
はじめに
――携わっている業務の概要と魅力

住田 本日は，各方面の第一線で積算に携わって

おられる４名の方にお集まりいただきまして，

「官民の積算における現状と課題」というテーマ

で自由に発言をお願いしたいと思います。

まず最初に，口火を切らせていただきますが，

建築は，それぞれが一品の注文生産で同じものが

ないということで，敷地であるとか，用途である

とか，さまざまな条件に応じて設計を進めること

になります。また，土木工事に比べて建築工事は

非常に多くの工種があるということで，使用材

料，設備の機器等を考えますと，まさに無限のバ

リエーションがあるということかなと思います。

それに対応する建築積算は非常に個別性が高い

業務ですけれども，その結果が契約額に直接影響

22 建築コスト研究 2009SUMMER

官民の積算における現状と課題

野辺 則男

鈴木 由香

山田 達成

古澤 勉

住田 浩典

住田 浩典

座

談

会



するので，一定のルールに基づいて考えていく必

要もあるでしょうし，その責任も重くて，プレッ

シャーのかかる仕事ではないかと思っています。

まずは，皆さんに現在携わっておられる業務の

概要を簡単にご紹介いただいて，それから，今の

仕事に関する魅力，印象，そういったところをお

話しいただきたいと思います。

野辺 関東地方整備局の野辺です。よろしくお願

いします。私の業務内容は，官庁施設の整備とい

うことになりますが，設計，積算，施工管理など

の分野のうち予定価格のもとになる工事価格の積

算に関する業務を担当しています。また，積算基

準に定められていない細かい運用等を決めること

も業務の一つです。仕事の魅力ですけれども，発

注する工事について，工程や仮設を自分でどうす

るかを考えたり，図面に書かれていない施工条件

を自分なりに考えてみることができるのは，面白

いところでもあり，苦労して算出した工事費でう

まく落札したときは達成感・充実感があって，非

常にやりがいのある仕事と思っています。

山田 東京都財務局の山田と申します。よろしく

お願いします。

私は３月まで，積算に関する基準類の作成や労

務費調査関係の仕事を担当していました。現在

は，設計・工事監督の仕事をしています。10年以

上離れておりまして，戻ってみると昔とは大分様

変わりして，戸惑いを感じています。

工事を進めていく中で設計変更が発生します

が，積算に絡む部分でプレッシャーを非常に感じ

ています。当初の内容の条件がどうだったか，図

面，仕様書等で不明確な部分の扱いをどう判断し

ながら甲乙協議していくか等，どうしても慎重に

なってしまいます。

仕事の一番の魅力は自分が携わった計画が現実

のものになるということだと思います。関係する

方々の考え方を汲み取り，計画に反映できるかと

いう意識を常に持ちたいと思っています。竣工し

たときに，関係者の方々に喜んでいただければ，

自分にとって一番ありがたいことと思っていま

す。

鈴木 日本設計の鈴木です。よろしくお願いしま

す。

私は，設計事務所ですので，物件にもよります

けれども，企画段階から実施設計段階までの概

算，官庁物件については積算とコストコントロー

ルを含めて担当しています。実勢ですとか，物件

ごとの発注条件を見極めて設計者にフィードバッ

クさせながらコントロールしていくのは非常に難

しい面もありますが，そのあたりが逆に魅力とい

えば魅力で，いろいろな物件を経験していくこと

によって，そこで得た自分の経験ですとかいろい

ろなことを盛り込みながらコストをつくっていっ

て，それが受注者側と合ったときですとか，交渉

していて相手に対してこちらの意見が通ったとき

ですとか，そういったところが非常に面白味とい

いますか，魅力のある仕事であると思っていま

官民の積算における現状と課題

野辺 則男

23



す。

古澤 川村積算の古澤です。よろしくお願いしま

す。

私の所属するコスト監理部という，コストを専

属に扱う部署が10年ほど前に発足しました。この

部署は，官公庁の精算業務と民間の概算業務の両

方を扱っています。その中で私は，主に官公庁の

値入れ業務に携わっているわけなんですけれど

も，現在，会社のキャッチコピーが「Quality&

Timely」というのを打ち出していまして，文字

どおり質の高い成果物を期間内に納品することを

目標にしています。これは，本当に全社員がプロ

意識を持って取り組んでいるところです。

住田 ありがとうございました。

注者側の積算と受注者側の積算
――あるいは公共工事の積算と
民間工事の積算

住田 皆さん，それぞれの立場で，積算をほぼメ

ーンでやっておられる方も，もっと幅広くやって

おられる方もいらっしゃるということでしたけれ

ども，算出された積算の価格は発注者側にとって

は予算の確保であるとか，適正な投資額の評価み

たいなことにも使われるでしょうし，公共工事で

は予定価格として，絶対的な位置づけのものにな

るのかと思います。受注側にとっては，いくらで

受注をすれば適正な利益が見込めるのか，そのた

めにいくら必要になるのかという重要な判断基準

