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研究成果の概要（和文）：本研究では、建築物や都市施設を安全に管理することに関わる法
律、基準や保険などについて、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中華民国（台湾）
の各国において、その現状と歴史的な変遷の調査を行い、それを我が国と比較した。その
結果、我が国の安全対策が国の法令や基準に依存する傾向があり、その特徴が技術革新の
形態や技術者の地位や倫理感に大きな影響を与えており、今後その見直しが必要なことが
明らかになった。 
 
研究成果の概要（英文）：I researched the present situation and transition of laws, 
regulations and insurances that have the relationship to the safety management system 
of buildings and urban infrastructures in United States, Great Britain, France, 
Germany and Chinese Taipei. I compared that with Japanese one.  So it was clear that 
Japanese safety management systems have a tendency to rely on the national laws and 
regulations and that fact has many influences on Japanese technological innovations 
and engineers’ status and their ethics. We will need to reconsider our safety 
management systems in the future. 
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１．研究開始当初の背景 

近代の日本においては、多くの技術革新が
生まれ、それが国家の発展を支えた。日本が
今後も世界をリードしていくにあたっては、
様々な分野で技術革新を生んでいく必要性

が叫ばれている。 

 一方、若者の技術離れや理科離れ等が指摘
されるなど、技術分野の後継者を育成するこ
とが困難になってきていたり、急速な技術の
発展の影響で、過去に行われた技術革新の記

研究種目：特定領域研究 

研究期間：2005 年度 ～2009 年度 

課題番号：17074004 

研究課題名（和文） 建築物・都市施設の保全に関わる法令・基準の整備と技術革新 

                     

研究課題名（英文） The Relation between Technical Innovations and Regulations that have 

influences on the Maintenance and Improvement to the Buildings and Urban Infrastructures 

 

研究代表者  後藤 治（GOTO OSAMU）  

工学院大学・工学部・教授 

        研究者番号：50317343 



 

 

録や記憶が、調査も保管もされずに失われた
りする状況が生じつつある。 

このため、近代の日本において行われた技
術革新の足跡を記録・保管し、かつ、それを
公開普及し、これからの技術者の育成や技術
教育に役立てる仕組みをつくることが求め
られている。 

国立科学博物館を中心とする本特定領域
研究は、そうした仕組みを構築するための基
礎的な作業となるものである。その下に置か
れた計画研究は、近代の日本において技術革
新を生んだ様々な要因のなかでも、重要な要
因を示すための研究となっている。 

 

２．研究の目的 

本特定領域では、近代の日本の技術革新の
様々な事例を収集し、その革新を生んだ様々
な要因を探り、それを今後の技術革新に役立
てるためにモデル化・可視化することを大き
な目標にしている。 

 本研究では、領域内の計画研究のひとつと
して、技術革新を生む要因のひとつである法
令や基準に注目した。近代社会における法
令・基準は、それを定めるにあたって、科学
的に解明され社会で普及している技術の影
響を大きく受けている。一方、法令・基準が
規制として働くと、技術革新が止められてし
まったり、その方向性が決められてしまった
りすることもある。反対に、法令・基準によ
る規制によって、新たな技術革新の目標が定
まり、技術革新が促進されることもある。 

そこで本研究では、法令・基準がこれまで
の日本の技術革新にどのような影響を与え
てきたのかを解明すると同時に、今後日本が
さらなる技術革新を成し遂げ世界をリード
していく上で、法令・基準が技術革新とどの
ような関係を構築していくのが望ましいの
かを展望することを目的とした。 

 
３．研究の方法 

研究を進めるにあたって、具体的には、建
築物や都市施設を研究対象とした。建築物、
都市施設は、人々の生命・財産に深い関わり
をもつものであり、それらの安全性を確保す
るための技術は、建築基準法・消防法をはじ
め、多くの法令・基準と密接に係わっている。
このため、本研究の対象として最も相応しい
ものと考えたからである。 

また、本研究ではとくに、既存の建築物や
都市施設をどのように保全し、安全に管理運
営していくのかについて注目した。今後の日
本においては、人口減尐や高齢化によって、
建設分野では、これまでのような更新や新築
ではなく、保全や安全な管理運営に関する需
要が高まり、その分野における技術革新が必
要になると考えられるからである。なお、建
築物や都市施設の保全や安全な管理運営と

の関係という観点から、本研究では、法令や
基準に加え、保険の仕組みや技術者の地位や
役割などについても研究の対象に加えるこ
ととした。 
本研究では同時に、日本の技術革新の特徴

を明らかにするため、諸外国の状況との比較
を行うことにした。具体的には、アメリカ、
イギリス、フランス、ドイツ、中華民国（台
湾）の５カ国について調査を行った。調査は、
現地において行政担当者、技術者、保険会社
等の関係者からのヒヤリング調査を中心に、
関連する資料類の収集等によって行った。 

