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意　見 （対象告示名及び対象部分）

日本建築学会建築計画委員会では、先般公表された建築基準法関連省

令及び告示の原案について検討し、意見をとりまとめましたので提出

いたします。

個々の疑問・問題については書式に従い、下記にまとめましたが、

今回のパブリックコメント募集期間は、公表された内容が複雑・多

岐、かつ膨大であるにもかかわらず極めて短く、その内容を詳細に検

討することは至難であります。したがって、今回のコメントは必ずし

も問題点のすべてを網羅したものでないことをあらかじめ申し添え

ておきます。またコメント募集期間の短さは、民間の意見を真摯に募

集する姿勢の欠如を示すものと疑わざるを得ません。

耐火、排煙、避難に関して示された種々の計算基準等は、実際に適

用してみない限り、これが建築物の形状･構造に与える影響を予見す

ることは極めて困難であるにもかかわらず、これまでの経過から見る

と、この点に対する検討が不十分なまま設定されたものと推察されま

す。現に一部には、このまま適用すると安全上不適切な設計が許容さ

れる可能性も見受けられます。また、文章、用語ならびに数式等の記

述方法にも、誤記と思われるあるいは不統一な面が多数見られます

が、これも今回の省令・告示の制定・改正が入念な検討を経たもので

ないことを示しています。以上より、この省令及び告示がこのまま施

行された場合には、重大な問題を招くおそれがあることを指摘してお

くとともに、少なくとも 2年以内には全面的に見直すことを要請しま

す。



意　　見(続き) また、省令及び告示には難解な用語、記述、数式、変数等が多く、

これらの定義が不明確あるいは従来と異なる部分がある等の問題も

あるため、当面の運用に際し、解釈の違いから混乱が生じることが危

惧されます。このため、その施行時期にあわせ、解説書等が速やかに

発行される必要があります。とりわけ計算式ならびに評価･判定基準

の根拠については、その中で明確に示されることを強く要望します。

以上、学術委員会の承認を得た上で、建築計画委員会の責任において

表明します。

 室内の可燃物の発熱量及び一秒間当たりの発熱量の算出方法を

 定める件

第二　当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量について

第二号の室内の収納可燃物の床面積 1 平方メートルあたりの発熱量

において、機械室やピットなど可燃物の少ない部屋についても値を示

していただきたい。

 特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件 (1)

第一　各室において給気及び排煙を行う構造の排煙設備について

当規定には火災室の床面付近から給気し、天井または壁上部の排煙

口より煙を押し出す方式が含まれている。当方式は、煙を給気によ

り外部へ押し出すことにより排煙しようとするものであるが、従来

こうした方式は、第 38条に基づく大臣認定において一般的に認めら

れておらず、これまでに実施例はないと思われる。

この方式を採用すると、火災室の圧力が外部よりも高くなり、廊下

側の扉や階段室の扉が解放された場合一瞬の内に煙が火災室以外に

拡散される可能性があり、極めて危険である。

煙制御は、廊下や附室等の圧力を火災室よりも高くするか、火災室の

圧力を他の部屋より低くし、煙が廊下や附室へ流出しないように保ち

ながら煙を排除することが原則である。機械給気による押し出し排煙

を採用する場合は、階段の附室等の空間を介して火災室へ給気し、火

災室で排除するような方式とすべきであり、直接火災室へ給気する方

式は避けるべきである。

 特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件 (2)

第二　複数の室を統合した給気及び各室ごとに排煙を行うものに

ついて



意　　見(続き) 第十号において圧力調整ダンパーその他これに類するものの設置を

規定しているが、その仕様（許容圧力差またはダンパーの必要サイ

ズ）が示されていない。告示において仕様を明示すべきである。

 特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件 (3)

従来旧法第 38 条において認められてきた遮煙条件を定めた加圧防排

煙システムは、今後も建設大臣の認定による取り扱いと考えてよい

か。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (1)

 第一、第二、第三　居室避難時間の計算方法について

イ． 避難開始時間

ロ． 出口までの歩行時間

ハ． 出口通過時間

告示では上記の 3つの値を合計することとなっているが、ロとハの時

間帯は重複したものであるため、これらを合計するのは間違いであ

る。この考えは建築防災計画指針にも採用されてきたものであり、告

示においてもロとハのどちらか大きい方を採用することとすべきで

ある。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (2)

第一　避難開始時間の計算方法、第三：出口通過時間の計算方法に

ついて
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これらの式において、「Σ」で合計される範囲は幾つかの「室」か

ら形成される建築物の部分を対象としていると解釈されるが、それ

ならば「Σ」によって合計されるのは個々の「室」であるはずであ

る。
つまり、 ∑= roomarea AA という関係にあると思われるので、上式の

「Aarea」は「Aroom」と表記されるべきである。

  階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (3)

第二　当該居室の出口の一に達するまでに要する時間の算出方法に

ついて



意　　見(続き) 階段部分の歩行速度は距離は、水平投影距離をとるものと思われる

が、告示には明記されていない。また、階段とそれ以外の建築物の部

分の区別があいまいである。特に劇場の客席のように段床となってい

る場合にはよりあいまいになると思われるが見解をお示し願いた

い。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (4)

第三　出口通過時間の計算方法について

有効出口幅、有効流動係数という一種の安全率が定義されているが、

根拠が希薄のように思われる。ケーススタディを積み重ねた結果と思

うが妥当性をお示し願いたい。また、積載可燃物や内装にかかわる項

があるが、居室避難の初期にはこれにより避難の性能が大きく変わる

とは思えないので、廊下等の経路に限定するのが望ましい。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (5)

