
特　集

　当機関誌の特集で二号（106号、107号）にわたって、公共建築の企
画・設計段階におけるコスト管理について考えてきました。様々な立
場の関係者から多彩なご意見を頂戴し、参考となる事例も数多く紹介
されました。立場の違いによって方法論や考え方は異なります。しか
し、その底流にあるものは、企画・設計段階で精度の高い検討を行う
ことが、より良い建築を生み出すためにも、また効率的な建築生産の
ためにも重要であるという認識でした。

　企画と設計段階では、発注者と設計者が主体となって幅広く意見交
換をし、検討を深めて、少しずつプロジェクトが進んでいきます。本
号では、両者の関係性に着目し、様々な事柄について様々な角度から
考えることにしました。

　一つ目の関心事は、両者の業務分担がどのように工夫されているか
ということです。業務分担は契約関係図書で定められます。しかし、
実際のプロジェクトにおいては、そこには表現できない多種多様な業
務ややり取りが存在します。それらをいかに円滑にかつ効果的に行う
のかが重要であり、両者の信頼関係の醸成も不可欠です。その参考に
いくつかの事例を取り上げ、個々の状況について紹介します。
　二つ目の関心事は、両者をつなぐ道具立てや決まり事がどうなって
いるかということです。具体的に設計業務等の契約約款と積算基準に
ついて解説していただきます。当研究所からも要求水準書に関する解
説を試みました。

　何にもまして、発注者と設計者とがより良いパートナーシップを築
くことが重要です。今回の特集が、関係者のみなさまにとって両者の
関係性を深めていく糸口になれば幸いです。

発注者と設計者とをつなぐもの
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１ 人口減の中での普請

　高齢化と人口減少、更には経済の低成長と、日
本は今、極めて困難な局面に立たされている。こ
うした状況下では、都市・建築への需要は減少し、
空き家や公共施設の管理問題が当然のように前景
化してくる。この場合、需要を増加するしかない
のだが、そのような方向性は、スキーマを案出す
る知力やリスクを取る覚悟が要求されるため、と
りあえず目先の出費を圧縮する方向に目が向いて
しまう。曖昧な要求水準しか作れなくても、とり
あえず入札にかけて見かけの出費を下げようとす
る風潮はこの表れでもある。しかしこれは、乱暴
な例えではあるが、給料が下がったので買い物を
すべて100均ショップですませようとする感覚に
も近い。我々の周りにもし、そのような人がいた
ら哄笑してこういうに違いない。「その前に、出
費全体を見直して、ものによっては買うことをや
めたり、ある程度出費をして長く持たせたり、次
の展開のためにエッジの利いた物を買うことを選
んだりと、選択のベストミックスを考えなさい」
と。公共建築の発注もまずこうした常識が必要な
のだ。
　また、建築や都市は、寿命が長く、それが埋め
込まれる環境が、長い時間をかけて形成されてい
る。よって、何でも安いものをという姿勢は、先
人が手を入れてきた地域の環境資産を引き継ぎつ
つ活かしていく方向には繋がらない不合理なやり

方でもある。そして残念なことに、そうした行為
は結局、誰からも尊敬されない「環境」を生み出
しかねず、そうした地域に若い人は留まろうとは
しない。短いサイクルで安物を買い続ける行為
は、下向きのスパイラルを召喚し、結果として損
な買い物になりかねないのである。
　では、どうしたらよいだろうか。先に述べた買
い物の例えのように、自分が持っている資産がど
うなっていて、将来がどのように予想されるかと
いう見通しを立てることしかないように思う。戦
略がしっかりしていれば、少しぐらい美味しいも
のを食べたっていいわけである。

２ 基盤としての公物管理

　このように、公物管理はどこかで整理しておか
ないといけない作業であるが、やり始めると片手
間ではできない大変な仕事でもある。故に、自ら
丸抱えをするのは難しいにしても、公共発注の基
礎として、公共発注を仕掛ける際に必ず確認する
というスタンスはしっかり取っておきたい。
　行政が持っている不動産（土地、建物）を一括
して管理する公物管理は、建物自体を管理する
BM（Building Management）、複数の物理的資
源を管理するFM（Facility Management）、資産
管理の側面が強いPM（Property Management）、
運用面に重きを置くAM（Asset Management）
とそれぞれスコープが異なる業務の総体でもあ
る。首長が資産の民間活用に執着する一方で、管
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理部署の腰が重いという、よく見られる状況は、
こうした多面性に起因している。公物管理業務
は、具体的には施設管理のための電子台帳を作っ
て公会計と紐づけるFM作業だが、そこだけに留
まらず、PM的な役割も期待されるわけである。
　また、この業務には、新公会計の導入に伴って
公物管理計画の作成を指示した総務省系業務（総
務・管財担当が所掌する）、建物やインフラの管
理である営繕を司る国土交通省系業務（営繕担当
が所掌する）といった上下の区分、文部科学省系
の流れ（教育委員会が所掌する）に代表される施
設種毎の横の区分などもあって、様相は複雑だ。
国土交通省系と総務省系を繋がなければならない
のだが、結構な自治体で、管理計画だけが別途作
成され、営繕では従来型の個別運用が続けられる
ことが起こっている。国の学校建築の長寿命化に
連動して、教育委員会系の作業も始まっているよ
うだが、営繕系とは別のフォーマットで台帳が運
用される非効率も散見される。また、一部の自治
体で見られる大規模事業評価は、大きな買い物を
する時のブレーキとして働くが、施設資産全体を
見渡しながら、ライフサイクルコスト全体を節約
し、競争力維持の余地も残しておこうとする真の
公物管理とは異なった水準の作業であることには
留意が必要である。

