
慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００２年 １１月 

慶 應 義 塾 



 



 3 

 

慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

  今回のテーマである「バリアフリーからユニバーサルデザインまでを考える」

の答申にあたって、義塾の現況（施設関係）と今後どのように施設を整備し、ユ

ニバーサルデザインを取り入れるかを検討した結果、施設整備に関する基準を「慶

應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様」として１２項目にまとめた。 

 

  不十分な点も多々有るが、現状では基本的な考え方を重視したものであり、今

後さらに多方面の方々と検討の機会を設け、このユニバーサルデザイン建築仕様

が「出来るだけ多くの人にとって便利な施設」を目指す第一歩になれば幸いであ

る。 

 

  本仕様は、詳細な点に触れているものと、基本的な考え方にとどまっているも

のが混在しているが、現時点で義塾内施設を調査した結果、既存施設には改造可

能なものと改造が不可能なものもあり、必ずしも本基準に満たないものも有るた

め、これを配慮し、今後加筆、修正をすることを前提としたい。 

 

  なお、本仕様は文部省のバリアフリー推進事業による補助金の対象となるため

の条件を満たしている。 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
建物自体には細かい配慮がなされていても、その建物にアプローチできなけれ

ばならない。（すべての建物に適用するかは今後の協議による）敷地外の道路から

敷地内の道路を経て建物出入口に至る部分を整備し、高齢者、障害者などを含む

すべての人が安全かつ円滑に建物へアクセスできるよう配慮する必要がある。 

 

2. 仕様 
道路から主要な建物の出入口に至る敷地内通路のうち、各棟について１以

上は次に定める構造とする。 

(１) 有効幅は、1.35ｍ 以上とすること。ただし、状況によりやむを得ない場
合は、1.2ｍとする。 

(２) 段差は設けない。（ 2㎝ までは許容範囲とする）ただし、傾斜路や機械
式昇降装置を設置している場合は、この限りでない。（この場合に設ける

段の構造は、「⑥階段」の構造に準じる。） 

(３) 表面は、滑りにくい仕上げとする。 
(４) 敷地内通路が傾斜路となる場合は、「⑪傾斜路」の構造に準じる。 
(５) 誘導用床材または音声により視覚障害者を誘導する装置その他これ代わ
る装置を設ける。 

(６) 車路に接する部分、車路を横断する部分、傾斜路および段の上端付近と
踊場に、注意喚起用床材を設置する。 

① 敷地内の通路 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
車いす使用者にとって自己の日常生活の外出手段として最も便利なのが自

動車である。したがって、どの建物についても車椅子使用者用の駐車場を配

慮する必要がある。また、車いす使用者自身が運転する場合と、介助者付き

で同乗する場合とがあり、両方に配慮が必要である。 

 

2. 仕様 
駐車場を設ける場合は、キャンパス内の主要な建物１棟について１以上、

次に定める構造の車いす使用者用駐車施設を設けることとする。 

(１) 幅は、3.5ｍ 以上とする。 
(２) 駐車場施設から障害者が使用可能な建物出入口までの経路ができるだけ
短くなる位置に設ける。 

(３) 駐車場施設の位置等を表示するとともに、経路について誘導表示を設け
る。 

 

車いす使用者用駐車施設から建物の出入口までの経路のうち、１以上は次

に定める構造とする。 

(１) 有効幅は、1.35ｍ 以上とすること。ただし、状況によりやむを得ない場
合は、1.2ｍとする。 

(２) 段差は設けない。（ 2㎝ までは許容範囲とする）ただし、傾斜路や機械
式昇降装置を設置している場合は、この限りでない。（この場合に設ける

段の構造は、「⑥階段」の構造に準じる。） 

(３) 表面は、滑りにくい仕上げとする。 
(４) 敷地内通路が傾斜路となる場合は、「⑪傾斜路」の構造に準じる。 

② 駐車場 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
建物の玄関やメインエントランス等の主要な出入口は、高齢者、障害者等

