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7 板ガラスの関連法規・規格

7-5 その他 各種関係法規
建築基準法・建築基準法施行令・日本
建築センター昇降機等性能評定委員
会評定・日本エレベータ協会標準

7-5-1 積雪荷重

積雪区域で、屋根にガラスを用いる場合、次
の点に注意します。
①積雪区域でガラス屋根を用いる場合は、
垂直積雪量、建築物形状などを考慮して
積雪荷重を定め、強度計算により、その安
全性を確認します。ガラスの強度は長期
許容応力を用います。
②積雪荷重によるガラスのたわみ、その他
支障がないかどうか検討します。
③ガラス品種は、万一の破損時落下のおそ
れの少ない合わせガラス・網入板ガラス
とします。複層ガラスを用いる場合は室
内側を合わせガラスまたは網入板ガラス
とします。
④多雪区域（垂直積雪量1m以上など）では、
原則としてワイヤーウエーブライトを用
いたガラス屋根は避けます。

■積雪荷重値の基準
建築基準法施行令第86条
平成12年建設省告示第1455号
・積雪荷重は積雪の単位重量に、その地方
における垂直積雪量を乗じて計算する。
・単位重量は積雪量1cmにつき20N/m2

以上とする。
・多雪区域では特定行政庁が規則で定めて
おり、単位重量は30N/m2と定められて
いることが多い。
・垂直積雪量は下記の計算式またはその区
域における50年再現期待値を規則で定
めている。
d＝a･ls＋b･rs＋g
d：垂直積雪量
a、b、g：区域により定められている数値
ls：区域の標準的な標高
rs：区域の標準的な海率
・屋根面に積雪量が不均等になる場合は、
その影響を考慮する。
・雪おろしを行う慣習のある地方では、実
況に応じて垂直積雪量を1ｍまで低減で
きる。
・屋根の勾配に応じて積雪荷重は低減で
きる。

■荷重の組み合わせ
トップライトのガラスに作用する荷重は風
荷重（短期荷重）、積雪荷重（長期荷重）、並び
に自重（長期荷重）となりますが、これらの
荷重が同時に作用する場合については、建築
基準法施行令第82条に鑑み、下表に示しま
す。表中の①〜④のケースを比較して最も厳
しい条件にて強度検討を行います。なお、表
中③において施行令第82条では短期荷重
扱いですが、ガラスの強度特性を考慮し長期
荷重にしています。また、表中④において係
数0.35は積雪と強風が同時に作用する場
合に積雪の低減（施行令第82条と同じ）
を考慮したものです。(板硝子協会による）

ガラス面に垂直に作用する自重は、ガラス
の呼び厚さmmに対して、以下の式により
求めます。

Wg 	 ：	ガラス面に垂直に作用する自重
（N/m2）

t 	 ：	ガラスの呼び厚さ（mm）、合わせ
ガラス及び複層ガラスにおいて
はそれぞれ構成するガラスの呼
び厚さの合計（mm）

q 	 ：	トップライトのガラスの傾斜角
（度）

7-5-2 道路の上空に設けられる建築物

特定行政庁が許可し、道路の上空へ設けら
れる建築物（アーケード、避難用渡り廊下な
ど）に用いるガラスは次のように定められ
ています。
①道路上への落下防止のため網入板ガラス
（ワイヤーウエーブライトも可）とします。
②落下防止性能のある合わせガラスなどを
用いる場合は、その可否を個別に特定行
政庁に確認します。

■道路内に建築することができる建築物
建築基準法第44条、建築基準法施行令第145条
■道路の上空に設けられる建築物の構造
建築基準法施行令第145条第3項
・構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋
コンクリート造、または鉄骨鉄筋コンク
リート造とし、その他の部分は不燃材料
で造ること。