になるのではないかと思います。発注者側の積算

と受注者側の積算の違い，あるいは公共工事の積

算と民間工事の積算の違いについて，お考えを聞

かせていただければと思います。

鈴木 主に違うところは，実施設計段階の積算だ

と思います。公共工事ですと積算は，ほぼ同じよ

うな形で行うのが普通だと思いますが，民間の場

合は概算という形でコストを算出することが多

く，概算の場合は，数量も完全に基準に従って拾

うということではなくて，概略数字で拾っていっ

たり，そのかわり，逆に単価のほうで少し不確定

要素を見込んだり，そういったコントロールがあ

ります。

単価についても，すべて刊行物ですとか見積り

というのではなくて，過去の実績などから判断し

て，特に物件の特異性のある部分とか，金額が大

きい部分についてのみ，メーカー見積りを徴集し

てコストをまとめていくことが多いです。

民間の場合は，どうしてもその見積ったものが

もとになりまして，見積り合わせの段階で査定な

り，評価のバックデータとしてさらに使わなくて

はいけないので，そういった面からの概算という

ことにもなります。

共通仮設や諸経費についても類似別件などから

データをとっておりまして，そのあたりの数値を

参考にしながら，その物件の特異な部分を加味し

て算出していくあたりが，官庁と民間の違いかと

思っています。

業務については，概算のほうが，時間的にも全

体的な作業量という意味ではかなり省略はできる

と思います。そのかわり，それに基づいて出して

いくためのバックデータですとか分析，経験則，

あとは例えば発注者側の競争力みたいなものがあ

れば，その辺を見込んでいくようなことが非常に

重要になってくるというところが，民間と官庁の

違いかと思います。

住田 やはりかなりやり方が違うという感じです

ね。

古澤さんも官庁と民間と両方やっておられます

が，いかがでしょうか。

古澤 鈴木さんがコスト面のことを発言されたの

で，私は積算事務所として，数量の違いについて

［座談会］
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触れたいと思います。

積算に要する期間がまず大きく違うというのが

あります。公共工事の積算に比べて，民間の工事

は積算の期間がかなり短いです。成果物の内容の

違いもありますけれども，積算時期の違いがあり

まして，図面の完成度とか精度がかなり異なりま

す。

特に積み上げ共通仮設的なものは，公共工事の

場合は仮設計画図という参考図がつきますので，

だれが拾っても数量とか細目にぶれが生じないと

いうことは言えると思います。民間工事の場合

は，仮設計画図がほとんどついていないので拾わ

ないというのがほとんどです。あとは，設計数量

に関しては，積算事務所として，プロとしてやっ

ていますので，どんな形でも100のものは100拾う

というのが目標です。

住田 会社としては，今「Quality&Timely」と

いうことで両方を求めておられるんでしょうけれ

ども，特に民間はその期間が短いということで，

タイムリーがより重視されるのかもしれません。

公共は，そういう意味ではクオリティーという

か，どちらかというと，より精度が高いもの，き

ちんとした形のものというようなイメージですか

ね。

古澤 そうですね。公共工事の場合は，仕様書と

か，図面以外にもいろいろなものを調べてやらな

ければいけないことがあるので，やっぱりそれだ

けの期間は必要になります。民間の場合は，自社

の設計が多くて，そこまで仕様をきっちり調べな

くても数量は出せることが多いので，そういった

面でやっぱり違いがあると思います。

住田 それでは，公共の発注機関におられるお二

方に，今の民間の話も聞かれて，公共の発注者の

立場としてどのように感じられたかとか，違いを

感じておられるところがあれば，お話しいただき

たいと思います。

野辺 私たちが行う予定価格算出のための数量に

ついては，図面からかなり精緻に拾い出すという

形で作業していますが，民間では概算でやるとい

うお話のことで，少し考えなければいけないとこ

ろがあるのかなとは思います。価格については，

下請さんがきちんと利益が出るような価格とか，

元請さんも赤字にならないできちんと工事ができ

ると思われる価格を算出していると思っていま

す。そのために，私たちも工事価格を算出すると

きには，標準となる単価表を作成したり，見積り

物については，取引の実例などいろいろメーカー

さんにお聞きして，問題のない価格の設定を行う

ように努めています。

山田 積算というのは，設計業務の最後の仕事に

なって，どうしてもしわ寄せが来ます。積算業務

を分離発注すれば適正な期間がとれると思います

が，積算を含めて発注しているケースが多い公共

建築工事でも，極めて短い期間で積算をまとめる

という認識でいました。民間の場合はさらに短い

ということでよろしいんですか。山田 達成
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鈴木 期間においては短いと考えていただいてい

