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５）建築生産研究グループ
５）－１ 住宅・住環境の日常的な安全・安心性能向上のための
技術開発【個別重点】
Development of technologies for safer houses and living environments
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People always require safe living in their houses and cities. In order to develop technologies for safer houses and living environments,
five studies including analysis of requirements by people on safety, crime prevention of residences in cities, prevention of accidents in
houses, safer streets in residential area, problems between universal-design and safety of these issues were conducted in this research
project. Experimental researches on humans using newly constructed the universal design laboratory in BRI provided safer
specifications of handrails in stairs. These research results were reported in research papers described in the references.
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