３ 公共調達は何を目指すべきか

　当たり前のことだが、新しい施設を計画すると
きには、こうした公物管理計画に立脚したチェッ
クは必須である。新設するのか、既存の改修でい
くのか、もしくはやめるのか。こうした戦略の見
える化ができて、ようやく必要な専門的能力をど
こから調達すればよいかという考察に入ることが
できる。公共調達に関する議論では、業者選定の
技術論に偏る傾向があるが、このような情報収集
に基づいた戦略の不在が、実際には問題を引き起
こしがちであることを忘れてはならない。
　一般的な公共調達で重要なのは、①公共事業と

しての公平性・透明性、②調達技術としての品質・
コスト・時間のバランス、③ユーザーの満足度の
水準、④担う専門家が継続してサービスを提供し
続けられるための業界の発展性や国際競争力の確
保、とされている１）。ここで①、②のゲートの役
割を果たすのが、会計法（第29条）、地方自治法

（第234条）、更には独占禁止に関わる一連の法律
である。しかし、注意しておきたいのは、入札は
初期に設定した条件は絶対で交渉を原則禁止する
など、単純な物品購入を念頭に置いた枠組みだと
いうことである。仕様が確定し、過程の中でも大
きく変わらない場合には有効な方法であるが、公
共建築のように、市場で取引しにくい、長期的に
発現する価値、いわゆる外部経済を期待されてい
る買い物では、不整合が起こりやすい。特に、設
計については、事業全体の質に係わるだけではな
く、国土交通省告示第15号から第98号の改定に見
られるように、入札から業務の多様性や複雑性に
応じて算定する方向に移行していることにも留意
しておきたい。

４ ヴァリューの正体、外部経済

　こうした外部経済とは具体的にどのような事象
や価値を指すのだろうか。様々な分類が行われて
いるが、大きく整理すると、①いわゆるブランド
と呼ばれる威信価値、②教育資源として用いられ
次世代を涵養する教育価値、③コミュニティの成
立を支えて間接的に地域に貢献するコミュニティ
価値、④新規事業の苗床となるビジネス価値、更
には、⑤現在は使い道がないが将来の可能性を担
保するオプション価値、の五つに分けられる２）。
市場取引で出る価値を過度に追及してしまうと、
社会自体の再生産力、競争力、豊かさなどが痩せ
る危険性があり、この自覚が、こうした外部経済
への関心に繋がっている。近年、二酸化炭素排出
権取引など、内部化手法の開発が盛んに行われる
のもそのためである。
　威信価値、教育価値、コミュニティ価値などに
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ついては、それらを担保し得る空間を社会の中に
確保することで、社会運用の間接的なコストが下
がる経済的な効果も認められている。けれども、
計測しにくく、定義も難しい上に、通常の施設機
能のように因果関係が明示的でないことも多く、
前提とすることが難しい。しかしながら、何らか
の形で具現化した事例は存在するわけで、事前調
査を通じて、達成すべき価値をある程度は見てお
きたいところである。また、先の公物管理とリン
クさせることで、新規建設をやめ、既存の環境に
少し手を入れるだけで大きな成果が得られる選択
肢も見出し得る。
　このように、背景整理が不十分な段階で、設計
者を設計料だけで選ぶと、より高額な資金が投入
される建築本体の価値が下がり、広義の経済合理
性（真の費用対効果）が損なわれる可能性が却っ
て高くなってしまう。それを避けるために、計画
資源を川上に移動させ、様々な検討を初期段階で
しようとするのがフロントローディングである。

５ フロントローディング

　発注、設計、建設、運用、公物管理といった、
未来の出来事を企画段階で想起するフロントロー
ディングは、最大のヴァリューを確保するルート
を作るために様々な手法のベストミックスを導き
出す方策でもある。当たり前のことだが、川上の
段階は情報が不十分な反面、事業のコストをコン
トロールできる範囲も広いために、その経済効果
は高く、フランスの公共建築関係の政府機関で
は、その効用を大きく掲げるほどである。しか
し、現状の日本では、始まったばかりの事象に予
算をつける前例は少なく、実際に行われることも
少ない。結果、予算がないために、十分な準備も
ないまま設計に突入し、より大きな投資が危険に
さらされるという悪循環が実際に起こっている。
　また、これまでは、対価を払わずとも参考とし
て計画案を持ち込んでくれたり、もしくは非常に
安い価格で基本計画を請け負ったりする営業設計

