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■序：提案にあたって

日本建築学会では、社会ニーズ対応推進委員会のもと「建築にかかわる社会規範・法規

範特別調査委員会」において、2007 年度より、わが国の建築に関わる社会制度のあり方に

ついての検討を行ってきた。特に「建築関連法制度の基本小委員会」では、2008 年度本補

助金事業を受け、広い視点から基本的な問題点の整理を実施し、報告書において「質の高

い建築が有すべき性能」「建築に関する基本理念」「建築に係る関係者の責務および役割」

の基本的な考え方をまとめ、それらを建築に関する理念法として法定すべきであるという

提言を付した。

本年度は、さらに若干の小委員会委員を追加したうえで、都市・まちなみやストック活

用の方策、不動産諸制度や全般的な法規制のあり方についての議論も踏まえ、「質の高い建

築物が有すべき性能」「建築に関する基本理念」「建築にかかわる関係者の責務および役割」

に関する記述を改めて整理した。「建築基本法」の提案に関しては、その議論を社会に向け

て発信することにより、建築界に対する国民の信頼を再構築していく基盤になると位置づ

け、成熟社会にふさわしい建築の基本理念と整備目標が、社会として共有できることをめ

ざす。また、理念法としての役割を検討する中から、質の高い建築やまちづくりを実現す

る社会制度としての実体法や制度改正に関しても、建築基本法のもとでの具体的な可能性

を示すものである。

建築にかかわる専門家が、社会において本来の役割を果たすために、社会規範・法規範

の革新が求められている。本提案が、日本建築学会の社会ニーズ対応の活動として、継続

的な調査研究のもとで実現性を高める方向にむけて、戦略的に展開されることを期待する。

（文・神田 順）
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本報告書の構成

本報告書は、平成 21 年度国土交通省 建築基準整備促進補助事業のうち「建築の質の向

上に関する検討」に応じた成果品である。本報告書に先行する平成 20 年度版に倣って全体

を 4 章構成とし、当該事業において求められた課題への応答については、第 4 章に記述し

た。

本報告書は昨年度版に対する学会内外部から寄せられた意見について検討し、さらに昨

年議論を尽くせなかった分野についての追加検討を行って、昨年度版の改訂増補版の形式

をとった。第 1 章では、昨・平成 20 年度版報告書内容の骨子をなす昨年度版の第 2 章と第

4 章の概要を記している。第 2 章は課題に応答するにあたり、本年特に重要と考えた 2 つの

論点について掘り下げた議論を行ったものを記載した。論点のひとつは都市計画と建築基

準との中間にある分野の問題、もうひとつは建築ストック活用に関する問題である。第 3

章は学会内外の有識者等から寄せられた意見を取りまとめた。シンポジウムにおける発表

や委員会に寄せられた意見書を元に構成しているが、まちづくり、環境、法令制度の定め

方など、昨年の議論では尽くせなかったテーマを取り上げることができた。

第 4 章は本報告書のメインテーマである課題への応答である。昨年の検討を土台としつ

つも、さらに深みのある議論ができたと考えるものである。

（なお、各章・節ごとに執筆担当者を「文」、編集担当者を「編」として表記した。全体の

構成・推敲に関しては小委員会主査である黒木が責を負うものである。）
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■第 1 章 昨年度調査研究の総括と論点整理

1-1．平成 20 年度報告書の概要

本会が平成 21 年 3 月に提出した昨平成 20 年度の調査研究報告書は全 4 章からなり、「建

築の質の向上」という設問に対して、主として法制度および社会システム上の問題点の指

摘とその解決を通して、建築社会が来るべき時代に質の高い建築を提供する制度的素地が

整うことを期待した内容をもって報告としている。

まず建築社会の問題点を 10 の論点から指摘し、「第 2 章 今日の建築社会における諸問

題と解決の方向性」として記述している。さらに、これを受けるかたちで諸問題点の統合

と解決にむけての提案を「第 4 章 課題への応答」において記述した。ここでは、本事業

の調査項目である「（A）質の高い建築が有すべき性能について」「（B）建築に関する基本理

念について」「（C）建築に係る関係者の責務および役割」に、この時点での見解をまとめて

いる。加えて、「（D）理念法としての『建築基本法』について」として、来るべき時代に向

けて、これまで蓄積された問題点を解決に向かわせるため、建築関連法制度・社会システ

ム全般を包含する基本理念を議論し、これを「建築基本法」の形で法定することを提言し

ている。

なお、本年度の調査研究は、昨年度の報告書を受けてさらに議論を重ね、第 2 章におい

てはより重要と思われる項目についての詳細を記載したものとなっている。全体の取りま

とめである第 4 章においては、より議論を深めた見解を記述しているが、昨年度分の報告

内容として継承できるものについては若干の修文を加えて再掲した。

ここでは本年度報告書との異同を対照するために、昨年度の第 2 章に記述した「10 の論

点」と、第 4 章で「課題への応答」として記載した内容について概要を記載する。

1-2．平成 20 年度報告書・第 2 章の 10 の論点

今日の建築社会における諸問題と解決の方向性、と題した第 2 章は、全 10 の「論点」ご

とに 1 項を設けて記述している。これらを 5 項ずつ 2 つに分類し、前半で「A：現行の法・

制度について、分野別の問題提起」、後半で「B：制度と社会需要の齟齬によって生じる軋

轢の把握」を行っている。各々の論点をなす 10 項について、概要を記載しておく。

（A）現行の法・制度について、分野別の問題提起

1）建築社会の変化と建築関連法制度との乖離

1950 年の建築基準法・建築士法制定から今日まで、時代の変化に伴って改変されてきた

建築関連法規は、その間の社会の変化に伴ってさまざまな問題を内在させてきた。建築社

会における問題は建築物単体の問題から相隣関係、さらに景観など関係者の領域を限定で

きない問題に拡大しつつある。これからの社会に求められる建築関連制度は、建築物によ

り影響を受ける人々の声や外部関係者の意図が、より直接的に社会的な合意形成に反映さ

れる方向性が求められる。さらに、安全や健康、環境と言った身体に直接作用する問題に

対しては、技術とその発展の成果を活用できるようなものでなければいけない。
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建築の質に社会的合意が反映されるような制度となると、自治体行政の役割が大きく浮

上する。また、法規制と技術基準の関係が整理され、うまく使い分けられることが必要で

あり、そのためには、技術的評価をどのように行うかについての社会制度の整備も欠かせ

ない。

これからの時代においては建築に関する基本理念を国民の間で共有した上で、一定の質

を有する建築の社会資産としての役割に主眼を置いた社会システムを構築する必要がある。

2）持続可能な建築社会への転換

高度成長時代を通じて飛躍的に拡大した建築社会は現在、大きな時代転換の時期を迎え

ている。低成長・人口と世帯数の減少など社会全体の制約条件から、これからの建築は社

会資産としての認識、長寿命・循環システム化、建築物の質の向上とストック活用、コン

パクトシティへの誘導、などスクラップ＆ビルドから脱却して持続可能型への転換に迫ら

れている。

このためには多様な側面にわたって建築社会の構造改革がなされなければならない。ま

ず、新たに作られる建築物の質を高め、それらに十分なメンテナンスを施しつつ長期に利

用することを前提としなければならない。また膨大な建築ストックの質を向上させつつ活

用するための手段も必要である。そのためには、技術過程である「建築」と経済行為の対

象である「不動産」という、従来は竣工を境に分離されてきた両分野が一貫した総合的な

扱いをなされてくることが必要である。また、住宅分野の技術において「持続可能型ハウ

ジング」へのさらなるアプローチが要請されるところである。

3）建築社会における建築士の役割

わが国は終戦後独自の「建築士」制度を制定し、建築士に設計監理の業務独占を与える

ことで建築生産の主軸となる人材にすえてきた。しかしこの建築士法がスタートして以来

半世紀を超し、この間の社会の大きな変化に対応した抜本的な見直しが必要となっている。

見直しの前提となるのは建築士業務の多様な展開であるが、現在では共通の建築教育を

受けて一定の資格を得た建築技術者が社会のあらゆる部門に建築士として存在し、多様な

建築関連業務に従事している。このこと自体は建築技術の進歩、建築文化の向上のために

まことに好ましい。しかるに社会全体において起こっているのは、建築士法が想定してい

た設計者優位の生産体制からの変化であり、またプロフェッションの倫理観をともなう建

築士の資質能力の向上への要請である。

建築士業務は今後、既存建築ストックのマネジメントや地域・まちづくりなど、社会に

おける新しい業務への展開をめざすべきである。その際、地域社会における生活者スケー

ルの建築需要や課題に応え、安全・安心の優れた地域社会を形成するためには、地域に根

ざす建築士の役割が重要である。

4）安全の確保と法制度

高度かつ複雑な技術分野における安全性の確保に関しては、公権力による規制が行われ

ることが一般的である。このような規制はしばしば硬直的で当該技術分野の進歩を阻害す

る要因となることすらある。しかしながら建築のような公的性格の強い分野において、ア
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ウトロー的事業者の出現可能性を排除できない以上、安全確保に実効性を持たせるために

はある程度の公的規制は必要である。

さらに一般的な規制がその適用範囲と想定する規模を超えるようなものについては、専

門家による相互検証などの、精度の高い評価と併用することが望まれる。また、建築基準

法は基本的に物の規制であるが、建築士制度における業務独占とはすなわち人への規制で

あり、この両者は補い合って社会的な要求水準を達成することを意図されている。特に小

規模な場合や特殊な技術の評価にかかわるような場合は、人への規制がより効果的な場合

もある。この場合、技術的判断をどこまで委ねられるかを明らかにすることにより、責任

を明確にする必要がある。

いずれにせよ安全性を法令規定に過大に求めるのではなく、専門家が建築主や社会の適

切な要求に応じて、責任ある判断のもとに安全性を達成することが望まれる。その場合、

自然災害の不確かさや人間の能力の限界を考えると、適切な評価に基づく保険制度が必要

となる。この点においても、法令基準をもとにする最新の情報と技術的な判断に基づく安

全性評価の体制作りが重要である。

5）既存建築の安全確保と有効活用

建築ストック活用はいわば国家的命題であり、その意義は議論を待つまでもないが、現

状を見ればストック一般に内在する問題のほかにも直面するさまざまな問題がある。ここ

では建築基準法におけるストック活用関連規定から発生する問題点を整理し、具体的な提

案を試みる。

まず複雑になりすぎた現行法は「原則遡及・緩和項目の限定列挙」方式では不適切と言

える。「原則不遡及・遡及項目の限定列挙」方式に転換し、安全に関わる構造や防災関係の

「大きな遡及」だけを、遡及義務対象として限定列挙し、小さな項目については、物理的

な水準向上以外の方法（ソフト的手法の併用等）で安全確保を補うと言う考え方に変える

という方法である。ほかにも、安全のための遡及原則は保持しつつ「現状より一歩でもよ

くなるのならそれを認めていくシステム」にする、という考え方や、それぞれの建築物に

固有の管理状況の評価や使用制限の可能性など「ソフト」を評価することも考えられる。

これらとは別に、ストック活用を促進するためには、法制度の改革のほかに、建築士集

団を母体にしたストック活用のための専門家の育成、ストック活用のための保険制度を整

備すること、この 2 点が重要と指摘しておく。

（B）制度と社会需要の齟齬によって生じる軋轢の把握

1）欠陥建築問題

ここでは欠陥建築問題の中の欠陥「住宅」問題を取り上げ、「住宅を高額商品として購入

する消費者」をどのように保護することができるかという視点から論じている。

住宅生産制度の面から欠陥住宅の問題を考えると、確認検査業務の民間開放による弊害

の是正と、中間検査制度の徹底した改革が必要と結論付けられる。

住宅購入者等は、消費者としていわば「建築知見弱者」である。それゆえ、消費者とし

ての利益や被害を蒙った場合の迅速な救済措置が法的保護の対象とされるべきである。こ

の点、平成 11 年に制定された「住宅品質確保促進法」は一定の前進であるが、品質と価格
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の相関が明らかでないなど、普及にはまだ課題がある。また、平成 19 年に制定された「特

定住宅瑕疵担保責任履行法」は消費者たる住宅購入者等に対する適切な保証を可能にした

が、適用範囲などに改革の余地が大きい。

いずれにせよ欠陥住宅は、モラルの欠如等人為的要員により発生するものであり、住宅

の建設はひとつの文化であるとの理念を共有したうえで、供給者の職業倫理の確立に向け

て必要な措置を講ずるべきである。

2）建築生産・発注形態の多様化に伴う問題点と今後の方向性

建築を取り巻く社会情勢は大きく変化している。新たな経済主体の登場に伴い発注方式

の変化が著しく、また求められる性能も高度化、多様化し、単なる設計･施工だけでなく幅

広い領域への対応が必要となっている。産業界全般の大きな構造変化の中において、建築

生産全体を包含し、拡大する建築関係者全てが関わるシステムの再構築が求められている

が、それに建築社会の主たる構成員である設計者・生産者が対応し切れていない。大きく

変容し多様化する建築生産の枠組みのなかで、建築関連の各専門家責任を含めた社会規範

を、質の高い建築ストックを社会資産として蓄えていく方向へ見直すべきである。

一方、その社会規範が成立するには、建築･都市文化に対する一般市民の理解向上が不可

欠である。建築関連の従事者が、文化の一形態としての建築と言う認識を一般社会と共有

してこそ、良質の社会資産を作ると言う責務を果たしうるようになる。ここに述べた両面

において、建築学会が果たすべき役割が大きいといえよう。

3）地方自治体における建築行政制度のあり方

建築の質の向上のためには自治体における建築行政を有効に機能させることが重要な要

素となるが、自治体の現状を見ると、規制緩和と住民意識の高まりと言う、相反する要求

に挟撃され問題の解決にはなお遠いことがわかる。ここでは東京都千代田区の建築行政の

抱える問題点と原因の分析から地方行政の果たすべき役割と方法論について、3 点提案して

いる。

一つは、「まちづくり条例」の制定。ここで重要なことは、守るべき価値を事前明示でき

る基準に翻訳し、これを自治体の意思として決めることである。2 点目は建築計画の情報公

開と協議制度である。加えて地域主導の制度を活かすために、景観・緑化などを含む集団

規定については自治体の権限下に置き、現行の「建築確認」から「建築許可」にすべきと

している。3 点目として自治体公共建築が景観的文化的な側面で果たす主導的役割に着目し、

これらの設計において単純入札方式を排除すべきことを述べている。

建築行政の抱える問題の根本をなすのはマンパワーの不足である。これは行政需要の増

大と財政問題の不均衡に起因するものであり、建築分野だけで解決することはできない。

一定の職員を確保した上で、民間建築家やコンサルタント・都市プランナーとの協働体制

を模索すべきであると考える。

4）建築紛争の争点とその克服へのみちすじ

高度成長以来、集中・集積が進んだ日本の都市では容積率制度が都市基盤整備の反対給

付として用いられ、無秩序な高層高密による都市環境の劣化を引き起こした。また日本の
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土地所有制度は絶対的土地所有権の立場であり、建築自由が原則とされているため、開発

と住環境保全という要求の相反は種々の建築紛争を招いてきた。しかしここに至って「景

観利益」などの新たな概念が権利体系に位置づけられつつあり権利・利害調整の論理も変

容を迎えつつある。

この項では建築に関する「事前協議による調整の可能性と限界」について考察し、協議

調整によって地域の価値が保全されることによる不動産価値の上昇まで視野に入れた制度

設計の可能性を論じている。加えて、これら調整を前提として開発者・既往の住民双方に

利益となる計画の策定を行う専門家としての建築家への期待は大きい。わけても、地域の

実情と潜在する価値を熟知した「コミュニティ・アーキテクト」が活躍できる制度やしく

みづくり、人材育成などが求められている。

5）都市環境・地域環境・地球環境

「縮小社会」における都市論は必ずしも悲観的に語られるものではなく、むしろ過剰の解

消を通じて「縮小」しつつも質を維持、或いは向上させていくための都市形成を論じるこ

とが求められている。これまでの都市計画における思考パターンから脱却し、たとえば密

集地の安全確保をハードの改革ではなく防災訓練等のソフト面での課題として考え、健康

維持・増進などを都市・建築政策の新たな対象として取り組んでいく必要があろう。その

際、中心市街地の衰退と郊外の劣化を同時に解消するキーコンセプトとして「コンパクト

シティ」が論じられるが、ここでは交通問題、わけても地方都市における公共交通の確保

がかぎとなる。

都市環境政策における新たな中心概念は「景観形成」である。これは景観を固有の力と

して都市の質を確保し、競争力と不動産価値の維持につなぐと言うかんがえ方である。「景

観」を作るためには建築敷地と都市との中間の規模の要素に着目した空間構成のデザイン

が注目されてくるであろう。

また建築は景観以外でも地域環境に様々な影響を与えているうえ、生活の様態を通じて

地球環境に影響する。建築物の社会資産としての意味を考えると、環境配慮型で長期利用

が可能な建築物の普及は重要な課題である。

1-3．平成 20 年度報告書・第 4 章 課題への応答

平成 20 年度本事業においても、本年度と同様、A：質の高い建築が有すべき性能につい

て、B：建築に関する基本理念について、C：建築に係る関係者の責務および役割、という

3 点の課題が与えられた。昨年度第 4 章ではこれらの課題への応答とともに、D：その他の

提案、として、「理念法としての建築基本法」について提案し、議論を促した。昨年度はさ

らに E 付帯意見・その他の問題提起等、として、各章にまとめきれない個別的な問題提起、

試論的な意見、その当時の状況への反応などを付記している。これら付帯意見等は本年度

の議論の中に吸収したものもある。以下に、第 4 章 D までの記述の概要を掲載する。

（A）質の高い建築が有すべき性能について（平成 20 年度報告書・第 4 章 A）

ここでは、建築の質とは何か、性能とは何か、という検討対象に正面から向きあい、少
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なくとも検討する視点を取りこぼすことのないよう、多様な見方を網羅的に探り出すこと

に重きを置いた。これら検討の結果、「質」と「性能」それぞれの分類法をまとめることに

より、課題に応答するための思考範囲の輪郭を描くところまでには至ったと考える。

1）建築の「質」の分類 「建築の質」の分類について、2 つの 2 分法を考案した。

①建築それ自身の性能と、建築が他に及ぼす影響に関する性能から導かれる「質」

・建築物に固有の属性に関する性能に関わる「質」＝「安心と安全を提供できるもので

あること」など、安全性や健康に関するもの

・建築物の作り出す「作用」に関する性能に関わる「質」＝「社会的、文化的、環境的

に持続可能性を保持し続けられること」など建築物を含む建築された環境全体が外部

に与える影響

②基礎的に確保されるべき性能と、それを超える価値として作られる性能に関する「質」

・防衛的な質として「安全安心の確保」＝「耐震性、耐久性、無欠陥」など基礎的な要

求

・積極的な質として「高度な欲求の充足」＝「高度な機能、デザイン、景観」など、満

足感や社会経済的な側面への訴求

2）建築の質の多様な側面

①最も古典的な分類として、「強用美」に分割する考え方がある。

②質的価値の多様性を認識し、建築を評価する視点から考える方法がある。

「利用上の質」「性能上の質」「資産上の質」「流通上の質」「社会的な質」「文化的な質」

「芸術的な質」等々。ハードの質としての物的構成（構造やデザインなど）と、ソフト

の質としての管理運営（維持管理の水準も含む）を組み合わせて細分類を行うことも

できるであろう。

③質を「目標設定」として捉える場合にも幾つかの分類法がありうる。

建築主の属性による分類（「個人部門」「企業部門」「公的部門」など）、所有形態によ

る違い（単独所有・区分所有、賃貸用か自己使用か、など）、目標耐用年数の違い（仮

設的なものと長期の存在を前提するものでは当然違う）、など。

④建築用途によって求める「質」に違いがある。

住宅と非住宅の違い、学校・病院・商業施設など、建築計画的に他のものと異なる用

途、これらの用途的な違いは当然「質」に影響する。また事務所ビルや工場のように、

ある目的に特化したものにおける「質」は、合目的性が強く意識される。

⑤設計や施工の段階で使う「品質管理」のような言葉における「質」。

完成品がある要求を満足するために与える属性、という意味合いでの「質」ではなく、

それを生産するプロセスでの心配りの違いが結果に現れるというような、定量化され

得ない「丁寧さ」のような意味合い。

以上見たように「建築の質」という概念は非常に幅広い捉え方ができる。従って「質」

の水準設定については、目的に対する適切なレベル設定を一意的には言い表しえない、

と結論付けられる。
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3）質から見た建築物の特性

「質」という点から見ると、建築物は他の工業生産品とは著しく異なる特性を持つ。た

とえば、

①建築物は一品生産であるために個別性とばらつきが大きい。

②極めて多段階の生産工程を経由し、構成する部材も多く、関与する人も多岐にわたる

ため、質を決定付けるポイントの設定と、目標の管理が非常に難しい。

③建築物は長期にわたって使用する財であるため、用途的・物的の両面において、陳腐

化と劣化による質の低下への対応が必要で、この点から見た質とはどう把握されるも

のか。

④建築を群として考えたときの質。単体としては平凡でも群となったとき、あるいは都

市的スケールを形成したときに、総体として高い質を持つものがある。またその逆も

ある。

などである。ここまで述べてきたように、建築の「質」を定義するための議論は、き

わめて多面的な対象を扱うものとなり、また「質」を確保する手段もまた多様である。

したがって質の確保を法規範として制定するための条件設定については、ある種の「割

りきり」が必要である。

4）質の高い建築物が有すべき性能について

「質」の定義は複雑で多面的であるため課題として残し、以下においては「有すべき性

能」を取りまとめた。

①建築物単体に固有の性能について

安全性、防災性、健康への配慮など、人間の生存にかかわる局面における性能におい

て、社会的経済的にその時代の要求水準を満足するもの。

→建築物に共通する絶対的最低性能と、規模や用途、使用状況によって選択的に確保

する相対的な性能を区別して考えることもありうるのではないか。

②地球環境への配慮や地域の景観形成等について

その建築が外部に及ぼす作用の点で、社会的に要請される水準を満足するもの。

→建築物が群をなしたときに作られる環境への配慮、すでに作られている環境を維持

保全するための配慮も含まれる。

→密集地域における街区単位ごとの防災性能確保のように、建築群が総体としてある

「質」を確保すると言う概念も含まれる。

（留意すべき概念）

都市計画の領域で扱う「土地利用」的概念と、敷地内の単体建築物を扱う「建築造形」

の中間的なスケール（「群造形」や「地域計画」「空間計画」などと言われる概念）

→これまで取り扱い方も扱う行政的・専門的主体も定まっていなかった分野が存在し、

そこに種々の問題の原因が生まれたことを認識すべきである

③建築の造形性についての質の議論について

定量化することが難しく、個人的な評価差も大きい。そのため「造形的な質」の評価

（空間構成や色彩、材質などが関係する）は、修練を積んだ専門家の判断によるしなけ
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ればならないと結論付けざるを得ない。

