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図-1.確認件数と概算の完了検査率 

（概算＝検査済件数/当該年度の確認件数） 
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 We have The Building Standards Low which has Lower limits of Safety and Inspection systems to guard peoples from heavy 

rains and fires. But we lost many peoples by earthquakes for buildings in violence. Reason is simple. The first reason is neglect of 

Inspection systems. The second is houses constructed by the old standard.  The third is no-cared houses. After 

Hanshin-Awaji-Earth-Quake, we moved to achieve 100% inspection. And we are succeeding. And to overcome the second and 

the third reason, you can find first penguins. Yes we can establish Japan guarded by The Building Standards Low before long. 
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大阪北部地震では、小学生と見守り活動の男性をブロ

ック塀の倒壊で失った。悔しさと、虚しさがこみ上げる。

何ができて、何ができていないのか。 

１．最低限の建築安全が検証できる時代 

松本は建築物の特性(品質が目に見えない、不可逆性な

ど)に着目し、政府規制としての法定検査の意義を指摘し

たi 。350万都市ロサンゼルスの建築安全局は、500人の

インスペクター職員を擁し、行政が検査を行うii 。 

建築基準法（以降、基準法）は最低基準を定めて台風、

火事などから庶民住宅を守る眼差しを持ちiii 、着工・棟

上げ・竣工時の検査も議論しiv、「検査が行われなければ

一般庶民建築の質的の改善面はゼロである」という検査

重視の意図vと方針viで始まった。経済発展に追い付けず

ザル法化し、違反建築物が族生したが、大震災で違反建

築が被災した教訓から建築社会の再構築が進み、整備段

階での適法性の証である完了検査率 100％実施（＝新し

い違反ゼロ）を目前にするまでになった。 

１-２．完了検査を重視できなかった時代 

基準法は、臨建規則の監視官を建築主事に移し、機関

委任事務で始まった。特定行政庁（以降、特庁）は激増

する確認審査に追われ、検査率は最低 18％（図-1）を記

録。裁量行為の違反対策は、“ほどほど”にされた。 

１-３．建築安全の指標としての完了検査率 

1998 年基準法改正は、建築主事だけでは無理と、「確

認・検査の民間開放」を行い、検査主義に立ち返って中

間検査を導入した。「1999.4. 住宅局長通達 建築物安全安

心推進計画について」は、中間検査の徹底・完了検査実

施率を年度目標に掲げ、行政・建築士・施工者などによ

る協議会方式の運動を求めた。出来てしまった違反の

100％是正は不可能で、「ふらふらしていた」違反対策の

現場は共鳴し、完了検査率は 90％を超えた（図-1）。 

１-３．完了検査は 100％実施できる原理 

筆者は、神戸市違反対策室長の実務経験を単行本viiに

まとめ、特庁奈良県・八尾市などが完了検査率を概ね

100％にした事例調査を加え、実質完了検査率 100％を達

成するには、全ての未申請物件について現地追跡・電話

照会などを通じて工事の進捗を把握することが不可欠で

あるため、工事監理者などに検査の意義を説き、未受検

理由を聞き出し、検査未の申請が罰金対象であることを

教示する“受検指導”機会を生み出すことから、「受検督

促効果」が内在する、即ち、完了検査は 100％実施でき

る原理があることを明らかにした viii。続いて、北海道

と埼玉県内の全特庁、京都市・旭川市・北見市・能美市

などが「概ね 100％」を続けていることも明らかにしたix。  

新しい違反は減り、古い違反に対し「安全性重視型」

政策を採用する特庁が現われた。  

１-４．完了検査が不動産の法令遵守の証に 

(1) 基準法適合状況調査のためのガイドライン 

2009年、旧国鉄官舎をリファイニングした「田川後藤

寺サクラ園」は、検済のない建築物について指定確認検
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Ａ＝全住宅戸数 

Ｂ＝1981年以降に建設された住宅戸数 

Ｃ＝1981年以前に建設されたもので、十分な耐震性能を有するものや耐

震改修されている住宅戸数 

Ｄ＝耐震性が向上するリフォーム工事により地震に対して一定の安全性

が確保されている住宅戸数 

図 2. 耐震化率の算定式 

 

