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1. 検討特別調査委員会設置の意義

日本の建築や都市は戦後50年を過ぎ、大きく変化してきました。確かに

量的な拡大は顕著なものがありますが、社会資本の質として十分なもので

あるか、また美しい街や景観を形成し、豊かな建築文化を蓄積してきたか

という点では大きな疑問が残ります。その原因の大きな部分は、長年の日

本の社会システムが制度疲労を起しており、新しい状況に十分機能しなく

なっているのではないか、建築関連のさまざまな分野もまた同じような「劣

化」のなかであるのではないかという認識です。

2001年3月このような認識を踏まえ、仙田会長の発案によりこの特別研

究委員会の準備会が発足しました。そして、すでに始まった21世紀におい

て、この日本に良い建築と都市を現実のものとするために、学会は客観的

かつ学術的なアプローチによって、望ましい社会システムの検討とそれを

踏まえた提言を早急にまとめることといたしました。

日本建築学会は、その会員に設計者、施工者のみならず、発注者、運

用者等、多様な職種の専門化を擁しており、総合的に良い建築をつくる

ための望ましい社会システムを提案するにふさわしい団体であり、良い建

築をつくための社会システムの学術的理論的裏付けを行うことができる唯

一の団体であると考えるからです。同時に良い社会システムを実際にサ

ポートする体制をつくることが可能であります。そこで、本特別委員会は、日

本における建築関係社会システム、特に発注システムに関しての現状を分

析し、外国との比較研究を行って、総合的に良い建築と環境をつくる社会

システム･発注システムを提言し、またそれを可能とする学会のサポートシ

ステムを提案したいと考えます。社会的に提言を行うことを目的として、約2

年かけ、大きな問題と方向性をつけ、今後継続的な社会への提言委員会

として位置づけています。

2. 委員会の活動経緯

本委員会は2001年3月までを準備会とし、委員委嘱や体制を固める幹

事会のもとに三つの小委員会を編成し、それぞれ検討項目を定めました。

（1） 現行社会システム（発注システム）の問題とその原因に関する調査

研究

［例］発注方式に関するアンケートヒアリング調査

プロジェクトの進行に関する役割と責任に関する実態調査お

よびその分析

（2） 建築関連社会システムの諸外国における事例研究

（3） 現行社会システムの問題点の整理

［例］各分野（行政、業界等の有識者をゲストとした座談会方式によ

る検討会）

3-1 法制度（基準法、士法）に関する検討

3-2 税制に関する検討

3-3 計画設計、工事等発注システムに関する検討

3-4 企画、計画、設計、工事、運営等建設の流れに関する検討

3-5 民間工事と官庁工事の差異、およびその融合に関する検討

3-6 設計、工事協力の体制とその責任者および表記に関する検討

3-7 大規模プロジェクトにおけるマネジメントとデザインおよび技術の

役割分担と統合に関する検討

3-8 自治体等に対しての学会支援活動に関する検討

（4） 望ましい社会システムの提言

4-1 望ましい社会システムの提案

4-2 望ましい社会システムの実現化の方策

4-3 自治体等、発注、計画、運営団体に対する学会の支援体制およ

び活動の提案

4-4 他学協会との協力体制の構築

以上の課題を2001年4月より本格的に検討を始め、2003年までの2年

間をかけて、まとめる予定です。各小委員会は2002年8月の学会北陸大

会を中間点と位置づけそれまでに6～10回の検討を行い、その成果を踏

まえ「良い建築と環境をつくる7つの提言（案）」を発表しました。この発表

のシンポジウムにおける意見や反応を意識しつつ、現在この提言をさらに

修正し、適確なものにしていく作業を続けています。

3. 提言の主旨

前文については、委員会設置の意義から、その精神を踏まえると同時