いと思いますけれども，内容はかなり違ってくる

ということです。当社の場合は，自社設計の場合

の概算は，ある程度図面がなくても，図面を書き

ながら未完部分をヒアリングしてまとめていくこ

とができるので，そういった意味では少し違うの

かなというところと，官庁の場合だと，どうして

も単価の根拠を非常に明確にしないといけないの

で，責任のあり方というところで，担当者レベル

でそれに責任を持つことができるかどうかだと思

います。民間の場合だと，担当者のところで責任

が持てれば，もうそれで決めてしまいますので。

山田 総価という中では，個々の一品一品の精度

がどこまで重要なのかなと感じるときもあります

が，現状では，明確な根拠は必要になります。

住田 どうしても役所の場合には，説明責任もあ

りますし，また，変更のときにどうしてもそれが

もとになってきますよね。

山田 昨年度は鋼材が急激に上昇し，年度当初の

設計単価のままでは乖離が大きく，説明責任が果

たせないため，東京都も改正サイクルを短縮する

などの対応を致しました。

住田 鋼材のような突発的な値動きというのは，

民間の場合にはどうなんですか。どこまで追随し

ていっているのでしょうか。

鈴木 基本的には，受注者側から出てきたもの

は，今後の上がり具合いで高く入れてくる場合も

ありますけれども，その辺をどこまで妥協するか

というあたりなんですが，こちらが概算をする場

合には，多少そのときのトレンドを読み込みまし

て，これからまだちょっと上がりそうだなという

時期であれば，たとえ刊行物が安くても，ちょっ

と高めに入れておきます。

あとは，昨年，大きく上がったのは鋼材，ガソ

リン，あと電気でいえば銅線などですけれども，

それ以外の部分も微妙に上がってきていましたよ

ね。その辺，一つ一つを全部網羅して実勢価格を

つかむのは難しいので，全体でどうなのかという

あたりを読み込んで調整していたところがありま

す。

住田 ある程度予測してということですね。

その辺は，官公庁では実勢価格としてなるべく

直近のデータにはしますけれども，予測値は入れ

ないですね。

算が抱えている課題

住田 次の話題に移りたいと思いますけれども，

今，積算が抱えている課題についてお話をいただ

ければと思います。

積算の価格は，設計図書に基づいて精緻に積算

をしていくということで，より精度が高い工事価

格の算出が可能になるんですけれども，一方で，

民間は比 的ラフだという話もありました。極端

に言えば坪いくらといった非常に大まかな考え方

鈴木 由香
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をとる場合もあって，限られた時間の中で精度を

