
特　集

　前号に引き続き、本号でも、公共建築の企画・設計段階におけるコスト管
理を考えます。

　「発注」「設計」「施工」の三つの立場の関係者が、密接に連携・協力をし、
それぞれの役割を適切に果たすことによって、「品質」「コスト」「工期」の
バランスがとれた優れた建物が出来上がります。

　しかし、それを実現することはそれほどやさしいものではありません。建
築プロジェクトは単品生産であり、敷地状況、周辺環境、建物に求められる
機能、発注者の考え方などの様々な要素は一つひとつ異なります。また関係
者の体制や技術力なども異なります。関係者が、それらの状況を分析・把握
しながら、密接な連携・協力のための努力を続けることで、価値観等の方向
性が共有され、プロジェクトが円滑に進捗するようになるのだと思います。
　一方で、建築生産に関する社会環境の大きな変化を踏まえ、それに対応す
るための有効な手段となる可能性があるフロントローディング、多様な発注
方式、発注者支援等業務の導入が試行錯誤で進められています。BIM等の
ICTの活用にも大きな可能性があります。それらを適切に運用していくこと
は、今後とも優れた建物を作り続けるための大きな鍵となるに違いありませ
ん。

　前号では、発注者としての国土交通省、設計者としての設計事務所、施工
者としてのゼネコンの関係者のみなさまに、フロントローディングや多様な
入札契約方式の導入状況等を念頭においた上で、コスト管理などに関するそ
れぞれの現状や考え方などについて、ご執筆いただきました。
　本号では、特に公共建築プロジェクトでの導入が進んでいる発注者支援業
務を専門に取り組むコンサルタントにご登場いただき、同様の切り口から、
ご執筆いただきました。
　また、施工者には、フロントローディングを行ったプロジェクトについ
て、更に民間発注者の代表格であるディベロッパーには、民間事業における
コスト管理の工夫などについて、それぞれご紹介いただきました。当研究所
でも、発注者が企画段階で行う業務についての試案をまとめました。

　今回の特集が、関係者のみなさまにとって、建築生産の改善のための「考
えるヒント」となることを願っています。

公共建築の企画・設計段階における
コスト管理を考える＜下＞
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　建築教育のあり方�

―　引き続き香山先生にお話をお伺いいたし
ます。公共的な建築には文化的な価値を付加する
要素も大きいですから、千年前からずっと残って
いるような建築が生み出されてきました。これか
らは、既存建築物に対しても、様々に手をかけ
て、時間をかけて手づくりをしていくことが大切
になるのでしょうか。
香山　そのとおりだとは思います。壊して建て直
すではなく、手を入れて残していくということ
は、本当に心を入れてそれを積み上げていくとい
うことで、それだから、千年経ってもいい建物と
して残るということでしょう。ですから、単に、
テナントが変わったので建て直した建物と、既存
の建物を直しながら良くなっていったものとは、
同じ建物でも人の心に働きかける力が全然違うん
ですよ。しかしそれを口や精神論だけで言ってい
ては済まないわけで、その二つの違いを、具体的
なシステムや方法として根付くように考えていか
なければならない。大学の中でそのような問題意
識を持っている人間が、実際の問題としてその辺
を理論としても、教育としても整えていかなけれ
ばならないと思っています。簡単なことではない
けれども。
―　確かに具体的な方法論が必要ですね。建
築学科で学んだ人間にとっては、それが責務であ
り、仕事になるのですね。

香山　そう思います。大学で設計論を教える立場
にあって、かつ実際に設計活動をしている人たち
は、設計理論の中にそのような具体性を入れてい
く必要があると思います。理念的、観念的なこと
に走りすぎてはいけない。
　建築家や施工者だけではなく市民にも応えられ
るような、建物を見た人が、これを使いたいと思
うような建築の議論が育ってくれば、その中から
少しずつ良いものが出てくると思います。そのよ
うな問題意識を持っている人たちも近頃少しずつ
増えてきて、その方法を構築していこうとする段
階になってきたような気もします。
―　建築の企画、設計、施工の様々な手順を
進めていく際に、発注者、設計者、施工者以外に
も新たな関係者が登場するようになってきまし
た。そういう中で、対象物によっての最適な組み
合わせも考える必要が出てきました。
香山　正にそこがこれからの問題だと思うので
す。大学の中での教育研究でもそのようなアプ
ローチが必要になっていると思います。
―　それに関連して、大学教育のあり方につ
いてお伺いします。いわゆる高等教育について
は、学術の基礎的な教育研究が極めて重要である
という意見があります。一方で、例えば建築学科
は、卒業後には建築に携わる職業に就くことがあ
る程度前提となっています。そのために、高等教
育においても当該職業分野に関する基礎的教育の
充実も必要ではないか、という見方もあります。
医学部では、卒業後に医師になることを前提にし
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た基礎的教育が行われ、国家試験に合格して医師
になります。非常に高度な専門分野ではあります
が、一種の職業訓練が行われているとも見えま
す。
　大学教育として、倫理、理念、基本的な考え方
を学ぶことは必要不可欠です。一方で、先ほど先
生がおっしゃった方法論のようなもの、現場と直
結した何らかの教育や経験のようなものをある程
度身につけることも大切なのでしょうか。
香山　建築学科には、基礎的な職業訓練に相当す
る教育が必要だということについて、僕は100％
そういう考えです。自分が、実際目にした例です
けれども、50数年前、アメリカのペンシルベニア
大学に留学したときに驚いたのは、大学院ではな
くて建築学部建築学科を卒業するためには医学部
と同じで6年かかったこと。そして6年次に提出
する卒業設計は、正に今日のお話に関連すること
で、平・立・断といった一般図だけでなく、矩計
図、そして積算書までつけなくてはいけなかった
ことです。ということは、建築学科でそれだけの
教育をしなければできないでしょう。積算、矩
計、ディテールを全部描かせた、そんなぶ厚い設
計図書にして、それで説明する。日本では、見栄
えの良いパースを描いて、それでコマーシャルの
説明図みたいに描けばいいという感じでしょう。
当時のアメリカの卒業設計の感覚から見れば、そ
れは素人のものであって専門家のものではない。
―　それは驚きです。
香山　アメリカでは、卒業させて社会に出すとい
うのが大学の責任ですから、変な学生を世に出し
たらその大学の名声が落ちることになります。職
業的にきちっとしていない人間をなぜこの大学は
卒業させたのか、と言われるわけですよ。即ち、
そこの認識が違うのです。ですから、本当に専門
の教育は徹底していた。ただ、今のアメリカでは
ちょっとそれが変わってきています。そして、こ
れからどうなるのかは分からない。つまりそれは
先ほどの問題に返ってきます。即ち、建築家の受
け止められ方がどうなるかということ。例えば、

今は、ユニークで人目を引く建築をつくることが
話題になる時代ですから。
―　ちょっと目立つ建築などですか。
香山　そうですね。ただ日本の大学教育は、元々
きちっと職業的な専門家としては出してはいな
かった面もある。どのような大学を卒業しよう
が、卒業式の翌日からきちんと設計できるかとい
うと、できない。ではどうしていたかというと、
実際に社会に出てから教育していたわけですね。
―　逆に、学生時代は夢のある設計か何かを
やって……。
香山　そう、夢があればいい。というより、ただ
夢だけ、あればいい。そこが昔のアメリカは違っ
たんですよ。ただ、今、アメリカも非常にコンセ
プチュアルで見栄えの良い絵をしっかりと描けば
世界的に有名になるという感じが出てきている面
もある。全部が全部そうということではないです
よ。しかし、この辺りは、今日の社会全体の大き
な問題ですね。
　ただ、僕は、率直に言って、今のままでやって
いったら、建築学科に来る人間自体がいなくなる
かもしれないという危機感もあります。問題の根
本は基礎教育をきちっとやらないで専門の学校と
言えるのかということ。僕が大学で教えていたと
きに病院の課題を出したことがあって、ちょうど
その時医学部長をしていたのが親友だったから、
講評会に出てもらった。彼が「この病院を設計し
たのは何年生ですか」と言うから、「3年の後期
の課題だ」と答えた。「これは勉強し始めて何
年？」、「1年」、「えっ、1年で設計しているんで
すか。いやそれは、私たちには考えられない。
我々は、学生の時に全部基礎の学科を勉強させ
て、それから実地をインターンで経験させて、そ
れで初めて手術をさせる。建築というのは荒っぽ
いことをするのですね」と。基礎教育を当然だと
考える人から見れば、そうでしょうね。
　19世紀からフランスで始まった建築教育、それ
がアメリカにも入ってきました。その代表格が、
僕の学んだ大学だったわけですが、基本から順々
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にやって、学年が終わる毎に落第させ、落第さ
せ、落第させて入学したときの2割ぐらいしか卒
業しないのです。僕がアメリカへ行った60年前
は、まだそのやり方が残っていた時でした。確か
に職業教育としては、誠に医学部に似ていたわけ
です。
　建築学科の教育に、もっとメリハリの利いた選
択肢があってもよいのかもしれません。デザイン
に特化した学校と、基礎的技術を教える学校とに
分かれていて、学生が選択する。それぞれ特徴の
違う卒業生が出てそれぞれの分野で活躍する。
―　我々が学生だった昭和50年代は、本当の
建築設計をやりたい人は、給料は別として、建築
家に弟子入りするような覚悟で行け、と言われて
いた記憶があります。
香山　実際、そこで手弁当で働きながら、勉強し
ていたのですよね。徒弟教育と同じ。中世までさ
かのぼれば、みんなそういう形だったわけです
よ。日本の大工でも、ヨーロッパの石工でも、み
んなまず徒弟になる。建築教育もそこまで戻ると
いう考えもあるかもしれない。大学は、職能とい
うか、根本のところがいろんな点で問われてい
る。大学なら大学、就職なら就職のときに、何を
自らの特色としていくのか。それが問われている
だろうと思います。日本は全体が曖昧な社会だと
言っていいのかもしれない。

　地域で求められる建築家像�

―　先ほど（前号参照）市民参加のお話があ
りました。その市民の要望を建物として実現させ
るためには、それぞれの地域での建築家の役割が
大きくなる気がするのですが、どのような印象を
お持ちでしょうか。
香山　市民参加にはいい面がたくさんあります
が、まず何よりも、人々が建築に求めているもの
は何なのか、そのことが直接分かります。地方に
行くと、住民の方々にまずこう言われることが多
い。「僕たちの欲しいのは単純なことで、住みや

すい町、長く住める町をつくってほしいことで
す」と。ただしそれに続けて、「建築家なんか僕
たちは本当は全然信用していないんです」と大抵
言われます。「長く愛着の持てる建築をやってい
ただけませんか」と。言葉は様々ですが、言って
いる気持ちは大体そういうことです。「僕たちは、
ここに住み着いて、子どもを育てて、そして楽し
く暮らせる町をつくりたいのです」と。有名に
なって新聞やテレビに出たからといっても、その
後、満足に使えなくなる建物なんかはいっぱいあ
るわけです。「隣の町のあれ、あれはごめんです」
と、こうなります。それは単なる非難ではなく
て、健全な建築、何年もずっと続く建築をつくっ
てほしいという切なる願いがそこにある。だっ
て、そうやってみんな生きているわけですから
ね。そう求めている声もいっぱいあるのです。僕
はむしろ、そこに希望があると思うのです。プロ
フェッショナルとして僕たちは、その思いをちゃ
んとつかまえて応えているのだろうかと自問しま
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す。そうでなければ専門家としては恥ずかしいの
ではないか。
―　そういう建築家たちを盛り上げるような
方法論を関係者として考えていくことが必要です
ね。
香山　したがって、最初の問題に戻りますが、公
共建築の一番の役割は、そのような失われた信頼
を取り戻すということではないでしょうか。建築
が公共的なものだ、みんなのものだという信頼
が、失われるような社会にしてはいけないと思う
んですよね。
―　東日本大震災の後、建築家の出番はあま
り多くはなかったと、聞いたことがあるのです
が。
香山　震災後、様々な被災地で「僕たちは、もう
建築家の建物は要らないんです」と言った人がた
くさんいると聞いたことがあります。しかしそれ
は建築家がすべてそうだということではない。本
当にしっかりとした建築をつくって感謝されてい
る人もいるんですよ。
　僕たちのアトリエのOBが共同で、陸前高田市
の小学校に何年がかりで取り組んで、最近ようや
く完成させた。本当に苦労してつくり上げた。小
さな小学校でしたが、完成したときに村の人たち
が喜んで喜んで……。去年の秋に完成して、生徒
たちがそこで勉強を始めて、4月に大体必要なこ
とが終わったので、「もう、しばらくは来られな
くなります」と言ったときに、先生も生徒も坂道
まで見送って手を振って別れを惜しんだ。皆泣き
彼も泣いた。そういう仕事をしているのもいるの
ですよ。こういう話があると、もう少し世の中に
知ってほしいと思いますね。
―　そういうところに光を当てたいですね。
香山　ええ。世の中の見えていないところ、そう
いうところでいろんな声がある、そういうものを
求めている人もたくさんいる。そのような声を拾
うことが公共の役割ではないか。これは津波で壊
された、あの一本松のあった町の話です。
―　すごく被害が大きくて、ほとんど崩壊し

ましたね。
香山　被害のところも悲惨だけれども、それを移
転するためにまず削って造成した山の姿。これも
悲惨で見ただけで胸が痛みますね。そんなところ
に住めと言われたって、最初は何もない砂漠みた
いにパーッと平らなところでしょう。散歩する気
にもなれないと言われていたそうです。しかしそ
こに安いコストでいい小学校をつくった。それが
きっかけとなって、みんなそこを散歩するのが好
きになってきたそうです。少しずつそうなってき
ているんですね。これは建築の力ですね。
　さっき僕はネガティブな面からの発言もしまし
たが、一方で、一生懸命そういう努力をしている
建築家もいる。地域の中でもそういうものを求め
ている人がいる。それは大きな希望だと思ってい
ます。
―　そのような方々に頑張ってもらえるよう
な環境整備というか、雰囲気づくりを、建築の周
辺にいる我々関係者も微力ながら努力していかな
ければと思います。
香山　そのとおりです。建築は、人間が正に原始
時代からつくってきた一番の基本的な技術でしょ
う。これは人間が人間として一緒に暮らしている
限り、永遠に続けなければならない仕事です。僕
が自分の人生を振り返って考えてみても、昔あっ
た技術で今はなくなったものはいっぱいあるわけ
です。例えば、蒸気機関車なんて昔ワクワクして
見たけれども、今はもう走っていない。その技術
もなくなったわけでしょう。あったとしても観光
で走らせているだけです、そんなところです。コ
ンピュータだって、やがていつかなくなるかもわ
からない。しかし、建築は人間がいる限りなくな
らない。
―　昔の著名な建築家が設計した建物など歴
史的な建築物を改修して保存・活用する事例が非
常に多くなってきました。先生もそのような取組
みを横浜税関本館や京都会館で実践されました。
既存建物を保存しながら新しい機能を追加するの
は、非常に難易度の高い設計ですね。
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香山　それは先ほどのお話に繋がりますが、公共
建築は本来長く生きていかねばならない建物なの
です。修理も含めて、部分的に壊したり、つけ足
したりされながら使われていくわけです。桂離宮
だけでない、みんなそうです。それが今生きてい
る、ということです。そういう生きて継続する力
を本来求められているのが公共建築だと思うので
す。
　この前、古い日本の本を読んでいると、公（お
おやけ）というのは、日本の古い言葉で大家（お
おや）が語源となった言葉であることを知りまし
た。公は大きい家ということなんだ。例えば、縄
文時代にできた三内丸山遺跡の建物を見てみる
と、みんなそれぞれが小さな小屋に住んでいた。
しかしその集落の中心に大きい家があります。そ
れが公なんです。ああ、分かりやすいなと思いま
したね。公共建築の始まりですね。
―　大きい家にみんなが集まる。
香山　みんなが集まる部屋が公なんだから、そう
いうことに思いが至ると、公共建築というのは人
間社会の根本だと気づくね。人間は一人だけでは
住めない。そういう昔からある基本的な力が求め
られているわけで、永遠にそのことは消えること
はない。ですから、そういう力をちゃんと捉える
ならば、「公共建築は不滅だ」ということになる。

　木材などの活用�

―　次の話題に移らせていただきます。先生
は木造建築にも多数取り組まれていると伺ってい
ます。日頃の設計活動を通じて、それらのコスト
管理の工夫や問題意識などについて、お聞かせく
ださい。
香山　建築コスト管理システム研究所が、コスト
に関する基本情報を収集・公表されているのは、
僕たちが様々な仕事をするときの基本なので、本
当にありがたいと常々思っています。
　その上で、今日様々な設計を進めながら考えて
いくと、従来の単価を拾うだけではできないもの
に直面するんです。たくさんの例がありますが、
例えば今、京丹波という町の庁舎を、その町の木
だけでつくろうと思って取り組んでいるんです
が、木造だけでやると工事費が高くなるからやめ
ろとか、様々な話がいっぱい出る。確かに積算し
たら、2階建ての建物ぐらいだったら鉄骨か鉄筋
コンクリートでつくった方が、どう積算したって
安くなるのです。しかし、なんとか、木でつくり
たい。なぜなら元々京丹波というのは、京都の都
をつくるときの木を出してきた、日本の歴史を支
えてきた木の生産地です。それが今、死んでいる
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状態にあるのは、情けない。それで、木材を上手
に活用する工夫をして、何とか鉄筋コンクリート
と同じ値段というところまで持って来ました。
　木材の使用を難しくしている理由の一つは、木
材の値段は、実際の生産地の山で切ったときの値
段に加えて、運搬賃や加工賃などの様々な費用が
加えられて決まることです。標準のJAS規格品の
使用を求められる場合もあります。また集成材を
使うことになると、単純なものをつくる工場でも
地方のすべての町にあるわけではありません。遠
方の工場での製作が必要になり、往復の運賃でも
値段が高くなるわけです。
　それで、京丹波で一番工夫したのは、現地で
切った木を使ってつくること。しかも、出来るだ
け材料に加工はしない。そこでとれる木材には細
いのも太いのもありますから、基本設計段階から
よく考えておいて、それぞれを使いこなすという
ふうにすればいい。これを口で言うのは簡単なん
だけどね……。
　また木を切るには順序があります。京丹波の庁
舎はそんなに大きいものではありませんから、そ
この町だけでも、必要な量の木はとれるのです。
しかし、もし必要なだけ切ってしまうと、そこの
木はまた60年ぐらい生産できない。建築家だから
自分の建物だけができればいいと考えるのではな
く、木材の生産の専門家、森林資源を研究してい
る人、地元の人たちとチームを組んで、切る順序
まできちっと考えて、森林の生産性が保たれるよ
うに、それをどう使うかというのを基本設計の段
階でやらなくてはいけないのです。これは流通材
をただ買って使うこととは違うわけで、挑戦的で
面白いのですが、僕たち建築家だけの知識ではで
きない、様々な専門家との協同が要るのです。
　それを積算の話となると、木材についてはどの
段階でどうやって積算をするのか。最終的には設
計をして、それで工事の入札にかけますが、一方
で、木材の手当てはその前に全部しておかなけれ
ばなりません。非常に難しい。
―　現実的にはその段取りが必要ですね。

香山　しかし、それは標準的な積算ではできない
でしょう。
―　おっしゃるとおりです。そこについて、
何か方法論を編み出さないと、木造建築が広がら
ないのです。
香山　僕たちはレンガも長持ちし、断熱性能も優
れているので出来るだけ使おうと思っているんだ
けど、レンガもそれに似た課題があります。地域
のものでつくるのが一番安いのですが、今、地域
でレンガをつくっているところはほとんどなく
なっています。
―　木材など地域材の活用については、発注
者サイドとしても様々に検討する事柄が多く、今
後の大きな課題の一つだろうと感じます。