図-3 建築時期ごとの耐震性能が不足する住宅数(推定) 

 

図-4 京都市の耐震化実績値 
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査機関を活用して基準法に適合させた第一号とされるx。 

2011 年、田村xiは、検査済証のない建築物の確認申請

を可能にする制度として「既存建物レベル認定制度」と

「ストック確認制度」を提案した。 

2014年、豊島区が「既存建物の調査・通知制度」を施

行。完成当時の法令に適しているかを、区が検査するこ

とによって、戸建が危険家屋化することを防止する。 

2014 年、国交省は、「検査済証のない建築物に係る指

定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のた

めのガイドライン」を発表した。「ここまで来ましたね。」

という声が確認検査の現場から聞こえた。特庁からは、

「手続き違反を免罪するのか」という反対もあったが、

ストック活用は国家的な命題になっていた。 

堺市にある緑道下の家は、空き家の適合状況調査を実

施、建設時の溶接不良など違反箇所を是正して既存不適

格に復旧し、耐震化・用途変更・増築の確認申請をして

公費助成要件を満たし、シェアハウスにリノベーション。

検査済証のない建築物には違反がある場合がほとんどで
xii、活用には大変な手間がかかることを事例で示した。 

 (2)検査済証が無いと、不利益が及ぶ恐れ 

2018 年 4月施行の「改正宅地建物取引業法」により、

「重要事項説明書」に検査済証の取得年月日と番号を記

載することが義務づけられた（検査済証が取得されてい

ない場合は、その旨が記載される）。違反対策という限ら

れた分野での取り組みが、不動産コンプライアンスに組

み込まれた。 

※完了検査率が向上した理由に「住宅ローンの際に銀行など

が検査済証を求めるから」とする意見がある。しかし、銀行な

どにとって検査済み証は必須ではない。国交省が発表した「H26

年度 民間企業における検査済証等の活用状況に関する調査」に

よると、「原則活用」「必要に応じ活用」と回答したのは銀行95

社の約 7割だ。完了検査率が向上した理由は、住宅ローンの際

に銀行などが検査済証を求めるからではないことが明らかだ。 

２．耐震性を高める戸建てリフォーム 

住宅の耐震化率目標を巡り、“ゆらぎ”を見せている。 

２-１．国の耐震化率算定式の“ゆらぎ” 

