トレーラーハウスの定義
― 定義の確定と法整備がもたらす広がる活用術 ―
一般社団法人 日本トレーラーハウス協会代表理事

アメリカの文化であるトラベルトレー
ラーが日本に組織的に輸入されたのは
1 9 9 0 年代からである。
キッチン、シャワー等の生活必需設備

くことになった（写真−３）
。
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一方、簡易な別荘として使用され始め

アメリカでは幌馬車からスタートした

たトラベルトレーラーは、便利で簡単に

牽引文化が根づいており、全土に何千箇

設置できるため、キャンプ場以外でも別

所 と い う キ ャ ン ピ ン グ サ イ ト が あ り、

荘を含む個人使用にまで普及していった。

が付属していたため、簡易な別荘として

キャンピングカーを牽引し、何日間も旅

次第にトラベルトレーラーから車幅

利用され始めた（写真−１，
２）
。

行することが出来るが（写真−４，５）
、

2 .5 ｍを超える大きなパークトレーラー

丁度、青少年育成のためのアウトドア

日本では国土が狭く、その文化を育てて

も輸入され始めるようになった（写真−

キャンプ場を自治体等の第三セクターが

いく環境ができなかったことで牽引文化

６）
。

運営を始めた時期と重なり、全国に普及

は定着せず、現在では軽キャンパーを中

していった。

心に手軽な短期間のレジャーという限定

同時にアメリカの幌馬車文化である移

的なものになってしまっている。

動しながら利用するキャンピングカーと
しても注目されてきたが、公道を走行す
るためには日本の車検制度をクリアしな
ければならず、アメリカの非牽引式キャ
ンピングカーのブレーキシステムが日本
の基準にはない電気式ブレーキであった
ために実際には車検が取れない現状に
なってしまった。
そこで安全を第一に考え、車両総重量

写真−１ トラベルトレーラー

を特定し、輸入キャンピングカーに限り
車検取得可能となる特例ができることに
なった。

写真−３ トラベルトレーラーを牽引

それが自動車通関証、もしくはアメリ
カで自動車として認定されたことを証す
る FMVSS シールがあることで、車両総重
量 3 .5 トン未満に限り車検が取れ、キャ
ンピングカーとしての文化が広がってい

写真−２ フィフスホイールトレーラー

写真−４ 幌馬車

写真−５ 米国RVパーク
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写真−６ パークトレーラー

その頃、
総称として和製英語である「ト
レーラーハウス」という言葉が生まれた。
その流れの中で被牽引自動車であって
も家として使用する場合は建築物ではな
いのか？という疑問が呈され、全国で建
築基準法上の取り扱いについて議論が交
わされるようになった。
平成７年、未曾有の大地震となった阪
神淡路大震災が発生し、災害時の使用と
してトレーラーハウスを被災地に持って
いこうとした大手商社を含むトレーラー
ハウス業者がいたが、建築基準法上明確
な判断が出来ないことから、被災地での
利用にはつながらなかった。
建築基準法上の疑念があることで、大
手商社は一斉に輸入を中止し撤退して
いった。
業界はこれに危機感をもち、取り扱い
を明確にしようと、当時の建設省住宅局
に働きかけ、住指発 1 7 0 号の通達が出さ
れた。
住指発 1 7 0 号とは、規模、形態、設
置状況から判断して「随時かつ任意に移

図−１ 住指発170号

動できるもの」は建築基準法第２条第１
項でいう建築物として扱わないこと、と
の通達で、全国自治体に出された（図−
１）
。
これにより、規模、形態、設置状況か
ら全国自治体が「随時かつ任意に移動で
きるかどうか」を判断しなければならな
くなり、自治体の考え方、取り扱いに差
がでてしまった。
トレーラーハウスが建築基準法でいう
建築物に該当しない場合、都市計画法で
いう開発行為も発生しないため、都市計
画法自体が抜け穴になりかねず、建築規
制のかかった土地であっても住宅として
の用途としてトレーラーハウスを自由に
設置できてしまうことから、全国自治体
の窓口ではトラブルが多発していった。
それにより、トラブルを内包しながら
勝手に設置する例が多くなり、隙間産業
になっていった。
その後、トラブルを避けるため、全国
の建築主事らで構成される日本建築行政

図−２ 車両を利用した工作物

会議において、トレーラーハウスが建築
基準法第２条第１項で定められた建築物
に該当しない条件である「随時かつ任意

載された（図−２）
。



日本トレーラーハウス協会では、

に移動できる」ためにはどのように設置

具体的には、電気・ガス・水道等のラ

難しいものであっても具体的に「工具を

したらよいかの具体的な設置方法を定め

イフラインの土地側とトレーラーハウス

使用しない着脱方式」と指定されたので

た。

側の接続方式が工具を使用しない着脱方

あれば、それをクリアすれば問題なく設

その内容が、国土交通省住宅局の所管

式と定められたことで、トレーラーハウ

置できると考え、
研究を重ね「トレーラー

する日本建築行政会議が発行する基準総

スを合法的に設置する上で非常に難しい

ハウス側給排水配管と土地側給排水配管

則の 「車両を利用した工作物」の欄に記

ものになった。

との間の接続構造」として平成 2 1 年９
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写真−７ カムロック
月に実用新案を取得した（写真−７）
。
それにより、一番難しかった給排水の
工具を使用しない接続構造が確立でき、
法的に問題なくトレーラーハウスが設置
できるようになった。
全国自治体、消費者に対し合法的なト
レーラーハウスを紹介していくことを目
的に平成 2 2 年９月に初めて東京ビッグ
サイトで「東京トレーラーハウスショー」
を開催し（図−３）
、更に平成 3 0 年は幕
張メッセで「ジャパントレーラーハウス
ショー」を開催した。
平成 2 3 年３月、東日本大震災が発生
し、復興のための仮設住宅として被災地
で正式にトレーラーハウスが取り上げら
れることになった。
また、被災者再建支援制度の中の新規
住宅建設に関わる加算支援金の制度の対