→造形性については基準を設けることが難しいが「調和」と「適切さ」を共通のキー

ワードに、関係者の議論によって判断をする、という方向ではないか

→建築物の作り出す空間環境を建築物自体と統合的に取り扱う必要がある

④時間軸を第一の視点において考える性能について

建築物の経年変化から考えた性能。建築物そのものの維持管理が適切に行いやすいと

いうこと、古くなっても性能を満たしつつ風情が増してゆく素材の持つ特性の評価、

リニューアルやコンバージョンなど、変化への対応を当初から見込んでいること、建

替えの際の用地確保まで見込んだ計画であること、などを総合的に性能として判定す

ることになる。

→変化への対応を許容できる建築という評価の仕方もできるのではないか

⑤低炭素社会化・コンパクトシティの形成・都市の縮退制御に関係する性能について

今後このような建築物、建築群が求められていることは間違いない。ここで都市域の

縮退は必ずしも都市活動の縮退を意味することではなく、都市中心部における複合機

能集積を可能にする建築形式が求められる。また郊外部においては縮退のコントロー

ル手法が求められよう。

⑥特に「人」との関係における建築の性能について

「バリアフリー」を総合化して、｢ユニバーサルデザイン｣を極限まで追求していくこ

とによって、より高い質を獲得できるということもあるのではないか。

⑦伝統的木造建築を評価する際の性能と「質」の矛盾について

わが国の伝統技術に基づく建築について、法的な耐震性能や断熱性能などで評価する

と「非常に低質である」という結論になることが予想されるが、伝統技術はわが国固

有の文化であり、これは適切に推奨すべきものでありこそすれ、遅れた技術として廃

棄すべきものでない。また地域によっては、このような原因から伝統工法の衰退が社

会問題になっている。

→伝統木造建築については、物的仕様を項目別に定義する方法ではなく、それを担う

人材に質を担保させるという考え方を取り入れるべきではないか

⑧地域間競争という視点から見た都市と建築の質の評価について

「国際的な都市間競争への対応」「国際的に評価される魅力」「人をひきつける力」など、

都市の「競争力」という視点から見たときの建築の質。

→国際的都市間競争と語るときの性能と、より魅力的な地域づくりのための独自性の

ある街づくりとでは、目標とする質が根本的に異なることを念頭におくこと

（B）建築に関する基本理念について（平成 20 年度報告書・第 4 章 B）

建築の質・あるいは性能に関する議論の複雑さ、定義の多様さを考えると建築の基本理

念を取りまとめるにあたっては、単一の言葉に収斂するまでには至らず、「基本理念の基本

原則」とその下位にある「基本理念群」とに分けて提案するに至った。

1）基本理念の基本原則

あらゆる建築物に当てはまり、かつ、建築における今日的問題の解決に方向性を与え
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る原則は何か、という視点から議論を深め、今回は次の 2 点を「基本理念の基本原則」

として提示することが可能であろうと結論付けるに至ったものである。

①建築が本来的に持つ公共性の尊重

②すべての建築は文化性の体現であるという認識

（ここでは、「建築」という用語を、「建築物とそれによって作り出された空間環境」

（Architecture and Build Environment）と包括的に捉えることとしている。建築・建築物

などの用語の定義については、既存の法令との整合もふくめて今後の課題としたい。）

2）基本理念

基本理念の基本原則に基づき、「建築の基本理念」という言葉に包括される、建築物の

持つべき属性・建築行為に求められる条件・建築を所用する国民に求められる規範・ま

たこれらの理念自体がもたらす作用の持つ意味について、以下の 6 点に取りまとめた。

①建築はその所有形態にかかわらず公共的な性格を持つものであり、これに建築の本来

的にもつ社会的・文化的意義を合わせて、国民に対する公共の福祉を実現することを

共通の理念とする。

②建築は、場所と時代に対応し、その建築が社会から求められる「安全」「健康」「環境」

に関する質を具備するものであること。またそれを適切な管理の下に維持し続けるこ

と。

③建築は、建てられる場所に調和し、その空間的な変遷に対して適切に位置づけられる

存在であること。加えて、社会から求められ適切とされる質を維持し続けるものであ

ること。

④質の高い建築を作り出すための諸制度は、国民一般の理解を得やすくまた誤解を呼ば

ないものとし、建築を豊かな社会生活のための基盤とするための諸施策と連動した社

会的共通資本として整備すべきであること。

⑤質の高い建築を実現するために必要とされる要素は「人」「システム」「技術」「報酬」

それに「時間」であり、建築を実体化するための企画から設計・監理・施工の各段階

において、関係者はこれらの諸要素が不足なく供給されるよう施策を講じること。

⑥高い質を実現した建築が優良な社会資産として蓄積されることにより、国と地域の文

化性を体現し、魅力ある都市づくりと、美しく活力のある地域づくりにつなぎ、ひい

ては世界から尊敬される社会を作り上げることを国民共通の理念とする。

（C）建築に係る関係者の責務および役割（平成 20 年度報告書・第 4 章 C）

ここでは、これまでの議論に出てきたような「質の高い建築」を実現するために、建築

に係る関係者に必要とされるであろう責務と役割について、ここまでと同様、検討する視

点に漏れがないよう議論をした。その結果、関係者の属性のおおきな分類と、それらの関

係者それぞれの責務の方向性を結論付けることができた。簡潔に述べると、

1）行政関係については「地方分権化」の方向

2）専門家については「権限付与と責任強化」の方向

3）建築主・事業主については「責務の明確化」を基本的な方向

4）国民一般や地域社会についてもその果たすべき役割がある
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ということになる。それぞれの詳細を以下に記す。

1）（行政）国、自治体

①国は基本理念を法定し、それを実現するための基本的な政策方針を策定する責務

②関係者の責務と権限を示すことも必要

→国は建築関連法制度を国民一般に理解しやすい形に再整備する。

→法には国として最低限共通としなければならない原則および性能目標を記述し規範

を定める。

→具体的な施策を地域の実情に応じた選択が可能な制度を構築する。

→国は地方自治体がこれらを実行することを助ける施策。

→地方自治体は、基本理念を体現するために地域の特性に応じた適切な施策を実施。

（注意事項）

・建築物の最終的な責任を国または地方自治体が負うかのような誤解を与えないように

すること。

・国および地方自治体は、法と条例を定めた事実およびその内容において責任を有する

が、建築の最終的な責任は、建築主および建築主からの委任に基づいて業務を行う各

専門資格者にあることを明示する。

2）（建築主等）建築主、事業主、投資者、など

①建築の生成についての第一義的な責任は建築主等にあることを明示する。

②建築主等は専門家等にどのような権限と責任を委譲するかを契約に定める。

→専門知識を伴う建築行為の責務を果たすことにつながる。

（付帯意見）

・これらの契約に基づき委託を受けた専門家による建築の「企画および設計･監理」が、

建築物とそれによって作り出された空間環境の質に決定的な役割を果たすので、業務

の委託をする場合には、無理のない時間を与え十分な対価を支払うべきである。

3）（管理者等）所有者、管理者、など

①管理者には質を維持する責任があることを明示する。

→地域住民や国民も地域環境の管理者としては管理の主体である。

→ストック利用の際に良好な管理が行われている建築が優遇されるなどの奨励策が必

要。

4）（専門家）設計者、技術者、施工者、管理技術者、等

①専門家はその責務として、法令を遵守し、その職能によって社会の負託に応え、基本

理念を実現することを自らの使命とする。

→専門家とは、法定された資格を有し、その資格の範囲において建築主等から委任を

受けて権限を行使し業務を行うもの。この責務に基づく専門家の（最低限の）責任
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とは「委任された業務に対して法令を遵守」「自らの職能と権限に基づく判断によっ

て委任に応えていることを委任者に説明する」こと。

（付帯意見）「建築士」について

・現行の建築士資格は建築関連の幅広い業務を行うための基礎的資格と認識し、将来的

には業務の実態に合わせた大幅な制度改正を伴う権限と責任の再構成を視野に入れる

べきである。

5）国民の責務

①住宅を含むすべての建築の質を保ち、よりよい国土と社会資産形成を行うために、建

築に関する基本理念の実現に協力すること。

②これらについての社会全体の啓蒙活動、および学校教育における建築・街づくりに関

する教育活動の必要性を理解し協力すること。

1-4．平成 20 年度報告書・第 4 章（D）（仮称）建築基本法の提案について

本項では、「理念法としての建築基本法について」として、ここまでの課題への応答（A

～C）で述べてきた考え方を、「建築基本法」というひとつの理念体系にまとめて、「法」と

して社会的存在に位置づけることによって、今後のわが国の都市・建築空間の形成に指針

を与え、それと同時に時代の転換にあわせた建築関連諸制度全般の再構築に当たるべきで

あることを述べている。

（A）基本法の基本原則（20 年度報告書（D）1）

1）「基本法」を制定する目的は「建築分野の法体系全体を貫く理念を提示」すること。

2）「基本法」のもとに、要素ごとの実態規定をする法規を用意する体系を作る。

ここにおいて、「建築基本法」の制定が建築社会の内部の問題に矮小化されてはならない。

すなわち、「基本法」の対象分野は社会全体であり、国民全体のための法であるから、単に

建築分野の法体系整理、建築関係者の相互関係、責任分担の再構成、であってはいけない

のである。

（B）建築基本法の存在によって可能になる建築（20 年度報告書（D）2）

優れた技術とデザイン力を持つわが国の建築界の人材・学会の知見の蓄積を活用し、建

築基本法に謳われた理念に向かう質の高い建築の実現を誘導する。

現行の建築基準法では、新しい技術の開発・思い切った取り扱いができない状況がある。

閉塞状態を打開する役割を基本法に求めたい。ここには世界の先端を行く建築文化を築く

こと、あるいは日本社会全体の水準向上を目に見える形で世界に訴えることなども含まれ

る。

（C）基本法と基準法の並存（20 年度報告書（D）3）

建築プロジェクトの多様性、クライアントニーズの水準の格差の存在を考えると、当面
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は従来型の最低基準+確認 によるシステムと、理念に基づく高度な目標を実現するための

システムすなわち全体の質的水準向上を図る「二段構成」をとるのが現実的と考えられる。

将来的には、複雑になりすぎた建築関連法体系を整理し、建築ごとに目標とする「質」

に合わせ基準類を弾力的に運用する、という姿が理想的なのではないか。くわえて地域特

性に左右される部分は条例に委ねる分野を拡大することを検討すべきである。

（D）関係者の責務の記述（20 年度報告書（D）4）

①現在に対して不連続になりすぎない。

②将来の方向性が見えている必要がある。

 →行政関係については「地方分権化」の方向。

 →専門家については「権限付与と責任強化」の方向。

 →建築主・事業主については「責務の明確化」を基本的な方向。

 →国民一般や地域社会についてもその果たすべき役割がある。

（E）美しい空間環境を作り出すための施策（20 年度報告書（D）2）

「基本法」は政府の施策に関する基本方針を記述するものであるから、ここではこれま

での施策から抜け落ちていた分野に目を向けることを考える。

建築基本法においては都市計画と建築行為の中間にあった「街並み環境」を施策の対象

として取り上げるべきである。これは、この分野全体が量的拡大から質的充実へ、成長の

基本概念が転換するのに合わせた方針設定であり、地域景観の美しさは国民の暮らしの場

を質的な意味で豊かにするものだからである。

地域景観は市民社会の成熟度を体現するものであり、その成果は国としての存在感を高

めて、世界から尊敬される国づくりに資することとなるであろう。

（F）建築に関する国民的議論を（20 年度報告書（D）6）

「建築基本法」制定の提案は、建築に関する問題点に関して国民的な議論が行われること

への期待をも含む。ここには建築やまちなみに関する議論に派生して、これまで国民的な

議論に付されたことのない主題がいくつか登場する。例えば、「数値制御に頼ることのでき

ない施策を専門家の知見と民主主義的なルールのバランスによって実施していく試み」「憲

法に保障された個人の財産権と、公共の福祉の構成要素である居住環境のアメニティの関

係」「社会資産としての建築物の位置付けと建築主の責務」などである。これらの議論を進

化させ、国民の理解とともに「建築基本法」を制定することは、建築社会の前進にととま

らず、国民に共通の新しい社会目標の設定につながることが期待される。

（本章全節 原文・執筆者、編・黒木正郎）
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■第 2 章 今日の建築社会における諸問題と解決の方向性

昨年度の検討に続き、今年度は今日的な問題のなかで特に「まちづくり」と「ストック

活用」の 2 点について深く検討した。これは「建築の質」ないし「質の高い建築」の実現

の方策を議論する過程において、単体かつ新築の建築物の水準向上について方策をいくら

講じても、それらに関係したごく一部の建築物だけが個別にコントロールされるだけであ

って、広大な裾野をなす建築物群全体の質的水準の向上や、それによる国民生活全体の向

上につながる動きを作り出せなければ、意味ある政策足りえないであろうと考えたからで

ある。

2-1．ではまず、これまで都市計画と建築物の中間に埋没していたいわゆる「まちなみ」

「まちづくり」等と言われる分野における問題提起と解決の方向を述べている。2-2．にお

いては建築ストック活用に関して、建築物を「不動産資産」として見ている一般国民の視

点から問題を検討し、建築分野にとどまらない施策の重要性について提言を行っている。

これら 2 点を昨年度の検討とあわせることにより、建築の質の向上が国民生活全般の向上

につながるための新しい社会制度の全体像が輪郭を結ぶであろうと思料するものである。

2-1．都市・まちづくりと建築分野との関連の中に生じている諸課題について

（A）都市・まちづくりの現場で生じている問題

1）地域制の機能不全

市街地には用途地域が定められ、その用途地域の目的が達成されるよう、不適切な用途

および形態の建築物が制限されている。これが地域制（ゾーニング）である。

この地域制が正しく機能しているならば市街地環境は適切に保たれるはずであるが、以

下のような制度の機能不全が見て取れる。

住居系用途地域においては、低層住宅地にその市街地像を顧みない巨大なマンションが

突如として建てられ、市街地環境が激変する。また、地域の住宅地の品格にそぐわないミ

ニ戸建てが建つ。個々の住宅においても、地域の景観を損なうような形態や色彩のものが

建ち、街並みを乱している。

工業系用途地域においては、工場跡地におけるマンションの進出が目立つ。工業系用途

地域は工場が排出する粉塵、煤煙、騒音、臭気等のために居住性が劣っている地域である

が、そのような状況を知らないままの新規居住者と既存工場との間で、軋轢が増大してい

る。特に、もともと、一定の混在を容認してきた準工業地域においては、工場の操業環境

と居住環境の対立のみならず、工場従業者が従来居住してきた低層住宅地的状況と新規の

高層マンションの対立も存在する。

商業系用途地域においては、業務商業系建物が増えることにより周辺の住環境は劣化し

つつある。特に車利用客の増加により周辺地域の道路が混雑している。もともと商業系地

域は住宅、共同住宅を許容するが、日影制限をはじめとした居住環境確保のための形態制

限が乏しいため、例えば、既存マンションのすぐ南側に壁のようなマンションが建ついわ
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ゆるドミノマンション問題や居住環境の劣ったワンルームマンションの混在が起きている。

夜間の賑わいが許容される商業環境と、夜間は安寧を保ちたい住環境との軋轢もある。

以上のような都市・まちづくりの観点からの質の問題は、既存の建物のスクラップアン

ドビルドによりもたらされることが多い。そしてその結果として既存の建築の質（建築が

享受してきた環境）を良好に保つことをも阻害しており、質の劣った建築は放棄するとい

う傾向を助長している。スクラップアンドビルドは、建築資源の浪費であるのみならず、

市街地環境の悪化をもたらす問題でもある。

2）都市・まちづくりと地域制の乖離

このような地域制の機能不全の背景には、地域制の規制が緩やかであることが挙げられ

る。

1950 年代の戦後復興期、1970 年代以降の高度成長期においては、低水準の建築物の建て

替え更新を進めるために、全国一律に適用可能な緩やかな規制を設定した。その当時は、

それぞれの地域の建築は、地域の標準的な建築様式（用途、形態）を逸脱するようなもの

は、立地の必然性や技術的な制約、地域環境に相互配慮する国民性などから建築されにく

かったと考えられ、緩やかな規制の弊害は少なかったろうと考えられる。

ところが、1970 年代半ば以降、産業の構造転換を背景として地域における建築用途の混

在は激しくなり、また建築技術の発展が低層主体の住宅地域等において高層共同住宅の浸

食をもたらしてしまった。

本来これらの建築は、今日的な反省からは、一定の制限がなされるべきであったが、当

時は社会経済の発展を削ぐことにならないよう、規制を緩やかにしておくことに意味がな

いことではなかったと言えよう。

しかしながら、安定成長の時代となり、国民が自ら居住する地域の市街地環境の質の向

上に高い関心を持つようになった今日においては、改めて地域制のあり方を再検討するべ

きではないかと考えられる。

（B）建築単体の質とまちなみの質の関係の問題

1）単体の質の向上とまちなみの質の低下が引き起こす問題

建築技術の向上、デザイン力の向上、さらには国民全体の建築に対する要求水準の向上

により、近年は建築単体でみると質の高い建築物が増えてきていると言えるであろう。し

かしながら、建築物が建ち並ぶまちなみとして捉え直してみると、それぞれの建築物が建

築形式、形態、配置、色彩等の面でまちなみも調和を乱していると感じられることも多い。

個別の建物の質は向上してきたとしても、まちなみの質は低下傾向にあるというような「合

成の誤謬」と言える状況にあることが感じ取れる。さらに、建築単体の質が高くとも、そ

れらを取り囲むまちなみの低い質の影響を受け元来の建築の質より低くみられる、すなわ

ち、混乱したまちなみに建つ建物の価値は本来備わっている水準よりも低下させられると

いう、そのことに気づいた所有者にとっては看過できない事態が起こりつつある。

このような状況は、欧米の先進諸国の整ったまちなみと比較するときに強く意識される。

その結果、我が国の建築文化全般の質が低いものと見なされるという懸念も聞かれる。従

って、建築の質は、個別の建築物の質のみならず、まちなみの質との関係で評価されるべ
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きと考える。