・屋外に面する部分には、ガラス（網入板ガラ
スを除く）瓦、タイル、コンクリートブロッ
ク、飾石、テラコッタ、その他これらに類す
る材料を用いない。ただし、道路上に落下す
るおそれがない部分はこの限りではない。
・渡り廊下など通行・運搬に用いる場合は、
床面から高さ1.5ｍ以上の壁を設ける。
この壁の高さ1.5ｍ以下に開口部を設け
るときは、はめころし戸とする。

7-5-3 フェンス・手すり

フェンスなど手すりは次のように定められ
ています。
①階段・踊場や屋上広場、バルコニーには手
すりを設けます。

②手すりの高さは、屋上広場・バルコニーで
は1.1ｍ以上とします。階段・踊場では特
に定められてはいませんが、踏面から笠
木まで85〜90cmが一般的です。

屋根勾配 　≦60゜β

β

      　＞60゜

0屋根形状係数  b 　b＝  cos（1.5　）μ μ β

ββ

●屋根勾配による低減

●渡り廊下の構造

1.
5m
以
上

網入板ガラス
開閉方式
自由

不燃材料

主要構造
鉄骨造・鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

網入板ガラス
はめころし戸

●荷重の組み合わせと荷重期間の見方

想定状態 組み合わせ荷重 長・短期の見方

①暴風時（正圧） 正の風荷重＋自重 短期荷重

②暴風時（負圧） 負の風荷重−自重 短期荷重

③積雪時 積雪荷重＋自重 長期荷重

④積雪時＋暴風時（正圧） 正の風荷重＋自重＋積雪荷重×0.35 短期荷重
＊風と積雪との同時作用については、それぞれの荷重の時期が
夏季と冬季とに分かれることから、施行令第82条にならうこ
ととしました。

Wg＝24.5・t・cosq
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7 板ガラスの関連法規・規格

●ガラスフェンス
法規上特に定められていませんが、次の点
に注意してください。
①万一のガラス破損時の安全性を考え、なる
べく合わせガラスを使用してください。
②その他のガラス品種を使用する際は、破
損時に人やガラス破片が落下するおそれ
のないよう対策をとる必要があります。

7-5-3-1 階段・踊場の手すり設置義務
建築基準法施行令第25条
１階段には、手すりを設けなければならない。
２階段及びその踊場の両側には、側壁又は
これに代わるものを設けなければなら
ない。
３階段の幅が3mをこえる場合において
は、中間に手すりを設けなければならな
い。ただし、けあげが、15cm以下で、か
つ、踏面が30cm以上のものにあっては、
この限りでない。
４高さ1m以下の階段の部分は、 手すりが
なくてもよい。

7-5-3-2 屋上広場・バルコニーの手すりの高さ
建築基準法施行令第126条
屋上広場または2階以上の階にあるバルコ
ニーなどの周囲には、安全上必要な高さが
1.1m以上の手すり壁、さく、金網を設けな
ければならない。

7-5-3-3 ガラスを用いた手すりの設計・施工ガイドライン
1. ガラス手すりの種類
●ガラス自立手すり
　◎下部枠にガラスを深くのみ込ませ、ガ
ラスと枠の間に充填材を配置し自立さ
せ、ガラスを片持ちとして成立させた
納まり。