が円滑に利用できるよう整備する必要がある。主要な出入口廻りには、建物

の利用に関する情報が集約され、特に多層建築物では、エレベーター、エス

カレーター、主要階段や車いす対応の洗面所等の位置が容易に把握でき、そ

れぞれ目的の場所に到達できるよう配慮される必要がある。 

 

2. 仕様 
屋外に通ずる主要な出入口のうち１以上は、次に定める構造とする。 

(１) 有効幅は、1ｍ 以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、
85㎝ とすることができる。 

(２) 戸は、自動的に開閉する構造、又は車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造とする。 

(３) 床面には、高齢者、障害者の通行の支障となる段差を設けない。 
(４) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 

③ 主要な出入口 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
「③ 主要な出入口」以外の出入口として、1) 屋外へ通じる出入口、2）駐

車場へ通じる出入口、3）不特定かつ多数のものが利用する各室の出入口、こ

れらのうちそれぞれ１以上の出入口については、当該建築物における高齢者、

障害者等の安全かつ円滑な利用を配慮した構造とする。 

 

2. 仕様 
屋外へ通じる出入口（主要な出入口を除く）、駐車場へ通じる出入口、不特

定かつ多数のものが利用する各室の出入口のうちそれぞれ１以上は、次に定

める構造とする。 

(１) 有効幅は、85㎝ 以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、
80㎝ 以上とすることができる。 

(２) 戸は、自動的に開閉する構造、又は車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造とする。 

(３) 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けない。 
(４) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 

④ その他の出入口 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
高齢者、障害者等の利用を配慮して整備された建物の各出入口から、利用

目的となる室までの廊下は、建物各室を利用するための最も重要な部分であ

り、最低限車いすと歩行者がすれちがうことができ、車いすが回転できるだ

けの幅が必要となる。 

上記の廊下のうち、それぞれ１以上は、高齢者、障害者等の安全かつ円滑

な通行を配慮した構造とする。 

 

2. 仕様 
各出入口から不特定かつ多数の者が利用する室の経路のうち、それぞれ１

以上の経路における廊下は、次に定める構造とする。 

(１) 有効幅は、1.4ｍ 以上とする。ただし、構造上やむを得ない場合は、1.2
ｍ 以上とすることができる。この場合、廊下等の末端および区間５０ｍ

以内に車いすが回転できる構造の部分を設ける。 

(２) 床面には、段差を設けないこと。ただし、11の項に定める構造の傾斜路
を併設している場合、又は機械式昇降装置を併設している場合は、この限

りでない。（この場合に設ける段の構造は、「⑥階段」の構造に準じる。） 

(３) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 
(４) 「③主要な出入口」および「④その他の出入口」に定める構造の出入口
ならびにエレベーターおよび機械式昇降機の昇降路の出入口に接する部

分は、水平とする。 

(５) 主要な出入口から人または標識により視覚障害者に建物全体の利用に関
する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、視覚障害者を誘

導するための床材（周囲の床材と識別しやすいもの）を敷設し、または音

声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設ける。た

だし、出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導可能な場合

その他視覚障害者の誘導上支障のない場合はこの限りでない。 

⑤ 廊下（屋内通路） 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
    階段は、高齢者、杖使用者、視覚障害者等の安全かつ円滑な通行を配慮した

構造とする。 

 

2. 仕様 
階段は、次に定める構造とする。 

(１) 主要な階段には、廻り段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない
場合は、この限りでない。 

(２) 手摺を設ける。 
(３) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 
(４) 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい
構造とする。 

(５) 階段の上下端に近接する廊下等および踊場の部分には、注意喚起用床材
を敷設する。 

⑥ 階段 



 21 

 



 22 

 



 23 

 



 24 

慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
高齢者、障害者等の垂直移動手段として最も有効な手段である。エレベー

ターは玄関ホールなど出入口付近の共用部分など、誰もが容易に認識・利用

しやすい場所に設置する。構造は高齢者、障害者が支障なく利用できるもの

とする。また、視覚障害者の利用も考慮して点字及び音声表示も行い、扉及

び操作ボタン、表示などは識別しやすいものとする。 

 