2）単体の質の向上をまちなみの質の向上に結びつける制度の必要性

建築単体の質が向上してきていることに対して、まちなみの質が低下している要因は、

建築法制度のなかに、まちなみの質の向上を狙うものが乏しいこと、ならびに、建築主や

建築に携わる者がまちなみに配慮をすることが少なくなっていることが挙げられよう。ま

ちなみの問題を考えるにあたっては、わが国の建築法規範に根付いた「所有権の絶対性」

原則について国民全体の指向を転換し、建築およびまちづくりに関しては「公共の福祉」

の実現を目的とした制限を加えることを許容する意識を形成する必要がある。ここに起因

する都市景観や居住環境の劣化が、地域・都市の、ひいては国家の国際的な地位を脅かす

一因となっている可能性を思料すれば、これは百年河清を待つがごとき課題ではないこと

に誰しも合意できるのではないか。

従来、それぞれの地域に建築慣行が存在し、建物相互に配慮して建築が作られてきたと

されるものの、今日、地域外部の資本が建築を建てることに際しての建築慣行への無理解

の状況にあると考えられる。地域の建築慣行をどのように制度化していくか、例えば慣行

の取り込み（地区計画）、慣行を加味した許可・認定領域の創設、慣行に基づく差し止め、

建築する側が慣行に対応する意識づけなどの検討が必要であろう。また、地域の居住者が

建築慣行に基づき意見を表明できるようにしていくことも重要である。

また、まちなみの質について第一義的に責任を有するのは言うまでもなく建築主であり、

事業主である。これらの人々がその責任を果たす意識をもってこそ、諸制度やそれに基づ

く行政の施策、専門家たちの行動規範などに実効性がもたらされる。

（C）都市・まちづくりと建築関連法の問題

1）都市計画法における地域制の限定性

用途地域内における建築物は、建築基準法において用途・形態の制限を受ける。ただし、

その根拠は、都市計画法に基づいている。

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る法律であるが、その手法の一つ

として、第 8 条で地域地区を定めるとし、第 9 条で各地域地区の目的（地域像）を規定し、

そして第 10 条において「地域地区内における建築物その他の工作物に関する制限について

は、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める」としており、建築基準法に各

地域地区の用途、形態等の制限を委ねている（なお別途、第 12 条の 5 で地区計画を規定し

ており、第 59 条の 3 において地区計画等の区域内における建築物の建築等の制限について

は別の法律で定めるとして、建築基準法第 68 条の 2 に具体の定めがある）。

このように、都市計画法は、地域像を規定して必要な制限を設けるという地域制を採用

しているが、次のような限定性が指摘できよう。まず、各地域の区分が限定的である。そ

して、各地域の目的（地域像）が抽象的である。具体の用途制限等を建築基準法で規定し

ているが、地域の目的との関係が都市計画法のなかだけでは読み解けない。

このような地域類型が全国一律に指定するための類型であるため、地域における状況を

加味した細区分や目的（地域像）の明確化などのローカライズは行いにくい（特殊な地域

は特定用途地区等の地区が対応することができる）。また、都市計画法は地域の目的を示す
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にとどまっており、各建築が地域目的に合致するか否かの判断方法を持たないという実効

性の欠如も、ここにきて本質的な問題点が実体化するに至っている。

2）建築基準法が行う個別建築規制の不完全性

建築基準法は、個別建築物の安全等に関する単体規定と、市街地における建築のあり方

を規定する集団規定によって構成されていて、都市・まちづくりに関しては集団規定が対

応している。建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を

定めた」ものである。「国民の生命、健康及び財産の保護を図る」という観点が強い。一方、

都市・まちづくりという文言は明示されてはいないが、「公共の福祉の増進に資する」とい

う部分が対応していると解される。

従って、建築基準法は、各用途地域において公共の福祉の観点から確実に問題があると

して明示された最低限の基準により、建築物の排除を行うものであると言える。建築の手

続きは、行政が事前明示の基準を満たしているかどうかを建築確認する羈束行為とされる。

そのための基準のあり方には、都市・まちづくりの観点から次のような問題が指摘されて

いる。

まず、基準が緩やかである。実際の市街地の用途混在の状況を前提としていることがそ

の前提理由であり、全国一律に適用するには全国どこでも合意しうる最低水準の規制とな

らざるを得ず、用途規制、建築規制ともに緩やかである。なお、都市計画の手続きによる

用途地域の設定自体が、既存の建築物の状況を勘案して、既存不適格の発生を嫌い、より

緩やかな基準の用途地域を設定しがちであるという問題もある。

次に、規制基準は明確さを保つため、客観的な建築用途の適否および数値基準のみであ

り、建築の質に関わる要素は取り入れられていない。そのため、地域や街区単位の環境へ

の総合的配慮、建物の品格、色彩等のコントロールができない。

建築の手続きにおいて、羈束行為である確認制度によって建築の可否が決まる。そのた

め、基準への適否が判断の全てとなり、地域への配慮を要請できない。地域に存在してい

る地域の建築慣行にもとづく建築の可否判断、条件設定等はもとより、まちづくりの観点

からのアドバイスもできない。

なお、このような状況は、本来、市街地環境の整備改善に資すると認める場合に限り緩

和措置がある特例制度においても、評価基準を客観的数値基準のみに頼るきらいがあり、

許可される建築物が建築紛争を起こすようなケースも見受けられる。

このように、建築基準法は、質の高い都市・まちづくりを実現する手段に乏しく、個別

基準の適否によって機械的に建築確認される仕組みであって、都市・まちづくりの観点か

ら総合的に建築をコントロールする能力に欠けている。

3）まちづくり領域の制度的再生

ここまで見てきたように、都市・まちづくりの領域に関する建築の制度は、都市計画法

による都市づくりと建築基準法の個別建築規制の間に埋もれている（両方で責務を軽視）

と言えよう。この両者の不明確な連携が問題であるという指摘もある。都市・まちづくり

領域の制度的再生には、とりもなおさず「地域制の再生」が必要であり、その要点は次の

ようにまとめることができるであろう。
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①用途地域の類型化と地域でのローカライズの方法の再検討

②用途地域の目的（目標像）の具体化と地域でのローカライズの再検討

③用途地域における建築規制の目標像に基づく合理化と地域でのローカライズの再検討

④建築規制における数値基準以外の要件、市街地環境への総合的評価要件の採用

⑤地域の建築慣行にもとづく協議調整のあり方（要請に留まるものか、基準に反映可能

かは要検討）

⑥確認制度のみによる建築手続きの弊害の改善（例えば、地域の市街地環境に対する悪

影響のなさを総合的に認定（確認制度を維持しつつも、総合的な判断には一定の裁量

を許容する）する手続きの導入など）

なお、④から⑥のような対応は、当該地域の地域像からかけ離れた建築物（例えば、敷

地や建築規模が周辺のそれとかけ離れている、発生交通量等の外部影響が著しく大きい等）

に限定するのが現実的とする意見もある。

（D）建築制度の改革と自治体・市民のまちづくりの問題、専門家の役割

1）制度の不完全さがもたらす消極的運用

地域制は、各地域の市街地像の目標を設定し、その市街地像が実現されるよう個々の建

築を規制することである。しかしながら、現在の都市計画法では、単に用途地域の類型を

選定するのみであって、積極的に市街地像の実現を図っているとは言い難い。また、用途

地域の設定においても、すでに用途が混在、形態が混乱した市街地の実体に配慮し、既存

不適格建築物の発生を抑え、既得権を重視しがちな運用がなされる傾向がある。

さらに、建築基準法による建築手続きが羈束行為である確認制度であること、民間確認

検査機関での確認が可能なことにより、自治体内での建築行為を網羅的に判断できないこ

とから、地方自治体にとっては、建築基準法を活用して積極的な都市・まちづくりの質の

向上につなげることは難しくなっている。これらの状況があいまって、地方自治体はまち

づくり諸制度について消極的運用に留まらざるを得ない。

一方、市民、居住者が自らの生活環境の質を維持し、高める取り組みについては、建築

のコントロールの面で十分に機能していない問題がある。地域にとって望ましくない建築

計画に対して、市民、居住者が反対の声を上げても、法的な問題がなければ建築確認がお

ろされるため当該事業を差し止めることは容易ではない。この状況には 2 つの論点が存在

する。まずは、市民、居住者にとっては自らの生活環境を守るために、建築の質向上につ

いての発言が不可欠であるが、これを行う権利を保証することができていないという問題

である。地域の環境を損なう建築に対して、意見を出すことができる市民、居住者の範囲

も明確ではない。次に、市民、居住者の意向が、建築基準法による建築手続きのなかで、

取り込めていないという問題がある。

かつては、地域の建築慣行を尊重するという地域内の共通認識が機能していたと考えら

れるため、地域の生活環境は建築基準法の建築手続きと地域の建築慣行の両面が協調して

守られてきたが、今日は後者への認識が、特に外部資本等の参入の増加等により衰退して

きている。この両者を再整理して、市民、住民の意向を建築手続きに盛り込むというよう

な改善が必要であろう。
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2）自治体・市民の役割の再生

本来、都市・まちづくりにおいて主導的な役割を地方自治体は担っている。そのために

は、地方自治体の権限と責務を強化し、市民、住民の声を取り込んでいくか、または、住

民自身が NPO やまちづくりの主体として参画する「新しい公共」の活動を積極的に制度的

に支えていくことで、各市町村の目指す市街地づくりが可能となるような制度再生が求め

られる。この自治体と市民活動とを中心とした制度には、以下の内容を備えることを求め

たい。

①市街地像の整序を自治体の役割とする基本方針

②一般規制のなかで、自治体が求める市街地像に即して建築を認めるような制度改善

・基準に独自性を加えることでできるようにする

・質的な基準を入れる

・手続きに情報公開、地域の意見を入れる

・環境激変を緩和するような措置

・協議調整のしくみ、等

③市民への情報公開

④市民、居住者が地域環境に影響する建築に対して、意見が述べられる権利の確保と場

づくり

⑤地域住民の参加を得て公共の福祉と地権者既得権を適正なバランスをさせること（一

般規制適用、特例制度の適用とも）

3）建築設計者・建築技術者と建築・まちなみの質向上のための役割

都市・まちづくりの観点からすると、建築設計者、建築技術者は、単体の建築物を設計・

施工するという役割のみならず、単体の建築物が影響を及ぼす市街地環境に対して配慮す

るという役割はもとより、市街地環境を改善することに資する建築物を設計・施工する役

割を担っていると言える。具体的には、以下のような点において今後主体的な役割を担う

ことを期待したい。

①現行法制の限界認識と紛争回避

建築基準法は最低限の制限をしているにすぎず、そのような最低限の建築においては、

周辺の住民との建築紛争が起きることも見受けられる。すなわち、都市・まちづくりの観

点からは、建築に際して、法を遵守するのみでは、建築の質向上には不十分であると認識

すべきである。法を遵守することに加え、建築物が影響を及ぼす周辺の市街地環境と、一

定の調和を図る努力が求められよう。

②地域環境への配慮

地域のコモンセンスである地域環境像と、新たに設計・施工する建築物の折り合いが

付かない場合に建築紛争に発展するが、この紛争を回避する努力は、第一義的には建築

する側（建築主・事業主）が行うべきである。その際、その前提として法がカバーしき

れていない分野があるいう問題の存在を建築主・事業主に指摘し、解決策を提案するこ

とは、専門家である建築設計者・建築技術者が果たすべき役割である。この役割とは、

地域住民や行政とともに、当該地域環境のあり方を共通認識し、新に設計・施工しよう

とする建築が、その地域環境にいかに配慮し、また向上させるかということに対する説
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明責任も含むものである。

③地域慣行への配慮

かつては、建物を建てる際に、周辺の建築物に配慮して新たな建築物が建築されると

いう風土が我が国にはあった。歴史文化が漂う市街地で見られるような街並みの調和感

は、かつては一般の住宅市街地においても見られた。地域で建築慣行が存在していたの

である。

今日、法規制が全国一律に存在することに対して、このような地域の建築慣行が法制

度として明文化されていないため、無視される傾向にある。また、地域の住民が建築の

主体である場合には自然に遵守される慣行であっても、地域外からの建築主や設計者が

関わる場合には、明文化されていないがために、配慮しづらいという面もある。建築設

計者・建築技術者は、これらの地域慣行の存在を理解し、配慮する役割があり、特に地

域外の建築主に対しては、地域慣行を説明する責務があることを認識すべきである。

④地球環境への配慮

地球環境への配慮が求められる中、省資源、省エネルギーや省 CO2 等により、いわば

地球にやさしい建築物を設計・施工すべきである。さらに、都市・まちづくりの観点か

らは、周辺環境の悪化を顧みないまま自らの建物のみが地球環境に配慮するということ

ではなく、建築物単体が居住者に対して作り出すものとしてのミクロの環境配慮、地球

環境全体にもたらすマクロの環境影響への配慮と並んで、地域環境に与える負荷という

ミディアムレベルの環境悪化の影響を軽減するという配慮が求められる。

4）単一対象物の制御から全体性の制御を目的とする制度へ

これまで見てきたのは都市計画と建築基準法の関係であるが、都市計画法の外に目を向

けると、現在の法制度は、都市と農村、自然地域を連続的にカバーする視点が欠けている

ことに気づく。本来的に「建築とその集合環境」に対して考えるためには、敷地単位での

規制ばかりを考えているのでは不十分であろう。たとえば、集団規定部分については、特

に「町並み・まちづくり計画法、地区計画法」、都市と農村・自然地域の環境保全・土地

利用の計画化および資源の循環と活用にかかわる「都市・農村計画法」などとすることも

視野に入れて検討するべきである。

建築計画が広い意味での都市計画の一部であるように、都市計画もまた国土全体の計画

の一部である。わが国の空間制御に関わる諸制度は、これらの関係に見られるように、全

体の方向性の制御は非常に緩やかで規制も抽象的である。また、個別単体に関わる制度は、

そのコントロール範囲を超える部分との関係を曖昧なままに運用できる形となっている。

このことが、さまざまのレベルで「単体は優れていても総合化されたものは混乱にしか

見えない」という、いわば非常に「もったいない」現実を生み出している。

今後、たとえば新しい制度に基づいて総合的な国土空間のコントロールをすることがで

きるとしたならば、これは物理的な新規投資を最小にして全体の質の向上が、すなわち価

値の向上を図りうるということである。都市と建築分野に求められる新たな制度は、成長

に対する制約条件が厳しいわが国が今後とるべき方向を示唆するものとなるのではない

だろうか。

（本節 文・岡辺重雄 編・黒木正郎）
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2-2．建築ストック活用の時代の制度構築について

（A）ストック型社会の到来

2009 年の住宅のストック、フローに関する以下の事実を考えると、我が国の建設、不動

産市場が本格的なストックマーケットになりつつあることが分かる。平成 20 年の住宅・土

地統計調査によれば全国の総住戸数 5,759 万戸に対して、空き家戸数が 756 万戸と、その

13.1％を占めている。前回調査の平成 15 年と比較すると、空き家の増加数が住宅の増加総

数の 1/4 となっている。また、フロー数の統計を見てみると、1967 年以来保たれていた 100

万戸の着工数が、80 万戸を割り込んでいる。

この趨勢のなかで目指されるべき社会と建築の関係の形は何か。

①既存ストックに対する適切な維持管理、投資が行われることで既存ストックの価値が

高まる。

②不動産取引において土地、建物が一体の取引、評価が行われることで結果として所有

する既存ストックへの維持管理に対する適切な投資を誘発する。

という「ストック活用型社会」であることは明らかであろう。

これまで、掛け声のみで姿の見えなかった「ストック型社会」が、すぐそこまで来てい

る。「作る→使う」という一方通行の時代から「使う→使う」「使う→変えながら使う」な

どの多様な活用が一般に行われ、建築が一回使用の耐久消費財にすぎなかった消費型社会

の時代から、多様な利用形態を伴って長期にわたり活用されるストックリソースとなる時

代への変化はすでに始まっていると考えたほうが良いであろう。

（B）ストックの価値、価値向上、そして評価について

では、その活用されるストックの価値とは何であろうか。

それは、建物の存在が物理的および社会的・経済的な形で利用可能である、ということ

にほかならない。それは、利用の形態、および利用の主体によって当然のことながらさま

ざまな値をとることになる。そこに社会的価値・経済的価値があるということは、同時に

それが交換可能であるということと不可分であり、それゆえそこには「評価」という行為

が可能になる。その結果として建物個々の状態、性能、そして質が社会的に定義可能にな

る。さらに、これらの評価軸と評価基準は、時間によって不変なものと変化するもの、と

に分けられよう。

その価値評価のうえにたって、個別の建築物ごとに必要となる改修、用途変更などの投

資が行われることで、その建物が社会に再接続されることになる。元来、有価値である既

存ストックに対しての価値再生のための投資が行われ、産業の構造を形成していくことに

なる。

一方で、現実の既存のストックとなりうる建物を所有・使用している者にとっては、そ

の建物をいかに使っていくかということ、すなわち利用形態とメンテナンス、管理などに

対してのビジョンが必要とされる。建築物を自らのプロパティとして客観的に捉え、そこ

に対するマネジメントの視点の有無が、利用の年月の後にその建物の価値に影響するとい

う時代になる。良きマネジメントの視点から管理運用された資産＝ストックは、年月の間
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に減価せず、より有利な資産形成が可能になる。一方でそういったケアが適切になされて

こなかった建物については、結果として減価していく。

ストック活用型の社会とは、この利用者の側のイニシアティヴによって建築の価値が変

化する社会であるということであり、（建てられた時の価値）－（時間的減価）＝（現在の

価値）という単純なものではなくなることを共通認識とする必要がある。その視点から、

国民すべてが自らの居住環境に対してイニシアティヴを有する真の主体として行為するこ

とが可能であり、新しい公共の社会へのビジョンも開くことができよう。

ここで、この建築ストックの「評価」を実態に即して行うために一つ課題となることは、

税法上の“耐用年数”という現在の用語の使い方である。税務・会計上の償却資産の価値

にかかわる用語である“償却年数”の意味と、物理的な耐久性に関する評価に使う言葉で

ある“耐用年数”の意味とは明確に区別すべきであり、税法で言及しているのは前者であ

るにもかかわらず、用語は“耐用年数”となっていて、社会全体に大きな誤解を広めてい

る。この“耐用年数”という物理的実態に正確な評価を与え、価値を認めることからスト

ックの価値評価が始まることになるのである。

（C）建物の評価に関する課題

では、その「建築物の評価」を社会的な営みとして可能にし「ストック活用型社会」に

向かうための課題を以下に概観してみる。

①建物の維持管理状況を適切に評価へ反映する建築物の評価理論・手法の確立

②リフォーム、リニューアル、リノベーションなどの建物への再投資を適切に価値の増

分として評価する理論・手法の確立

③建物の耐用年数、特に残存耐用年数を適切に評価する理論・手法の確立

④安全性、快適性、利便性などの性能、機能、デザインを価値として評価する理論・手

法の確立

⑤固定資産税評価など、課税における建物の評価手法の確立とストック活用促進の視点

からの施策

⑥既存ストックの流通市場を拡大するうえで不可欠な評価を行う専門的な職能の確立と

その育成

上記 6 点はそれぞれ、国民の重要な資産である建築のストックに対して、それがどのよ

うな価値を有している状態なのかをだれもが確認できるようにするために必要とされるこ

とである。つねに、その価値評価が確認できること、またその評価が社会的に共有される

こと。それが結果として建築が本来備えるべき安心につながることになろう。

それは、「このように建てられたはず」という「確認による建物に対するエビデンス」と

「実際こう出来上がっている」という「建築の現在状態」との間にある落とし穴をきちん

とふさぐことである。そのためには、必要な評価を常に行える、それが常に行われる状況

が望ましい。

そのためには、それを担う人材の育成とまたその育成と活動を支える制度の後ろ盾が必

要となる。それは住民などの意見を取り入れながら建築をつくる「コミュニティ・アーキ

テクト」、売買時の権利関係を調査する 「ソシリター（事務弁護士）」、建築積算、プロジ

ェクトマネジメント、建物の検査・評価等を行う「サーベイヤー」の間にあるような、よ
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り市民に近い、地域に密接した職能として構想されるのかもしれない。しかし一方で財産

についての権利を取り扱うものである以上は、地域や個人によってその基準が異なるもの

であってはならない。

（D）制度に期待されるもの

上記の評価による価値体系を支える制度がどうあるべきか。

新たな評価とその制度が社会に定位するためには、現在の新築建設をターゲットとして

形成されている、建築の質、性能にかかわる法規制体系について、建築という「行為」の

規定と「状態」についての規定とを区別し、後者によって「評価」の自立性を担保する方

向性について検討すべきである。その立脚点を基礎づけることが建築を社会のストック環

境を形成する要素として位置付けることに他ならない。

建築ストックを活用するということが、利用者、居住者がいまあるものをそのまま使う

ということではなくそれぞれの使用に応じて使いこなす、あるいはストックにマッチした

利用方策を創り出すということだとすれば、その使用にかかわる建築の「状態」の価値、

認識を社会的なものにする必要がある。

そのためには、状態にかかわる評価の基礎づけとその職能行為についても明確に制度構

築、仕組み作りを行い、そのうえで社会的な価値形成をめざすべきであろう。

そのうえで、その価値を持った「状態」を形成するメンテナンス、リノベーション、コ

ンバージョン、リフォーム、都市再開発などの建築、都市、地域の再生にかかわる職能が

基礎づけられていく。それは建築産業の構造の改革へとつながっていき、新たなる産業の

創出、人材雇用領域の拡大に結びつく。

また一方で、建物の実体価値の向上とともに、建物を丁寧にきちんと使うという文化を

醸成することによって、結果として国民全体にとっての社会環境的な価値として建築スト

ックを共有する社会につながろう。

（本節 文・田村誠邦・新堀 学、編・新堀 学）
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■第 3 章 シンポジウム、ヒアリング等における意見から

本章では、本年度の報告書を取りまとめるにあたり、平成 20 年度版において検討未了で

あった部分を中心に、学会内外部から寄せられた意見をできる限り原意に忠実に掲載した

ものである。本章は 6 項からなり、それぞれは個別の論者による独立した主張である。4～

6 項は、本報告書の執筆を担当した小委員会に寄せられた意見、小委員会の委員自身から提

出された意見であるが、1～3 項は 2010 年 1 月に建築学会において開催されたシンポジウム

「あるべき建築関連法制度の構築に向けて」において発表されたものである。昨年度版に

おいて掘り下げの不足する論点についてそれぞれの論者から明快な主張を得たもので、本

報告書に与えられた課題の応答に対する重要な論理的背景を得たものであるため、本章に

掲載を願ったものであり、掲載に快諾いただいた 3 名の論者に謝意を表したい。

＜参考文献＞

日本建築学会 社会ニーズ対応推進委員会「都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討シンポジウム

