の)3.5%

• 面積 268,680平方キロ 日本 378,000平方キロ (日本の)71%

• GDP 1億6千万USドル 日本 54億USドル (日本の)3%

• 多様な国土 山、平原、海岸線

• 気候 気温、年間降雨量1000ミリ

• 規模は小さいが開放的な経済、輸出志向、友好的なビジネス

• 自然資源、農業、漁業、森林、水力発電

• 自然災害

-地震と津波

-火山活動

-洪水

ニュージーランド – 建築規制制度からみたその概況

4

• 英連邦の法制度をもつ民主主義

• 女王が元首で、総督Governorが政府を代表

• 国会は、120名からなる衆議院の一院制、 二大政党

• 首相は多数派の政党の党首

• 閣僚大臣はそれぞれ所管－財政、教育、社会福祉など

• 建築建設大臣

ニュージーランド政府
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5

住宅

• 150万戸の戸建て専用住宅

• 年間約2万戸が新築

• 住宅建築活動への投資は年間6百万ドル

• 20人以下の小規模な建築会社が典型的だが、大規模な
住宅供給業者が増えつつある。

商業・工業用建築物

• 30万棟の商業・工業用建築物

• これら建築活動への投資は年間5百万ドル

以上の建築活動はGDPのおよそ6％

ニュージーランドの建築事情

6

2004年建築法

• ニュージーランドでの建築建設活動を秩序づける法規

• 同法の目的

- 国民が建築物を安全に使用できる

- 健康、身体面での自立そして福祉に貢献する建築物

- 火災からの避難

- 持続可能な発展の推進

ニュージーランドの建築規制

7

• 住戸の重要性

• 耐久性

• 人間の健康にもたらす有害な影響を防ぐ

• 建築物の一生での費用やメンテナンス

• 建築をめぐる技術革新の持続性

• 他の財産や消防隊の保護

• 障害ある者への配慮

• 文化、歴史、文化伝統遺産などの保護

• 建築活動における省エネ、資源保護、廃棄物

建築法の原則

8

建築住宅省

• 建築法及び関係する法令を管理

• 政府への助言として専門家等を提供する政府機関

• 内閣で承認される建築コードについて、性能要件を助言

• 建築コードに適合させる手段として、許容解(Acceptable 
Solutions)や検証方法(Verification Methods)を収録した図書
を発行

• 建築住宅省は2004年遅くに設置

• 建築住宅省の目的は、「強いコミュニティと経済の発展を築くニ
ュージーランド国民に対して、品質の高い住宅や建築物が供給
できる建築住宅市場をつくる」
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9

• 新築工事は、すべて、建築コードに適合しなければならない

• 建築主／建築業者は、（いくつかの免除規定はあるが）建築同意を得なければな
らない

• 建築同意をする制度―建築同意機関(地方カウンシルで国内に６９ある)が同意
申請手続きを受けて処理し、検査し、竣工後にコード適合証明書を渡す

• 建築同意機関が適切な仕組みを現場で有しているか否かを、独立した信用付与
機関がチェックする

• 2012年3月以降、建築工事実務者は免許を得て、「指定された建築工事」につい
ては免許を得た建築工事実務者による監理の下で行わなければならない

• 施工者/設計者は、消費者保護の観点から、暗黙の担保責任を伴った契約を締
結する

建築規制制度の概観

10

建築規制制度の点検 (続き)

・ 紛争調整する手続き 省による裁決

・ 製品証明する体制

・ 現在使用されている建築物に対して

- 用途適性保証書 – 維持管理

- 危険かつ地震影響を受けやすい建築物への規定

11

• 国が定めた、性能指向の建築コード、

1992年にはじめて定めた

• このコードは、建築法の下でのルール

• このコードでは、高次での性能規定が記述

• 35の章からなり、構造、耐久性、湿気、火災、アクセスビリティ、利用者
の安全、サービス、省エネについて記述。

• 適合文書(Compliance Documents)に記載された仕様書規定で記述

された解は、建築コードに適合する、〈唯一の方途ではないものの〉一
つの方途である。

• 代替解 (alternative solutions)も地方自治体の承認を求めて申請する
ことができる。

建築コード

12

• 性能指向の、Nordicモデル

• 目的は、高次の記述

• 機能的要件

• 性能要件

• 適用できる範囲

• 以下に構造安全に関する第B1条項についての実例

―目的では： - 人々を、構造体の崩壊という危害から、そしてアメニティの損失から、守る

- そのほかの価値を保つ-
―機能的要件では： 建築物と建築部材とを、建築物の一生の間にありうる荷重に耐えうるよう

にする

―性能要件では；- 一生を通じての、破砕、不安定、崩壊のおそれが低く、かつ、振動や変形な
どといった、アメニティが損失する可能性が低いこと

- 重力、地震動、積雪、風などといった、考慮すべき物理的条件

- 考慮すべき、重大な損傷

建築コードの構造
Goal

Functional 
Requirements

Operative Requirements

Examples of Acceptable Solutions

Verification
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13

1. 許容解は建築住宅省が示す

仕様書型の「適合みなし」手段、例えばニュージーランド標準規格NSZ 3604 木造枠組
構造住宅に関する標準規格。

２ 検証方法

適合している旨を検証する方法、例えば、オーストラリア／ニュージーランド標準規格
AS/NZS 1170 設計荷重・外力 である。

建築コードに適合させる手段

適合みなし解

検証方法
(often referenced 
design Standards)