●枠内の面材としてガラスを使用する手すり
　◎金属材料等により支柱及び周囲枠を構
成し、その枠内にガラスをはめ込む納
まり。

2. ガラス手すりの荷重条件
●ガラス手すりに作用する外荷重
　◎ガラス手すりでは、人が手すりを押し
た場合の強度検討が必要となります。

　◎ガラス手すりを室外で使用する場合で
は、風圧に対しても強度検討を行う必

要があります。
●強度検討に用いる荷重条件
　◎人が押した場合の荷重条件：一般的には、

下記の文献等の荷重条件が用いられます。
　　・（一財）ベターリビングによる優良部

品基準
　　・「手摺の安全性に関する自主基準及

び研究報告（2011年2月1日）」（日本
金属工事業協同組合・技術検討委員
会）

　　※下記「日本金属工事業協同組合の基
準」表参照

　　・「住まいの安全学」（宇野秀隆・直井秀
雄著、講談社、1976年11月）

　◎風荷重については、別途設計風圧を設
定し、ガラスの板種及び板厚を検討す
る必要があります。

●日本金属工事業協同組合の基準

グレード 建物の適用用途の参考例
（目安）

荷重
N/m（kgf/m） 手摺に掛かる水平荷重例 備　考

0 柵（安全通路柵、敷地境界柵等） −（−） （荷重は掛からない） 面外荷重は掛からない「柵」

1 個人住宅
（廊下、バルコニー） 735（75）

4人で寄りかかる（前）
手摺の最低基準

4人で寄りかかる（後）

2
共同住宅の共用廊下、
避難階段

980（100） 1人で力一杯押す 一般的な荷重

3 1225（125） 4人走ってばらばらにぶつかる 避難行為にかかわる荷重

4

商業施設・公共施設の通路、共同住宅
共用部、学校、大規模オフィスビル避
難経路等

1470（150）
1人で力一杯揺り動かす

BL墜落防止手摺基準⑴相当
4人横並びで力一杯押す

5 1960（200）
4人で10ｍ走って同時にぶつかる

BL基準の中間の値
4人横並びで同時に力一杯押す

6 2940（300）
8人で押しくら饅頭状態で押す

BL墜落防止手摺基準⑵相当
20人以上でで押しくら饅頭状態で押す

7 2940超（300超） （それ以上） さらに大きな荷重が掛かる用途

（参考資料：「手摺の安全性に関する自主基準及び研究報告」日本金属工事業協同組合・技術検討委員会、平成23年2月1日）

●屋上広場・バルコニーの手すり

D

H1
10
0以
上

1.1m以上
ただし屋上の場合
などは通常2m程
度とする。
特に規定されてい
ないが、ガラス品
種・工法により安
全性を考え必要距
離を決める。

H：

D：
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7 板ガラスの関連法規・規格

7-5-4 採光上必要なガラス窓の面積

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その
他これらに類する建築物で政令で定めるも
のの居室には、採光のための窓、その他の開
口部を設け、 その採光に有効な部分の面積
を、その居室の床面積に対して規定していま
す。（法第28条）特定の建築物の居室には、床
面積に対し定められた比率以上の採光上有
効な窓が必要です。ただし、同表の⑴〜⑸ま
でで、照明設備の設置など、有効な採光方法
の措置が講じられていれば、同表に掲げる割
合から1/10までの範囲内で緩和されます。
（建築基準法施行令第19条の3ただし書）
①全ての窓面積が採光上有効となるのでは
なく、隣地境界線などから開口部までの距
離と建築物の高さに応じて算定する採光
補正係数に当該居室の開口部ごとの面積
を乗じて得た面積を合計して算定します。
②事務所・店舗などは特に規定されていな
いので、無窓でも可、しかし内装制限など
が厳しくなります。
③天窓の場合、 一般の側窓の数値に3を乗
じて求めますが、採光補正係数の最大は
3を限度とします。
④居室の外側に巾90cm以上の縁側がある
場合は、当該数値の0.7倍とし、採光補正
係数は最大3を限度とします。

⑤開口部が道路に面している場合は、当該道の
反対側の境界線とし、公園、広場、川などに
面している場合は空地または水面の半分だ
け隣地境界線の外側にある線から開口部ま
での距離を水平距離として算定できます。

■学校・病院・児童福祉施設などの居室の必要採光面積
建築基準法第28条
建築基準法施行令第19条の3

■採光有効面積の算定方法
建築基準法施行令第20条

7-5-5 エレベータ

昇降時に外景を見ることができる展望用エ
レベータなどにガラスを用いる場合、次のよ
うに定められています。
■エレベーターの昇降路とガラス
（建築基準法施行令第129条の7第1号、平
成20年12月国土交通省告示第1454号）
①昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸
任意の5cm2の面にこれと直角な方向の
300Nの力が昇降路外から作用した場合に、
◦15mmを超える変形が生じないもの。
◦塑性変形が生じないもの。
②�昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の全
部又は一部（構造上軽微な部分を除く。）
◦合わせガラス（JIS	R	3205に適合するもの）
◦	上記の合わせガラスと同等以上の飛散防
止性能を有するもの。