(1)新耐震以降の住宅にも耐震性のない物件 

国が定めた耐震化率の算定式（図-2）は、分子「Ｂ」

即ち、「新耐震以降の住宅は耐震性能を満たす」という前

提であるが、実態はどうか。 

(a)違反建築物の存在 

1981（新耐震）～1998年の完了検査率は約 30％に過ぎ

ず（図-1）、窓を開けておかないと台風で倒壊の恐れさえ

取りざたされた。阪神・淡路大震災/熊本地震で倒壊した

住宅に違反物件が含まれていることが報告されている。 

(b)劣化による耐震性喪失 

熊本地震の倒壊建築物に構造部が腐朽で無くなってい

る事例が報告されている 。 

(c)新耐震の住宅でも耐震性能が劣化 

佐藤は、住宅・土地統計調査に基づき、新耐震以降の

住宅でも古くなっている 230万戸の耐震性能が悪化して

おり、（図-3）震化率が 100％でないことを示し、建築時

期によって耐震改修工事支援対象を選別することは適当

でないとする 。また、京都市建築物耐震改修促進計画

(2007年)は、新耐震基準を満たす住宅・建築物の耐震対

策も，今後の検討課題とした。 

(2)「住宅倒壊から人命を守る」政策の登場 

京都市は、「手軽にできる耐震性を向上させリフォーム

工事の推進（まちの匠）」を創設し、従来の耐震改修助成

制度から飛躍的に利用実績が拡大した実績（図-4）を継

承して、京都市建築物耐震改修促進計画（改訂版）は、

算定式の分子に「Ｄ」＝「屋根を軽くする等の耐震性が

向上するリフォーム工事」を加え、「“いのち”を守る」

独自の算定式に移行した（図-2）。 

新たな「住生活基本計画（全国計画）」は、「耐震化リ

フォームによる耐震性の向上」を掲げた。 

(3)耐震性の劣る戸建て住宅の建て替え助成 

耐震化率をリードしているのは建替えだ。新たな「住

生活基本計画」は「耐震性を充たさない住宅の建替え等

による更新」を掲げた。 

３．基準法による戸建て管理サポートの可能性 

完了検査率 100％、耐震化を達成しても、戸建住宅の

管理を怠って耐震性を失うのは勿体ない。 
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福岡沖地震、熊本地震、大阪北部地震でもブロック塀

の倒壊による死者が出ており、身近な塀は「凶器」にな

りかねない。老朽化し当初の強度を失った塀も多いとみ

られるが、戸建住宅は定期点検の対象外である。 

戦前は庶民が借家に住むのが当たり前で、大家さんは

管理のプロであり、借家人には大掃除という習慣が住ま

いの点検の機会であり、戸建て管理が機能していた。 

現代はどうか。1985年頃に、我が国の持ち家社会が完

成したといわれるが、戸建管理は自己責任に委ねられ、

法的に守る仕組みはない。 

筆者は、博士論文において、基準法と士法に「登録建

築士」を設け、10年毎に柱・梁の点検を行うこと、及び

確認済証交付時に「戸建て住宅保全計画作成の手引き」

を配り、完了検査申請書に「戸建て住宅保全計画書」の

添付と同副本の保存を義務化する提言を行った。 

専門家による定期検査には、瑕疵を発見し、改善する

効果があるから、違反の改善も期待できる。 

３-１．戸建て管理を実現した住宅事業者 

西岡（伊丹 ）、大橋ら は、住まいの「つくり手」がラ

イフサイクルに渡って「住まい手」を支援することが現

実的で効果的だとする。以下に、筆者が、行った戸建て

管理をビジネス化した住宅事業者の調査結果を記す。 

(1)かしの木建設（千葉市）  

年一回、大工が手分けして全顧客を無料点検に廻る。

事前に住宅チェックシートを顧客に送り、記入してもら

い、1 万円修繕工事チケットを渡し、建築主に自主点検

を促している。経費に近い受注に結びついているという。 

(2)日本戸建管理(大阪市)   

一軒毎に、相談先の工務店を選定し、年 1回の点検・

長期修繕計画・見積り・住宅履歴作成を行う「家ドック」

システムを開発した。月額 1,000円の会費は割引サービ

ス券となる。当座の仕事を取ることに熱心な“狩猟系”