が、フロントローディングの余裕がない発注側を
支えている側面も多かった。しかし、当然のこと
ながら、安価な見返りとして、形式は満足してい
ても、長期的にはヴァリューが出ないスキーマで
あることも多く、公物管理ともリンクしておら
ず、最終的に得られるはずの効果が得られないも
のがほとんどである。営業設計を仕掛ける側は、
自らの戦略を正当化するために、ヴァリューの追
求を無駄遣いや華美として必要以上に攻撃する
が、これに惑わされてはいけない。

６
�事例１：フロントローディングでよ
みがえった大学講堂

　このフロントローディングの方法を用いた事例
として、東北大学川内萩ホールを紹介しておきた
い（図１）３）。東北大学では、2007年の開学100周
年に向けて、1960年に50周年記念建物として竣工
した「東北大学川内記念講堂及び松下会館」を記
念建物として改修することを決定し、筆者はプロ
ジェクトマネージャー（以下、「プロマネ」とい
う）として参画した。
　プロマネとして最初に行ったのは、敷地・施設
条件と関連法規の精査である。建築基準法につい
ては、現行法の遡及を免れない増床は行わず、文

図1　萩ホールにおける改修前後の変化（提供：東北大学）
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化財保護法については、協議が必要な別棟建設を
考慮しないといった、リスク回避の方策を取る一
方、興行場法については、安定的貸館収入の担保
のため、敢えて用途変更を目指すこととした。
　この事前検討で、増床・増築の困難性、構造的
リスクなどから、当初検討されていた博物館への
転換はハードルが高いことが明確になり、ホール
系機能を存続させる判断を行った。更に、イベン
ト市場の分析を行いながら、大学の格式に合致
し、貸館市場も成熟しているコンサートホール系
に方向性を絞り込んだ。新しいことに踏み込むリ
スクの多い決定であったが、老朽化した舞台機構
の再生には、新設並びに将来的な設備更新におい
てコストがかかること、躯体の構造負荷も大きい
ことなどから、額縁フレームを解体してステージ
を広げ、会議場の機能を持つコンサート系ホール
とする方向には、合理性が十分にあることも分
かってきた。唯一の懸念であった、残響時間の長
いコンサートホールと明瞭な音場条件が求められ
る会議場との調整は、学内の音響学の第一人者の
参画を請うて、技術的開発を行うことで解消した。

　本事業は、100周年の寄付金を集めた大学同窓
会である財団法人が発注して竣工させた後、大学
に寄付をする形式であったため、民間型の発注で
行われている。設計者は、東北大学卒業生のう
ち、国際競争力を有する人材リストを法人理事会
に上げ、最終的には、UCLAの教授であった阿部
仁史氏と原設計を行った三菱地所設計に委託する
こととした。建設発注は、財団内に設けられた建
設検討委員会の審査を経て、大手５社のJVに決
定した。これらはいわゆる随意契約だが、専門家
から構成される財団の委員会で議論をしていただ
き、議事録を残して共有するなど、透明性の確保
に努めた。
　リスクのあるコンサートホールの運営を確かな
ものにするために、事前に実際に運営状況をシ
ミュレーションしたことも特徴の一つである４）。
開館後の365日がどう使われ得るかを仮組みし

（図２）、次いでどの程度の貸館収入が可能となる
かを推定し、更にそれを支える運営体制を検討し
た。これらは興行場への用途変更によって可能に
なった部分でもある。結果、最終的に必要となる

図２　萩ホールにおける運営シミュレーション

年間利用想定カレンダー

東北大学萩ホールにおける運営シュミレーションⅠ
利用ジャンル
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運営費は、貸館収入を見込むと、ほとんど使われ
なかった改修前から、若干増に収まり、ホールが
獲得し得るヴァリューを勘案すると、経営的な合
理性があることが確認された。
　2008年の開設以降、震災をはさんで、10年あま
りが経過したが、現在も地元に愛されよく使わ
れ、収支もほぼ当初の想定どおりとなっている。
フロントローディングがなければ実現しなかった
企画と言える。