　企画・設計段階の新たな方式の模索�

―　最後に、今日のお話を総括してお伺いで
きればと思います。いい建築を設計するために
は、品質、コスト、工期などの様々な要素をバラ
ンスよく調和させていく必要があります。一方
で、求められるものは大きく変化していますし、
新しい考え方の導入の検討も必要になっていると
思います。先生のお考えをお聞かせください。
香山　直面する基本的な大きな問題は、建築の
様々な機能が集約化あるいは複合化されるように
なってきたということだと思います。大昔は、
様々な公共的な機能は大きな建物の中で一括りに
集約されていた。しかし、社会の発展とともに、
その機能がだんだん専門分化されてきました。例
えば教会の中から病院が分離独立して建てられ
た。学校も別に建てられるようになった。近代社
会とは、求められるそれぞれの機能を高度化する
ために一つひとつを分化し特化していく道だった
と言っていいと思います。
　しかし、その結果、社会の総合性が希薄になっ
てきた、したがって、それをもう一度全体に戻そ
う、少しずつ戻したいという動きが起こってきて
いる。さっき言った市民運動で、図書館を市役所
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と一緒にしてくれと。今、京丹波でも庁舎の中に
図書館を入れようとしています。そのようなニー
ズはとても多い。山形でもそのような試みを進め
ようとしています。
―　我が国は人口が減ってきています。必然
的に、様々なもののダウンサイジングが求められ
ます。公共建築も同じ状況にありますから、既存
建物も含めた有効活用が重要になります。財政的
な余力にも限りがありますから、そのような方向
性に向かわざるを得ないのでしょうね。
香山　それに対応するためには、設計の初期段階
で、あるいは企画の段階からそれを考える。しか
し、そこで全部答えを出せないので、設計をしな
がら、あるいは場合によっては設計が終わって工
事が終わってから、使いながら考えるということ
も出てくるのです。それにどういうふうに対応す
るのか、従来のままでは答えが出てこない。その
ような問題だと僕は思っていますね。
―　それに応じた新しい方法論を考えていか
ないといけないですね。当研究所は、企画段階・
設計段階での様々な方法論についても今後力を入
れたいと考えております。今後ともご指導をよろ
しくお願いします。
香山　それには、例えば国全体に通じる大きなシ
ステムという形で考えるというアプローチもありま
すが、僕たちみたいに個々の建築で悪戦苦闘してい
る人間は、個別の問題を解決することをいくつか積
み重ねることで、少しずつ全体に繋がる共通なもの
が見えてくる。そのようなアプローチも同時に必要
だと思っています。見えそうな気もするんだけど、
現実にはまだなかなか見えませんが……。
―　個別解をいろいろ見せていただいて、そ
れらが集まってくると一般解化できるようになる
可能性はありますね。
香山　個別が積み重なって一つの全体の方式が出
てくる、あるいは全体から個別をとらえ直す、そ
の相互往復が求められる。
―　逆に一般解から入ると理念的になってし
まい、それこそ機能しないものがつくられる可能

性があります。頭の中だけで考えるのではなく、
現場から出た成果を一つひとついただきながら、
考えを進めていくことがよいかもしれないです
ね。
香山　それは建築という技術の持っている昔から
の基本的な性質で、一般解から入ると、一つ二つ
のものにはいいけれども、10も20ものものにはと
てもうまくいかない。そういうことが多いでしょ
う。
―　そういう上手くいった事例に脚光を浴び
せて、多くの方に見てもらえるようにすることが
大切ですね。様々な建築賞がありますが、それぞ
れにそのような役割が期待されているのだと思い
ます。一つひとつを関係者の方々に見ていただい
て、それが積み重なって一定の成果に結びついて
いけばよいですね。
香山　僕もいくつかの賞の審査にも参加させてい
ただいたし、受賞経験もあります。様々な建築賞
は、具体的なことを実例で見せてくださる貴重な
機会だと思います。僕も、これからも町の建築家
の一人として頑張っていきたいと思っています。
―　長時間にわたりまして多くの貴重なお話
をお伺いしました。本当にありがとうございまし
た。結びに、先生のますますのご活躍を心よりお
祈りいたします。

聞き手／
本誌編集企画委員長� 羽山�眞一
� （（一社）公 共 建 築 協 会　常務理事）
本誌発行人� 川元　�茂
� （（一財）建築コスト管理システム研究所　専務理事）
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1 はじめに

　昨今、公共工事においてコンストラクションマ
ネジャー（以下、「CMr」という）の導入が積極
的に採用されるようになりました。これは、2014
年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

（以下、「品確法」という）が改正されたことが大
きな要因ですが、特に以下の三つのポイントによ
ります。
　ポイントⅠ：目的と基本理念の追加
　　・担い手の中長期的な育成・確保
　　・賃金、安全衛生等の労働環境改善� など
　ポイントⅡ：発注者責務の明確化
　　・予定価格の適正な設定
　　・低入札価格調査基準や最低制限価格の設定

　　・�計画的な発注、適切な工期設定、適切な設
計変更� など

　ポイントⅢ：多様な入札契約制度の導入・活用
　　・技術提案交渉方式（民間ノウハウ活用）
　　・段階的選抜方式� など
　上記の三つのポイントのうち、ポイントⅠやⅢ
により我々のようなCMrの導入について各自治
体内で検討され、採用に至っています。そして採
用後に特に期待される業務（民間ノウハウの活
用）がポイントⅡに関わるコスト関連支援業務で
あり、建設プロジェクトに関わる各種支援業務の
中でも重要な業務の一つに挙げられます。
　本稿では多様な発注方式の導入によって、設計
施工一括発注方式を採用した際に生じる企画段階
の予定価格の設定やコスト増減管理の手法の一例
と課題について述べていきます。

出典：
国土交通省「品確法の改正等と
国土交通省におけるガイドライ
ン策定等」より抜粋

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

☆ 改正のポイントⅡ：発注者責務の明確化
○担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう、
市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した
予定価格の適正な設定
○不調、不落の場合等における見積り徴収
○低入札価格調査基準や最低制限価格の設定
○計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更 ○発注者間の連携の推進 等

各発注者が基本理念にのっとり発注を実施

効果

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律

○ダンピング受注、行き過ぎた価格競争 ○現場の担い手不足、若年入職者減少
○発注者のマンパワー不足 ○地域の維持管理体制への懸念 ○受発注者の負担増大

＜目的＞インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保

＜背景＞

☆ 改正のポイントⅠ：目的と基本理念の追加

○目的に、以下を追加
・現在及び将来の公共工事の品質確保 ・公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成・確保の促進
○基本理念として、以下を追加
・施工技術の維持向上とそれを有する者の中長期的な育成・確保 ・適切な点検・診断・維持・修繕等の維持管理の実施
・災害対応を含む地域維持の担い手確保へ配慮 ・ダンピング受注の防止
・下請契約を含む請負契約の適正化と公共工事に従事する者の賃金、安全衛生等の労働環境改善
・技術者能力の資格による評価等による調査設計(点検・診断を含む)の品質確保 等

・最新単価や実態を反映した予定価格
・歩切りの根絶
・ダンピング受注の防止 等

☆ 改正のポイントⅢ：多様な入札契約制度の導入・活用

○技術提案交渉方式 →民間のノウハウを活用、実際に必要とされる価格での契約
○段階的選抜方式（新規参加が不当に阻害されないように配慮しつつ行う） →受発注者の事務負担軽減
○地域社会資本の維持管理に資する方式（複数年契約、一括発注、共同受注）→地元に明るい中小業者等による安定受注
○若手技術者・技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・評価

法改正の理念を現場で実現するために、 ○国と地方公共団体が相互に緊密な連携を図りながら協力
○国等が講じる基本的な施策を明示 （基本方針を改正）
○国が地方公共団体、事業者等の意見を聴いて発注者共通の運用指針を策定

H26.4.4
参議院本会議可決（全会一致）
H26.5.29
衆議院本会議可決（全会一致）
H26.6.4
公布・施行

25図1　品確法改正のポイント
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特集　公共建築の企画・設計段階におけるコスト管理を考える＜下＞

株式会社山下PMC　事業創造推進本部第一部　部長　鴨下　清

設計施工一括発注案件における 
「企画段階の予定価格の設定方法」及び 

「企画・設計段階のコスト管理手法」について



２
�コスト管理を健全に実施するための
ポイント

　建設プロジェクト期中のコスト管理を健全に実
施していくためには、予定価格の適正な設定（民
間では工事費を含めた事業予算の設定）が重要な
ポイントになります。この予定価格が市況から外
れていると入札が不調や不落に陥ります。仮に不
調を免れても、施工者にとって厳しい工事費で受
注した建設プロジェクトは、後の設計変更に伴う
コスト増減管理も厳しい状況になり、結果、施工
者に「我慢」を押し付けて終わるプロジェクトに
なってしまいます。
　故に、適正な予定価格の下で、施工者が透明性
の高い競争入札に安心して参画できるような環境
を構築するのが我々 CMr（発注者支援）の役割
であり、その後の健全なコスト管理に繋がると考
えます。

３
�企画段階の予定価格の設定における
課題

　品確法の改正では「発注関係事務の運用に関す
る指針（運用指針）」が示されており、その中で

「工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活
用」について記されています。
　これにより、公共工事でもプロジェクトの状況

に応じて設計施工一括発注方式（デザインビルド
方式（以下、「DB方式」という））の採用が可能
になり、設計段階から施工者の技術力（特許工法
など含む）や労務を含めた資機材調達能力を取り
入れることが可能になりました。
　このDB方式には様々な長所・短所が取り上げ
られますが、長所の一つとして、透明性・公平性
の高い競争入札の実現と契約締結を前提に、設計
段階から契約金額（総額）を厳守するプロジェク
ト推進が可能であることが挙げられます。
　ただし、予定価格を設定してからDB方式の競争入
札を行う場合、公共工事の予定価格の設定には課題
があります。それは設計図面がない企画段階時にお
いて予定価格の設定はどうするのかということです。
　この課題への対応策の一つとして、民間での工
事費を含めた事業予算の算出方法（民間ノウハ
ウ）が挙げられます。当然ですが、民間企業が
DB方式を採用した場合でも、企画段階に工事費
を含む事業費を算出し、事業収支を企画して経営
者に投資の判断を仰ぎます。この際、事業費の大
半を占める工事費の設定（概算）は重要であり、コ
ストとプライスの双方を見極めた判断が必要にな
ります。ただ精度の高い概算を算出する手法は、
各CM会社や設計事務所が各々持っている高度な
技術力の一つであり、簡単にそのノウハウ（算出
手法）を開示するわけにはいかない現状があると

出典：国土交通省「品確法の改正等と国土交通省におけるガイドライン策定等」より抜粋
図２　運用指針の主なポイント

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 の主なポイント

運用指針とは：品確法第 条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ

国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することがで

きるよう、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態

等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっては、適正な工期

を前提とし、最新の積算基準を適用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低

制限価格制度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事

後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項

第１号の規定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現

場の施工実態の乖離が想定される場合は、見積りを活用すること

により予定価格を適切に見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底な

ど予算執行上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等

を行うとともに、週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた

適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化を図る。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確

認及び評価を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答

に努める。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受

注者双方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工

事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施

状況等を把握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行

い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等

を通じて、国や都道府県の支援を求める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切

に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工

期の適切な変更を行う。

① 予定価格の適正な設定

② 歩切りの根絶

③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

④ 適切な設計変更

⑦ 発注や施工時期の平準化

⑧ 見積りの活用

⑩ 完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

⑨ 受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用

する。

⑥ 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

⑤ 発注者間の連携体制の構築

27
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思います。
　市民への説明責任を負う公共工事では、この民
間企業のノウハウを「活かす制度」と「安易に開
示しない制度」の両立が望まれており、今後DB
方式を採用する際の課題の一つと考えられます。

４
�予定価格の設定時に必要な考慮すべ
き項目

　企画段階の予定価格（超概算）を精度高く算出
するためには、明確な工事区分を基にして、建物
単体の躯体（杭など含む）や内外装のグレード、
設備関連の設定仕様やグレードなど、工種や部位
毎の細かな項目が必要です。その他特に考慮すべ
き項目は、
　１）�計画地の広さや周辺環境、地盤状況などプ

ロジェクト毎の制約を反映した工事施工計
画案

　２）１）を加味した適正なスケジュール案
になります。
　１）と２）の計画案の作成にあたっては、特定
企業への情報の偏りを防ぎ、透明・公平な競争環
境を構築するために、発注者側内部のみで予定価
格の算出に反映していくことが大切であり、その
主担当がCMrになります。

　更に考慮すべき項目として、ここ数年建設業界
全体の課題である労働者不足や働き方改革（改
善）によるスケジュールへの影響も無視できませ
ん。設計事務所では打合せ前夜に徹夜で図面を作
成するという働き方は難しくなります。また、工
事現場では４週６休から４週６閉所を実践し、今
後は４週８休や４週８閉所への取組みが行われて
いきますので、スケジュールのみならずコストや
経費などへの影響が考えられます。
　このように建物単体の工事費だけでなく、想定
の工事施工計画案、適正なスケジュール案、そし
て建設市況や世間の動向も考慮しながら予定価格
の設定を行う技術力が発注者側に求められます。

５
�DB方式における企画段階のコスト
増減管理

　建設プロジェクトに関わる事業費は、企画段階
中に概ね決定してしまいます。その後の設計・施
工段階で与条件の変更や予期せぬ事象等により大
なり小なり変更は生じますが、基本的な骨格は変
わらないはずです。事業費に占める工事費の割合
は非常に高く、設計・施工段階中を含めて契約金
額を守っていくためにも企画段階での予定価格

（超概算）の算出は重要になります。
　その精度を高くするためには、要求水準を満た
した（課題が残っていてもOK）企画図面の作成
と、その企画図面を基にした工事費を算出し、目
標工事費から上振れしていれば、要求水準（与条
件）の見直しを図って工事費を整えていく業務

図3　施工計画イメージ

表1　事業費一覧表イメージ
No 項目 金額 備考
１ 工事費
２ 機械警備・入退室管理工事
３ 特殊機器
４ 家具
５ ブラインド工事
６ LAN工事
７ TEL工事
８ サーバー・ネットワーク・情報管理システム工事
９ AV設備・TV会議システム工事
10 確認申請手数料
11 構造評定・大臣認定手数料
12 屋外広告物許可申請手数料
13 電波障害調査（机上）
14 電波障害追加調査（発生した場合）
15 電波障害対策費（発生した場合）
16 近隣対策・保障費（発生した場合）
17 地中埋設物・地中障害物撤去（発生した場合）
18 各種引込み負担金
19 引越し
20 式典費用
21 登録免許税（建物）
22 不動産取得税（建物）
23 印紙税
24 設計監理費
25 CM業務費
26 予備費（工事費の５％を想定）
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（＝コスト管理）が必須であり、企画段階を任さ
れるCMrや設計者の重要な業務になります。
　この時期に図面と工事費の相互検証を怠ると予
定価格から大幅に外れた入札金額が提示される可
能性が高くなるため、CMrとして企画から竣工
までのコスト管理業務の中で最も重要な項目がこ
の企画段階のコスト管理と言えます。
　もちろん一筋縄ではいきません。各自治体や民
間企業の発注者毎に懐事情があり、どのようにし
て費用を引き出すか、もしくは抑制していくかを
発注元の担当者とともに戦略的に検討をしていく
ことが大切です。この検討を踏まえることができ
たプロジェクトは、竣工時までの間に100 ～
1,000個の変更項目が仮に発生しても予算内に納
められる確率が上がり、設計・施工段階のコスト
管理の難易度を低くすることに繋がります。

６
�設計段階における設計施工分離発注
方式と設計施工一括発注方式（DB
方式）のコスト管理の違い

　コスト管理を実施する上で必要な手法は、コス
ト増減項目の見える化（一覧表）です。これを随
時更新していき、誰もが確認できるように体系化

していくことは言うまでもありません。
　ここで述べたいのは、下記の１）と２）では、
設計段階のコスト管理手法が少々異なってくるこ
とです。
　公共工事での設計段階のコスト管理は、多様な
発注方式に対応するため、
　１）�工事費が決定していない中で設計を行う設

計施工分離発注方式
　２）�工事費が決定している中で設計を行うDB

方式
の大きく二つのケースが考えられるようになり、
各々のスタンス（取組み姿勢）でコスト管理を実
施していくことになります。
・設計施工分離発注方式におけるコスト管理例
　参考となる工事内訳が存在しない中で、目標工
事費内に納まるように設計を進めていく必要があ
るため、CMrは企画段階に算出した予定価格の
想定内訳を基にして、設計内容を随時チェックし
ていくことが重要になります。企画段階に設定

（想定）していた仕様やグレードから許容範囲内
の設計内容か、逸脱した設計内容になっていない
か等を随時確認していきます。また、要求水準の
変更に伴うコスト増減管理も同時並行で行いなが
ら、変更項目毎の超概算を設計者もしくはCMr
が算出し、VEやCDを図り、目標工事費に近づけ
ていくように推進するのが、１）のコスト管理の
取組み方です。
・DB方式におけるコスト管理例
　設計・施工者の選定時に施工者から提出された
総額の基になる工事内訳（見積書）を参考に設計
内容の変更をチェックしていくことになり、変更
項目毎の超概算の精度が１）と比較して高いと言
えます。ただしDB方式ならではの二つの課題が
あります。
課題１：�施工者から提出される工事内訳といって

も設計着手前の概算見積であり、明細は
ありません。故に変更項目毎の概算の内
容確認は、施工者から提出された概算見
積に記されている単価や歩掛り、数量を
参考にした確認であり、その妥当性を
CMrを含めた発注者側で判断していく

表２　工事概算一覧表イメージ

項目 金額
（税抜・千円）

坪単価
（税抜・千円） 備考

直接仮設

土・山留

杭

コンクリート

型枠

鉄筋

鉄骨

免震装置

外部仕上

内部仕上

外構（インフラ除く）

昇降機

電気設備

給排水衛生設備

空調設備

直接工事費

共通仮設 ％

諸経費 ％

端数調整

工事費合計（コスト） ０ ０
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ことになります。
課題２：�設計者と施工者が同一会社（もしくは共

同企業体）であるため、設計段階におい
ても契約金額（総額）を厳守する姿勢は
１）のケースと比べて強いと言えます。
ただし見えにくい部分に対して発注者の
了解を得ずにCDを行いやすい体制にな
るため、CMrや設計者や工事監理者が
しっかりとチェックを行っていくことが
大切になります。

　この二つの課題に対する技術力がCMrを含む
発注者側に必要になり、１）との大きな違いと言
えます。
　因みに工事施工段階のコスト管理は、１）２）
どちらもほぼ同じ手法になると言えます。この時
点には合意した総額に基づいた明細見積書が施工
者側に存在するので、それを基にコスト管理をし
ていくことになります（責任区分は異なります）。

７
�設計者（設計施工者）と目標工事費
を共有する必要性について

　コンペやプロポーザルを実施する時、もしくは
設計着手時に、目標工事費を設計者へ伝えること
は必要と考えています。
　「設計者の自由な発想の妨げになる」などの想
いから目標工事費の共有を避けることは、無駄な
設計に繋がる可能性が高く、コスト管理の意味を
なさなくなってしまいます。工事費を気にしない
建設プロジェクトの存在は皆無と言ってよいと思
います。「国の仕事だから」「地域のシンボルとな
るべき建物だから」という発想は半世紀前のプロ
ジェクトです。公共工事も民間工事と同じように

支払い可能な工事金額を設計着手前に仮決めして
おくべきであり、それに見合った要求水準（与条
件）を企画段階時に整理しておき、設計者の魅力
ある提案と現実（コスト増減一覧表）を常に照ら
し合わせて物決めをしていく必要があります。
　目標工事費や契約金額の厳守をプロジェクトの
共通認識としてすべてのプロジェクト参画会社に
意識してもらうことが、設計・施工段階のコスト
管理を実施していく上で大切な業務になります。

８ おわりに

　多様な発注方式に対応していくための制度設計
は、まだ道半ばだと実感しています。
　2014年以前の公共工事は設計施工分離発注方式
が大半であり、設計業務完了後に数量を拾い、い
わゆる公共単価を用いて値入れをすることで予定
価格を設定してきました。DB方式やECI方式を
採用した場合の予定価格の設定はプロジェクト毎
に条件設定し実施している状況です。
　建設プロジェクトの発注体系としては、2014年
以降も従来通りの設計施工分離発注方式が主流で
あり、多様な発注方式（ここではDB方式やECI
方式をいう）を採用したプロジェクトのコスト管
理手法はCM会社などが独自に研究開発をしてい
る状態です。
　まだまだ課題はありますが、多様な発注方式

（設計施工分離、設計施工一括（DB方式）、ECI
方式など）に適合した制度の確立を目指し、プロ
ジェクトの性質に応じた発注方式を各自治体が安
心して選定できるように、我々も発注者とともに
チャレンジしていきたいと思います。

図４　コスト増減管理に使用するフェーズ毎の内訳種類

企画段階 設計段階 工事施工段階

設計施工
分離方式

ＤＢ方式

ＣＭｒ

設計者

施工者

予定価格時の超概算内訳によるコスト管理

施工者作成の精算見積によるコスト管理

ＣＭｒ

設計者

施工者
施工者作成の精算見積によるコスト管理施工者作成の概算によるコスト管理

基本設計完了時の概算によるコスト管理

予定価格時の超概算内訳によるコスト管理

フェーズ
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1 はじめに

　建築に係わる何らかのコストマネジメントの必
要性は、限られたリソースを用いて建設投資を行
う以上、疑いようがない。
　一方、コンストラクション・マネジメント

（CM）の必要性はさほど自明ではなく、採用す
るべきか否かはプロジェクトの特性に応じるもの
である。CMとは、「建設生産にかかわるプロジェ
クトにおいて、発注者から依頼を受けたコンスト
ラクションマネジャー（CMr）がプロジェクト
の目標や要求の達成を目指し、プロジェクトを円
滑に進めていく活動全般のこと」とされるが１）、
発注者の立場に立った明示的なマネジメント、プ
ロジェクトを一貫してマネジメントする主体＝
CMrの存在自体を目的に採用されることもある。
　近年、建設プロジェクトはますます複雑化・高
度化しており、建設分野におけるマネジメント領
域、特にCMrへの期待は、官民ともに日々大き
くなっている。その期待に応えるためCMrに求
められる能力と知識は、広い範囲に及ぶが、その
中でコストマネジメントに関するものは、プロ
ジェクトの目標や要求の達成度を大きく左右する
重要な要素の一つである。本稿ではCMrによる
コストマネジメントの取組みを紹介していきた
い。

