
公共建築月間　コスト研記念講演会・研究発表会

　近年の社会情勢の変化には目まぐるしいものがあります。建築業界も大き
な影響を受けており、その変化はおおよそ次の三点にまとめられます。

１．東京オリンピック・パラリンピック大会開催などを契機とした建築費
の高騰

２．人口減少・少子高齢化を背景とした担い手不足
３．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の多様化

　それぞれはいずれも極めて大きな課題です。それに立ち向かうべく政府、
業界団体が総力を挙げて様々な対策が採られている状況にあります。

　１．の「建築費の高騰」によって特に公共建築の整備において「不調・不
落」が多発し、計画的な事業執行に支障が生じています。建築工事はほとん
どが民間発注であるため、その市場の価格動向を迅速に反映する必要があり
ます。対応として、「営繕積算方式」、「入札時数量書活用方式」の導入促進、
「市場単価」に関する的確なモニタリングの実施、「設計労務単価」の改善
などが進められています。
　２．の「担い手不足」に関しては、「働き方改革」というパッケージの元
で、週休二日工事の推進、生産性向上のための「i-Construction（アイ・
コンストラクション）」の推進、「BIM」を始めとするICTの導入促進などが
進められています。
　また３．の「発注機関の多様化」に関しては、特に体制が脆弱な機関にお
いては、「多様な入札契約方式」の導入の取組み、「発注者支援」業務の活用
などが進められています。
　法律レベルでは、以上の課題に対して総合的な対策が推進されるように
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が2019年６月に改正されています。

　それぞれの課題に対して、一つひとつの対策を地道に進めていくことは極
めて重要です。しかし一方で、それぞれの課題は相互に関連性が強く、その
対策についても様々な課題に対して複合的に関連していることから、それら
の全体像を構造的に捉え、総合的に分析し認識できれば、より効果的な対策
が打ち出せるのではないかと考えます。

　そのような問題意識から、本号では、外国の建築事情を参考にすることも
有用であろうと考え、英国と台湾の状況について、またICTが建築業界にも
たらす様々な可能性について探るためにBIMなどの先駆的な事例について、
お二人の専門家に解説していただきました。建築界の様々な分野で課題の改
善に取り組んでおられる関係者のみなさまの参考になれば幸いです。
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1 カムデンの高密度低層集合住宅

　英国で最も古い独立した建築学校であるAAス
クール 1 は、自由でシステマチックな教育を望む
二人の若い製図学校の生徒により1847年にロンド
ンで設立された。1917年から現在の場所、ベッド
フォード・スクエアにある18世紀に建てられた
ジョージアン様式のテラスハウス（棟続きの長屋
住宅）を拠点にしている。ジョージアンの時代は
英国建築の黄金時代とも言われ、優れた建築が多
く建造された。ベッドフォード・スクエアのテラ
スハウスも、事務所などの用途に転用され、その
多くが保存建築物 2 となっている。
　英国は戦後、高福祉政策による住宅建設の黄金
時代が約30年間続いた。その前半、1940年代後半

1　Architectural Association School of Architecture
2　Listed Building

から1960年代初頭まで、ミクスト・デベロップメ
ントと呼ばれる高層棟と低層棟の組み合わせによ
る公営住宅が全国に建てられた。しかし、1960年
代に入るとミクスト・デベロップメントに異議が
唱えられるようになり、高層棟を含まない開発の
可能性が模索されるようになる。時代は戦後の経
済復興を背景に、60年代中頃から後半にかけて音
楽やファッション等の若者文化が花開く、ロンド
ンを中心としたスウィンギング・シックスティー
ズを迎えていた。
　1960年代のAAスクールは、英国をリードする
建築学校であるとともに、ロンドンにおける建築
理論の議論の場でもあった。当時の議論の中心
は、アテネ憲章に成文化されたモダン・ムーブメ
ントに対するもので、ル・コルビュジエの輝く都
市のような高層化による都市計画を避け低層によ
る解決策が研究されていた。過去を否定したモダ
ニズム建築ではなく、過去を評価しながら都市問
題を解決する方法が模索された。
　1965年にシドニー・クックがロンドン市カムデ
ン区役所建築設計部長に就任すると、翌年AAス
クール出身の若手建築士ニーヴ・ブラウンを雇用
する。ブラウンは設計事務所で働いた後、英国と
米国で教鞭を執りながら事務所を主宰し、友人達
と住むために５戸の低層集合住宅ウィンズクー
ム・ストリートを完成させたところだった。それ
はヴィクトリア様式のテラスハウスの建ち並ぶ通
りにあり、英国の伝統的な住宅同様、通りに面す
る玄関と各戸に裏庭があるモダニズムのテラスハ

写真１　�ジョージアン様式のテラスハウスにあるAAスクール
（2019年筆者撮影）
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ウスだった。マイケル・ホプキンスとパティ・ホ
プキンスは、その最初の住人の一組だった。
　ブラウンはカムデンにて最初のプロジェクト、
フリート・ロードを設計する。それは高層化され
る予定だった71戸の住宅を、高密度低層集合住宅
として実現した。各戸の玄関は公共通路に面し、
プライベートな庭が各戸に配されている。AAス
クールで議論されてきた低層による高密度集合住
宅の実現だった。ブラウンは既存の都市と、形態
的かつ文化的に連続する建築を創り上げた。続く
アレクサンドラ・ロード再開発集合住宅では、
518戸の高密度低層集合住宅を設計し英国最後の
大型公営住宅を完成させ、カムデン区役所建築設
計部はその頂点を迎えた。それは、集合住宅のみ
ならず、公園、店舗、工場、学校、公民館などを
含む小さな都市と言えた。
　ブラウンは、1969年にはAAスクールの卒業生

ゴードン・ベンソンとアラン・フォーサイスをア
レクサンドラ・ロードのプロジェクトに招き入れ、
二人は後にハムステッドの高密度低層住宅ブラン
チ・ヒルを設計する。それはブラウンの英国内の
作品とともに保存建築物となっている。
　1960年代中頃に気鋭の若手建築士を輩出してい
たのはAAスクールだけではなかった。リージェ
ント・ストリート・ポリテクニック（現在のウエ
ストミンスター大学）では、米国から帰国して
ノーマン・フォスターらとともに「チーム４」を
主宰していたリチャード・ロジャースが、ジェー
ムス・スターリングやニーブ・ブラウンらととも
に教鞭を執っていた。この頃のロジャースのメイ
ン・テーマは住宅で、生徒にも住宅設計を課して
いた。
　その生徒の一人ピーター・タボリは、「チーム
４」の住宅設計を手伝いながら、住宅のタイポロ
ジーを研究して卒業すると、デニス・ラズダンの
事務所に入所しイースト・アングリア大学の校舎
を担当、また、構造設計事務所アラップと協働で
プレキャスト・コンクリートを含む外装等を担当
していた。当時雑誌に発表されたブラウンによる
フリート・ロードの設計案に感銘を受けていたタ
ボリは、クックにヘッドハンティングされると
1968年にカムデンへ移籍する。タボリは275戸の
ハイゲート・ニュータウンを担当しフリート・ロー
ドより更に高密度、アレクサンドラ・ロードと同
等に高密度な低層集合住宅を完成させた。