代替解

Ease of 
getting 
consent

Increasing 
design 

complexity

3. 代替解は、これを地方自治体が審査し、承認する
- 第一原則は、エキスパートのレビューを伴った設計
- 試験や実験
- 国際規格
- （当該解の）使用の実績

14

- 政府の政策

- アドバイザリー会議

- 各界への照会と回答

- 建築同意部局

- 国際的な知見

- 新技術または新製品

- 特定

Identify Prioritise Decide how Develop Implement

- リスク

- 効果

- モニタリング

- 影響/パートナー

- 調査

- ガイダンス/教育

- 標準開発

- 建築コード / 適合文
書

- 警告又は禁止事項

- 経過措置

- セミナー

- WEBページ

- 支援ガイド

- 会議

- 掲載

- 評価とその結果

- 取り決め

- エキスパート作業
グループ

- 協議

- 承認
Consequences

P
robability



Impact

E
ffort 

建築コードの開発過程を示す概念図

必要性 優先度 手段の決定 策定 執行

15

• 構造 – カンタベリー地震, サウスランド・スタジアム

• 木構造 –住宅建築における、木材処理に関する基準の
簡便化と木構造枠組材の品質の向上

• 火災 – 2012年施行予定のより明確で一貫性ある改訂

近の建築コードの開発

16

火災 – 人々の安全と他の財産の保護

新たなコードで規定されるもの

・ガスや熱に在館者が曝される限度

・屋内表面仕上げや床表面の材質

・消防隊のアクセス

・消防隊に伝える建築物の情報

新たな検証方法の決定

・10種類の標準的な火災のシナリオ

・行動時間の予備評価

・在館者の移動速度

代替解の再編成

・リスクある用途の根拠

・単純な建築物

・複雑ではない、建築物の特性と設備
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17

・「適合表」 「用途適性保証書」制度

― 建築物の機能の適正な発揮のための特定の装置設備が

維持管理され、作動可能となることが保証できるようにす
ることが目的

― これには、昇降機、スプリンクラー、警報装置、表示灯用
の非常電源を含む

― 定期的な検査と年毎の証明

・危険な、不衛生な、または地震被害受けやすい建築物

― 自治体は政策方針を有する

― 危険を取り除くことができうる権限

― 地震被害を受けやすい建築物に関する基準では、一定期

間以上，経過した建築物に対して性能向上させることを目
指す

現在、使用している建築物

18

紛争調整

• 裁決

－建築法及び建築コードの適用をめぐる法律上及び技術
上での指針を提供

－しかし、適格性や契約上の問題は扱わない

－通常の場合、年間150件ほどの裁決がある

• 耐候性ある住まいをめぐる紛争を解決するサービスが、
雨漏り建築物問題ではじまっている。

19

建築実務家の免許制度

• 建築業者の免許：建築生産に携わる者：アーキテクトや
技術者は登録することが既に義務づけられている（そして
、免許が与えられるとみなされる）。

• これは2004年の法規で導入されたのだが、2010年に至
ってもその普及は遅かった

• 2012年3月に、住宅の設計のすべてと、居住系建築物に

とって重要な施工のすべてについては、建築実務専門家
が行うか、あるいは監督下、としなければならない、とし
た。

• この分野の改革として、技能ある建築実務専門家にとっ
ては（受ける）建築規制のレベルの引き下げにつながるこ
とが意図されている。（リスクベースの建築同意制度）

20

• 雨漏り問題がニュージーランドにとって新技術の教訓になって
いる

• 近では、耐候性問題から生じた責任に関する建築同意機関
の消極性により、抑制されてきている ‥ 共同連帯責任

• これとは異なり責任を「応分負担」させようという提案がある。
住宅建築物については、建設契約法に基づく調停を通じた、
契約に基づく、より早期の解決を推奨する方向に動きつつあ
る。