に2000年6月、学会はじめ建築5団体が制定した「地球環境･建築憲章」

に掲げられた21世紀の建築や環境の形成に関わる基本方針に連動する

ものとして記述しました。しかし、より日本的な状況を意識して、主役として

の国民、市民との協同作業において提言を実現することが大切であるこ

とを強調しました。

提言1は、公共プロジェクトにまつわる問題ですが、ここでは個々のプロ

ジェクトの手続きやプロセスをもっと分かりやすく納得できるものにしようと

するものです。情報開示、説明責任、競争原理の推進等を通じ、コスト、

スケジュールおよび品質の妥当性が確保されるべきことを求めています。

提言2は、公共プロジェクトに関して従来、企画の趣旨、計画のプロセ

ス、関係住民への影響など内容の妥当性などが見えにくかった状況の改

善を求めたものです。特に事後評価が適切になされ、次のプロジェクトに

反映されることにより、社会的コンセンサスが形成され、都市景観や建築

の美に対する関心や理解が深まることが期待されます。そして、景観や環

境が継続的な関係性のなかで構築されていくことになると考えます。

提言3は、計画、設計、監理、施工および運営を担当する者が金額の

多寡のみの競争で選定されることが良質な社会資産の形成を妨げる一

因であるとの認識から、参加するすべての者がその能力や意欲を発揮で

きる仕組みを具体的に考えていくべきことを提案しています。

提言4は、提言3と連動するものでありますが、従来、各担当者の役割と

責任が不明確で、契約自体も発注者が受注者より有利な場合が多かっ

たと思います。また、受注者もプロセスの川下に存在するものほど遅延や

作業の皺寄せを受けることもありました。ここでは契約者同志の平等な立

場を確認し、各々の責任については、それを担保する方法を明示すべき

ことを表現しました。

提言5は、提言1および提言4から察せられるように多くの専門家がプロ

ジェクトに参加することによるマネジメント機能の必要性を訴えるものです。

プロジェクトが一貫した理念のもとに、矛盾なく達成されるためには関係者

が多ければ多いほど全体を調整し、リスクを軽減する機能は必要です。

良い建築と環境をつくるための
社会システム検討特別調査委員会

中間報告



そこで、マネジメントを専門とする担当者の存在を明確にすると共に、そ

の能力を持つ人材の育成を早急に推進することを考えるべきです。

提言6は、今まで建築分野の専門家だけで営まれていた建設行為をよ

り広い社会的および技術的視野の中で実践していくことで、多様化しつつ

あるニーズにより適切に応えうると考え、提言いたしました。

表記してある協働分野以外にも、施設企画、施設運営、維持管理、事

業計画および建設投資などのソフトウェアに関する多くの専門家の協働も

必要となります。

提言7は、提言1から提言6を実行するための幅広い社会的認識の喚

起と、具体的なバックアップの立上げを提唱するものであります。これには

まず公のもつ力が誘導策の実施に有効であり、さらに国際的な調整にも

不可欠ですから、そこに期待するとともに、学会をはじめとする民間団体、

NPO、そして地域コミュニティが連携して、社会的仕組を形成していかね

ばならないと考えています。

最後に、日本建築学会は、以上のような新しい仕組みの構築に総合的

にかかわることのできる多様な専門家を擁し、客観的な立場で検討しうる

立場にあることを強調しています。それは、これまでも「司法支援建築会議」

を運営し、今また「まちづくり支援建築会議」の立ち上げを準備するなど、

具体的に行動していることからくる自信の表明でもあります。さらに「地球環

境･建築憲章」をはじめとする多くの提言と連動して本提言（案）は日本建築

学会の基本的理念の中核を表現しているものと位置づけています。
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良い建築と環境をつくる7つの提言（案）
［前文］ 日本の建築と環境は、戦後半世紀を過ぎ、大きく変化しました。