図−３ 東京トレーラーハウスショー

象にトレーラーハウスが加わった。
しかし元々、隙間産業であったこの業
界自体に違法行為が横行していたことも

申請し法的な自動車である認定を取得し、

者は車庫のある場所から 1 0 ㎞以内の建

あり、平成 2 4 年１月から３月にかけて、

道路局で特殊車両通行許可を取得して公

築物の事務所で点呼してから作業に入る

虚偽の申告をして被災地支援とのぼりを

道を適法に走行できるとしたものである。

ように決められていた。

たて、高速道路を運搬していたところを

この制度施行の半年後、基準総則の

しかし、実際にはそれを厳格に守るこ

福島県警、宮城県警に検挙される業者が

「車両を利用した工作物」の項目の中に

とは難しく、合法的に事務所を設置する

トレーラーハウス等が適法に公道を移動

にはトレーラーハウスしかないというこ

できないものは建築物に該当すると加筆

とで、急速に普及していった。

出てきた。
我々協会も今まで適法に運搬できる法
律がなかったこともあり、特例法を作っ

された。

ただし、以前から隙間産業であったが

てでも被災地支援が合法的にできる手段

これにより、トレーラーハウスは、あ

ために、違法を常としている業者が、正

を国土交通省自動車局技術政策課と協議

やふやな車両ではなく、法的な自動車で

しいトレーラーハウスの設置を行わず販

していた矢先の出来事であった。

なければならないという解釈がはっきり

売することがあり、許認可に対するトラ

とすることになった。

ブルも発生している。

すぐさま、特例法ではなく、常時運行
できる法律制度を作ろうと技術政策課と

トレーラーハウスの定義がはっきりと

協議し、
平成 2 4 年 1 2 月には
「トレーラー

したことで、用途も広がることとなった。

ハウスの運行に関わる制度改正」が施行

特に許認可の伴うもの、まずは貨物運

トレーラーハウスが建築物に該当しな
い条件とは
①道路運送車両法で定められた自動車

され、日本で初めて道路運送車両法上、

送事業の中で車庫を設置している市街化

トレーラーハウスが適法に道路を運搬で

調整区域（建築規制のある地域）内での

②土地側のライフラインとトレーラー

きるようになった。

事務所認可がトレーラーハウスを利用す

ハウス側の接続構造が工具を使用し

その内容は、保安基準第２条の制限内
のものは現行法にある車検を取得するこ

ることで取得できるようになった（写真
−８）
。

と、保安基準第２条の制限を超えたもの

今までは市街化調整区域内での建築物

は基準緩和の認定を自動車局各運輸局で

は原則として違法であるため、運送事業

（寄稿文）40

であること。

ない方式であること。
③随時かつ任意に移動できる状態で設
置し、かつその状態を維持するこ
と。

写真−８ 運送会社の認可事務所

写真−９ 介護型トレーラーハウス

写真−10 レンタカー会社の店舗

この３つの条件が最低条件になる。

が出てきた。

写真−11 お台場イベント

療施設等様々な施設としてのトレーラー

ここで、何故建築物ではなく、トレー

車検を取得したトレーラーハウスであ

ハウスの活用、地域イベントでのトレー

ラーハウスを使用するのかという疑問が

れば、①法的な自動車であること、その

ラーハウス利用による地域活性、オリン

建築行政から呈された。

車検を継続することで②③いずれの条件

ピック・万国博のような国を挙げての大

それは、建築物に該当しないことで、

も満たされ、かつ期間限定との解釈にも

規模イベントでの活用など個人需要、企

都市計画法の適用を受けないことから、

繋がると考え、このタイプが今後の主流

業需要について皆様と共に新しい用途を

脱法行為につながりかねない疑念である。

になってくると思われる。

考え、新しい文化を創っていきたいと考

そこで、用途についても脱法行為に繋

これにより、日本で初めてトレーラー

がらないかどうかを協会と行政で協議し

ハウスを利用した旅館業法上のホテル営

ていく必要が生じてきた。

業許可を東京都新宿区で取得できた。

また、トレーラーハウスは自動車であ

これを実現できたのは、建築基準法で

ることから永久的なものは建築物、期間

いう建築物でなくても、また法で定めら

限定の使用法はトレーラーハウス、とい

れていなくても、建築物と同等の安全基

う区分けが将来必要になってくると考え

準を順守した結果であると思われる（写

られる。

真−９，1 0，1 1）
。

では期間限定とは何年なのかという疑

現在すでに使われているトレーラーハ

問があるが、法では定められておらず、

ウスの利用法としては、個人で使用する

現時点では決めることは難しいと思われ

別荘や小さな小屋を筆頭に前述にある運

る。

送事業・バス事業の車庫での認可事務所

そこで、各自治体の建築行政と協議し

や旅館業法上の許可、飲食店の許可、ま

た結果、車検付きトレーラーハウスで

た大手レンタカー会社の店舗等様々な企

あって、その車検を更新していけば、期

業で違法なコンテナ・プレハブに代わる

間限定として解釈できるのではないか、

ものとして注目を集めている。

という考えを基本にしていこうとの方向

えている。

まずは、災害時・緊急時の避難所、医
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