• 技術革新へのありうる戦略として

－技術革新となる生産プロセスや構法の抽出

－リスクに対する理解と教育

－隔離検疫―管理された実験―

新技術
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建築法の見直し

• 2004年以降、建築の品質は一般的に改善されてはきたが、 近の制度はバラン
スを逸してきている。

• 近の制度は、あまりに煩雑で、費用がかかり、複雑で、かつ遅延が目立つ

• アカウンタビリティの不足をめぐる懸念が高まり、建築同意制度は「誤りを見つけ
る」ために、あまりにも依存されている。

• 建築業界は，文化面及び行動面での変化を求めている。

• 2009年、政府は2004年建築法を点検するという文書を出し、建築規制制度を通

じて、提供するサービス品質は落とさずに、制度の運営に必要な費用を減らす、
とした。

• 政策の開発と積極的な公聴活動とがなされようとしている。

22

見直しでわかったこと

• 見直しを通じてわかったことは、建築規制制度は破壊されてはいないが、費用が
かかり、効果的ではないこと

• このほか、点検を通じて次の点が明らかにされた；

– 責任がそれがふさわしい者に担われていないという問題

– 建築界全体にわたって技術面での問題があること

– 消費者保護の点で弱点があること

– 建築同意機関に対する過度の依存がみられ、均衡を欠いていること

– 制度全体にわたっての、文化と行動とに変化が必要であること

23

必要とされていることは、建築規制制度の全体の変革

• 5年から10年にわたる作業計画

• より生産的で、効率よく、理解可能な、建築
建設部門を整えるべき

• 次の点での変革をふくむ、長期的な行動及
び文化の変革

– 消費者

– 技術や生産に携わる部門

– 透明性

– 規制制度の設計

– 利害関係者が参加してのコミュニケー
ション

24

建築コード体系の見直し

2004年建築法を反映した建築コード体系は: 

• 目的に適ったものとすべき

• よりアクセスしやすくすべき

• より理解しやすくすべき

• 建築の生産性と技術革新とを支援すべき

• 説明責任／透明性を高めるべき
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建築コード体系 – その強み

• 一つの平易な考え方から組みたてたモデルである

• 海外での優れた前例と直結できる

• 受け入れやすいモデルである－もはや昔の仕様書風の記述には戻れない

• あらゆる関連する文書を引用または参照することができる

• 「適合みなし」解は、そのユーザーにとって確実さを与える

• このようなコード体系は生産性を高め、技術革新を支える ‥原理としては

26

建築コードシステム – その弱点

• 1992年の性能指向の規制制度に移行して以来の、進化が限られている

• 公共政策問題が時に技術規格標準委員会で審議される

• 建築規制担当者、規格標準策定機関そして調査研究機関との間での役割分担の境界があいまい

• 建築コードを点検する動きと規格標準を開発する動きとの間での整合に欠ける

• 国内の多くの規格標準の開発状況が思わしくない（産業動向の把握やコンセンサスモデル）

• 代替解を用いての適合性を立証することが設計者には難しい

• 製品証明制度の成功例が限られている

• 文書の更新が遅いために技術革新を苦しめている

• 評価方法に関する情報を得ることが難しい

• ―適合文書(無料)と、それが適合判定の手段であるとして引用されている規格標準(有償)とが別
々になっている

• ・情報の内容が理解できない

27

勧告事項:

１． それぞれの組織の役割を明確にすること。建築住宅省は建築コード体
系の全体像を発展させるよう先導すべきであること。

２． リスクの程度水準に関する意思決定をすべきであること：建築住宅局に
はより強い役割が、これら調査や基準化の優先順位や開発において、
必要であること。これらリスクや欠陥の結末の影響が大きくなればなる
ほど、建築住宅局が秩序づける度合いも高めていくべきこと。

３． 協調連携による規格に頼ることだけでなく、規格を策定する際に必要な
証拠を整えていくべきこと。

建築コード体系の見直し

28

勧告事項(続き):

４． 規格の現行のカタログを点検し、何を残すことが 善かを全員参加で

決定し、何を建築住宅局が主体となるべきか、決定すべきこと。例えば
、軽量木材での住宅建設に関する規格

５． 検証方法の数を増やすべきこと

６． 情報を簡明なものとし、それへのアクセスを合理化すべきこと： 建築コ

ードやこれに附属する文書を理解することが難しい、と建築産業界は
再三、報告している

７． 各種情報を蓄積するシステムが可能になるように再編すべきこと

建築コードシステムの見直し
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結論

建築規制制度が目指す状態は；

• 品質高い住宅や建築物が、実施可能で効率的な規制制
度の運営を通じて、生産されている状態

• 消費者は、情報を得て決定ができ、住宅建築市場での取
引に信用が与えられている状態

• 住宅や建築物が、適切な技術と知識とをもった生産部門
の手によって、効率的な費用で生産されている状態

• 規制制度が、効果的かつ費用面で効率的な方法で運営
されている状態

30

ご清聴ありがとうございました

建築住宅省

www.dbh.govt.nz
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カナダの建築規制システム

Guy Gosselin, M.Sc., M.B.A., P. Eng.

