
 

中国の住宅建設「診断」 

 

                     中国建築設計研究院 

国家住宅与居住環境工程センター 

 

 中国住宅建設は20年近い高度成長期を歩んできて、中国の住宅が変わってきており、住宅もま

た中国を変えつつあることは、国内外各界からも認められているところである。 

 

 住宅研究分野において、中国建築設計研究院は日本との間に長い協力の歴史があり、日本の住

宅専門家も我々と共に 20 年近い中国住宅建設の発展プロセスを目の当たりにしてきた。20 世紀

80年代末に始まる日本国際協力事業団（JICA）との協力はこの分野における共同研究の基礎をつ

くり、住宅機能改善を主とする研究を展開した。90年代以降はさらに住宅性能向上を主とする研

究も展開した。こうした基盤の上に2000年以後は住宅の要素、とりわけヒトの健康に関わる要素

に対する研究を展開した。このようにそれぞれの時期における研究の方向と重点からも中国住宅

建設発展の筋道が見てとれる。 

 

 近年、国家住宅及び居住環境工程センターは中国の住宅建設状況に基づき、「診断」方式により

現状調査と現場実測とを通じて、中国の住宅の性能と品質面について研究を展開し、中国の住宅

建設ラッシュのなかで「予防と治療の双方を考慮し」中国住宅建設のレベルアップを図る試みを

行った。以下に国家住宅及び居住環境工程センターが最近終えたばかりの現状調査と現場実測お

よびその成果の応用について簡単に紹介する。 

 

一、調査成果の概要 

 

 1.住宅室内空気品質の調査分析 

 

 課題研究の最も重要な内容は住宅の室内空気品質の調査分析である。課題グループは2003年 8

月から2004年 8月まで、実験室の工事技術者を組織し、湖南大学、ハルピン工業大学と共同で、

ハルピン、北京、上海、武漢、長沙、広州、深圳の計７都市の住宅室内空気品質について突っ込

んだ調査を行い、室内環境の現場アンケート調査と現場モニターとを組み合わせた方式を採った。

試験の指標は、温度、相対湿度、風速、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄、ベンゼン、トル

エン、フォルムアルデヒド、ＰＭ10、ラドン、二酸化窒素、一酸化窒素、アンモニア及びγ放射

線の計15指標で、採取した室内有効サンプル数は4969点、そのうち室内汚染物質のサンプル数

3719 点、室内の背景パラメータ（温度、湿度、風速）は 1250 個。７都市の住宅室内空気品質に

ついて客観的に評価するため、住宅室内汚染の最も深刻なアンモニア、フォルムアルデヒド、ト

ルエン、二酸化炭素、ベンゼン、二酸化硫黄の６物質に対する測定結果を取り上げ、客観評価基

準により空気品質について定量的な記述を行い、数量化手段によって室内環境の諸要素にたいし

分析を行った。これにより室内の空気品質状況を確定したうえで室内空気品質の改善と保護に的
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を絞った対策と計画の策定を図った。 

 

 2.住宅居住性の実測調査分析 

 

 国内新築住宅の居住性の実状をつかんで住宅性能向上につながる中核的技術対策を提起するた

め、課題研究の計画に基づき2002年３月から2004年８月まで全国７省市において、５年以内に

竣工した13の新規住宅団地の住宅について住宅居住性の実測調査を行った。重点調査内容として

は、住戸壁、間仕切り壁、外壁、スラブ、玄関ドアにおける空気音遮音性、スラブの衝撃音遮音

性、住宅採光性、住宅気密性および住宅排気ダクト系統の性能などで、サンプル110点の実測デ

ータを採取した。 

 

 3.住宅室内採光性能の調査分析 

 

 2003 年 10 月から 2004 年８月まで、住宅採光性能特別アンケート調査を行い、有効回答 69 部

を得た。統計分析を通じ、課題グループがその中の20世帯に対して現場調査を行った。窓の対床

比率や方角などの現状に関する客観的記録と居住者の主観的評価の聞き取りを通じて、わが国住

宅の光環境の実状をつかみ、改善提案をまとめた。 

 

 4.住宅構造安全性能の調査分析 

 