７ 設計施工分離かそれとも一体か

１）選定のプロセス
　フロントローディングでヴァリューを体現し得
る良質な枠組みが作れたとしてもそれを実際に実
装できる優秀な設計者や施工者を合理的に選ぶこ
とができなければ何にもならない。その時に最初
に考えるのが、設計・施工を分離した従来型の方
法で進めるのか、それとも設計・施工を組み合わ
せた発注を採用するかという選択である。施工技
術、工期、価格などを加味した方がよい場合に
は、設計・施工を組み合わせた発注方式のメリッ
トが大きく、運用コストの合理化を狙って、運営
も含んだ発注を選択肢とするケースも増えている。
　こうした場合、PFI（Private Finance Initiative）
のように資金調達を含んでパッケージで発注する
方法と、とりあえず設計の契約だけして、残りは
優先交渉権者扱いとして、仮契約、議会の予算承
認、本契約と進む段階的方法など、いくつかの方
向が考えられる。前者は、通称PFI法など、特別
な法律が存在し、やり方もある程度決められてい
る一方で、金融機関を巻き込むため、契約やその
他でそれなりの対応が必要となる。一方、段階的
契約の場合は、発注者にかなりの自由度が許され
てはいるものの、設計と施工、場合によっては運
営も加わった、手強い受注者と長期間渡り合い続
ける能力が求められる。こうした相手に対して、
内部留保を許さず、ヴァリューを獲得するのが、
いかに困難なことであるかは言うまでもない。

２）レントの喪失
　右肩上がりのマーケットであれば、短期的に利
益が出なくとも、発注元と良い関係を築く誘因が
働いて、発注者が払わなければならない取引きコ
ストを肩代わりしてくれることも多い。いわゆる
レントである５）。しかしながら、本格的な人口減
少時代に突入した上に、建設労務費が高止まりす
る局面においては、施工会社や設計者がリスクを
積極的に取ってくれる状況は生まれにくい。この
ように発注者にとって幸せな状況は既になくなっ
ているのに、発注側の意識が変わっていないこと
が多く、現場ではいつも苦労させられる。設計内
容や運営内容が確定しない段階での契約を発注者
が成功させるには、①要求水準の不完全性をどう
補完するか、②強力な交渉相手との情報の非対称
性をどう解消するかといった対応が必要であるこ
とを肝に銘じておきたい。

８
�設計・施工を分離する場合の設計者
選定

　これまで様々な発注に関わってきたが、大災害
からの復興やオリンピックにおける建設工事の集
中など、特別な問題がないのであれば、従来型の
発注の方が、発注側の負荷は少ない印象がある。
その理由は、計画の初期段階で設計者をエージェ
ントとして雇用できるため、前記②の情報の非対
称性を解消しやすいという点からきている。筆者
も起草に加わった日本建築学会の設計者・施工者
の選定に関するガイドライン６）を参考に概説し
たい（図３）。
　まずは、設計条件の難易度で整理しながら考え
ていく。要求水準（必要諸室や設備などの設計条
件等）が比較的簡易で、設計を任せられる人的資
源が地域に存在する場合は、対価を固定した、く
じ引き方式も検討してみたい。一方、設計の難易
度が高い場合には、要求水準書をどの程度準備で
きるかによって選定の方法が異なってくる。施設
構想段階から設計者を求める場合には、過去の作
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品を実地に見学し、運営者や利用者から評判を聞
いて設計者の能力を評価する資質評価（QBS）
方式が有効となる。手間はかかるが、実際の建築
を目の前にして、その発注者から評価が聞けるの
で、評価の確度は高い方法である。要求水準書が
準備できる時には設計プロポーザル方式、更によ
り詳細な条件が精査できる場合は、具体的な設計
案を基に設計者を決める設計競技方式と、それぞ
れ適切な方式が異なってくる。これらを踏まえ、
条件を精査した上で、最適の方法を取ることが望
ましい。

９
�事例２：設計施工分離とデザインビ
ルド

１）困難なプロセス
　神奈川県小田原市では、街の中心部に建つ老朽
化が進んだ市民会館の建て替えが、長く課題に
なっていた。しかしながら、様々な理由から、設

計者、施工者の選定は難航し、設計者を重視する
デザインビルドに移行して、近年ようやく着工を
見たものである。大きな流れは表１のとおりであ
る。

２）城下町ホール検討期
　老朽化が進んだ市民会館を小田原城址を望む一
等地に建て替えるこの計画は、1980年代から検討
が進められてきた、2005年12月に「（仮称）城下
町ホールエスキースコンペ」という名称で、藤森
照信、伊東豊雄、本杉省三らを審査員として最初
の設計競技が実施される。質の高い空間を整備す
ることで、市民のニーズを受け止め、都市小田原
の競争力を上昇させようというこの企画には多く
の応募があり、それらの中から遠藤政樹、小泉雅
生、高松伸、竹中工務店大阪一級建築士事務所、
千葉学、手塚貴晴、山本理顕が、ファイナリスト
として選ばれている。公開プレゼンテーションに
よって、最終的に山本理顕設計工場が選定され

