
 -  - 1

基本法制定準備会 パネルディスカッション議事録(案) 
 
場所 東京工業大学 百年記念館 2 階 第 1 会議室 
日時 平成 16 年 6 月 22 日(火) 15：00～18：00 
参加者：39 名 司会 神田順  進行係 黒木正郎・高山峯夫 
        パネラー 稲垣道子・楠川邦輔・佐竹克也・西一治 
 
(神田) これからパネルディスカッションを始めます。準備会は今まで総会という形でやっ

てきたが、自由に話ができなかった。今日は結論をということではなく自由に話をできれ

ば。問題点の議論というテーマは、基本法のもとになることで今更の感もあるが、理念だ

けでは話しづらいということもあるし、多岐にわたる話の中で各自が大事だと思うことを

自由に話すことで基本法の展望につながればと思っている。配布資料は議論のきっかけに

なればということで、2003 年度日本建築学会大会における建築法制委員会の研究懇談会・

技術開発と社会認知特別調査委員会での資料を元に、建築関連法規にかかわる問題点をま

とめた表と、私が日ごろ考えたことのまとめ。A4 表裏に印刷されたビラは、総会で出た一

般会員の問題も踏まえて、一般の方への紹介のビラ。後は進行係にお願いしたい。 
 
(高山) 進行役を仰せつかった高山です。 
 
(黒木) 同じく進行役を承った黒木です。 
 
(高山) まずパネリストの方々から１０分くらいお話をいただいて、その後に資料の説明、

ここまで 1 時間を目処にして、休憩の後、自由討論ということで。ではパネリストの方か

らご発言をいただきたい。まず構造設計者を代表して佐竹さんから。 
 
(佐竹) 構造設計をやっている佐竹と申します。今まで会では、専門技術者のレベルでの話

をしてきたが、いずれ国会で議決を求めるものとして、それだけでは国民に通じないので

意味がない。ここに｢住宅が危ない｣という本があるが、日弁連が活躍して品確法に繋がっ

たということが書かれていてそこで、もっとわかりやすく、ということが言われている。「建

築確認」、「竣工検査」が、消費者にマイナーに受け取られているように思う。何のために

役に立つのか、経済社会の中で、検査済証により消費者が得をするというのなら、検査を

受けるだろう。カリフォルニアでは設計料プラス検査代を払っている。これは、検査を受

けたことが中古物件としての価値に反映し、ステータスになり、経済社会に積極的に機能

している。日本にはそれがない。そのあたりが有耶無耶で、設計者は何もしない、従って

設計者の地位も上がらず、報酬も安いという悪循環に陥る。消費者は、設計者が何もやっ

てくれないから日弁連に駆け込む。本当は品確法なんか無くたって、設計者と契約すれば



 -  - 2

いいはず。ハンドルをそういう方向に切り替える運動を、できればこの会でやって、一般

消費者も具体的に納得のうえ、彼らを巻き込んだ大運動にしていけたらと思う。法の技術

基準、文化的側面等々は上記のフアンダメンタル環境の社会的上部構造の問題と考える。 
 
(高山) ありがとうございました。続いて建築の西さんのほうから。 
 
(西) 西と申します。主に個人の住宅を中心に、事務所・店舗やまちづくり、景観調査など

も行っている。なぜ基本法が必要か、というのがこの会の初めの頃は理解できなかった。

ただ、確認申請で不毛な時間を毎度掛けているという思いはあった。会に出てきて、建築

の憲法みたいなもので風通しが良くなるのではと思うようになった。具体的な問題点は開

口や換気と敷地のことについて。施行令に開口部は床面積の１/7 という規定がある。この

数字は、6 畳の部屋に長さ１間で高さ 9 尺の腰窓くらいのものらしい。さらに窓の高さと隣

地境界との距離の比が 4/10 というのがあるが、どこから数字が出てくるのか。それがさら

に個別規定の合理化ということで、新たな式が出てきた。窓の面している離隔距離を垂直

距離で割った値に 6 を掛けて 1.4 を引くと採光補正係数。換気は、居室面積の 1/20 の開口

が必要。それがさらにシックハウス用に換気システムが必要になった。しかしそれはドア

の下に 1cm の隙間があり、風呂場辺りに 60 ㎥から 80 ㎥くらいの換気扇があればいい。換

気環境としては今の住宅と変わりない。よくわからない式がおおい。名建築というのは、

どうやって光を呼び込むか、風を取り込むか、というのが大きな問題。法律で決めるとそ

れ以上考えなくなる。決めることは 小限のことでいい。光と風は、建築家と施主が考え

て作っていけばいい。 
 
(高山) ありがとうございました。続きまして楠川さんお願いします。 
 
(楠川) 30 年間構造設計をしてきた。民間確認機関も 2 年ほどやった。いろんな分野を見

てきた視点からお話をさせていただく。建築物の安全性および市街地の防災機能の確保等

を図るための建築基準法等の一部を改正する法律、という法律が 7 月 1 日から施行される。

これを読み出したら、ちっとも読めない。まず適用の除外があるが、不可解な日本語で、

わからない。JSCA の法制委員会に入っていて、もらった資料に法律要綱というのがあり、

これを読んだらようやくわかった。そんな表し方でよいのか。またその中身は、理念が全

く無い。既存不適格建築の合理化というのがあるが、これは古いものに目をつぶるという

ことではないだろうか。こういったことが本当に基準法というような言葉で表されるよう

なものなのか。技術規定も同じ。理念の欠如を感じていて、基本法という考えには賛成。

さらに、基本法をバックに一級建築士制度のことをやってもらいたい。システムが悪い。

判断する能力のない人がやっていたりして、基準法の執行しかできていない。一級建築士

は規定の書類を持って来れば確認申請は通るということになっているが、構造のことなど
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わかっていない人もいる。一級建築士制度をうまい形に持っていって、信用を得られるよ