 住宅構造の安全性能調査分析は主として複数地域の戸別内装状況に関する調査により、建築構

造の安全の面から、戸別内装による構造損傷と構造安全性への影響を系統的に分析し、これに基

づいて相応の対策をまとめた。 

 今回の戸別内装調査の地域は北京、上海、杭州、武漢、昆明、廈門(アモイ)、広州、瀋陽、合

肥、徐州、汕頭(スワトウ)、長沙、西安などで、合計 200 部の調査票を配り、156 部を回収し、

有効調査票148部を得た。階数別では９階以上の中高層住宅60戸、８階以下の多層住宅88戸。

また材料別では鉄筋コンクリート構造79戸、コンクリート中空ブロック構造18戸、粘土煉瓦構

造49戸、鋼構造2戸である。調査の結果、わが国の近年の戸別内装による住宅構造破壊はかなり

大きいことがわかり、構造の安全性に対する危険をできるだけ軽減するため、戸別内装時の注意

事項をまとめた。 

 

 技術資料の分析と中核技術製品の開発 

 

 調査をもとに、国家住宅及び居住環境工程センターは一連の技術資料の分析と中核技術製品の

開発を行った。以下は研究成果の概要である： 

 

 1.住宅の室内空気品質に関する国内の中核的指標 

 

 わが国で2002年 1月 1日から実施されている『民用建築工事室内環境汚染抑制規範』は、建築

材料と内装材料から生じる室内環境汚染に対し、資材選び、実地調査、設計、施工、検収および
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測定の面から具体的な技術条件を提示している。住宅室内環境の汚染物質濃度に対する測定結果

は表1-1の規定に適合しなければならない。 

 

民用建築工事室内環境汚染物質濃度制限値  表１－１ 

汚染物質 単位 Ⅰ類民用建築工事 備考 

ラドン Bq/m3 ≤200 

遊離フォルムアルデヒド mg/m3 ≤0.08 

ベンゼン mg/m3 ≤0.09 

アンモニア mg/m3 ≤0.2 

TVOC mg/m3 ≤0.5 

住宅は 

Ⅰ類民用 

建築工事 

に属す。 

 

  わが国最初の『室内空気品質基準』は2003年３月１日正式に実施された。基準のなかで規定

している項目には化学性汚染のほかに物理性、生物性および放射性の汚染もある。化学性汚染物

質としては、よく知られたフォルムアルデヒド、ベンゼン、アンモニア、ラドン等の他、さらに

可吸入微粒子、二酸化炭素、二酸化硫黄など13の化学性汚染物質もあり、併せて「室内空気は無

毒、無害、無異臭であること」という条件が加えられている。先進地域や都市の建築における新

風量、温度湿度およびフォルムアルデヒド、ベンゼン等汚染物質を考慮すると同時に、後進地域

における暖房や調理の原炭使用による一酸化炭素、二酸化炭素や二酸化窒素の室内汚染について

も制定している。その関連指標（抜粋）は表1-2参照。『室内空気品質基準』『民用建築室内環境

汚染抑制規範』と国家標準委員会が以前発表した10種の『内装設備材料有害物質制限量』とで、

わが国の室内環境汚染抑制と評価に関するほぼ整ったシステムを構成しており、消費者の健康維

持とわが国の室内環境事業発展のために重要な意義をもっている。 

 

室内空気品質基準（抜粋）  表１－２ 

番号 分類 パラメータ 単位 基準値 備考 

1 二酸化硫黄 SO2 mg/m
3
 0.50 1h平均値 

2 二酸化窒素 NO2 mg/m
3
 0.24 1h平均値 

3 一酸化炭素 CO mg/m
3
 10 1h平均値 

4 二酸化炭素 CO2 % 0.10 1日平均値 

5 アンモニア NH3 mg/m
3
 0.20 1h平均値 

6 オゾン O3 mg/m
3
 0.16 1h平均値 

7 フォルムアルデヒド HCHO mg/m
3
 0.10 1h平均値 

8 

化学性 

ベンゼン C6H6 mg/m
3
 0.11 1h平均値 
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9 トルエン C7H8 mg/m
3
 0.20 1h平均値 

10 エチルベンゼン C8H10 mg/m
3
 0.20 1h平均値 

11 �并[a]� B(a)P ng/m
3
 1.0 1日平均値 

12 可吸入微粒子 PM10 mg/m
3
 0.15 1日平均値 

13 総揮発性有機物 TVOC mg/m
3
 0.60 8h平均値 

14 生物性 細菌総数 cfu/m
3
 2500 測定器による

b
 

15 放射性 ラドン Rn Bq/m
3
 400 

年平均値 

（行動レベル
c
) 