リフォーム事業に対し、2 年３年後に受注できる“農耕

系”を提起している。なお、工務店には加盟料が必要。 

(3)日置建設（明石市）  

基準法の範囲で建てる住宅も、住宅履歴を標準仕様書

に加え、npo住宅長期保証支援センターに預ける。 

(4)ＪＩＯ優良住宅オーナーズ倶楽部 

㈱日本住宅保証検査機構（JIO）が運営。瑕疵保険の対

象である新築住宅の所有者が加入（積立型火災保険への

加入、住宅履歴情報蓄積サービスの利用が要件）。５年目、

７年目などの維持保全点検（構造・防水・設備）を実施。 

(5)住まいの維持管理サービス「どんどん」 

住宅管理ストック推進協会が運営。３年に１度、ホー

ムインスペクションを実施。一邸ごとのデータベース構

築。情報サービス機関への登録・蓄積・更新。半年毎に

定期管理報告書を消費者へ提供。 

３-２．基準法で戸建管理を支援する仕組みの検討 

(1) ホームドクター 

戸建住宅の定期検査をビジネスとして引き受け、居住

者の維持管理を支援する事業者が存在することが分った。

広原ら、伊丹、大橋、神田xiiiらが提案してきたホームド

クターを建基法で支援・育成し、その上で第 8条（維持

管理）を改訂し「住まい手」に定期点検を義務化するこ

とが考えられないか。 

(2) 「家検」制度 

室崎は、10年毎に「家検」を受け、耐震性が欠けてい

るものについては修理を義務付ける「家検」制度を提唱

した。「家検」を受けていると、その間は固定資産税ある

いは保険料が減免になり、さらにその間に被災した場合、

その再建もしくは修理費用の一部を国が補償をする、メ

ンテナンスの文化ができる、そして倒壊家屋が減ること

になり、震災後の公的な出費も減ることになるとする。 

(3)国土交通省への意見書 

金井xivは、「建築法制度上の維持保全の努力義務（８条）

は、ほとんど、精神論に過ぎず全く実効性を持たないこ

と、利用段階でも、本来は適切な機能の現状維持を確保

するためには、何らかの人為的変化(＝手入れ)が本来は

必要であり、これが管理(メンテナンス・リフォーム・維

持補修・改修など)と呼ばれるのであろう。特定関係者の

みが利用する建築物であっても、その機能を現状維持す

るための最低限度の維持管理行為を動機(義務)付けるこ

とが必要であろう。」という意見書を提出している。 

古阪xvは、「所有者等に、基準法上の維持保全の努力義

務、民法上の土地工作物責任（717 条）があることを周

知・啓蒙する必要がある。所有者等の法的な責任に関し

て、無意識・無知・故意等様々な状況が考えられる。や

るべきことは、これらの点に関して、どういうことが問

題なのか、法的責任をとらなければならないとはどうす

ることかなどを『法令遵守ガイドライン』をだすなどし

て所有者等に周知し、その後、法的責任を課することを

徹底する方向に誘導すべきである。」と意見書を提出した。 

３-３．維持管理を普及させる住宅政策 

2009年度から始まった長期優良住宅の認定戸数は、毎

年の戸建ての約 2割を占める。建基法を上回る耐震性、

維持管理・更新の容易性、可変性などを求める（コスト

アップ）代わりに、住宅ローン減税・固定資産税などが

軽減され、補助金もでるメリットがある。国は、長期優

良住宅と長期優良住宅化リフォームを普及し、進維持保

全が当たり前という風潮を普及しようとしている。しか

し、基準法で建てられる戸建は、マンション等と違って

定期報告の対象外であり、法で守られていない。 

法第 8条は努力義務規定だから、「戸建て住宅の維持管

理に基準法を使うのは、むり。基準法はそんなに立派な

法律ではない！」とされる。しかし、基準法と住宅問題

のつながり、維持管理が基準法上の義務規定だった時代

に立ち返ると、基準法に求めうる理由が見えてくる。 

３-４．建築規制に込めた庶民住宅への眼差し 

(1) 関一が提案した住居監督制度 

関一はxvi、「都市計画の目的は、我々の居住する都市を
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図-5 違反対策の実務と環境整備 

 