経済の膨張に伴う物質文明の発達と急激な都市化は快適な生活をもた

らしました。しかし、一方様々な矛盾と歪みを生じさせ、現代文明そのもの

に対する評価にも疑問を生じさせる事態となっています。例えば、現在の

建築や街並みや都市は未来に残すに足る価値を持っているでしょうか。

それは、同時にそれを築いてきた社会の諸々のシステムについても残る疑

問であります。21世紀を迎え、政治、経済を始めとする多くの分野での改

革の波に、劣化した現在のシステムでは十分、対応できない状況に至っ

ていると私どもは考えています。これからの建築および環境についても、そ

うした現行システムのもとでは未来に向けて、長い間価値を保ちうる社会

資産の形成は困難と考えています。今こそ新しい時代に則った創造力を

換起する仕組みが必要とされるのです。

一方、建築および環境に関する知識や技術は“作る”ハードウェアから

“使う”ソフトウェアの領域に拡散し、多様な価値観のなかで語られる時代

となっています。それは、従来の建築関係の専門家の知恵だけでは解決

できない広がりと深さを持っています。私ども日本建築学会は建築関係の

様々な分野の専門家の集団の責任として、こうした状況にかんがみ、建築

および環境にかかわるすべての人々の英知を結集し、21世紀に日本の文

明として、文化として誇るに足る、美しい建築と環境を創り上げるべく検討

を始めました。そして、その主役は国民、市民の皆様であります。学会は皆

様にこそ考えていただき、皆様とともに新しい社会システムの実現に努力し

たいと考えています。

そのために、これから具体的な方策を推進してゆく、最初の手掛りとして

次の7つの提言（案）をまとめました。この提言（案）は会員はもとより、多くの

関係者の意見を踏まえさらに議論を深め修正のうえ、学会の正式な提言

として世に問う所存であります。

･建設のプロセスが特に企画内容、コスト、品質などの点で国民、市民に

もっと分かるような仕組みを作るべきである。 （透明性の確保）

･企画内容、コスト、品質等の妥当性を理解できるための説明責任を関

係者に義務づけるべきである。 （説明責任）

･客観的で、廉潔な能力ある第三者によるプロジェクトのプロセスへの関

与ができるような体制を構築すべきである。 （客観性の付与）

･設計および施工の発注において、自由公平で技術開発を喚起する競

争原理が働くような方策を推進すべきである。 （競争原理の推進）

･第三者性のある検査機構や維持運営保全コンサルタントを活用し、建

築物の品質確保を担保すべきである。 （品質保証）

･ PFI事業やD･B方式★1など一括型のプロジェクトにおいても透明性が

確保できる仕組みを作るべきである。（一括プロジェクトの情報開示）

★1…D･B方式=デザインビルド方式：

事業者が発注者から設計と施工を一括して請け負う方式。

･利用者、納税者を含む関係者による公共プロジェクトの事前および事

提言2 公共プロジェクトの事前評価

および事後評価のできる仕組みを作ろう

提言1 公共プロジェクトプロセスの透明性、公正性を確保しよう



後評価を客観的かつ総合的に行う仕組みを形成すべきである。

（事前および事後評価システムの構築）

･多くの事後評価を通して“良い”建築、“良い”環境とは何かという概念

を構築し理解し、次なる企画に生かすべきである。

（評価の社会的コンセンサスの形成）

･個々のプロジェクトの事後評価の結果を以後の設計者や施工者などの

選定に反映させるようにすべきである。 （評価の活用）

･都市景観や建築の美が時代を超えて、尊重され大切にされるような国

民的コンセンサスとその方策の創出に努めるべきである。

（都市景観や建築の価値の継承）

･金額の多寡によってのみ設計者を決定する設計料による選定、いわゆ

る設計入札は、設計監理の創造性の喚起に貢献することはない。公共

施設の設計者は、第三者を含めた設計者選定委員会等による選定な

いし、コンペやプロポーザル等の設計技術競争によって選定されるべき

である。 （設計料のみによる設計者選定の否定）

･施工者の選定では価格、技術力、提案力などを評価する総合評価制

度を採用すべきである。 （総合力評価）

･“安かろう悪かろう”の施設はLCC★2の観点からは、公共資産の総合的

かつ長期的な価値を低下させることを認識すべきである。

（LCCによる評価）

･プロジェクトに参加するすべての者がその能力や意欲を十分に発揮で

きる仕組みを作ることで、設計技術･生産技術の向上をはかるべきであ

る。 （設計、生産技術の向上）

★2…LCC＝ライフサイクルコスト：

建築物の建設、使用、廃棄に至る全過程に関わるコスト。

･利用者、企画者、発注者、設計者、施工者、運営者などそれぞれの役

割を業務区分において具体的に協定し、それに伴った責任を果たす