写真３　�1967-69年に設計され、1979年に竣工したアレクサン
ドラ・ロード再開発集合住宅（2019年筆者撮影）

写真２　�1963年に設計され1966年に竣工したウィンズクーム・
ストリート（2019年筆者撮影）

写真４　�1968-70年に設計され、1979年に竣工したハイゲート・
ニュータウン（2019年筆者撮影）
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　1965年から1973年の８年間クックが率いたカム
デンでは、新進気鋭の若手建築士による設計チー
ムが高層集合住宅に代わる高密度低層集合住宅の
モデルを提示、次々に実現し世界に影響を与え
た。日本でも雑誌『都市住宅』が1981年１月号で
「特集　パブリック・ハウジングの可能性、ロン
ドン・カムデン区の軌跡」を掲載している。アレ
クサンドラ・ロードの後、英国内で設計する機会
のなかったブラウンは、オランダで再開発計画を
手掛けている。

２ 建設工事標準請負契約約款の発展

　英国で最初の建設工事標準請負契約約款 3 は、
王立英国建築家協会（RIBA）とロンドン・ビル
ダーズ・ソサイエティにより1870年に発行された。
1895年にはRIBA単独で、建築士が設計及び工事
監理業務 4 を行うトラディショナル・プロキュアメ
ントを意図した工事契約約款 5 を発行し、その後約
50年間おそらく唯一の約款として使用された 6 。
　戦後の住宅建設黄金時代の間、工事量の増加、
新しい建設技術の導入により英国の建設産業は急

3　Heads of Conditions of Builderʼs Contract
4　Role of contract administrator
5　RIBA Condition of Contract
6　参考文献４），p.10.

激に発展した。1931年に現在最も多くの契約約款
を発行するJCT 7 が設立され、1960年代に入ると、
トラディショナルに代わるプロキュアメントの方
法や契約約款が考案されるようになった。1967年
にJCTがプライムコスト・コントラクト 8 を発行
している。これはアクセレレイテット・トラディ
ショナル・メソッドとも呼ばれ、限られた設計内
容で工事契約し、工事と設計が並行して行われ
る。そのため、契約時の工事金額と設計完了後の
工事金額が変わる可能性が高く、最終的な総工事
費は竣工まで分からない。早期着工のために使わ
れるが、デザイン・アンド・ビルド・コントラク
ト（DB）と違い、トラディショナル同様、あく
まで建築士を含むデザインチームが設計と工事監
理を行う。
　1975年には戦後の経済復興による住宅建設の黄
金時代は終わりを告げ、英国はオイルショック等
により1930年代以来最悪の不況を迎えた。建設工
事費は、1970年から1978年にかけて３倍以上に高
騰している 9 。この間、施工会社は着工時の契約金
額で工事を続けることが困難になり、契約を解除
するか、倒産に追い込まれることが多かった。

7　Joint Contracts Tribunal
8　JCT Prime Cost Contract
9　参考文献10），p.267.

図１　トラディショナル・プロキュアメント（Design-bid-build）契約関係概略図
注：建築主がサブコンを指定しメイン・コントラクターがその品質保証に同意しない場合、そのサブコンは直接建築主に品質保証する。
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1972年に着工したハイゲート・ニュータウンの最
初のコントラクターは1976年に工事途中で倒産し
ている。そうした中、カムデンはアレクサンド
ラ・ロードの工事契約をプライムコスト・コント
ラクトに変更し工事を続けた。その結果、1979年
竣工時の最終的な総工事費は、1972年の契約金額
の４倍近くまで膨らんだ。1979年に新たな施工会
社によって竣工したハイゲート・ニュータウンの
総工事費もまた最初の工事契約金額の４倍近くと
なった。現在プライムコスト・コントラクトは、主
に災害時の復旧工事など緊急時に使用されている。
　こうした状況の中、英国政府はそれまでのよう
な規模の福祉政策を続けることはできなくなり、
1979年にマーガレット・サッチャーが首相になる
と、保守党政権は福祉政策のコスト削減を開始
し、地方自治体の建築設計部門を解体、戦後の建
築士と地方自治体による公共事業の充実した協働
関係は終わりを告げた。
　1980年代に入ると、JCTは1981年に最初のDB 10 

を、1987年にはマネージメント・コントラクト 11 

を発行した。
　トラディショナルに代わる方法として60年代か
ら工事区分によって施工会社が設計図書と仕様書
を作成し施工を行うことが、標準化した技術によ
る工業化した施工システムなどの比較的単純な工
事で用いられてきた。こうした方法が、より広範
な建設方法に用いられるようになり、現在のDB
となった。建築主にとって、一つの総工事金額に
よるメイン・コントラクターとの契約ですべての
工事区分を含む設計と施工を請け負ってもらうこ
とが可能になり、設計と施工が同時進行できるた
め、トラディショナルよりも早く着工することも
可能になった。施工会社の設計責任範囲は、入札
の時期により大きく変わる。プロジェクトの初期
に建築主がデザインチームによる設計概要書に
よって契約し、施工会社がほとんどの設計を行う

10　JCT Standard Form of Contract with Contractorʼs Design
11　JCT Standard Form of Management Contract

こともあれば、建築主のデザインチームが詳細な
設計図書と仕様書を作成した上で入札し、施工会
社は施工段階の設計・監理業務のみを行うことも
ある。
　マネージメント・コントラクトは、DBのよう
に早期着工を可能にしながら、トラディショナル
のように建築主のデザインチームが設計と工事監
理業務を行う。マネージメント・コントラクトで
は、マネージメント・コントラクターは工事を完
了するためのマネージメントを行うが、実際の工
事は工事区分毎に分離発注されたサブコン 12 が行
う。マネージメント・コントラクターは総工事費
で契約せずに、かかった費用を請求する。設計責
任は建築主のデザインチームが負うが、工事区分
によってはDB同様の契約として設計責任をサブ
コンへ移行できる。
　こうしてトラディショナルに代わってコントラ
クターが設計責任を負うDBが広く建設業界に受
け入れられるようになり、1993年英国政府は
ウォーン・レポートを発行した。レポートは、建
設業界に必要な変化を阻害している建築士の称号

12　トラディショナルやDBのサブコンとは契約が異なるため、
Work Contractorsと呼ばれ、建築主がサブコンと直接契約す
る場合は、Trade Contractorsと呼ばれる。

図２　デザイン・アンド・ビルド・コントラクト契約関係概略図
注：�建築主のデザインチームは、コンサルタント・スイッチや
ノベーションによってコントラクターのデザインチームへ
移行できる。
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（名称独占）は廃止すべきだと勧告している。こ
れは世界の建築士に衝撃を与え、同年のUIAシカ
ゴ大会は、その話題一辺倒だったという 13 。
　翌1994年に英国政府が発行したレイサム・レ
ポート 14 は、その後の契約約款に重要な影響を及
ぼすこととなった。レポートは建設業界を客観的
に観察し、より良いプロジェクト戦略、設計品
質、低コストによる高バリュー、より統合された
業務、係わる組織の公平で長期的な協力関係、公
正な入札、支払い方法の改善、紛争の迅速な解決
などについて提案している。レポートは、長期的
な関係を大切にする新しい協力関係の考え方の基
になった。そして、それらを牽引する建築主の役
割が重要であること、即ち建設業界の最大の雇用
主である英国政府が、まず最も優れた建築主とな
り最良の方法でプロジェクトを遂行しなければな
らないとしている。

３ 設計責任の所在

　RIBAはウォーン・レポートに抵抗し、1997年
に建築士法 15 が制定され、新たにアーキテクツ・
レジストレーション・ボード（ARB）が建築士
登録機関として設立され、建築士の名称独占は守
られた。しかし英国の建築士に業務独占権は与え
られず、建築の設計責任とそのリスクは、デザイ
ンチームとコントラクターに分担されることに
なった。その分担は、プロジェクト毎、特に契約
約款の種類によって大きく変わるため、デザイ
ン・レスポンシビリティ・マトリックスと呼ばれ
るチャートを使い各コンサルタントの責任を明確
にして各設計契約の整合性を調整している。
　デザイン・レスポンシビリティ・マトリックス
は、設計責任の区分をコモン・アレンジメント・