－あるべき建築関連法制度の構築に向けて」資料集、2010 年 1 月 12 日、於・建築会館ホール

3-1）中井検裕：都市計画的観点から見た論点整理

3-2）田辺新一：環境工学的観点から見た論点整理

3-3）竹市尚広：防災的観点から見た論点整理

*シンポジウムの発表を引用したものについては、発表された文章の一部を本報告書の構成に合わせて改

変しているが、論旨を改変するものではないことをお断り申し上げる。

3-1．都市計画的観点から見た論点整理：中井検裕（東京工業大学教授）3-1）

（A）集団としての建築物に係る現行法体系の抱える課題

1）手段に係る課題

都市計画法の一部および建築基準法の集団規定が担ってきた領域である。歴史的な経緯

から 2 つの法律に分かれているが、要約すれば以下のような形式をとっている。

［基本形］（用途地域 185 万 ha／都市計画区域 1,000 万 ha）

都市計画＝開発（建築可能な場所）と開発可能地内の大まかな土地利用機能の配置

集団規定＝敷地内の建築物の用途・形態・（位置）・（構造）

［特別形］（地区計画 12.6 万 ha）

都市計画＝地区計画（地区整備計画）

集団規定＝地区整備計画の詳細な条件＋条例による建築確認対象事項化

上記の型にそれぞれ変形が加わる。例えば［基本形］の集団規定には総合設計があり、［特

別形］の地区計画はすでに全貌を把握することが困難なほど多くのバリエーションがある。

結果として、集団としての建築物の質の確保を担ってきた法制度は、極めて複雑でわかり

にくいシステムとなっている。

現行法体系が基本として採用している集団規定の集団はゾーニングである。本来、事前

明示に基づくゾーニング制度には、
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①集団としての建築物環境の予測が容易であること

②手続きが効率的であること

のメリットがある。

しかしながら、実は「①集団としての建築物環境の予測が容易であること」には、

（A）ゾーニング規制が個別に作用する敷地が概ね均等で、かつ事前確定していること

（B）例外規定（変則適用）が極小化されていること

の 2 つの前提条件がある。ところが、わが国の現行法システムでは、まず敷地規模は極め

て不均等で分散が大きく、かつ（ごく一部の地域を除いて）自由に統合・分割することが

できる。またすでに記したように、例外規定が極めて多い。その結果、集団としての建築

物環境の予測はほとんどの場合不可能であり、「事前明示であるが事前確定でない」という

好ましくない状況となっている。

このような状況は、第 1 種、第 2 種の低層住居専用地域、工業専用地域を除いて（全用

途地域の 73%）概ね共通していると思われるが、とりわけ著しいのは第 1 種、第 2 種住居

地域、準工業地域（あわせて全用途地域の 38%）である。

一方、「②手続きが効率的であること」はゾーニングが想定する範囲内の（平均的な）建

物については大きなメリットと考えられるが、想定外の特殊な建築行為が出現した場合に

はその限りではない。そして、上述の事前確定でないという状況によって、想定外の特殊

な建築行為が実際には頻繁に発生する事態が生じている。

2）集団としての建築物の質に係る課題

建築物の質は単体のみならず、集団としても確保する必要があるが、現行法体系で考慮

している集団という観点からの建築物の質は以下の 2 つである。

①集団としての建築物の機能＝交通・安全・防火・衛生

②相隣関係＝隣接敷地に過大な（受忍限度を超える）迷惑をかけないこと

このうち「②相隣関係」については、もともとは隣接する敷地間の利益調整であること

から民法に依るものと考えられるが、個別の利益調整から生ずる社会的コストの増大に鑑

み、建築基準法集団規定に一部組み込まれるようになった。典型例としては、日影規制が

あげられる。

しかしながら、上記 2 つの集団としての建築物の質が、今日的な観点から十分でないこ

とは明らかである。

（A）集団としての建築物の機能には、前出の「交・安・防・衛」に加えて、例えば「持続

可能な環境」などを加える必要がある。

（B）相隣関係については、建築紛争が減少するどころか増加している現実を見れば、明ら

かに機能していないと言わざるを得ない。

その背景には、すでに述べたような隣接地に何が建設されるか予測できないという状況

に加え、眺望や景観といった新たな価値観の台頭がある。

また、建築基準法集団規定は、正確には「集団という観点からの個別建築物の質」の確

保を通じて、「集団としての建築物群の質」の向上がはかられるという論理構成をとってい

るが、そこには「合成の誤謬」の問題があることはよく認識されており、直接的に「集団

としての建築物群の質」にアプローチする方法が求められている。
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景観法の制定は、部分的ではあるもののこれらの問題に対する対応と評価することがで

きる。しかしながら、都市計画法・建築基準法集団規定とは別の独立したシステムとして

整備されており、密接に関連するものの連携が十分であるとは言えない。

3）主体に係る課題

そもそも集団としての建築物の質の確保に係る現行法体系がこれほどまでに複雑化した

一因は、全てを国の法律で定め、地域はメニューとして示された中から選択するという方

式にある。集団としての建築物の質は、当然のことながら、周辺の建築物・建築環境によ

って千差万別であって、このようなメニュー選択方式には限界があることは明らかである。

従来の交通・安全・防火・衛生や相隣関係といった点で最低限の基準は国で定めるとして

も、本来、集団規定は地域の特性を反映したルールであるべきであることを考えれば、地

域が条例等の手段によってルールを決められることが求められる。

現行の建築確認制度においては、特定行政庁と民間確認検査機関が確認の主体とされて

いる。統計によれば、多くの確認はすでに民間確認検査機関によって行われているが、接

道状況、都市計画施設内かどうかなど集団規定その他の一部については特定行政庁が行っ

ており、2 つの確認主体が関わることによる手間と錯誤、またそのことによるトラブルの発

生なども報告されている。加えて、上記の要請によって地域がルールを定めるのであれば、

同時に、その運用には地域が責任をもってあたるべきであり、集団規定については特定行

政庁（もしくは自治体）が確認の主体とすべきである。

4）手続きに係る課題

建築確認は「羈束行為」であり、裁量の余地はない。その背景には、全てのルールは「事

前明示」され、「事前確定」しているという前提がある。また、総合設計のように特定行政

庁の「許可」とされるものについても、実際には許可の条件が事前に明示されているため、

裁量の余地は例外的な場合を除いてほとんどない。そこでは、全てのルールは「事前明示」

され、「事前確定」しているべきであるという思い込みと、同時に産業界からの要請もある。

しかしすでに述べたように、多くの場合、ルールは「事前明示」されてはいるものの「事

前確定」しているとは言い難い。したがって、少なくとも部分的には裁量を認める「許可」

制が求められている。

部分的にしろ「許可」制を導入するのであれば、その前後の手続きとして、①事前協議

の手続き、②恣意的な判断による「不許可」に対する不服申し立て、は不可欠である。後

者に対しては、建築審査会制度の活用が考えられるが、現況の建築審査会では限界があり、

改善が必要である。

（B）改革の方向性

都市計画法に関しては、抜本改正の議論が国土交通省において数年前から始められてお

り、2009 年 6 月に、社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会内に設置された「都

市政策の基本的な課題と方向検討小委員会」から報告が出され、そのなかでは今後めざす

べき都市の将来像として「エコ・コンパクトシティ」が提示されている。また 7 月には、

都市計画制度小委員会が設置されたが、政権交代の影響で現時点（2010 年 1 月）では審議
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は止まっている。

建築基準法集団規定については、国土交通省においても改正のための研究会は開催され

たものの、そこでの議論は個別課題に対する改善の方向性にとどまっており、筆者の知る

限り、抜本的な改正の議論にまでは至っていない。

すでに都市計画法抜本改正に関しては、建築基準法集団規定の部分も含めた様々な議論

や提言が有識者・団体から行われている。

例えば、日本都市計画学会では雑誌『都市計画』272 号（2008 年 4 月）において「都市

計画制度を構想する：2019 年都市計画法に向けた課題」と題した特集、日本地域開発セン

ター発行の雑誌『地域開発』も 2008 年 7 月号において「都市計画法の抜本改正を考える」

と題した特集を組んでいる。

また、提言については、最近のものでは、蓑原敬氏が『地域主権で始まる本当の都市計

画まちづくり』（学芸出版社、2009 年）で、現行国土利用計画法と都市計画法の一部を再編

し「都市田園計画法」、都市計画法の一部（用途地域、地区計画など）と建築基準法集団規

定を統合し「街並み計画法」とすることを提言している。五十嵐敬喜氏らは、『都市計画法

改正：「土地総有」の提言』（第一法規、2009 年）において、「建築の自由」の背景にある「近

代的土地所有権」にメスを入れ、「総有」の観点から制度の再構築を提言している。また、

NPO 法人日本都市計画家協会も 2008 年 6 月に「都市計画制度の提言（第一次案）」を公表

し、そのなかで、地区計画制度の再編、基準法集団規定については、集団規定の確認は市

町村の事務とすること、協議・調整ルールの採用、「確認」から「認定」もしくは「許可」

への移行などを提言している。

民主党の政策集『INDEX2009』では、「現在の法体系を抜本的に見直し、建築基準法を単

体規制に特化、大胆な地方分権を前提として都市計画法をあまねくすべての地域を対象と

する「まちづくり法」に再編、景観・まちづくりの基本原則を明記した「景観・まちづく

り基本法」を制定することなどにより、コミュニティと美しく活気あるまちの再生・保全

を図ります」とされている。

このように、これまでの提言では、現行法制度を前提とした上での改善、中期的な観点

からの改善、法の統廃合を含めた文字通りの抜本改正、憲法論議まで踏み込んだ提言など

そのレベルはさまざまである。ここで、現在まで行われている集団としての建築物に質の

確保に係る論点を全て網羅した上で整理することは不可能と考えるものの、改革の方向性

には例えば共通する以下のようないくつかの原則を考えることができるように思う。

①集団としての建築物の質概念の拡充

すでに述べたところであるが、持続可能性の中には環境関係のみならず、景観、さら

には建築後の維持・管理の問題なども含めて考えることができよう。土地所有権、建

築の自由の議論もこの中に含まれる。

②地域のことは地域で決める

自治体への分権を意味すると同時に、さらに建築協定の一般化、エリア・マネジメン

トなど自治体内の地域（近隣単位）への分権も考えられる。

③不可視なものから可視なものへ

形態規制において外形規制の重視、まちなみ景観への配慮など。

④不安定なシステムから安定したシステムへ
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米国のゾーニング・ロットのように敷地を事前確定させ、分割・統合には許可が必要

とすることによって、事前確定できない現状を改善する。また例外は極小化させ、例

外処理は明確化する。政策目的や合意形成が不完全なためどうしても事前確定できな

いような地域に対してのみ、協議調整型ルールを導入する。

⑤簡潔なシステム

上記はいずれもわかりやすく、簡潔なシステムづくりへの一助となるものであるが、そ

のほかに、「複数のシステムは 1 つに統合する、たとえば、地区計画は 1 本化、集団規定と

統合する」ことなども含まれよう。また、集団としての建築物群の質の確保に直接アプロ

ーチできるようにすることなども考えられる。

上述の他にも、重要な原則が考えられるかもしれないが、最後に 1990 年代に英国の王立

都市計画協会で作られた「十戒」を紹介しておきたい。

汝、建築以前に場所について考えよ。

汝、歴史から学び、コンテクストを尊重せよ。

汝、街の用途混合を奨励せよ。

汝、ヒューマンスケールでデザインせよ。

汝、歩いて楽しい街づくりを進めよ。

汝、参加により全コミュニティ構成員に恩恵をもたらせ。

汝、わかりやすい環境を創造せよ。

汝、長持ちし、街に合った建物を建てよ。

汝、大規模な変化を避けよ。

汝、親しみやすく、楽しい市街地を創り出せ。

（本節 編・新堀 学）

3-2．環境工学的観点から見た論点整理：田辺新一（早稲田大学教授）3-2）

（A）はじめに

2009 年 3 月にまとめられた『建築の質の向上に関する検討 報告書（国土交通省 平成 20

年度建築基準整備促進補助金事業）』1) によれば、建築環境・設備に関する事項としては、

建築物のサステナビリティと地域・地球環境の項目として記述がある。そこでは、地域環

境と建築物のあり方、建築分野における環境対応、建築物の長期使用に触れている。また、

課題への応答の章において「質」の概念に関して述べている。旧来から環境に関する問題

として日照、採光、通風などがあるが、立地条件などに起因することも多く全ての居住者

が満足する形で単純に解決することが難しい問題である。一方、前出の報告書ではエネル

ギーに関する問題、快適性・健康性など居住者に関する記述は少なく、環境的な側面から

は、建築のハードのみならずその居住者との関係に関して、住宅や建築を捉えることが必

要ではないかと考える。また環境工学的な側面には最低基準としての建築基準法では捉え

られない部分が多く、これらに関する論点整理を行うこととした。
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建築関連法規に関して環境工学面からの発言については、これまで平手小太郎により行

われている 2）。平手によれば、建築基準法第 1 条は「この法律は、建築物の敷地、構造、設

備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護をはかり、

もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」となっており、国民の生命、健康お

よび財産の保護とあるが、この国民を具体的に表現した場合、建築主、所有者以上に建築

物内の居住者に重きが置かれるべきであると述べている。にもかかわらず、第 2 条には居

住者の定義がなく、わずかに第 12 条 4 項において、建築物等の検査、試験を行うために住

居内に立ち入る場合に承諾を得る対象になっているに過ぎないと指摘している。

たしかに多くの建築、住居が人間のためのものであると考えると、環境工学的には居住

者の概念を明確に持つことが重要であろう。しかし、居住者は千差万別である。ある人に

とって受忍できる環境が他の居住者にとって必ずしも受忍できるとは限らない。これが、

建築基準法で環境工学的な内容を一律に決めることが難しい大きな理由であろう。この点

は、第 2 項で考察することにする。

（B）品確法と受忍限度

前項で述べたように、居住者の受忍限度 3) が影響する居住環境に関しては最低基準であ

る建築基準法で定めることは現状では難しい点が多いと思われる。例えば、集合住宅にお

ける騒音の問題を考えると近隣関係が良好な場合には受忍できる音であっても、疎遠な居

住者間においては全く受忍出来ないということも考えられる。このような居住環境的な項

目が「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」による性能評価によって定められ

ており、この評価が行われている場合には居住者は自身の住宅のレベルを等級として知る

ことが出来る（表 1）。この 10 項目中の 4、5、6、7、8 が環境設備に関わる項目である。9、

10 も広い意味では居住環境と考えることが出来る。ここで指摘しておきたいのはコストな

どの点から居住者にとって必ずしも最高レベルの性能が必須なわけではなく、評価結果が

明示されていることが重要である、という点である。

表 1 住宅性能表示の評価項目

1．構造の安定

2．火災時の安全性

3．構造躯体の劣化の軽減

環境・設備の一部 4．維持管理への配慮

居住環境 5．温熱環境

居住環境 6．空気環境

居住環境 7．光・視環境

居住環境 8．音環境（選択項目）

広義の居住環境 9．高齢者等への配慮

広義の居住環境 10．防犯に関すること

CASBEE や LEED のような環境性能評価制度も広がりを見せている。しかし、性能評価
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を行うことと最低基準を定めることは本質的には同じことではない。評価を行う最終目的

として期待されているのは、順列を付けることにあるのではなく、評価をすることによっ

て問題点に気づき改善が行われることである。ハードルを越えることで十分であるという

概念とは異なると考えていた方が良い。また、社会的な背景や時代によって要求される性

能は変化し、かつ一度得られた居住水準を低下させるのは非常に難しいという点も指摘し

ておきたい。

（C）生活環境上の安全・安心

生活環境上のリスクは、物理、化学、生物、社会－心理的な要因に大きく分類すること

が出来る。それらは短時間、長時間影響に分類できる 4)。社会通念上は発生確率が小さくて

も被害規模が大きいリスクの方がより重要なリスクとされるため、建築基準や法規におい

ても短時間影響に対して重きがおかれている。一方、居住環境上のリスクは長時間影響に

よるものが多い。しかしながら長時間影響に関する学術データは短時間データに比較して

取得が難しいが、これはバイアスなく実験や観察を行うことが難しいからである。たとえ

ば温熱環境などは、ハザードともなり得るが、同時にそのなかで生活しているため、良い

要素にもなり得る。またリスクを低下させることに傾注するあまり、低ストレス状況にな

り、逆に健全な発育を妨げたりする可能性が心配になる。必ずしも負荷のない快適な環境

が最適というわけではなく、身体的および心理的な状況に応じて適度な負荷や刺激が必要

であり、人間本来の順応性や生活の知恵を引き出すという視点も重要である。

人間の健康は、一般に成長期、青・壮年期、高齢期といったライフステージによって大

きく異なる。データは非常に不足しているが、ライフステージ、健常者と心障害者、ジェ

ンダー等についても考慮する必要がある。図 1 にリスクの発生確率と被害規模の概念図を

示す。

図 1 リスクの発生確率と被害規模

居住環境における安心・安全をどのように建築関連法規に取り込むかを検討する必要が

あるであろう。次に、英国における HHSRS システムに関する解説を行う。



32

（D）英国の HHSRS（The Housing Health and Safety Rating System）

英国の副首相府は、2006 年に The Housing Health and Safety Rating System（HHSRS）5）を

発行した。主に 2 つのガイダンス文書により構成されている。HHSRS は「住宅内に認めら

れる欠陥に起因する、健康と安全に対する潜在的なリスクを評価するという、政府の新し

いアプローチである」とされているリスクアセスメントツールであり、住宅内での健康と

安全に関する潜在的なリスクを評価することを目的としている。2006 年 4 月にイングラン

ドで施行、そしてウェールズでは 2006 年のうちに施行されている。HHSRS は 2004 年住宅

法の一部となり、1985 年住宅法を置き換えるものとされている。

この新しい手法では、発生する可能性の高いハザードに焦点をあてることで、住宅での

居住がより健康で安全なものとなるとしている。加えて旧来の住宅法では扱っていなかっ

た、あるいは不十分であった要素、たとえば寒さや転落などが新たに加わっている。

HHSRS のリスクアセスメントは、ハザードの影響の発生頻度とハザードが影響した結果

の 2 点でなされ、その相関から危険度が決められる。「より重大な結果となるが発生頻度が

少ない事故」と、「起こる可能性は高いが結果はさほど大事にいたらない事故」を比べるこ

とでき、危険性の重大度を表すことができる。また、類似する発生頻度をもつハザードで

も、結果の重大さが異なる場合、危険度を差異化できる。よってこの方法により、結果の

重大度だけの評価よりも論理的な結論が得られる。

この HHSRS で影響を受ける主体は、建物所有者、管理者であり、公的所有者も含む。ま

た、民間所有者および管理者は、HHSRS に基づき調査することを推奨され、ストック調査

においても HHSRS を勘案することが必要となる。HHSRS は 2004 年の住宅法に根拠をもち、

罰則を規定している。危険度の高い欠陥が発見された場合は、所有者は適切な措置を講ず

る義務があり、また自治体が住宅の利用を差し止めることも可能である。指示に応じなか

った場合は、最高 5,000 ポンドの罰金が課されることとしている。

英国においては、建築に関わる疾病に関する永年における基礎データの蓄積や建築年代

との対応など、地道なデータベース構築が行われている。日本において一朝一夕に行うこ

とは難しいが、居住環境の向上に関して見習うべき点は多い。住宅の快適性・健康性の評

価に関しては国土交通省の健康維持増進住宅研究会（委員長：村上周三）において検討が

行われている 6)。

（E）建築物衛生法と学校保健安全法

建築基準法第 8 条では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構

造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定めている。

ここでは建築物の維持保全計画書を建築物所有者および維持管理者が作成し、これに基づ

いて維持保全を実施することと定められている。一方、建築物における衛生的環境の確保

に関する法律（建築物衛生法）および施行令においては、竣工後の建築物室内空気環境の

維持管理が的確に実行できること、と定められている。建築物衛生法では、維持管理関連

法規である建築基準法や労働安全衛生法に準拠して、居住者の安全で健康的な空気環境を

定めている点が特徴的である。クールビズの 28℃もこの法律に根拠があるとされている。

浮遊粉じん量、一酸化炭素、二酸化炭素、相対湿度、空気温度、気流、ホルムアルデヒド

の 7 項目に関する規定がある。法規制ではないが、厚生労働書は、例えばシックハウス問



33

題に関しては、原因と考えられる化学物質に関して指針値などを作成している。この点に

おいては居住者とその周囲の環境を考えると、生活用品や家具、家電製品なども考慮する

必要があるであろう。なお学校建築に関しては、建築物衛生法以外に学校保健安全法によ

る環境衛生の基準が詳細に定められている。

（F）省エネ法・地球環境保全

日本は、1997 年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の 6％

削減を約束している。このため、政府は「京都議定書目標達成計画」を 2005 年に定め地球

温暖化対策を行っている。2008 年 3 月には、目標達成計画を全面的に改定し、追加対策や

それを含めた新たな削減量を位置付けている。そのなかで住宅を含む建築分野において二

酸化炭素排出量は大きな増加傾向にあるため、対策が急務とされている。そのため、住宅・

建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や

一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギ

ーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」が 2008 年 5 月に成立した。

2009 年 4 月 1 日から（一部は 2010 年 4 月 1 日）以下の項目が改定された。

・大規模な建築物（床面積の合計が 2,000 ㎡以上）の建築時等における届出に係る省エネ措

置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加

え、罰則を含む措置をとることができる。

・住宅を建築し販売する事業者（住宅事業建築主）が新築する一戸建ての住宅の省エネ性

能の向上を促す措置、いわゆる住宅トップランナー制度が導入された。

2010 年 4 月 1 日以降は、

・一定の中小規模の建築物（床面積の合計が 300 ㎡以上）について、新築・増改築時にお

ける省エネ措置の届出および維持保全の状況の報告が義務される。

これまで、一般建築、住宅における省エネ措置は努力義務に近いものであったが、今回

の法改正によって罰則を含む義務に近いものとなった。欧州諸国、米国の州政府の中には

省エネ措置を建築基準法の中に書き込んでいる国もあり、日本においても今後規制が強化

されることはあっても緩和されることはまずないと考えられる。

英国では建築基準法において省エネ措置を 3 年ごとに見直しており、将来の規制強化値

を示しているなど、市場対応を行っている。2016 年までに全ての新築住宅をゼロカーボン

化するという政策目標も示された。また、2019 年までにすべての新築非住宅建築物をゼロ

カーボン化するという目標を持っている。しかし建築基準法で規定が出来ない家電製品や

OA 機器に関しては建築としての規制は難しく、ラベルによる「みえる化対応」が行われて

いる。英国、米国ではマイルストーンを示すこと自体が、技術開発等による市場変革につ

ながると考えているようである。

国内でも東京都においては、キャップ＆トレードシステムが 2010 年 4 月から開始される。

また、一部の区では容積率に似た概念で、単位面積当たりの二酸化炭素可能排出量の規制

が行われようとしている。建築分野の二酸化炭素排出量削減が進まないなかで、社会全体
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としては厳しい削減努力を求められており、建築関連法規でもこの視点からの議論がされ