２
�NCMのコンストラクション・マネ
ジメント

　筆者の所属する日建設計コンストラクション・
マネジメント株式会社（NCM）は、日建設計を
母体として2005年に設立された日建設計のグルー
プ会社であり（図１）、建築に関するマネジメン
ト・コンサルティング業務を主に実施する、「ピュ
アCM」を前提とするCMrである。
　建設事業を中心とするあらゆるプロジェクトの
課題を解決することを目的として、事業主の支
援・代行者としてのプロジェクトの運営、品質・
スケジュール・コストなどのマネジメント業務の
提供や、プロジェクトチームの推進役としてプロ
ジェクト価値の最大化を目指した支援を行うCM
業務のほか、既存建物の調査診断・保全計画策定・
バリューアップ計画立案など、保有資産の価値の
最大化を目指すライフサイクルマネジメント

（LCM）業務を行っている。

図１　日建設計グループ
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３ NCMのコストマネジメント

　2019年時点でのNCMの職員数は291名を数え、
多数の職員がCMrとして第一線で多様なプロ
ジェクトに携わっている。建設コストに関して十
分な知見を持つことは、CMrとして必要な能力
の一つであり、NCMとしても全職員を対象とし
たコストマネジメント技術の水平展開や、各種研
修を実施しているが、コストマネジメントの中心
となるのは建築コスト管理士９名を始めとするコ
ストマネジメントチームである。
　コストマネジメントチームは、単にコストに関
する知見を備えるのみでなく、建設会社で営業部
門、調達（購買）部門、見積（積算）部門などで
経験を積んだ技術者を含むメンバーで構成されて
いる。即ち、各自が培ったそれぞれの人脈、情報
網を持ち、建設会社と専門工事会社間の契約レベ
ルのコストまで踏み込むことのできる力量を持ち
合わせている。なお、仕上・設備のコストマネジ
メントだけでなく、必要に応じて構造設計系、施
工系のバックグラウンドを持つ職員の協力の下、
躯体数量の歩掛り設定や施工計画・山留計画・工
程計画などの立案にスピーディに対応できる組織
となっている。

　NCMが実施するコストマネジメントの特色と
して、多様な発注形態に対応したコストコント
ロールを行っていることが挙げられる。一般的な
設計施工分離のプロジェクトにおけるコストマネ
ジメントのみならず、設計施工一貫プロジェクト
における設計施工者選定や設計者概算の確認、設
計者の検討したVE案の確認、別途工事やいわゆ
るテナント工事の概算、査定まで多岐にわたる。
これらの幅広いノウハウを持ち、あらゆるフェー
ズで臨機応変なコストマネジメントに対応できる
ことは、CMrによるコストマネジメントの特徴
と言えるかもしれない。

４
�CMrとして行うコストマネジメン
ト手法

　CMrが行うべきコストマネジメントは、建設プロ
ジェクトの企画・設計から工事、運用、改修、維持
保全といった、川上から川下までのあらゆるフェー
ズにおいて実施されるが、ここでは企画・基本計画
段階から基本・実施設計段階でCMrが実施するコス
トマネジメントの手法について記述する。

【①企画・基本計画段階】
　建設プロジェクトの企画・基本計画段階は、建
設プロジェクトの予算と建築物の規模を決定する

表１　モデルプラン別概算金額一覧表例
外構

Ａ案 ）坪/円（め丸位単万001）坪/円（）坪/円（）坪/円（）坪/円（）坪/円（）坪/円（）坪/円（）円（）坪/円（）円（）坪/円（）円（）坪（）㎡（
クリニック棟 3,015 912 250,784,632 274,972 127,000,000 139,249 377,800,000 414,237 118,600,000 130,039 40,900,000 44,845 20,200,000 22,148 30,000,000 32,893 27,400,000 24,600,000 26,973 99,500,000 109,096 739,000,000 810,274
フィットネス棟 7,200 2,178 555,920,025 255,243 189,583,000 87,045 745,500,000 342,287 283,200,000 130,028 97,600,000 44,812 48,300,000 22,176 36,000,000 16,529 65,500,000 51,000,000 23,416 206,500,000 94,812 1,534,000,000 704,316
店舗棟 3,417 1,034 264,012,774 255,420 155,114,000 150,065 419,100,000 405,459 134,400,000 130,026 46,300,000 44,793 22,900,000 22,155 90,000,000 87,071 31,100,000 29,800,000 28,830 120,400,000 116,481 894,000,000 864,903
計 13,632 4,124 1,070,717,430 259,651 471,697,000 114,387 1,542,400,000 374,035 536,100,000 130,005 184,800,000 44,814 91,400,000 22,165 156,000,000 37,830 124,000,000 105,400,000 25,560 426,400,000 103,403 3,167,000,000 768,003

Ｂ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
クリニック棟 8,010 2,423 578,126,102 238,597 244,042,000 100,718 822,200,000 339,328 314,900,000 129,962 108,800,000 44,903 54,100,000 22,327 36,000,000 14,857 60,300,000 55,900,000 23,070 226,000,000 93,272 1,678,000,000 692,523
フィットネス棟 7,830 2,369 631,561,952 266,642 292,899,000 123,660 924,500,000 390,319 307,900,000 129,994 106,300,000 44,879 52,800,000 22,292 97,000,000 40,953 59,000,000 61,900,000 26,134 250,400,000 105,718 1,860,000,000 785,282
計 15,840 4,792 1,209,688,054 252,460 536,941,000 112,059 1,746,700,000 364,534 622,800,000 129,977 215,100,000 44,891 106,900,000 22,310 133,000,000 27,757 119,300,000 117,800,000 24,585 476,400,000 99,424 3,538,000,000 738,375

Ｃ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
クリニック棟 7,740 2,341 542,068,023 231,519 225,918,000 96,490 768,000,000 328,016 254,000,000 108,484 102,000,000 43,565 51,000,000 21,782 36,000,000 15,376 70,100,000 51,200,000 21,868 207,300,000 88,539 1,540,000,000 657,740
フィットネス棟 8,180 2,474 659,146,826 266,381 325,557,000 131,567 984,700,000 397,947 268,400,000 108,469 107,700,000 43,525 54,000,000 21,823 120,000,000 48,496 74,100,000 64,400,000 26,026 260,400,000 105,236 1,934,000,000 781,588
計 15,920 4,816 1,201,214,849 249,432 551,475,000 114,514 1,752,700,000 363,948 522,400,000 108,476 209,700,000 43,544 105,000,000 21,803 156,000,000 32,393 144,200,000 115,600,000 24,004 467,700,000 97,118 3,473,000,000 721,168

Ｄ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
クリニック 2,160 653 183,331,920 280,581 92,230,000 141,154 275,600,000 421,794 89,500,000 136,976 35,300,000 54,025 19,600,000 29,997 24,000,000 36,731 37,300,000 19,300,000 29,538 77,900,000 119,223 579,000,000 886,134
フィットネス 2,880 871 260,650,406 299,185 122,780,000 140,932 383,400,000 440,083 119,400,000 137,052 47,000,000 53,949 20,000,000 22,957 20,000,000 22,957 49,800,000 25,600,000 29,385 103,500,000 118,802 769,000,000 882,691
店舗 2,520 762 195,215,547 256,088 119,640,000 156,946 314,900,000 413,092 104,400,000 136,954 69,400,000 91,040 32,000,000 41,978 90,000,000 118,064 43,600,000 26,200,000 34,370 105,900,000 138,922 786,000,000 1,031,090
計 7,560 2,287 639,197,873 279,504 334,650,000 146,333 973,900,000 425,860 313,300,000 136,998 151,700,000 66,334 71,600,000 31,309 134,000,000 58,595 130,700,000 71,000,000 31,046 287,300,000 125,629 2,134,000,000 933,141

Ｅ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
クリニック棟 3,015 912 250,784,632 274,972 127,000,000 139,249 377,800,000 414,237 118,600,000 130,039 42,500,000 46,599 20,400,000 22,368 34,000,000 37,279 22,600,000 24,600,000 26,973 99,700,000 109,316 740,000,000 811,370
フィットネス棟 10,080 3,049 805,247,496 264,085 235,139,000 77,115 1,040,400,000 341,204 396,400,000 130,001 142,100,000 46,602 68,100,000 22,334 60,000,000 19,677 75,700,000 71,300,000 23,383 288,500,000 94,615 2,143,000,000 702,807
店舗棟 3,417 1,034 265,146,774 256,517 155,864,000 150,791 421,000,000 407,297 134,400,000 130,026 48,200,000 46,631 23,100,000 22,348 94,000,000 90,941 25,700,000 29,900,000 28,927 120,800,000 116,868 897,000,000 867,805
計 16,512 4,995 1,321,178,901 264,507 518,003,000 103,707 1,839,200,000 368,217 649,300,000 129,993 232,800,000 46,608 111,500,000 22,323 188,000,000 37,639 124,000,000 125,800,000 25,186 508,900,000 101,884 3,780,000,000 756,775

Ｆ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
温浴棟 11,684 3,534 940,417,754 266,075 339,591,000 96,081 1,280,000,000 362,154 402,900,000 113,994 171,500,000 48,523 79,100,000 22,380 100,000,000 28,293 71,900,000 84,200,000 23,823 340,700,000 96,395 2,530,000,000 715,820
フィットネス棟 9,241 2,795 756,011,859 270,448 342,716,000 122,600 1,098,700,000 393,038 318,600,000 113,973 135,600,000 48,508 62,500,000 22,358 120,000,000 42,928 56,800,000 71,700,000 25,649 290,000,000 103,742 2,154,000,000 770,551
計 20,925 6,330 1,696,429,613 268,006 682,307,000 107,793 2,378,700,000 375,793 721,500,000 113,984 307,100,000 48,516 141,600,000 22,370 220,000,000 34,756 128,700,000 155,900,000 24,629 630,700,000 99,640 4,684,000,000 739,990

Ｇ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
フィットネス棟 14,940 4,519 1,346,846,236 298,018 440,259,000 97,416 1,787,100,000 395,433 456,400,000 100,988 211,000,000 46,688 94,300,000 20,866 150,000,000 33,191 95,500,000 111,800,000 24,738 452,200,000 100,059 3,358,000,000 743,027
クリニック棟 7,268 2,199 562,077,712 255,656 270,689,000 123,120 832,800,000 378,792 222,100,000 101,020 102,700,000 46,712 45,900,000 20,877 116,000,000 52,762 46,400,000 54,600,000 24,834 221,000,000 100,520 1,642,000,000 746,849
計 22,208 6,718 1,908,923,948 284,154 710,948,000 105,829 2,619,900,000 389,987 678,500,000 100,999 313,700,000 46,696 140,200,000 20,870 266,000,000 39,596 141,900,000 166,400,000 24,770 673,200,000 100,210 5,000,000,000 744,278

Ｈ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
全 28,082 8,495 2,975,088,492 350,224 934,430,000 110,000 3,909,500,000 460,222 900,500,000 106,006 412,400,000 48,547 190,100,000 22,378 430,000,000 50,619 161,600,000 240,200,000 28,276 971,600,000 114,376 7,216,000,000 849,460

Ｉ案 （㎡） （坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪） （円/坪）
全 28,770 8,703 3,057,727,364 351,345 1,017,455,000 116,910 4,075,200,000 468,256 922,600,000 106,010 422,200,000 48,512 193,400,000 22,222 310,000,000 35,620 139,800,000 242,500,000 27,864 981,200,000 112,744 7,287,000,000 837,305

衛生設備床面積 躯体 仕上 建築計 電気設備 合計空調設備 昇降機設備 共通仮設 諸経費
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重要なフェーズである。
　企画・基本計画段階のコストマネジメントとし
てまず重要なことは、発注者が建築物に求める与
件（規模、機能、デザイン等の性能）を確認し、
事業に対しバランスのとれた適切な予算取りをす
ることである（図２）。この段階でCMrは発注者
の潜在的な要望を引き出し、発注者が求める要求
事項とその優先順位を把握する。その上で複数の
モデルプランを作成し、それぞれの概算金額を算
出、発注者が事業の内容を検証し採用するモデル
プランを決定する（表１）。
　一般的には、企画段階での概算金額の算出は、
坪単価ベースでの概算とされる場合がほとんどで
あるが、VE・CDを実施することを考慮し、出来
る限り積上げ方式で詳細に概算することが望まし
い。
　なお、民間工事の貸事務所や店舗等のテナント
収益施設の場合は、この段階で賃貸可能面積（収
益面積）が変動するため、事業収支面からの予算
の見直しを工事費概算と並行して実施し、予算と
工事費との整合を図る（図３）。

【②基本設計・実施設計段階】
　一般的に建設コストは、基本設計終了時に約
80％が決まると言われており、コストマネジメン
トの観点からも、フロントローディング型のプロ
ジェクト運営は有効であると考える（図４）。
　基本設計段階は発注者にとって、コストコント

ロールのためにVE・CDを含めた大規模な設計変
更を実施する最後のチャンスであり、コストマネ
ジメントも重点的に行う必要がある。それは、実
施設計段階、工事施工段階に大規模な設計変更を
行う場合、大幅な設計手戻りの発生や事業スケ
ジュールの遅延等が懸念されるためである。
　また、基本設計・実施設計段階では、設計の深
度化に合わせ、企画・基本計画段階で設定したコ
ストアロケーションの見直しを実施する。与件や
要求性能に基づき、工種別、用途別といった要素
毎に事業予算を再配分し、それを設計の進捗に合
わせてモニタリングする（図５）。各要素の中に
ある過剰なスペックや不確定要素を抽出し、それ
らを重点的に精査・管理し目標予算と適正品質を
実現させることが目的である。

図４　 フロントローディング型のプロジェクト運営と
コストコントロール

図３　正当な予算の立案と検証

工事費予算

与件

Projectの
実現

与件
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・全体予算見直し
・工事範囲の確認
・関連別途工事

整合性確認

整合性確認整合性確認

正当な予算の立案と検証

④予算検討
・設計与件の見直し
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・予算の見直し

プロジェクトの実現

②仕様見直しの検討
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性能・仕様・機能
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デザ
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機能
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構造

意匠

＋α→

＋α→

与件と予算の見直し

予算の範囲

必要な＋α

←＋α

プロジェクトの進捗・深度化・各設計段階でコストア
ロケ―ションに沿った見直しを行い、不確定要素の減
少・精度アップによるコストの適正化。

コストアロケーションとモニタリング

←＋α

図２　予算と与件のバランス 図５　コストアロケーションとモニタリング
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５ コストとプライス

　各段階のコストマネジメントでは、技術的に検
証できる「コスト」を基準として、常に判断の軸
を一定に保つことが重要である。ここでの「コス
ト」とは、工事原価に一定の適正な一般管理費等

（販売管理費と営業利益）を加算したもの（金額）
をいい、受注者（総合建設業・設備工事会社等）
の営業的な入札金額（見積金額）ではなく、企業
経営上も適正な価格であり、通常受注し得るレベ
ルの価格である。これは、積上げによる施工者原
価をベースとしたものとなる。
　一方、CMrとして発注戦略を考えるときは、
ターゲットプライス（目標発注価格）をどのよう
に実現させるかが大きな課題となる。ここでの

「プライス」とは、受注者の営業的なアウトプッ
トである入札価格・見積価格である。「プライス」
は各プロジェクトの持つ特性と施工者側の営業的
な動機に影響され、それらには競争環境以外に
も、個別性・恣意性の反映がされている（図６）。
　このような「プライス」の推定においても、

「コスト」は確固たる基準として固定することが
大前提である。その上で総合建設業（ゼネコン）
あるいは設備工事会社（サブコン）の現状での取
組み姿勢などを考慮し、ターゲットプライスを設
定していくことになる。例えば、競争入札の場合
は入札価格帯の推定と予定価格設定のための基礎

情報の整理、特命発注の場合は発注者と施工者の
関係性やマーケット状況による推定などによる。

６ 概算手法

　NCMの概算手法は、事業構想段階、企画設計
段階、基本計画段階、基本設計段階、実施設計段
階、いずれも概ね同様の手法であり、算出根拠が
明確な積上げ概算を行うことが原則である（表
２）。参考文献によれば「たとえ基本計画段階に
おける少ない与条件に基づく概算であるとして
も、想定設計（試設計）を含む各種設計情報を用
いて労力を惜しまず積上げ概算を行わない限り、

図６　コストとプライスの関係性推移（イメージ）

表２　各設計段階における設計情報と概算手法例［建築工事］３）

設計段階 検討内容 設計情報 概算手法 概算レベル

事業構想 事業成立
検討

用途・面積・平面スケッ
チ

面積（坪単価等）
ユニット（ベッド数等）
統計値
類似案件データ活用

レベル“D”

面積表・配置図・平面
図・（断面図）

面積（坪単価等）
ユニット（ベッド数等）
統計値
類似案件データ活用

レベル“D”

概略（代表）数量積み上げ レベル“C”

企画設計 事業成立
確認

面積表・配置図・平面
図・（断面図）

面積（坪単価等）
ユニット（ベッド数等）
統計値
類似案件データ活用

レベル“D”

概略（代表）数量積み上げ レベル“C”

基本計画 建物概要
検討

面積表・配置図・平面
図・断面図・立面図・
仕上表・構造概要

躯体主要数量積み上げ
外装主要数量積み上げ
内装ゾーン別あるいは部屋
別単価積み上げ

レベル“B”

基本設計 建物内容
検討

面積表・配置図・平面
図・断面図・立面図・
仕上表・部分ディテー
ル・外構概要・構造概
要・部材伏図・部材断
面

躯体数量積み上げ
外装数量積み上げ
内装部屋別
外構主要数量積み上げ

レベル“A”

実施設計 建物内容
決定 実施設計図 レベル"A"のリバイス
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算出根拠が不明確となり、代替案の抽出や各段階
におけるコスト変動分析といった目的に応えるこ
とができないとの理解によるものと思われる。言
い換えれば、指数や統計値を主な拠り所として算
定された概算コスト情報では、コストコントロー
ルに利用するには極めて不十分であるとの、実務
経験に基づく認識に他ならない」３）。筆者も経験
上、同様に考えている。
　企画設計段階では、与条件が少ない状態ではあ
るが、特に躯体工事については、VE・CD検討の
対象となりにくいため、最初のコスト設定（コス
トプランニング）が重要である。NCMでは躯体
工事（土工事・山留工事から鉄骨工事）について
は、構造設計者とコミュニケーションを行い、歩
掛りなどで根拠を持った数量を設定するようにし
ている。仕上における外装（外壁）についても同
様である。その他、概略の工事工程表、山留計画
も作成し、それらの資料を基に、積上げと類似物
件のコスト情報の活用で各ステップに応じた概算
コストの算出を行っている（図７）。共通仮設工
事・直接仮設工事・現場管理費などは工事工程表
に基づき算出している。

７ 予備費の考え方

　コンテンジェンシー（予備費）は、次の３要素

に分類される３）。
　①　事業予備費
　　�　プロジェクトの事業そのものにおける予備

費をいう。価格の変動や事業環境・マーケッ
ト環境の変化などに対応し、事業費に一定の
予備費を計上する。

　②　設計予備費
　　�　設計の各段階における設計情報の不十分さ

への対応として、一定の予備費を計上してお
くことである。設計の初期段階には多く、設
計が進むにつれて減少していくことが多い。
これは、設計が進み設計情報が充実していく
に従って、その時点における概算コストの精
度が高まり、予備費の一部は設計情報として
概算コストに組み込まれるという考え方によ
る。

　③　工事予備費
　　�　工事段階における予備費である。地中障害

物発生などの予期せぬ工事費増加、発注者起
因や法的な要因などの設計変更といった、工
事中におけるコスト増に対応する予備費であ
る。①の事業予備費と一体化する場合もある
が、項目を区別して予算管理を行うことが実
際的と考えられる。

　予備費各々の金額・工事原価に対する比率は、
発注者・設計者などと協議し決定する必要がある。
　プロジェクトの初期段階では、設計情報も少な
く与条件も十分に整理されていないことが多い。
したがって、各設計段階における概算コストに一
定の誤差が含まれることはやむを得ないと考えら
れる。コンテンジェンシーは、プロジェクト情
報・設計情報が未確定で不十分なことへ対応する
ための不確定要素に相当する金額であるが、一般
的な建築物において必要な項目は類似物件のコス
ト情報などから類推し概算コストに含まれなけれ
ばならない。後者は単なる必要な積算項目であ
り、コンテンジェンシーには含まれないことに留
意する必要がある。

図７　コスト管理のステップ

ｺｽﾄ見直し ◯ VE項目抽出に
よるコストダウン
検討 

◯ 目標コストと
の比較検討 

基本計画決定 

基本計画図面作成 

概算見積③ 

S T E P - 1

実施設計スタート時 
整会議 

エスキス作成 
（複数案） 

設計（建築） 
◯ 与条件・予算を基
に事業性を考慮して
複数案作成 

図面検討会 

◯ 採用プランの決定 
◯ 仕様の決定 
◯ 目標コスト設定 

概算見積① 

概算用図面作成 

設計（建築） 

概算見積② 

実施設計作業中 
定例会議 

精算見積 

予算に基づくプランを 
決定する 概算見積とコスト検討により洗練化を計る 

精算見積により結果
を確認する 

ｺｽﾄ検討会 

VE検討会 

ｺｽﾄ検討会 

VE検討会 

S T E P – 2 S T E P – 3 S T E P – 4
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８ 過去のデータの取扱い