13　“建築家の「資格制度」が定着するには、社会要請や問題に対
して、第三者性を持って応えられるかである。”，『建築家
architect』2005年８月号，p ８，（公社）日本建築家協会

14　Sir Michael Latham. Constructing the Team. HMSO, July 
1994.

15　The Architects Act1997

オブ・ワーク・セクションズ（CAWS）・クラシ
フィケーション 16 に基づき分類し、それぞれに責
任を持つコンサルタントに印を付ける。CAWS
クラシフィケーションは、ナショナル・ビルディ
ング・スペシフィケーション（NBS）、ナショナ
ル・エンジニアリング・スペシフィケーション
（NES）、そして各種業界の積算書籍に共通して
用いられている。CAWSクラシフィケーション
は、日本の専門工事区分に似ているが、サブカテ
ゴリーもあり細分化されている。
　設計責任は、設計責任を負うコンサルタント、
設計意図に責任を負うコンサルタント、それらの
設計に必要な情報を与えるコンサルタントの三つ
に分けられ、更に契約約款がDBだったり、専門
工事がコントラクターのデザイン（CDP 17 ）に分
類されていたりする場合には、工事契約後にコン
トラクターがコンサルタントの設計意図に基づき
設計を完成させることを記載する。例えば、外装
工事の設計なら、建築士が設計意図、即ち形状に
責任を持ち、ファサード・エンジニアが性能に責
任を持ち設計する。構造設計者、設備設計者、ア
コースティック・エンジニア、防火エンジニア、
ファサード・アクセス・コンサルタントはそれぞ
れ設計に必要な情報を提供する。こうしてすべて
の工事区分の設計責任の分担を記載したレスポン
シビリティ・マトリックスを添付し、各コンサル
タントが建築主と設計契約を結ぶことで各設計契
約内容に矛盾が生じないようにしている。デザイ
ン・レスポンシビリティ・マトリックスは、建築
主やその代理人、もしくはデザインチームを取り
まとめるリードデザイナー、多くの場合建築士が
作成し調整する。レスポンシビリティ・マトリッ
クスは、契約約款が変更されたり、コンサルタン

16　Uniclass 1.4のTable Jに含まれていた。ただし、最新版の
Uniclass 2015からは除かれていて、Uniclass 2015のクラシフィ
ケーションへ移行していくと思われる。

17　Contractorʼs design portion
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ト・スイッチ 18 やノベーション 19 があったりして

コンサルタントの立場が変わると、改訂されてそ

れぞれの契約内容も調整される。

　こうして作成されたデザイン・レスポンシビリ

ティ・マトリックスに基づき設計作業が進められ、

入札に使用する設計図書、図面と仕様書が作成さ

れる。仕様書は、デザイン・レスポンシビリティ・

マトリックスと同様にCAWSクラシフィケー

ションに基づき分類され、それぞれの部位の仕様

が記載される。仕様書には、テクニカル・リファ

レンス・シート（T Sheet）／システム・リファ

18　エンプロイヤーズ・アーキテクトが建築主との契約を完了し、
新たに施工会社と契約して残りの設計業務を行うこと。

19　建築主と建築士の間の契約内容を更新し、施工会社と建築士の
契約内容へ移行させること。拙著“海外事情［４］失われゆく
英国の工事監理業務，６ノベーション”『建築コスト研究』№
104、pp.43-44参照、建築コスト管理システム研究所，2019.1

レンス・シート（SRS） 20 が添付され部位別のコー
ド、CAWSのセクション、建築士が設計責任を
負うか、コントラクターが設計責任を負うかの区
別が記載される。この中の部位別のコードが設計
図書と仕様書をリンクし、BIM 21 を使用するプロ
ジェクトでは、モデルの部位もリンクされる。
　T Sheet/SRSの中で、建築士が設計責任を負
う部位については規範的（プレスクリプティブ）
に仕様が記載される。即ち、システムの説明、製
造者と製品名、仕上げと色、特記事項、素材、要
求されるサンプルと試験、製造方法、許容誤差な
どコントラクターの見積り、供給、設置、検査な

20　呼び名はスペシフィケーション・コンサルタント等によって変
わる。

21　Building information modeling

表１　デザイン・レスポンシビリティ・マトリックスの例

注：�横軸にコンサルタント、縦軸に設計業務内容を列挙し、１．設計責任、２．設計意図責任、３．設計協力責任、４．施工者の設計
責任を埋めていく。

表２　テクニカル・リファレンス・シート／システム・リファレンス・シートの例

注：�設計部位をCAWSセクションで分類し、すべての部位にリファレンス／コードを付けて設計責任が建築士にあるか（Ｐ）施工者
にあるか（Ｄ）明記する。
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どすべてに必要な情報を記載する。
　コントラクターが設計責任を負う部位について
は叙述的（ディスクリプティブ）に記載し、コン
トラクターがデザインを完成できるようにする。
即ち、システムの詳細と製造者の例、素材の指
定、品質の標準仕様、構造・音響・防火・耐久性・
環境配慮などの要求性能、要求されるサンプルや
モックアップ・試作品と試験、製造方法、許容誤
差などコントラクターが詳細設計を完了し、見積
り、供給、設置、検査などに必要なすべての情報
を記載する。
　こうして作成される英国の設計図書は、コンサ
ルタント毎に個別に作成され断片化する。DBや
CDPによる工事区分では、更に工事契約の前後
で、コンサルタントの設計図書と施工者の設計図
書に分断される。DBでは、施工者は自由に設計
変更の提案もできるから、建築主のデザインチー
ムは設計意図を確認する工事監理はできないし、
竣工図も作成できない。建築主が引き渡しの際に
受け取れる竣工図は、工事区分毎にサブコンが作
成した施工図のみとなりやすい。

４ 再開発とサステナビリティ

　建築士法の制定された1997年、英国は政権が保
守党からトニー・ブレア首相の労働党政権に代
わっている。リチャード・ロジャースが議長を務
めるアーバン・タスク・フォースが設立されると、
優れたデザインによる環境に配慮した都市の再開
発が推進され、政府・地方自治体の開発ポリシー
となっていった。1999年にCABE 22 が設立される
と、主要な再開発物件は、開発申請に際して
CABEのレビューを受けることになり都市的な視
点からの評価、議論が盛んになった。2000年にイ
ングリッシュ・パートナーシップスが都市デザイ
ンのガイド「アーバン・デザイン・コンペンディ
ウム」を発行し、建築士がCABEのレビューを受