るべきである。特に、真に対策を行うためには、ストックの省エネ的な視点での既存不適

格建築にも環境配慮を求めることは非常に重要なことと考える。

（G）おわりに

環境分野としては廃棄物などの建設リサイクル法や景観に関する項目などに関しても考

察する必要があると思われるが、本項では室内環境、エネルギーに関する項目を中心とし

て述べた。自然状態のみで機能することが出来る建築物は現在ではほぼ皆無になっている。

そのため、機械設備、電気設備などに関する事項に関しても議論が行われるべきであろう。

なお、本稿は日本建築学会環境工学委員会の意見ではなく、私見として述べていることを

ご了解いただきたい。

＜参考文献＞

1）日本建築学会 建築にかかわる社会規範・法規範特別調査委員会『建築の質の向上に関する検討報告書

（国土交通省平成 20 年度建築基準整備促進補助金事業）』、2009 年 3 月

2）日本建築学会 法律に対処するための枠組み造りに関する特別調査委員会『建築関連法規と学会の役割』

日本建築学会大会研究協議会資料、2004 年 8 月

3）日本建築学会 司法支援建築会議「第 10 回講演会：建築紛争における受忍限度資料」、2009 年 12 月

4）田辺新一「生活環境上の安全・安心」、日本建築学会 総合論文誌第 7 号『都市・建築に関わる安全・安

心のフロンティア』、建築雑誌 Vol.124、No.1585、pp.13-16、2009 年 1 月

5）HHSRS、Office of the Deputy Prime Minister (2006) The Housing Health and Safety Rating System: Operating

Guidance

6）国土交通省 健康維持増進住宅研究会
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（本節 編・新堀 学）

3-3）防災的観点から見た論点整理：竹市尚広（㈱竹中工務店設計本部課長代理）3-3）

（A）はじめに

本節では主に火災安全に関する事柄を中心に議論を行う。また、その火災安全であるが、

目的別に分類しても出火防止、避難安全、構造耐火、消火、都市大火の防止等々あり、工

学領域の切り分けでも、火災性状、煙流動、耐火構造、材料（不燃化、毒性）等々、幅広

い分野がある。個別の技術論まで踏み込むことはせずに例示にとどめ、法制度の側面を中

心に述べる。

さらに、建築関連法制度といっても、各種基準設定の議論から執行体制、資格制度や助

成・優遇まで幅が広い。ここでは、担保すべき基準の議論を軸に進めて、それらをどのよ

うに担保するかに幅を広げていくようにしたい。また、短期間で結論を導くことも困難で

あることから、本稿では背景の解説と問題提起ができればよしとしたい。

（B）要求される性能の構造

建築物の各種水準がいちいち法令に設定されているということは、何もしなければ問題



35

が発生するということである。まずはその構造的要因について簡単に記したい。

大胆に言えば、建築物の性能が担保されない構造的な問題として以下の二つが言えよう。

①性能が見えない（確認できない）

②発注者と設計者・請負者等の売買行為の当事者ではないが影響を受ける人がいる。

経済学的には前者は「情報の不完全性」と言われる問題であり、欠陥住宅が典型である。

専門知識をもたない建築主が、要求している性能が果たして達成されているかどうかを確

認できない、あるいは竣工後使用開始してから、ある程度時間を経た後にしか結果がわか

らないことなどから、不具合が修正されないままになってしまう。

後者は「外部性」と呼ばれ、近隣への騒音や延焼がそれに当たる。建築物が作られる過

程では関与することができないが、建ってしまったら、それによる影響を受け入れざるを

得ない近隣住民や、不特定多数の使用者が存在する。さらに現実に問題となるケースでは、

これらが複合して起こっていることも多い。

この二つの問題は、建物に性能を要求する主体と、その要求する性能が見える･見えない

（確認できる･できない）の観点から、集合で表すことができる（図 1）。

U ある建築物が具備しうる健康と安全に関する性能（全体集

合）

A 建築主等が求める性能

（災害時の避難安全性、財産の保全など）

B 近隣など影響を受ける性能

（延焼の防止など）

建築主等、もしくは近隣などが要求値を満たしているかど

うか判断できる性能

建築主等、もしくは近隣などが要求値を満たしているかど

うか判断できない性能のうち、生産者が知っている性能

いずれもが高度な知識をもっていても要求値を満たしてい

るかどうか判断できない性能

図 1 性能の構造（要求主体と情報の不完全性）

詳細は参考文献 i を参照していただきたいが、大胆に結論付ければ、この図で表した「生

産者側は知っているが、専門家でない建築主は知らない」部分と「建築主と生産者の当事

者以外に負の影響を与える」部分（ハッチ部分1））で妥当な範囲は規制されるべき、とする

根拠になる。

当該部分への対応手法は、「規制すべき性能をルールとして明示する」「検査制度を充実

し、見えない部分を見えるようにする」「建築主と生産者の当事者以外への影響を小さくす

ることが建築主に利益になるよう誘導する」等の手法がある。以下、それらを例示しなが

ら課題を考えていきたい。

（C）期待される性能と実態のズレ

1）基準類の記述手法

従来の問題が起こる都度、その時点での対策技術を法令に書き加えていく error & try 式の

仕様規定では、対処方法や対策技術を拘束してしまうという欠点があることから、性能規

1) 部分集合 A は建築主によって境界が異なることから、地域社会単位で基準設定する法令は A∩B を含むことが妥当

である。
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定が期待されたのは周知の事実である。性能規定の導入以前には、それによって技術開発

や対応策の決め細やかさなどが促進されることへの期待があった。だが、現時点ではまだ

当初の期待通りに進んでいるとは言い難い。

まず性能規定は導入から日が浅く、現行の法令には要求性能・検証方法に不備・未完の

部分がある。例えば、避難規定に関する要求性能では、在館者が避難する間に、予測され

る火災で生じる煙が支障のある高さまで降下しないことであり、現在の検証は、想定収納

可燃物と内装から予測する火源と想定する避難対象者の特性（特定･非特定によって異なる

歩行速度や人口密度等）に基づく、「想定される火災時の煙と避難の追っかけっこ」のシナ

リオ型2)に検証方法を集約した。

このため、階段までの歩行距離や排煙風量など、従来部材ごとに分かれていた様々な指

標を統合して評価できるようになり、総合的な設計方法・技術開発への可能性を開いた。

しかし、逆に検証法に盛り込まれなかった部材や、それらの部材に求められていた目的や

要求性能、評価尺度3)は取り残されてしまっている。場合によっては「評価されないから、

やる必要がない」とされてしまう場合もある。

また法適合の検証方法は従来基準のルート A（仕様規定）、ルート B（告示の検証法）、ル

ート C（大臣認定）の 3 つ4)があるが、それぞれ要求水準が違っている。つまり、同じ建物

でもそれぞれの尺度に合わせると、適法になったり違法になったりする場合がある。

性能規定の概念から考えると、理想的には図 2 であるべきだが、現実には図 3 である。

A： ルート A 基準を満たす建物群

B： ルート B 基準を満たす建物群

C： ルート C 基準を満たす建物群

図 2： 本来的にあるべき姿

（ルート C の外延が適法とする水準）

図 3： 現状

（どれが本来適法とする水準かわからない）

大規模物販店舗の例で考えると、現状の性能規定と仕様規定の一例は、図 4 になる。仕

様規定では適法とされていた売場からの避難出口が、性能規定では偏在しているため「不

適」であり、逆に仕様規定では少なすぎる階段幅合計が、性能規定では適法である。現状

のダブルスタンダードの状態では、従来の仕様規定に慣れ親しんだ感覚では性能規定を満

たしていても仕様規定を満たさない建物・部材は「規制の緩和」と感じられ、逆に仕様規

定を満たしていても性能規定にそぐわない建物･部材は性能的・工学的なセンスからは「不

合理」と感じられよう。

2) 出火の恐れのある部屋に対し、火災が起こったときの熱･煙の拡散状況を想定し、在館者が安全に避難できるかどう

かを検証する方式。
3) 例えば、スプリンクラーの火災抑制降下、避難階段の消防支援性能、防火地域の外壁不燃化、加圧防煙の差圧目標

などは性能規定に盛り込まれていない。
4) この 3 つがそろっているのも避難安全性能と耐火建築物の耐火性能に限られる。

A

B C

A

C

B
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（仕様規定の例）

階段、出口幅合計は広いが偏っている

（性能規定の例）

階段は狭いが、左右の防火区画

された売場の出口幅は均一5)

図 4 仕様規定、性能規定による大規模店舗の例

実際問題として申請方法によって適法になったり、不適になったりすることは、それぞ

れ規定の定義方法にまだ課題があるということだと思われる。これは性能規定・検証法側

だけの問題ではなく、仕様規定についても整備を行っていく必要があろう。

また、根本的に対象と建築技術・検証方法が整合しているかという問題もある。現在、

被害者が最も多いのは住宅火災であるが、いくら階段をたくさんつけても、避難口を作っ

ても、排煙窓をたくさん設けても逃げ遅れを減らせるかどうか。またそれを「煙と避難の

追いかけっこ」で検証する方法が適切かどうかは疑問が残る。災害弱者が含まれる住宅や

病院･介護施設は、災害弱者を想定した計算･数値設定だけでなく、適切な防災計画がセッ

トで考えられるべきであるが、人による対応や、検証の基盤となる防災計画の多くの部分

は、現在の検証のなかでは評価されていない。

2）法令の対象

一方で、これらの基準・条件を法令の規制範囲とするべきかどうかの問題もある。法で

強制するべきか、それとも JIS/JAS 等の規格を活用すべきか、または指針類など推奨基準と

して浸透することを目指すべきなのか。対応する業者・専門家が限定された範囲なら指針

類で十分であるし、「法令が分厚くなって理解できない」という批判にも答えうるであろう。

いずれにせよ、棲み分けの議論は必要なように思う。

（D）実効性をどのように上げるか

1）適合性を判断する人

適法かどうかの判断は、「階段までの歩行距離」のように測ればわかるような単純なもの

であればよいが、検証方法が高度に、複雑になればなるほど専門知識が必要になり、また

単純に判断できないグレーな領域が増える傾向がある。そのため、適法性を判断する者も

専門知識が必要になってくる。一方で従来、これらの業務を担ってきた特定行政庁の職員

5) あくまでも一例であり、個別の建物条件によって、必要な階段幅、位置は異なる。

凡例

防火防煙シャッター

避難出口
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や建築主事は、自治体の予算制約が厳しくなっていることを考えると、将来にわたって陣

容を強化することは難しいと考えられる。ここを補完する意味で指定確認検査機関や指定

性能評価機関の充実が望ましいが、課題がないわけではない。例えば、指定確認検査機関

でも指定性能評価機関でも、申請者である建築主、あるいは代行者である設計者が「お客

様」であり、長期のリスクを度外視して、短期の売り上げ至上主義に陥る機関があれば、

法解釈に迷うグレーな部分を「お客様」に有利な条件で判断することになりかねない。「ど

こまでやれば安全なのか（どこまでやれば適法なのか、どこまでを法令として規制するの

か）」は常に議論があるところであるが、法令等文書で記述できる部分は、それを生み出す

技術の表層的な一部分であり、背景を含めた理解が必要だが、杓子定規に「法令に書いて

いないから NG とはしない」という姿勢では、長期に見ればリスクを抱えた、単純に言い換

えれば低い性能の建物、あるいは申請者以外で影響を受けてしまう人を置き去りにした建

物が蔓延し、結果としてその集合体である街がリスクを抱えることになる。

これに対処するためには、継続的に指定確認検査機関や指定性能評価機関の質と量の両

面を維持向上していく必要がある。質で言えば、これらの職員をバックアップする制度や

環境の整備が重要である6)。

2）維持管理とストック対策

ここまでの議論は主に新築建物を前提にしてきた。しかし、社会にはすでに膨大なスト

ックがあり、人口減少時代を迎える日本経済の現況を考えると、新築建物を対象とした技

術基準や執行体制が中心でよいのかという議論がある。経年劣化にはどのように対応する

のか、既存不適格への実効性のある対処等々、課題は多い。一方で伝統的建築物の保存や、

ストックのバリアフリー、省エネ化改修では、現在の法令基準と既存遡及義務が足かせと

なってしまう場合も考えられる。火災安全分野では維持管理やソフトの対応が実際の安全

水準に直接影響を与えることもあるので、建物単体（ハード）の最低基準のみにとどまら

ない議論が必要である。

3）法制度の運用コスト

また法制度の運用コストと、その分担をどうするかも並行して議論するべきである。そ

の際、運用に関わる執行機関のコストだけではなく、その基準や制度を作ることによって

建築主や施設管理者が支払わなければいけない維持管理コストも考慮しなければいけない。

それらを踏まえて、実効性のある法制度を整備する必要があると考える。

（E）まとめに代えて

何を法制度の対象とするかは、幅広い議論が必要であるため、私見での現状の課題を記

載した。2000 年の建築基準法改正以降、耐震偽装事件などが起こり、建築学会としても法

制度を議論することが重要になっている。過去様々な提言を出してきたが、今後も調査･研

究と、社会に対する働きかけを継続すべきであると考える。

6) 火災安全は法令に占める割合が多いにもかかわらず、高等教育機関でも専門教育を受けた人は少ないという問題も

ある。これは確認検査員だけでなく、設計者、建築主、施設管理者へも広がる課題である。
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3-4．建築の地域価値のための社会システム整備の課題と方向

（A）課題：評価されにくい価値

建築の価値評価について考察するに当たり、新たな社会現象のなかで建築の価値を適正

に評価する体制づくりが必要である。例えば、住宅を例にとってその価値評価が行われる

場面を想定すると、次の 3 つの視点から見た価値が考えられていることがわかる。

①次世代にとっての価値

②地域にとっての価値

③市場での価値

つまり、時代を超えても、地域のなかでも、市場のなかでも「プロパティ」と位置付け

られるということである。そして、この 3 つは決して独立したものではない。

次世代にも価値があるということは、住宅の場合に次の意味を持つ。第 1 に、人々 が

安心して居住や利用できることにつながる。例えば、住宅で、その寿命が 30 年や 40 年

では、住宅ローンを支払い終われば、また次のローンを組み、住宅を建て替えなければな

らない。しかし、そのころは年齢が 60 歳を超え、現実にはローンを組んでの再建築は難

しい。ゆえに、不安な気持ちで暮らさなければならない。第 2 には、子孫にも大事な住宅

を使ってもらえる、自分が使った住宅が次世代に引き継がれるということである。子供の

世代には引き継いだ住宅をそのままずっと使ってもよいし、必要に応じて改造など手を入

れていけば、子世代の住宅にかけるイニシャルコストが小さくてすむ。第 3 には、多くの

国民にとって人生最大の買い物、資産である住宅であるが、その資産価値の維持が、高齢

期の安定居住につながる。超高齢社会では、高齢期の暮らし方として、自分の住宅を貸す、

あるいは転売し、その時点での自分たちにあった住宅や施設に住み替える需要が高まるだ

ろう。その際、使えない住宅では価値を評価されないから「資産」にはならない。第 4 に

は、成熟した住環境や景観の形成につながる。第 5 には、今までのように「すぐに壊され

る」のでは、つくり手はよいものをつくりたいとは思えない。長く使え、次世代にも使え

る物をつくろうとすることで、よいものがつくられる建築社会となる。こうして、人々の

生活の仕方・利用の仕方が変わっても生き続けられる建築であるためには、リノベーショ

ンやコンバージョンなどさまざまな再生投資を行って、建築の価値を上げるプロパティマ

ネジメントが必要である。

（B）そのための新しい考え方

あたらしい建築の保有形態 建築の価値を高める新たな所有制度が生まれてきている。

所有と利用、そして時間との関係から以下の三つの形態が認識されるべきだろう。
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①時間制限付き所有権：

イギリスのリースホールドのような期間が決まった土地建物の保有の権利

②空間制限付き所有権：

イギリスのリースホールドのような、スケルトン部分とインフィル部分を別に保有す

る所有権

③次世代型定期借地権：

次世代型定期借地権とは、定期借地権に物権性を与え、家賃前払いなどで地代の確定

性を高めるものである。しかしこれは地主からみると、物権性のある地上権は権利の

移転に関して地主の承諾が必要ないため抵抗感がある。そこで譲渡・転貸については

地主の承諾が必要とし、かつ登記可能な新しい地上権制度を創設する。これにより、

融資が行いやすくなる。いままで問題であった定期借地の場合の建築物の市場の流通

性や融資担保性の不備を補完し、次世代に良質な環境が引き継がれるマネジメント方

式が可能となる。しかし、現制度ではこの「新しい地上権」は存在していない。それ

は、空間側の要求を受け止める建築社会システムがいまだ非整備だからである。

これらの形態を社会的に許容することで新たな価値形成が可能になる。

（C）地域にとっての価値を高めるために

地域にとっての建築の価値を高めるためには何が必要であろうか。それは建築の価値を

高める地域との関係づくりを目標とすることであろう。具体的には次のような項目である。

・地域で作成された目標像や建築ルールを公的に位置づけ、目標像に基づいた段階的開発

へと誘導するようにする（例えば、世田谷区の新しいまちづくり条例）。

・地域組織を法的、都市計画制度上で位置づけ、これらを前提とした宅地開発指導要綱、

条例にする。

・地域内の都市計画に関する決定は地域内都市計画決定と位置づけ、次世代に確実に継承

されるようにする。

これらの努力の結果として建築が地域の価値として認識され、地域が建築の価値を高め

ると同時に建築が地域の価値を高める、という相補的な関係が生まれるであろう。

（D）情報の開示による価値形成

人口が安定から減少に向かう将来、成熟した社会環境を形成するためには、建築物の価

格が土地の価格で決まるのではなく、住環境や建築物の維持管理の状態で評価される社会

基盤、不動産評価制度とすることが望ましい。そのなかでも地域の魅力を維持するために、

地域の住環境の共有財（コモンスペース）や管理組織、そのルール（規約）の登記と、コ

モンスペースなどの地域の共有財と私有部分の一括・連動登記制度とすることが考えられ

る。

そのような条件を備えたよい建築物が正しく評価され、取引されるために、情報開示に

よる建築物の取引制度を確立することが求められる。例えば､地域組織の規約の登録制度や

英国における建築物取引のソリシター、ビルディングサーベーヤー制度、米国におけるエ

スクロー・インスペクター、TDR（売主による情報開示）制度、仏国における管理組合の

規約や総会議事録を添付しての取引制度等である。これら新規諸制度の確立に加え、地域
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による共同化価値、地域価値づくりの実践と住民税・固定資産税の連動、また良質な住環