③�昇降路の出入口の戸（床面からの高さが
1.1mを超える部分に限る。）

◦合わせガラス（JIS	R	3205に適合するもの）
◦厚さ6ミリメートル以上で幅20cm以下
の網入ガラス（JIS	Ｒ	3204に適合する網入板
ガラス）
◦	上記の網入ガラスと同等以上の遮炎性能
を有するもの。

■エレベーターのかごとガラス
（建築基準法施行令第129条の6第1項第1

号及び第3号、平成20年12月国土交通省告
示第1455号）
①壁又は囲い及び出入口の戸
任意の5cm2の面にこれと直角な方向の
300Nの力が昇降路外から作用した場合に、
◦15mmを超える変形が生じないもの。
◦塑性変形が生じないもの。
②かごの壁又は囲い、床、天井及び出入口の
戸の全部又は一部（構造上軽微な部分を
除く。）

◦合わせガラス（JIS	R	3205に適合するもの）
◦	上記の合わせガラスと同等以上の飛散防
止性能を有するもの。

③かごの出入口の戸（床面からの高さが
1.1mを超える部分に限る。）

◦合わせガラス（JIS	R	3205に適合するもの）
◦厚さ6ミリメートル以上で幅20cm以下
の網入ガラス（JIS	Ｒ	3204に適合する網入
板ガラス）

④かごの壁又は囲い（床面からの高さが
1.1mメートル以下の部分に限る。）

手すり（ガラスが用いられる部分以外の部
分に堅固に取り付けられるものに限る。）を
床面から0.8m以上1.1m以下の高さの位
置に設けること、その他安全上必要な措置
が講じられたものであること。
■小荷物専用昇降機とガラス
（建築基準法施行令第129条の13第1号、平
成20年12月国土交通省告示第1446号）
①昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸
任意の5cm2の面にこれと直角な方向の
300Nの力が昇降路外から作用した場合に、
◦15mmを超える変形が生じないもの。
◦塑性変形が生じないもの。
②昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の全
部又は一部（構造上軽微な部分を除く。）

◦合わせガラス（JIS	R	3205に適合するもの）
◦上記の合わせガラスと同等以上の飛散防
止性能を有するもの。

建築物と居室の種類 採光有効面積　　　　　　　　の比居室床面積　　
（0）住宅 1/7以上

⑴ 幼稚園・小中高等学校
または中等教育学校の教室 1/5以上

⑵ 保育所の保育室
⑶ 病院または診療所の病室

1/7以上

⑷ 寄宿舎の寝室、または下宿の宿泊室

⑸

児童福祉施設などの寝室（入所す
る者の使用するものに限る）
児童福祉施設等（保育所を除く） の
居室のうちこれらに入所し、または
通う者に対する保育、訓練、日常生活
に必要な便宜の供与その他これらに
類する目的のために使用されるもの

⑹ 幼稚園・小中高等学校及び
中等教育学校以外の学校の教室

1/10以上
⑺
病院、診療所及び児童福祉施設など
の居室のうち入院患者または入所
する者の談話、娯楽その他これらに
類する目的のために使用されるもの

地　　　　域 採光補正係数

第 1種住居地域
第 2種住居地域
準住居地域

6d/h−1.4

準工業地域
工業地域
工業専用地域

8d/h−1

近隣商業地域
商業地域
無指定地域

10d/h−1

d

・隣地境界線
・同一敷地内の
　他の建築物
・同一建築物の
　対向部分

h
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■関連する告示
（平成20年12月10日国土交通省告示第1454号）
昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもり
に触れるおそれのない壁又は囲い及び出入
口の戸の基準を定める件