第三　出口通過時間の計算方法について

第五号の積載可燃物の一平方メートルあたりの発熱量において、普通

教室における過去の積載可燃物量調査の結果からみると、教室の設定

値が高すぎると思われる。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (6)

第三　出口通過時間の計算方法について

病院は対象から除外されているのに、第五号の積載可燃物の一平方メ

ートルあたりの発熱量において、病室の積載可燃物の発熱量が定めら

れている。どのような用途のものを指すのかお示しねがいたい。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (7)

第三　出口通過時間の計算方法について

第二号の表中に在館者密度を表わす記号としてｐ（ローマ字ピーの

小文字、ただし斜体）が使われているが、物理・化学では密度を表

わす記号としてρ（ギリシャ文字ローの小文字）を使うのが通常で

ある。ｐは「人口」の英語である「population」の頭文字ともとれ

るが、それでは人口あるいは人数を示すこととなってしまう。

「密度」を表わすには物理や化学にならってギリシャ文字を用いる

か、または英語の「the density of population」から「density」

の頭文字であるローマ字のｄを用いるのが適当と思われる。



意　　見(続き) ※全館避難安全性能に関する算出方法を定める件、第三第二号及び第

七第二号の表についても同様のことがいえる。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (8)

第三　出口通過時間の計算方法について

第四号で在館者密度を定めているが、例えば 20m2の廊下では、在室

者は 0.2 人となるが、計算ではこの人数を用いなければならないの

か。

計算法全体に関することであるが、値の精度をどこまで見るのか。

例えば小数点以下何桁までを取り扱えばよいのか明記すべきであ

る。とりわけ人数については小数点以下まで扱うのは不合理と思わ

れるので、小数点以下は「切り捨てとする」旨を明記すべきである。

その理由は、たとえ 0.1 人でもそこに人が存在するとみなされる限

り、その室が計算項目として残ることになり、その影響が極めて小

さいにもかかわらず計算量が増大するという、不合理を招くからで

ある。

このことは例えば在室者が計算によって 1～2 人しかいない場合につ

いても同じであるから、このように極端に人数が少ない室については

無人とみなすことによって、計算手続きを簡易にする工夫が必要であ

る。

階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (9)

第三　出口通過時間の計算方法、第四　煙降下時間の算出方法につ

いて

αm は、居室の内装の種類により値が決められているが、壁と天井が

それぞれ異なる材料で構成される場合は、どのように値を設定するの

か。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (10)

第四　煙降下時間の算出方法について

Vsの算出において、初期火源の面積に当たる部分のパラメータをAroom
として設定しているが、従来旧法第 38 条に基づく安全性評価におけ

る標準火源を、1.7m2 17m2 としていたのと比較すると、設定値が大

きすぎるのではないか。



意　　見(続き)  階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (11)

調整項（安全率）が多すぎて、居室の用途によっては、従来の防災計

画指針による避難計算では安全基準を満足していたものが、今回の避

難安全性能評価法では基準を満たさなくなる場合があるのではない

か（例えば共同住宅の住戸、劇場の客席部分等。）

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (12)

告示に記載された避難時間の算出方法は、令 129 条の２第２項に対

応した方法であり、一般的な避難評価法とはならないと考えるが、

見解をお示しいただきたい。

例えば大臣が認める方法（いわゆるルート C）においては、告示と

異なる評価方法（従来用いられてきた防災計画指針の避難計算法や

コンピューターシミュレーションなど）が、認められることが望ま

しい。

煙降下予測式についても同様である。

 階避難安全性能評価に関する算出方法を定める件 (13)

建築防災計画評定が特定行政庁の判断により存続すると聞いている

が、令 129 条の２第２項に関わらない限り、避難計算については従来

の防災計画指針による避難計算が利用可能であることを希望する。建

築防災計画評定は、あくまで法規の整合がベースにあるもので、この

避難安全性評価方法の適用対象とは異なるからである。

 全館避難安全性能に関する算出方法を定める件　(1)

経路のネックが階段幅になることが十分に予想されるが、全ての経路

ごとにチェックして安全性を確かめるとすれば、階を区分する方法を

示す必要がある。階段が偏在している場合が問題となろう。もしモデ

ルがあるならお示しねがいたい。

 全館避難安全性能に関する算出方法を定める件　(2)

全館避難評価では、「各階における火災室ごとに計算」することとな

っており、実務上の負担が設計者、建築主事にとって非常に大きなも

のとなる。計算が難解である故、その計算結果の妥当性を設計者が検

証したり、建築主事が確認するのも困難である。実務上は、一番危険

と思われる部分について検討することで検証することが妥当と思わ

れるがどうか。見解をお示しいただきたい。



意　　見(続き)  非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける外気向って開けることの

できる窓及び排煙設備の構造を定める件

ここで示されている方法では給気・排煙の組み合わせが前提となる

が、従来、旧法第 38 条において認められてきた加圧のみの煙制御方

式の扱いはどうなるか。

特別避難階段の附室については、令第 129 条の 2 又は令第 129 条の

2 の 2 により、避難安全性が確認されれば、令 123 条第三項第第一

号の規定は適用されず、従来認められてきた加圧のみの煙制御方式

が適用可能になると考えられる。これに対し、非常用エレベーター

の乗降ロビーは、令第 129 条の 2 又は令第 129 条の 2 の 2 で、適用

免除の対象外となっていない。

実際の建物では、特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロ

ビーが兼用されている場合が多くみられることから、非常用エレベー

ターの乗降ロビーについても、特別避難階段の附室と同様、従来認め

られてきた加圧防煙システムが適用できる余地を残すべきと考え

る。


