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１．建築法制委員会の 
  活動の目標と重点 
 
①我が国の社会と建築法制
との関係の解明をし、建築法
制の必要性を検証する 
 
②建築法制の制度変遷を整
理し、法制・制度の評価を行
い課題の解明を行う 
 
③中長期的観点から建築法
制度の在り方を提案する 
 
④建築法制の教育・普及と研
究者の育成を行う 

 

 日本近代建築法制100周年記念活動支援小委員会 （新）

 主査：有田智一（筑波大学）

2017
2018
2019

 建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研究小委員会

 主査：小川富由（住宅保証機構㈱）

 建築法制の建築基準適合性確保機能の検討小委員会 （新）

 主査：五條　渉（建築研究所）

 人口減少時代のゾーニング制度研究小委員会 （新）

 主査：中西正彦（横浜市立大学）

 教育普及小委員会

 主査：加藤健三（渋谷区役所）

 現行市街地コントロール制度の成立と変遷研究小委員会

 主査：桑田　仁（芝浦工業大学）

　建築法制本委員会
　
　委員長：加藤仁美（東海大学）

 建築専門家の行政訴訟参加に関する研究WG

 主査：杉山義孝（(一財)日本建築設備・昇降機センター）
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２．建築法制委員会の活動体制 

 

単
体
規
定
・・集
団
規
定
・
・全
体
・
・・
・
・・
・ 

①建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研究小委員会 
  主査：小川富由、2015～2018 

③現行市街地コントロール制度の成立と変遷研究小委員会    
  主査：桑田 仁、2015～2019 

⑥教育普及小委員会      主査：加藤健三、2017～2020年度 
⑦建築専門家の行政訴訟参加に関する研究WG 
      主査：杉山義孝、2017年～2018年度 

②建築法制の建築基準適合性確保  
 の検討小委員会 
  主査：五條 渉、2017～2020  

④人口減少時代のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ制度研究 
 小委員会 
  主査：中西正彦、2017～2020 

⑤日本近代建築法制100周年記念 
 活動支援小委員会 
   主査：有田智一、2017～2019 

②建築基準の適用とその実行方法    
 のあり方検討小委員会 
  主査：平野吉信、2013～2016  

④用途規制再構築検討小委員会 
  主査：有田智一、2013～2016 
 

＜2017年度＞ ＜2016年度＞ 



３．活動の成果とその活用 
2016年度大会研究協議会  

②建築基準の適用と 
 その実行方法の 
 あり方検討小委員会  

                           



３．活動の成果とその活用 
2017年度大会研究協議会   

④用途規制再構築 
  検討小委員会 



４. 研究小委員会の活動内容 



①建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する  
 基礎的研究小委員会：活動報告  
（2013~2016） 
■研究の目的 
＊建築生産関係者（建築主、設計者、施工者、確認検査者、所有者・
利用者、周辺関係者等）による建築生産・維持管理のプロセスは法規
範（契約、規制など）を通じて進行するが、一方、その解釈等を巡っ
て関係者間の紛争も発生する。 
 
＊紛争可能性を内包する論点として、法規範の原論的整理（仕組みと
その背景）、関係者の立ち位置（法規範に対する意識）、責任分担の
あり様（法理論と実態）等について整理をする 
 
＊立法過程や判例等を通じて分析し、関係者間で認識を共有すべき社
会制度、契約等に関する基本的事項の抽出と解明、法規範と実態との
かい離があり何らかの改善を要する課題の解明をおこなう。 
 
 
 



■2016・2017年度の活動 
 
建築生産プロセスと維持管理段階で契約や法適用と
関係する論点を抽出し設問として設定 

A 建築と規制に関する原則論の整理や民法等と建  
  築基準法などの行政法との関係の整理 
B 建築主による発注、設計、確認検査行為等を巡る  
  原則論の整理 
C 建築の設計等の実務における契約や法適用を巡る  
  論点 
D 建築生産における各関係者の責任分担を巡る論点 
E 建築の維持管理における論点 



各論点ごとにさらに小項目に分け、Ｑ＆Ａとして
論考を行った。 
   2018年度 大会研究協議会を開催 
   「建築生産と法規制をめぐる論点」   
A 建築と規制に関する原則論の整理や民法等と建築基準法などの行政  
  法との関係の整理  13項目（例、なぜ法規制は必要か） 