『住み心地よき都市』たらしめんとするに在る。故に都

市改善の計画は住宅問題と内容実質において、不可離関

係を有すべきである。」と書き始め、住宅問題に対処する

方策として住居監督制度及住居法を提言した。即ち、「住

居監督制度は住居の取り締まりのみを目的にするものに

あらずして其機能は、はるかに広汎である。（一）住居の

現状を調査し、その衛生上の弊害又は建物の欠点ある場

合には、その除去の方法を講ずること（二）完全なる建

物がその使用方法によりて不良なる住居と変ずることを

予防すること」と 。 

(2) 西山住宅計画学と、建築行政の接点 

1937年に西山夘三と対談した内藤亮一は「住宅問題に

ついて建築家の怠慢は免れない」と語り、西山は「建築

生産の９割以上を占めている住宅が全く放置されている」

と応じたxvii 。内藤は建築指導課長に帰ると、庶民住宅

への眼差しをこめ基準法をつくる。住宅計画学と、基準

法が、庶民住宅への眼差しを共有していた。 

(3) 基準法をパートナーにしなかった住宅建設法 

しかし、1966～2005 年度に至る住宅建設五ヵ年計画

に基準法という用語は登場しない。公営住宅の入居基準

にも達しない層は、ザル法と化していた基準法の外にさ

え捨ておかれ、密集市街地を生んでしまった。唯一、住

宅金融公庫融資付き住宅が大震災の際に被災割合が低か

った。低利に融資する条件に独自の設計基準・中間検査・

完了検査を技術的制御手段とした効果と言われる。 

(4) 基準法を制御手段に採用した住生活基本計画 

2011年（住生活基本計画）に、基準法上の接道緩和措

置を住宅政策として密集市街地整備のツールに採用した。 

３-５．基準法第 8条と 10条の考察 

基準法立法直後に内藤亮一らが監修した建築基準法令

解説 は、「第９条は、建築工事にともなう違反であり、

法第 10条は、既存建築物または建築物の維持を怠ること

によって生じた場合についての規定である」と解説する。

法第 8条は、維持管理を怠れば第 10条に基づき是正命令

の対象にもなりうる義務規定だったことが分る。1959年

法改正で集団規定の運用上から「既存不適格」の縛りが

加えられた に過ぎないから、単体規定に関して 1959年

法改正前に戻すことは法の継続性と矛盾しない。 

2018 年の基準法改正では、（保安上危険な建築物等の

所有者等に対する指導及び助言）第 9条の４改正により、

既存不適格建築物に限ってではあるが、維持保全に関し

必要な指導及び助言をすることができることとなった。

戸建て住宅の維持管理についても、活用が期待される。 

 

４．違反対策の実務と環境整備 

特庁の違反対策担当課には、「違反は厳しく取り締まれ」

という建前と、「俺の家を自由に建てて、何が悪い」とい

う本音が寄せられる。構造計算書偽装事件の直後、筆者

は、違反対策の哲学を求められ、「違反対策の実務と環境

整備」を構想し、模索を始めた(図-5)。 

わが国には違反建築に関する研究者が見当たらない。

巽和夫京都大学名誉教授を訪ねた。「建築と社会という観

点で考えると、社会的に貧しいところに取り組むことが

建築学の立脚点である。建築違反をなくしたい。これを

解決できなくて、何が建築学か！」と 2002年の古希を祝

う会で挨拶をされていたからだ。巽は、1983年xviii「『優

れた建築をつくる』のは、恐ら建築研究者の共通の研究

目標であろうが、『優れた建築』の内容も『つくる』行為

も現代社会のなかでますます多様化してきている。」とも

語っていた。 

基準法の効果で「違反を無くす」ヒントを得たい一心

で、研究者の提言・提案を探してきた。 

４-１．構造を巡る基準法改正の提言 

最低基準を定めた基準法が、市場標準もしくは最高基

準として扱われている。構造技術者がマンション事業主

に基準法以上の耐震性を備えた企画を提言しても、相手

にされないという。 

尾池xixは、「うまい食べ物ものが食えて、おいしいお酒

ができるのはいい水が破砕帯から出てくるところ。伏見

の酒は桃山断層から出てくる。動くのは 2,000年に一遍

ぐらい、10秒ぐらい。『思い切り頑丈な家』をつくり 10

秒だけを乗り切る。これが変動帯に生きる人間の考える

知恵です。」と語る。「思い切り頑丈な家」は、アジェン

ダ 2030が求める「強靭な居住環境の構築」を思わせる。 

佐々木らxxは、「基準法に定める耐震性能を１とした時

「住宅品確法における耐震等級 2(基準法の 1.25倍)、耐

震等級３(基準法の 1.5倍）にするコストはそれぞれ 1～

3％、3～5％にすぎない。」から経済的に無理ないとする。 

東京財団xxiは、「最低基準を標準規準へ」と題し、「法

上の最低基準を標準規準へ転換し、＋２～－２までの耐

震等級の幅を定める（その際、－２が基準法における基

準とほぼ同等となるように設定する）。設計者は建築物を

設計する場合、建築主にこの等級を明示し、各等級の地

震被害リスクを説明した上で事前に同意を得なければな

らないものとする。」と、提言する。 

辻は、「設計者、主事、大学教員が、設計法の全貌を理

解できないことこそ、極めて危険であると考える。現実
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図-7 27人乗りエレベーター 神戸市交通局提供 
 