うになれば自由度も出てくるのかと思う。 
 
(稲垣) 稲垣でございます。都市計画のコンサルタントのようなことをしている。準備会の

会員ではないが、考えてみると、1993 年の段階で機関誌にエッセーのようなものを書いて

いた。タイトルが｢建築基本法｣。大学での建築法規の講義にあたり、建築基準法が日本の

法律の中でどんな性格を持つものなのかについて。基準法・基本法と名のつくものは、労

働基準法、建築基準法、教育基本法、環境基本法など。基本法とは、現代語辞典によると、

特定の分野における国の基本的理念・目標・方針を示したもの。その第１条には目標が書

かれているものが多い。労働基準法にも、理念を書いていると思われるものも多い。それ

に対し、建築基準法には理念と言えるものがない。また建築基準法では「当事者」に、建

築主、設計者、施工者、監理者等など様々な種の人がいて、誰にとって、というのが薄い。

基本的スタンスは、いろんな人がアクセス可能なものにしていきたいということ。問題点

は、基準法が膨大になりすぎていること、いろんなユーザーの様々な視点で作られている

こと。年金改革法案では、結局誰もわかっていなかったことがわかったが、同様に、わか

りやすいものにしていく必要がある。技術が発達し、ニーズも多様な今の時代に、専門家

が役割を果たしていくためには、法律じゃない新しい形が必要。ただ専門家にしかわから

ないものは確かにある。もうひとつは単体規定と集団規定の話で、基準法を守った結果で

きてきた町がぜんぜん良くない。阪神大震災で壊れた建物を見て、単体規定と集団規定と

は何なのだろうかと考えた。もっと集合的なものとして考えていく必要がある。また、違

反建築が多い、それが当たり前だという意識。建築主に、違反したほうがいいと思わせて

しまう。誰が悪いという簡単なことではないが、問題は多い。このように、問題点の議論

も大事だし、基本法をどうするのかについて、またその中間などいろんなレベルがあって、

議論するときには、どの辺のところの話を視野においているのかも大切。 
 
(高山) ありがとうございました。これでパネリストの方の発言が終わり。次に配布資料の

説明を、作成した方から。 
 
(岡村) 神田研究室の院生の岡村です。 初の紹介の通り、日本建築学会大会における建築

法制委員会の研究懇談会・技術開発と社会認知特別調査委員会での資料を元に、建築関連

法規にかかわる問題点についてまとめたもので、内容を簡単に説明。まず建築基準法の役

割として、現状は規制の集合体になっているため建築設計者の決断や自由な発想を阻害し

ているという話。専門的な技術規定を基準法で定めることの問題。建築士について、建築

士法の内容と実態が乖離していること。旧 38 条の削除により新材料や技術の導入が阻害さ

れている。また自治体の建築行政としては、行政側からの問題提起と新たな体制作りの紹

介。そして、民間確認機関導入に伴う問題について、行政がまちづくりのために行ってき
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た指導が行えなくなるという指摘と共に、民間機関からも、行政とは役割分担すべきであ

るという提案。以上のようなことが主な問題提起として挙げられている。 
 