22　Commission for Architecture and the Built Environment

ける準備のために利用された。適切な街区の大き
さ、道路や歩道の広さ、通りから見えない駐車場
の配置、ストリート・ファーニチャーのデザイン
など、快適な都市を設計するために考慮するべき
ヒントが具体的にまとめられている。都市のマス
タープランづくりは、英国の建築士の重要な役割
になっている 23 。
　ロジャースは、アーバン・タスク・フォースで
の活動で政府の開発ポリシーに影響を与えなが
ら、自らもマスタープランを手掛けている。2002
年ブレント区は新しいブレントのビジョンという
レポートを発行し、当時着工したノーマン・フォ
スター設計のウエンブリー・スタジアム周辺をそ
の地域にふさわしい活性化した街区にしようと試
みた。ロンドン市長はロンドン・プランの中で、
ウエンブリーを年間800万人が訪れる商業、娯楽、
ビジネス地区と住宅地区の組み合わせにより多く
の雇用を生み出す可能性が高いエリアに指定して
いた。ロジャースはこうした政府のビジョンを具
体化すべく2003年にマスタープランを作成してい
る。新しいスタジアムをランドマークとして、付
近の二つの駅からのアクセスルートを明快にし、
人々が集う広場を配置、付近には商業施設やホテ
ルを、その周囲には住宅を配して回遊性の高い歩
行者優先の計画を新しいブレント区のために提案
した。
　2005年の京都議定書の発行に際して、英国政府
は2003年にエネルギー白書を、ロンドン市長はエ
ネルギー白書2004を発行し、英国の建設業におけ
る二つの目標、1990年比10％のCO2削減と10％の
再生可能エネルギー利用を掲げた。当時、設計中
だったハックニー区のサービスセンターでは、開
発申請許可の条件としてBREが作成した環境評
価手法BREEAM 24 の当時の最高ランク、エクセ

23　アーバン・タスク・フォースやCABEについては、拙著“海外
事情［４］失われてゆく英国の工事監理業務、７歴史は繰り返
す”，『建築コスト研究』№104　pp.44-45，建築コスト管理シ
ステム研究所，2019.1

24　BRE  (Building Research Establishment Ltd) Environmental 
Assessment Method
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レントの取得と敷地内での10％以上の再生可能エ
ネルギー利用が義務づけられた。ガラス屋根の南
面に太陽光発電をラミネート、ウッドペレットを
利用したバイオマスボイラーを設置し敷地内で
10％以上の再生可能エネルギーによる発電を可能
にした。高断熱ファサード、ミクストモード換気
や ヒ ー ト リ カ バ リ ー シ ス テ ム 等 を 採 用 し て
BREEAMエクセレントを取得して、2009年に竣
工した。
　2008年８月にBREがBREEAMの更に上のラン
ク、アウトスタンディングをつくると、その年に
行われたブレント区のシビックセンターの設計競
技では、設計条件にBREEAMアウトスタンディ

ングを取得することが条件となった。ブレント区
は、シビックセンター建設をその市民にとって生
涯に一度しかない機会として、市民のための理想
的な施設にしようと意図した。
　ウエンブリー・マスタープランの中で、シビッ
クセンターの敷地には二つの駅の中間でスタジア
ムともう一つのランドマークであるウエンブ
リー・アリーナに面する広場の前の敷地が与えら
れた。シビックセンターには、広場と連続するよ
うに吹抜けがレイアウトされ、その中に市民の利
用する施設、図書館や多目的ホールが置かれてい
る。吹抜け２辺を囲むL字型の事務所部分をほぼ
自然換気のみにより冷却できるように設計し、夏
のピーク時を除き空調を不要としている。
　40％近くのエネルギーを敷地内のCHPプラン
トによる再生可能エネルギーにより供給すること
などにより、公共施設として最初のBREEAMア
ウトスタンディングを達成した。

５ 公共事業でのBIM推進

　建設産業は、他の産業では既に３D環境で協働
作業をすることでコストを削減し欠陥を減らして
いる企業もあることに比べて、デジタル技術の可
能性を活かせていなかった。そこで英国政府は、
建設業全体が無理なくBIMを使い３D環境でデザ

写真６　ブレント・シビックセンター（撮影：Morley�von�Sternberg）

写真５　ハックニー・サービスセンター（撮影：Paul�Tyagi）
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インをコーディネートしながら協働していけるよ
うに、段階的な計画を用意した。2011年に発効し
た政府の建設戦略 25 の中で、2012年から主要な職
種が３Dインフォメーション・モデルを設計施工
工程に使用し始め、2016年から協働作業による
３D BIMの電子データを公共事業で用いること、
BIMレベル２ 26 を義務化した。
　BIMを使用するプロジェクトでは、デザイン・
レスポンシビリティ・マトリックスに基づきBIM
モデルを分節し設計作業を進め、工事契約後は施
工業者が設計責任を持つ部分のモデルを作成す
る。一連のモデリング作業工程は、設計開始段階
にBIMモデル・プロダクション・デリバリー・テー
ブルにまとめられ、工事契約後は必要に応じて改
訂される。設計責任が明確に分担されていた英国
のデザインチームにとって、BIMによる設計作業
への移行は比較的スムーズに行われている。断片
化し、分断されている設計責任と設計図書が、設
計工程の中で常に一つのBIMモデルによっていつ
でも確認ができるようになった。
　2014年に管理資産情報に関連する国際標準であ
るCOBie 27 に関する実施規則が英国規格 28 として
発行された。2019年１月発行の建物引き渡し段階
のBIM運用に関する英国規格 29 の中で、ノン・ジ
オメトリック・インフォメーションは、COBie
フォーマットとすべきと記されている。即ち、
BIMを使用した建物の引き渡しにはBIMモデルと

25　Cabinet Office, Government Construction Strategy, May 2011
26　参考文献１），Figure 1 Core maturity model参照
27　Construction Operations Building Information Exchange
28　参考文献１）
29　参考文献２）

モデルに含まれない情報としてのCOBieが竣工図
書として建築主に渡され資産運用に活用されるこ
とになる。引き渡しの際に工事区分毎に断片化し
たサブコンの施工図しか受け取れない場合と比較
して、すべての情報がBIMモデルとCOBieフォー
マットにまとめられ資産運用に活用できることは
大きな進歩と言える。
　既存の建築については、３Dレーザー・スキャ
ニング、ポイント・クラウド・ソフトウェアを利
用し、正確な測量を迅速にBIMモデルに取り込み
設計作業を行っている。英国政府は2020年代に
BIMレベル３に移行したいと考えている。環境に
配慮したデザインや既存建築・都市の活用がBIM
とともに効率よくできるようになると期待され
る。

６ ノリッジ市議会 30 の試み

　イングランド東部、ノーフォークの州都ノリッ
ジ市は、2008年に100戸の集合住宅建設のために
RIBA主催の設計競技を行った。設計競技には、
日本からの応募を含む105案が提出されミハイル・
リッチズ 31 の案が選ばれた。敷地付近にあり市民
に好まれている19世紀ヴィクトリア時代のテラス
ハウスの通りを基に隣棟間隔14mのテラスハウス
を提案したことと、応募案の中で最も低層で、か
つ最も多くの住戸を計画した二つの点が評価され

