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「建築家」という概念を西洋から移植したわが国で、
「建築家とは何か」という議論は、常に建築士法を絡め
つつなされてきた

その建築士法は、西洋に似ず、「世界的に珍しい」として
長く建築家に批判されてきた

ことに批判は、設計の専業性への無理解に注がれたが、
その一方で、法の発想の根は知られずにいた

果たして
「世界的に珍しい」は、批判の対象たり得るか？
そこに理念があるなら、むしろ世界に訴求できるのでは？

争点とすべきは、設計の専業性か？
それは木（建築）を見て森（建物）を見ない議論ではないか？

1933年頃の丸の内
『丸の内百年のあゆみ 三菱地所社史 上巻』三菱地所, 1993.

第１章 序論



建築と建築物 建築家と建築士

もし法が、森を見て発想されていたなら、
制定後、長く続いた議論は、白紙に戻る

関東大震災（1923）当日の丸の内
『決定版昭和史４』毎日新聞社, 1984.

本論文ではそれを、
建築技術者の法制史の開拓を通して探った



日本建築士会創立主旨（1914）
『日本建築士』Vol.29, No.4, 1941.10.

大正期 設計に対する社会の認識は低く、
建築家たちは、自身の呼称に「建築士」を選び、
団体を作り、立法によって状況を改めようとした

中條精一郎
『建築雜誌』Vol.50, No.612, 1936.5.

長野宇平治
『建築雜誌』Vol.52, No.636, 1938.3.

第２章 士法の議会、行政の士法



帝国議会に上程された各種の士師法律案

大正末より法案を帝国議会に上げるが、
専業設計者のみを建築士とする案に、
建築界からも反対の声が上がる

佐野利器
佐野博士追想録編集委員会編『佐野利器』1957.

建築士法は不要
専業設計者のみが建築士
というのは理屈にならない



帝国議会衆議院議場
『帝國議會假議事堂建築記念』光明社, 1925.

帝国議会も紛糾、政府も反対

堀切：政府としては、この法は必要がないと考えている
枡谷：かような無意味なものはご撤回なさる方が宜しい
岡田：撤回する意思はありませぬ

議員：完全試験制・所属を問わない資格法を求める

法案提出議員

岡田忠彦（元官吏）

星島二郎（弁護士）

小西和（会社役員）
『衆議院要覧（乙）』
衆議院事務局, 1928.

枡谷寅吉（請負業者）
『衆議院要覧（乙）』衆議院事務局, 1933.

堀切善次郎（政府委員）
『帝都市民諸君に寄す』東京市, 1929.

反対側議員・政府委員



しかし次第に、行政が法を待望し始める

行政の省力・民間の統制、
そして、住宅問題解決への技術的参与を期待

菱田：何百人役人が揃っても、都市に建築違反なからしめること
はできない

菅：建築物法中にあるいは単独法規として設計者、施工者の取締
規定を設け、かくすることによって設計者、施工者の質の向上
に資し得ると共に手続の簡易化も得られる

『建築行政』創刊号
後藤・安田記念東京都市研究所所蔵資料

菱田厚介（内務省）
『建築行政』Vol4, No.4, 1954.7.

菅 陸二（兵庫県）
『建築士』Vol.16, No.173, 1967.3.

小宮賢一（内務省）
『建築行政1Vol.7, No.35, 1957.2.

大正期 大連など日本の支配地の一部では、
行政が建築設計者の規則を作っていた



行政は、市街地建築物法の制定後、建築申請手続きのために
生まれていた建築代願人では不十分と見た

建築代願人取締規則の制定動向
建築認可証

東京都公文書館所蔵資料

第３章 建築士法の制定と建築代理士



建築家が求める法は不十分
庶民住宅への貢献を期待したい

室戸台風（1934）で被災した大阪の長屋
『建築雜誌』Vol.48, No.592, 1934.12.

内藤亮一（大阪府・兵庫県）
伊東紀久子氏所蔵資料

長屋の住み方調査をする西山との交流・
行政実務の中で住宅と建築士法を結ぶ

西山夘三
西山夘三記念すまい・まちづくり文庫『昭和の日本のすまい』創元社, 2007

昭和初年の大阪の不良住宅群
大阪市社会部『不良住宅地區改良事業概要』1937.

そのためには、
大連のごとく第一級、第二級、
要すれば第三級まで分類する要あり

･･･級別の懐胎

第４章 内藤亮一と建築士法と住宅



内藤亮一による
神奈川県主任建築技術者規則（1943）

『神奈川県公報』1942.