(高山) ありがとうございました。これからの議論の参考にしていただければ。これから 10
分ほど休憩を取らせていただきます。 
 
 ・・・休憩・・・ 
 
(高山) ディスカッションを始めさせていただきたいと思います。パネリストの方々より、

数式の根拠、既存不適格の問題、集団規定、違反建築の問題点などいくつかキーワードが

出た。パネリストの方への質問でも何でもご発言を。基本法にどのような期待をされてい

るかなども含めて。 
 
(西) 先ほどの採光補正係数の話で、h/10×6.0－1.4 は、元々基準法で言っていた高さと離

隔距離の比が 4/10。これを代入すると式にちょうど当てはまる。まず答えありきで式を作

っている。結局法律を作っている人は、今ある法律を否定しない。法改正が複雑化する過

程というより、主旨に戻って考えていくことが必要ではないか。 
 
(佐竹) 非常にベーシックな話だが、この法律は、警察管轄の｢市街地建築物法｣を元にして

基準法、政令ができている。そういうものを置き去りにして、新しい何かを構築するとい

うことなのか、そのあたりを会長にお聞きしたい。 
 
(神田) 基本法は、憲法のようなもので、すでに 8 月、12 月に出している文案は、10 条と

かコンパクトにできている。具体的にどうするのかは基本法に書かない。すると今の基準

法などと合わなくなる。基本法など作らずに基準法を改正していく、とすると、今あるも

のを正しいとする形でしか変えていけない。基本から変えられるのは、国会という場所で、

国会での議論は基本法という形でしてほしい。そしてそれに基づいて基準法や士法をご破

算にしていく。 
 
(佐竹) 国民が動かないと国会も動かない。今の法が役に立たないと言うだけでなく、ステ

イタスをつけるようにしないと。やり方としては、そういう事を考えながら、議員を動か

しながら、3 つとか 4 つの触手を設けそれぞれやっていって纏めるという形だと思う。 
 
(神田) 安全性について、基準法は 低基準の保証。地域係数によって決められている 低

基準と、保険で言う安全基準とで、安全の意味が違ってきている。保険制度などと関連し

て、基準法とは別の安全の尺度が社会の中に定着していくと、基本法も進めやすくなると
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も言える。さらに、安全性の評価とその運用については法律と離れた所でも議論すべきこ

と。 
 
(佐竹) とにかく行動を起こさないと。建築士という人の存在と法律という物の存在がうま

くタイアップした形で機能的にどうなるべきか。士法等の改正も一緒にやっていかないと。 
 
(楠川) 士会で専攻建築士制度というのを考えていて、構造士というのがある。今の制度で

は確認申請のところに設備士の名前はあるが、構造士の名はあまり見られない。残念な現

状。 
 
(水津) 今年の正月、構造技術者協会の時山口さんが、同じようなことを言って、矢野さん

とも議論した。安全性は大事だし、実際に構造設計に責任をというのは良いことであると

思う。JSCA の会長さんに責務のあり方など伺いたい。 
 
(大越) 確認してほしいのが、110 万棟くらい作られているうち、確認の要らないのが 50%
ほどあること。50％は安全が全く議論されていない。さらに認定建築などは、資格のある