　NCMでは年間１兆円を超えるコストデータを
分析し、同一書式に整理・蓄積して、活用してい
る（表３）。事業構想段階ではこのコストデータ
を利用することもある。蓄積した過去のコスト
データを有効に活用するためには時点補正、地域
間補正が必要となる。NCMにおいても（一財）
建設物価調査会、（一財）経済調査会、建設工業
経営研究会の各種指数を参考にしているが、日建
設計独自分析による建設物価指数を大きな拠り所
とすることが多い。

９
�BIMを通したコストマネジメントへ
の取組み

　発注者や投資家などの要望を受けて、CMrに
求められるCM業務やコストマネジメント業務は
ますます複雑化・高度化している。NCMは建物
のライフサイクルを通してそれらの要望に応えて
きたが、設計者・施工者だけでは完結できない複
雑化した建設プロジェクトにおいて、コストマネ
ジメントを軸に橋渡しするサービスを展開してい
る。そのコンセプトは「第三者的目線からのコス
ト分析を行い、プロジェクトのコストに対するリ
スクを最小化させる」ことである。なぜなら、プ
ライス（建設会社の入札金額）は、発注のタイミ
ングや規模、建設需要など様々な要素によって変
動するが、その振れ幅は倍以上の水準となること
もあるなど、発注者のリスクが高いためである。
NCMは、CMrとしてどのような特性を持つ建設
プロジェクトに対しても、コストやプライスに対
するリスクを軽減できるようなマネジメントを実
施している。
　第三者性の確保やコストに対するリスクの最小
化を実現するために、NCMは設計中や施工中の
建物のみならず、CRE戦略や建設後の運用段階
におけるBIM利用に着目している。以下に、我々
がCM専業の企業として、どのようなノウハウを
用いてBIMを活用しているかを紹介したい。

�10 NCMが提案する《やさしいBIM》

　BIMのメリットとして「容易に変更を加えられ
ること」や「モデル化することによって数量を算
出できること」、「必要な情報をモデルの中に残し
ておけること」などが挙げられる。NCMでは、
設計・施工段階以外のフェーズにおいて、BIMの
専門家がいない環境で、いかにBIMが有益なもの
となるかを検討してきた。
　具体的には、NCMがこれまでの業務で蓄積し

表３　過去データの事例

日付

構　　　造： SRC+Ｓ SRC+Ｓ

階　　　数：

敷地面積： 3,335.53㎡ 2,741.31㎡

建築面積： 3,087.96㎡ 2,215.01㎡

延床面積： （17,700.0坪） （13,600.0坪）

用途：

　　　工　　　期：

工種 （円） 構成比 （円/坪） （円） 構成比 （円/坪）

【 新築工事 】

A 建築工事

[構造]

[外装工事]

[内装工事]

B 電気設備工事

C 空調設備工事

D 衛生設備工事

E 昇降機設備工事

F 機械式駐車場設備

G 外構工事

H その他工事

直接工事費

I 共通仮設工事

純工事費

J 現場管理費

K 一般管理費

新築工事  計

【 解体工事 】

L 解体工事

M その他工事

直接工事費

N 現場管理費

O 一般管理費

解体工事  計

出精値引/調整

合計

地下4F 地上24F 塔屋1F

他のそ、業商、ｽｨﾌｵ他のそ、ｽｨﾌｵ、業商

58,676.49㎡

事工B事工A

45,116.29㎡

41 ｹ月 33 ｹ月

免震構造制震構造

地下5F 地上19F 塔屋2F
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てきたノウハウを利用し、最適化されたLOD
（Level�of�Development：モデルの詳細度のこと
（図８））のBIMモデルである《やさしいBIM》を
定義し、利用することによって、設計・施工段階
だけでなく、より発注者サイドにメリットのある
BIMの使い方を提起している。一般にBIMモデル
のLODは、設計・施工段階では上がる傾向にあ
るが、《やさしいBIM》ではBIMの専門家がいな
くても運用可能なモデルやデータとするために、

「設計/施工BIM」の高いLODを下げるように定
義づけを行っている。このノウハウは建設プロ
ジェクトの全段階で包括的なマネジメントを行っ
ているNCMだからこそできる作業で、NCMでは

コストマネジメントのみならず、建物
のライフサイクル全体から定義づけら
れる《やさしいBIM》を構成中である

（図９）。以下に、コスト分野で既に実
現に至っている２点の実用例を紹介す
る。

［やさしいBIM活用事例①］概算利用
　投資案件の建設プロジェクトで発注
者が重要視しているのは、「どれだけ
のコストの建物が、どれくらいのスケ
ジュールで完成して、その建物の事業
収支がどのようになるか」という視点

である。よって、発注者は事業収支を検討するた
めに、多数の敷地条件でフィジビリティスタディ
を実施する。
　NCMでは、多数の敷地の中から、発注者が投
資対象として選ぶためにその敷地に建設可能な建
物のボリュームスタディと概算を行っているが

（図10）、これを《やさしいBIM》を通して実施し
ている。これによって、簡易なボリュームスタ
ディとともに、これまでよりも格段にリアルな数
量を取得することができるようになり、これまで

「図面作成→数量算出→値入れ→概算算出」とい
うフローにかかっていた時間を大幅に短縮するこ
とができ、数多くの検討を行うことができるよう
になった。

図８　LODのイメージ

出典 : BIM FORUM「LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION（2016）」

図９　《やさしいBIM》のLODイメージ 図10　計画概算での《やさしいBIM》のイメージ
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［やさしいBIM活用事例②］BIM・FM
　FM（ファシリティマネジメント＝施設運用に
関わるマネジメント）とコストマネジメントは非
常に密接な関係がある。それは、建物の運用段階
でのコストがライフサイクルコストの９割弱を占
めることからも容易に想像できる。建物の運用段
階にかかるコストをいかに抑えていくかは、ビル
オーナーにとって支出圧縮の糸口になる。NCM
では、日建設計と共同して《やさしいBIM》によ
るFM手法の開発を行っている（図11）。
　施工段階から引き継ぐ高いLODのモデルでは、
BIMのソフト側の問題（ベンダーの違いやバー
ジョン更新など）に対応していくことが困難であ
る。一方、《やさしいBIM》の概念を取り入れれ
ば、専門技術を持たない発注者や管理会社でも、
BIMを用いて効率的な業務が可能となることが分
かってきた。NCMでは低いLODのモデルによっ
て建物にかかるランニングコストの把握や、中長
期修繕計画など建物にかかるコストを紐づけるシ
ステムを構築している。その一環として、京都府
八幡市の新庁舎建設を契機としたBIM・FM開発
の業務を実施している。プロジェクトの詳細は

「八幡市/新庁舎管理マネジメントシステム構築業
務に係る指名型プロポーザル」を参照されたい

（http://www.city.yawata.kyoto.jp/cmsfiles/
contents/0000005/5517/nikken.pdf）。
　NCMは《やさしいBIM》を展開することに
よって、建設プロジェクトに関わるコストの分野
のみならず、建設プロジェクト全般の業務効率化
はもちろん、発注者サイドのメリットも最大化し

ていきたいと考えている。

�11 まとめ

　以上、CMrによるコストマネジメントに関す
る取組みについて紹介してきた。CM活用に期待
される主な能力として、建設コスト構成の透明
化・適正化、発注プロセスの透明性の確保など、
コストマネジメントの強化が挙げられることは多
い。実際、CMrはCM業務の中でコストマネジメ
ントを実施することによって、事業の各段階にお
いて多種多様な目的、条件に合わせて建設コスト
に丁寧に関与し、発注者・受注者とは異なる第三
者的な立場から、コストマネジメントを行ってい
る。一方でCMrはプロジェクトを一貫してマネ
ジメントする役割も担っている。コストマネジメ
ント技術の多様化・深度化という観点から見れば、
CMrによって日々行われている多角的・連続的
なコストマネジメントから、建築とコストに新た
な関係が築かれる可能性があるのではないだろう
か。
　我が国の建築生産システムにおいては、建設生
産に係わるプロジェクトの各フェーズを通貫して
コストマネジメントを担う職能は、英国における
Quantity�Surveyorのようには明確に存在してこ
なかった。建設コストを取り巻く新たな時代は、
CMrによるコストマネジメントによって切り拓
かれることを期待してもよいのかもしれない。

（執筆協力）
日建設計コンストラクション・マネジメント㈱
高田敏光、吉本圭二、杉村佳愛

図11　BIM・FMに利用する《やさしいBIM》のイメージ

（参考文献）
１）（一社）日本コンストラクション・マネジメント協会『CMガ

イドブック　第３版』水曜社，2017
２）『建築コスト管理士ガイドブック　第２版』（公社）日本建築

積算協会，2013
３）『建築プロジェクトにおけるコストマネジメントと概算』（公

社）日本建築積算協会，2013
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1 はじめに

1‒1　明豊ファシリティワークスについて
　明豊ファシリティワークスは、企業理念である

「フェアネス・透明性」を事業の中心に据え、独
立資本を守り、中立的な立場でのプロフェッショ
ナルとしてCM（コンストラクション・マネジメ
ント）サービスを提供しています。
　デジタル化社会への大きな転換期である今、社
会が明るい未来の実現を模索する中で、より確か
な信頼と透明性が求められています。CMサービ
スを通じて、「隠しごとのない社会が求める透明
性への基盤づくりへ貢献する」ことを私たちの使
命としています。
　当社は、顧客の事業をしっかりと理解し、社内
に有する多様なメンバーと現場主義で機動的なプ
ロジェクト運営によって、可能な限り具体的、か
つ現実的な選択肢を早期に提供することで顧客の
役に立ち、「自ら新しい未来を切り拓く存在」で
ありたいと考えています。
　当社のCM事業は、グローバル企業の国内拠点
となる大型研究施設、工場、商業施設及び大学施
設の再構築や大規模商業施設での電気・空調等設
備更新に加え、地方自治体庁舎や学校空調を始め
とする公共施設においても拡大しています。
　その中で、（一社）日本コンストラクション・
マネジメント協会が主催する「CM選奨2019」に
当社がCM業務を行った「市原市防災庁舎建設」

「福島県Ｊヴィレッジ復興・再整備」を含め４件
で「CM選奨」を受賞しました。
　また、当社がCM業務を行った大規模テーマ
パーク「レゴランドジャパン（愛知県名古屋市）」
が、スイス・ローザンヌのオリンピック博物館で
行われた国際コンストラクションプロジェクトマ
ネジメント協会が主催する年次総会のアライアン
ス賞で、最優秀賞である2019年度の「Alliance 
Full Award賞」を受賞し、当社が提供するCM
サービスが、グローバルの視点からも最上位であ
ることが認められました。

1‒2　�公共建築事業における発注者の課題・
ニーズとCM方式の普及について

　平成26年「公共工事の品質確保の促進に関する
法律の一部を改正する法律」（改正品確法）によ
り、地方公共団体の発注者は、発注体制を踏まえ
つつ工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な
入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選
択・活用することが可能になりました。従来の設
計施工分離発注方式ではなく、設計・施工一括発
注方式（デザインビルド方式：DB方式）や発注
者体制を補完するCM方式の採用も進んでいま
す。
　一方、発注者体制については、国土交通省の平
成28年度「公共建築における発注関係事務に係る
支援方策に関する検討」のフォローアップアン
ケート調査結果によると、市町村における営繕関
係部局の技術職員の平均人数は5.3人であり、５
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人未満の市町村が全体の７割を占めている現状が
あります。
　そのような背景からCM方式を導入している都
道府県、政令指定都市・市区町村は、平成19年か
ら11年間で約７倍に増加しています（国土交通省

「入札契約適正化法等に基づく実施状況調査」）。
　また国土交通省は、「建設産業政策2017＋10」
の中で、CM方式について、発注者が利用しやす
い仕組みを創設することを挙げています。そして
国土交通省では、CM方式の制度的検討を進め、
平成26年度から多様な入札契約方式のモデル事
業、平成29年度にはCM方式（ピュア型）の事例
把握に関する勉強会、平成30年度以降はCM方式

（ピュア型）の制度的枠組みに関する検討会など
を進めています。
　当社においても、2006年から60件以上の公共建
築事業に係るCM業務を受託しておりますが、特
に2017年からCM方式を採用する地方公共団体が
増加し、毎年10件以上を受託しています。最近の
傾向としては、基本計画段階からCM方式を採用
し、事業の初期段階から精度の高い事業費を算出
し、コストを可視化しながら事業を推進する発注
者が増加しています。
　ここから、企画（基本計画）段階のコスト算出
手法と、設計施工分離発注方式、デザインビルド
方式それぞれの基本設計段階のコスト管理手法に
ついて述べていきたいと思います。

２
�企画（基本計画）段階のコスト算出
について

　企画（基本計画）段階のコスト算出は、事業開
始から竣工・供用開始に至るまでに必要となるコ
ストを決定づける、プロジェクトの最上流におい
て最も重要な業務であると考えています。
　この段階では、提供される情報は限られてお
り、建築物のボリューム算定図面やエリア別の必
要面積程度であることが一般的です。
　コスト算出のための情報量が少ないため、過去
事例の契約金額と延床面積などの情報から算出さ
れた単位床面積当たりの単価を参考にコストを算

出する事例も見受けられます。しかし、この手法
は、立地・形状・構造・工程・付帯工事などの建
築環境の諸条件による影響を考慮していないこと
から、実情にそぐわない単位床面積当たりの単価
を採用したコスト算出になるため、精度が低くな
ります。その場合、基本設計段階で算出されるコ
ストとの乖離が大きくなるおそれがあります。
　また、基本設計段階の算出コストとの差額が発
生した場合、その要因を特定できないため、市民
や議会への説明責任を果たすことができず、仮に
予算の追加が必要になった場合、協議が滞り全体
スケジュールにも影響を及ぼすおそれもありま
す。
　前述のとおり、企画段階の算出コストが最重要
であるとの位置づけから、当社ではまず、コスト
に影響を及ぼすと考えられる情報を収集し、各々
の情報に対して条件設定を行います。また、代表
的な項目については、数量を積み上げることによ
り数量根拠を明確にしています。
　また、当社は数多くの民間、公共建築工事の企
画段階のコスト算出、設計段階のコスト管理に携
わっています。その業務の中で、発注支援を通じ
て施工者から提出された見積内訳書を収集し、独
自の手法で整理・分析を行い、実勢価格データ
ベースを構築しています。この豊富な実勢価格
データベースを駆使し、企画段階を始め各々の
フェーズに合わせた補正をかけた単価を採用する
ことで、精度の高いコスト算出を可能にしていま
す（図１）。
　この企画段階において算出したコストは、基本
設計から建築物の竣工・供用開始に至る「コスト
推移管理」の重要な起点となります。

３ 基本設計段階のコスト管理について

3-1　基本設計段階のコスト管理
　基本設計が始まると、設計内容の深度化が進
み、コスト算出の内訳項目も細分化され、見積精
度も実施設計段階による精算見積の内容に近づい
てきます。
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　企画段階の算出コストと基本設計段階の算出コ
ストを比較すると、後者の方が増加する事例が数
多く見られます。
　コスト増加の要因は、企画段階でのコスト算出
後、関係部署へのヒアリング等による要望を反映
させた結果、仕様・面積が変更されることや、付
帯設備が追加されることで金額が積み上げられる
ことにあります。そのほか、企画段階において発
注者の要望や設計条件の確認が不十分、あるいは
未確定であったため、要求性能が満たされていな
い条件でコストを算出したことが増加の要因であ
る場合もあります。
　また、基本設計段階で算出されるコストは、実
施設計に向け精度を高めるとともに、事業予算内
で計画を進め、その後の修正や手戻りを防ぐ最終

のステップであるという認識が希薄なため、この
段階でのコストコントロールを怠り、設計内容と
コストについて精緻な検証と見直しが行われてい
ないこともあると考えます。
　そのため、トラブルを回避し事業を円滑に進め
ていくためには、企画段階において算出したコス
トを起点としたコスト推移管理の経験を積み重ね
ていくことが重要になります。
　当社のコスト推移管理の運用は、企画段階にお
いて実勢価格データベースに基づく精度の高い事
業費を算出し、上限価格（CAP）として設定し
ます。設計から竣工・供用開始に至るまでのコス
ト変動の経緯を「コスト推移管理シート」として
作成し、推移を可視化して関係者と共有します。
変動要因の分析、資料の検証を通じてコストの妥

図１　実勢価格データベース（イメージ）

図２　コスト推移管理シートによるコストマネジメント例
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当性の確認・管理を行っていきます。一連の業務
の中で、予算超過のおそれがある場合はＶＥを検
討し、事業者及び施工者と情報を共有しながら、
予算内での事業推進を支援しています（図２）。

3-2　�デザインビルド方式の基本設計段階の
コスト管理

3-2-1　 デザインビルド方式増加の現状・背景に
ついて

　前述の品確法改正により、発注者は工事の性格
や地域の実情に応じて適切な入札契約方式の選択
が可能になりました。その結果、多様な入札方式
の中からデザインビルド方式を採用するケースが
増えています。
　そもそも品確法改正の背景として、ダンピング
受注、入札時の不落・不調、現場の担い手不足、
発注者のマンパワー不足、地域の維持管理体制へ
の懸念などがあり、多様な入札方式の中でもデザ
インビルド方式の活用は、これらの解決策の一つ
として期待されているところがあります。
　デザインビルド方式の導入は、施工者のノウハ
ウや独自の技術を設計に反映できることや、設計
段階での施工準備が可能になることから工期短縮
の可能性にも繋がり、また、完成後の維持管理を

見据えた設計も可能になることで、供用開始後の
ライフサイクルコストの低減に繋げられるなどの
メリットがあります。
　その反面、設計者と施工者が同じ企業体である
ことから、品質等における相互のチェック機能が
働きにくくなる可能性も考えられます。また設
計・施工者選定後に、基本設計・コスト算出が行
われることから、発注者側にコストを検証し、交
渉を行うために必要な監視機能が不十分な場合
は、適正なコスト管理が難しくなるおそれがあり
ます。

3―2―2　 デザインビルド方式におけるコスト管理
手法について

　デザインビルド方式におけるコスト管理上の留
意点においては、まず、設計・施工者選定時に、
業者が提示する見積条件や工事区分は発注者側が
示す条件に則ったものであるか、提案内容は要求
水準を満たしているものであるかを確認する必要
があることです。また、設計・施工者が作成した
施工計画、工程及びコストの妥当性とその網羅性
を検証することも重要になります。
　基本設計段階以降は、設計・施工者選定時の提
案内容と基本設計との間に不整合がないかを、設

図３　コスト検証報告書（イメージ）
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計図と見積内訳から、双方の内容を精査します。
また、基本設計段階のコストに計上されている単
価は、実勢価格によるものかなど妥当性を検証
し、適正なコストを見極めることが重要になると
考えます。
　企画段階におけるコスト算出から基本設計段階
のコスト管理に至る一連のコスト管理手法の採用
により、基本設計から竣工・供用開始に至るまで
のスケジュール管理、設計・施工者が作成する仕
様、施工計画、工程及びコストの妥当性を検証す
ることで、適正なコストによるプロジェクトの継
続・完了が可能になります（図３）。
　当社が支援を行ったある事例（基本設計後に実
施設計と施工を一括発注した事例）では、基本設
計者の算出コストの妥当性の検証、コスト縮減に
繋がるCMrからのVE提案を通じて基本計画段階
のコストを見直し、上限価格（CAP）を決定し
ました。更にデザインビルド事業者選定プロポー
ザルにおいて、参加各社とのＶＥ対話を実施する
ことで、上限価格から16％縮減された価格での工
事発注を実現しています（図４）。

４ おわりに

　公共建築事業は民間建築事業と違い、公共施設
建設のために使われる費用は税金によるものであ
るため、無駄なく有効に執行されなければなりま
せん。また、完成した公共施設は、住民が日常利

用するのみならず、災害時には、庁舎等はその対
応・指揮のための拠点に、学校・体育館等は被災
者の避難場所として利用される重要な拠点になる
ことから、工期短縮により早期竣工を目指すこと
も重要です。そのため、工事の入札不調・不落を
回避し、建物の品質を確保して事業を完了させる
ことが最優先であると考えます。
　そうした観点から、企画（基本計画）段階にお
けるコスト算出、基本設計段階におけるコスト管
理は、プロジェクトの中で非常に大きなウエイト
を占めるものとなります。
　東京オリンピック開催決定直後から建設需要が
増大してきたことを背景に、現場作業員、運搬車
両の運転者不足といった、マンパワー不足が建設
業界において大きな問題となっていることに加
え、建設技能労働者（現場作業員）の確保と次世
代の担い手育成のため、国土交通省が主体となっ
て促進している「働き方改革」により、建設業界
は、工期の適正化、作業員の処遇改善、生産性向
上に取り組んでいます。そのため、建築コストを
始め、工事全体の計画の見直しなど、公共建築工
事を取り巻く環境は大きく変化してきています。
こうした変化に対し柔軟に対応し、事業を推進す
るために必要な最新の技術と情報を有し、発注者
側の視点に立ち、中立的・客観的にサポートを行
うことができるCM会社の必要性と果たすべき役
割（使命）が、公共建築事業においてこそ、ます
ます重要になっていると考えます。