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第
三百三十八号）第百二十九条の七第一号の
規定に基づき、昇降路外の人又は物がかご
又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又
は囲い及び出入口の戸の基準を次のように
定める。
建築基準法施行令第百二十九条の七第一号
に規定する昇降路外の人又は物がかご又は
釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲
い及び出入口の戸の基準は、次のとおりと
する。
　一、二省略
　三　昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸
の全部又は一部（構造上軽微な部分を
除く。）に使用するガラスは、合わせガ
ラス（日本工業規格R三二〇五に適合
するものに限る。）又はこれと同等以上
の飛散防止性能を有するものであるこ
と（※1）。ただし、昇降路の出入口の戸
（床面からの高さが一・一メートルを超
える部分に限る。）に使用するガラスに
あっては、厚さ六ミリメートル以上で
幅二十センチメートル以下の網入ガラ
ス（日本工業規格R三二〇四に適合す
る網入板ガラスに限る。）又はこれと同

等以上の遮炎性能を有するものとする
ことができる。

　以下省略

■関連する告示
（平成20年12月10日国土交通省告示第1455号）
かご内の人又は物による衝撃に対して安全
なかごの各部の構造方法及びかご内の人又
は物がかご外の物に触れるおそれのないか
ごの壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定
める件

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第
三百三十八号）第百二十九条の六第一項第
一号及び第三号の規定に基づき、かご内の
人又は物による衝撃に対して安全なかごの
各部の構造方法及びかご内の人又は物がか
ご外の物に触れるおそれのないかごの壁又
は囲い及び出入口の戸の基準を次のように
定める。
第一　建築基準法施行令（以下「令」 とい
う。）第百二十九条の六第一項第一号に規定
するかご内の人又は物による衝撃に対して
安全なかごの各部の構造方法は、次に定め
るものとする。
　一	〜	四省略
　五　かごの壁又は囲い、床、天井及び出入
口の戸の全部又は一部（構造上軽微な
部分を除く。）に使用するガラスは、次
のイ及びロに適合するものとするこ
と。

　　イ　合わせガラス（日本工業規格R
三二〇五に適合するものに限る。）又
はこれと同等以上の飛散防止性能を
有するものであること（※1）。ただし、
かごの出入口の戸（床面からの高さ
が一・一メートルを超える部分に限
る。）に使用するガラスにあっては、厚
さ六ミリメートル以上で幅二十セン
チメートル以下の網入ガラス（日本工
業規格R三二〇四に適合する網入板
ガラスに限る。）とすることができる。

　　ロ　かごの壁又は囲い（床面からの高
さが一・一メートル以下の部分に限
る。）に使用するガラスにあっては、
手すり（ガラスが用いられる部分以
外の部分に堅固に取り付けられるも
のに限る。）を床面から〇・八メート
ル以上一・一メートル以下の高さの
位置に設けることその他安全上必
要な措置が講じられたものである
こと。

　以下省略

※1	昇降機技術基準の解説（2009年8月）
（一財）日本建築設備・昇降機センター
（一社）日本エレベータ協会
本規定は昇降路外の人や物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及
び出入口の戸の全部又は一部の開口部分等にガラスを用いる場合の規定である。ガラ
スの大きさは開口部分を覆う大きさをいい、ガラスのはめ込み部分のように取り付け
構造上昇降路の壁などの鋼板の裏面部分にあるガラスは含まない。
また、「これと同等以上の飛散防止性能を有するもの」とは、JIS	A	5759に規定される、
建築窓ガラス用フィルムと同じ飛散防止性能があれば良い。例えば、単板ガラスを適用
する場合は、JIS	A	5759に規定される建築窓ガラス用フィルムを施工したものとする
こと。大型防犯窓などは、網入りの合せガラスを用いてもよい。
本規定は1年間の経過措置があり、平成22年9月28日から施行する。

《設計上の留意事項》
「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」（（一財）日本建築防災協会発行）において、破
壊しないガラスとして位置づけられている選定方式などが参考になる。
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