 

 

 関連の室内環境品質評価の国家基準に基づき、わが国はさらに室内環境監視項目及び基準（表

1-3）を制定している。主としてそのうちのフォルムアルデヒド、アンモニア、ベンゼン、ラドン

および TVOC含有量を監視する。 

 

室内環境監視項目と基準  表 1-3 

 

汚染物質 化学記号 最高許容濃度 測定基準 

フォルムアルデヒド HCHO 0.08 mg/m
3
 GB 50325-2001 6.0.4 

アンモニア NH3 0.2 mg/m
3
 GB 50325-2001 6.0.4 

ラドン Rn 200 Bq/m
3
 GB 50325-2001 6.0.4 

ベンゼン C6H6 0.09 mg/m
3
 GB 50325-2001 6.0.4 

総揮発性有機物 TVOC 0.5 mg/m
3
 GB 50325-2001 6.0.4 

エチルベンゼン C8H10 0.6 mg/m
3
 GB/T 14677-93 

�并(a)� B(a)P 1ng/m
3
 GB/T15439-1995 

オゾン O3 0.10mg/m
3
 GB/T18202 

一酸化炭素 CO 5mg/m
3
 GB9801-88 

二酸化炭素 CO2 1000ppm GB/T17094 

二酸化窒素 NO2 0.10mg/m
3
 GB/T17096 

二酸化硫黄 SO2 0.15mg/m
3
 GB/T17097 

細菌総数  4000cfu/m
3
 GB/T17093 

可吸入微粒子 PM10 0.15mg/m
3
 GB/T17095 
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 中国室内装飾協会の室内環境監測センターはわが国が現在実施している室内環境基準をもとに

「エコ・ルーム」を提起し、その環境がクリアすべき条件を以下のようにまとめている： 

 居室内のラドン濃度は国の規制基準 100Bq/㎡（新築住宅）、200Bq/㎡（既存住宅）に適合する

こと；居室内に使用された建築材料の放射性比濃度は国が定めるＡ類製品の条件に適合するこ

と；居室内空気中のフォルムアルデヒドの最高濃度は 0.08 ㎎/ｍ3 を超えないこと；居室内のベ

ンゼン放出量は2.4㎎/ｍ3未満であること；居室内アンモニア放出量は0.2mg/ｍ3未満であるこ

と；居室内空気中二酸化炭素の衛生基準値は≦2000mg/ｍ3；居室内の可吸入微粒子の一日平均最

高濃度は 0.15mg/ｍ3 であること；居室内の揮発性有機物の総放出量は 0.2mg/ｍ3/ｈ未満である

こと；居室内に石綿の建築製品がないこと；居室内に電磁輻射汚染源がないこと；居室内に不快

な臭いがないこと。 

 『健康住宅建設技術要点』2004年版（国家住宅及び居住環境工程技術研究センター）では次の

ように提起している： 

 室内空気の品質基準は『室内空気品質基準』の定めに適合し、室内空気汚染によるヒトの健康

被害を防止すること。住宅の居住空間は自然通風が可能で、特に凹部分の通風問題に注意するこ

と。室内の新風量基準は表4-1の定めに適合すること。暖冷房期間における窓が密閉された状況

下では調節可能な換気装置を設置して新鮮な空気を補うとともに生物、化学、放射性等の有害物

質による汚染を予防し抑制すること。キッチン、バス・トイレは良好な通風換気条件を備え、空

気汚染を削減し抑制すること。風の出入り口と空気の流れる方向を適正に組み合わせ、全体的ま

たは局部的換気装置を採用して、共用ダクトにおける煙の逆流やにおいの流出を防ぐ。共用ダク

トの出口には排気装置を設置すること。建築物の凹部分にキッチンやバス・トイレの窓がある場

合は、凹部分がマイナス圧エリアに位置するようにして通風の信頼性を確保する。内装付き住宅

を推進し、内装汚染を厳しく抑制する。また『民用建築室内環境汚染抑制規範』に基づいて内装

材料の有害物質の制限指標を規定している。 

室内新風量の基準 

パラメータ 単位 基準値 

新風量 m
3
/h.P ≥30 

換気回数 回/h ≥1 

 