設計・施工
を組合せた発注
を行う業務力が
発注者内に有る

設計条件

がかなりの精
度で確定

設計重視
の仕組みを作
る意思が
有る

NoNo

Yes Yes
一流の

建築を作るコ
ンセンサス
が有る

Yes

検討開始

外部人材
の協力

事業状況
の精査

検討組織
の構成

条件データ等
の分析

設計競技方式

要求水準

書作成可能
な程度には

確定

Yes

No

NoNo

設計プロポーザ
ル方式

設計者を
探すための経費
は支出可能

QBS方式

設計を任せ
られる十分な人
的資源が地域

に存在

Yes
くじ引き方式

Yes

No

施設型など

基本的条件の
み確定

Yes

NoNo

Yes

条件や要求

水準が比較的
簡易な事業

No

Yes
本ガイドライン
等に則った合理
的プロセス管理

が可能
No

Yes 設計・施工を組
合わせた発注

方式

図３　設計者選定方法決定のフロー
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る。審査委員も審査過程も申し分なかったが、設
計案が公表されて以降、一部の市民から、周辺の
景観に合っていない、小ホールの使い方が意図し
ていたものと違うといった批判が高まり、市民運
動が活発になる。景観論・機能論・そして合意形
成で躓いた計画は政治問題化し、2008年５月の市
長選で再設計を唱えていた候補が市長に選ばれ
る。

３）芸術文化創造センター検討期
　１年後の2009年４月、市は計画の見直しを発表
する。最初の計画が、舞台芸術専門家らを中心と
した市民運動で撤回されたことを受けて、今度は

舞台芸術専門家の指導を受けつつ丁寧な
住民参加も行われる。当時、日本建築家
協会会長であった仙田満を委員長に迎
え、劇場専門家が脇を固める審査委員会
が組成され、新居千秋、大宇根弘司、香
山 壽 夫、 三 菱 地 所 設 計＋ 佐 藤 尚 巳、
SANAAといった一流の建築家チームが
ファイナリストとしてそのデザインを競
い合った。最優秀者に選ばれたのは、こ
の分野で経験の豊富な新居千秋都市建築
設計であった。丁寧な市民ワークショッ
プを経て、実施設計が2015年５月に完了
したが、２ヵ月後の建設工事の入札にお
いて、参加は１社のみ、入札額も市の予
定価格である73億円を21億円上回って不
調となる。手間をかけて実績ある設計者
を選び、設計者も市民参画をしながら心
血を注いで設計図書を作成したにもかか
わらず、市の想定予算で建設を引き受け
る建設会社は現れなかった。

４）デザインビルド検討期７）

　１回目は、城址としての景観論、舞台
芸術施設としての機能論、市民の合意形
成の方法論といった川上での調整の不十
分が招いた問題から撤回され、２回目

は、市民や専門家を巻き込んで作成した要求水準
が、市が想定した予算に収まらなかったという、
建設市場との関係に阻まれた。我が国を代表する
能力と実績があり、広く尊敬されている設計者が
選ばれたにもかかわらず事業が進まなかった理由
は、政治状況や経済市場の変化といった不運が主
因ではあるが、発注側が留意すれば避けられた部
分も多い。
　そのような厳しい状況を打開するために、筆者
が招かれたのは、2016年の１月であった。根本か
ら問題を整理して取り組まないと解決できないこ
とを市事務局と共有し、九つの方向性、①明確な
メッセージの提示、②合理的な要求水準書の作

1999年02月 小田原市　（仮称）「城下町ホール」建設庁内組織設置
2005年12月 （仮称）「城下町ホール」エスキースコンペ最終審査会

審査委員（○印委員長）：○藤森照信・伊東豊雄・本杉省三他
山本理顕設計工場　選出

　　　この間反対運動激化
2008年05月 加藤憲一市長就任
2009年04月 小田原市　見直し決定
2009年12月 市民ホール建設準備会設置
2012年03月 市民ホール基本計画策定
2013年03月 小田原市芸術文化創造センター基本設計業務デザインプロポー

ザル最終審査会
審 査委員（○印委員長）：○仙田満・勝又英明・桑谷哲男・市来

邦比古　他
新居千秋都市建築設計　選出

2015年05月 実施設計完了
2015年07月 入札不調
2015年11月 小田原市　計画の見直し表明
2016年01月 東北大学への協力打診
2016年09月 小田原市　方針転換の説明
2016年11月 小田原市　デザインビルドの方針の説明と予算の10億円の減額

の発表
2017年04月 小田原市　ステートメント発表・事業者選定研究業務開始
2017年06月 募集要綱案、要求水準書案の公表（初旬）
2017年07月 事業者募集公告（３日）
2017年09月 １次審査（16日）
2017年12月 ２次審査（９日）

　佐藤滋、青木淳、重松象平、市来邦比古　他
　鹿島建設＋環境デザイン研究所JV　選出

2018年05月 基本設計完了
2019年01月 実施設計完了
2019年02月 工事請負の仮契約成立（８日）
2019年02月 建設工事の本契約議会承認（28日）
2019年04月 起工式（９日）
2021年09月 開館予定