境を促進する固定資産税等を地方税制度とすること等で、居住者による自発的な地域環境

向上のモチベーションを高める仕組みづくりも平行するべきであろう。

（E）そのための人材の育成、教育

ここまで見たように、地域の魅力、場所の力が建築物と一体となって不動産価値を形成

していく社会となることが必要なことは合意できるであろう。ここで次の課題はそのため

のマンパワーとマネジメント体制をいかにして達成するかである。

そのためにはまず、次世代価値、地域価値をつくる人材の育成、教育体系が必要となろ

う。ここでは公法だけでなく、私法、金融・経済・経営・税など、建築を支える社会シス

テムを総合的に学び、実践できる人材の育成が行われる。くわえて建築コントロールのた

めのランドスケープアドバイザーや、マネジメント組織の管理者、建築再生を実践できる

プロジェクトマネージャー、プロパティマネージャーなどを育成することを目的としたカ

リキュラムが実践的な人材を育成する。このような新たな社会を形成するための教育機関、

そしてそれを保障する制度の確立が望まれる。

（本節 文・齋藤広子、編・新堀 学）

3-5．市民の現場で起きている問題点から

（A）建築計画手続きに対する地域住民からの疑問と情報公開

ここ最近の何年間か、建築関連法制度は相当大きな改変がなされてきた。しかし、これ

ら一連の改正改訂のプロセスで、市民の意思の反映が本来の意味において行われているの

だろうか。主体としての市民・公共・社会が確立されないままに手続きだけが運用されて

いる面がないようにすすめるべきであろう。むしろ、その主体形成の機会として建築のあ

り方の根底を成す「建築基本法」の議論として捉えることが建設的ではないだろうか。一

般的に、現場＝市民の声が反映される方法、手段はどのように取り入れられるのか。そう

いったことに関する客観的な調査があるのだろうか。

小委員会では、都内のある区において市民行政に参画している二名の委員からの報告・

意見を受けてその実情について議論を行った。具体的な事例としてあげられたのは、「超高

層分譲マンションにおける建築確認制度およびその不動産資産としての問題」「都市計画法

に基づく意見書・公聴会およびパブリック・コメント手続きの結果反映の問題」の大きく 2

点である。

前者においては、超高層分譲マンションの次に挙げる 2 点に集約される単体規定に関す

る制度と分譲後の実態への疑念が投げかけられた。

・確認検査機関等に申請した建築確認関連図書は、閲覧の要請に対し開示性がない

・旧構造審査委員会等における審査の実態と非公開性

・分譲後も区分所有者・管理組合よりも建築主（デベロッパー）の影響力が大

これらは総合設計制度等を利用し計画された大規模かつ近隣への影響が多大な超高層分

譲マンションの問題点である。日進月歩の技術革新の現在、性能評価、大臣認定といった
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その構造の特殊性ゆえに当該設計者以外が理解し審査されているのであろうか。

一方、一区分所有者が構造について知ろうとしても引渡図書類の不備も考えられるなか

交渉先は管理組合、次に管理会社、さらに管理会社を通じ建築主へと、ハードルはより高

くなるばかりである。ましてや資産価値がマイナスになりかねないことについては誰しも

消極的になろう。また、建築主が一見限りとも言える一顧客、一管理組合よりは、今後も

ビジネスパートナーとなりうる管理会社はじめ施工者、設計者、民間確認検査機関に大き

な影響力をもち続けるのではいないだろうか。少なからずの超高層分譲マンションは、計

画中には近隣紛争の原因となり、竣工引渡後は管理組合はじめ区分所有者の不利益に直結

している要素が潜在している、という新たな問題を提示したものである。

また、2005 年 11 月に発覚した「耐震強度偽装問題」はいまだ終わってはいないのではな

いか、それを隠すための「二重の耐震強度偽装」はないのか、日本建築学会や、デベロッ

パーなど企業はその後に技術者倫理の向上に取り組んできたようだが成果および実態はど

うなのか。大規模土地利用を含め広義の建築紛争が全国的市民団体のネットワークにより

劇的に顕在化する今日、建築および不動産業界への市民の信頼回復が得られているとは言

えない状況下において、さらに新たな法律をつくることに意味があるのかとの疑問も含ん

だ問いも投げかけられた。

（B）市民意見の反映手続きに対する疑問

前項で提示した 2 つの事例のうち、後者において問題とされた点は、

①都市計画法で定められた「意見書の提出」「公聴会」に関し、結果反映の公平性に疑念が

ぬぐえない

②パブリック・コメントなどの手続きにおいてもアリバイ的な運用が存在することは否定

できない

など、その結果を受けることとなる都市計画審議会、建築審査会に対しての意思決定プロ

セスの公開性、公平性の実態も含めて疑問が投げかけられた。これらに参加した市民には

「わざわざ時間をさいたが何も変わらなかった」といった徒労感だけが残り、制度として

の形骸化、実効性に疑問も残る。

また都市計画法にもとづく諸制度の改正についても、意見募集・公聴会などの市民の声

の反映手段の制度と運用は実際のところ機能しているのか、と疑問が付されるケースが

多々見られると委員より意見があった。

少なくはない自治体（中野区、杉並区ほか）は規則より、パブリック・コメント手続き

の意見募集の結果（意見およびそれに対しての自治体見解）が公表される時点は、すでに

当該施策などが首長決定された後とされる。また「サイレント・マジョリティ」であるこ

の機会に意見を言わない者は、「賛成」であるとの解釈がされている（中野区）。だがそれ

でよいのだろうか。実際に投げかけられたコメントがどのように扱われ、その結果として

何が期待できるのか。制度の有効性自体を社会に開かれたものにしていかなくては、まさ

に手続きだけが空洞化する危険性について指摘された。

（C）制度と市民生活との関係についての課題とそれに対する解決の方向性

これらを考えるに、さまざまな制度の成立、改訂のプロセスをオープンにしておくこと
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が肝要ではないかと結論付けられる。成立の根拠と、その仕組み自体が可視化されている

ならば、後の改正、修正の議論が適切に行われることで妥当な軌道修正が期待できるだろ

う。結果として制度改正の時に常に問題になる改正の前後での不連続について、またその

改正内容自体が不透明であるという批判などが解決に導かれると思われる。

この件にあたっての参考事例としては、景観法の中にある「デュープロセス」に関する

考え方があるだろう。これは、実体法としての規定ではなく、各地域のルールを形成して

いく手続き、プロセスについての了解性、開放性について述べたものである。ここまでで

示された地域自治の問題と集団規定のありようを調停するにあたって参考にされるべきも

のであろう。

本来、制度も市民・社会を支える仕組みの一つである。それが成立のかたちのために市

民の視点から疎外されるようでは本末転倒であろう。そういったことをさまざまな人が考

える機会として「建築基本法」の議論も有効であろう。2009 年 9 月に政権も交代し、内閣

は「新しい公共」を標榜している。今後、なんらかの改革を期待したいところである。

（本節 文・池田教子、編・黒木正郎）

3-6．法制度の改正のプロセスについて

建築関連法制度のあり方を論ずる際には、法制度を構成する法令（法律・政省令・大臣

告示など）において、建築物の有すべき性能や、それを実現するための手続き、関係者の

責務等について、どのような内容が定められているか、あるいは、それがどうあるべきか

が主たる議論の対象となるが、実際にそれらの内容を改善するためには、法令を改正する

ことが必要となり、かつ、その改正に際して、国民・関係者の意見を適切に把握し、反映

するためのシステムが用意されていることが必要である。

建築の質の向上のための法制度のあり方と、法や政省令・告示の改正プロセスのあり方

の議論は、本来は区別して論じられる性質のものであるが、ここでは、後者に視点をおい

て課題の整理を試みる。これは質の向上の方策に関する議論の中で、制度のあり方に対す

る「了解性・開放性」が低い場合には、合意形成のための社会的インフラとして果たしう

る力が低くなると言う問題が指摘されていたためでもある。

法律の改正については、基本的に国会にかかわる政治的課題であることから、ここでは、

主として政省令、大臣告示などの改正プロセスについて、現状の課題や今後の方向性につ

いて論じてみることとしたい。なお、本来、この問題について、現状の評価や、今後のあ

るべき姿の提案を行うためには、法令の改正案の作成プロセスの現状、結果として作成さ

れた改正案の内容とその作成プロセスとの関係などについてきちんとした調査・分析を行

い、課題の明確化とその解決の方法の検討を行う必要があるが、現時点ではそのような調

査検討が十分にはなされていないため、本稿は、そのような動きへ向けての問題提起とし

て、限られた範囲での現状分析と、今後の方向性の例を示したものである。

（A）パブリック・コメント手続きについて

いわゆるパブリック・コメント手続き（意見公募手続き）は、1999 年 3 月の閣議決定「規

制の設定又は改廃に係る意見提出手続き」に基づきスタートし、その後 2006 年 4 月からは
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行政手続法に基づき実施されている（これらに基づかず、任意に実施されるものもある）。

建築基準法および建築士法に基づく政省令・大臣告示の改正についても原則としてこの対

象となり、政府のホームページ（現在は電子政府の総合窓口（e-Gov＝イーガブ）1）での案

の公示と意見公募がなされ、提出された意見を考慮の上、政省令などを決定し、その結果

（提出意見および意見に対する当局の考え方を含む）を公示することとされている。これ

までに実施された建築基準法および建築士法に関係するパブリック・コメントの結果は、

旧建設省時代のものも含め、国土交通省のホームページ 2）、またはそこからリンクされた

e-Gov において閲覧することができる。

パブリック・コメント制度については、制度開始初期の 2001 年に実施された（社）経済

団体連合会の調査（行政手続の在り方に関するアンケート調査）において、「一般国民・事

業者から寄せられた意見に対する行政機関の対応の明確化」「募集周知の徹底」「意見・情

報の募集期間の十分な確保」などを課題として指摘する回答が多く、また、「単に聞き置く

だけの制度として利用されているのではないかとの不満」も多かったと報告されている 3）。

また、建築基準法に関連するパブリック・コメントの結果に対する見解の例として、日本

建築学会構造委員会が、2000 年の法令改正に伴い行われた告示改正案のパブリック・コメ

ントについて、「多数の意見を提出したが、ごく一部を除いて、議論の結果が告示に反映す

ることは無かったし、意見書で述べた意見も受け入れられる事は無かった」ことから、「国

土交通省のパブリック・コメントが本来のシステムとしての機能を発揮しなかったといえ

る」と述べている 4）。

現在でも、制度創設初期と比較し、パブリック・コメントの方法は基本的に変わってい

ないことから、同様の問題点は現在も存在することが考えられる。「30 日間以上」とされて

いる意見提出期間が十分かどうか、解説等を伴わず条文が公示されるのみという方法が国

民などにとって内容のわかりやすさという点で十分か、法令の施行時期がすでに決まって

いる場合、提出された意見を考慮して内容を再検討するための期間が十分に確保されてい

るか（必要な期間を確保して事前に案の公示がなされているか）などの点を含め、最近に

おいて、特に建築基準法および建築士法に関するパブリック・コメントが目的に照らして

適切に運用されているかについて検証し、もし上述の指摘のような状況が続いているとす

れば、その改善に向けた努力が必要となろう。

（B）改正原案の作成プロセスについて

そもそも、建築基準法制定時においては、施行令原案は、当時の建設省住宅局の依頼に

より、建築学会に設けられた「建築基準法に関する委員会」などにより作成されたが 5）、そ

----------------------------------------------------------------

1）http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

2）http://www.mlit.go.jp/appli/file000006.html

3）http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/012.pdf

4）構造委員会から技術開発と社会認知特別研究委員会に対する「建築に関する技術開発とその社会認知に

関わる問題についての意見提出の依頼について」の回答（2003.9）

5）建築雑誌 65(766)、p52「本会記事 学会情報」（1950.9）
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れ以降も、建築基準法に基づく政令、大臣告示として定められる技術基準については、関

係団体などに設けられた委員会において、関係する学識経験者や実務者団体代表などの関

与による検討がなされ、その案が作成される例が数多く見られる。 2003 年 4 月からは、民

間等からの技術基準の整備・見直しの提案の受付けを行う窓口（コンタクトポイント）の

設置および技術基準の原案作成を行う体制の整備が行われている 6）。また、2008 年度から

は、民間の能力を積極的に活用して、基準の整備、見直しを図ることを目的とした建築基

準整備促進補助金事業もスタートしている 7）。

技術基準以外の法制度に関しても、重要な改正が行われる際には、事前に関係審議会に

対して当局より「諮問」が行われ、それについての議論・検討を経てまとめられ提出され

る「答申」をベースとして、原案が作成されるというプロセスが一般的である。こういっ

た方法以外にも、行政当局により、主要関係団体などに対して、事前に説明会を行ったり、

個別にヒアリング、アンケート等により意見や要望を聴取し、それを制度や技術基準の原

案に反映させることも行われている。

以上のように、上述のパブリック・コメント以前の原案作成の段階において、様々な方

法により、意見の聴取や関係者の関与による検討などが行われ、それを原案に反映される

努力がなされている。しかし、そのような検討をどう行うかは、その都度、当局の判断に

基づいて決定されており、特に制度として義務化されてはおらず、統一的な手続きにより

行われているわけではない。これらの原案作成プロセスについても、そもそも、意見・提

案などがあった場合に、それを踏まえた基準などの改正作業に着手するかどうかの判断が

適切に行われているのかどうかも含め、その方法の妥当性や効果の検証を行い、それに基

づき今後の改善方策を検討することが必要であろう。

（C）規制の事前評価について

国土交通省は、その施策や事業に関して、総合的な政策評価システムを導入しているが 8）、

その一環として、2007 年 10 月より、「規制の導入や修正に際し、実施にあたって想定され

るコストや便益といった影響を客観的に分析し公表することにより、規制制定過程におけ

る客観性と透明性の向上を目指す手法」として「規制の事前評価（RIA）」を行っており、

これまでの実施結果をホームページで閲覧することができる 9）。建築基準法および建築士法

およびそれらの施行令の改正については、原則として、「規制を含む法令」として、この対

象となっており、これまで、2007 年以前に行われた試行実施を含め、数回の評価が行われ

ている。

英連邦諸国や欧州諸国では、規制の制定・改正に際しては、事前に「パブリック・コン

----------------------------------------------------------------

6）国土交通省報道発表資料「建築基準法・住宅品質確保法の技術基準の見直し体制の整備について」

（2005.1）による。2009 年度からは、受付窓口が（財）建築行政情報センターに変更されている。

7）http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000016.html

8）http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_fr_000001.html

9）http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/seisakutokatsu_hyouka_fr_000006.html。「行政機関が行う政策の

評価に関する法律」に基づき 2007 年に義務化されたが、試行的実施は、2004 年度から行っている。
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サルテーション」と呼ばれる手続きにより、利害関係者との事前調整が行われることが広

く制度化されている。この場合、規制改正などの目的や検討の経緯、現行の仕組みとの相

違点などの解説、「規制の事前評価」として行われた効果や影響の予測などについてのレポ

ートが作成され、それが規制の改正案と合わせて公開されることが多い。また、意見の提

出について、具体的な質問を設定する、意見提出期間を十分に長く（12 週間以上など）確

保するなど、このようなプロセスを形骸化させないための様々な工夫がなされている 10）。

我が国においても、現行のパブリック・コメントを補完し、あるいは代替する仕組みと

して、規制の事前評価を組合せたパブリック・コンサルテーションの導入を検討すること

が考えられる。

以上、法制度改正のプロセスの現状と今後の方向性について述べたが、最後に、建築関

係法制度の改正案の作成や、意見などの把握、それらの反映などの作業を行うための体制

の整備・強化の必要性について触れておきたい。欧米諸国には、極めて充実した組織体制

を有し、定期的に技術基準の見直しを行っている例 11）や、法令以外の技術規準類（規格な

ど）を幅広く引用・採用することで技術基準の整備・充実を図っている例などが見られる。

それらと比較して、現状の国土交通省の建築規制の所管部局の体制は、それを支援する研

究組織などを含めても、その業務量や重要性から見て決して十分とは言えない。政府の組

織を拡充することに現実性がないとすれば、それを補完・代替する何らかの組織体制を別

途構築しない限り、ニーズに的確に対応した法制度改善を進めることはできないであろう。

（本節 文・五條 渉、編・黒木正郎）

----------------------------------------------------------------

10）藤原真史「パブリック・コメント手続の 10 年」（都市問題 100(12)、pp99-113、2009.12）および最近の

カナダ、オーストラリア等の事例による。

11）オーストラリアの ABCB（Australian Building Codes Board）、米国の ICC（International Code Council）な

ど。
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■第 4 章 課題への応答

本章では、昨年度と同様引き続き課題とされた、A：質の高い建築が有すべき性能につい

て、B：建築に関する基本理念について、C：建築に係る関係者の責務および役割、という

3 点の課題について応答している。昨年度の報告書に寄せられた意見、本会および担当委員

会内で行われたこれまでの議論を踏まえ、課題への応答の骨子自体は昨年度のものを踏襲

しつつ、論旨および主張はより明快になっていると考えるものである。

まず、「質」と「性能」に関する議論にあたっては、「価値」の概念を媒介させるとそれ

ぞれの関係と位置づけを感得しうるということがわかった。また、第 2 章の議論を踏まえ、

本提案の先にある政策実施の局面においては、「建築とその集合環境」という単複一体とな

った概念を前面に出した提案としていることに留意されたい。

さらに、昨年度版では付論的な扱いであった「建築ストック活用」について、国民それ

ぞれの財産である建築物をよりよく生かす社会システムが、建築物の集合環境の延長であ

る都市・国土全体の質的向上につながるという論理構造を導入したことにより、新築建築

物と既存建築物とを一体の概念に統合しうることも示すことができた。

4-1．「A：質の高い建築とその集合環境が有すべき性能」について

（A）建築の「質」と「性能」に関する分類と考察

以下は昨年度からの議論を継承し、補足拡張を図りながらこの問題について新たな考察

を加え、改めて分類整理したものである（昨年度の議論は、1-3 1）～4）、p.7～10 参照）。

1）「質」に関する建築物の特性

「質」という点から見ると、建築物は他の工業生産品とは著しく異なる特性を持つ。例

えば、

①建築物は一品生産であるために個別性とばらつきが大きい。

②極めて多段階の生産工程を経由し構成する部材も多く、関与する人も多岐に渡るため、

質を決定付けるポイントの設定と、目標の管理が単純ではない。

③建築物は長期にわたって使用する財であるため、用途的・物的の両面において、陳腐

化と劣化による価値の低下への対応が必要。

④建築を群として考えたとき、単体としては平凡でも群となったとき、あるいは都市的

スケールを形成したときに、総体として高い価値を持つものがある。またその逆もあ

る。

以上のように建築の「質」を定義するための議論は、きわめて多面的な対象を扱うも

のとなり、また「質」を確保する手段もまた多様である。したがって質の確保を法規範

として制定するための条件設定については、ある種の「割りきり」が必要である。ここ

においては法あるいは基準にはおのずから「適用限界」があることを明示し、その限界

付近に起こるものの「質」を判断する場合には、高度な知見に基づく「エキスパートジ
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ャッジ」が必要であることを共通の認識とすべきである。

2）建築の質の多様な考え方

「建築の質」については前項に述べたような特性があることに加え、質を評価する視点

の置き方によって多様な分類をなしうる。代表的なものだけでも以下の 5 つの分類法が

あげられた。

①最も古典的な分類として、「強用美」に分割する考え方

②価値の多様性を認識し、建築をその価値軸に照らして評価し、その総合を「質」に還

元させる考え方

→「利用価値」「性能」「資産価値」「流通価値」「社会的価値」「文化的価値」「芸術的

価値」「歴史的価値」等々。

→ハードの性能としての物的構成（構造やデザインなど）と、ソフトの価値としての

管理運営利用（維持管理の水準も含む）を組み合わせて細分類を行うこともできる

であろう。

③質を価値と等価とし、価値を「目標設定」として捉える考え方

→建築主、所有者、利用者の属性による分類。「個人部門」「企業部門」「公的部門」な

どによるもの。

→所有形態による求める価値の違い（単独所有・区分所有、賃貸用か自己使用か）。

→目標耐用年数の違い。

④建築用途によって求める「性能」に違いがあるが、その差に現れるものが「質」の要

素であると考察することもできる。

→住宅と非住宅の違い。

→学校、病院、商業施設など、建築計画的に他のものと異なる用途。

→事務所ビルや工場のように、ある目的に特化したものにおける質は、合目的性が強

く意識される。

⑤設計や施工の段階で使う「品質管理」のような言葉における「質」

→完成品がある要求を満足するために与える属性、という意味合いでの「質」ではな

く、それを生産するプロセスでの心配りの違いが結果に現れるというような、定量

化され得ない「丁寧さ」のような意味合い。

以上概観してみたが、建築の質という概念に関しては、それを単に分類する切り口の設

定においてすら非常に幅広い捉え方ができることがわかる。それを踏まえ建築物に要求す

る「質の水準」設定については、目的に対する適切なレベル設定を一意的には言い表しえ

ないことを前提としなければならない。

これは、建築の「質」とは、「性能」と異なり、数値化・言語化が困難あるいは不可能な

もの、ないしは質を受容する側の属性や要求水準に依存する要素が大きい相対的なもので

あるという、ある意味で自明の結論でもある。

3）建築の性能の分類

昨年度は「建築の性能」の分類について、「建築それ自身の性能とそれが他へ及ぼす影
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響にかかわる性能」という分類と、「基礎的に確保されるべき性能とそれを超える価値と