30　Norwich City Council
31　Mikhail Riches

表３　BIMモデル・プロダクション・デリバリー・テーブルの例

注：�縦軸に設計部位を分類し、横軸に設計工程によるモデル作成責任者、建築士（ARC）、構造設計者（STR）や施工者（CON）とモ
デルの精度、LOD（Level�of�Development）が記される。
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た。ノリッジ市は民間のデベロッパーに敷地を売
却して開発する予定だったが、当時起こった世界
金融危機により売却できなくなり、敷地は2013年
まで放置された。ノリッジ市は自ら開発する資金
を調達し2012年にミハエル・リッチズに設計の再
開を依頼する。
　プロジェクトが休止している間にパッシブハウ
ス 32 に興味を持ったノリッジ市は、当初のデザイ
ンをパッシブハウスとするよう設計変更を要求
し、完成した住居の光熱費は平均より70％安く済
むという。住宅は南向きで、冬でも各棟が日陰に
ならないように15度の傾斜の屋根がデザインされ
ている。それぞれの住戸には通りに面した玄関と
裏庭がある。更に住民だけが使える緑化された小
道や路地があり子供たちが遊べるようになってい
て、低い塀で囲われ住戸内の親から見えるように
配慮されている。車は出来る限り排除され、住民
がバーベキューをしたり集ったりすることもでき
る。外壁は煉瓦、屋根は黒いタイル、開口部はト
リプル・グレージングのアルミ窓で設計されてい
る。設計中、VE（バリューエンジニアリング）
により裏側の外壁が吹付仕上げになるなどの変更
はあったが、隅々まで住民のためにディテールが
デザインされた。ノリッジ市はVEを設計者に行
わせてデザインを犠牲にせずにコストを削減し
た。ノリッジ市は工事契約をトラディショナルと
し、建築士に設計・監理を任せることでパッシブ
ハウスに必要な品質を実現した。建築コストは、
パッシブハウスとするために10 ～ 15％増えたも
のの、通常の住宅コストより10％程高い程度の価
格（￡1,875/㎡）に収まっている。
　このプロジェクトはデザインとサステナビリ
ティが相互によい影響を与え合うことが可能であ
ることを示している。ただし、それは建築主のゆ
るぎない決意があって、美しいデザインを求める
建築士の情熱を信頼し、契約約款にトラディショ
ナルを選び品質を守ったことで達成された。ゴー

32　ドイツパッシブハウス研究所が規定する性能認定基準を満たす
省エネルギー住宅。

ルドスミス・ストリートは英国のパッシブハウス
で最大の公営住宅となり、最も優れた建築に送ら
れる2019年度スターリング賞と最も優れた住宅に
送られる2019年度ニーヴ・ブラウン賞を受賞した。
　ホプキンス事務所出身のRIBAプレジデント、
アラン・ジョーンズは、地球温暖化と住宅難、地
方自治体の予算削減という厳しい状況の中で、こ
のプロジェクトは希望だとしている。ノリッジ市
議会は、民間のデベロッパーが不可能だと思うこ
とが、彼らにも可能であると自ら実現して見せた
と評されている。
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1 人口減少社会と生産性向上

　我が国の建設業においては、建設業従事者の減
少に伴う労働者不足もあり、生産性向上の必要性
が盛んに述べられている。職業毎の従事者数が把
握できる国勢調査によれば、建設業に関連する多
くの職種において労働者数の減少が確認できる。
図１に示すように建築工事や土木工事に関係する
多くの工種が含まれる建設・土木作業従事者数は、
最も多かった平成７年の308万人から205万人まで
減少している。図２は最も直近に実施された国勢
調査である2015年の結果と2010年、2005年におけ
る調査結果と比較し、増減率をパーセンテージで
示した図である。図２に示すように建設業のう
ち、建設・土木作業従事者や電気工事従事者、建
設機械の運転に関する従事者など現場作業に関係
する多くの職業において従事者の減少が続いてい
ることが確認できる。一方で建築技術者はこの10
年で見ても労働者数の減少に歯止めがかかってい
る。また、参考として建築物の運用に関係する職
業であるビルやマンションの管理人数やビルの清
掃員数も図１及び図２に示している。建築技術者

図２　建設業に関係する労働者数の増減数注１）

図１　建設業に関係する労働者数の推移注１）

注1）職業毎の従事者数については国勢調査　時系列データ、「人口の労働力状態、就業者の産業・職業７）」の「第９表　職業（小分類）、従業上の地
位（７区分）、男女別15歳以上就業者数－全国（昭和60年～平成27年）」を基に作成している。なお、平成２年から平成27年までの間に職業分類
自体に変更があったため、国勢調査実施年毎の職業の定義を読み、集計し直している。図１及び図２における職種毎の集計方法を以下に示す。

　　　建設・土木作業従事者：平成２～ 17年では「建設作業者」を用いている。
　　　電気工事従事者：平成２～ 17年では「電気作業者」のうち、「発電員、変電員」を除いた人数を用いている。
　　　建設機械運転従事者：平成22、27年では「クレーン・ウインチ運転従事者」と「建設・さく井機械運転従事者」の合計を、平成２～ 17年で

は「クレーン・ウインチ運転作業者」と「建設機械運転作業者」の合計を用いている。
　　　ビル・マンション管理人：すべての年で「マンション・アパート・下宿・寄宿舎・寮管理人」と「ビル管理人」の合計を用いている。
　　　ビル・建物清掃員：平成22、27年はビル・建物清掃員の人数を用いている。これ以前は、「清掃員」でまとめられており、ビル清掃以外の清

掃員との区別がつかないため、データなしとした。
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や施設管理人、ビル清掃員の従事者数は、工事に
関係する職業と比較するとあまり減少していない
ことが確認できる。

２ 建設業の生産量と生産性

　前述のように、建設業における労働者数の減少
は特に工事に関係する職種において深刻化してい
る。建築物や土木構造物そのものの生産に参加す
る現場作業者の減少傾向は、日本国内における建
設産業の生産力減少に直結する。ただ、人口減少
時代にある我が国において労働者数の減少に歯止
めをかけること自体、難しい。そのため、このよ
うな環境におかれた建設産業では、生産量（額）
を維持するために労働生産性を向上させることが
必要となる。この労働生産性は分子に付加価値額
を用いる付加価値労働生産性と、分子に生産した
物品自体の量を用いる物的労働生産性の２種類存
在する。

○付加価値労働生産性１）

　付加価値労働生産性＝ output（付加価値額）
input（労働投入量）

○物的労働生産性１）

　物的労働生産性＝ output（生産量）
input（労働投入量）

※労働投入量：労働者数×労働時間

　なお、建築工事においては、工事現場によって
従事している労働者の労働時間や労働日数が異な
るため、労働投入量は（労働者数）×（労働時
間）を用いることが望ましいと考えられる。
　建築工事の効率の分析においてよく用いられる
日本建築学会の作業能率測定指針２）に示される
手法は概ね物的労働生産性を想定している。建築
工事は多くの工種の共同作業により一つの建築物
が生産されるため、ある作業における生産性の計
測を行う場合、その作業により生産された付加価

値の定義が難しい。そのため、建築分野における
生産性研究では物的労働生産性の方が用いられる
ことが多い。
　この労働生産性を向上させることを目的として
BIMや建設ロボットなどへ設備投資を行うことが
多いように思われる。ただ、このような設備投資
により生産に関与する人数を減少させる試みは、
資本の投入量とトレード・オフになっている可能
性がある。例えば、部材の揚重を100％人力に
頼った荷揚げから、工事用エレベータを用いた作
業に変更した場合、部材の揚重に参加する作業者
数が減少するため労働生産性は向上するが、資機
材への投資が同時に行われるため資本生産性は低
下する。
　このような資本や労働など投入量と生産量（あ
るいは生産額）の関係性を示す手法については古
くから研究がなされてきた。本稿では、代表的な
生産関数としてCobb-Douglas型生産関数３）を用
いて解説を行う。Cobb-Douglas型生産関数は以
下の式により定義される。