2. 仕様 
エレベーターは、次に定める構造とする。 

(１) 扉 
ア 有効幅は車いすの利用を考慮して 90 ㎝ 以上が望ましいが、80 ㎝ 

以上は確保する。 

イ かごの出入口には、通常の安全装置のほか光センサーなどにより乗降

者を検出し戸閉を制御する装置を設ける事が望ましい。 

(２) かごおよび乗降ロビー寸法 
ア かごの広さについては、車いすが容易に回転できるスペースを確保す

ることが望ましいが、（直径 1.5ｍ の円が内接できる広さ）最低でも間

口 1.4ｍ以上、奥行 1.35ｍ以上、面積 1.83㎡以上 を確保する。 

イ 乗降ロビーの幅および奥行きは、それぞれ内法を 150cm以上とする。 

ウ 容易に転回できる広さが確保できない場合は、床上 35 ㎝ 程度の高

さまで、車いす当たりを設ける。 

(３) かご内および乗降ロビー設備 
ア 制御装置（乗り場ボタン、かご内操作盤）は車いすに座ったまま操作

できる専用のものを設置し、（この専用ボタンを使用した場合は、扉の

開時間を通常より長くする）かご内の操作盤は左右２箇所とする。 

イ かご内および乗降ロビーに設ける制御装置（アに規定する制御装置を

除く）は、視覚障害者が円滑に操作できる構造とする。 

ウ 高齢者、杖使用者のためかご内部に手摺を設ける。（車いすの乗降に

支障とならない位置） 

エ 同乗者が多くかご内部で転回できない場合、後進で降りる事を配慮し

て、後方確認用の鏡等を設ける。 

オ かご内にかごが停止する予定の階を表示する装置およびかごの現在

位置を表示する装置を設ける。 

カ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置

を設ける。ただし、かご内に扉が開いた時にかごの昇降方向を音声に

より知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 

(４) 床面 
ア 床面は段差および隙間をできるだけ少なくし、床材は滑りにくい材料

を使用する。 

⑦ エレベーター 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
車いす使用者用洗面所は、原則として一般用洗面所に接した場所全てに設

けることが望ましいが、各建物について最低でも２箇所（手摺の位置及び車

いすから便器への移乗方法を考慮すると、左右対称のものがあることが望ま

しい）、わかりやすく利用しやすい位置に設置する。できれば一般用男子及び

女子洗面所内に車いす用のブースを設け、健常者でも利用できるようにする

ことが望ましいが、介助者が必要な場合の利用（車いす使用者と介助者の性

別が異なる場合など）を考慮し設置位置を検討する必要がある。 

 

2. 仕様 
次に定める構造の洗面所（車いす対応）を、１棟の建物内に２以上設置す

る。 

(１) 出入口 
ア 有効幅は、90㎝ 以上が望ましいが、構造上不可能な場合は 85㎝ 以

上とし、自動式の引戸とする。自動閉鎖装置を設ける場合は、扉に挟

まれないように光センサー等を設置する。 

イ 扉は、容易に施錠できるものとし、非常の場合は外部より開錠できる

ものとする。 

ウ 扉開閉スイッチの高さは、1ｍ 程度とし、内部には２箇所設ける。（１

箇所は便器に座った位置から操作できるものとする） 

エ 外部に使用中のランプを設け、扉または内部照明と連動させる。 

(２) 内部の寸法 
ア 内部の大きさは車いすが容易に回転できるスペースを確保する。

（直径 1.50ｍ の円が内接できる広さ） 

(３) 内部設備 
ア 腰掛け便座とし、手摺を両側に適切に配置する。紙巻器は片手で使用

できる物が望ましく、洗浄用押し釦は力の余り必要としないものとす

る。 

イ 洗面器は車いすで利用しやすい高さとし、水栓器具は自動式とする。

また、別に便器に座った位置からも手を洗えるよう、手洗器（小型）

を設ける事が望ましい。 

ウ 非常呼出し釦は、便器に座った位置および転倒した場合を考慮して２

箇所設置し、常時人のいる場所通報できるものとする。（洗面所出入口

外部にもランプ等を設け介護者などに知らせる事ができる様にする） 

エ 荷物などが置ける棚を設ける。 

(４) 床面 
ア 床は段差がなく、滑りにくく転倒しても衝撃の少ない材料を使用する。 

⑧ 洗面所（車いす対応） 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
各便器・洗面器などは、高齢者、障害者等が一般用洗面所を利用しやすい