 
B 建築主による発注、設計、確認検査行為等を巡る原則論の整理 
  11項目（例、性能決定での建築主の役割と責任とは） 
 
C 建築の設計等の実務における契約や法適用を巡る論点 
  8項目（例、設計変更の原因と契約変更の意識） 
 
D 建築生産における各関係者の責任分担を巡る論点 
  8項目（例、建築主責任が問われる可能性） 
 
E 建築の維持管理における論点 
  8項目（例、既存不適格部分を原因とする事故等での管理責任）   

 



② 建築基準の適用とその実行方法のあり方 
  検討小委員会：2016年度活動報告 
■ 背景・検討の趣旨 
＊多様な技術・ノウハウの活用 ⇒建築基準の性能規定化 
＊建築規制プロセスの効率化 ⇒確認検査の民間開放 
 

     ☜ 構造計算書偽装事件等 
 

＊適用技術基準の厳格化・詳細化 
＊適合審査関係者の裁量的判断を含めない運営 
 
 

＊成熟社会を迎え、建築の質のコントロールのための、 より
持続可能な新しいしくみの構築を考えるべき時期 

 
＊「基準とその実行方法のあり方」について、議論が‥ 
多様な技術・ノウハウを受け止める「柔軟性」？ 
専門家が持つ「ノウハウ・判断力」の活用可能性？ 

   ⇒ 本小委員会における検討のターゲット 



■ 活動の進め方 

① 海外の「性能規定化」「規制の民営化」等の実態把握 
② 関係分野（審査証明、専門家への委任と責任保険、不服審

査等）の事例収集 
③ 他分野（車両安全、土木系事業、医薬品、等）の状況・知

見等の事例収集 

＊小委員会メンバーが分担して事例発表。WS形式で討論 
①  「基準」の設定・構成、それらの運用（解釈を含む。） 
②  関係者間の役割や責任の分担 

  ⇒ 可能な「あり方」を構想 

＊社会システムとの関係などから、実現可能性を検討  
 

■ 検討成果の取りまとめ：大会研究協議会（2016年8月26日） 

 『性能指向概念と専門家の役割を活用した建築規制のあり方
の可能性と課題』     



②建築法制の建築基準適合性確保機能の 
 検討小委員会活動報告：2017年度発足 

■背景 

・建築基準への適合性は、建築基準法・建築士法やその他の
関連システムにより確保されている。これらは、制定当時
の基本的枠組みを維持しつつも、数次にわたり変更されて
おり、特に、構造計算書偽装問題後になされた一連の改正
は、関連実務のあり方に大きな変化をもたらした。 

・一方で、建築物の規模や構造種別、対象基準の種類等に応
じて、実際に適用される規定の内容は大きく異なり、かつ、
条件に応じて適用可能な例外的な扱いも定められている。 

・これまで、法制委員会などの場において、専門家に委ねる
べき領域の拡大やピア・レビューの活用などの可能性が検
討されてきた。 

 



■目的 

・基準適合性の確保がどのようなメカニズムによって実現して
いるのか（またはいないのか）の実態や、その中で法制度の
個々の構成要素の果たしている役割などについて、類型別に
その運用実態と目的達成のメカニズムを検証し、実効性や解
決すべき課題についての考察を行う。 

 
→期待される成果： 
 ●適用条件別の関連社会システムの諸要素による運用実態、 
 ●建築基準適合性確保のためのメカニズムと法制度の果たし  
  ている機能、 
 ●それを踏まえた今後の課題に関する技術的知見 