○Cobb-Douglas型生産関数 :
y＝AKβkLβl,

K：資本投入量　L : 労働投入量　βk：資本分配率

βl：労働分配率　A : 全要素生産性

ただし、βk＋βl＝１

　建設業における付加価値や建築物の生産量が
Cobb-Douglas型生産関数で示されるように、投
入される労働量や資本量により決定されるのであ
れば、労働者が不足する環境下で完全週休２日制
導入を実施した場合、建設産業における労働投入
量が大きく減少するため、何も対応策を施さない
限り、建設業が供給してきた財の生産量が減少す
ることになる。一方で、多くの産業において完全
週休２日制が導入されている日本社会において、
建設分野における完全週休２日制への移行が遅れ
ると有望な新規入職者が他産業へ流れていく可能
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性が高く、建設産業の持続性の観点からも完全週
休２日制の導入は非常に重要である。このように
労働者数の減少と労働時間の削減に同時に対処す
ることが求められる我が国の建設産業において
は、Cobb-Douglas型生産関数を想定した場合、
労働力の減少を補うための建設機械やソフトウェ
アへの投資を断続的に行う資本投下を実施し、労
働生産性の向上による生産量の維持がまずは重要
な課題であると考えられる。
　また、投入される労働量と資本量の増加分以上
に生産量を増加させることを目指すことも重要で
ある。Cobb-Douglas型生産関数を仮定した場合、
この時に必要になる要素が前掲の式の係数である
Aが変化することである。一般にこの係数Aは現
存技術の生産性３）を表し、「全要素生産性」と呼
ばれる。The OECD Innovation Strategy ４）によ
れば、OECD加盟国の生産性の向上の大きな要因
としてイノベーションが挙げられている。なお、
同資料によれば、1995年から2006年までのOECD
諸国では、無形資産への投資と全要素生産性の成
長が労働生産性の成長の３分の２から４分の３を
占めている４）と推定されている。そしてこの全
要素生産性の向上にはイノベーションが重要な役
割を果たすと考えられる。

３ 建築産業における技術開発の動向

　建築産業が持続的に発展していくための一つの
手段として、技術開発が重要であることは明らか
である。建築産業における技術開発の動向を確認
するために日本建築学会が発行する論文集や雑誌
に掲載された記事の件数の推移を集計し、図３と
してまとめている。
　このデータは、建築プロジェクトにおける生産
性向上に関係する技術開発の動向を把握するため
に「生産性」「BIM」「工業化」「ロボット」の四
つのキーワードが含まれる記事・論文を調べ、件
数を発行年毎に示している。「工業化」は戦後、

継続的にキーワードとして用いられてきた概念で
ある一方で、「ロボット」に関する研究は建築分
野においては1980年代以降に研究が公表されるよ
うになっていることが確認できる。BIMは2000年
代後半に我が国に紹介され始めた技術であるた
め、2010年代に入ってから急速に注目された技術
であることが確認できるが、同時期に「生産性」
に関する論文・記事数も大きく上昇していること
も確認できる。

４ イノベーションの種類５）

　ところで、このイノベーションとは、本来どの
ような概念なのかを確認しておきたい。
　イノベーションに関する統計調査の国際標準で
ある「Oslo Manual ６）（オスロ・マニュアル）」に
よれば、イノベーションには、新製品（新サービ
ス）開発を目指すプロダクト・イノベーションと
生産コストの低下を目指すプロセス・イノベー
ションや、流通方法全体の革新を目指すものなど
に分けられる。具体的にはイノベーションは以下

図３　建築学会における論文数・記事数の推移注２）

注2）論文検索用のWebサイトCiNiiにおける検索結果を基に集計し
ている。検索方法としては、四つの用語をそれぞれ検索語とし
て入力し、同時に出版者を「日本建築学会」に限定している。
その上で、検索結果をTSV形式で出力し、エクセル上で集計
した。なお、全く同一の論文が別の項目として検索件数に含ま
れる例があり、筆者が論文タイトル、著者、掲載誌、掲載時期
を確認し、重複していると思われる記事の名寄せを行ってい
る。
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のように、まず大きく二つに分類されている。な
お、原文は英語であるので、いずれも筆者が意訳
したものである。

プロダクト・イノベーション：
　プロダクト・イノベーションとは、新製品（も
しくは新サービス）や、以前のものとは大きく異
なるような改良を施した製品（やサービス）を市
場に導入することを指す。

ビジネス・プロセス・イノベーション：
　ビジネス・プロセス・イノベーションは新たな
ビジネス・プロセスや改善されたビジネス・プロ
セスを企業に導入することを指す。改善されたビ
ジネス・プロセスとは一つ以上の業務（business 
functions）がそれまで実施してきたプロセスか
ら大きく異なるような変化を含むことを指す。

　そして、2018年版のオスロ・マニュアルにおい
ては、ビジネス・プロセス・イノベーションは、
更に以下の六つの小分類が設定されている。
⑴　製品（サービス）の生産に関するもの
　　Production of goods or services
⑵　流通と物流に関するもの
　　Distribution and logistics
⑶　マーケティングや販売手法に関するもの
　　Marketing and sales
⑷　ICT技術に関するもの
　　Information and communication systems
⑸　組織やマネジメントに関するもの
　　Administration and Management
⑹　 製品とビジネス・プロセスの開発に関するも

の
　　Product and business process development

５
�建設業におけるビジネス・プロセス
の見直し

　オスロ・マニュアルにおける定義にもあるよう
に、建築産業において生産性向上を実現していく
ときには、プロダクト・イノベーションと並んで
でビジネス・プロセス・イノベーションが重要に
なると考えられる。特に建築プロジェクトのプロ
セスに大きな変化をもたらすBIMの導入により、
生産性向上を目指す際には、従来からある建築プ
ロジェクトの実施方法の一部にBIMを導入するの
ではなく、建築プロジェクトの実施方法をBIMを
始めとした新技術を前提としたものに組み替えて
いくことが重要になると考えられる。
　ところで、建築産業におけるビジネス・プロセ
ス・イノベーションを起こす際に生じる大きな課
題として複数企業間での連携が必須である点が挙
げられる。このことを説明するために、設計施工
分離発注方式においてBIMを中心に据えたプロ
ジェクト実施方法を仮定し説明していきたい。
　設計施工分離発注方式においては、まず設計者
を選定し、実施設計が完了した後、工事入札によ
り施工者の選定が行われる。ただ、施工者の選定
後も、元請となったゼネコンが、設計者の作成し
た設計図書に従い、施工図などの工事を実行する
ための図面を作成していく。また、元請になりた
い建設会社は工事入札時にある程度、下請として
参加する協力会社の目処はつけるものの、実際の
契約は工事進捗に合わせながら専門工事会社や機
器や建材を製造するメーカーを選定していくこと
が一般的である。ただ、この方式では図４に示す
ように建築プロジェクトに参画する主要な事業者
が確定し、プロジェクトへの主要な参加者が確定
するまで長い時間を要することになる。
　この図４に示すようなプロセスは、BIM導入の
メリットを打ち消すデメリットを発生させる可能
性がある。BIMデータの作成では建築物の３次元
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形状に加えて、属性情報も付加しながらデータを
作り込んでいく必要がある。更に、従来２次元で
設計した図面を３次元化することにより、これま
で形状情報が入力されていない部材・部品のデー
タ作成が発生しやすい。また、２次元図面の重ね
合わせでは気がつかなかったような設計上の不整
合が３次元化により早期に発見できる可能性もあ
るが、設計の不整合の修正は設計の詳細度が高け
れば高いほど、手間がかかるものになりやすい。
特に建築物の生産は建築プロジェクトに参加する
設計者と専門技術者間のすり合わせが必要となる
ため、意思決定を行える設計者と技術者の参加が
重要となる。このように、現状では２次元製図に
比べてBIMデータの作成には大きな手間がかかる
と考えられるため、設計変更による手戻りを必要
最小限に留めることが重要である。ただ、設計が