様に、補助手摺をを各々１箇所以上、各男女洗面所すべてに設け、できれば

一般用男子及び女子洗面所内に車いす用の大便ブースを設け、健常者との分

け隔てを無くし、誰にでも利用できるようにすることが望ましい。 

 

2. 仕様 
洗面所（一般用）は、次に定める構造とする。 

(１) 出入口 
ア 出入口の有効幅は、車いすが容易に通ることの出来る幅を確保する。

最低でも、85㎝ 以上とする。 

イ 出入口の扉を設けなくても、視線や音など洗面所使用者のプライバシ

ーを確保できるような平面計画をこころがける。（内部の目隠し用の

壁などを設ける場合は、曲がりを最小限とし、通行の妨げとならない

様に考慮する） 

(２) 内部の寸法 
ア 通路の幅は、健常者と杖など使用している人とのすれちがいが容易に

出来る幅を確保することが望ましい。 

イ 内部に車いす用大便器を設ける場合は、車いすが容易に回転できるス

ペース（直径 1.5ｍ の円が内接できる広さ）および健常者と車いす使

用者とのすれちがいが容易にできる通路幅を確保する。また、ブース

内部で転倒などした場合扉が開かなくなることなどを想定した扉の仕

様を考慮する） 

(３) 内部設備 
ア 各器具（洋・和風大便器、小便器、洗面器）に手摺を適切に配置する。 

イ 大便器の洗浄用押し釦は力の余り必要としないものとする。 

ウ 小便器は原則として床置き型とし、リップの低いものを使用する。ま

た、洗浄方法は自動式とする。 

エ 洗面器は車いすでも利用しやすい高さとし、水栓器具は自動式とする。

また、カウンター式の洗面器の場合は、下部に扉などを設けず車いす

でも利用できるようにする。 

オ 各ブース内にハンドバッグなどの荷物が置ける棚などを設ける。 

(４) 床面 
ア 床は段差（小便器部分に設ける汚垂石含む）がなく、滑りにくく転倒

しても衝撃の少ない材料を使用する。 

⑨ 洗面所（一般用） 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
出入口から容易に到達でき、かつ観覧・受講しやすい位置に車いす利用者

が利用できるスペースを１以上設ける。また、集団補聴設備等、高齢者、障

害者等の利用に配慮した設備を設ける。 

 

2. 仕様 
車いす利用者等が利用できるスペースを設ける場合は、次に定める構造と

する。 

(１) 出入口有効幅は、85㎝ 以上とする。（扉は、引戸が望ましい） 
(２) 通路有効幅は、1.35ｍ 以上とする。 
(３) １席あたりのスペースは、有効で間口 85㎝、奥行 1.10ｍ 程度とする。 
(４) 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 
(５) 複数の車いす対応席を設け、見る位置を選択できることが望ましい。 
(６) 介護者用の座席も車いす対応席に隣接して設ける。 
(７) 一般席の通路側のひじ掛けは、高齢者、身障者等が利用しやすいよう、
はね上げ式にする。 

(８) 高齢者、身障者等が容易に舞台等に上がれるよう、段差のない動線の確
保や、機械式昇降装置の設置等を配慮する。 

(９) ホールの場合、楽屋も使用できるような配慮を行う。 
 

    難聴者等が利用できるスペースを設ける場合は、次に定める構造とする。 

(１) 赤外線送受信装置、FM 送受信装置、磁気ループ等の集団補聴設備を設け
る｡ 

(２) 字幕のスピードに追い付かない場合に備え、イヤホーンで日本語放送を
行う｡ 

(３) 電子文字標示盤等文字情報を表示するための設備を設ける。 
(４) 手話通訳スポット設備、OHP用一部暗設備を設ける。 

⑩ ホール・大教室 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
基本的に建物内の床には段差がないように設計すべきであるが、やむを得