図４　上限価格設定（CAP）方式によるコストマネジメント例
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１．はじめに
　本誌106号にて「フロントローディングの推進に
向けて」と題し寄稿させていただいた。その際、
日建連より『フロントローディングの手引き2019』
を正式発行することをお知らせしたが、７月10日
にプレス発表し、無事発行するに至った。「手引き」
は取組みの背景や実施プロジェクト事例、アン
ケート調査等を加えており、下記URLにてダウン
ロードできるので、参照いただければ幸いである。
https://www.nikkenren.com/publication/detail.
html?ci＝310
２．フロントローディングと「工期の適正化」
　建設業界にとって歴史的とも言える重要法案が
第198回通常国会で成立し、６月12日に公布され
た。法案名は「建設業法及び公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正す
る法律」である。この中に建設業における長時間
労働の是正に向けた工期の適正化が謳われ、著し
く短い工期による請負契約の締結禁止、違反者に
対する勧告が明記された。今後、中央建設業審議
会（中建審）による「工期に関する基準」の制定
を経て、2020年秋以降に施行される見込みである

（下記URL参照）。
＜国土交通省資料；新・担い手三法について＞
https://www.mlit.go.jp/common/001299383.pdf
　このことは何を意味するのだろうか。従来、日
本の建設業界においては、適正である、ないに関
わらず工期厳守は商慣習上、絶対的な請負条件で
あり、時として過重労働をも厭わない無償サービ
スとなった。法案は正にそこにメスを入れたもの

と考える。端的に言うと「法的に時間資源を確保
する」ことが働き方改革の中で義務づけられたの
であり、業界にとって画期的な出来事となった。
　建築は個々のプロジェクト毎の一品生産であ
る。だからこそタイムマネジメントの優劣はプロ
ジェクトの成否を決定づける。建築主・設計者・
施工者がこのことを理解し、設計フェーズの早い
段階からフロントローディングし、適正なプロ
ジェクト工期を確保すれば、お互いに余裕ある検
討時間の中で適正品質・適正コストをつくり込む
ことができる。設計者が、施工者の提案する生産
情報（構工法計画・調達計画等）を、設計図書に
反映する意味がそこにある。
３．本誌にてお伝えすること
　公共工事におけるフロントローディングについ
て、設計段階から取り組んだ３編の具体的な事例
を挙げ、「三方よし」の関係性と工期・コストの
リスク解消・問題解決の姿を示した。
◎事例１：DB方式「市立サッカースタジアム」
　施設のコンパクト化・合理化施工の総合力発揮
◎事例２：ECI方式「市民病院」
　全面地盤改良による基礎・山留形式の改善
◎事例３：ECI方式「ラグビー場新スタンド」
　構造部材のＰＣa化による工期短縮
　これらはフロントローディングに取り組めた数
少ない公共工事である。しかし、大半はフロント
ローディングの難しいとされる設計・施工分離方
式である。日建連会員会社の受注総額においても
半数は分離方式であり、分離方式にどう適用でき
るかが、今後、解決すべき重要課題と考えている。
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フロントローディングの実例紹介

一般社団法人日本建設業連合会　生産性向上専門部会　主査　堀江　邦彦



１ はじめに

　建設業界におけるフロントローディング（以下
「FL」という）の手引きが、日本建設業連合会か
ら発刊された。現状の問題点、課題が明らかにな
り、今後の大きな道標となることが予想される。
我々がこのプロジェクトに関わった時期（約８年
前）には、FLという概念は存在していたものの、
ここまで明文化はされていなかった。その重要性
は認識していたが、具体的な進め方の基準がある
わけでもなく、手探り状況でのスタートだったと
言える。この事業は公共建築でありながら、契約
母体、契約内容、条件付き着工等、多くの特殊要
因を孕んでいたため、設計施工一貫方式の中で早
い段階から、全社内外勤の総力をあげ、設計者と
施工者がすべての情報を共有しながら、すべての
問題解決にあたった。言い方を変えれば、FLを
せざるを得なかったということになるのかもしれ
ない。ここでは、その取組み内容とともに各種会
議での、もの決め工程を報告する。

２ 公共建築の新しい創造プロセス

　この建物は、通常の公共建築の建設手順ではつ
くられていない。発注者は「スタジアム建設募金
団体」という、本施設をつくる目的で組織された
任意団体である。建設地の検討、コンストラク
ションマネージャー（CMr）と設計施工者の選

定、各種行政協議、そして募金活動を行った。完
成した建物をスタジアムの所在地吹田市に寄贈
し、その役目を終えた段階で解散している（図
１）。名実ともに「寄付金でつくる日本初のスタ
ジアム」は、個人と法人からの寄付と助成金を合
わせ、140億円を超える金額を集めることで完成
に至った（表１）。個人の寄付6.2億円という結果
を見ると、従来のトップダウン的な建設プロセス
とは真逆の、市民が望む「公共建築の新しいつく
られ方」が実現したと言える（図２）。

140億
個人
法人

寄贈

寄付

吹田市

スタジアム
建設募金団体

ガンバ大阪

竹中工務店
CMr

安井建築
設計事務所

発注

指定管理

発注

図１　民間主導の建設スキーム

写真１　スタジアム鳥瞰
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株式会社竹中工務店大阪本店
　　　　元総括作業所長　　　　中野　達男　　　　元作業所長　　　　　　松尾　享
　　　　設計部構造部門　　　　奥出　久人　　　　設計部設計部門　　　　浜谷　朋之
スタジアム建設募金団体　　（建築主）

フロントローディング事例１

パナソニックスタジアム吹田
（PPP／設計施工一貫方式）



３ 計画の特性と方針

3.1　概要
計 画 地：大阪府吹田市千里万博公園
敷地面積：90,065.33㎡
延床面積：63,908.71㎡
構造規模：RC造、S造、６階建
3.2　用途の特性
　日本のスタジアムの現状は、すべてが観客
ファーストになっているわけではない。その多く
は、部分的な屋根しか有しておらず、陸上競技兼
用のところは、選手までの距離が遠い。ここで
は、まずサッカー専用スタジアムであること（他
球技との共用も議論されたが）、国際Aマッチが
開催可能な40,000人収容であること、また全席に
屋根があることが計画の条件とされた。この建物
はJリーグガンバ大阪のホームスタジアムとして
建てられたが、サッカー観戦とそれを支える試合
運営の機能、そしてチームのクラブハウス機能が
主な用途である。仕上、設備のボリュームが少な
く「構造体が大部分を占める」ことが建築的な大
きな特徴と言える。他建種の躯体コストは全体の

25 ～ 30%が通常だが、ここでは45%以上（杭工
事込み）を占める。よって架構の合理性、生産性
を高めることが当初より重視された。
3.3　設計方針
　計画上の最重要キーワードは「コンパクト化」
である（図３）。本スタジアムの建設費は１席当
たり35万円と、これまでの事例と比べて約半分程
度と破格のコストと言える（表２）。あらゆる面
で無駄を削ぎ落とすことが当初より計画の根本に
据えられた。しかし、一見マイナスに見えるこの
概念を突き詰めると、多くの面でプラスに転じる
ことが分かってきた。建物全体のサイズを小さく
するための積層型断面は、同時に迫力ある劇場型
観戦環境の創出に繋がる。建設ボリュームを抑え
ることが「エコスタジアム」の土台となり、環境
面の評価によって、国土交通省と環境省の助成金
を受けるに至った。更に、最も重要な視点として
サッカービジネスの継続性の問題がある。大規模
建築の維持管理・修繕費を抑えられなければ、い
くら収益を上げても事業は続かず、維持するため
のコストが税金の浪費に繋がりかねない。ここで
は必要以上の床をつくらずに、塗装や塗床など更
新が必要となる仕上を最小にした。面積の大きい
外部階段は溶融亜鉛めっきの鉄骨階段にしてい
る。塗らなければそのメンテナンスも不要にな
る。現れてくる躯体と設備を美しく見せることが
デザインの中心となった。

金額 参加数

法人 99億5,019万円 721社

個人 6億2,215万円 34,627名

助成金 35億1,333万円 －

合計 140億8,567万円 －

表１　募金活動の結果

募金活動3年

2010年
3月

2011年
12月

2012年
3月

2012年4月～

2012年
4月

2013年
12月

2015年
9月

Ｊ２降格 Ｊ１復帰 ３冠達成

図２　事業のプロセス

新国立競技場

4万人・140億円 6.8万人・1,490億円
（席当たり219万円）

吹田スタジアム

図３　新国立競技場とのサイズ比較

表２　他スタジアムとの工期・コスト比較

開業年 名称 収容人数
（人）

工期
（ヵ月）

席当たりの
単価（万円）

2015 パナソニックスタジアム吹田 40,000 22 35
2001 埼玉スタジアム2002 64,000 41 62
2001 静岡スタジアムエコパ 51,000 37 57
2001 大分銀行ドーム 40,000 36 63
2000 ひとめぼれスタジアム宮城 49,000 51 55
1998 日産スタジアム 72,000 46 84
1996 ヤンマースタジアム長居 48,000 45 84
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４ 建設までのプロセス

4.1　設計施工コンペ
　本プロジェクトはCMr（安井建築設計事務所）
の支援を受けた発注者による設計施工コンペから
スタートした。当初より設計部、見積部、技術
部、技術研究所など部署を越えた協働が図られ
た。そこでは既に生産性を見据えた「曲線、曲面
を使わない形態」が方針化されている。コンペ時
からデザインに関する会議体デザインレビュー

（以下「DR」という）が開催され、そのプロセス
を経てスタジアム案の骨格が構築された。
4.2　作業所の早期参画
　建設費を寄付で賄うためコスト決定において
も、通常と異なるコントロールが必要となる。工
事費未定のまま着工が求められる特異な状況に対
して、着工１年半前には施工部隊の参画が余儀な
くされた（図４）。内勤だけでは問題解決は難し
いとの判断である。竣工、オープン時期が決定さ
れている中、QCDSEM（品質、コスト、納期、
安全、環境、士気）すべての解決を目指し、計画
内容の見直し検討に踏み込んだ。着工までの社内
打ち合わせは100回を超えたが、会議を重ねる毎
に短工期、ローコストの意識が出席者全員に芽生
えた。DRの方針を尊重しつつ、すべての無駄を

排除していく中で次に示す基本的な考えが残って
いった。
①　構造体の絶対安全（未来永劫の健全化）
②　サッカー観戦者の安全（中長期）
③　�年20数回しか使用しない建築物の設計、設備

上のメリハリ
④　不必要な仕上なし＝維持管理費の大幅削減
　　（これを設計上のスッピン美人と呼んだ）
⑤　�サッカーファンは建物の美しさを見に来るわ

けではなく、熱いプレーの観戦に来る。
4.3　三者会議の実施
　プロジェクトを進める過程で様々な難局を迎え
てきたが、この解決には建築主・CMr・ゼネコ
ンの三者会議が重要な役割を果たした。もちろん
施工定例と並走する形で実施し、スケジュール共
有、行政対応、助成金検討、各種課題解決などプ
ロジェクト推進の重要な方針決定を行ってきた。
またこの会議では、募金活動が継続する中での着
工、つまり工事費が確定しない状態で工事を進め
るという特殊な契約についても議論がなされ、停
止条件付契約＝各段階の期限までに目標金額に達
しない場合に設定した工事の発注を行わない（屋
根を一部やめる、いす席を減らす等）という方法
が決定された。プロジェクト推進においても、タ
イムリーなもの決め等、施工部隊の早期参画が大
きな力を発揮したということを特筆しておく。

図４　フロントローディングの実施工程

▲DR ▲DR ▲DR ▲DR

▲施工部隊の参画

▼DR ▼FL

●曲線・曲面を使わない形態 ●PCa化の範囲決定 ●手摺・踏み石のPCa化

●3Dトラス構造の開発 ●屋根免震の採用 ●雨水排水EXP.Jの合理化

●芝のための「風の道」 ●大階段をS造に ●通風ルーバーの採用

●大規模太陽光パネル ●塗装仕上範囲の削減
●サイレントファンの設置

工事 22ヶ月

環境アセス・開発申請敷地協議
Ｊリーグ

基本計画 基本設計 詳細設計

生産準備

2016

行政協議

2010 2011 2012 2013 2014 2015

設計施工コンペ

施工定例（100回）

総合定例三者定例

●募金団体発足
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５ FLの具体的取組み

5.1　設計段階
１）３Dトラス架構と屋根免震構造
　屋根架構には、トラスを長辺方向、短辺方向、
45度方向の３方向に架ける「３Dトラス架構」

（図５）を採用した。また、屋根に吊られる設備
等の落下を防ぐために、屋根全体を免震構造とし
た。３Dトラス架構の採用によって、トラススパ
ンは従来の２方向トラス架構に比べて約半分にな
り、免震構造の採用と合わせて、鉄骨量の大幅な
削減を実現した。また、屋根免震は下部スタンド
躯体に加わる地震力を１/10に低減し、下部構造
全体のスリム化にも貢献している。

２）芝育成のための低い屋根と風の道
　グラウンドのベースとなる天然芝への日照を最
大限確保するために、構造トラスの下部に屋根を
設置してそのレベルを低く抑える計画とした（図
６）。これは同時に雨の吹降り範囲を縮小するこ
とにも繋がっている。同じく芝育成に重要な風環
境を保つために各方向からスタンド下面を伝う風

の道をつくった（図７）。試合時には可動式の
ルーバーで閉鎖できる仕組みである。

３）大規模建築の特性を活かした環境装置
　大面積の屋根には504kWの太陽光発電パネル
を設けた（写真２）。屋根が受ける大量の雨を地
下ピットに貯留し、芝散水やトイレの洗浄水に再
利用する仕組みも備えている。大きな建築の特徴
を活かすことで、スタジアム初のCASBEE�Sラン
クを達成した。

図５　３Dトラス架構

日射範囲
拡大

吹降り範囲
縮小

図６　低い屋根と日射と雨の関係

図７　スタンド下を利用した「風の道」

太陽光発電　504kW　　雨水利用　5,500t/年
写真２　屋根上の太陽光発電パネル
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5.2　FLによる設計生産計画
１）�プレキャスト（PCa）化と在来工法のバラ

ンス計画
　一般的にPCa化は、在来工法と比較して部材コ
ストが高くなる傾向にあるが、鋼製型枠の転用回
数を上げるための形状の標準化やPCa工場の製作
工程（山積み予定）を考慮した工事工程等、設計
的な工夫とPCa工場との連携を図ることにより、
仮設工事を含めた総合的な比較では、在来工法よ
りコストを含め総合的メリットを得ることが可能
である。特に短工期の大規模建築かつ外部での高
所作業が多い場合は、非常に多くの労務職を必要
とする。このような場合、PCa化は揚重機の条件
がクリアされれば安全性の向上とともに、仮設通
路をなくせるなど仮設資機材の大幅な削減が可能
となる。一方で、「何が何でもPCa」の発想は危
険を伴う。過度の依存は製造コスト面や製作納期
等の工程面でもリスクが高く、在来工法との最適
なバランスを図ることが施工計画上の重要なポイ
ントとなる。通常、施工計画時にPCa化が困難な
場合、在来工法で計画するが、そのような部分は
手間がかかり施工歩掛りが伸びないことが多い。
これを一定量の施工歩掛りが伸びる部分とうまく
組み合わせることにより、鉄筋工及び型枠大工の
業務量の平準化を図ることが可能となり、これが
現場運営上の鍵となる。即ち、在来躯体職の業務
の平準化は一定数の優秀な躯体職メンバーでの首
尾一貫した施工を可能とし、在来工法で計画され
る複雑なPCa接合部等重要部位の施工の品質面の
安定化をも意味する。以上の複合的要因も踏ま
え、本プロジェクトでは柱を在来工法（システム
型枠と地組鉄筋）、梁をPCa化という大きな方針
を立て、更には現場の躯体職混成チームによる多
能工でのサイトPCaを組み合わせることでPCa化
と在来工法におけるQCDSEMの最適化を図った。
　更にある一定量の在来工法による施工部分があ
ることで、特に大規模建築ではコンクリートを始
めとした躯体材料手配の地元還元も図ることがで
き、総合的な調達面でのバランスを考慮すること
もプロジェクトの運営上非常に重要な要素ともな

ることを付け加えておきたい。
２）基礎フーチング及び基礎梁のPCa化
　「竹中式杭頭半剛接工法」をベースに工場製作
したPCaフーチングを杭頭に設置し、杭とフーチ
ング間にコンクリートを圧入して一体化させる工
法を開発した（図８）。更に基礎梁もPCa化し、
一般基礎部の90%のPCa化により、２ヵ月の工期
短縮と従来比１/ ６の人員で基礎工事を完了させ
た（写真３、４）。

コンクリート
打設孔100φ

後詰め
コンクリート

コンク
リート
注入口

コンクリート
充填確認口

杭心ずれ対応
クリアランス200

車両運搬可能な重量（25t以下）
とするため八角形を採用

型枠は敷鉄板を利用

写真４　設置状況

写真３　クレーンで揚重されるフーチング

図８　PCa基礎後詰めコンクリート打設要領
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３）地上部構造体のPCa化
　コンコース躯体のスパン長10.75mの大梁を柱
梁仕口部一体型のPRC梁（工場プレストレスタイ
プのPCa梁）とすることで、仮設支保工なしで構
築し、スパンクリート床等と合わせた躯体タクト
工程を実現。柱躯体については、大型システム型
枠及び地組鉄筋を用いて在来工法による施工と
PCa施工のコスト・労務バランスを図った（図９、
写真５、６）。

４）斜め梁の超大型PCa化（現場内合体）
　上部スタンド構築時の高所危険作業の徹底的な
排除を目指し、分割製作された複数PCa部材の大
型地組（写真６）を実施した。吊治具と合わせて
１部材最大100tにも及ぶ部材（写真７）の斜め回
転装置（写真８）を含んだ揚重計画を合わせて計
画し、上部スタンドの複雑な躯体を仮設支保工ゼ
ロ、わずか２ヵ月で完成させ、品質・安全面でも
大きな成果を上げた。

５）屋根構造と施工計画の融合
　３Dトラス架構と免震屋根構造による屋根鉄骨
の軽量化は、長さ約40mの鉄骨トラスの超大型地
組を可能にした（図10）。その接合部を支える仮
設ベント構台はわずか10本の計画で、仮設構台の
総重量を従来スタジアム建設の約１/10と激減さ

図９　工場PCa・サイトPCa・在来工法の構成

写真５　柱梁仕口部一体型のPCa梁設置状況

在来工法での柱打設

PCa梁

写真７　斜め梁の揚重（合体重量100t）

電動で
ワイヤー長さ
を調整

貫通ボルト
（高張力鋼Φ80㎜）
による回転装置

写真８　斜め回転装置

図10　屋根架構の概要

高減衰系積層ゴム 800Φ

直動転がり支承
(リニアスライダー)

T4トラス
（スパン37.4ｍ）

T3トラス
（スパン52.3ｍ）

T1トラス（スパン98.6ｍ）

T2トラス
（スパン95.1ｍ）

写真６　大型地組の状況

PCaジョイント部
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せている。全体組終わりにジャッキダウンした。
６）大階段の合理化
　40,000人の観客の移動や災害時の避難のために
数多く設けられた大階段については、当初のRC
造タイル張の仕様を見直し、チェッカープレート
のS造に変更した（写真９）。軽量化と維持管理
費を抑える効果を狙ったものである（各所プロ
ジェクトで経年によるタイルの欠けや漏水による
白華が発生し維持管理の負担となる状況がある）。

5.3　施工段階（仕上の合理化）
１）非構造部材のPCa化
　構造体だけではなく、コンコースの外部手摺壁
や観客席部の階段（踏み石）もPCa化を図り、品
質と生産性を向上させた（写真10、11）。

２）塗装仕上範囲の削減
　コンコースの天井ケイカル板（写真12）や、観
客席の床、バックヤード階段など、素材として美
しく見せられるものは施工精度を上げて、塗装、
塗材を中止した。雨水の縦どいは塗装をせず、
めっき面の製造番号もそのまま見せている程であ
る。多数設置されたトイレでは、ブースの高さま
で塗装を施し、上部はボード素地としている。外
装の押出成形セメント板（写真13）も素地とした
が、色むらが少なくなるよう工場にて色合わせの
精度管理を行った。

5.4　施工段階（設備の合理化）
１）納まりの合理化
　屋根免震の採用により、下部躯体と屋根を渡る
配管類はEXP.Jの設置が必要となる。雨水配管
に関しては、当初フレキシブル継手を計画した
が、必要可動域が大きく大がかりになるため、軒
樋と竪樋を完全に縁切りし、ジャバラ管を利用す
る方式（写真14）に変更した。また、汚水系統の
通気管も慣例に基づいて屋根上まで立ち上げる計
画であったが、これを観客席下の高い場所での開
放に変更した。

写真９　溶融亜鉛めっきの鉄骨階段

写真10　観客席の踏み石（サイトPCa）

写真11　コンコース手摺のPCa化

写真12　メインコンコース

天井：無塗装

床：無塗装

照明：直付け

写真13　外壁の押出成形セメント板

外壁：無塗装
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２）運用の改善
　芝のための「風の道」は、試合時に閉鎖できる
ことが条件となるが、当初は手動シャッターを計
画した。しかし、箇所数が多く、開閉の手間がか
かるため、試合運営の負担を軽減する目的で手動
切り替え式のルーバー方式（写真15）に変更し
た。