アメリカ、イギリス、フランス、ドイツに
ついては、諸外国の法令や基準を比較する際
に、通常比較対象とされる国々である。台湾
については、アジアの近隣の諸国との比較と
いう意味で取り上げた。日本の建築物や都市
施設の保全や安全な管理運営という観点で
は、地震への対策は欠くことができない要素
である。アジアの近隣諸国のなかでとくに台
湾を比較対象としたのは、そのためである。
アメリカにおいては、州による政策の違いが
知られているが、台湾と同様の観点から、地
震への対策が行われている西海岸のカリフ
ォルニア州を主な比較対象に選定した。 
 本研究では、法令・基準と技術革新との関
連に関する調査研究の他に、特定領域研究内
の他の研究との連携を図るために、伝統と技
術革新との関係という観点からも調査研究
を实施した。具体的には、技術革新並びに技
術の展開に焦点をあて、日本と台湾の比較研
究を行った。ひとつは、建築物における構造
への鉄筋コンクリートの導入に関する調査
研究で、もうひとつは伝統産業である茶産業
における生産機械の導入に関する調査研究
である。 
 
４．研究成果 
 調査研究の結果、日本の建築物や都市施設
の安全確保については、諸外国と比較して、
国による法令や基準に過度に依存している
傾向があることが明らかとなった。その結果、
個々の技術は発達しているものの、個々の技
術を連携して安全性を高めるという観点が
欠如しており、建築物や都市施設そのものの
安全という点については、必ずしも高いとは
いえないことが明らかとなった。また、日本
の法や基準の運用实態が、非常に限定的な解
釈によっており、既存の建築物や都市施設を
保全したり、安全に管理運営したりすること
に適さない形になっていることが判明した。 
これに対して、諸外国においては、建築物

や都市施設の管理者や管理に携わる技術者
の責任が重視される形であり、それによって、
既存の建築物や都市施設の状況に応じた保
全や安全管理を可能にしている。また、国に
よって定められた法令や基準だけでなく、学



 

 

会や職能団体等による自主的な基準や各種
の保険などが、建築物や都市施設の安全性を
高めるために重要な役割を果たしている。 
 特に興味深いのは、台湾では、国内の法令
や基準が、日本による占領統治の影響で、日
本の制度を基盤にしているが、第 2次世界大
戦後、アメリカの制度や考え方を適宜導入す
ることにより、日本とは異なる安全への対応
が生れてきていることである。その結果、そ
れが法制度のあり方や技術革新の展開にも
影響を及ぼしていることである。それに加え、
台湾では、気候や風土の違いによって生じた
日本とは異なる伝統が、技術革新にも影響を
与えており、両国で異なる技術の展開をもた
らしていることを明らかにできた。 

以上の研究成果については、下記の通り成
果の発表を行った。 
総括的な内容については、図書①⑤におい

て発表した。また、調査を行った各国個別の
詳細な状況については、日本建築学会等の論
文にまとめ、順次発表を行った。 

日本建築学会においてはまた、研究成果を
発表するために、研究メンバーを中心に企画
を行い、シンポジウムを開催した。まず、2010
年 2月 20日に「建築保存に対する性能要求」
（関東支部歴史意匠専門委員会主催）（雑誌
論文②③④）を、2009 年 11 月 11 日、同 27
日に「文化遺産を災害から守る 2009－1及び
2」（建築歴史・意匠本委員会文化遺産災害対
策小委員会主催）（雑誌論文⑤⑥）を、2007
年 11 月 30日に「建築保存と既存不適格」（建
築歴史・意匠本委員会文化遺産保存制度 WG
主催）（雑誌論文⑲⑳）を開催した。 
 次に、台湾の国立台湾科技大学等の協力を
得て、台湾において研究成果の発表を行った。
2008年 9月 26、27日には、国際研究集会「2008 
International Conference towards secure 
revitalization of historic districts」（国
立台湾科技大学主催）において、ゲストスピ
ーカーとして台北市と桃園県の 2カ所で発表
を行った（雑誌論文⑪⑫）。また、2007 年 4
月 19 日には、国際シンポジウム「2007 Taiwan 
the International Day for Monuments and 
Sites－The Conference for Conservation of 
Traditional Temple Architecture」（国立文
化資産研究中心主催）において、ゲストスピ
ーカーとして台单市で発表を行った（雑誌論
文 25）。さらに、2006 年 11 月 23、25 日に国
際シンポジウム（中日国際交流座談会）「都
市與建築保存之相関法令與技術」（主催は台
湾の国立文化財研究中心、国立台湾科技大学
建築系並びに工学院大学建築系学科）を台北
市と台单市で開催し、成果を発表した（雑誌
論文 28､29､30､31）。 
この他に、特定領域研究内の他研究との意

見交換のために、2007 年 6 月 22 日には、公
開研究会「技術とリスク管理」（工学院大学

建築系学科主催）を開催した。また、特定領
域のまとめ役である国立科学博物館が主催
したシンポジウムや研究発表会において、研
究成果の報告や論文等の形で、成果を公開し
た。とくに 2007 年 12 月 15 日の第 3 回国際
シンポジウムでは、第 3セッション「安全と
技術」を主査として開催し、国立台湾科技大
学の王恵君教授、中華民国消費者文教基金会
の張智剛弁護士を招聘し、台湾における建築
技術の革新の特徴、台湾における建築の安全
と技術の関係について講演いただき、本研究
に関する重要な示唆をいただいた。 
なお、現在消防庁と文化庁によって、文化

財である歴史的建築物の防火対策のあり方
の見直しが検討されているが、本研究の成果
はその見直しのための重要な資料として役
立てられている。 
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