確保していくというようなところですね。しかも

効率化を図っていく。その辺がどうしてもジレン

マになってくるのではないかと思います。そうい

った点で，お考えとか取り組みがあれば聞かせて

いただきたいと思います。

では，野辺さんからでいいですか。

野辺 私たちの積算手法は，先ほども話しました

が数量を細かく拾い出しています。最近では設

計，積算は殆ど外注となっていますので，担当者

が自分で拾うことはあまりありません。従って，

積算事務所さんが拾った数量の確認が重要な業務

の一つになっています。どのように確認を行うか

というと，数量確認のためのチェックリストやチ

ェックシートを作成して，標準的な数量と大きな

違いが出ないこと，拾い落としがないことを確認

しています。

関東地方整備局は設計と積算がそれぞれの部署

に分かれていますので，設計に対しては，手直し

の少ない図面，100％の出来ではなくても90％位

の出来のものを入れて欲しいという話をしていま

すが，現状はもう一踏ん張りといった図面もあり

まして。図面の出来具合いが数量拾いにも影響し

てくるので悩みの種というところではあります。

鈴木さんに，図面のチェックはどんな感じでや

っているのか，ちょっと教えて欲しいのですが。

鈴木 図面のほうが遅れてしまっているという

か，未完成な部分があるというのはちょっと耳の

痛い話なんですけれども，最近はなかなか設計の

ほうの時間もとれない状態が多くなっていて，そ

の辺，スピードアップといいますか，発注までの

期間が短いということもありまして，そのあたり

で図面のほうのアップが遅れてしまっているとい

うところがあるのは確かに事実だと思います。

当社では，遅れてしまっている部分は，設計と

積算が一緒になっていればそこでカバーしなくて

はいけませんから，質疑がきちんと最後まで反映

されていることを確認するという形で精度を保つ

ようにはしています。

要は，積算事務所さんにはちょっとご迷惑かも

しれないんですけれども，積算事務所さんのほう

で確認していただいた質疑の中で，その回答に対

して確実に図面化していく。数量と図面が合った

ものが最終的に発注されるというところでは，責

任を持ってやる形にはしています。

住田 では，山田さん，よろしいですか。

山田 我々も発注前に積算チェックリストなど

で，平米単価，平米当たりの単位数量などを確認

しております。

ただ，科目ごとの平米当たりの金額など，それ

が妥当かどうかという判断と，今のトレンドをど

う読み込むかというのが非常に難しい部分かと思

います。住宅や学校など類似施設が多いものは比

検討しやすいのですが，文化施設など事例の少

ないものは難しいところです。

大規模施設がかなり老朽化してきている現状が

ありまして，改築というよりは改修で対応してい

くケースが多いので，新築以上に評価が難しい。

そこにましてや設備が入ってくると，判断がしづ

らいので，その辺が非常に苦労しています。その

あたりで何かノウハウというか，うまい説明がで

きるようなことがあればありがたいんですけれど

も。

鈴木 改修については非常に難しいですね。それ

こそ一品一品といいますか，ケースバイケース

で，同じ一部屋を改修するのであっても，そこに

先ほどおっしゃったように設備的な要素があっ

て，天井まで全部やりかえなくてはいけないです

とか，そういった条件が全く違いますので，それ

を数量とかそういった部分でデータ化していくの
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はなかなか難しいのかなと思います。