３）観戦環境の充実
　サッカーの試合は、昼と夜の両方に開催される
が、照明計画にあたっては、明るさ感のシミュ
レーションを徹底した。昼は太陽光の影響、夜は
ナイター照明の影響を考慮することで、必要最小
限器具でのコンコース照明環境をつくり出してい
る。スタジアム全体で徹底した、露出設備を整然
と配置する考え方を踏襲し、蛍光灯トラフを天井
下がり壁に直線状に直付けする納まり（写真12）
とした。また、コンコースの夏場の温熱環境向上
のため、到達距離80ｍのサイレントファン（写真
16）を取り付けた。使用頻度の少ないスタジアム
の特性を受けて、通常の居住空間の快適性は必ず
しも必要ない。VIPエリアと試合時使用室の設備

スペックのメリハリも重要な視点であった。

６ おわりに

　このようなプロジェクトであったからこそ、建
築主、設計、施工の協業が必要であった。スタジ
アムのような大規模空間建築は、他建種に比べコ
スト・工期の振れ幅が大きい。大型重機を含む仮
設計画の少しのずれが大きなロスに繋がりかねな
い。故に施工部隊が早期に投入され、内外勤一体
となって問題解決にあたり、大きな成果をつくり
出してきたことが、このプロジェクト成功の証で
もある。しかしFL実践のタイミングを逸した時、
不成立に終わったものも少なからずあった。BIM
がFLの主役であるがごとく扱われているが、そ
れはあくまでも道具であり、それを動かすための
経験と英知と伝統に培われた技術がなければ成功
はない。コストも工期もない究極の状況の中で、

「火事場の馬鹿力」的なものも出ていたと思われ
る。
　FLの発想の原点は、プロジェクトに関わる個
人またはチーム（団体）優先の発想で解決される
ものではなく、また目先のイニシャルコストだけ
に焦点を絞った対応でもなく、「三方よし」の基
本原理を踏襲しつつ、建物が未来永劫健全であ
り、将来性を見据えたライフサイクルコスト

（LCＣ）の視点であることを再認識した。
　フロントローディングとは、何か前裁き的な
ニュアンスを持つが、そうではなく目先にとらわ
れない柔軟な発想が必要不可欠であることを本プ
ロジェクトで再確認することができた。

写真15　通風ルーバー（手動）

写真16　サイレントファン
（メインコンコースに４台設置）写真14　ジャバラ管を利用した350Φ大型雨樋
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Ⅰ はじめに

　当工事はECI方式（早期施工者選定方式）で
2015年７月に出件した、520床の市民病院建設工
事である（図１）。同年10月、技術提案・VE提案
付きの総合評価により施工候補者に選定された。
選定後、数々のVE提案等について協議（ECI協
議）を進め、2016年８月、実施設計完了時の金額
で合意、契約に至った。
　今回報告する地盤改良（パワーブレンダー工
法）は、ECI協議の中で施工者から変更提案した
ものである。実施設計着手前だからこそできる変
更提案であり、大幅なコスト低減を達成するだけ
でなく、現場の労務削減にも貢献した。また、パ
ワーブレンダー工法による全面地盤改良への変更
は大規模免震建物における品質の向上（建屋下部
地盤の液状化抑制）にも貢献するものであった。
　施工計画においては、より正確な支持層深さの
特定と、周辺山留に悪影響を与えない施工手順の

検討が必要であった。要所で技術研究所・支店建
築部の協力を仰ぎつつ、これらの課題にこたえる
施工計画を立案した。
　これら地盤改良にまつわる各フェーズでの詳細
について報告する。

Ⅱ 工事概要（図２）

工 事 名：新小牧市民病院建設工事
所 在 地：愛知県小牧市常普請１丁目20番地
発 注 者：小牧市病院事業
設計監理：（株）梓設計
施　　工：鹿島建設（株）
工　　期：2016年９月～ 2020年７月（47 ヵ月）
新築工期：2016年12月～ 2019年１月（26 ヵ月）
用　　途：病院（520床）
敷地面積：31,695.39㎡
建築面積：6,107.75㎡
　　　　　（附属・既存含計13,535.61㎡）
延床面積：39,425.99㎡（同上57,135.55㎡）
最高高さ：40.75m
階　数：地上９階・搭屋１階
構　造：S造一部RC造（免震構造）
工事内容：新病院棟ほか新築工事

先行解体工事（看護師宿舎・医師住宅・
公園）
新築工事後解体工事（診療棟・東棟・
南棟）

図１　完成予想パース
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Ⅲ ECI協議での設計変更

１．ECI方式とは
　当工事は2015年７月、ECI方式により出件した。
ECI方式（Early Contractor Involvement）とは
早期施工者選定方式とも呼ばれ、プロジェクトの
早期、多くは基本設計完了時に施工者（厳密には
施工候補者）を選定し、施工者のノウハウを実施
設計に取り込むことで、コスト・工程・品質等に
おける発注者の要求を満足するというものであ
る。当工事では予算内にコストを収めることが最
大の要求であった。ECI方式での施工候補者選定
は多くの場合総合評価で行われる。当工事でも
VE提案付きの総合評価で施工候補者は選定され
た。

２．施工候補者選定時の基礎形式のVE
　2015年10月に当社が施工候補者に選定されたと
きのVE提案では、基本設計で新病院棟は現場造
成杭となっていた基礎形式について、①杭長の変
更（短縮）と、②柱状地盤改良への変更（図３）
を提案していた。①は設計者による構造検討の結
果不採用とされ、②については液状化の抑制とい
う条件付きで設計の了解が出たが、液状化に対応
しようとすると全面改良となってしまい、コスト
アップとなることから、不採用となった。しか
し、基礎方式のVEはコスト低減効果も大きく、

引き続き検討することとなった。

３．ECI協議における全面地盤改良への変更
　発注者・設計者とのECI協議を進める中、2016
年１月、設計者との協議において柱状改良以外の
全面地盤改良工法への変更の可能性が示唆された
ことから、妥当な工法、施工手順及びコストの検
討をすすめ、パワーブレンダー工法であれば対応
可能と判断した。当工法は施工可能深さが13mと
想定支持層（GL-約14m）よりも短いものであっ
たが、施工地盤を先行掘削で基礎底（GL-4.5m
程度）まで下げれば支持層まで改良することがで
き、重機の本体がバックホウと同じであるため、
掘削底への昇降も簡易なスロープ程度で問題な
く、コストも現場造成杭のおよそ60％程度で施工
できるということであった。施工地盤を下げて余
堀を減らすことができることがコスト的にも有利
に働き、施工セット数を調整すれば工期への影響
がないことも確認された。全面地盤改良は液状化
抑制の役割も果たすことから、今回の変更は品質
的にもメリットのあるものであった（図４）。杭
打機のような大型重機を使用しないため危険作業
も少なく、騒音・振動も比較的少ない工法である
ことも魅力であった。
　設計者からも概略で変更の承認を得て、以降詳
細検討を進めた。同年３月、主に品質・コストの
メリットを説明し、発注者の了解も得られたこと
から、実施設計に盛り込まれることとなった。
　詳細検討においては、品質管理の肝となる支持
層到達の確認方法と、山留（SMW）の健全性を
保つための施工手順が主に検討された。支持層深
さをより厳密に特定するため、追加地盤調査を29
箇所実施することを設計図に盛り込んだ。施工グ

図２　配置図（工事完了時）

図３　柱状改良への変更
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リッドを工夫することにより、山留の補強を最低
限にする計画とした。これらの詳細は次章以降に
述べる。
　なお、本工事では既存建物の解体工程に沿っ
て、ボーリングにより調査を採用した。
　品質・コスト・工期・施工手順を絡めた今回の
大幅な基礎形式の変更はECI方式ならではと言え
る。

Ⅳ パワーブレンダー工法の施工計画

１．パワーブレンダー工法とは
　パワーブレンダー工法とは、トレンチャーと呼
ばれるチェーンソーのような攪拌翼を地中で回転
させながら、セメントミルクと土を混合する地盤
改良工法である。
　エアー混合のセメントミルクをトレンチャーの
先端から吹き出し、地盤に所定量の固化材を混合
させる工法であり、改良深度は13mまでと中層混
合処理工法との位置付けとなる。
　特徴として、①本体機がバックホウベースであ
るため杭打機に比べて、施工地盤の自由度が高い
こと、②他工法が先端だけの回転により攪拌する
工法が多いのに対して、改良深度全域に縦攪拌す
るため土質に影響されない均一な改良体を造成出
来ることが挙げられる。

２．支持層深さの設定
　今回パワーブレンダー工法採用に当たって、最
初に課題となったのが支持層深さの設定と、支持
層到達の確認方法であった。

　まず支持層深さを厳密に特定するために、当初
５箇所であったボーリングデータに対して、29箇
所の追加ボーリング調査（図５）を実施した。追
加ボーリング結果を元に３Dで支持層図を作成
し、0.2m単位の水平面で切ることでコンター平
面図（図６）を作成した。コンター平面図は視覚
的にも支持層の分布が判断し易く、設計者の承認
もすんなり得ることが出来た。
　また１回の地盤改良で効率良く施工出来る範囲
を考慮し、５m×５m以下の正方形をベースとし
たグリッド割図を作成した。コンター平面図とグ
リッド割図を重ね合わせる（図７）ことで、施工
グリッド毎に改良深さを0.2m単位で細かく設定
した。各施工グリッド内で最も深い箇所を該当グ
リッドの改良深さとし、0.2m単位で深い側に設
定することとした（図８）。
　追加ボーリングを実施したとはいえ、限られた
データから改良深さを決める上で、深めに改良深

図４　全面地盤改良への変更提案

図５　追加ボーリング位置

図６　コンター平面図
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さを設定することにより支持層到達を想定する考
え方で、設計者の承認を得ることが出来た。
　施工グリッド毎に細かく改良深さを設定するこ
とは、無駄な改良範囲を限りなくゼロに近づける
ことにも繋がり、コストダウンにも貢献した。

Ⅴ まとめ

　これまでに述べた内容の要点は、「ECI方式の
メリット」、「パワーブレンダー工法のノウハウ」
の点で整理される。

１．ECI方式のメリット
　ECI方式では、施工者のノウハウを設計に取り
込むことで発注者の要求を満たすものであるが、
それは裏を返せば施工しやすい、品質を確保しや
すい設計に変更できるということであり、施工者
にもメリットがある発注方式だと言える。
　今回の変更はコスト・品質における発注者の要

望を満たしただけでなく、建設業のテーマの一つ
である現場労務の削減にも貢献した。現場作業員
の数が、現場造成杭の作業員を12人/本と想定す
ると総人工で1,200人以上の人工が必要となるの
に対し、パワーブレンダーの実績総人工は862人
であり、およそ３割の削減となっている。

２．パワーブレンダー工法のノウハウ
　パワーブレンダー工法は、建築工事ではあまり
馴染みのない工法ではあるが、コスト・工期双方
で充分にメリットのある工法であった。
・支持層深さの特定
・改良深さの管理
・地下水位の管理
・山留変位への対応
　これらの管理を適切に行えば、品質・安全を確
保した施工が出来る。特に支持層深さを決める際
に作成した３D支持層図、コンター平面図は、設
計者との合意形成、改良深さの決定において非常
に有効であった。
　また、短冊状グリッドの施工による山留変位の
管理も有効であった。一部の例外はあったが、土
質と併せて検討を行えば、山留変位を抑制出来る
こともわかった。これにより過剰な山留計画を避
けることが出来る。

Ⅵ おわりに

　本報文では基礎形式の変更を軸に、設計者との
変更協議と合意形成・施工計画・現場施工のそれ
ぞれのフェーズでの課題から解決までを紹介し
た。今回の経験が今後、同種案件の参考になれば
幸いである。
　最後に、当プロジェクト及び本報文の作成に多
大なる協力を頂いた技術研究所・支店建築部ほか
すべての関係者に感謝申し上げます。

図７　施工グリッド割

図８　改良深さ設定概略

※�本事例は、（一社）日本建設業連合会「VE等施工改善
事例発表会資料2018年度」より一部抜すいして掲載い
たしました。
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１ はじめに

　本工事は、ラグビーワールドカップ2019™日本
大会の会場として利用するため、埼玉県発注によ
る熊谷ラグビー場の大規模改修を行うプロジェク
トであり、大屋根の設置など通常の工事と比較し
て技術的難易度が高い工事であった。
　また、工期内に確実に工事を完成させる必要が
あったため、実施設計者に対して施工者が設計技術
協力を行う、ECI（Early Contractor Involvement）
方式が採用された。
　本報告では、課題対策のため、ECI業務期間中
に提案した項目のうち、特に改善効果が高かった
構造部材のPCa化について報告する。

２ 工事概要

　本工事概要は以下の通りである。なお、完成予
想パースを（図１）に示す。

工事名称：熊谷ラグビー場新スタンドほか
　　　　　建設工事
規　　模：延床面積17,071㎡　地上４階
用　　途：観覧場
主要構造：RC造　一部Ｓ造
建 設 地：埼玉県熊谷市
施工期間：2016年12月26日～
　　　　　2018年８月31日
工 事 費：7,322,000,000（税抜）
設 計 者：株式会社松田平田設計

３ 工事の問題点

１）工期内施工の厳守
　本工事の工程を計画する上で課題となったの
が、フィールドの天然芝施工時期であった。
　基本設計の躯体・外装を在来工法で施工すると
12か月必要であり、天然芝敷込みが真夏の７月施
工になってしまう事が問題となった。
　暖地型天然芝敷込みに最適な４月に施工するた
め、躯体・外装工事を３か月短縮する必要があっ
た（図２）。

図１　完成予想パース

− 52 −

図２　工程の課題
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２）労務の確保
　東京オリンピック・パラリンピック競技大会関
連工事の影響による労務不足の懸念があったた
め、労務不足による工程遅延を防止するために労
務の平準化を図る必要があった。

４ 問題への対応（方針と実施）

１）設計時の改善
　３か月の工程短縮のため、構造部材の徹底した
PCa化を図った（図３）。

　在来躯体のPCa化計画にあたり、以下の検討を
実施した。

①PCa部材の組合せと接合部検討
　大臣認定を取得せず、躯体をPCa化する場合、
鉄筋の継手位置は柱際から梁せい寸法の範囲内に
設ける事が出来ない。
　その条件をふまえ、揚重回数と現場作業を減ら
すために、PCa部材の十字やＴ字の地組と、単梁
仕口部の配筋の地組の最適な組合せを検討して、
接合位置を決めた（図４）。

②柱・梁断面の変更
　柱梁躯体については、断面のスリム化とPCa部
材寸法の統一を図り、使用材料の強度を上げて、
出来る限り断面寸法を統一した。
　また、梁筋の落し込みの施工性を向上させるた
めに主筋径と強度を上げて本数を減らし、主筋
ピッチを大きくした（図５）。

③小梁の鉄骨化
　小梁については、工程短縮と作業性の向上を図
り、出来る限り鉄骨化した。鉄骨化することで支
保工を不要とした（図６）。

図３　PCa化概要例（メインスタンド）

大梁（段梁） 大梁 腰壁

スラブ

小梁

図５　柱断面の変更

図６　小梁の鉄骨化

図４　PCa部材の組合せと接合部（メインスタンド）
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２）施工時の改善
①躯体サイクル工程の検討
　労務確保のために労務平準化を図った。
　労務平準化ができるように、メインスタンド
は、ほぼ左右対称な形状をしているため、半分の
２工区にわけてサイクル工程を組立てた。平準化
のために１工区と２工区の作業が繰返し作業とな
るように留意した。１工区のサイクル工程は以下
の通り。
　ａ．１～７日目（写真１、２）
　　現場：柱型枠→PCa支保工→柱コン打設
　　ヤード：PCa梁部材搬入地組→配筋

　ｂ．８～ 13日（写真３）
　　柱型枠解体→支保工まとめ→PCa梁取付
　ｃ．11 ～ 16日（写真４、５）
　　鉄筋嵌合→仕口部型枠
　ｄ．17日～ 22日（写真６）
　　デッキ敷込→スラブ・柱配筋

写真２　PCa梁地組状況

写真１　柱コン打設状況

写真３　PCa梁取付状況

写真５　仕口部型枠状況

写真４　鉄筋嵌合状況

写真６　スラブ・柱配筋状況
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②取付精度の確保
　設計時に柱梁主筋のピッチを可能な限り大きく
したが、主筋同士のクリアランスは最小５mmで
あったので、柱筋の精度確保のためテンプレート
を使用してコンクリート打設後の精度を確保した

（写真７）。

　また、梁鉄筋嵌合のため、PCa梁の地組精度確
保も重要であるので、架台、ヤードの鉄板に墨出
しをして、取付精度±５mm以内を確保した。

③施工性の高い地組ヤード計画
　PCa部材の地組ヤード計画については、以下に
ついて検討をした（図７、写真８）。
　ａ．揚重機の最少作業半径を考慮した。
　ｂ ．PCa取付時の揚重機位置を決めて、地組部

材の配置を検討した。
　ｃ．地組の向きと取付の向きを合わせた。

　ｄ ．梁上端筋、仕口部の配筋をする作業スペー
スの確保を図った。

④支保工計画
　段床受梁は梁底が斜めになっているため、梁側
面に仮設ブラケットを取付けて、荷重を垂直に受
ける支保工とした（写真９、10）。
　大梁の仕口型枠支保工はPca梁のシステム支保
工と兼用し、躯体工事用の高所作業車の動線を確
保するように配置した（写真11）。

写真７　柱筋固定状況

図７　地組ヤード計画

写真８　地組ヤード状況

写真10　段梁支保工受拡大

写真９　段梁支保工施工状況
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５ 改善効果

　以上の設計段階、施工段階における改善を行っ
た結果、以下の効果を得られた。
１）品質
　PCa化により、複雑な形状でも、精度の良い高
品質な躯体を造ることができた。
２）コスト
　PCa化と躯体仕様の合理化により、在来工法に
比べ、躯体工事コスト約2.0％の圧縮を図ること
ができた。
３）工期
　本報告の構造部材のPca化により２か月の工期
短縮ができたほか、杭工事の合理化と基礎躯体工
事の工業化により0.5か月、大屋根鉄骨、カーテ
ンウォール及び外壁のユニット化により0.5か月
の工期短縮をした。
　この結果、躯体・外装工事で３か月の工期短縮
目標を達成し、天然芝の敷込みを４月に施工する
ことができた（写真12 ～ 14）。
４）安全
　高所作業の大幅な削減、現場労務の大幅な削減
ができた。
５）環境
　型枠用熱帯材使用量と躯体工事で生じる産廃発
生量の大幅な削減ができた。
６）その他の効果
　躯体工事や外装工事の現場労務の大幅な削減と
労務の平準化ができ、標準延労働時間の85％に圧
縮することができた。

６ まとめ

　今後、建設業の労務不足が見込まれており、担
い手の確保・育成とともに生産性向上の推進が不
可欠となっている。
　今回のPCa化やユニット化により、非常に大き
な改善効果が得られたので、生産性向上施策の一
つとして、水平展開がされればと考える。

写真13　完成状況（曲面梁ほかPCa化）

写真14　完成状況（全景）

写真12　天然芝施工状況（４月）写真11　大梁仕口型枠施工状況

※�本事例は、（一社）日本建設業連合会「VE等施工改善
事例発表会資料2018年度」より掲載いたしました。

建築コスト研究　No.107　2019.10　　47

フロントローディング事例３　構造部材PCa化による生産性向上



1 企業収益と野村不動産のものづくり

　はじめに図１をご覧いただきたい。
　野村不動産は民間企業であり、企業収益（図で

「純利益」あるいは「NOI利回り１」の部分）を確
保することは至上命題であり、これは企業の存続
に関わる点である。
　また、魅力的で顧客ニーズに合った建物をつく
り、提供する商品やサービスが顧客に選ばれ続け
ることが、二つ目の企業の存続条件である。
　「野村不動産のものづくり」、これは徹底した魅
力的な空間づくり、そして品質、機能へのこだわ
りである。
　当社では、「製・販・管」一貫体制と言ってい

るが、インハウスに製造、販売、管理の各部門を
持ち、一つひとつの物件に対し、侃

かんかんがくがく

々諤々議論を
しながらものづくりをしている。それは、企画段
階から建物完成まで連綿と続き、建物完成後には
フィードバックを行い、更に顧客のニーズを反映
することを社内で完結して行っている。
　そして、もう一つ、本誌106号（2019.7）にて
香山先生も語っておられた、「建築の公共性」に
も思いを致している。
　民間企業がつくる建物であり、つくり手にとっ
ても使い手にとっても私的なものではあるが、そ
の存在自体は公共性を持っている。
　例えば、その建物が、小学生の通学路に建って
いれば、その子は６年間毎日その建物を見続け
る。その子がどういう子に育っていくか、その責

任の一端を担っている。
　そういった思いが、野村不
動産のものづくりの原点であ
る。
　「 企 業 収 益 」 と「 顧 客 満
足」、更に「公共性」、この三
つをバランスさせることは、
企業が持続的に成長する条件
であると考えている。