Manager, NRC Canadian Codes Centre

International Seminar on Building Control Systems
Tokyo, Japan, December 2011

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

報告の概要

• 建築規制システムの概要

• 主要な関係主体と役割

• カナダの目的指向型基準

• 規制を遵守させるためのシステム

• 主要な活動

2

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

建築規制に関する権限の主体は？

• カナダ憲法では、10の州と3つの準州に以下の責任を
与えている。

－ 建築・防火・配管設備・エネルギーに関するコード

(code)を法令の部分として採用すること

• （地方自治体を通じて）解釈と執行(enforcement)

• 教育・訓練活動

• 専門業者と専門家の免許の発行

3 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

主要な関係主体

• カナダ国立研究協議会

National Research Council of Canada (NRC)

• 建築・防火コードに関するカナダ委員会

Canadian Commission on Building and Fire Codes (CCBFC)

• 各州・準州

• 各業界団体を含む国民全体

Public at large including industry

4
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Canada’s Building Regulatory System

カナダ国立研究協議会(NRC)の役割

• カナダ国内の主たる研究・技術開発機関

• 一様性や一貫性の促進を使命

• 1937年以降、国内のモデルコードの整備を担当

• コード整備の監督と認証を目的とした建築・防火コードに関す
るカナダ委員会を設立

• 行政的、技術的及び研究的な観点での支援を提供

• 全国コードとユーザーガイドの出版と販売

• 革新的な建設製品の評価業務も提供

5 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

建築・防火コードに関するカナダ委員会(CCBFC)の
役割

• 構成員は各地域からのボランティアとして参画

• カナダ国立研究協議会から任命を受けている

• 各地域からの規制当局、建設産業及び公共の利益を代表

• モデルコードの整備体制の監督

• モデルコードの内容の開発と承認

• 方針と手続きの設定

6

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

各州・準州の役割

• 憲法上の役割と責任を負う

• 州／準州のコード政策諮問委員会(PTPACC)が代表する

• 構成員は副大臣から任命

• ３つの小委員会が設けられている（建築、防火、配管設備）

• コード整備の必要性と優先すべき事項について建築・防火コ
ードに関するカナダ委員会(CCBFC)に助言

• 執行に係る課題についてCCBFCに助言

7 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

建設産業と国民一般の役割

• コード整備体制における主要な参加主体

• 安全で入手しやすい建築物を指向

• 安全であることを確認できれば新技術を採用することを指向

• 全国における、建築工事の首尾一貫した 低許容基準を期
待

• 公正で一般に開かれた、透明性のあるシステムに関心

8
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Canada’s Building Regulatory System

9

CCBFC

Task and Working 
Groups

Construction Industry and Public

PTPACC

SC-HSBSC-EEB SC-FPSC-BPS SC-UE

SC-SDSC-ED SC-ES SC-HMA

Standing Committees
• Building and Plumbing 

Services (BPS)

• Energy Efficiency in 
Buildings (EEB)

• Earthquake Design (ED)

• Environmental  
Separation (ES)

• Fire Protection (FP)

• Hazardous Materials  
and Activities (HMA)

• Housing and Small 
Buildings (HSB)

• Structural Design (SD)

• Use and Egress (UE)Task  and 
Working Groups

NRC

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

• 400を超える構成員と約60の委員会

• システムは、その多くの部分を、図書の販売でまか
なわれている

10

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

初版

• 全国建築コード 1941
National Building Code: 1941

• 全国防火コード 1963
National Fire Code: 1963

• 全国配管設備コード 1963 
National Plumbing Code: 1963

• 全国農業施設コード 1964
National Farm Building Code: 1964

• 全国エネルギーコード 1979
National Energy Code: 1979

11 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

12

現行版

• 建築コード 2010 National Building Code: 2010

• 防火コード 2010 National Fire Code: 2010

• 配管設備コード 2010 National Plumbing Code: 2010

• 農業施設コード 1995 National Farm Building Code: 1995

• エネルギーコード 2011 National Energy Code for Buildings: 2011

• 上記以外にユーザーガイドも出版
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Canada’s Building Regulatory System