確定した状態を作るには、設計者、元請、専門工
事会社、メーカーなどの各社間で実施する設計案
の調整を行うことが必要である。
　この設計の確定作業を円滑に進めるには専門工
事会社や機器を納品するメーカーを確定すること
が必要になるため、BIMデータ作成を考えれば、
建築プロジェクトの体制が早期に確定することが
望ましい。また、建築物の複雑化に伴い、専門工
事会社やメーカーの知識やノウハウが非常に重要
となっている。そのため、BIMデータを介して多
くの専門家が自らの専門知識を提供できる協業体
制を築くことでこれから新築される建築物そのも
のの質を向上させる点でも、プロジェクト体制を
早期に確定させることのメリットは大きいと考え
られる。
　このようにBIMを始めとした新技術の導入にお

図４　設計施工分離型における参加企業の選定プロセスのイメージ

図５　早期に建築プロジェクトの体制を決定する選定プロセスのイメージ
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いては、BIMデータ作成の自動化技術や、BIMと
連動する建設ロボットなどの新技術の開発そのも
のも重要であるが、同時に新たな技術が効果を発
揮できる環境を構築していくことも重要である。
ただし、この新たな技術が効果を発揮できる環境
を建築プロジェクトにおいて実現しようとする場
合、プロジェクトに参画する複数企業間での業務
プロセスの見直しが求められることになり、建築
産業全体における取組みとして推進していくこと
が求められる。

６ 海外における事例収集の重要性について

　これまで示したように、建設産業全体の生産性
を向上させるためには、プロダクト・イノベー
ションだけでなく、ビジネス・プロセス・イノベー
ションについても継続的に投資を行い、変革を進
めていくことが求められる。ただ、建築物の生産
では、新築プロジェクト毎に、参加する企業を募
る方式でプロジェクトが運営されるため、同一組
織内において建築プロジェクトの実施方法を改善
していくことに限界が存在する。
　そのため、もしBIMの導入を契機として建築プ
ロジェクトにおいて、ビジネス・プロセスの改善
を実施しようとすると、自ずと我が国の建設産業
において一般的に実施されている入札・契約方式
から見直していくことが必要になると考えられ
る。ただ、BIMなどの新技術を前提とした建築プ
ロジェクトのあり方を検討し、実際に入札・契約
方式の見直しを行った建築プロジェクトを実施す
ることはかなりの難事である。また、建築プロ
ジェクトの実施方法を大きく改善した場合の効果
と問題点を収集するためには一定数の導入事例が
必要となり、業界全体での協力体制が重要にな
る。
　ここで海外に目を向けてみると、我が国の建築
産業においても重要な知見が存在すると考えられ
る。建築プロジェクトの実施方法は各国において

固有の形態を有しており、入札・契約方式のみな
らず、建築プロジェクトに参画するプレーヤーの
役割や、費用の精算方式なども各国で大きく異
なった様相を示している。これは、本誌において
もしばしば取り上げられている。
　一方でBIMの導入は、日本だけでなく世界各国
で積極的に試みられているが、BIMの導入におい
て利用されるソフトウェアやデータ作成の概念は
ISO 19650やIFCのように国際規格も存在するこ
とから、ある程度の共通性が存在する。そのた
め、日本における建築プロジェクトの実施方法と
異なる仕組みを有する国や地域におけるBIMの導
入事例や、BIM等の導入時における問題点を収集・
整理することで、我が国における建築産業全体の
生産性向上に貢献し得る重要な知見が多く存在し
ていると考えられる。
　このような背景を踏まえ、筆者らは、BIMの導
入に積極的な諸外国における導入事例の収集のた
めに、海外調査を実施している。本稿では2019年
８月に実施した台湾調査における結果を一部紹介
する。

７ 台湾におけるBIMの導入状況について

　台湾においてもBIMは盛んに導入されており、
公共工事においても公的発注者の側から強くBIM
の導入が求められている。一方で、我が国のよう
な設計と施工を同一の企業が受注するような入
札・契約方式がほとんど存在しないと言われてお
り、建築プロジェクトの実施方法が大きく異なる
様相を示していると考えられる。
　そこで、建築コスト管理システム研究所の支援
により、台湾における現地調査を実施している。
現地調査の概要については、本誌P.25以降にあ
る遠藤らによる報告を参考にしていただきたい。
本稿では、現地調査を踏まえ、我が国における
BIMの利用においても参考になる事例として「地
方自治体によるBIMの強力な推進」、「確認申請の
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電子化」「BIMに関する契約書式」の三つについ
て紹介を行いたい。
　台湾においてBIMを強力に推進している団体と
して台北市や新北市などの大規模自治体が挙げら
れる。現地企業へのヒアリングにおいてBIMに関
する先進的な取組みの担い手としてよく名前が挙
がった自治体である新北市では、BIMを始めとし
たICT技術と建設産業をどのように融合、発展
さ せ て い く か、 そ の 方 法 に 関 し て ま と め た
「BIM4.0　雲端作業整合平台８）（BIM4.0：クラ
ウド上での共同作業のためのプラットフォーム）」
が公表されている。この資料においてはBIMデー
タによる電子確認申請や、有効面積などの「設計
条件の確認方法の数式化と標準化（數值化與標準
化資料呈現）」などが示されるだけでなく、BIM
とGISの統合など建設分野全体の電子化をどのよ
うに描いているのかという将来像に関するイメー
ジが示されている点に特徴がある。確認申請業務
等の効率化などの行政内部における事務手続きの
省力化の範囲に留まらず、建設産業の情報化の将
来像に関して明確なビジョンが大規模な地方自治
体内部に存在している点については興味深い事例
であると感じる。
　また、確認申請の電子化についてはいくつかの
自治体において運用が開始されていることが確認
できた。例えば台北市においては、Web上で確
認申請の審査状況を確認できるWebサービスが
運用されている９）。この仕組みでは、申請者や建
築規模、設計者などに加えて、行政内部で審査に
関与する担当者名と審査段階が確認できるように
なっている。
　さらに、前出の新北市においては設計データを
Webサイト上で提出することにより、確認申請
が実施できる仕組みの運用が開始されているよう
である10）。
　そして、現地企業において利用されているBIM
データ作成に関する約款や指針が存在することが
分かり、代表的なものを入手することができた。

なお、今回の現地調査において確認した約款では
工事本体の契約とは別に結ばれる、BIMのための
契約となっていた。また、工事段階において工事
の元請企業に対してBIMモデルの作成を依頼する
約款に加えて、公共工事において竣工BIMとして
どのようなデータを作成するか示した指針に関す
る資料も確認できた。
　例えば、「BIMモデルの作成に関する約款（元
請用）」と呼ばれるものは、以下の五つの章で構
成されていた。

BIMモデルの作成に関する約款（元請用）
１．全体目標
２．BIMデータの作成基準
　　総価請負もしくは分離発注方式における

BIMデータの作成基準
３．BIMの作成段階と各段階における作成内容

⑴　第１段階　工事前段階
⑵　第２段階　 工事初期段階のBIMデータの

作成と製図資料との統合
⑶　第３段階　 施工レベルのBIMデータの構

築と修正方法
⑷　第４段階　竣工後のBIMデータと確認

４．知的財産権
５．BIM作成に関する費用の精算方法

　この約款では、工事前の準備段階において作業
実施計画（BIM Execution Plan, BEP）の作成を
受注者側が求められるだけでなく、発注者と
PCM（Professional Construction Management：
專業營建管理）に対するBIMに関する教育訓練に
ついての項目が含まれている点が特徴的である。
なお、ヒアリングにおける口頭での確認に留まっ
ているが、新技術を建築工事において導入する際
に、発注者側への新技術のレクチャーを契約に含
めることがしばしば行われているようである。
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８ まとめ