 2001 年５月 27 日に審議・承認された、建設部住宅産業化促進センターの研究作成による『エ

コ住宅団地建設の要点と技術指導要領』は、室内空気環境システムに対し以下のように求めてい

る： 

 室内の通風換気のため全ての部屋に開閉窓を設置すること。住宅内の80％以上の部屋は自然通

風が可能であるとともに以下の条件に適合すること：寝室、リビングルームは自然通風が可能で

あること。バス・トイレには通風換気装置を設置すること。キッチンには集中排気システムがな

ければならず、縦系統、水平系統いずれも可。縦系統の場合は換気扇の脱排煙装置、変圧逆流防

止バルブ、排気ダクト等を設けること。水平系統の場合は脱排煙装置、水平排気ダクト、外壁フ

ード等を設置すること。内装は環境保護タイプの内装材を使用し、内装材に揮発性有毒有害ガス

が含まれる場合は必ず現行関連基準の規定に適合し、室内環境汚染や健康被害を防止すること。 
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 2.わが国の国情と居住区の特徴に基づき評価指標を提起 

 

 近年わが国では居住者による二次内装の問題が多く、建材や資源など膨大な経済的浪費となっ

ているが、内装材の環境保全性や安全性を確保する方法が無く、室内環境品質を保障できず、建

物の安全性に関わる隠れた問題を根本から絶つ方法もない。わが国は現在、建材市場の整備や室

内空気品質の確保等に関する法律法規を整備しているところであるが、今のところまだ不完全で、

特に居住者が二次内装を行う際むやみに構造を破壊する現象を完全に抑止できていない。サステ

ナブル居住区を提唱して評価システムを確立するとき、こうした問題の解決策を盛り込んで社会

にモデルを示す役割を果たさなければならない。 

 またさらに、サステナブル居住区評価システムを定める際、わが国の森林資源破壊が深刻でサ

ステナブル建材としての木材が使用できない問題や、集中暖房と戸別計量・料金との組合せ問題、

居住区の体系化における特徴、居住区の付帯施設、居住区の管理なども考慮しなければならない。

研究課題は、建築環境の評価指標をまとめる際わが国の国情と居住区の特徴を考慮しなければな

らないとし、以下の原則に従って制定することを提案する： 

 1）単純から詳細へ、開放性と発展性 

 建築室内環境に関する研究の面では、わが国はまだスタート段階で、その規制理念についてま

だあまり知られていない。従ってその評価システムが細かすぎたり複雑すぎると、評価担当者が

把握しきれず、評価システムは親近感を失ってしまう。現段階では評価システムを単純化し、室

内環境に影響している主要な問題を取り上げて、住民にわかりやすく接しやすい形で評価システ

ムを作り、室内環境という概念の浸透を図って、条件が熟すのを待ってから評価システムを細分

化するべきである。 

 評価システムのデータと方法は社会に公開するものとし、誰にでも理解でき利用できれば、環

境規制理念の普及が図られ、同時にまた一般からの意見や提言を得ることもできる。評価システ

ムはさらに社会の発展につれて発展するものでもあり、人類の認識レベルや新技術、新材料の発

展につれて絶えず改善され新たな内容が盛り込まれていくものにする。 

 2）評価基準を確立し、重要度係数を定める 

 わが国は国土が広大で気候も多様であり、経済発展もまちまちであるため、各地のエネルギー、

資源、材料などの状況もさまざまで、室内環境に影響する要素もそれぞれ異なっている。従って

評価システムを確立する際は、現地の具体的実情に即して、慎重に各評価項目を確定し評価基準

と重要度係数を定め、現地の建築環境に影響を及ぼす主要な要素を正確に反映させ、その土地の

環境がより効果的に保護されるようにする。 

 3）専門性、段階性、評価制約メカニズム 

 室内環境の測定と評価は専門家により行われるものとし、評価結果に合理性、権威性を持たせ、

優良な建築環境が社会のモデルとなり誘導作用を持つようにする。 

 居住区の環境レベルは建設計画、設計、施工に関係するのみならず、竣工後の実際の運営や管

理レベルとも関係し、しかも居住の運営管理もまた一貫不変ではないから、従って評価システム

の居住区に対する環境評価も一回限りではなく、その設計、竣工、実際の運営、事後の監理など

について追跡評価を行うものとする。 
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 3.住宅性能に関するわが国の建設工事基準の適用状況分析 

 