べきである。そのためには文書による詳細な取決めが不可欠となろう。

（責任の明示）

･契約においては、各担当者は法のもとでは平等であり、従来の片務的

な関係は改められるべきである。 （双務契約）

･企画、設計、工事などスケジュールの適正配分を計ることが大切であ

る。特に川下への皺寄せは無理な工程を生み、結果に良い影響は与

えない。 （時間の適正配分）

･各担当者は自らの業務の責任に関して、それを担保する方策を明確に

すべきである。 （責任の保証）

･多様で、高度化するプロジェクトに対応すべく、技術各分野は専門分野

化が進みつつあり、それらを総合化する能力が不可欠となっている。プ

ロジェクトの適切な推進と成果のために総合マネジメントを担う人材と

システムをプロジェクトの体制の中に導入し従来の縦割りのセクショナ

リズムを克服すべきである。 （マネジメント機能の評価）

･地域コミュニティ作りなど関係者の多いプロジェクトにおいては特に総合

プロデューサー的な役割を持つ者が全体をまとめ、一貫性を保てる仕

組みを作るべきである。 （プロデューサー制度の採用）

提言5 プロジェクトに総合マネジメント力の導入を促進しよう

提言4 プロジェクトにかかわる人達すべての分担する

役割と責任を明確にしよう

提言3 工事や設計の担当者の決定にあたっては、能力や意欲の

評価を中心とする多様な選定を行おう

･単年度ごとの予算によるプロジェクト実践は年度を越えての案件のス

ムーズな進行に不利となることがあることを認識すべきである。プロジェ

クトを通じての一体的なマネジメントを実現できるようにすべきであろう。

（予算とスケジュールの整合）

･複雑化し多様化した建築や環境の適切な形成には多くの領域の知識

や情報の結集が不可欠であり、そのための分野を超えた協働作業が

容易にできる社会的な仕組みを作るべきである。特に土木、都市計画、

ランドスケープデザインなどとの協働が重要である。

（多分野協力体制の推進）

･特に公と民のそれぞれの特質を生かし合える協働活動が日常的に可

能となるような仕組みを用意すべきである。 （公民の協力）

･職業倫理を堅持しうる専門家を育成できる教育のプログラムを確立す

べきである。 （倫理観をもつ専門家の育成）

･国際的にも理解の得られる発注システム、建設プロセスを構築するとと

もに、それを支える資格･能力を担保する教育や制度の改革を早急に

進めるべきである。 （国際的スタンダードとの整合性）

･歴史的な建築物や環境の創造的保存を担う者や団体には積極的な

公的支援が可能な仕組みを作るべきである。

（保存についての公的支援の仕組み創設）

･良い建築と環境の形成に寄与したプロジェクトには税制面の優遇措置

などのインセンティブを与える制度を創設すべきである。

（インセンティブを与える制度の創設）

･会計法、自治法などの内容で新しいシステムに不適切な部分はこれを

改正すべきである。 （関連法令の改正）

･確認申請や完成検査などの法規上の規定をもっとフレキシブルに運用

し、工期短縮、仮使用、一部使用、リニューアル、保存、用途転用など

ができやすく緩和すべきである。 （規定の運用の緩和）

以上の新しい仕組みの構築に日本建築学会は公平な立場で、全面的

に支援する。

･学会はその会員に発注者、利用者、運用者、設計者、施工者そして研

究者など多様な職種の専門家を擁しており、中立的かつ科学的な立場

でサポートできる唯一の団体であり、様 な々検討に協力支援できる。

･現在、すでに「司法支援建築会議」を立ち上げ、建築紛争の解決の効

率化に成果を上げている実績がある。また、行政における様々な問題

に対し支援する組織として、「まちづくり支援建築会議」の創設を進めてい

る。

･学会は公益法人として、建築や環境についての関心を広める立場から、

新しい仕組みやその基礎となる考え方について社会に対し積極的に啓

蒙活動を行うことができる。

すでに「地球環境･建築憲章」「建築および都市の防災性向上に関する

提言」「子どものための建築･都市12ヶ条」および「京都の都市景観の再

生に関する提言」においてこれからの建築および環境の形成についての

理念を公表している。

･学会は建築教育制度とも深くかかわっている立場から新しい仕組みに

必要な能力や資格について直接的に構築可能な団体である。

･関係する他分野や他学会――例えば、都市計画、土木、造園、都市環

境などの学協会――との協働作業や共同研究が容易な立場にある。

提言7 良い建築と環境を作るための

新しい、幅広い社会的支援の仕組みを立ち上げよう

提言6 他分野との協働関係が計りやすい仕組みを作ろう
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