人がやれば良いということになり、安全が議論されているのは 1 号から 3 号建築だけで、

それはせいぜい残り半分の 10％で５万棟程度。安全性についての議論は、この 5％の為に

しているのかどうなのか。カリフォルニア州では構造技術者を作っていてピアチェックを

やっているが、他の州ではやっておらず、SE がほとんど要らない。確認などが要るのは日

本だけだが、これは本当に必要なのか。また日本では確認機関を民間に持っていったが本

当に正しかったのか。 
 
(佐竹) 民間機関には倒産したものもある。京都のあたり。過当競争のせいで。 
 
(矢野) 大越さんの話からするとわずか数%のことかもしれないが。現代はどんどん機械、

電気をフルに使うようになっていて、そのことを否定はし切れない。エレベーターはメイ

ンの動線だが通産省管轄の機械の系統。それらの考え方が、基準法の考え方とは違うレベ

ルで動いている。安全性を高くしようとすると、低いレベルで運転が止まるようにする、

というような形。今までの建築とは違う概念のものが建築の主要な機能を支えている。基

本法を考えるのは、国交省以外の管轄分野も包含した形で。地震に関して言えば、エレベ

ーターは震度 3 や 4 で止まってしまって、避難階段だけになる。避難階段は、ハンディキ

ャップのある人にはつらい。そうした危険を認めざるを得ない現状。基準法の中でどう対

応するのか。 
 
(高山) 専門家の人たちが信用されていないのではという話もあったが、十分信用があれば
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法律もいらないはず。どうしてそういう部分がうまく機能しないのか。 
 
(佐竹) 確認申請は意匠担当者が一人いればいい。構造設計者は下請け。しかし賠償の話に

なると構造の分まで賠償保険はやっていられないという。それなら下請けではなくイコー

ルパートナの関係でないとおかしい。そうなるように建築士法を改正するべきでは。 
 
(矢野) どんな資格制度を作っても、変なことをする人は出てくる。それは制度ではなく、

人間の問題。それに対し、第三者機関のチェック制度を作るのか、そのうち悪事はバレる

から、とするのか。 
 
(大越) イギリスの技術者協会、彼らが何を悩んでいるかというと、ある意味社会に虐げら

れていて満足できない。地位をどうやって上げるか。資格がどうであっても社会が認めな

ければ意味がない。韓国でも同じ。 
 
(佐竹) それはそうだが。たとえば JSCA の会員かどうかなど問われたことはない。しかし、

この様な状況は他人事ではないはずだ。 
 
(神田) 矢野さんの話について、だめだったらその時、という点について発言したい。そも

そもだめかどうかというのは、見えないのが建築。地震が来ないとちゃんと耐震設計され

ているかどうかわからない。ピアチェック以外ないと思う。チェックしなければならない

建築と、ある程度一般的な規定で運用できる建築とは違う。選択できればいい。旧 38 条が

あったときは選択できた。同業者が自分の職能の中でどれだけ道義的にやれるか。 
 
(矢野) ピアチェックを選ぶのか、もうちょっと第 3 者的な機構を選ぶのか、いくつかあっ

て、どういう保証がついているかを選ぶなど。1 つのシステムだけ用意されていて、という

のではなく、これからの社会ではもっと選べるようにすると良い。保険会社も、ユーザー

が選ぶというシステムでいい。チェックならチェック機構を置く、ということだけを基本

法で決めておけば良い。 
 
(高山) 稲垣さんの話に違反建築というお話があったが、どのような現状なのだろうか。 
 
(稲垣) 単体規定の違反と集団規定の違反、というのがあって、それぞれ性格が違う。民間

確認機関のことについては、確認機関が株式会社だとすると、システムとして保障されて

いるのか。建築主がいい建物を作りたいと思っているのか、いい加減なもので良いと思っ

ているのか。検査済証を取る割合に目標をつけたりして、かなり上がってきたようにして

あるが、取った後で直してしまうのも多い。法が何を守ろうとしているのかが怪しくなっ
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ている。 
 