■2017年度の活動の紹介（検討の範囲） 

要求性能基準 
 

実建築物 

 
計画 

（設計図書） 

適合 

課題：計画（設
計図書）と実
建築物との関

係 

課題：性能要求
基準と適否判定
用基準との関係 

適合設計 
（自己管理） 
適合性審査 
（公的管理） 

検証方法・適合みなし 
規定 

(適否判定用基準) 審査（適合証明）用
図書 

課題：自己管理、公的管理、
それらの組合せの妥当性 

本来実現すべき 
目標 

課題：検証方法等
の妥当性 

課題：設計図書・適合証
明用図書の妥当性： 

実際に行うこと 
（計画・設計段階） 



①「運用実態」「適合性確保のメカニズム」の整理を行った上
で、それを踏まえて改善すべき課題を明らかにし、改善の方
法について考察を加える。 

②どの様な主体にとって、どのような改善になるのかや、生じ
うるデメリットについても整理する。 

③アンケート、ヒアリング等に基づく「運用実態」の調査とそ
れを踏まえた「適合性確保のメカニズム」の分析を重視する。 

④当面の調査・分析は、現行の基準適合性確保のシステムを分
類・類型化し、代表的なモデルを複数選定した上で実施する。 

■2017年度の活動の紹介（検討の方針） 



③現行市街地コントロール制度の成立と変遷  
 研究小委員会活動報告：2015～2018年度 

■設置目的 
 
●現行の建築基準法集団規定及び都市計画法による市街地コ
ントロール手法の制度体系となってから50年近くが経過 
●人口減少時代の到来を迎え、フローを前提とした現行制度
の限界が叫ばれるように→新たな制度体系の確立が急務 
 
●現行の各制度導入時の社会的背景をふまえた当初趣旨・意
図と、導入後の運用実態等を追跡、検証し、これらの変遷を
探る調査研究を行う 
→新時代の制度体系構築への示唆を得るとともに、ストック
型社会を視野に入れた提言につなげることを目的とする 



■活動成果（2016・2017年度） 
対象：市街地コントロール手法：総合設計制度・地区計画 
 ①現行制度の枠組および課題の整理 
   →インセンティブ・ゾーニング手法として最も適用事例数が多い 
     総合設計制度の運用実態を探る 
   →住環境保全手法として地区計画制度の制度設計を探る 

 ②関連資料の収集、既往調査研究のレビュー 
     →横浜市、国交省、大阪市役所、東京都庁にて関連資料を収集 

 ③国側担当者へのインタビュー調査 
    →国交省の現担当者にインタビューを実施 

 ④運用に携わった自治体担当者等へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ調査・ﾃﾞｰﾀ収集 
    →横浜市、大阪市、東京都の各担当者にインタビューを行った 
 
 ⑤建築学会大会、都市計画学会にて論文発表 
 
       2018年度  
＜ストック型社会における制度体系の再構築を検討＞ 



④用途規制再構築検討小委員会活動報告：2013~2016 
■設置目的： 
 ●新たな社会のニーズに対して現行の建築基準法集団規定・都  
 市計画法に基づく用途規制が対応できていない現状を踏まえ 

１）土地・建物用途規制の柔軟化に対するニーズ 
２）現行の日本の土地・建物用途規制の抱えている課題、を 
明らかにする。 
●これにより、土地・建物用途に係る新たな規制・評価シス
テムのあり方の検討を実施し、その具体像を提案することを
目的とする。 
●さらに、その成果を国及び地方自治体の土地利用規制関連
実務担当者に対する情報発信・問題提起を行い、新たな法制
度の実現に向けた社会的合意形成の一助となることを目標と
する。 

 



▼公開研究会「社会変化に対応する用途規制の新しい方向性」 
 「日本の用途規制制度を斬る 我が国における理念･経緯と実  

 態を総括し､今後を展望する」 

▼2015年度：大会研究協議会「社会変化に対応しうる用途規制再  

 構築の方向性－日本型条件付用途許可制度の可能性」 

 

●2017年度：大会研究協議会「既存建築ストック型社会を踏まえ  

 た新たな建築用途規制の方向性－建築用途認定制度の可能性」 
 

■活動成果 



■設置目的： 
 
●建築規制の基盤ともいえるゾーニング手法（わが国においては地  
 域地区制、特に用途地域制）について再考を行う。 
●ゾーニングは土地利用コントロールと建築基準法に基づく建築規 
 制をつなぐ重要な制度である。しかし、ベースたる用途地域に土 
 地利用の将来像を示す機能が不十分であり、地域の性格等が定か 
 ではない。 
●都市化の時代に作られ運用されてきた用途地域制が、人口減少時 
 代に入った今日、地域の課題解決の障害となっていたり、都市整 
 備誘導の前提としては不十分であるという課題もある。 
●成熟社会における土地利用・建築コントロール制度としてのゾー 
 ニングのあり方を考察し、新しい地域地区・用途地域制の枠組み 
 を提言することを目的とする。 
●旧都市計画法制定（1919年）の用途地域制導入からまもなく100 
 年が経つことから、再考・提言を行うべき機会でもある。 
 