コード改正の基本方針

• コードのユーザーがコード改正手順を動かす

• 各州・準州(PTPACC)が各段階で関わる

• 一般レビュー(public review)が重要なチェック＆バランス

機能を果たす

• 建築・防火コードに関するカナダ委員会(CCBFC)は所定必
要手続きがなされなければ、改正を承認しない

13

PTPACC

PR

PTPACC

REQUEST

PTPACC PTPACC

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

目的指向型コード（Objective-based codes）

• 1993年に制定が計画された

• 制定は10年間のプロジェクトである

（1995～2005年）

14

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

建築・防火コードに関するカナダ委員会(CCBFC)が
目的指向型コードをめざした理由

• コードの目的と適用範囲の明確化のため

• 各規定の特別な意図の説明のため

• コードを新築・既存建築物に適用しやすくするため

• 建築技術の革新を奨励するため

15 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

目的指向型コードの概要

• 「目的 objectives」では、建築物の設計・施工行為をなぜ規
制するかを述べる

• 「機能的要件function statements」では、目的を達成するた
めに設計・施工が何をしければないかを述べる

• 「許容解 acceptable solutions」は、上記の目的や機能要求
を満足するとみなされる（もの）

• 「代替解 alternative solutions」では、同じ目的や機能を満足
していることを示さなければならない

• 「意図と適用範囲 intent and application」に関する記述は、
強制力を持たないガイダンスである

16
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Canada’s Building Regulatory System

目的指向型コードの構成

17

目的

機能的要件

許容解

代替解

行政上の規定

意図の解説

適用範囲の解説

Division A

Division A

Division B

Division C

User’s Guide

User’s Guide

Division A & C

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

このコードの目的は、人々が火災によって生じる許容
できない傷害リスクにさらされる確率を限定することに
ある。リスクは以下の事象によって引き起こされる。

• OS1.1 － 火災又は爆発

• OS1.2 － 発生場所を超えて拡大する火災又は爆発の影響

• OS1.3 － 火災又は爆発による建築要素の崩壊

• OS1.4 － 防火システムが当初想定した機能を果たさない

• OS1.5 － 火災時の安全な場所への避難行動の障害

18

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

安全 健康

火災安全
構造安全
利用上の安全
好ましからぬ侵入に対抗する安全
工事又は解体の現場での安全

室内の状況
衛星
騒音防止
振動及歪みの軽減
危険性のある物質を含む物

アクセシビリティ

移動経路のバリアフリー
施設のバリアフリー

建築物及び建築設備それ自体の保護

建築物及び施設の防火保護
建築物の構造上の耐力
火災に対する近隣の建築物や施設の保護
構造体の崩壊に対する近隣の建築物の保護
上下水施設の損壊からの建築物あるいは施設の（被害の）保護

環境が破壊されないように保護(**2011年に創設**)

エネルギー資源の効率的な利用方法

目的objectivesと下位の目的sub-objectives（表）

19 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

許容解

• 許容解には、仕様型と性能型要件の両方が含ま
れる

－仕様型要件は「このようにすべし」を意味する

－性能型要件は「これを実現すべし」を意味する

• 許容解は、代替解（革新技術）を、これに照らして
比較・評価する際のベンチマークとなる

20
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Canada’s Building Regulatory System

許容解への適合を確保する仕組み

• 地方政府は建築許可の発行に先立ち、設計図書の
チェックと承認を行い、規定への適合を検証するた
めの現場検査を行う

• 設計内容がコードに定める全ての要件に適合するこ
とについては、登録専門家の証明（適合保証文書
Letters of Assurance）を拠り所にする（rely）ことも
ある

21 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

製品認証products approvalのための適合性システム

• カナダ基準協議会(Standards Council of Canada)
の認定を受けた機関による製品証明を拠り所にして
いる

• 電気系の安全性に関しては、特別検査又は現場評
価を拠り所に

• 革新的な建設製品は、NRCのカナダ建設製品セン
ター(Canadian Construction Materials Centre)の
評価を拠り所に

22

NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

代替解Alternative Solutionsのための適合性シス
テム

• 代替解（新技術等）の提案者は、当該代替解が少な
くとも許容解と同等の性能を発揮することを説明しな
ければならない

• その説明は、研究、試験、モデル化及び既往の経験
則によることができる

• カナダ建設製品センター(CCMC)が実施する製品評
価の結果は通常受け入れられている

23 NRC Canadian Codes Centre – Dec 2011

Canada’s Building Regulatory System

ご質問はありますか?
www.nationalcodes.nrc.gc.ca

ありがとうございました
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米国の建築規制システム

Brian Meacham, PhD, PE, FSFPE
Associate Professor

Worcester Polytechnic Institute (WPI)
Worcester, Massachusetts, USA

Brian Meacham,  15 December 2011

米国の建築規制システム

• 建築規制に関する国家レベルの要件はない。
連邦政府機関は建築規制の責任者ではない。

• 国家建築コードはない。

• 「モデル」の建築コードと規格は、民間で策定
され、州レベルまたは地方自治体レベルで法
体系の一部として採択され、その地域で執行
される。

• 建築コードのシステムは仕様的である。

Brian Meacham,  15 December 2011

規制当局

• 規制権限の委任

– 連邦政府に委任されるのは、特定の一連の権限
のみである。均衡を図る権限は、各州内で

（自らの権威を）州政府に委任することを欲する
人民にある。

– 合衆国憲法第10修正 「合衆国憲法で連邦政府

に委任されていない権限、また憲法が州に対して
禁止していない権限は、各州または人民に留保
される」
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規制当局