ず段差が生じる場合、車いす利用者、高齢者、台車などの通行のために傾斜

路を設置する。 

 

2. 仕様 
傾斜路は、次に定める構造とする。 

(１) 有効幅 
ア 屋内：1.2ｍ以上＝歩行者が横向きになれば車いすとすれ違うことが

できる寸法。 

イ 屋外：1.35ｍ以上＝歩行者と車いすがすれ違うことができる寸法。       

（敷地の状況等によりやむを得ない場合は、1.2ｍ以上とすることがで

きる） 

ウ 屋内、屋外共、段を併設する場合は、90cm 以上（＝車いすだけが通

行する寸法）とすることができる。 

(２) こう配 
ア 屋内：1／12 以下 

イ 屋外：1／20 以下（段差が 75cm 以下の場合、または敷地の状況等

によりやむを得ない場合は、1／12 以下とすることができる。） 

ウ 屋内、屋外共、段差が 16cm 以下の場合は、1／8 以下とすることが

できる。 

(３) 踊場 
ア 段差 75cm を超える傾斜路には、段差 75 cm 以内ごとに長さ 1.5ｍ

以上の踊場を設ける。 

(４) 床面 
ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 

(５) 手摺 
ア 傾斜路には手摺を設置する。両側に設置することが望ましいが、やむ

を得ない場合は片側だけでも設置する。 

イ 手摺は、歩行者用（手摺高さ＝床面から 85cm）・車いす用（手摺高

さ＝床面から 65cm）に２段設ける。 

ウ 車いすの脱輪防止、手すりの支柱などへの接触防止のため、床面端部

に高さ 5cm 以上の立ち上がりを設ける。 

(６) 視覚障害者への配慮 
ア 傾斜路は踊り場および傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大き

い色とすることなどにより、これらと識別しやすいものとする。 

イ 傾斜路手摺の始点・終点に点字表示を設置する。 

ウ 傾斜路上下端に近接する廊下等および踊場の部分には、注意喚起用床

材を敷設する。 

⑪ 傾斜路 
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慶應義塾ユニバーサルデザイン建築仕様（案） 

 

 

 

1. 基本的考え方 
高齢者や障害者が、目的の場所に到達できるよう、障害の特性に応じた標

示、誘導を行う。 

標識等の設置にあたっては、車いす利用者や他の歩行者の妨げとならない

よう、設置高さ等について配慮する。また、高齢者、障害者だけでなく、幼

児や外国人にも配慮し、かつ健常者にとっても認識しやすいものとする。 

 

2. 仕様 
標示・誘導は、次に定める構造とする。 

(１) 案内標示 
ア 文字や記号は大きく太い書体や図を用いるなど分かりやすいデザイ

ンとし、地板の色とのコントラストをつける。 

イ 必要に応じ、ひらがなやローマ字、英語を併用する。 

ウ 標示板は、車いす利用者にも見やすい位置・高さに設置する。 

エ 照明は、逆光または反射グレア（周囲との輝度対比で見えにくくなる

現象）が生じないように配慮する。 

 

視覚障害者に対する床材は、次に定める構造とする。 

(１) 移動の方向を示す線状の突起のある誘導用床材（線状床材） 
(２) 注意を喚起する注意喚起用床材（点状床材） 

ア 注意喚起用床材は、段差部分、危険箇所の前面、誘導方向が変化する

箇所などに敷設する。 

イ 敷設幅は、30cm 以上とし、湾曲しないよう直線状に連続して敷設す

る。 

ウ 弱視者に配慮し、色は黄色・橙色を原則とするが、他の色を選択する

場合は、周辺の色との明度の対比などを考慮する。 

(３) 音声誘導装置 
ア 音声誘導装置とは、視覚障害者の持つ発信機等にセンサーが反応して

音声により誘導、案内を行う装置である。 

イ 必要に応じ、標示板の位置を知らせるための誘導鈴を設ける。 

ウ 必要に応じ、音声または放送による案内を行う。 

⑫ 標示・誘導 
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