図１　事業における各コストと企業収益

１　営業純利益（NOI）を不動産価格で割った値。不動産物件の収益力の指標となる。NOI：Net Operating Income
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野村不動産におけるコストマネジメント

野村不動産株式会社　技術管理部　課長　川井　純一



２ 事業はダイナミックに変わる

　野村不動産は、野村不動産グループの中核会社
であり、主に不動産ディベロップメントを担い、
その事業は、
　１）集合住宅、戸建住宅の分譲・売却事業
　２） オフィス、商業施設、物流施設、ホテル等

の保有・賃貸・売却事業
　３）　それらを複合した再開発事業
の三つに大別される。
　いずれの場合も、新たに土地を取得することか
ら事業はスタートする。事業の組立てとしては、
まずボリュームスタディを行い、実現可能な販売
価格や賃料を見立て、同時に建物原価について算
定を行い、土地価格を算出する。そうして取得で
きた土地原価はその時点でfixされる。
　販売価格や賃料については、景気や周辺相場と
いった外的要因に影響されるが、建物の商品性・
魅力づけによるところも大きい。
　一方、建物原価は最も内的にコントロールでき
る要素である。日影・斜線等形態規制の中で、土
地の能力を最大限に引き出し、またプランの良し
悪し、外観デザインの優劣によって、様々な解が
存在する中でベストと考えられるものを、いかに
合理的に安くつくるかということが求められる。

　投資コストの価値の最大化（あるいは、同価値
のものをつくるコストの最小化）、即ちVE（バ
リューエンジニアリング）が「コストマネジメン
ト」の根幹なのだが、本稿ではもう少し実務的
に、建築コストというものを考えたい。

３
�建築コストにおける「適正価格」と
いう考え方

　これまで見てきたように、建物原価が小さくな
れば、企業収益は増え事業性は向上する。
　しかしながら、我々は、必ずしも「安ければよ
い」というスタンスはとらない。
　我々が目指しているのは、「適正価格」での発
注である。

「適正価格」とは？
　公共工事において、発注者が作成する「内訳
書」があるが、積極的には公開されていないもの
であり、その根拠となっている物価本は見ること
ができても、それによる制約はない。物価本は調
査価格ではあるが、ものによっては「実勢価格」
ではないと言われることもある。
　我々が考える「適正価格」とは、施工者（ゼネ
コン）とディベロッパーの双方が適正な利益を得
ることができる価格である。
　ゼネコンとディベロッパーとの工事契約が「適
正価格」でなされることは、ゼネコンとサブコン
との契約、更にはディベロッパーが顧客に提供す
る商品やサービスの価格が「適正」となるための
必要条件となる。
　建築というものは一品生産品であり、仮に設計
内容が同じであっても、敷地条件によって価格は
異なり、同価格の建物は存在しない。それ故、

「適正価格」を算出すること、ましてや「適正価
格」で発注することは容易ではない。
　次項で、野村不動産の「適正価格」を目指した
建築コスト決定のプロセスを具体的に紹介する。写真１　集合住宅（定期借地権付き分譲マンション）２

２　都心では得がたい既存の森を最大限残すことで、希少な生態系の保存、緑量の確保を行い、豊かな環境を次世代に継承している。居住者に対
しても、森に直接面した、森に開かれた住戸・共用空間を提供することで、季節の移ろいや樹々の香り、鳥や虫たちの声を内部に取り込み、あ
たかも森の中で暮らしていると錯覚するような、都心では希薄となる五感を増幅する都市居住を可能にしている。道路拡幅整備も行い、周辺環
境の向上を図った。

<実施時>

住戸構成、建物形状
階数を大幅に変更

<企画時>
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４
�当社における建築コスト決定のプロ
セス

　野村不動産で発注する工事（主に新築工事）の
建築コスト決定のプロセスは、概ね図２のような
フローとなる。

　①及び②は土地取得前の段階である。
　この時点の資料は、概要書、面積表、平面図に
加え、プラウド（集合住宅）、PMO（事務所）、
GEMS（商業施設）等の当社ブランドの仕様書で
ある。
　①の社内概算では、過去データを基に、延床面
積、平面形状、階数、外壁率等のパラメータが、
躯体、仕上、設備工事等にどう影響するかをシス
テム化し、想定数量を算出、これにデータベース
の単価を乗じて算出する。
　同時に、②のゼネコン概々算を取得する。
　見積り依頼をするゼネコンは、用途・規模など
に応じてグルーピングしており、その中のゼネコ
ンに継続的に発注することにより、当社物件に慣
れてもらうことで、コストの精度が上がり、手戻
りロスが少なくなると考えている。
　また、物件毎に各ゼネコンの受注のタイミング
等を確認しながら、グループの中から複数社を選
定している。
　それでも、ゼネコンによって直工費の算出方法
は様々であるし、それに加え、物件への取組みス

タンス、経費（利益）の考え方によって、結果は
一様ではない。
　①と②のコスト差が生じた場合、この段階では
ゼネコンも見積内訳書が出せないため、その差の
原因追及は困難であり、ゼネコンとの交渉も精緻
なものになりにくい。しかし、前述のように土地
取得時の建物原価の見立ては、社内において極め
て重要である。
　土地取得成功後、基本計画・基本設計で改めて
事業計画の見直しを行う。見直しは単なるVEで
はなく、より高く売れる（貸せる）形態にならな
いか、販売面積（賃貸面積）を増やせないかとい
う観点で行い、事業収益の改善が見込める場合
は、工事費予算額も上げる。
　そういった観点から、土地取得後基本設計完了
までの間に計画の見直しを行うわけだが、その過
程におけるその変更に伴う建築コストについて、
その都度社内概算、あるいはゼネコンに相談しな
がら行っている。
　次に、基本設計が完了した時点で、改めてゼネ
コンの精概算を取得する（③）。
　実はこの段階が建築コスト決定のプロセスの中
で「肝」となる。
　従来（15 ～ 20年以上前）は「見積り」と言え
ば「精算見積り」のことであり、実施設計完了後
に初めて取得するものであった。

ﾎﾞﾘｭｰﾑﾁｪｯｸ

企画

基本計画

基本設計

実施設計

契約・着工

① 社内概算作成

② ゼネコン概々算取得

③ ゼネコン精概算取得

④ ゼネコン精概算検証

⑤ 精算見積り取得

⑥ 査定・交渉

計画の
大幅な見直し

図２　建築コスト決定のプロセス

写真２　日本橋室町野村ビル（YUITO）
隣接４街区との一体的な開発により、容積率を最大化
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　公共工事における「入札」と同じように、我々
民間会社も、「見積り合わせ」というやり方で、
実施設計終了後にゼネコン数社から同時に見積り
を取得することもあった。そこで一番安いコスト
を提示したゼネコンと更に交渉し、折り合いをつ
けたところで発注する方法である。
　また、それでも予算に合わないケースは出てき
て、事業の是非の判断を求められることもあった。
　今日では、事業精度を高めるためにも、早い段
階から建築コストを精査するようになり、基本設
計完了時には、ゼネコンと「概算合意」するべく
取り組むようになっている。
　そのために、「野村不動産標準仕様書」や「品
質マニュアル」を整備し、設計図書の補完資料と
することにより、より精算見積りに近い精度で概
算金額を算出してもらっている。また、ここで算
出された建築コストが果たして「適正価格」かど
うか、社内概算システムを使って判断している

（④）。
　実際には多くの場合、ゼネコンの概算金額は社
内概算金額を上回る。そこで我々は、専門業者

（サブコン）から直接見積りをとることを行う。
　この手法は、「オープンブック方式」的な手法
であり、一括発注方式の場合には、一般的に業界
で必ずしも歓迎されない。そこに我々は踏み込
み、直接専門業者と価格交渉を行う。そこで出て
くるコストは「実勢価格」であり、より「適正価
格」に近いものであると考えている。
　このように得られたコスト情報は、ゼネコンと
の交渉において非常に有効であり、また場合に
よっては、ゼネコンにとっても有益な情報となる
こともある。それらの手法を組み合わせて、ゼネ
コンと交渉を行い、「概算合意」にこぎつける。
この段階で、事業における建物原価はほぼfixさ
れる。
　さて、工事発注の最終段階として、⑤の精算見
積り取得と⑥の査定・交渉がある。その前の実施
設計段階においては、我々はかなりの部分を標準
化することにより、精概算と精算見積りのブレを
小さくしている。
　この場合でも、内訳書のチェックは必ず行う。

　・ 我々が望むグレードの製品・品質が選択され
ているか？

　・見積り落ちまた重複等はないか？
　・単価は適切か？
　・工事条件、別途工事等は適切か？
　など最終検証を行う。
　それらがクリアーになって初めて、工事契約を
取り交わすことになる。

５ 事例紹介

　次に当社の非住宅建物にはどのようなものがあ
るのかを紹介し、その建築コストについての実績
の一部を紹介したい。
＜PMO＞
　PMO（プレミアム・ミッドサイズ・オフィス）
は、「中規模ながら、大規模ビルと同等の機能性
とグレードを併せ持つ新しい中規模オフィス」と
いうコンセプトを持って、2008年から供給開始し
たシリーズである。
　都心５区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）を
中心に約40棟３が竣工しほぼ満室稼働している。

写真３　PMO渋谷

３　いずれも新築時に野村不動産が発注者であった物件数で、竣工
後に売却した件数を含む。

建築コスト研究　No.107　2019.10　　51

野村不動産におけるコストマネジメント



＜GEMS＞
　GEMS（ジェムズ）は、飲食店舗を中心とした
都市型商業施設で、一つひとつの店舗が宝石のよ
うに街で輝く存在であってほしいとの思いが込め
られている。
　これまで、都内のみならず、横浜、大阪、名古
屋で約15棟３稼働している。

＜LP＞
　LP（ランドポート）は、マルチテナント型大
規模高機能という枠を超えて、よりテナントニー
ズを反映した付加価値を持った物流施設で、首都
圏を中心にこれも約15棟３稼働している。

　ここで、各用途の建物の最近の事例について、
社内概算と契約金額との差がどれくらいあるのか
を表１に示す。

　数字の近いものもあれば、やや差の大きな物件
もある。
　社内概算システムは３ヵ月毎にアップデートし
ており、一定の基準から導き出される金額である
ので、物件ごとのブレは小さい。
　過去の契約金額が、「適正価格」であったのか
どうか？　感覚的には、誤差は５％以内であった
と思っている。

６ おわりに

　オリンピック需要や消費税改定の影響が一段落
した一方、現場の４週８閉所の導入などで、建築
コスト情勢は新しい局面を迎えている。４週８閉
所については、工期や労務費単価への影響が考え
られる。
　民間事業における最大のリスクは、「土地を取
得し事業計画を策定した後の価格の変動（不確実
性）」である。
　このリスクの一つである建築コストの変動は、
時として事業の是非に関わる場合もある。
　今後は、このリスクを最小限にすること、即ち
できるだけ早期に建築コストをfixすることがま
すます重要になっていくと思われる。
　そのための方法を、我々は今も模索していると
ころである。

写真４　GEMS茅場町

写真５　LP高槻

表１　社内概算金額と契約金額

社内概算🄐
（百万円）

契約金額🄑
（百万円）

比率
Ｂ/Ａ

物件A 1,077 1,128 104.7%

物件B 2,404 2,379 99.0%

物件C 394 408 103.6%

物件D 5,663 5,713 100.9%

物件E 5,841 5,606 96.0%
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1 はじめに

（1）問題意識
　近年、公共建築プロジェクトの実施に関して、
それを取り巻く環境が大きく変化している。

1）公共建築に求められるものの変化
　急激な高齢化や低い出生率、人口減少の進展、
厳しい財政状況などに伴い、我が国では、コンパ
クトシティ化などの様々なダウンサイジングの手
法が用いられるようになってきた。
　公共建築についても同様な状況にある。即ち、
古い施設を取り壊し、新たな建物を次々に作ると
いう手法だけではなく、「公共施設等総合管理計
画」に見られるように、既存の建物を長寿命化
し、あるいは統廃合するという手法も積極的に取
り入れられるようになっている。併せて、事務庁
舎、図書館等のように単機能の建物を独立して建
ててそれぞれの機能を充実させるという考え方だ
けではなく、様々な機能を複合化した建物、ある
いは様々な用途に転用できるような多目的な建物
も指向されるようになってきた。更にバリアフ

リーや環境負荷低減などの様々な社会的要請を公
共建築物に先導的に取り組むことも求められてい
る。
　社会資本整備審議会答申注）では「発注者の業
務内容については、新たな政策の反映、ストック
の有効活用のための改修や用途変更工事の増加、
他の発注者との合築整備、複合化や多様な事業手
法の検討の要請等、社会情勢の変化に応じて様々
に変化している。さらに、先導的な役割を果たす
ことが期待されていることにも配慮する必要があ
る」とされている。
注：国土交通省社会資本整備審議会答申「官公庁施

設整備における発注者のあり方について―公共

建築工事の発注者の役割―」（平成29年１月20

日）からの引用。

２）発注者の置かれた状況の変化
　それらの変化に対応するために、発注者が公共
建築プロジェクトを企画する際に必要な検討事項
についても複雑化、多様化している。一方で、そ
れぞれの発注者の体制も多様な状況にある。
　同答申では「公共建築工事の発注者の体制、職
員の配置状況や業務経験等は、多様な状況にあ

　公共建築プロジェクトのコスト管理を適切に行うための前提条件となるのは、当該プロジェクトの
企画を適切に立案することである。その参考となるように、発注者が企画段階（予算成立の前段階）
で行う業務・検討内容について、試案として取りまとめた。なお、公共建築プロジェクトの企画に関
する具体的な事例については、様々な地方公共団体のホームページに掲載されているので、それらも
参考にされたい。
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一般財団法人建築コスト管理システム研究所　審 議 役　山口　浩史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事　川元　茂　

―適切なコスト設定のために―



る」ことから、「一部の発注者においては、発注
者の役割を適切に果たすことが困難となっている
状況も見受けられる。その要因としては、これま
で、公共建築工事の発注者が果たすべき役割につ
いて十分に整理されておらず、発注者が自らの役
割について適切に理解することが困難であるこ
と、発注者支援を受けないことで設計者、施工者
等との技術的な事項に関する対話が十分に行われ
ていないことなどが考えられる。」とされている。

３）設計者、施工者を取り巻く環境の変化
　設計者、施工者においては、民間建築工事を中
心とする市場価格の変動の影響を常に受ける。ま
た、建設分野における担い手不足にも直面してい
る。更に、政府全体として推進されている働き方
改革への対応も求められている。それらへの対応
を図るため、建築プロジェクトの早い段階からプ
ロジェクトの精度を高め、生産性の向上を図る必
要があり、ICTの導入、フロントローディングの
導入などに取り組んでいる。

（２）本稿の目的
　公共建築は、税金を用いて建てられるものであ
るため、納税者、施設利用者からの求めに応じ
た、過不足のない公共建築としての適切な品質を
確保することが求められる。また、その調達にあ
たっては、より透明で公平であり、かつ客観性が
高い取組みや手続きが求められる。
　そのため発注者は、まず企画段階で「公共建築
プロジェクトの背景や事業実施の条件等の把握・
整理をした上で、どのような機能をもつ建物を、
どの敷地に、どの程度の規模と予算で、いつまで
に建てるのか」などの基本的な事項について、納
税者（住民）にも十分に納得してもらえるよう
に、合理性が高い計画を作成する必要がある。そ
の際、建物に必要な機能を満たすことはもちろん
のこと、納税者から見て過不足のないバランスの
とれた仕様（グレード）とする必要がある。

　そして発注者は、企画段階でそれらの計画を、
住民の代表である議員で構成される議会等で承認
を得る必要がある。それが認められて、初めて同
計画に基づいた公共建築プロジェクトの実施に着
手することができる。
　企画段階で発注者が行う業務は、公共建築プロ
ジェクトの基本的な骨格を規定する極めて重要な
ものである。しかし、どのような業務を行い、何
を検討する必要があるかということについて網羅
的に整理されたものは少なく、それぞれの発注者
は過去の経験を参考にしつつ試行錯誤で業務を進
めているのが実態だと思われる。
　そこで、企画段階で行う必要があると思われる
業務について、建築の専門家の視点から検討内容
の概要を、試案として取りまとめることとした。
これらについて発注者が認識、実践することで、
設計に着手する前の条件整理（いわゆる「発注条
件の整理」）が適切に行われ、公共建築の質の確
保、円滑な設計・施工の実施に繋がることを期待
するものである。
　なお、執筆にあたっては、前記の社会資本整備
審議会答申等を参考にした。
　また、業務内容の記述にあたっては、公共建築
プロジェクトの最も基本的な形態であると考えら
れる「新しい建物を造る」場合を想定した。既存
施設の改修などその他の様々な場合については、
別途検討を加えていきたい。

（３）発注者の体制について
　公共建築工事の発注者には、大きく二つの役割
がある（図１参照）。第一は、建築物を所管する
とともに、当該建築物の新築や改修の必要性の有
無を発議する事業部局としての役割である。第二
は、発注業務を担当する発注部局としての役割で
ある。本稿では、事業部局の立場から、企画段階
で検討されるべき事項について、取りまとめてい
る。
　一般的に、大規模な発注者においては、それぞ
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れの事業部局から独立して単独で発注部局が設置
されている場合が多い。一方で小規模な発注者に
おいては、単独の発注部局が設置されていない場
合（それぞれの事業部局が公共建築プロジェクト
の発注・管理を行っている）や単独で設置されて
いても専門の技術力を持つ職員が十分に配置され
ていない場合が多い。
　なお、予算成立以降、発注部局が行う公共建築
プロジェクトの発注・管理については、本稿では
取り扱わない。

２
�発注者が企画段階で行うべき業務の
概要

（1）業務の概要
　公共建築プロジェクトの企画は、それぞれの政
策分野を担当する事業部局において、「ある政策
を実施するために、その活動を行う空間（場）と
なる新たな建物が必要ではないか」と発意するこ
とが出発点となる。
　その発意のきっかけは、例えば、既存の建物が
老朽化し、あるいは狭くなり、業務の遂行に支障
が出て当該政策を実施する空間（場）としては適
切ではないと判断される場合、あるいは、当該施

策を実施するための空間（場）が存在しない場合
など、様々である。
　この企画段階で行う必要のある業務は、端的に
言えば、第一に、ある政策を実施するための適切
な公共建築プロジェクトの計画案を検討し作成す
ることであり、第二に、その計画案の検討を深
め、議会等で承認を得るための建築計画の基本的
な条件（建築物の機能、構造、敷地、工程、費用
等）をとりまとめることである。
　その際に「新たな建物が必要かどうか」を検討
した結果、新築によらず、既存の建物を改修する
などして有効活用すればよいという結論となる場
合もある。企画段階では、新築案及びそれに対す
る代替案の中からどの計画案が最も合理的かとい
う判断ができるような検討を行うことが求められ
る。
　公共建築物は、工期、コスト、品質のバランス
が取れたものとすることが重要である。企画段階
では、そのバランスのあり方について、発注者と
して行政組織内部、納税者、議会等で十分な合意
形成をしておくことが重要である。更に、計画案
について、技術的な検証を行い、物理的な裏付け
を得られるようにする必要がある。また、税金が

○設計者

○施工者

○工事監理者

（参考）公共建築工事における発注者の役割

発注者

事業部局 発注部局

公共建築工事の発注の主体（国、地方公共団体） 様々な関係者

①企画・予算措置

③発注条件の取りまとめ

④発注・実施

責任者

引き渡し

○発注者支援機関

○国民、政策

○利用者、近隣住民

○現場状況

・公益法人
・建築士事務所
・CM業務等を行うコンサル等

・ 多種多様な諸条件を
正確に把握するための
事前調査の実施等② 諸条件の把握

・諸条件を取捨選択し、
過不足なく、
発注条件に反映
・ 相反・相互矛盾のない
客観的で明確な
発注条件の作成

・ 発注者支援の活用

連
携

・ 技術的な対話の推進

・ 最も適切な者の選定
・ 適正な予定価格の設定
・ 契約変更の適切な実施

・ 公共建築工事の
大枠の条件※の決定

※建築物の機能、規模、敷地、工程、
費用等

Ｂ公共建築工事
の発注・実施

Ａ事業部局との連携

技術的な助言
・国民から見て過不足ない
適切な品質の確保
・ 様々な政策課題の
建築工事への適用・反映
（木材利用等）

※以上のほか、発注者は、会計法（地方自治法）、品確法等の関係法令や設計・工事の契約書に定められた責務等を適切に果たすことが必要。

・ 公共建築工事の
「品質・工期・コスト」が
適切なものとなるよう
助言等

⑤ 建物の運用・管理

大臣官房 官庁営繕部

2
出典：国土交通省大臣官房官庁営繕部【概要】「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申より引用

図１　公共建築工事の発注者の役割
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用いられる公共建築プロジェクトは、適正なプロ
セス管理、予算管理、プロジェクト管理が強く求
められる。企画段階でも同様である。

（２）業務の工程
　企画段階の業務について、その内容を踏まえ、
以下の三つの工程に分けて取りまとめた。

企画段階の三つの工程
Ⅰ「基本構想（前期）」：
　　公共建築プロジェクトに関する発意を受

け、当該プロジェクトの背景や事業実施の
条件等の把握・整理をした上で、当該プロ
ジェクトに求められる大まかな機能・規模、
管理・運営の方法等を検討し、その実施の
必要性が検証されるように取りまとめるこ
と。