 課題調査研究の重点は工事品質の通弊を発見し、総合的に規制する解決策を見つけだすことで

ある。特定分析比較により以下の問題が明らかになった： 

 1）関連の室内空気品質規制基準の作成と実施中に存在する問題 

 住宅建設工事において適用される『民用建築工事室内環境汚染抑制規範』GB50325-2001と住宅

使用中における測定用の『室内空気品質基準』GB/T18883-2002 とには整合性の問題が存在する。

『民用建築工事室内環境汚染抑制規範』が設計、施工時に実施するよう求めている基準は、工事

完成後の検収時には規制指標がないため採用されにくく、たとえ厳格に実行されたとしても、や

はり室内環境の基準到達を保証できない。 

 しかし『室内空気品質基準』で住宅を測定、検収した場合、時間差の問題がある。つまり測定

で問題が見つかっても引き渡し時期を遅らせれば解決してしまうし、また建設工事分野にその場

でフィードバックされることもないため、工事品質規制に作用する効果には限度がある。しかも

『室内空気品質基準』運用上の問題は汚染の責任をはっきりさせる上でも不利である。居住中に

おける空気品質問題のほとんどは居住者による内装や家具の設置が原因である。 

 2）音環境要件と規制基準の間に存在する進化のアンバランス問題 

 居住者主観評価の調査分析により、わが国住民の音環境に対する要求が益々高まっていること

がわかる。騒音に起因するトラブルの頻発や居住者の内装時における騒音抑制措置をみても、住

民の音環境に対する要求が大幅に高まっていることを示している。しかし、建設工事基準である

『民用建築遮音設計規範』GBJ118-88は長年の間基準を変えておらず、それどころか試行中の『商

品住宅性能評定方法と指標体系』はこの面で反対に条件を低くさえしており、国の最低基準要件

をクリアした住宅をＡ級住宅と評定している。 

 相応の規制措置が弱いために、工事の検収の際相応の測定方法が採用されず、スラブ衝撃音遮

音性が良くない問題は普遍的状況となった。簡易内装検収の住宅ではその音環境対策については

ほぼ居住者自身が行っていることが現場測定調査によって判った。床まである大きな窓の遮音性

が良くない、エレベータシャフトに隣接する寝室やリビング、パイプの騒音などの問題が益々深

刻化している。 

 3）熱工学環境基準における省エネと室温環境快適度要件に存在する矛盾 

 住宅室内環境基準におけるさまざまな規制のなかで、省エネに関する規制が最も厳しい。国の

基準は地方に対して実施細則制定の余地を残しているため、住宅断熱構造の熱工学性能関連規制

はかなり効果を上げている。しかし省エネ性の良好な住宅がその室内温度環境基準と直接関係し

ているわけではない。最近、温度環境の快適性向上を求める居住者の声とそのために採られてい

る措置が、省エネ基準実施にとって大きな壁になっていることが調査により判った。とりわけ

SARS流行以後の住宅暖房方式の変化による温度快適性への影響が大きい。 

 4）光環境基準の整備が待たれる 

 建設工事基準のうち光環境に関する規制指標は照度と採光係数である。しかし住宅では照度の

コントロールはほとんど居住者自身により行われる。現場調査では、不合理、不衛生な照明の実

例が多く見られ、照明器具の装飾化によって実用が軽視されている傾向に注意する必要があるこ

と、また住宅の光環境の規制には誘導的基準が必要であることを物語っている。 

 建設工事において採光に対する要求はほとんどが床まである大きな窓の指標によってコントロ
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ールされている。『商品住宅性能評定方法と指標体系』は窓床比率のみの単一指標しか採用してい