表1　小田原市市民ホール建設までの経緯
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成、③優れた審査委員団の組成とその公表、④多
段階型の評価の導入、⑤競争的対話などによる情
報の不完全性の解消と競争性の担保、⑥優秀な
エージェントの採用による情報の非対称性の解
消、⑦対価の支払いによる選定応募者の負荷軽
減、⑧住民意向とビジネスニーズの間の調整、⑨
全体を通したマネジメント、を提示した（表２）。
この枠組みは市内部の調整を経て、市の方針とし
て、①設計業界からの信頼回復、②デザインへの
配慮、③実現性の高い計画、④多くの建設事業者
の参画可能性の担保、⑤シンプルで使いやすい質
の良いホールへの転換、⑥他の自治体の先進事例
となり得る計画、といった六つの視点として再設
定され、設計者を重視した２段階デザインビルド
プロポーザルで整備事業者を選定することとし

た。一方、同時期に市では、公物管理の考え方を
先取りして財政推計並びに人口推計を行い、この
大型プロジェクトの位置づけを再精査した。結
果、目標金額として前計画から10億円減額した63
億円程度が定められ、計画は最初から厳しい条件
での出発となった。

５）審査委員団の構成
　まず着手したのは、市民ホールの事業者選定を
行う整備推進委員会の人選である。良い事業者を
選ぶには、優れた審査委員団の構成は必須である
が、特にデザインビルドでは、通常の項目以外に
施工者の能力やその工程管理、コスト管理など、
多くの事象を総合的に見なければならない。そこ
で、委員長には都市計画分野の第一人者で城下町

①　明確なメッセージの提示：デザインビルドは、設計と施工が一体となるため、施工で利益が出るよう設計が誘導される可
能性も存在する。一方、条件提示が厳しすぎると良質な提案者が退場してしまう。そこで、設計の重視など、事業が何を求
めるかを宣言するとともに、選定における透明性の高い仕組みを提示し、それらを防がなければならない。

②　合理的な要求水準書の作成：住民の要望をそのまま取り入れようとするとオーバースペックとなりがちな一方、発注者が
財政当局の方を向いて、当該水準ではあり得ない予算条件が示されることも多い。デザインビルドでは、通常発注では、設
計時に調整が可能なこの矛盾を事前に解消しておく必要がある。要求水準書が重視されるのはそのためである。

③　優れた審査委員団の組成とその公表：事業者の選定において、要求水準書と並んで重要なのが、審査委員団である。単な
る充て職ではなく、実際の専門性の吟味が必要である。また、委員名は公表し、公明性を示すことも必須である。審査委員
団が大きくなると質的な議論がしにくくなる一方、チェックしておきたい領域は多いことから、専門的な知見を審査委員会
に提供するが、審査には加わらないアドバイザーを位置づけることも有効である。

④　多段階型の評価の導入：デザインビルドで難しいのは、条件が定まらない中で、計画の質とコストの両方を判断しなけれ
ばならない点である。よって、計画の質で絞り込んだ上で、現実性を評価する２段階評価を採用する。

⑤　競争的対話による情報の不完全性解消と競争性担保：どんなに作りこもうと要求水準書にすべてを書き切ることはできな
い。また、プロセスの途中で明らかになる事象も多い。そうした不完全性を軽減するため、審査前に、提案者の発注意図理
解と発注者の考えに齟齬がないかをすり合わせる競争的対話（コンペティティブダイアローグ）を行う。

⑥　エージェントの採用による情報の非対称性の解消：通常発注で設計者は、発注者のエージェントとして動いてくれるが、
デザインビルドでは施工者と契約関係にあって、その役割を期待できない。この情報の非対称性を解消しておかないと、受
注者が発注者に不利な設計や見積りをつくってもそれを見抜けない。そこで発注支援業務者を採用する。

⑦　対価の支払いによる選定応募者の負荷軽減：多段階とすることは、発注側の不確実性を減らす一方で、参加者の負荷を増
やす。これは、短期的には、参加候補者の数を減じて競争性を揺るがし、長期的には、業界の疲弊と提案力の低下をもたら
してしまう。これを避けるため、２次審査進出者には応分の対価を支払うことは必須の条件である。

⑧　住民意向とビジネス慣習の調整：公共事業はその公共性故に、住民意向の反映は必須である。一方、事業者にすれば、選
定後、住民参加によって加わるリスクを見越して事前にコストを乗せようとする。市民の権利だとして、ビジネス慣習を無
視した条件設定とならないよう、意見交換会など事業者側が理解できる住民参加の採用が望ましい。