ただ逆に，単価などは，多少トレンドみたいな

ものはもちろんあるかもしれませんけれども，あ

る程度資料としてつくっていくことは可能なのか

なと思います。

山田 また劇場とかは，見積りをとるにしても，

特注物で，一式ですごい金額がどんと出てきたり

すると，非常に不安を抱える部分があります。も

ちろん見積り条件と専門工事業者へのヒアリング

などにより，実勢価格として決定するのですが，

大型施設の担当は相当苦労しています。

それと，改修の場合は，仮設の考え方が非常に

重要になります。居ながらの工事や工程の指定な

ど設計図書にどう表現するか，指定仮設とするか

など，施工条件が厳しければ厳しいほど頭を悩ま

す部分です。仮設も建設業者の創意工夫により，

どんどん新しい工法がでていると聞いています。

そのあたりの最新のトレンドをどう設計に反映し

ていくかも悩ましいところだと思います。

野辺 私たちもそこら辺は，一時期，落札しない

工事があって非常に悩んでいたんですけれども，

設計と話をして，施工条件をなるべく表現をして

いきましょうというので工夫をしているところで

す。例えば都内の敷地が狭いところですと，要は

資材置き場がないとか，資材置き場はここしかな

いという表現を図面にしてしまおうとか，現場で

は加工ができないから，型枠，鉄筋等は工場で加

工して持ってくるとか，そういった条件を現場説

明事項書等に記載して，現場の状況がわかるよう

にしています。

住田 では次に，鈴木さん，よろしいですか。

鈴木 実施設計の積算部分であれば，官庁の場合

は非常に難しい，今の制度なり，会計検査とかが

ある中で，意味づけというか，理由づけをしてい

くのはなかなか難しいというのは一つあるんです

けれども，同じような建物が複数あれば，先ほど

の躯体数量といった部分もある程度同じような幅

の中でおさまってくるというのがあります。ビル

などでも，当社もやはりチェックリストはつくっ

ていまして，データとして残しています。そのデ

ータをもとに，この建物としては吹き抜け空間が

大きいとか，そういった特異性を加味させなが

ら，坪いくらとか，そういった簡易的なものをま

ぜ込みながら，ある程度のコスト算出はできるの

かなとは思っています。

国交省さんも東京都さんも，過去のデータをた

くさん蓄積されているのではないかと思っていま

して，その辺をデータとしてうまく活用して簡易

化を図っていければ，私たちとしても積算という

のが常に本当に最後のところへきて，時間のない

中でなかなか締めるのが難しい状況になってきて

いますので，そのあたりを何かできないかと思っ

ています。

住田 では，古澤さん，お願いします。

古澤 私は積算事務所として言いたいことを絞っ

てきたんですけれども，限られた期間に，いかに

精度の高いものを上げるかというのは，積算事務

所の使命だといつも思っています。先ほどの，設

計のほうで時間を使い過ぎちゃって積算にしわ寄

せがあるとか，よくあることなんですけれども，

でも，それでも同じものを出したいんです。いか

にそれをやるかというのは企業秘密でもあるんで

すけれども，一番大事なことは，図面の精度云々

じゃなくて，そこから成果品を上げるまでの経過

なんです。打ち合わせ事項書だとか，質疑応答書

だとか，納品時の条件提示と言っては変ですが，

これこれの図面で最後までわからなかったことが

あるんだけれども，一応内訳書ではこうしていま

すということを文書化して提出するようにしてい

ます。
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ですから，最初に内訳書をつくった内容がどの

図面でどういう状況なのかというのはすごく大事

になってくるんです。VEにかけたり，変更をす

るに当たって金額が増減しますので。そこでしっ

かりそういった文書をとって，図面はこうであっ

たけれども，こういうふうに考えてこれまでやっ

ていますというのを納得していただくのはすごく

大事になってくると思います。

最終的にうちの事務所でやらせていただいてい

るのは，発注前の図面をいただいて，質疑応答書

の内容と同じように図面が直っているかどうかの

チェックは責任を持ってやらせていただくように

しています。そこまでが積算事務所の仕事なのか

なとも感じています。

住田 できるだけ早い段階でチェックをかけて，

大きな間違いをなくすということとか，ノウハ

ウ，クレームの情報共有をして同じ過ちを繰り返

さないだとか，いろいろ参考になるお話があった

と思います。

算のシステム化の状況

住田 積算事務所さんは個別に積算ソフトを開発

されていることもあると思いますが，積算のシス

テム化がどのような形で進んでいるのか，あるい

は将来こういう感じになるのではないかという見

通しがあれば教えていただけますか。

古澤 我が社では自社開発のシステムを使ってい

ます。私は，入社当時に４年ほど躯体のシステム

の開発に携わったと言ったんですけれども，あ