ない。調査によって、窓床比だけで住宅室内の光環境品質を完全に表すことは不可能であること

が判った。採光係数検査法によって窓床比が同じで階が異なる住宅について検査を行った結果、

その採光効果は実際には大きな差があった。また一方、特大リビングルーム、床まである大きな

窓、サンルーム、カラーガラス等が住宅の光環境基準に及ぼす影響に注意を喚起する必要がある

ことを調査結果は示している。 

 5）『住宅設計規範』の全体評価 

 国家基準『住宅設計規範』GB50096 の適用状況について意見フィードバックと分析を行った。

最近５年間に監修機関が集めたフィードバック意見を整理分析し、また専門家に意見を求める会

議も開いて、住宅性能面に関する問題について行った評価分析は以下の通り： 

 全体として規範の制定はよく網羅され合理的であると考えられるが、しかし基準がやや低く、

また住宅商品化以降、所有者の要求が多様化しているため、これまでの規範条文の内容ではまだ

不十分で、二つの面から規範の内容を整備する必要がある。一つは「人間本位」を基礎に、人と

環境の相互作用関係を考慮し、同時に「持続可能な発展」戦略を反映させること。このほか、住

宅性能面の指標規定を増やすべきである。住宅の基本的機能と品質に関わる内容を際だたせると

よい。例えば、室内空気品質、室内物理環境、水まわりと排水ゴミ設備、内装の環境に対する影

響など。そして経済基準（一般、高級、豪華）に属する内容は簡素化した方がよい。 

 

 4. 中核技術製品の開発研究 

 

 1）戸別暖房供給技術 

 現在多く採用されている戸別ガス両用ヒーター（暖房と湯沸かし）、電熱フィルム（天井輻射熱

暖房）、発熱ケーブル（床暖房）の応用技術を対象として研究を展開し、技術経済分析を行い、工

事設計を通じてその適用性について検討し、その普及応用に向けて技術的基礎を固めた。 

 （1）厳寒地域、寒冷地域および熱夏冷冬地域に分布するガス両用ヒーター使用世帯に対する調

査と問題分析を行った結果、建築設計、暖房システム設計、生活温水システム及びガス設計など

の面から研究を行い、また北京回龍観文化居住区などの工事の実例を通じて検証と評価を行った。 

 （2）北京301医院青年マンション室内のカビ発生現象の測定と分析から着手し、電熱フィルム

と発熱ケーブル輻射暖房の応用技術を研究し、また北京昌平新新マンションなどの工事設計を通

して検証と評価を行った。 

 （3）戸別暖房のイニシャルコストとランニングコストについて比較を行い、また複数の工事の

実測値を通じて分析を行った。 

 

 2）生活温水集中供給システム中核技術の研究 

 現在住民が使用している温水量（家庭用湯沸かし器世帯と集中湯沸かし世帯）、湯沸かし器具、

および洗浄・入浴時間の調査データをもとに、集中温水供給の現状と問題点を分析し、熱源の合

理的選択やランニングコスト低減の方法をいくつか提起した。現行規範における温水使用標準量、

水温について研究を行った。循環システムの配置や設備の選定、温水メーター応用および水質測

定作業強化などの観点を提示した。鄭州家和万事花園において水源ヒートポンプ湯沸かし装置を

採用し、また再訪問調査を行った。 
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 3）住宅室内通風技術の研究 

 室内汚染状況の測定から着手し、居室の自然通風技術を研究し、また機械通風技術についても

探求した。水まわりの共用排気システムとガス湯沸かし器の給排気技術について重点的に研究を

展開した。例えば排気ダクトシステムの測定方法、測量作業情況および測定結果の分析；国家建

築基準設計図集の作成；変圧煙逆流防止排気システムと自動調圧垂直集中排気システムの研究開

発；「衛生間」通風器および型式の違うガス湯沸かし器（両用ヒーター）の給排気技術を開発した。

また工事設計と結びつけて住宅団地で具体化応用し、良好な効果を得た。 

 

 4）排水口性能と試験方法の研究及び製品開発 

 住宅衛生間の排水口の製品性能と応用情況について調査と研究を行った。実験室設備を応用し

て測定、研究、開発、試験を結びつけた方法を採用し、測定方法と主な性能パラメータを検討し、

排水口基準の制定に系統的なデータを提供した。企業と合同で新型枯渇防止磁性密封排水口と浅

型多チャンネル排水口などを開発し、且つ多くのプロジェクトで応用した。 

 

 5）階段室型共同住宅のエレベータ設置の研究 

 階段室型住宅の特徴とエレベータ設置要件を分析し、住宅建築設計（平面・側面・立面設計、

シャフト・機械室の処理など）を研究し、同時に武漢蘭湾俊園などの工事の建築設計やエレベー

タ配置、運転実測などを通して、階段室型集合住宅のエレベータ設置と選定の要点をまとめた。 

 

 二、工事応用試験と技術分析報告 

 

 国家住宅工程センターはその実験基地を利用して新技術、新製品に対し応用試験を行うととも

に、実験室の手段を活用してテストと測定を繰り返し、素早い改良を可能にしている。工事での

応用試験を行うと同時に、技術指標を分析し、居住者調査を通じて、住宅性能指標を確定してい

る。以下は工事応用試験と技術特定分析報告の概要である： 

 