図-6敬念寺（2010年 落慶法要）Copyright ©山本写真館 

的な措置は、難解な検証法を直ちに法規制から撤廃し、

今までの震害教訓を盛り込んだ震度法、許容応力度計算

体系に回帰することである。誰にでもわかりやすい、明

快・骨太で簡略であり、手計算で可能な検証法に戻すこ

とが、喫緊かつ根本的な解決策であると考える。xxii」と、

構造計算の見える化を提案する。 

４-２．省エネ住宅の多様性 

建築物省エネ法の施行後、窓の小さい住宅が、目立つ

ようになった。しかし、8 月に伊志嶺敏子氏設計の宮古

島・公営団地を訪れた時、驚いた。「遠くから聞こえてく

る潮騒。心地よい湿気を孕んだ風xxiii」が部屋を通り過ぎ

る。魔法瓶住宅だけが省エネ住宅でないと五感で感じた。 

松原市にある 1972年築の登録文化財・田中家住宅は、

冷房なしでも過ごせる省エネ住宅だ。近くにある敬念寺

（図-6）は、（宮大工）川人良明氏の伝統構法を限界耐力

計算と検査済証が支え、300 年前の四方柾の栂の尺柱・

虹梁を再利用して再建された。「平成の御殿ができた。村

の宝だ」と稚児行列が練りだされる。 

４-３．補完の連鎖が途絶えない仕組みの構築 

構造計算書偽装事件の後、2006 年 3 月、建築学会は

国土交通大臣へ「耐震強度偽装事件の再発防止に向けた

要望」を提出した。建築学会は、「建築生産の上流から下

流までの、補完の連鎖が途絶えない仕組みの構築に関す

る調査研究などについて早急に活動を開始する。」と決意

を表明した。2007年には、「信頼される建築をめざして」

を出版する。しかし、その後も、主筋不足超高層マンシ

ョン、設備スリ－ブ間違い億ション、横浜の傾斜マンシ

ョン事件、新国立競技場建設、豊洲市場、高槻市のブロ

ック塀倒壊など、信頼を揺るがす事件が絶えない。 

４-４．ブリーフ 

建築品質を決定する上で建築主の果たす役割が決定的

である。ブリーフとは、建築主が、建築物の内容、性能

や機能、敷地・財務などの制約条件や情報を設計者に伝

達する文書である。欧米では、当然のように行われてい

る。ブリーフには、違反建築物を防止し消費者を守り、

設計者を守り、都市景観を創り守る側面が指摘される。 

学会は、「より良い建築をつくるための提言～建築企画

書（ブリーフ）の活用に向けて」を提言。2015年、木俣

らは、「『ブリーフ』による建築意図の伝達」xxivを刊行。 

1968年、神戸市長は、学校開放を発展し、学校を中心

とした空間構成を意図的につくり“学校公園”と名づけ

た。この市長ブリーフが小学校建築の傑作の一つといわ

れた「神戸市高倉台学校公園」の実現の背景にある。 

2016年、構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会

は、「建築主は、建築物の内容、性能や機能、敷地・財務

などの制約条件や情報を設計者にブリーフで伝達し、記

録に残すことが重要である。」として、法第 6条（確認申

請）の添付資料にするなどの制度化を取り上げた。 

傾斜マンションに関し、「マンション業者は、大量に仕

入れ、『既成杭を使え』と指示した？」と懸念の声xxvがあ

る。敷地を見ると、旧鶴見川の河川敷で、支持地盤の高

低が激しいから、構造技術者にはベノト杭などの場所打

ち杭を指示すべきだったと感じた。新国立競技場建設、

豊洲市場についても建築主の失敗が指摘される。 

４-５．神戸市営地下鉄のストレッチャー対応ＥＶ  

 公共交通移動等円滑化基準は 11 人乗りエレベーター

(車いすが転回できる 140×135 ㎝以上の大き)だが、

「Tokyo 2020アクセシビリティ・ガイドライン」 は IPC 

基準を採用し、24 人乗りを推奨基準（ 210× 150 ㎝）

に、17人乗りを標準基準（170×150㎝）としている。 

 2001年開業の神戸市営地下鉄海岸線は、消防の要望で、

改札口の近くに、ストレッチャー対応ＥＶとして 27人乗

りエレベーターを全駅に設置している(図-7)。 