⑨　全体を通したマネジメント：デザインビルドは、時間がかかるだけでなく、時に利益が相反する設計と建設が含まれ、そ
の後の運用にも配慮が求められる複雑な事業である。そのため、全体を統合するマネジメントが不可欠となる。事業者提案
の性能や価格を精査するのが⑥のエージェントだとすると、この職能は、①コンセプト提示、③審査委員団の編成、⑧住民
参加との調停役など、重要な機会を繋いでプロセス全体をチューニングする存在である。

表２　DBを成功させるための９ヵ条
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にも詳しく、日本建築学会会長も務めた佐藤滋
（早稲田大学総合研究機構研究院教授）、委員には
地元の小田原高校出身で国際的建築家である青木
淳、国際的視点から建設事業を評価できる、これ
も著名な建築家であるＯＭＡニューヨーク事務所
代表の重松象平、舞台芸術専門家の市来邦比古

（（公社）日本舞台音響家協会副理事長）らを招く
こととした。これに加えてコスト管理や品質等技
術的な検証を行う支援業務（ＣＭ業務）を委託
し、更に、筆者が整備事業全体をコーディネート
することとなった。この支援業務の調達には、国
土交通省の多様な入札契約方式モデル事業（平成
28年度）の認定を受けている。コーディネーター
が審査委員とならないのは、様々なステークフォ
ルダーと交渉するこの職能と審査を遮断して、公
正公明な審査を目指したためである。

６）要求水準書の作成
　強調しておきたいのが、支援事業
者と試設計を積み重ねながら現実性
の高い要求水準書の作成に時間をか
けた点である。更に１次審査の提案
書は、計画コンセプトとプランのみ
とし、多くの事業者が参加できるも
のとする一方で、設計受賞実績の提
出を請うなど、設計者重視の姿勢も
示している。これらは、公告予定の
１ヵ月前に暫定的に公表し、市民の
反応を踏まえて公告を行うなど市場
ニーズの把握にも努めている（2017
年７月）。
　同年の９月16日に公開プレゼン
テーションを行った後、ヒアリング
と審査会を非公開で行い、１次審査
通過者の３者を選定した。通過者に
は、２次審査への作業費としてそれ
ぞれ100万円を支払い、１次審査終
了直後と、最終案提出１ヵ月前の２
回にわたって、発注者と提案者との

間で競争的対話を行っている。これは、１次審査
における審査員の評価ポイントを伝えながら提案
者の要求水準書の解釈や設計意図を確認して、最
終成果品が発注者の要求からずれないように調整
するために設けられたものである。

７）最終審査
　最終審査は、2017年12月９日に行った。３者に
よるプレゼンテーションは公開で行ったが、事業
者側の知的権利を保護するため審査員との質疑は
非公開で行った。このように、情報共有を行った
上で、厳しい競争を課すと、成果品は自ずと密度
の高いものになっていく。しかしその一方で、応
募者の負荷を減らすように配慮は行ったが、実際
に２次審査で提出された内容は通常500万円～
1,000万円の業務内容であり、これを１社100万円
のフィーで、引っ張ったことには課題が残ること
を指摘しておきたい。最終的には、厳しい議論を

図４　第1次案から最終案への変化（提供：小田原市）
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経て、鹿島建設＋環境デザイン研究所が優先交渉
権者として選ばれた。これは、提案内容はもちろ
んのこと、実績を持つチームであるにもかかわら
ず、賑わい廊という観光物産機能を外構の予算内
で建設する提案を行うなど、自らリスクを取って
要求水準書以上の提案を位置づけたことも効いて
いる。更には、１次審査から最終審査に至るプロ
セスの中で、ルールに則しながら、発注者や市民
の意図を取り込んで柔軟に対応したことも評価に
繋がっている（図４）。

８）要求水準書の不完全性とその調整
　丁寧に要求水準を作成しても市民や関係者が案
を見てから気づくことも多い。その結果、設計者
公募時の想定建設費は60億円程度であったが、
2018年５月31日の基本設計完了時には65億円と上
昇することとなった。市では、運営委員会の協力
を得ながら、実際の運営を見据えて見積りを調整
したが、最終的には延床面積は５％ほど増えるこ
とになった。更に、設計期間中にも建設資材の高
騰など物価上昇リスクが内在していた。そこで、
受注側から、実施設計段階で、新たな構造変更に
よる減額提案が提示される。この採用には、要求
水準の見直しが若干必要となるため、発注側も、
昇降機設備計画、大ホールの側舞台の寸法、展示
系機能室の遮音性能など、市民に説明しながら要
求水準書の書き換えを行った。発注者と事業者の
見積り合わせと実施設計の完了（2019年１月31
日）を経て、同２月８日に工事請負仮契約、２月
28日には市議会の議決を経て本契約となり、2019
年４月９日に起工式が行われた。現在、2021年９
月開館を目指して順調に工事が進んでいる。こう
した過程から、デザインビルドが発注者の一方的
要求を遂行させる片務的なものではないことが見
て取れる。