して作られる性能」という 2 つの 2 分法を考えた。

①建築それ自身の性能とそれが他へ及ぼす影響にかかわる性能

・建築物に固有の属性に関する性能＝「安心と安全を提供できるものであること」な

ど、安全性や健康に関するもの

・建築物の作り出す「作用」に関する性能＝「社会的、文化的、環境的に持続可能性

を保持し続けられること」など、建築およびその集合環境全体が外部に与える影響

前者は、目的的な建築の計画によって構築されるものであり、後者は、建築およびそ

の集合環境が形成されたのちの波及効果についての計画を考えるときに想定される性

能である。

②基礎的に確保されるべき性能とそれを超える価値として作られる性能

・防衛的な性能として「安全安心の確保」＝「耐震性、耐久性、無欠陥」など、基礎

的に確保されるべきもの

・積極的な性能として「高度な欲求の充足」＝「高度な機能、デザイン、景観」など、

満足感や社会経済的な側面における価値にむけられたもの

建築の質という定量化になじまない概念を議論する際に問題点として投じられるのは、

建築の有する性能が果たして実質的な価値を社会にもたらしうるものなのかどうか、と

いうことである。価値をもたらさない性能は社会的コストでしかない。したがって、建

築を実体化する際には、社会の側の価値観のありように沿ってその建築に期待される性

能を付与する必要があるということである。そのような合目的的に性能を付与された建

築は「質の高い建築」に一歩近づいていると言えるであろう。

4）建築物が有すべき性能の分類について

前項の議論を受けて、ここでは、社会的な価値観の体系の中から、その価値観にかなう

価値を付与するための属性のうち「建築の性能」と言いうるものを書き表したものである。

①建築物単体に固有の性能について

安全性、防災性、健康への配慮など、人間の生存にかかわる局面における性能におい

て、社会的経済的にその時代の要求水準を満足するもの。

この視点から見た性能については高ければ高いほど良いことは言うまでもないが、現

実には建築物に共通する絶対的最低性能と、規模や用途、使用状況によって選択的に確

保する相対的な性能を区別して考えることが必要ではないかと考えられる。

②地球環境への配慮、まちなみ、建築の集合環境や地域の景観形成等について

その建築が外部に及ぼす作用の点で、社会的に要請される水準を満足するものが考え

られる。その中には建築物が群をなしたときに作られる環境への配慮、すでに作られて

いる環境を維持保全するための配慮も含まれる。密集地域における街区単位ごとの防災

性能確保のように、建築群が総体としてある「質」を確保するという概念も含まれる。

特にここでは、都市計画の領域で扱う「土地利用」的概念と、敷地内の単体建築物を

扱う「建築造形」の中間的なスケール（「群造形」や「地域計画」「空間計画」などとい

われる概念）については、これまで取り扱い方も扱う行政的・専門的主体も定まってい
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なかった分野であるが、社会システム全体の中に新たな位置付けをしていく必要がある

ことを強調しておきたい。

③建築の造形性の価値を扱う性能について

この分野は定量化することが難しく、個人的な評価差も大きいと思われる価値だが、

歴史的・文化的な視点から建築を捉える際には最前線に出てくる価値である。建築の価

値は目に見える性能の総和で形成されるものではないことは誰しも理解できるであろう

が、「造形性」という「目に見える結果」もまた、そこに至るまでの文化的背景という目

に見えないものの働きが大きい。このような「造形的な価値」の評価（空間構成や色彩、

材質などが関係する）は、修練を積んだ歴史家、批評家の判断・批評をより社会に発信

することで「批評の社会化」を図り、相互の言説の総体を質として高め議論を開かれた

ものにする努力が必要である。そしてまた、これは単一の言説のみが価値を決めるもの

ではなく、むしろ評価にかかわる言説自体が評価の対象でもある状態こそが、公平な価

値判断を提供する環境として必須である。

そしてその評価の対象としては、単体の建築物だけではなく、建築物（およびその群）

の作り出す空間環境を統一的に取り扱うことが、社会的な建築とその集合環境の向上の

ためには必要である。

④時間軸を第一の視点において考える性能について

建築物の経年変化から考えた性能。建築物そのものの維持管理が適切に行いやすいと

いうこと、古くなっても性能を満たしつつ風情が増してゆく素材の持つ特性の評価、リ

ニューアルやコンバージョンなど、変化への対応を当初から見込んでいること、建替え

の際の用地確保まで見込んだ計画であること、などを総合的に性能として判定すること

になる。変化への対応を許容できる建築という評価の仕方も可能であろう。

⑤低炭素社会化・コンパクトシティの形成・都市の縮退制御に関係する性能について

今後このような建築物、建築群が求められていることは間違いない。それは少子化・

人口減少が現実のものとなったわが国固有の問題ではなく、早晩全世界が直面する課題

である。しかしどういう建築がそれにかなう性能を有するものと言えるのか、まだ手探

りの状態が続いている。ここで都市域の縮退は必ずしも都市活動の縮退を意味すること

ではなく、都市中心部における複合機能集積を可能にする建築形式が求められる。また

郊外部においては縮退のコントロール手法が求められよう。

⑥特に「人」との関係における建築の性能について

居住者の多様性を許容する「バリアフリー」を総合化して、｢ユニバーサルデザイン｣

の概念を極限まで追求していくことによって、より高い居住性能を獲得できるというこ

ともあるのではないか。ここでは居住者の視点からみたミクロの環境を性能として捉え

ることがまずあげられる。さらに、建築の使いやすさまで含めた総合的なアメニティを

高めることが、この面での性能を向上したことにつながるものとして評価できるであろ

う。

⑦伝統的木造建築を評価する際に「質」と矛盾する性能について

わが国の伝統技術に基づく建築について、法的な耐震性能や断熱性能などで評価する

と「非常に低質である」という結論になることが予想されるが、伝統技術はわが国固有
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の文化であり、これは適切に推奨すべきものでありこそすれ、遅れた技術として廃棄す

べきものでない。また地域によっては、このような原因から伝統工法の衰退が社会問題

になっている。そしてまた、環境的には林業生産-建設-解体-再利用というような循環型

の地域資源モデルも構想しうることからも再び見直されるべき建築のあり方である。

ここでは特に伝統木造建築物とその環境について、物的仕様を項目別に定義する方法

ではなく、それを担う人材に質を担保させるという考え方もあることを提言しておきた

い。

⑧地域間競争という観点から見た都市と建築の価値評価と性能について

「国際的な都市間競争への対応」「国際的に評価される魅力」「人をひきつける力」など、

都市の「競争力」という観点から見たときの建築の価値。国際的都市間競争と語るとき

の性能と、より魅力的な地域づくりのための独自性のある街づくりとでは、目標とする

質が根本的に異なることを念頭におくことが肝要である。ここにおいては、人の体験に

かかわる空間としては、単体の建築物の空間だけでなく、その集合環境の与える空間体

験をも合わせて考えていく必要がある。

この観点から見た場合に、建築は都市活動のインフラと分離した単体の性能を追求さ

れるべきものではなく、それら建築外の諸要素と総合化された、人の創造性を喚起する

トータルの都市システムの一部として性能を考えなければならない。

（B）建築とその集合環境の「性能」と「価値」そして「質」

ここまで建築の質、性能について分析的に論考を重ねてきた。しかしながら、分類と分

析のみで「質の高い建築」の本質を見るにいたることはできないと結論せざるを得ない。

本会では今年度において、平成 21 年度版の報告書内容をたたき台として 2010 年 1 月 12 日

にシンポジウムを行い、このなかではあらためて「性能」と「質」というものの捉え方に

ついて議論が交わされた。また本研究と並行して開催されていた「建築の質の向上に関す

る検討コンソーシアム会議」のなかでも「質の高い建築」と「建築の高い質」の意味の違

いについて議論があったと記憶している。これらの議論を踏まえ、ここでもう一度、建築

とその集合環境の「性能」と「価値」そして「質」の関係について、整理を試みることと

したい（なお、論考を単純にするためこの項では「建築」という言葉を「建築物」「建築と

その集合環境」両方を包含する概念として記述している）。

1）質のよい建築とは

ここでまず「質のよい建築」という概念を導入する。そしてこれを建築というカテゴリ

ー内の価値体系に照らして高い評価を与えられる建築をいうこととする。これは体系化で

きる価値＝性能という評価軸において高い評価を与えられる建築と捉えることとすること

ができる。しかしこれだけでは本来的に「質の高い建築」とは言えない。

2）建築の高い質とは

一方、「建築の高い質」とは、居住者・利用者あるいはそれを体験する関係者から高い評

価を与えられるに至る根拠となる価値、として捉えることができるだろう。すなわち利用

者にとっての利用価値、あるいは関係者にとっての体験価値こそが「質」の本質と言える
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のではないか。そしてそのような質を備えた建築とは、「質のよい建築」の部分集合である

とも言い切れない。これらを踏まえると次のようにまとめることができる。

3）質の高い建築が有すべき性能とは

「性能」として客観的評価の確立していない／しにくい価値である「質」については、

これまでそれを議論の対象とすることがなされてこなかった。しかしながら、建築（とそ

の集合環境）の現在直面している社会的な課題に対して方策を考えるためには、建築が達

成する「質」そのものに取り組まなければならない。少なくともそれを「価値」として議

論の俎上に載せることが重要である。結論として、表記の課題に答えるとすれば、「質の高

い建築が有すべき性能とは「“多様な価値観を持つ主体から、共有しうる価値を持つと評価

される建築、すなわち高い質の建築”が有している性能」と言うことができる。が、ここ

はもう少し論考する必要がある。

建築に限らないことであるが、「質」とは「性能の総和」ではない。物を作っていく際に

は、要素に性能を組み合わせて形態をもたらす際に、それらを結合する過程で「しみこん

でいく何物か」があり、アリストテレスはこれを「アルケー（始動因と訳されるらしい）」

と呼んでいる 1）。物事を要素の集合ではない、ある感情を呼び起こすものにしている何物か、

これが色の集まりを絵画に、音の組み合わせを音楽にならしめている、人間の創造性に基

づく知恵や思想とも考えられる。アルケー+テクトニケー（技術）」が、「アーキテクチュア」

の語源であるといわれていることからも、建築は単なる要素技術の集合体ではないと古代

より認識されていたことが理解できるであろう。2）

性能の話に戻る。「それぞれの主体から価値があると評価」されているのは性能の総和で

はない。物事を分解していくと、見えてくるものと見えなくなるものがあることは直感で

きるであろう。「評価」は、この「見えなくなるもの」を含めて行われているものであると

考えると、質の高い建築の実現にあたって、その要素となる性能の選定のほかに必要な施

策が何であるかが浮かび上がってくるであろう。

その前提に立ったうえで、建築の高い質を実現するための方向性としては、施策展開上

の方向性であるもの（下記 A）、および、建築界の内部において継続的に議論を続けること

が必要なもの（下記 B）、に分けることができる。

A：それぞれの「性能」を向上させ、「質の高い建築」を実現していく手段・方法につい

ては、これまでの建築の法制度の延長線上に安全・防災・居住環境などについての性

能の評価を基礎づけ、体系的に合理化していくと同時に、その評価をできる人材・職

能の確立、そして評価方法や基準制度の体系の確立を目指す必要がある。

B：一方で要素に分解可能な「性能」の追求では獲得できない「質」については、社会的

期待を反映しつつ、そこにおいて建築に関係する人々の職能や制度がどのように活か

されるのか、どういった社会の変革に対する貢献ができるのか、について、継続して

議論する必要がある。これらに対してはその「質」の認知形である「価値」に応じた

利用の主体、およびその利用の形態についてより複合的に、かつ時間的変化を考慮し

て考える必要がある。そして質のもたらす価値の議論については、議論するプロセス

自体の開示性および了解性が必須となろう。
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4-2．「B：建築とその集合環境に関する基本理念」について

ここまで述べたように、「建築の質」を形成する要素には、建築物固有の具備する質とそ

の建築物によって作り出される内外部の空間の質のほかに、複数の建築物が群をなし、ま

た都市空間と一体となった総体として作り出される質、という捉え方があり、社会全体の

福利の向上を考えるにあたっては、両方の質の均衡を図りながら向上させなければならな

い。それゆえ以下「建築に関する基本理念」を考察するにあたっては、個別の建築が群を

なして地域社会と生活・文化・環境を支える社会基盤を形成していく動的な様相を中心に

置き、「建築とその集合環境」（建築・ビルトエンバイロンメント）を対象として論を進め

ることとする。

ここで考察する基本理念は安心・安全な社会と公共の福祉を実現するための「『建築とそ

の集合環境』という社会的共通資本」の必須要素となるものである。この社会的共通資本

は有形・無形の価値を創出する基盤となるものであり、その基本理念は、この共通資本が

市民一人ひとりにまた社会全体に貢献することが可能なものとなるのかどうか、それを通

じて有益な価値をうみだす正の循環を形成できるかどうかという点において、次の時代の

社会の基本構造を決定付けるほど重要なものである。

以下、その基本となる理念について考察する。

（A）「建築とその集合環境」が担う社会の可能性

基本理念自体に言を進める前に、「建築とその集合環境」が可能にする社会的な価値につ

いて考察しておきたい。これを考えるにあたっては、この 21 世紀の初頭である現在が歴史

的にどのような地点にあるか、から考察しなければならない。以下にこの時代のわが国が

直面している諸問題を列挙してみる。

①地球環境問題への対処、巨大災害への対処などの、インフラの老朽化対応などの新た

な制約条件の顕在化

②人口の少子高齢化に伴う成熟社会と都市の縮退、地域コミュニティの再建などの社会

問題の深刻化

③全世界的な視点での、市場万能主義の経済社会運営のひずみの拡大と、知識・情報化

社会への移行を前提とした、パラダイムの転換

④公共セクターと民間営利セクターの限界が露呈しはじめ、新しい公共とその担い主体

の勃興がまたれる状況

⑤多様な課題に対し地域主権の意思決定原則の元で、包括的統合的に解決する施策実行

の必要性と可能性

このほかにも現在という時代を特徴付ける問題点は多々挙げることができようが、これ

らに共通するのは現在が歴史の転換点とも言える大きな変動の時期であることの証左であ
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るということであろう。そうしたなかで国民や地域社会、市民生活のため、また、わが国

固有の文化性を代理表現する造景文化の再生のために、社会的共通資本としての「建築と

その集合環境」を再構築することと、そのための法制度を含めた社会システムの再構築が

求められている。

また、社会全体の持続可能性との関連、およびその文明史的な意味合いを含め考察する

と、「建築とその集合環境」について以下に記すような多様な可能性が浮かび上がる。

1）創造性を喚起すること

既往の第二次産業や単純なサービス産業では、これからの時代の社会を動かす需要は喚

起できない。「知識・情報社会」の到来で、社会全体の創造性が導因となる。地域社会と一

体となったデザイン運動、地域文化と伝統の再生、創造的な市民活動、新たな農や流通の

あり方など、「建築とその集合環境」を通して、社会と地域の創造性を喚起することが可能

であろう。

2）施策統合の象徴となること

社会の大きな構造改革と多様な課題の解決策を見いだすための社会的共通資本としての

価値ある「建築とその集合環境」の再構築の活動を通して、公共・民間を含め、多様な使

命と価値観を持つ主体が協働することにより、様々な社会的な施策を統合する方向に動か

しうる。

3）社会システムを可視化すること

「建築とその集合環境」は、地域に固有の文化や社会システムを体現するものであり、そ

れゆえに新しい市民社会システムが再構築される過程などにおいて、それを可視化し、共

有イメージを形成する役割を担うことができる。

4）新たな都市文化の創発、共発の基盤となること

戦略的な都市形成のために都市・地域に結集する「建築とその集合環境」再構築活動が、

新しい時代状況に対応する地域および地域社会の再生のための戦略的な都市活動・空間形

成の推進を担うことが考えられる。

建築とその集合環境をよりすぐれた形で再構築することの文明史的な重要性について、

EU リスボン憲章では、次のように記述している。

「もし我々が都市内及び都市間の社会的バランスを維持し、その文化的多様性を守り、デ

ザイン、建築及び環境の分野での高いクオリティを確立できなければ、都市は、社会の進

歩と経済成長の原動力としての機能を十分に果たすことはできない。」

歴史の岐路に立つわが国において、建築とその集合環境の再構築を最も優先順位の高い

社会目標に位置づけることの重要性は他言を待たないであろう。

（B）「建築とその集合環境」の基本理念について

これまでの各章において考察したことを踏まえ、また前出の可能性を体現することにむ
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け、理念の体系を建築とその集合環境に関する基本原則である「基本理念」とそこから導

かれる施策・行動の前提条件となる「理念群」の 2 段階に分けて導き出した。

1）建築とその集合環境に関する基本原則である「基本理念」

①建築とその集合環境が本来的に持つ公共性の尊重

②すべての建築とその集合環境は文化性の体現であるという認識

③国民の貴重な財産である建築とその集合環境を次世代に継承していくことの重要性

そして、ここから導かれる施策・行動の前提条件となる「理念群」を提案する。

2）施策・行動の前提条件となる理念群

①基本となる属性と目的

建築とその集合環境はその所有形態にかかわらず公共的な性格を持つものであり、

これに建築の本来的にもつ社会的・文化的意義を合わせて、現在および未来の国民

に対する公共の福祉を実現することを求められるものである。

②求められる質の具備と維持

建築とその集合環境は、場所と時代に対応し、その建築が社会から求められる「安

全」「健康」「環境」に関する質を具備するものでなければならない。またそれを適

切な管理のもとに維持し続けなければならない。

③場所への調和と適切さ

建築とその集合環境は、それがかたち作られる場所に調和し、その空間的な変遷に

対して適切に位置づけられる存在でなければならない。加えて、社会から求められ

適切とされる質を維持し続けなければならない。

④関連諸制度の基本原則

質の高い建築とその集合環境を作り出すための諸制度は、国民一般の理解を得やす

くまた誤解を呼ばないものでなければならない。また建築とその集合環境を豊かな

社会生活の基盤とするための諸施策と連動した、社会的共通資本として整備されな

ければならない。

⑤創造のための必要要素

質の高い建築と、その集合環境を創造するために必要とされる要素は、「人」「シス

テム」「技術」「報酬」それに「時間」であり、建築とその集合環境を実体化するため

の各段階において、関係者はこれらの諸要素が不足なく供給されるよう施策を講じな

ければならない。

⑥国民共通の社会目標

高い質を実現した建築とその集合環境が優良な社会資産として蓄積されることによ

り、国と地域の文化性を体現し、魅力ある都市づくりと、美しく活力のある地域づ

くりにつなぎ、ひいては世界から尊敬される社会を作り上げることを国民共通の社

会目標とする。

4-3．「C：建築とその集合環境に係る関係者の責務および役割」について

建築に関する基本理念を実現し、質の高い建築を作り出していくために必要な関係者の
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責務および役割を考えるにあたっては、2 つの注意点がある。第一点は、現在負っているも

のに対して不連続になりすぎては現実的な対応ができないこと。第二点は、前記にかかわ

らず将来どの方向に導くべきであるかの方向性は、見えている必要があるということであ

る。その点から、行政関係については「地域主権化」の方向、専門家については「権限付

与と責任強化」の方向、建築主・事業主については「責務の明確化」等を基本的な方向と

するべきではないかという意見が大勢であった。また、これら以外の国民一般や地域社会

などについてもその果たすべき役割について論じている。

建築は、質の高い建築を志向する建築主の意向に基づき、建築設計者、建築技術者が適

切な設計を行い、法定の建築手続きはもとより地域の持つ建築慣行との調和を図って確定

し、適切な施工をもって実体化し、その価値を長く維持するよう維持管理されるべきもの

である。その各ステージにおいてよりよい建築の質を目指す主体としての役割が当事者ご

とに存在し、それを確実に果たすことによって社会全体の福利が実現されることを共通の

認識とすることが求められる。

（A）（行政）国、自治体

国は基本理念を法定し、それを実現するための基本的な政策方針を策定する責務がある。

また、関係者の責務と権限を示すことも必要である。それらに基づき、国は建築関連法制

度を基本理念に沿ったものに、かつ国民一般に理解しやすい形に再整備する。地域主権の

原則に基づき、法には国として最低限共通としなければならない原則および性能目標を記

述した法規範を定めるとともに、具体的な施策としては地域の実情に応じた選択が可能な

制度を構築することが考えられよう。その際、地域主権の考え方の中に、NPO、市民セク

ター、社会的企業などの「新しい公共」の担い手の参画も視野に入れるべきであり、それ

についての制度検討が強く望まれる。

また、国は地方自治体がこれらを実行することを助ける施策を講じる必要がある。これ

は、自治体が共同で利用できる建築の評価システムの整備、人材の派遣システムの構築、

標準条例等の整備、等が考えられる。

地方自治体は、基本理念を体現するために、その地域の特性に応じた適切な施策を実施

する。その中には、先に述べた「新しい公共」の担い手を支え応援する施策も含まれる。

一方で、ここで注意すべきは、実現された建築物の最終的な責任を国、あるいは地方自

治体が直接負うものではないということである。国および地方自治体は、法と条例を定め

た事実およびその内容において責任を有するが、建築の最終的、直接的な責任は、建築主

および建築主からの委任に基づいて業務を行う各専門資格者にあるという原則こそが本来

の市民社会の形であろう。

建築確認等に関連することで言えば、地方自治体や民間確認検査機関は、建築主に対し

て建築法令の遵守を求めるのは当然のこと、それぞれの地域の建築慣行の存在を認識させ、

紛争に至らないように指導する役割を担うことが不可欠となるのではないかと考える。

（B）（建築主等）建築主、事業主、投資者、等

建築主・事業主については、基本理念に関する法令に、建築の生成についての第一義的

な責任が建築主等にあることを明示する必要があるのではないかと考える。そのうえで、
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建築主等は専門家等にどのような権限と責任を委譲するかを契約に定め、そのもとで、専