小宮賢一による
青島特別市建築技師業務執行規則（1942）

建築研究所所蔵資料

建築行政官たちは、
戦時下に建築士法的な規則を試行した

建築家たちが望んだ建築士法案に
似た専業設計者の規則

然るべき者の設計では申請図
の一部を省略可とする規則



建築士法案資料
国立公文書館所蔵資料

建築法草案（1947）
建築研究所所蔵資料

行政にとって戦後の立法は自然な流れだった
内藤亮一が建築指導課長になった1948年から立案が本格化する

建築法草案審議会質疑（1948）
建築研究所所蔵資料

ただし、建築家たちが戦前集めた他国の建築家法（案）が
参考にされることはなかった



ＧＨＱの法案評
Source: NARAⅡ

法案は不完全だが、日本をよい形での発展に導く

法案の上程にはＧＨＱの承認が必要な占領下 理解を得る



建築士法は、建築家が望んだより
遥かに広い技術者資格として制定された

建築士法の成立条件建築士法
（昭和25年法律第202号）

国立公文書館所蔵資料

伊東五郎
（住宅局長）

日本建築協会『日本建築協会
80年史』1999.

小宮賢一
（建築指導課課長補佐）
『建築行政1Vol.7, No.35, 1957.2.

内藤亮一
（建築指導課長）
伊東紀久子氏所蔵資料



建設業法（1949）と建築士法（1950）の関係は？

土木建築業取締規則の制定動向
（これらの規則に技術者を規定する条項はない）

伊藤憲太郎（警視庁・商工省）
『大阪建設業協会六十年史』大阪建設業協会, 1970.

伊藤憲太郎：
土木建築請負業取締規則は、暴力
取締の効果しかない

･･･技術者を規定する必要
戦時下の企業整備を利用して
主任技術者の制度を作る

関東大震災で倒壊したビル
『建築雑誌』Vol.37, No.448, 1923.12.

第５章 建設業法の主任技術者と建築士



三橋信一（建設省）
『住宅』Vo.15, No.7, 1966.7.

三橋信一：
参考になる国内外の法がない中、わが国独自のものとして建設業法を編み、
工事の質を担保するため、主任技術者の制度を盛り込む

建築技術者の法制度体系に対する一般の理解と実際

建築士法立案の中で予定された
建設業法の主任技術者の再検討は、されなかった

･･･設計と施工の技術者は別の法体系という認識の誕生

関東大震災で倒壊したビル
『建築雑誌』Vol.37, No.448, 1923.12.



建築家職能法制定のための
国会請願（1979）
『建築家』No.34, 1980春.

建築士法の制定は、
意匠の周辺の設計者にも影響を与えた

専門分化への意識の芽生え

・設備設計者：設備士法の制定を
萌芽期を経た戦後の進駐軍工事で自信をつけて

･･･設備士資格（1956）
・構造設計者：構造設計者資格を

戦前の建築士法案に似た技術士法（1957）
に魅力を覚えつつ

･･･建築構造士資格（1992）

続く、設計の専業性へのこだわり

・旧建築代願人：建築士団体の法を
多くが建築士になった後、建築士法の業法的
性格の弱さを指摘して

･･･建築設計監理業法案（1970年代）

建築家たちは、建築設計監理業法案に触発され、
「専業設計事務所の法（建築設計監理業務法）を
作り、そこに所属する者を建築家と規定する」
ことを思いつくが、法は成らなかった

第６章 市浦健と建築家法



木造戸建て分譲住宅群
『住宅』Vol.15, No.5, 1966.5.

市浦健
市浦ハウジング＆プランニング所蔵資料

建築家たちは1990年代の国際化の中で、
他国の建築家制度を調べ、気づく

ユートピアはどこにもない

建築家法市浦私案（1976）

「組織の設計者＝建築家」と規定する
建築設計監理業務法案を批判

建築家とは個人
法的に規定されるべきは、まず個人
個人が組織の後に来るのはおかしい

しかし、住宅分野で活躍した市浦ですら
木造戸建住宅を工務店に預ける点に限界
があった

建築設計監理業法案・業務法案と市浦私案の概念



20世紀末以降

建築審議会答申（1988）：
設計の専業と兼業に優劣はない

兼業（設計施工一貫）も
世界に評価され始める

･･･設計の専業性は、
次第に話題にならなくなる

耐震強度偽装事件（2005）：
建築士資格に社会が初めて注目する

集合住宅の確認申請書（構造計算書）の偽装
･･･建物の最大量を占める私たちの住まいに対する専門家の暴挙

わが国独自の建築士法に込められた
住宅への視線の再評価

木造戸建て分譲住宅群
『住宅』Vol.15, No.5, 1966.5.

一級建築士の受験者・合格者・合格率
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