と，仕上げのシステムと内訳のシステムという３

本立てで稼働しています。躯体システムは，リス

トのデータと伏せ図のデータを入力して計算式を

自動生成しています。自動で計算できないものを

手拾いの計算書としてつくるんですけれども，そ

れを一元化して，足して集計できるようなシステ

ムになっています。

コンクリート，型枠，鉄筋の集計表，チェック

シートまでは自動で出るようになっていまして，

そこまで行き着くために，構造の特記仕様書とい

うのがお客様別になっていますので，24種類ほど

用意してあります。集計表については，これもお

客様別なので12種類ぐらい使い分けられます。そ

れは，拾いは一緒でも集計表のバリエーションは

変えられるようになっています。

あと，仕上げのシステムは自動化できる部分は

あまりないので，ほとんど手拾いの状態で入力し

て，部位別集計表を出力するようにしているんで

すけれども，うちの特徴は，部位別集計表から工

種別の内訳書が自動で生成できます。こちらの工

種別内訳書については，内訳書式が30種類以上あ

りまして，これもお得意様別にバリエーションが

あります。15年以上稼働していまして，こちらも

古澤 勉
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だんだんよくなっているところです。

内訳のシステムですけれども，仕上げのシステ

ムで生成したデータを読み込んで，これは最後の

段階ですけれども，お客様の内訳書式に内訳書を

作成し直す作業があります。お客様によって独自

のシステムをお持ちなので，そのシステムに読み

込めるような各種のデータ形式に変換できるシス

テムになっています。

将来的な展望ですが，躯体は，集計から内訳ま

での自動化というのは実はまだしていないんで

す。これは，当社の考えかもしれないんですけれ

ども，躯体というのは材料が集約されて内訳書は

そんなに量がないので，実際には直接打ち込んで

つくるような形にしているんです。あまり機械に

任せ過ぎて自動で躯体の数量がどんと内訳まで行

くと，チェックするタイミングがなくなってしま

うんです。

あとは，仕上げも同じなんですけれども，自動

化が進み過ぎるとミスが多発してしまう可能性が

あるんじゃないかという気が本当にしています。

人間の役割というか，機械ではできないこととい

うのは人間が考えることなので，そこでチェック

してミスをできるだけ防ぐということが大事では

ないかなと思っています。

住田 構造計算書偽装の話などは，かなり自動化

されて，そのまま大丈夫じゃないかといった先入

観というかイメージがあるところですり抜けてい

ってしまうところもあったかもしれないですね。

そういう意味で，そういった故意の話とは全然次

元は別ですけれども，やはりどこかで人間の目に

触れるところとか，人間の手でやる作業を残すと

いうのもいいのかもしれないですね。

公共の発注機関の場合はRIBCを使って積算

ということになっていますけれども，RIBCのほ

うは，今後何か改良の余地だとか，このようにし

てもらったらより使いやすいだろうという要望は

ありますか。

野辺 ユーザーとしてということになるかと思い

ますけれども，若い職員に，どんな機能が欲しい

かという話を聞いてきましたので。見積比 機能

がついていると，単価を入れる作業については非

常に便利になるのでは，という意見があります。

そうすれば見積比 表をつくってそのまま単価入

力できて便利になるのでは。

今，内訳書を工種別でつくっているんですけれ

ども，工種別から部位別に変換ができるようにな

ると，概算をつくるデータ取りが非常に便利にな

ってくると思っています。

住田 そうですね。積算は今工種別を主体でやっ

ていますけれども，部位別というテーマも常にあ

って，特に概算段階などだと。それが変換できる

ようになるとすばらしいですね。

野辺 そうですね。最初に部位別があって，工種

別に変換というほうが簡単かなという感じはしま

す。数量拾いは部位別で拾っていますからね。

住田 山田さんのほうはいかがですか。

山田 バージョンアップが進み，その中で要望し

たところが反映されているので，かなりよくなっ

ていると思っています。エクセルに吐き出すこと

ができるので，その後のデータ分析などの活用は

エクセルを利用しています。

今まで内訳書のデータをどう活かしていくかと

いう仕事をしていました。そのとき感じたのは見

積りによって出した金額，その工事に占める見積

りや市場単価のウエイトを調べたいときに，一つ

一つエクセルの中でフラグを立て，ソーターをか

けて整理しないとできませんでした。RIBCにそ

ういった機能が付加されればと思っています。

鈴木 先ほどおっしゃっていた部位別ですが，当

社の概算も，実施も民間の場合は部位別で見積書
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を出させたりしているので，データも全部部位別