　冒頭で述べたように、我が国においては建設業
全体の生産性向上が重要な課題である。また、本
質的な生産性向上を実現するためには、新技術の
開発やソフトウェアや人材への投資に加えて、ビ
ジネス・プロセスの革新も重要なテーマであり得
ることを述べた。特にBIMなどの新技術の導入効
果を最大限に発揮するためには建築生産に関わる
プロセスも、変えていく必要がある。ただ、これ
まで建築物の生産のために営々と続けられてきた
我が国の入札・契約方式を大きく変えることはリ
スクも伴うため、BIMにあったプロジェクト体制
を考察する際に海外調査の重要性について述べ
た。
　ここに紹介した台湾におけるBIMの導入状況
は、今回の調査で確認した範囲では、公共工事や
大規模工事についてはかなり進んでいる印象を受
けた。また、台湾における公的発注者の取組みに
おいて、明確な技術ロードマップを保持し、公共
分野におけるBIMの導入戦略を地方自治体も考え
ていることが窺えた。更に、発注者へのBIMに関
する知識の教育方法もBIMデータ作成を契約に含
むなど、我が国においても参考になる事例がいく
つか確認できた。海外調査の詳細な内容について
は、情報を精査でき次第まとめて公表していきた
い。
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1．はじめに
　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、2019年11月７日コスト研の研究発表
会にて報告した。
　発表は、本誌107号に同タイトルで掲載した記
事をベースに、具体的な取りまとめ例として、地
方公共団体の基本構想・基本計画などを紹介しな
がら行った。

２．発注者の体制と企画段階の三つの工程
　公共建築工事の発注者には、発注業務を担当す
る発注部局のほか、建物を所管するとともに、当
該建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がある。今回は、事業部局の
立場から、新築する場合を想定して取りまとめた。
　企画段階の業務について、以下の三つの工程に
分けて取りまとめた。
　Ⅰ　基本構想（前期）
　Ⅱ　基本構想（後期）
　Ⅲ　基本計画
　基本構想を前・後期に分けた主旨は、前期は行
政組織内部で検討しており、施設の課題抽出や施
設整備に関するスタディをしている段階である。
後期では、前期のスタディを踏まえ具体化の可能
性を確認し、複数の候補敷地・プランを絞り込む
段階として、敢えて前・後期に分離した。

　以下に、各段階における検討内容・事例を紹介
するが、紙面の都合上、本誌107号記事と説明が
重複する検討項目は省略し、補足として説明した
留意事項を重点的に記述する。また、理解を深め
るために引用（参照）した、ホームページに掲載
された地方公共団体の具体的事例は、＜地方公共
団体名・施設名、基本構想または基本計画、記載
頁＞と記述する。

３．基本構想（前期）
①現状と課題の把握
　既存施設の課題を把握し分析するために、課題を
棟別に整理し、利用者アンケート、類似施設の視察
を行うこと等により、客観的に課題の把握が可能で
ある。＜鳥栖市・庁舎、計画、５＞＜常滑市・庁舎、
構想、８・14＞＜多賀城市・庁舎、計画、８・９＞
③建物の機能・規模（水準）の想定
　前期では、面積算定のための条件整理を行う。
例えば、職員数や機能を特定するために、年度に
よる利用人員の推移や入居対象職員を把握する。
＜七戸町・体育館、計画、５＞＜小山市・庁舎、
構想、12＞＜宇土市・庁舎、構想、12＞
④敷地の想定
　前期では、複数の候補敷地を抽出し、現況を把握
する。内部検討段階であるため、自らの所有でない
敷地も候補となり得る。＜常滑市・庁舎、構想、34＞

４．基本構想（後期）
②建物の機能・規模（面積）の想定
　庁舎であれば、総務省制定「地方債同意等基準
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運用要綱について」や国土交通省制定「新営一般
庁舎面積算定基準」等により全体規模を算出する。
基本計画段階で検討を深め、機能が付加されること
も織り込んでおく。＜小山市・庁舎、構想、13＞
③�敷地の物理的条件・法令条件等の調査、周辺状
況の把握

　敷地の物理的条件・法令条件の調査は、建築の
専門家による検証が必要であり、行政組織内の営
繕部局または外部委託による検証を行う。
④敷地の想定
　前述③の検証等により、敷地を絞り込む。＜常
滑市・庁舎、構想、37＞
⑤事業手法（発注方式）の想定
　基本計画段階で事業手法を決定するために、基
本構想後期では、様々な事業手法のスタディを行
う。＜小山市・庁舎、構想、18＞
⑥事業工程の想定
　公共建築の施設整備は、様々な関係者の理解が
必要であり、その関係者に各工程のどのタイミン
グでどのような内容の調整をどのような手法で行
うかを想定しながら、全体工程を作成することが
重要である。＜小山市・庁舎、構想、22＞
⑧（必要な場合）経営収支等の想定
　建物用途によっては必要な検討項目であり、プ
ロモーター（コンサル等の専門家）へのヒアリン
グや類似施設の調査など、前提条件をしっかり押
さえた上で、経営収支等の算出を行う。＜愛知県・
体育館、計画、25＞＜山形県立新庄病院、計画、76＞
⑪（必要な場合）補足の調査・検討
　現地建替え等を行う場合の行政サービスの機能
維持は重要であり、施設・機能・時期毎に整理が
必要である。＜和泉市・庁舎、計画、40＞

５．基本計画
③必要諸室等の機能（整備水準）・規模の検討
　各室の面積算出にあたっては、基準に記載され
た係数による算出のほか、各施設に固有で必要と
なる部屋については、家具・動線等を検討した上
で必要規模を個々に算出し計上する。＜明日香
村・庁舎、構想、29・30＞
　また、付帯設備、特殊備品が必要となる部屋に

ついては、部屋毎に整理しておく。＜富山県・防
災・危機管理センター、計画、25・26＞
⑥維持管理・運営計画の検討
　ライフサイクルコストで見た場合、維持管理・
運営費は、建設費の２倍近くかかるため、維持管
理費の節減を踏まえた施設整備計画は重要であ
る。＜小山市・庁舎、計画、26・27＞
⑧今後の検討課題
　これまでの検討等により、結論の出なかった課
題や設計・工事段階で判断すべき事項については、
今後の課題として整理し、事業部局内で情報共有
するとともに、発注部局への申し送りとして活用
する。＜大阪市・南港市場、計画、67＞

　なお、各検討項目は、同じ検討項目であっても
検討時期により、検討内容や深度が異なること
に、注意が必要である。

　以上の発表を行った後、聴講者から以下のよう
な質疑・意見があった。
• 参照した基本構想や基本計画は、外部委託に
よる支援を受けていると思われるが、その委託
先に関する質問

• 基本構想、基本計画を外部委託する場合の委
託仕様書の検討も必要

• 発注者支援の進め方について、標準的なマ
ニュアルが必要

• 設計者選定のためのプロポーザルで、提案者
から基本計画段階の取りまとめと異なった提案
があった場合の対応

• 現実的に発注部局の者が企画段階で行う業務・
検討内容に参画することは困難なことが多い

• 最近の公共建築は、中小規模の改修工事が主
体で、基本計画まで作成する必要のある整備が
ほとんどない

• 企画段階の検討で終わらせることなく、施設
完成後のFMも含めた検討への期待

６．おわりに
　今後とも様々な視点から本取りまとめの精査・
充実を図るとともに、本発表での質疑・意見等を
参考に、活用に向けた検討を行って参りたい。
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