(大越) 1 号から 3 号建築について、構造の審査を外そうとしていてその代わりとなるピア

チェックをどうやればいいか。一番怖いのが、発注者が安全について無頓着なこと。95%
でチェックが為されていないということを国民に言って、それでいらない、というならそ

れでも良いのでは。誰のために議論をしているのかを明確に。 
 
(西) 計画通知も入れて 5%なのか。110 万棟のうち 5 万棟しか受けないでいいというのが

信じられない。検査済証を取ってから後、というような話もある。法で決められているこ

とが、本当に必要なのかどうか。法律で規定するということについては、用途、場所によ

って違ってくる。基準法は市街地建築物法に依拠している。建物を建てるときの問題をど

うやって解決していくか、ということから出来てきた。例えば超高層などが建つ地域とい

うのは非常に限られており、特殊なものについては法律では何もやらずに、地域において、

保険なり何なりで評定をつけていけばいい。全ての建物にわたって法律を適用していかな

くてはいけない、というのがおかしい。違反というのがあるが、これは法律があるから違

反があるのでは、という考えもできる。 
 
(加藤) 基準法が甘すぎるから違反が多い。アメリカのように許可制にして取り締まれば良

い。各地で、昔の畑道に応じて建物を建てるから道がスッと通っていない。銀座の裏町な

ども同じ。法律で規制しなかったらそうなっている。法律は昔の技術の上に積み重なった

ごみみたいなもの。姑息な直し方をするから複雑怪奇。ご破算にしてきちんと整理するこ

とには賛成。建築基本法ではなく建築法にするのもよい。戦前、許可制でなく届出制だっ

た。構造など直させてから受け取る。新しい基準法で確認申請としたけれど実質は変わっ

ていない。 
 
(矢野) 法律には格がある。基本法は、六法を七法にするような位置づけでやるのか、六法

の下にあるものとして作るのか。今の基準法は六法に位負けしている。基本法を六法と同

レベルの位置づけとして、その下に基準法を持ってくるものと考えている。 
 
(大越) 民法の第 9 節があって、その下に基準法はぶら下がっている。 
 
(加藤) 基準法は裁判のときに参照されるから困る。 
 
(高山) 他にご意見はありませんか。それではぜひ皆様に一人一言でも言っていただければ。 
 
(山田) 建築法制会議に参加している。ホームページに日本の基本法の全て、国会の答弁等
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を載せている。建築関連法規のどこがいけないのかについて。改正基準法は法律と性能が