で整理しているんですが，そうなってくると，概

算のときのチェックにも使えますし，予算立てと

いうところでもかなり使えます。あとは，RIBC

でも拾ったものがデータ化されていますので，そ

れをまたメンテナンスのほうで改修ですとか，定

期メンテナンスで使ったりというほうにも転用し

ていけるのかなと思います。RIBCはかなり改良

されてきて，私たちも使い勝手が非常によくなっ

ていると感じています。

算担当者として頭の痛い問題
――専門工事業者やメーカーの見積書，

大幅な資材価格の変動など

住田 今ソフト関係の話をしましたが，ほかに，

どうしても積算というと見積りのところが結構ウ

エイトを占めていまして，専門工事業者やメーカ

ーからの見積書をどのように扱っていくかとか，

あるいは資材価格の大幅な変動だとか，そのあた

りが積算の担当者としては頭が痛いところかなと

思います。その辺も含めて課題について何かあれ

ば聞かせていただきたいと思います。

野辺 メーカーの見積りを毎回徴集すると大変で

すので，できれば見積りを使わなくても積算でき

ないかということも考えております。大幅な資材

価格の変動については，昨年度，鋼材の価格が高

騰しましたが，それについては契約書にスライド

条項がありますので，請求があったものについて

は処理をしていくということで対応をしておりま

す。ただ，ルーチン業務が集中している中でのス

ライド額算出は，価格の変動を証明する資料の確

認をしたり間違いのないように算出しています

が，担当者の負担が大きくなりますので，頭の痛

い問題であります。

山田 話からちょっとずれているのかもしれない

んですけれども，積算に強い人が発注者側に少な

いのかなと感じています。「あの人に聞けば構造

は大丈夫だ。」という人はいても，「あの人に聞け

ば積算は大丈夫だ。」という人はなかなか聞きま

せん。設計事務所の積算担当者，積算事務所の方

と同じ目線で話ができるという部分が少なく，な

おかつ時間がない中で処理しなければならない部

分で，かなりご迷惑をおかけしていると思いま

す。

昨年のスライド条項など，突発的な事態で，ほ

とんどの職員が経験したことのない対応におわれ

ました。積算に関する基本的なスキルが身につい

ていないと，このような対応に時間がかかってし

まいます。特に東京都財務局の場合は積算課とい

う課がないので，個々の積算技術を強化していか

なければいけないと思っています。

住田 だんだん十分な技術，経験を持った人が減

ってきたり，全体の人数も厳しい状況の中で，技

術力の伝達というのは一つの大きなテーマかと思

いますね。

古澤 メーカー見積りについてなんですけれど

も，条件書とか仕様とか性能が図面と一致してい

るかをまず確認して，性能の差が価格に反映され

ているかどうかを確認するようにしています。メ

ーカー見積りの一覧表を作成しているんですけれ

ども，その後に見積りの再徴集をしなければいけ

なかったりして，かなり時間がとられてしまうの

がこの仕事だと思います。

あと，査定の根拠をつくるという作業もコンサ

ルに任されている作業ですが，これも刊行物だと

かカタログを調べて作成しなければいけないの

で，かなりの時間を割いてやっています。

鈴木 メーカー見積りの徴集という話がありまし

たが，民間の場合は複数社とることはあまり多く

はないんです。官庁の場合は，どうしても複数社
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とって比 ということになるんですけれども，こ

のところ経済状態があまりよくないので，メーカ

ーのほうの対応もあまりいい状態でないものです

から，３社なり５社なりそろえて比 して価格を

つくっていくというのもなかなか難しくなってい

ます。なので，もうちょっとメーカー見積りでは

ない部分なり，メーカー見積りも，１社，２社は

根拠としてとるんですけれども，それをもとに何

かしら根拠づくりができる方法ができればいいな

と思っています。

住田 今の見積りの考え方もそうですけれども，

全体の建物としては，やっぱりコストと品質のバ

ランスがとれないといけないということで，これ

まで以上にそういったところは重視されていると

思います。当初の設計の段階からプロジェクトが

終わるまでには当然設計変更もあって，そういう

ところも含めてコスト管理に関しての取り組み

を，特に鈴木さんが一番やっておられるのかと思

うので，ご紹介いただけますか。

鈴木 発注者の意向によりますので非常に難しい

部分ではありますが，公共工事であれば，例えば

建築の中での部分別ですとか，民間であれば，さ

らに建，電，空，給といった工事部分の配分を見

て，その中で他事例などと比べて何か突出して違

っているものがあれば，そこの違っている原因を

把握して，それが過剰なのか過少なのか，例えば

過剰であった場合に，それが発注者の要望でそう

なって，どうしてもこの建物として必要なのか，

そうではないのか，もしくはディテールを変える

ことによって安くできるのかというところを設計

者とかなり協議します。当社の場合は，基本設計

の段階である程度予算に収まっているかどうかを

拾いも含めてやりまして把握するようにしている

んですが，そちらのほうでコントロールした中

で，基本設計の段階から実施設計に移っていっ

て，大きな乖離が出ないというところをチェック

しています。

ですので，実施設計で，以前はやはりかなり予

算をオーバーしてしまうことがあったんですけれ

ども，ここのところはそういうのはあまりなくな

ってきているなと思います。ただ，去年のような

資材が高騰する状態ですと，さらに途中段階で何

回か見直して予算を詰めていくような形がどうし

ても必要になってしまうことはあります。

コスト管理への取り組み
――PFI，SIBCなど

住田 公共の場合は最近PFIなども増えてきて，

そのあたりは従来の積算の仕方ではできないと思

いますので，その辺のところを野辺さん，お話し

いただいていいですか。

野辺 PFIについては，従前のやり方ではなく

て，いわゆる設計図面がなく，要求水準書から工

事費を算出する形になります。私はこのようなや

り方は初めてで苦労しました。手探り状態でいろ

いろやったんですけれども，要求水準書に当ては

まりそうな物件を建築コスト情報システムSIBC

で検索し，建物をピックアップして，検討材料と

して有効活用したりしました。

そんなわけで，SIBCみたいなデータベースは

非常に有用なツールとして使えたということもあ

りましたが，PFIは難しかったですね。何とか

要求水準書を満足しているだろうという工事費を

算出しましたけれども，これから変更設計が出た

とき算出方法はどうしようかと，ちょっと悩みの

種ではあります。

住田 PFIの積算については，手法として確立

するにはまだ発展途上というところもあるかもし

れませんけれども，試行錯誤しながらやっていく
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ということかと思います。