 1.「北京金地格林小鎮」実験プロジェクト 

 国家住宅工程センターは2002年 4月 11日に「北京金地格林小鎮」を実験プロジェクトとして

正式に認可した。北京金地遠景房地産開発有限公司が実験プロジェクトの建設工事を請け負った。

建設工事期間中『健康住宅実験プロジェクト協議書』の要件に基づいて課題グループが「スラブ

遮音」「厨房排煙ダクト応用及び実測効果と改良措置」「雨水収集と再利用技術」などの研究課題

を実施した。同時に、実験室手段を活用してテストと測定を繰り返し、建設工事レベルを絶えず

引き上げた。2004年 7月 30日に同実験プロジェクトは計画を無事達成し、検収にパスした。 

 

 2.「北京オリンピック花園（一期）」実験プロジェクト 

 2004 年 4 月 10 日、国家住宅工程センターは北京オリンピック花園（一期）を実験プロジェク

トとして正式認可した。北京オリンピック置業投資有限公司が実験プロジェクトの建設工事を担

当した。建設工事期間中、『健康住宅実験プロジェクト協議書』の要件に従い、課題グループが「ス

ラブ遮音技術の住宅工事における応用」「中水技術応用」「配管敷設の刷新と応用」などの研究課

題を実施した。そして実験室手段を活用しテストと測定を繰り返して建設工事レベルを絶えず高
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めた。2004年 1月 8日、国家住宅工程センターは北京オリンピック花園（一期）を「健康住宅モ

デル工事」として正式に認可した。 

 

 3.「武漢藍湾俊園」実験基地 

 2000年 10月 20日武漢武建集団富強公司股份有限公司と国家住宅工程センターの双方は「武漢

藍湾俊園実験基地」の合同建設について協議書を取り交わし、基地建設が科学研究任務であるこ

とを確認した。建設工事期間中、協議双方は基地建設をめぐって一連の科学的探求を行った。同

時に以下の研究課題を実施した：1）構造システムと建築の省エネ；2）階段室型集合住宅エレベ

ータ応用技術研究；3）室内外環境最適化総合技術応用。 

 「追跡調査、総合評価、専門家審査」などの評価方法により基地に対して現場評定を行い、2003

年 12月 31日に「武漢藍湾俊園実験基地」は検収にパスした。 

 

 4.鄭州「家和万世花園」基地の床暖房と生活温水システム 

 2001年 7月 5日、国家住宅工程センターは「鄭州家和万世花園」を実験基地として正式認可し、

同時に河南置業有限公司と『実験基地共同建設協議書』を取り交わした。協議書の中で「低エネ

ルギー消費高快適度住宅建築技術」を重点研究課題実施計画に指定した。 

 家和万世花園は国家住宅工程センターの実験基地として、住宅性能中核技術の応用普及面で画

期的成果をあげるために、床暖房と生活温水システムを大胆に応用したが、この実験基地計画は

2004年末に検収が行われることになっているため、本特定報告は「床暖房」と「生活用水」両ア

イテムの技術分析中間報告である。 

 

 三、対策研究 

 

 中国住宅建設の発展は改革開放政策を背景に急成長してきたため、ある種の未成熟性が相当程

度現れている。建てられた建築に対して仔細に検討する間もないうちに、「ファーストフード式」

の住宅建築が巨大な市場ニーズに対応してすでに大量に生まれている。住宅建設が「量」的ニー

ズから徐々に「質」的要求へと発展するに従って、中国住宅建設は理知と成熟の時代に入るべき

である。 

 1. 持続可能な発展へのニーズを重視し、必要な基準体系を確立し、住宅建設の品質を効果的

に管理する。 

 2. 合理的な面積と経済指標、中国の一人当たり資源に適した管理を提唱する。 

 3. 居住快適度を高め、健康ファクターへの関心度を重視する。 

 4. 従来の「モデルルーム」式住宅展示方式を改め、「体験式」住宅の方式を採用して、住民の

健康居住意識を高める。 

 5. 国際協力を強化し、海外の先進技術と設備を注意深く導入して、海外先進技術の展示性を

高め、中国住宅産業の発展を促す。 

 

 

 

注：以上の報告の詳細は『住宅性能の現状調査と現場実測』参照 
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