Ⅱ「基本構想（後期）」：
　　当該プロジェクトの必要性が認められた

後、その具体化の可能性を検討し、当該プ
ロジェクトを実施する合理性と効果が期待
される案（代替案を含む）を取りまとめる
こと。

Ⅲ「基本計画」：
　　当該プロジェクトの計画案が決定された

後、その計画案の実施のための予算措置の
ために、当該プロジェクトの基本的な条件

（建築物の機能、構造、敷地、工程、費用
等）を取りまとめること。

（３）工程別の検討項目
　企画段階での工程別の検討項目を以下に列記す
る。

＜「基本構想（前期）」で検討する項目＞
①現状と課題の把握
②基本的な考え方の取りまとめ

③建物の機能・規模の想定
④敷地の想定
⑤まちづくり等の上位計画との整合性の確保

＜「基本構想（後期）」で検討する項目＞
①施設整備の必要性の取りまとめ
②建物の機能・規模（面積）の想定
③敷地の物理的条件・法令条件等の調査、周辺

状況の把握
④敷地の想定
⑤事業手法（発注方式）の想定
⑥事業工程の想定
⑦事業費とその財源の想定
⑧（必要な場合）経営収支等の想定
⑨（必要な場合）発注者支援業務の導入の可否

の検討
⑩（必要な場合）既存建物と敷地の活用方法等

の検討
⑪（必要な場合）補足の調査・検討

＜「基本計画」で検討する項目＞
①施設整備の必要性等の取りまとめ
②機能別の整備方針の検討
③必要諸室等の機能（整備水準）・規模の検討
④敷地の決定とそれに基づく配置計画・平面計

画・動線計画の検討
⑤構造計画・設備計画の検討
⑥維持管理・運営計画の検討
⑦事業費・工程・事業手法等の検討
⑧今後の検討課題
⑨（必要な場合）補足の調査・検討

　工程別の検討項目の詳細な説明については、
３、４、５（P57 ～ P62）に後述する。
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（５）�参考：官庁営繕事業の事業評価（新規
採択時評価）の考え方

　「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法」
（平成13年８月17日国営計第101号）においては、
事業（公共建築プロジェクト）計画の必要性、合理
性、効果の三つの評価指標を用いて評価している。
①事業計画の必要性
　既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現
況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指
標
②事業計画の合理性
　採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定
可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事
業として行うことの合理性を評価する指標（合理
性の有無により、100点か０点のいずれかを評点
とする）
③事業計画の効果
　「業務を行うための基本機能」と「施策に基づ
く付加機能」の二つの機能について評価する指標

　なお、採択の要件は、事業計画の必要性100点
以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果
100点以上をすべて満たすこと。

３ 「基本構想（前期）」で検討する内容

　公共建築プロジェクトに関する発意を受
け、当該プロジェクトの背景や事業実施の条
件の把握・整理をした上で、当該プロジェク
トに求められる大まかな機能・規模、管理・
運営の方法等を検討し、その実施の必要性が
検証されるように取りまとめること。

• 既存の建物の老朽化に伴う建替えの場合など、

公共建築プロジェクトの基本的な機能・規模が明

らかであり、プロジェクト実施の必要性も認めら

れる場合などには、省略されることがある。

• 基本構想（前期）については、主に発注者内の

関係部局で検討が行われ、取りまとめられること

を想定している。その検討を踏まえ、基本構想

（後期）の検討が（必要な場合には外部の専門家

等への委託によって）行われること。また、対外

的な説明については、基本構想の前期と後期の検

討内容を取りまとめた上で行われることを想定し

ている。

（４）主な検討項目の検討時期と検討内容の目安　　（表）
主な検討項目 基本構想（前期） 基本構想（後期） 基本計画 （参考） 設計段階※

現状と課題の把握 現地調査や類似施設の情報収
集を行う

施設整備の必要性 新たな建物の建築が必要であ
ることを検討する

発注者の関係部局内の検討の
結果を取りまとめる

施設整備の合理性や効果についても
評価し、検討経緯も含めて必要性を
まとめる

建物の機能 必要機能を抽出する 機能別の整備方針と諸室単位の機能
（整備水準）をまとめる

発注条件として活用

建物の規模 建物の執務人数・外来人数な
どを想定する

延べ床面積、主要機能別の面
積を想定する

必要諸室と建物全体の必要面積を検
討する

発注条件として活用

配置計画・平面計
画・動線計画

敷地への出入口、建物の大まかな配
置、平面構成、階層構成、動線計画
を検討する

発注条件として活用

敷地の想定 候補となる敷地を検討する
（複数でも可）

物理的条件・法令条件等の調
査、周辺状況を把握する

敷地を決定する 発注条件として活用

事業費 類似事例を参考に概略の事業
費を想定し、財源の検討を行
う

設計費、工事監理費、工事費、発注
者支援業務費、各種調査費など必要
なものを算出し、財源について関係
部局等と調整する

発注条件として活用

工程 類似事例を参考に概略の事業
工程を想定する

基本計画段階から建物の運用開始ま
での期間の工程を算出する

発注条件として活用

事業手法（発注方
式）

複数案の比較検討の結果を取
りまとめる

業務、工事、調査に応じて、もっと
も適した選定方式を検討する

※　予算化の段階で基本計画の内容が更に精査されることがある
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＜検討項目の具体的な内容＞
①現状と課題の把握
• 既存の建物の老朽化、狭隘化、機能低下など
によって、その建物の目的とする機能の発揮が
困難になった場合、あるいは、行政施策の変化
などによって新たな機能を持つ建物が必要に
なった場合などが、基本構想の検討着手のきっ
かけとなることが多い。

• まず、既存の建物の現地調査、施設利用者へ
の課題把握のための調査（内部職員、外来者、
委託業者等に対するアンケートやヒアリングの
実施等）によって、現状の課題を丹念に把握す
る。

• また、計画建物の類似施設の情報収集（机上
調査、現地調査等による）を行う。必要に応じ
て、新築、建替え、増築、用途転用、改修など
の整備形態、機能、構造、規模、施設整備費等
を収集する。それは、関係者間でのイメージの
醸成や価値観の共有化を図る上でも効果的であ
る。

②基本的な考え方の取りまとめ
• 現状の課題を把握し、新たな建物の建築の必
要性について検討する。その検討結果を「基本
的な考え方」として取りまとめる。具体的に
は、基本理念、基本方針（整備目標）などを記
載する。建築の専門家以外の第三者が容易に理
解できるように、簡潔で分かりやすい内容とす
る。

③建物の機能・規模（水準）の想定
• 計画建物に必要な機能と規模を想定する。こ
の段階では、必要機能の抽出と規模の想定に必
要な諸元（庁舎の執務人数・外来人数、劇場の
収容人数、収蔵する書籍の数量等）を取りまと
める。

• 必要な場合には、計画建物の規模の検討のた
めに、想定される敷地周辺の人や車の交通量調

査（域外からの流入量を含む）、既存施設や類
似施設の利用頻度（年齢層・性別、曜日・時間
を含む）の計測、集計等を行う。

• 事務庁舎と図書館など用途の異なる建物の合
築や、計画建物に複数の機能を併せ持たせる複
合化の場合には、対象とする機能や計画建物の
整備主体の組み合わせの妥当性について検討す
る。

④敷地の想定
• 現地建替えではなく、新たな敷地が必要とな
る場合には、候補となる敷地を検討する。この
段階では、必ずしも一ヵ所に絞り込む必要はな
く、計画建物を建築するのにふさわしく、可能
性のある敷地をリストアップする。

⑤まちづくり等の上位計画との整合性の確保
• 上位計画として、行政組織や地域毎に政策目
標や地域目標が作成されている場合がある。例
えばまちづくり等の上位計画がある場合には、
計画建物がその上位計画と整合したものとなる
ように、基本構想を作成する。両者の整合性を
明確にするために、基本構想において、上位計
画への対応を整備目標の一つとして位置付ける
ことが考えられる。

４ 「基本構想（後期）」で検討する内容

　当該プロジェクトの必要性が認められた
後、その具体化の可能性を検討し、当該プロ
ジェクトを実施する合理性と効果が期待され
る案（代替案を含む）を取りまとめること。

• 品質（建物の機能・水準、敷地）、コスト（事業

費）、工期（事業期間）に関する検討を行い、そ

れらの評価が総合的に行われるようにする。その

際、制約となる条件（総事業費、完成時期等）を

明らかにし、それを踏まえたものとする。過去の
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類似事例の調査・分析等を参考にして検討を行う。

• 基本構想の段階では、施設の規模や機能の詳細

は定まっていないことが多く、維持管理に関する

検討を行うための精度の高い情報等を収集するこ

とは困難である。そのため、維持管理に関する具

体的な検討は、基本計画の段階で行うことが多

い。ただし、維持管理費を合理的な範囲に収める

ことは公共建築プロジェクトにおいて特に重要で

ある。常にそのことを意識して検討を進める必要

がある。

＜検討項目の具体的な内容＞
①施設整備の必要性の取りまとめ
• 基本構想（前期）の取りまとめを踏まえ、そ
の後の発注者の関係部局での検討の結果、施設
整備の必要性が認められた場合、それらの検討
経緯・内容等を、冒頭で「施設整備の必要性」
としてまとめる。

②建物の機能・規模（面積）の想定
• 計画建物の概略の規模（延べ床面積、主要機
能別の面積）を想定する。

• 制約条件（総事業費、完成時期、周辺環境、
地下構造物等）がある場合には、それを踏まえ
たものとする。

③�敷地の物理的条件・法令条件等の調査、周辺状
況の把握

• 候補となる敷地について、当該建物の敷地と
して適切なものかどうかを確認する。

• 物理的条件としては、気象条件、自然災害の
履歴、形状（境界の確認が必要）、地形・地歴

（土壌汚染、地中埋設物、埋蔵文化財等の有無、
地盤性状等を含む）、インフラの状況（引き込
み口、容量）等を、文献、現地調査、行政への
ヒアリングで把握する。必要に応じて、ボーリ
ング調査などで詳細な状況を把握する。なお、
詳細な調査については、基本計画段階、事業実

施段階に行ってもよい場合が多い。
• 法令条件としては、候補となる敷地に適用さ
れる法令、条例、指導要綱、ガイドライン等を
調査し、把握する。建築条件の緩和を図ろうと
する場合には、当該法令等を所掌する関係機関
への協議により、その条件を把握しておく。

• 周辺状況としては、交通施設（道路、鉄道、
バス）の状況、交通量（人、自動車、通学路
等）、景観等を把握する。敷地の利便性の検討
のためであるとともに、建物の建設による周辺
環境への影響を予測するために行う必要があ
る。悪影響が生じるおそれがある場合には、敷
地周辺への対策を検討するために、関係部局と
の調整が必要となる。

• また、敷地周辺について、将来の都市開発の
動向等を調査・把握することによって、当該プ
ロジェクトがそれらの都市開発と調和したもの
となるか、また都市開発に貢献できるか等につ
いても、検討を行うことが可能となる。

④敷地の想定
• 候補となる敷地の状況把握によって、建築の
技術面、コスト面で悪影響を及ぼす可能性があ
るものを明らかにできる。必要に応じて、より
詳細な調査を行い、不適当な候補敷地について
は、この段階で検討対象から外しておく。

⑤事業手法（発注方式）の想定
• 事業手法として標準となるのは、設計・施工
分離発注方式である。一方で近年、多様な発注
方式が考案され、様々な発注機関で取り入れら
れている。具体的には、設計・施工一括発注方
式、設計段階から施工者が関与する方式、PFI
方式などがある。この段階で、それぞれの特徴
を踏まえ、当該プロジェクトに適すると思われ
る事業手法（発注方式）を取りまとめる。この
段階では一案に絞り込むための検討条件が整っ
ていない場合もあり、その際には複数案の比較
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検討結果を取りまとめておく。

⑥事業工程の想定
• 整備内容、事業手法を踏まえ、類似事例も参
考にして、概略の事業工程を想定し、取りまと
める。具体的には、設計の開始と終了時期、工
事の開始と終了時期、供用開始の時期等であ
る。

⑦事業費とその財源の想定
• 整備内容、事業手法を踏まえ、類似事例も参
考にして、概略の事業費を想定し、取りまとめ
る。具体的には、設計費、工事費、発注者支援
等の委託費等である。

• その際、情報収集した類似事例と当該計画と
の整備時期、整備水準の違いに留意する必要が
ある。具体的には、必要に応じて、物価変動、
地域の差異等を加味すること。

• 事業費については、一般会計のほか、特別会
計、交付金、基金、起債など、建物の用途や発
注機関により、様々な種類があるため、関係部
局と事前の調整を行い、財源の検討を行ってお
く。

⑧（必要な場合）経営収支等の想定
• 受益者から施設の利用料等の料金を徴収する
施設の場合には、事業の継続性が確保されるよ
うな収益のシミュレーションを行う必要があ
る。具体的には、将来の需要予測を行い、大概
の利用料金と稼働率等を想定する必要がある。

⑨�（必要な場合）発注者支援業務の導入の可否の
検討

• 建築関係の技術者がいないなど、発注者の体
制が不十分な場合には、事業の実施に伴って発
注者支援業務を発注する必要があるかどうかを
検討する。発注しようとする場合には、その支
援業務の内容についても検討しておく必要があ
る。

⑩�（必要な場合）既存建物と敷地の活用方法等の
検討

• 敷地内の既存建物を継続して使用する場合に
は、その建物の歴史的価値、構造強度、建築・
設備の耐久性、アスベスト使用の有無・量、建
物の位置等について確認する。その結果によっ
ては、当該建物の継続使用が困難であることが
判明する場合がある。その際には、当該建物の
取り壊しも検討する必要がある。

⑪（必要な場合）補足の調査・検討
• 現地建替えをする事業の場合、既存建物で実
施していた行政サービス等を、当該事業の実施
中の機能維持の方法について、検討しておく必
要がある。

• 具体的には、現地調査で既存建物の継続利用
の実現性を判断し、必要な場合には、既存建物
に関する改修内容、工事手順、工事コストを算
出し、仮設建物の整備による機能やコスト等と
の比較検討を行う。そして、代替機能の確保の
方法を決定する。

• 施設内に民営施設（飲食、物販店等）を導入
する場合には、委託業者の導入可能性を検討す
る必要がある。近隣や過去の公共施設における
実績等から業種を絞り、複数の委託業者にヒア
リング等を実施し、参入条件（営業種別、規
模、運営時間、サービス提供価格、賃料、資格
など）や参入の可能性について検討する。

• 施設整備に関し専門的知識を必要とする建物
や住民の行政参加意欲が高い場合には、必要に
応じて、基本構想・基本計画をまとめる過程に
おいて検討委員会やワークショップ等を活用
し、関係者間の意見交換を図る。

• また、「基本構想」、「基本計画」の内容を広く
理解してもらうためには、末尾に用語解説があ
ると便利である。
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５ 「基本計画」で検討する内容

　当該プロジェクトの計画案が決定された
後、その計画案を実施する予算措置のため
に、当該プロジェクトの大枠となる基本的な
条件（建築物の機能、構造、敷地、工程、費
用等）を取りまとめること。

• 基本構想（前期・後期）で検討、取りまとめら

れた内容を基にして、構想の実現のために、より

具体的で詳細な検討を行い、その結果を取りまと

めるものである。

＜検討項目の具体的な内容＞
①施設整備の必要性等の取りまとめ
• 基本構想の取りまとめを踏まえ、その後の発
注者の関係部局による検討の結果、施設整備の
必要性、合理性と効果について認められた場合
には、それらの検討経緯・内容等を、冒頭で

「施設整備の必要性等」として取りまとめる。
• 当該事業が既存建物の建替えの場合には、検
討の経緯において、既存の建物の来歴（竣工時
期、主要な出来事、改修履歴等）についても取
りまとめることで、必要性がより理解されやす
くなる。

• 併せて、具体的な整備に向けた基本計画の目
的・意図について取りまとめる。その内容につ
いては、住民や議会に十分に理解されるものと
なるように、分かりやすく記載する。なぜ別の
手法を用いることではだめなのかについても説
明することで、必要性がより理解されやすくな
る。

②機能別の整備方針の検討
• 計画建物の機能別の整備方針としては、具体
的な整備内容を検討し、取りまとめる。

• その際、公共建築に求められる政策的な要請
についても検討し、整備方針に反映する。

• 具体的には、例えば、窓口機能、市民交流機
能、情報発信機能、防災機能、バリアフリー機
能、環境負荷低減機能などの機能毎に、基本的
な整備方針と具現化するための方策等について
取りまとめる。

③�必要諸室等の機能（整備水準）・規模の検討
• 必要諸室の機能（整備水準）を検討する。具
体的には、類似事例や法令・基準等を参考にし
て、基本的性能として設定を行う。また諸室に
ついては、必要性、付帯設備、仕上げについて
も取りまとめる。

• 必要諸室と建物全体の必要面積を検討する。
その際、諸室の利用人数に一定の係数を乗じて
必要面積を求める方法と諸室に什器等のレイア
ウトを行って必要面積を求める方法がある。

　その算定手法の参考として、「新営一般庁舎

面積算定基準」（国土交通省制定）、「平成22年

度地方債同意等基準運用要領」（総務省制定）

がある。後者については、平成23年度に廃止

されているが、現在でも参考に用いられてい

る例がある。

④�敷地の決定とそれに基づく配置計画・平面計画・
動線計画の検討

• 基本構想等を参考に、決定された予定敷地に
おいて、敷地への出入り口と建物の大まかな配
置を検討する。

• 建物の大まかな平面構成や階層構成の概略検
討をする。

• 外来者・職員・要人、物販・資料、車両別の
動線計画の概略検討をする。基本的な流れと錯
綜等を検討・確認する。

⑤構造計画・設備計画の検討
• 概略の構造計画を検討する。その際、利便性、
経済性、耐震性、保全性等を考慮する。

• 概略の設備計画を検討する。その際、機能性、
経済性、耐用性、保全性等を考慮する。導入設
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備、容量、規模、設備システムを含むものとす
る。

⑥維持管理・運営計画の検討
• 施設完成後の維持管理・運営について、基本
的な考え方を取りまとめる。その上で、光熱水
費、維持管理費（建物点検保守・修繕、建物設
備運転・監視、植栽管理、清掃等の業務費）、
運営費（警備、駐車場管理、受付・案内等の業
務費）の概算を算出する。設計段階で詳細が確
定したのちに、より詳細に算出する。

⑦事業費・工程・事業手法等の検討
• 事業費としては、本体工事の設計費、工事監
理費、工事費、発注者支援業務費、各種調査費
など、必要なものを算出する。なお、既存施設
を再利用する場合には、そのための改修設計・
工事の費用等を算出する。また、本体工事費に
含まれない基盤整備費、家具・情報通信機器費、
インテリア設計・工事費、引っ越し費用等につ
いても、必要な場合には算出する。

• 設計料の算定にあたっては「官庁施設の設計
業務等積算基準・同要領」、工事費の算定にあ
たっては、「新営予算単価」が参考になる（い
ずれも国土交通省大臣官房官庁営繕部制定）。
必要な場合には、見積りを取るなどして、参考
にする。

• 事業費の算出を踏まえ、それぞれの財源につ
いて内訳を算出し、関係部局等と調整を行う必
要がある。

• 工程については、基本計画段階から建物の運
用開始段階までの期間の工程を算出する。その
際、各種手続きや関係者との調整に要する期間
についても考慮する必要がある。また、事業費
については、その全体工程計画に合致するよう
に、年度毎に費用を分割する。

• 設計者や施工者等を選定する方式については、
様々なものがある。それぞれの業務、工事、調
査に応じて、最も適した選定方式を検討する。

⑧今後の検討課題
• この時点までに解決できていない（検討が十
分でない）課題について整理し、今後の検討予
定として記録に残しておく。

⑨（必要な場合）補足の調査・検討
• 既存敷地や既存建物がある場合には、その歴
史性等を勘案し、新しい建物への移転後の活用
方法（用途廃止、売却、新たな利活用）、その
対応時期等を検討する。

• 特に、移転、改築の場合には、事業の進捗に
応じて段階的に状況が変化していく。その状況
を工程表だけではなく、イラストなどで可視化
することにより、敷地周辺の住民を含む関係者
の理解を深めることが可能となるとともに、工
程表のみでは気付かない課題が明らかとなる。

• また、当該計画の理解を、地域住民や議会関
係者に深めてもらうためには、主要個所につい
ての完成予想図が有効である。ただし、事業実
施段階で、様々な変更が行われ、完成予想図と
実際の建物については、色彩や形状が変わる可
能性があることについて注意喚起しておくこと
が重要である。

• 検討委員会やワークショップの活用、用語解
説については、基本構想と同様である。

６ おわりに

　以上、公共建築プロジェクトの発注者が企画段
階で行う業務・検討内容を、建築の専門家の視点
から試案として取りまとめた。本稿はまだまだ十
分な内容ではなく、今後とも様々な視点から精
査・充実を図る必要がある。関係者からの忌惮の
ないご批判、ご提言等をいただければ幸いであ
る。
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