在の積算体系，積算手法へ
の改善案，将来への夢

住田 いろいろお話をいただきましたが，最後

に，公共における現状の積算の体系あるいは積算

手法に対しての改善提案がありましたらお願いし

たいのと，それから，みずから将来に向けてこう

いうことに取り組んでいきたいという夢のような

ものがもしありましたら，伺いたいと思います。

では，最初に古澤さんからよろしいですか。

古澤 コンサルタントの立場で官公庁のコスト管

理に立ち会うことがありまして，基本設計時の概

算では収まっていても，実際に実施設計時の精算

で予算がオーバーというケースをよく見かけるこ

とがあるので，もう少しきめ細かなコスト管理が

必要ではないかと思います。そのためには，もっ

と設計と積算が連携するというか，情報交換をリ

アルタイムにしていくことが大切ではないかと思

います。国交省さんが推し進めている，現場管理

で使用しているCALS／ECがありますが，こう

いったツールがもっと川上のほうで使えて，コス

ト管理のツールとして情報共有できればいいので

はないかということもあります。

数量については，官民合同の数量積算基準があ

るので，年々差が少なくなってきているというの

は感じますが，単価はどうしても数量と連動させ

ていく段階で，数量そのものを理解して入れてい

かなければいけないものと思っていまして，これ

は私の考えですが，値入れをする作業の一番取っ

かかりのときに，数量のチェックをまた改めてし

て，仕様もちゃんと理解して，その作業のこと

を，私は同僚とか部下にもよく「数量に魂を入れ

る」という言い方をしているのですが，そういう

作業が済まないと，その数量に見合った単価はど

うしても設定できないんじゃないかという気がし

ています。

最後に，夢というか，会社的に言わせていただ

くと，公共工事のコンサルタント業務に携わりな
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がら，数量に強いと言われていたんですけれど

も，これからはコストにも強いと言われるような

コンサルタントを目指していきたいと考えていま

す。

住田 それでは，鈴木さん，お願いします。

鈴木 今年度，国交省から躯体数量の契約数量化

や共通仮設の指定をしていくという方向性が打ち

出されていますが，それらの業務を遂行する者に

とっては，責任が従前以上に重くなる部分がどう

しても出てきますし，もちろん責任を持ってやっ

ていかなくてはいけないと思いますので，業務委

託に関してはもう少し責任範囲を明確にするため

に，数量については設計業務の標準業務とは別に

していただいて，積算事務所のほうにダイレクト

に発注する方法もあると思いますし，または設計

事務所と積算事務所とのＪＶという形もあるのか

なと考えています。その辺の検討をお願いしたい

と思います。

今後ですけれども，民間工事においても発注者

側からの要望がさまざまになってきていまして，

設計，施工の査定ですとか，ＰＭに近いようなこ

とを求められる状況に来ていますので，当社とし

ましても，ほかの事務所に遅れをとらないよう

に，時代の流れに乗り遅れないように実績を重

ね，資料づくりをやっていきたいと思っていま

す。

住田 では，次に山田さん，お願いします。

山田 前段にあったように，坪いくらといった非

常に大まかな考え方を前提に，わかりやすい方向

に積算業務が向かえばいいなと思っています。た

だし，現状の積算のやり方，積算業務の重要性と

いうことを考えれば，もっと人を育てていかなけ

ればいけないと思っています。

住田 では，最後に野辺さん。

野辺 私どもとしましては，積算の効率化を図る

ということで，発注者としての積算の透明性，客

観性，妥当性を確保するためにいろいろな積算手

法を検討しています。いくつか例を挙げますと，

小規模改修工事における積算手法の検討や応札者

の見積り活用，解体工事などの積算についてとい

ったことをいろいろ検討しています。

他には，現在，数量公開を参考数量として公開

しているんですけれども，試行として，契約数量

とするということも検討をしております。秋口ぐ

らいに新規の物件に適用する予定です。

改善提案ですが，将来に向けてという話では，

今かなり細かい積算になっているのは事実です。

できればもう少し効率的で簡単にできる方法があ

ればいいなと思っています。

住田 ありがとうございました。

今日はいろいろ有意義な話が伺えたと思いま

す。課題も見えてきたところもありますけれど

も，またそれに取り組んでいくことが将来の楽し

みにもなってくるということで，これからまた皆

さんにそれぞれの分野で引き続きご活躍をいただ

ければと思います。

本日は，どうもありがとうございました。（了）
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