門家等が専門知識を伴う建築行為の主体としての責務を果たす、という構成とすることで、

責任の所在とその果たし方を理解されるようにしたほうがよい。現行の建築士法および建

築基準法は、これらの点に記述が明確でなく、また建築確認と設計責任の関係も国民一般

の理解と法の原則に齟齬があったことが、過去に大きな問題を引き起こしたことから出た

意見である。

加えて、これらの契約に基づき委託を受けた専門家による建築の「企画および設計･監理」

業務の内容が、建築物とその集合環境の質に決定的な役割を果たすことを踏まえ、建築主

等がこれらの専門家に業務の委託をする場合には、無理のない時間を与え十分な対価を支

払うべきである、という点を強く訴える意見が多かったことを付記しておく。

（C）（管理者等）所有者、管理者、等

良好な管理が行われることにより、建築とその集合環境は質を維持することができる。

質を維持する責任は所有者、管理者にあることを明示する。制度的には良好な管理が行わ

れている建築がストック利用の際に優遇されるなど、良好な管理を優遇する施策が必要で

あろう。

（D）（専門家等）設計者、技術者、施工者、管理技術者、等

建築とその集合環境は、事業主等のもとにさまざまな種類の専門家が共同することによ

り実現する。ここで言う専門家とは、法定された資格を有し、その資格の範囲において建

築主等から委任を受けて権限を行使し業務を行うものを言う。専門家は当然の前提として、

その職能によって社会の負託に応え、基本理念を実現することを自らの使命とするもので

なければならない。

この責務に基づく専門家の責任とは、委任された業務に対して法令を遵守し、また自ら

の職能と権限に基づく判断によって委任に応えていることを委任者に説明することを最低

限含むものである。

専門家の共同は、統括的な役割を担う設計者のもとに、様々な種類の専門家が結集する

ことにより機能する。このため、統括的な役割を担う設計者は、必要に応じた様々な種類

の専門家を組織する責務を担う。総合的に建築の質の向上を図るためには、狭義の建築技

術者だけではなく、例えば、都市まちづくり領域の専門家（都市計画コンサルタント等）

や維持管理の専門家なども加えるべき場面も発生するであろう。新しい分野で統括的な設

計者が必ずしも得意ではない分野についての専門家は、統括的な設計者の設計ピアチェッ

ク役とも考えられる。

またここでは、特に「建築士」について、昨年度の報告書に記述したように、現行の建

築士資格は建築関連の幅広い業務を行うための基礎的資格と認識し、将来的には、業務の

実態に合わせた大幅な制度改正を伴うような権限と責任の再構成を視野に入れるべきであ

るという意見が強かった。

さらに専門家等に関しては、職業上の倫理観の確立と堅持を求める意見が強かった。専

門家教育の中にこれらを位置づけ、何らかの形で継続的に検証を続けることは最低限必要

なことであり、そのためには教育機関の役割のみならず、職能者団体等の「自浄機能」の
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確立も必要なことである。加えて、専門職能は公益の代理者として社会から負託されたも

のであることにかんがみ、専門家の倫理観と所属する組織等の論理とが矛盾をきたす局面

においては、専門家としての倫理観を優先することを当然とする価値観を共有することの

重要性も指摘された。

（E）国民・市民の役割

1）国民の役割

国民一般の責務として、住宅を含むすべての建築の質を保ち、よりよい国土と社会資産

形成を行うために、建築に関する基本理念の実現に協力すること、さらにこれらについて

の社会全体の啓蒙活動、および学校教育における建築・街づくりに関する教育活動の必要

性を理解し協力することが求められるとした。

2）地域社会構築の担い手である市民の役割

地域の主要な利用者であり担い手である市民は、国民一般の責務に加え、自らが住む地

域、まちなみを守り育てる役割を担っている。

そのためにはまず、地域の将来像の策定に参画する機会を活用することに加え、地域の

生活環境を損なうと考えられる建築計画などに対し意見表明をする権利の確立と、これを

地域の総意とするための仕組みづくりが必要である。もちろん、このような意見は精査さ

れ、建築規制の基準に組み込まれたり、建築手続きにおける総合的な判断材料となったり、

さらに、当該建築の質向上につながるよう行政がアドバイスする下地となるような仕組み

等を伴っている必要がある。

現実には、新規の建築計画が地域の価値や特性を再認識する端緒となることが多いが、

むしろ普段から地域の建築とまちなみの質向上を心がけ、まちなみの質を高める建築慣行

を共有してくことが、結果として自らの居住利用する地域の価値を高めることにつながる。

端的に言えば、地域住民には地域の将来像をみずから作り上げ、共有し、合意形成に努め

る責務があるということである。もちろん、この活動は、地方自治体や建築関連諸制度と

の連携が必要であることは言うまでもない。

（F）金融機関・投資家などの資金供給セクター等

ここでは特に、歴史的・文化的価値のある建築、ないしは都市の歴史的文脈を伝承する

役割を果たしてきた建築に関係して、都市開発への資金供給セクターの責務と役割に言及

する。

これまでのスクラップアンドビルドの時代では、建築は経年的に価値をなくすものとさ

れてきた。しかしながら、国民の文化マインドが高まるにつれ、質の高い建物、歴史を感

じさせる建物などには無比の価値があるという認識が芽生えてきている。このような建物

を単に築年数で経済価値を評価してしまうと、今日の国民のニーズに反するばかりでなく、

地域にとって他に換えがたい価値のあるものをいたずらに解体除去してしまうことになる。

金融機関、投資家などの資金供給セクターは、既存の建築とその集合環境の質に関わる

価値等を尊重し、その価値を総合的に評価する評価方法を開発し、市場における売り手・

買い手の啓蒙を行い、価値に見合った取引を成立させる役割を担うことが望ましい。この
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ような拡張された価値基準を伴った経済的活動の成立によって質の高い建築を、維持・活

用し、都市空間の品格を高めることによって都市全体の価値水準を高めていくべきであり、

そうした歴史の厚みを持つ都市のみが、創造的な人材を引き寄せこれからの時代の全世界

的な都市間競争において力を集約しうるものであるとの意見が強かった。

4-4．理念法としての「建築基本法」について

ここまでの議論を踏まえ、その議論を建築学会内部からより広い社会的な議論とするこ

と、およびその先に社会のなかであるべき建築の姿を考えるために、ここでは建築基本法

の制定について議論・検討することを提案する。

（A）建築基本法の前提条件

建築基本法において、それが社会的に有為な存在となることの前提条件は次の 2 点であ

る。第一点目は、基本法であることの基本原則に忠実であることである。これは次の 2 項

目に集約される。

①「基本法」を制定する目的は「社会全体における建築分野の位置づけを俯瞰し、建築

に関わる法制度・社会システム全体を貫く理念と関係者の責務を提示すること。

②「基本法」の下に要素ごとの実態規定をする法規を用意する体系を作り、実施に向け

た施策の枠組みを示すこと。

第二点目は「建築基本法」の制定が建築業界内部の問題に矮小化されてはならない、と

いう点である。すなわち、「基本法」の対象分野は社会全体であり、いわば憲法の一部を補

完する国民全体のための法であるから、単に建築分野の法体系整理、建築関係者の相互関

係、責任分担の再構成を促すための作為であってはならないし、そのように受け止められ

ることのないように、ということを常に認識し続けることである。

そのうえで建築基本法の制定に期待することを、以下に記述する。

（B）建築基本法によって「建築とその集合環境」の可能性を開かれたものにする

優れた技術とデザイン力を持つわが国の建築界の人材・学会の知見の蓄積を活用し、建

築基本法に謳われた理念に向かう質の高い建築の実現を誘導することが、この時代の状況

のなかで求められている。しかしながら現行の建築基準法では、制度成立後はそれが制約

として働くために新しい技術の開発・思い切った取り扱いができない状況も存在している。

ここでは、法本来の精神に立ち返り根本的な議論を可能にすることで、時代に応じた新し

い建築の可能性を拓くための基礎づけをする役割を基本法に求めたい。

そのためには「建築とその集合環境が社会資本であるという認識」に基づいた計画、管

理、利用の制度を再構築することと、本報告書 4-2（B）1）に提示した基本理念の原則であ

る「公共性」「文化性」「継承性」という 3 つの観点から建築とその集合環境の質を向上さ

せていく施策が必要である、という認識が共有されなければならない。このことがまさに

「建築基本法」のなかで明確に述べるべき基本理念である。

また、基本法としての必要条件である「その分野の関係者の責務と役割」は、本報告書

4-3．に記述したとおりであるからここでは繰り返さない。
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（C）建築基本法を出発点として繰り広げていくべき施策について

基本法のもうひとつの役割である、当該分野における施策の基本方針の記述については、

本報告書 4-2（B）2）に記述した理念群に基づき、各実体規定法の改正、理念群を実現する

ための社会システムの構築、新たな政策の実施等に向けたプログラムが記載されることと

なろう。それらの詳細を述べることは本報告書の趣旨から離れることとなるのでここでは

記述しないが、本会内部で行われた議論において特に重要とされた点、特に深く議論し、

施策の方向性を見た点について概要を記載したい。

1）美しい「建築とその集合環境」を作り出すための施策

「基本法」は政府の施策に関する基本方針を記述するものであるから、ここではこれまで

の施策から抜け落ちていた分野に目を向けることを考える。

建築基本法およびそれに付随して整備される各法においては、都市計画と建築行為の中

間にあった「まちなみ環境」を施策対象として取り上げるべきである。これは、この分野

全体が量的拡大から質的充実へと、成長の基本概念が転換する時代に合わせた方針設定で

あり、地域景観の美しさは国民の暮らしの場を質的な意味で豊かにする価値だからである。

地域景観はまた、その地域のもつ文化性と秩序感を体現し、市民社会の成熟度の指標とな

るものであり、その成果は国としての存在感を高めて、世界から尊敬される国づくりに資

することとなるであろう。

まちなみ環境を対象とした、空間制御の制度の創設についても検討が必要であろう。そ

れは地方自治体の行政単位をもとにしつつ、一方で NPO や市民セクター、社会的企業が専

門家と協力し、行政が支援して主体となって自らの住環境をデザインし、保全修復し、運

営する「市民事業」を視野に入れながら柔軟なスケール、活動とその結果による建築とそ

の集合環境の質を目指すものが望ましい。

そしてそれを支える制度は、活動の開始から結果に至るまでのデュープロセスの了解性

について考慮されたもので、開示的・参加的であることが望ましいということは繰り返し

述べたとおりである。

2）建築基本法の理念に基づいた新たな建築の可能性を開く施策

一般的な建築物の最低基準を定めた現行の建築基準法は、想定外の建築の実現を排除し、

新たな知見に基づく技術の展開を許容しない制度を形成している。これは建築の基本理念

を実体化するうえで大きな障壁となるものであり、新しい時代の建築のあり方を展望する

にあたっては、建築基準法の想定を超えた思想と技術を許容する回路が社会に内在してい

なければならないことを痛感する。このような建築基準法の適用限界の外に位置する個別

事例について、その是非を検討し、判断を下すプロセスを構築すべきである。これはいわ

ゆる「建築基準法旧 38 条」の単純復活ではなく、建築基本法に定める基本理念に基づく建

築物の存在形式が提案された場合に、高度な専門的知見に基づく判断と、市民社会の合意

によってそれを実現する道筋を設けることである。これは建築の可能性を拡大することに

よって、人々の無限の創造性を喚起する施策である。
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3）建築基本法の理念に基づく新たな建築手続き規定のあり方について

上記のような特別な建築の実現方式は、プロセスとしては必須の存在であるが、現実の

建築プロジェクトはほとんどが従来の建築確認に基づくルートを取ることであろう。建築

プロジェクトの多様性、クライアントニーズの水準の格差の存在を考えると、当面は従来

型の「最低基準+確認」によるシステムと、理念の延長に高度な目標を実現するためのシス

テムすなわち全体の質的水準向上を図る「二段構成」をとるのが現実的と考えられる。

しかしながら、複雑になりすぎた建築関連法体系を整理し、建築の可能性を社会に敷衍

するためには、建築確認のあり方自体を換えていく必要がある。単体規定はすべての建築

物に共通する基準とその他の基準類に分割し、将来的にはその建築ごとに目標とする「質」

に合わせ基準類を弾力的に運用する、という姿が理想的なのではないか。またその基準と

して研究、検証の最新の成果が反映しやすい学会規準、アカデミックスタンダード等を活

用することを考えることが望ましい。また、高度の知見を有する専門家の力を活用するこ

とや、地域特性に左右される部分は条例に委ねる分野を拡大することを検討すべきである。

これらを現行の建築確認手続きの将来像として考察すると、次のような形が見えてくる。

①単体規定のうち、居住者の生命身体の安全に関係する規定（絶対的規制項目と呼ぶ）

は、現行の確認制度の延長である第三者性を堅持した専門家による確認を継承する。

②それ以外のいわゆる長期的なあるいは選択性のある環境性能や、財産保護に関する規

制項目（相対的規制項目と呼ぶ）は、専門家である設計者の判断に委任する。

③集団規定については、計画段階で地域のまちなみ環境への阻害がないことを自治体が

総合的に認定（ないしは認可または許可）する制度に移行する。

これらは覊束行為である建築確認一本の現行制度から、規制対象の性格に沿った手続き

規定への転換である。単体規定の分割は、基準類の柔軟運用が可能になることから、スト

ック活用の進展にも効果があるであろう。第 2 項目目の「専門家への委任」については、

現行建築士制度のなかでもいわゆる 4 号建築物などで一部取り入れられているものである

が、それを一般建築物にまで拡張するということであれば、そういう社会的責任を負担し

うる新たな専門資格を設けることも視野に入れるべきと考える。また、第 3 項目の「まち

なみ環境」に関する適合性については、著しく影響が大きいと思われるもの、ないし規模

の大きな建築物においては、市民が関与できる仕組み（例えば公聴会などの）を作ること

も視野に入れるべきである。

4）建築基本法と都市・郊外・農村地域空間の再構築について

ここまでの議論では、主として都市域における建築とまちなみをテーマにしてきたが、

人口減少社会にあっては郊外と田園の放置と疲弊・衰退と荒廃が静かなる脅威となって都

市を覆うこととなる。都市計画のコントロールの及ばない農村部・郊外外縁部などに、建

築的にも地域空間的にも低質な建築物群を侵食させると、地域環境に回復不能なダメージ

をもたらす。逆に農村部の建築物群の中には、世代を超えた継承の価値がありまた実際そ

うされてきたものが多々あり、これらを地域共有の資産として生かし続ける方法も作り出

したい。また農村部・郊外外縁部の空間利用については、建築物の有無に係らず雑用地化

をとめなければならないし、郊外に散見されるようになった遺棄建築（その多くはロード

サイドショップであろう）による地域環境の荒廃を食い止める手立ても必要である。しか
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しながらそういった地域の空間価値の劣化による地価下落はまた、新たな地域空間の再構

築に可能性を開くものでもある。その可能性を旧弊が閉鎖しないための役割を建築基本法

に付与したい。

言うまでもないが、これらの問題は建築分野にとどまるものではなく、所有権制度や税

制など国民生活上の基本的な権利義務関係の全体に関わるものである。これらの総合的な

関連付けを行うためには、まず当該分野において、都市部と農村部の空間制御に関する一

貫した理念と方針も提示する必要がある。これらに導かれる都市と農村の空間を再構築す

る制度は、国土全体を再生するため、土地利用、開発・保全、そして利用後自然の状態に

還していくプロセスの一体的制御が考えられたものでなければならない。

現行の法制度の延長で考えるとすると、都市計画法は国土利用計画法と統合して「都市

田園計画法」とし、基礎自治体において、総合計画と一体化して、市民参画の計画作成、

地域資源の循環と産業創成、議会決定の仕組みを盛り込んだものとする、という考え方と

なろう。

この場合の選択肢としては、次の 3 つの形が考えられる。

①都市計画法と国土利用計画法を一体化して、市町村をまたぐ広域圏での土地利用・環

境保全を計画化する。

②上記に加え、総合計画を含んだ都市田園（総合）計画法とする。この場合、広域自治

体連合による「都市田園計画法」による計画と基礎自治体の総合計画の整合性を如何

に図るか。

③自治体における条例などにより、都市田園計画法と総合計画を一体運用する枠組みを

定める。

などである。繰り返しになるが、このような計画系の制度とともに財産・税制関係の制度

も連動することで、施策に実効性をもたらすことができるものであり、この点からの検討

が急務である。

さらに言うと、現行制度のなかでは想定されていないつぎのような事項について検討を

すすめるべきであろう。それはいわゆるソーシャルビジネスの企業や NPO、市民セクター

などと専門家等の協同による、新たな地域利用セクターの可能性についてである。これは

地域の関係者自らが主体となって地域環境をデザインし、保全修復し、運営する「市民事

業」とその主体である「新しい公共」の担い手の登場の可能性を想定したものである。自

治体財政の制約が地域の荒廃に直結する可能性が現実のものとなる直前に食い止めるため

にも、これらの新たな地域再生主体と手法について、国土計画上の位置づけや地方自治体

による支援システムなどの検討も課題となるであろう。

（D）「建築とその集合環境」の質に関する国民的議論にむけて

「建築基本法」制定の提案は、「建築とその集合環境」の質に関して国民的な議論が行わ

れることへの期待をも含む。ここには建築やまちなみに関する議論に派生して、これまで

国民的な議論に付されたことのない主題がいくつか登場する。たとえば「数値制御に頼る

ことのできない施策を専門家の知見と民主主義的なルールのバランスによって実施してい

く試み」「憲法に保障された個人の財産権と、公共の福祉の構成要素である居住環境のアメ

ニティの関係」「社会資本としての建築物の位置付けと建築主の責務」などである。これら
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の議論を進化させ、国民の理解とともに「建築基本法」を制定することは、建築社会の前

進にとどまらず広く国土空間全体の制御に関する「新しい公共」の概念の定着に及ぶであ

ろう。これはまた、それによって建築を含む社会資産の選択的活用を実体化することを通

じて、持続性の高い「ストック化社会」への移行による豊かな社会の実現など、国民に共

通の新しい社会目標につながることが期待されるものである。

（本章全節 文・新堀 学、黒木正郎、編・黒木正郎）
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■おわりに

わが国における建築のあり方およびその制度に関しては、多くの課題が存在しており、

加えてそれらは現実の経済社会のなかでお互いに関係をもっているがゆえに、課題の抽出

や分析が、直ちに課題の解決を示唆するものとはならないことは、本報告書においても明

らかにされたとおりである。基本的命題として建築の質の向上を期すには、「建築に何を求

めるか」という点においての国民ひとりひとりの価値観の変革が不可欠となるが、そのた

めの社会規範の醸成を、専門家が率先して展開することなしには、もたらされるものでは

ないことも明らかである。

わが国においては建築の専門家もまた国民自身も、戦後の長きにわたり量の確保が豊か

さにつながるとの認識を目的意識として持ちつつ、効率化と経済活性化を後ろ盾に、建築

の質としては最低基準をよりどころとする社会規範を現実のものとして展開してきた。し

かしながら、これからの少子・高齢化社会にあっては、持続可能性の取り組みと建築のも

つ社会資産的価値の認識こそが新たな規範として形成されなくてはいけない。そこでは、

すでにさまざまな局面において学術・技術の連携のもと、技術展開が建築の個別課題への

貢献の成功例を多く示して来たものの、それは短期的視野から見た場合のことであって、

群としての建築の構成するまちなみ景観形成や、すでに存在する劣化した建築の更新と言

った中長期的な問題に対しては、これまでのような個の努力による実践では限界があるう

えに、既往の個別課題解決型の社会制度が強く立ちはだかっている現状がある。

今まさに、専門分化した高度技術社会において、持続可能で質の高い建築･まちなみの実

現を可能にするためには、専門家の能力の総合的運用のための新しい制度づくり、そして

その運用を長期的視野のもとに可能とする、多くの関係者の合意形成のための新しい制度

づくりが必要となっている。これを、その実現に向けて専門家の総合的能力の発現に期待

を託することを社会制度として確認することとともに、国民が広く建築の理念を共有する

ことによって実現したい。それは建築学の成果であるとともに、新しい価値観に基づく新

しい時代の展開に向けた社会の方向性を示すこととなるであろう。

本報告書において明らかにした、わが国の建築の質を向上するための多くの課題は、本

質的な部分において、成長を社会目標として進む多くの諸外国にも共通する、ある意味で

文明史的とも言える課題である。ここに根源的な解決策を提示することは、社会構造の変

革を世界に先駆けて体験するわが国の責務でもあり、強く期待されているところでもある。

わが国の建築界は、これまでにも増して高度な実践能力を身に付け、さらには地域社会の

合意形成に主体的役割を果たすことのできる人材をより多く輩出することを可能にするた

めにも、今後、日本建築学会を中心にさらに議論を重ね、社会に向けて有効な提案を発信

すべきである。本報告はその一翼を担うものであると確信する。

（文・神田 順）