 ４-６．デザインの見える化 

国民は建築安全だけを求めているのではない。藤村は
xxvi、丹下健三の国立代々木競技場、妹島和世の金沢 21

世紀美術館のデザイン法が模型に重要な役割を与えてい

ることに注目し、「超線形設計法」という設計法を編み出

した。関係者が「模型を囲んで」すすめれば、設計が完

成するまでの流れが目に見えて、満足のいく建築を造る

ことができるという。但し、そのためには、５つの約束

を忠実に実行しなければならない。設計プロセスが可視

化され、周辺住民や利用者の参加によって、よりよい成

果を生むやり方は、多数決ではなく包摂を旨とした民主

主義のあり方を建築的に示ものだと主張する。マンショ

ン、事務所ビル（図-8）、戸建て住宅、集会所などの実績

に立った提案なので、説得力がある。 

４-７．[ de- sign ]  デザインとは何か？ 

月尾xxviiは、「デザインという言葉は、『de』と『sign』

から出来ている。『sign』というものがあって、『de』は
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図-8  K-PROJECT 

1番から40番模型まで、合計40ケの模型が造られ、実施設計へ 

Copyright © RFA 

それから離れるということ。『sign』は、「意思」といっ

たような意味だ。たとえば、快適に生活したいという意

思がある。しかしそれだけでは快適にならないから、そ

の意思から離れてモノにする行為が『デ・サイン de- sign』

だ。建築を作る行為は『デザイン』する行為だが、大事

なところは、具体的な形にする『de- sign』でなく、『sign』

にある。そこにこそ、建築家に一番期待されている役割

がある。社会が何を必要としているか、どういう状態で

生活したいかということを推し量ることが必要。」と語る。 

４-８．『優れた建築』を語る時 

 安定した生産環境をもつ工業製品でさえ「のぞみ台車

亀裂、神戸製鋼データ改ざん」等で信頼を失う。  

今、建築文化を語ることも建築安全への関心を高める

ことにつながると考える。「強がなければ用は果たせない、

強と用がなければ美は形だけのもの、そして、美xxviiiが

なければ建築とはいえない。」神戸女学院は大震災に耐え、

重要文化財に指定された。ヴォーリズは「校舎が人をつ

くる」と言った。内田樹は「ここで授業をしていると、

自分が何か深みのあることを語っているような気持ちな

る。学生も同じで、ゼミをやっていると、他の教室で話

すときよりも、ヴォーリズの建物の方がみなよく発言す

る」と最終講義で語り、ヴォーリズ満喜子との生涯を描

く作品xxixに賛を贈る。 

槇文彦はxxx、「風の丘葬祭場は、最後の別れを静かに味

わえる雰囲気にしたい。すぐに目的の場所へ着くのでは

なくて、時間的な経過を大切にした。アプローチ、玄関、

そして次の間へ、たえず別の空間が見えている。中津の

人はこれで安心して死ねる、と言ってくれた。」と。                                   

 

 

おわりに 

庶民住宅の最低限の安全を守るべく造られた基準法の

適合性の証である完了検査率は、100％直前にある。どん

な制度をつくっても、100％やりきらなければ、検証でき

ないから、意義は大きい。残された課題は、指定確認検

査機関、中間検査、定期報告などの実証的研究。そして、

次は、建築特有のリスクを緩和し、強靭で風土を楽しめ

る建築の時代を迎える時だ。Signを集め De-signするこ

とは建築家・研究者・実務者の得意技と思う。 

 

注； 

                                                           
i  松本光平：東京大学学位論文；住宅保証制度の比較研究,1985 
ii 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会：まだまだ危ない！日本の住