• 建築コードに係わる規制権限

– 州が有する権限のひとつで、州憲法によって同
州の規制管轄区域に委任できるのは、「ポリスパ
ワー（治安権）」である: 市民の健康、安全、一般

の福祉を求めるための規制に関するする権限で
ある。

– 建築コードは、国民の健康、安全、一般の福祉を
扱う。それゆえ、「ポリスパワー（治安権） 」は、建

築コードを執行するためのあらゆる権限の源とな
る。
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規制当局

• 権限の範囲

– 地方の規制管轄区域に与え
られたホームルール（自治権
限）や地方自治の執行権限
の程度は、州によって異なる。
州内の各市に も自由を与
えているのはテキサス州であ
る。一方、バーモント州は、州
政府が、憲法で、すべての規
制権限を留保している。
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規制体系

• 規制体系

– 建築コードは、州法令／地方法令によって、法的位
置づけを与えられる。

– 多くの場合、コードを策定するための委員会が設立
される（建築コード委員会、防火コード委員会、ゾー
ニング委員会等）。

– 各委員会が担う責任は、地域のニーズを評価し、
コードの選択肢を見直し、州議会に対して法体系に
組み込むよう採択することを勧告することである。
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規制体系

• 規制体系

– 州法令／地方法令に組み込まれると、建築コー
ドは法的地位を獲得する。

– 建築コード策定の負担を軽くするため、「モデル」
コードが使用されることが多い。

• 「モデルコード」は、ひとまとまりの規則提案で
あり、規制分野での特定の専門知識を持つ個
人から成る委員会が策定し、強制執行できる
規則の土台またはモデルとなるものである。

Brian Meacham,  15 December 2011

規制体系

• 採択され法体系に組み込まれると、州もしくは
同州の規制管轄区域、またはその両方が、州
憲法に従って執行することになる。

– 前述のとおり、片や、すべてが州レベルの規制
（バーモント州）から、片や、すべてが規制管轄区域
レベルの規制（テキサス州）まで、大きく異なる。

– 多くの州では、この二つを組み合わせている。例え
ば、ニューヨーク建築コード（州規模）とニューヨーク
市建築コード（ニューヨーク市独自）の組み合わせ
等。
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規制体系
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例えば、マサチューセッツ州の場合、マサチュー
セッツ州建築コードは、マサチューセッツ規則コー
ド第780編（780 CMR） として位置付けられている。
このコードは、マサチューセッツ一般法第143章
（MGL 143）に基づき法的効力を与えられている。

マサチューセッツ州は、建築規則規格委員会
（BBRS） を設置した。BBRSは、１１名のメンバー

から成る委員会で、マサチューセッツ一般法第
143章第93条から第100条に基づいて権限を与え

られ、規則を採択し、州の建築コードの規定を司り、
建設関連のさまざまなプログラムを運営する。

同州の規制管轄区域（ボストン市、ケンブリッジ市、
ウースタ市等）は、 （ゾーニング、建築等の）条例

／コードを追加し、許可書を交付し、計画のレ
ビューを行い、執行することができる。

規制体系
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建築規則の策定

• 大多数の州・連邦規則と違って、モデル建築
コード、防火コード、規格は、政府機関が策定
するのではなく、 民間機関が策定する。

• 策定には二つの主要なレベルがある:
– 建築物のモデルコード、機械・配管等のモデルコー
ド ( 上位の要件)

– 合意規格 (材料、設備、部材に関する規格― 試
験、設置、検査、維持管理に関する規格等)
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モデルコードの策定

• 二つの主要なモデルコード機関:
国際コード評議会 （ICC）、米国防火協会 （NFPA ）

– 両方とも民間機関である。

– 投票権のあるICCメンバーは行政職員 （主に建築
コード執行官）である。

– 投票権のあるNFPAメンバーには、会費を納めている

メンバーがすべて含まれる（産業界、工学分野、消防
分野のメンバーや、 建築コード執行官等）。

– 文書は18ヶ月から36ヶ月ごとに改定される。
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モデルコードの策定

• ICC とNFPAの も重要な違いは、投票に対
する考え方である。―ICCの場合、行政職員
だけが投票 ― NFPAの場合、全員が投票

– 産業界が「任意」のコードおよび規格の策定を牽
引しているので、産業界の関心事項が公共の関
心事項より優先されるのではないかという懸念

– ひとつのグループ（例 コード執行官のみ）が策
定し承認したコードおよび規格は、産業界の数々
の関心事項に適切に対処しないのではないかと
いう懸念
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モデルコードの策定

• ICC の前身の機関（BOCA, ICBO, SBCCI）が
モデル建築コードを策定した。一方、NFPA が
重点的に取り組んだのは、防火規格と、二つの
核となるコード （米国電気コード、生命安全コー
ド）であった。