マッチするように、ということだった。3 年前、旧 38 条がなくなったが、なくなったほう

がいいという人も、困っているという人もいた。いろんな意見があるがどういう方向に持

っていくのか。設計者が建てたいと思うものを建てやすくするのがいいのでは。具体的な

点を挙げて議論していただければ。また、改正基準法では壁量の規定があるが、もっと経

済的なものを期待していたのにそうではなかった。 
 
(大家) 建築物が、地方自治体、建築主にとってどういうものであるかを明確に示すことが

必要ではないか。 
 
(長縄) 日本だけが確認申請が必要だということを聞いて驚いた。建築基準法が他の国では

どうなっているのか、参考にしたい。 
 
(神田) 諸外国にはないと思う。基準法の肥大というのも他にはない。規格は外国にもある

が、法律の形で技術を規定しているものは他に例を見ないと思う。そのあたりを何とかし

ようということでこの会は発足したとも言える。 
 
(岩橋) そもそも基本法自体が諸外国にあまりない。日本の場合、行政が強く、国会で技術・

政策が決定されることがない。領域横断的な政策は法律に作って国会に出してくれ、とな

っている。 
 
(久保寺) 気になったこと 2 点。まず、スタートして 1 年、現在の建築基準法の問題点が出

てきて広がっている。構造技術者からの話が多いのが気になる。また、若い人があまりい

ないが大丈夫か。この状態で、まとまって方向付けが出来ていくのか。 
 
(松下) 安全というのは誰が守るのか、という基本の問題が問題。誰かがやってくれる、と

いうようなものだろうか。安全・財産は自分で責任を持って守るのではないか、そういっ

たところの問題。専門家の人と一般の人との間の関係、問題への対処、その辺が通い合っ

ていない。大いに話しかけていく必要がある。 
 
(竹川) 弁護士をしている。単体規定のあり方について。建築確認の 1 パターンのシステム

のあり方がおかしい。矢野さんの意見に賛成。また今まで単体規定が果たしてきた役割は

否定できない。建物という高い買い物が、非常に安直に売り買いされている。その中で単

体規定は１つの保障として働いている。これまで、主事の責任を変化させて第 1 次的なフ

ィルターというだけにして、設計者に任せるというのでどうかと考えていた。しかし単体

規定は一定の役割を果たしていて、建築士の信用だけでやっているのではない。簡単な建
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物は確認の制度で監督し、そうでないものは違うシステムを選ぶ、というように違う選択

の幅があるのが良い。 
 
(宮本) 住まいは、一生の買い物と言っていたが、今は何回か買いなおさないといけない。

ローンを払い終わる頃、家の評価額が 0 になっているというような今の建築を作ったのは

誰なのか。建築が社会にとって何であるかを考える良い機会。 
 
(村井) 意匠設計をしている。住宅については別に扱ったほうがいいのでは。環境の問題な

ど、個人レベルで判断していいのでは。検査済証なしのものも作った。景観アドバイザー

もしていて、賞を与えるには検査済証が要るが、取れているのは半分以下。 
 
(岩橋) 松下先生の話に関連して、誰が安全を守るのかについて。素人にはわからない。消

費者は愚かなものとみなしてもらう権利がある。専門家に守ってもらう。現在は建築士に

わかりやすいように告示を書いてやっている。欠陥建築が多いこの世の中で、建築士に任

せろ、というのは消費者からするとありえない話。 
 
(水津) 近、友人の 100 ㎡くらいのクリニックの設計に関係した。防火のところが、扉を

どうすればいいのかということからわからない。基準法を読むと施行令が必要で、さらに

告示を読んで、となっていって複雑でわからない。換気の話も出てくる。もっと、この友

人でもわかるような法律にして、決められて守れる範囲だけやって、あとは学会のスタン

ダードを使えば良い。学会の物は実務者も参加して作っているので、わかりやすいような

ものを作ってくれると思う。 
 
(土方) 電力会社で技術開発をしている。若い人が少ないという話があったが、若い人をひ

きつけるように、基本法を作ったらどう良くなるのかを明かにすべき。基本法は行政に命

令して何かをやらせるためのもの。何を命令したいためにこの基本法を作るのか、につい

ての議論を丹念にする必要がある。 
 
(真柄) 若い頃官庁営繕やゼネコンにも関わってきて、40 何年間かずっと矛盾を感じてい

る。建築業界の裏表も見てきた。業界は非常にどろどろしたところがあって、いろんな立

場があるので言いにくいところが多いが、その中ではっきりと物を言っていけばよい。 
 
(大山) パネラーの方から、ぼんやり思っていたことをはっきり指摘してもらった。自分は

基準法を一度やめてしまえという説。集団規定は社会規定で、単体規定は技術規定的で、

そういったことをまぜこぜにしているのがいけない。既存不適格の話があったが、容積率

の緩和とか空中権の売買とかという話があって、ああいうものが国のみでやっているから
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議論も何も無く、得するものだけが公共の財をくすねる感じで、問題の元になっている。 
 