④人口減少時代のゾーニング制度研究小委員会 
 



■活動報告（2017年度） 
 以下の作業分担に従って委員間の話題提供と意見交換を行った。 
 ①理論：「ゾーニング」という考え方・手段がもつ根本的性格 
 ②制度の構造：わが国の地域地区制の変遷と構造（用途地域、  
  高度地区、特別用途地区、特定用途制限区域等） 
 ③運用の実態：用途地域をベースにおく建築規制等の構造と課   
  題 
 ④海外の状況：諸外国のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ制度と運用 
 
■今後の活動 
 ・ゾーニングの理論的検討 
 ・用途地域制の内容・法的性格の変遷の整理と分析 
 ・用途地域を前提とする建築規制等各種制度の整理 
 ・用途地域制の運用実態調査 
 ・諸外国のゾーニング制度の実態調査 
 ・新時代の用途地域制の望ましいあり方の検討 

●大会研究協議会の実施 
 （用途地域制100年。他小委員会とも連携。） 

●制度的提言（学会刊行物） 
 我が国の地域地区制・用途地域制の評価と改善の方向性 



■設置目的 
 旧都市計画法及び市街地建築物法の制定100周年に   
 当たる平成31年において各方面で企画されている 
 記念事業（日本建築センター等が中心）の一環と 
 して、「日本近代建築法制100年史」の出版等が検 
 討されており、これに関連して日本建築学会建築 
 法制委員会として必要な協力体制を構築し、近代 
 建築法制の確立に日本建築学会が歴史的に果たし 
 てきた役割の検証と情報発信、及び今後の建築法 
 制のあり方についての展望を目的とする。 

 
 
 
 
 
⑤日本近代建築法制100周年記念 
 活動支援小委員会（2017年度発足～2019年度） 



① 日本建築センター等が中心となり   
 企画されている「日本近代建築法制 
 100年史」の出版の企画に関連して、 
 当委員会として協力体制を確立 
 
② 市街地建築物法の制定に関連して 
 日本建築学会が果たした役割につい 
 て、関連資料（日本建築学会所蔵史 
 料、妻木文庫など）の収集を実施 
 
③ 市街地建築物法の制定に関与した 
 キーパーソンに関わる関連アーカイ 
 ブ資料の収集活動：内田文庫・笠原 
 文庫について検討 
 

■活動成果（2017年度） 目次案 日
本
近
現
代
建
築
法
制
の
一
〇
〇
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街
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建
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物
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⑥教育普及小委員会活動報告 
＊当委員会では、毎年２月に新年度用「建築法規用教材」を刊行 
＊毎年改訂方針を決め、各執筆者が１月１日現在施行中の法令に基づ
き執筆 
 

建築法規用教材 
２０１７ 

建築法規用教材 
２０１８ 

■2016年度、2017年度の改訂方針 
・詳しすぎる部分の簡略化（優先順位の低い内容の圧縮、必要性の薄い項目   
 の削除） 
・わかりにくい部分・読みにくい部分の改善（図・表を増やす等） 
・建築基準法の大改正（2014年6月）内容の反映（未施行改正分を注記） 
・コラム・例題の充実に向けて検討 

 



５．建築法制委員会活動の成果とその活用 
 当面の成果・課題 
 
（１）近現代建築法制100年を節目として 
  ①史実の整理 
   （アーカイブの整理・学会の役割の確認） 
  ②新たな法制度体系の提案 
 
（２）社会的な発信  
  ①図書・刊行物の出版 
    建築雑誌特集号、 
    建築法制委員会としての刊行物 
  ②建築法制委員会ホームページの充実 
    活動成果の掲載 



６．建築法制委員会活動の課題 
 
①他分野との連携・情報共有 
  建築学会の各分野における横断的な意見交換 

 
②多様な関係主体との連携・情報共有 
  官公庁、建築確認機関、設計事務所、ゼネコン、 
  専門工事業者、不動産会社、法曹関係者等 
 

③建築と建築法制の相互理解の深化 
  ・公共性 ・法規制の必要性 
  ・建築自由の社会と建築規制・・・ 
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