– 1990年代後半から2000年初頭にかけて、 NFPA 
は建築コードを作ることを決めた ― NFPA 5000

– 米国では、NFPA 5000 は採択されなかった。それ
ゆえ、 ICC がモデル建築コードの主たる策定者で
あることに変わりはない。
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建築物のモデルコード

• International Code Council (ICC)
– International Building Code 
– International Existing Building Code
– International Energy Conservation Code 
– International Fire Code
– International Wildland Urban Interface Code
– International Fuel Gas Code 
– International Mechanical Code 
– ICC Performance Code
– International Plumbing Code 
– International Property Maintenance/Zoning Code 
– International Residential Code
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ICCモデルコードの採択
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合意規格の策定

• ICC はモデル建築コード、モデル機械コード、

モデル配管コードや（電気以外のすべての）関
連コードの策定競走に「勝利した」が、包括的
な一連の規制文書を作るためには、システム
には、多くの合意規格、指針等が必要である。

• 合意規格の策定には、試験、材料の性能 （強
度、安全性、延焼…）、 設備の設置、検査、維
持管理等に関する規格が含まれる。
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TABLE 1 THE TOP TWENTY NONGOVERNMENT STANDARDS-SETTERS (Cheit 1990)

Organization Number of Standards
American Society for Testing and Materials 7,200

Society of Automotive Engineers 4,200
U.S. Pharmacopeia 2,900

Aerospace Industries Association 2,800
Association of Official Analytic Chemists 1,500

Association of American Railways 1,350
American National StandardsInstitute 1,330a

Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association 630
Factory Mutual 600

American Society of Mechanical Engineers 550
Institute of Electrical and Electronics Engineers 500

Electronic Industries Association 480
Underwriters Laboratories 527b

American Railway Engineers Association 400
American Petroleum Institute 350

American Association of Cereal Chemists 350
American Oil Chemists Association 330

American Association of Blood Banks 280
Technical Association of the Pulp and Paper Industry 270

National Fire Protection Association 260
SOURCE : U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards, Standards Activities of Organizations in the 
United States, NBS Special Publication 681 (Washington, D.C.: Government Printing Office, August 1984), 2.
a Published and copyrighted by the American National Standards Institute.
b Does not include draft or unpublished standards.

合意規格の策定
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TABLE 1 THE TOP TWENTY NONGOVERNMENT STANDARDS-SETTERS (Cheit 1990)

Organization Number of Standards
アメリカ材料試験協会 7,200

Society of Automotive Engineers 4,200
U.S. Pharmacopeia 2,900

Aerospace Industries Association 2,800
Association of Official Analytic Chemists 1,500

Association of American Railways 1,350
American National StandardsInstitute 1,330a

Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association 630
ファクトリーミューチュアル 600

アメリカ機械学会 550
Institute of Electrical and Electronics Engineers 500

Electronic Industries Association 480
アンダーライターラボララトリーズ 527b

American Railway Engineers Association 400
American Petroleum Institute 350

American Association of Cereal Chemists 350
American Oil Chemists Association 330

American Association of Blood Banks 280
Technical Association of the Pulp and Paper Industry 270

アメリカ防火協会 260
SOURCE : U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards, Standards Activities of Organizations in the 
United States, NBS Special Publication 681 (Washington, D.C.: Government Printing Office, August 1984), 2.
a Published and copyrighted by the American National Standards Institute.
b Does not include draft or unpublished standards.

合意規格の策定
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建築製品のコントロール

• 建築製品の「性能」 のコントロールが

主に、規格の役割り
– 例えば、IBCは、特定の構造部位が1時間の耐火性能を有
するよう要求する場合がある。

– FRR（耐火等級）の試験は、 ASTM（米国材料試験協会）規
格で定義される。

– 試験は、承認された研究所（アンダーライターズラボラトリー
ズ[UL]等）で、当該研究所が策定した試験計画書に従って
行われる。認証した製品は「リスト」に記載される。

– その後、認証リストに載せた製品が建築物内で正しく使用、
設置されているかのチェックが行われる。
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コードの執行

• 規制管轄区域によって異なる ― 行政機関（建築部

局）による計画審査と承認がある場合がほとんどで
ある。

– 計画と図書の審査では、主として、建築コードとの適合
性を確認する。 UL認証「リストに記載された」 (ULラベ
ルを取得した）製品を使用しているものと想定される。

– ほとんどの規制管轄区域は、使用許可書を交付する前
に、なんらかのレベルの現場検査と承認を義務付ける。

Submit 
Application Plan Review Issue Permit Construction 

Inspections
Certificate of 
Occupancy
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コードの執行