宅,p.p185,2009 
iii 速水清孝：建築家と建築士,東京大学出版会,pp18,2012では、小規模

の住用途建築物を庶民住宅と指す。 
iv  三宅博史：建築基準法制定時における建築手続きの成立過程―建築

確認および完了検査制度を中心に―,2014 
v  速水清孝：建築家と建築士,東京大学出版会,pp249,2012 
vi 三宅博史：建築基準法制定時における建築手続きの成立過程―建築確

認および完了検査制度を中心に―,2014 
vii増渕昌利（編著）：違反建築ゼロ,学芸出版社,2007 
viii 増渕昌利：建築基準法に基づく完了検査実施率の向上に関する研

究,2012，https://doi.org/10.14989/doctor.r12704 
ix 増渕昌利：建築基準法に基づく完了検査全数実施の方策に関する研究,

都市住宅学2014autumn,2014 

増渕昌利：空き家対策の推進に関する特別措置法と、建築倫理,2015

年日本建築学会大会建築社会システム部門研究協議会   

増渕昌利：戸建住宅のライフサイクル安全性を支える社会システムの

枠組みに関する研究,第32回建築生産シンポジウム,2016. 
x  青木茂：長寿命建築のつくりかた いつまでも美しく使えるリノベー

ション, ㈱エクスナレッジ, 2015 
xi 田村誠那：ストック活用の建築関連法制の課題整理と提言,第７回建

築・社会システムに関するシンポジウム,日本建築学会,2011 
xii 日本ERIの調査によると、1000件の調査では問題の無かった建築物

はごくわずかだけだった（建築確認検査機関を活用してビルの資産

価値を高める,週刊ダイヤモンド,2014.10.4） 
xiii  国土交通省第５回 建築法体系勉強会委員提出資料.2011.11.7 
xiv 第５回建築法体系勉強会委員提出資料（東京大学法学部教授金井利

之）,2011.11.7 
xv 第５回建築法体系勉強会委員提出資料3-3（京都大学教授古阪秀

三）,2011.11.7 
xvi 関一：住宅問題と都市計画, 弘文堂書房,1923 
xvii 速水清孝：建築家と建築士,東京大学出版会,pp223,2012 
xviii 巽和夫：研究室紹介,1983年9月26日号 NIKKEI ARCHITECTURE 
xix 尾池和夫：地震を知って震災に備える,住宅産業オーラム平成19年度

公開シンポジウム講演 
xx 佐々木健人、小檜山雅之：被害発生確率を用いた耐震等級の説明の有

効性,日本地震工学会論文集 第7 巻,第6 号,2007 
xxi 東京財団政策研究部：住宅市場に“質の競争” を～ 建築基準法の本

質的欠陥と改正提言 ～, 2009  
xxii  辻英一：構造設計の落とし穴：No.26,Winter,2007） 
xxiii 沖縄県浦添市立港川中学校３年相良倫子さん 平和の詩「生きる」 

2018年「慰霊の日」 
xxiv 日本ファシリティマネジメント協会,2015 
xxv 河合敏男：視点・論点 マンションデータ偽装 再発を防ぐに

は.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/231043.html 
xxvi  藤村龍至；批判的工学主義の建築～ソーシャルアーキテクチャをめ

ざして～NTT出版㈱,2014.9. 

東大作：国民から信頼され争いが再発しない政府をつくるには、特

定の政治勢力を排除せず、可能な限り、広範な集団が参加する包摂

性を保つことが重要（2018.6.23朝日）」 
xxvii 月尾嘉男：建築雑誌2002.１；対談「いま、建築はなにをすべきか」 
xxviii 槇文彦：ヴィトルヴィウスは「建築に大事なのは用強美」と言った

とされる。美とはラテン語で「venustas」だが、近年の学説ではヴ

ィトルヴィウスが「venustas」といっていたのは「喜び」のこと。 
xxix 玉岡かおる：ヴォーリズ満喜子の種まく日 ,々新潮文庫,2014 
xxx 槇文彦：建築設計のなかで人間とは何かを考える,工学院大学,2011.4  