(加藤) 実務のほうから考えてきた。耐震補強、レトロフィットするときに、図面、計算書

とかが残っていないので費用が余計にかかったりする。登録する仕組みがあって、しっか

り登録すれば保険料を安くする、とかいった仕組みを入れたらどうか。不動産登記法が

近全面的に改正されたが、この例のようにそっくり書き換えるということもあり得る。 
 
(柳澤) 矢野さんから話も出たが、法律には上下、格がある。他の行政との関係も大事。日

本の環境、町並みとかを見てもきれいだと思わない。国交省だけでなく、他の各省の上に

も立って動かせるような法律に。都市計画的なものが入れば。その下の法について、技術

規定について細かい所は技術者に任せるべき。何か起きたときの罰則については、取り消

しなど、取り締まる方向で。 
 
(三上) 耐震診断をやっていた。阪神大震災で、あれだけの地震があれば倒れるのは当然だ

という感覚があった。地震後 JSCA の技術者の交流会で台湾に行ったら、日本では建物が

壊れて何十人も逮捕されたでしょうね、と言われた。日本では建築が倒壊しても一切疑問

に感じない、というのがおかしいのではないかとその時初めて思った。 
 
(洪) どうも今日の話の内容が、取り締まる側の立場で官僚的では。良い建物を作るにはど

うしたら良いかという視点も必要。技術告示とか、機関銃のように出てくる。21 世紀は、

ビジョンを出してやる、だめだったらそれはやめる、という風に。 
 
(町田) 現在の基準法がどれだけわかりにくいかについて、つい 近も増改築に関連して、

3 条の 2 項と 3 項とか、何度読んでもわからなかった。一般の人たちに説明できるようなわ

かりやすい内容にしてもらいたい。明治以前は棟梁が自分のプライドと職業倫理をもとに

やっていたのが、その後なくなった。専門家が信頼されるような方向に持っていきたい。 
 
(山下) 構造技術者は鬱憤が多いと感じる。基本法で解消されるのではという幻想がある。

全体としてまとまった動きにするためには、どのような良いことがあるのかについて、具

体的なものを出していかないといけない。 
 
(森田) あまりにも技術的なことが多いので何とかならないか、と思ったりしている。 
 
(山本) 東京工業大学の学生で、神田先生に誘われて参加した。 
 
(長田) ソフトウェアの開発をしている。基準法が改正になったときの混乱を思い出した。
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消費者は素人。そうした人のことを考えながら決めていくべき。 
 
(森本) 40 年間やってきて、なぜ壊れるものを作ってしまったのか。これからは、基本法

を守れば地震に壊れないものができる、というようなものを。建築は、絶対地震に壊れな

いものを建築家がつくる、というようにしていきたい。 
 
(須古) 初の総会以来議論されている内容が変わっていないのでは。理念を書いて、具体

的にそれができる、できない、といったことをやっていく中で、法律をどのように変えて

いくのかをまとめていくのが会の趣旨では。基準法は村社会の法律で、もう少し開かれた

ものにしていくべき。日本でしか通用していないものが多いのではないかと思う。 
 
(品川) 構造計算ソフトウェアを開発して、使い方を教えるということをしている。改正前

後の良い悪いというのは言えないが、免震建物が見てもらえる、限界耐力計算が出てきた、

というのは良かったと思う。それが民間の検査機関が出てきて見てもらえるようになった。

日本の社会はどうなっているか。法律を使う施主の方にわかりやすい、使いやすいものを

期待している。 
 
(田嶋) 今まで良かったこと、改正で変わってしまったことがどうなっているのかを確認し

ていくのかと思っていた。良かったこと、悪かったことの検討について調べるべきでは。

商業地区で日照権論争がある。 
 
(高山) それではこれで終わりにしたいと思います。ご意見は幹事会での議論など今後の活

動に役立てたい。 
 
(神田) 現場的な話もあったし、本質的なことに関する意見もあった。基本法をどうするの

か、という視点が議論の元にあって、簡単に答えが出るものではないが、何かしらのアク

ションに繋げていければと思っている。本日は長時間にわたり、皆さんから多くの意見を

頂くことができ、ありがとうございました。 
 
(会場) 拍手 
 
以上 