• 審査と 検査に関する特別な要件 を課す規制
管轄区域もある （例 カリフォルニア州には、

設計における耐震工学上の能力、設計の第三
者レビュー、特別検査に関する要件がある）

• 当局が承認すれば、代替方法や代替材料を
使用できる。内部審査によって承認することも
できる。 第三者機関も使用できる。評価サー
ビス（ICCES 等）を要求できる。

Brian Meacham,  15 December 2011

IBC ― 仕様的コード

• 米国で も広範に採択されている―全50州で、

なんらかの形で、なんらかのレベルで、採択さ
れている。

• 非常に仕様的 (総ページ数：約600)
• 構造方法 / 特性ごとに構成されている。

– 一般的な内容から始まり

– 続いて、設備 / 材料に関する章

• 防火

• 避難

• 構造 …
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IBC ― 仕様的コード

• IBC 第104.10 条― 適用緩和

• IBC 第104.11条 ― 代替の材料、設計、 構
造方法および設備

Brian Meacham,  15 December 2011

IBC ― 仕様的コード

第104.10条 本コードの規定の実施に関して、実践上

の問題がある場合にはいつでも、所有者または所有者
の代理人の申請があれば、建築主事は個々の案件に
対して適用緩和を認める権限を有するものとする。この
際に条件がある。建築主事が、特別な個々の理由に
よって本コードの厳格な文字通りの意味は実践的でなく
なっていると、適用緩和は本コードの趣旨と目的に適合
していると、かつ、当該適用緩和は健康、アクセス性、

生命の安全性、火災安全性または構造に関する要件を
弱めるものではないと、 初に認定しなければならない。
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IBC ― 仕様的コード

第104.11条 代替の材料、設計または構造方法を承

認しなければならないのは、建築主事が、設計提案は
満足がいくものでありコードの規定の趣旨に適合して
いると判断する場合、かつ、提案された材料、方法、
工事は、意図する目的において、品質、強度、有効性、
耐火性、耐性および安全性の点でこのコードに定める
ものと少なくとも同等であると判断する場合である。
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IBC ― 仕様的コード

• コードの意図を定量化するのは難しい。

• 「同等性」を評価する基準に同意するのは難し
い場合がある。

• 同等性の「証明」 (立証)の方法への同意には、
さまざまな場合がありうる。

– 政府または第三者によるレビューの場合がある。

– 試験、モデル、またはその他の評価が必要な場合
がある。

– 認定された評価サービス（ ICCES等）が必要な場
合がある。
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ICC 性能コード

• ICC 性能コード（ICCPC）は、独立型の性能
コードである。さまざまな種類の許容される方法
（権威ある文書）とともに用いることができる。

• IBC における「同等性」条項を運用する手引き
として、「行政上」使用される （例 アリゾナ州
フェニックス） 。

• 米国ではコードとしては執行されて

いない。
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ICC 性能コード

• 第3章: 設計性能レベル

• ４つの主要な条項

– 第302条 用途区分(占有/使用)
– 第303条 性能グループ(重要性/価値)
– 第304条 被害のレベル(影響)
– 第305条 事象の大きさ (危険の規模)
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ICC 性能コード

INCREASING LEVEL OF BUILDING PERFORMANCE
                    

PERFORMANCE GROUPS

Performance
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Performance
Group II

Performance
Group III

Performance
Group IV

VERY
LARGE
(Very Rare)

SEVERE SEVERE HIGH MODERATE
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まとめ

• 米国の建築規制システムは非常に複雑であ
る：国全体のシステムはなく、規制管轄区域が
中心的役割を果たしている。

• 現行のアプローチは極めて仕様的である。だ
が、主要な建築プロジェクトのほとんどすべて
で性能指向の設計が用いられている。

• 「同等性」条項を伴う仕様的アプローチは、コー
ド執行官に大いに信頼性を与える （保証され
ている場合もあればそうでない場合もある）。
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まとめ

• エンジニアは、 「同等性」 条項を通して、性能

指向の設計をすることができる。だが、それに
よって、設計者 と 審査者の両方に問題をもた
らすことがある。

• ICCPC は、他国の性能建築コードと整合性の
ある体系を提供している。だが、 米国では採用

されていない。コード執行官の保守的な対応が
その一因である（行政上、使用している自治体
もある）。

34

Brian Meacham,  15 December 2011

まとめ

• 他の建築規制システムとの比較

– 現在、ニュージーランドが提案するようなアプロー
チ、またはスウェーデンの新たなアプローチを採
用することを考えている者もいる。特定の設計基
準、火災荷重、検証方法を盛り込むためである。

– 日本のシステムは、性能の選択肢が限られてお
り、いくぶん柔軟性が少な過ぎるようである。

• 柔軟性と確かさをもたらすのが、望ましい状
態である。―これこそが、われわれ皆の課題
である！
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ご清聴ありがとうございました。
bmeacham@wpi.edu
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