�10 まとめ

　東北大の事例では、大学講堂から国際会議場の

機能を有するコンサートホールへの改修という、
かなり攻めた方向性を目指しているにもかかわら
ず、事前の精緻な検討が事業リスクを下げ、ヴァ
リューを出すことにある程度成功した。早期に、
運営の方向を見定めることができれば、イニシャ
ル・ランニングの両面で出費を減らすことができ
る好例である。一方の小田原市の事例では、それ
までの発注がうまくいかなかった経緯から、結果
としてデザインビルドが選択されている。しかし
ながらこれは、デザインビルドが、他の発注に比
べて優れていることを示すものではない。むし
ろ、発注者である市側が、不幸な経験に謙虚に向
き合って、試設計を経た丁寧な要求水準書を作成
したといったフロントローディングが有効に働い
ていることを見逃してはならない。
　一方、フロントローディングは財政当局の理解
を得ることも少なく、裏方であるためにその意味
を説明することも難しい。しかしながら、ここで
示したようにその効果は極めて大きい。21世紀の
公共建築の発注者には、硬直した前例踏襲的手法
にとらわれず、包括的で賢いマネジメントが求め
られていることを思い起こしていただければ幸い
である。

謝辞： 本稿の作成にあたっては、小田原市文化部
を始めとする関係各位の協力を得ている。
ここに記して謝辞に代えさせていただきた
い。
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川元　「地域に愛される公共建築」はどのように
してできていくのか。それを考える事例として、
平成31（2019）年１月に完成した陸前高田市立気
仙小学校を取り上げます。本日は、同小学校の設
計を担当された設計JVのお三方に集まっていた
だきました。これから、それにまつわる様々なお
話をじっくりと伺ってまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。

川元　気仙小学校プロジェクト（以下、「本事業」
という）の始まりは、平成27（2015）年７月にプ
ロポーザルが公募された時です。まずは、応募の
きっかけについてお聞かせください。
綾井　その年の暑い夏の日、野島さんから「陸前
高田の小学校のプロポーザルが公募されたので、
一緒にやりませんか」と連絡をいただきました。
本当にうれしいお話でした。とっさに「今やるべ
きだ」と思い、海外に行く予定をキャンセルして
プロポーザルに取りかかりました。
　私は、東日本大震災が起きてからずっと、建築
家としてその復興に貢献したいと思っていまし
た。津波によりかつてない大きな被害を受けた
東北地方の役に立てないのなら、自分は何のた
めに建築をやってきたのかと自問自答していま
した。

　それまで香山壽夫先生のアトリエで学校建築の
経験を積んできました。今回はそれが活かせるの
ではないかと思ったのです。
　しかし、そもそも被災地での設計は通常のもの
とは異なります。想像もできない大きな課題や困
難もあるでしょう。その時にアトリエ時代の同僚
の土屋さんが思い浮かびました。知識が広範で、
粘り強く、明るい。本事業の推進力もある。いつ
か一緒に仕事をしたいと思っていた人でした。
川元　土屋さんはどのように受けとめられました
か。
土屋　綾井さんは私にとっては大先輩です。アル
バイトでアトリエにいた時から既に設計チーフで
した。教育環境研究所の野島さんとは、アトリエ
時代に学校事業PFIプロポで協働しました。様々
なことにチャレンジしてきた仲間だったので、三
者でやれるイメージはすぐにできました。
　私は、アトリエ在籍中から、応募できるプロ
ポーザルには全部参加していくという姿勢でし
た。今回も、単体で応募することも可能な条件で
したが、しっかりとしたチームを組むことで勝つ
可能性も高まりますし、何か新しい設計ができる
のではないかというチャレンジングな気持ちにな
りました。
　プロポーザルの公募には100社近くがエント
リーすることもあります。内藤廣先生が審査員で
もありましたし、なかなか大変な勝負になるだろ

応募のきっかけ、チームで取り組んだ理由
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うと思いました。自分たちの実力を試すという意
味も含めて、挑戦することにしました。
川元　野島さんが声かけをされた理由はなんだっ
たのですか。
野島　当研究所は設計事務所でもありますが、学
校づくり全般のコンサルティングをしています。
設立から約30年、所長の長澤悟先生を中心に運営
のあり方も含めた教育環境づくりのための仕事を
してきました。
川元　プログラミングの立場ですね。
野島　研究所では同志社中学校・高等学校の新た
な整備計画に10年ほど関わりました。「建物を新
築するだけではなく、教育自体を見直す契機にし
たい」という依頼がきっかけでした。その時の設
計担当が香山アトリエでした。そのご縁でお二人
に連絡をしたのです。
　私は、本事業のプロポーザルに応募する前か
ら、大船渡の復興学校の計画に取り組んでいまし
たので、大船渡には度々出かけていました。陸前
高田はその通り道にあります。ほとんどの構造物
は爆撃されたかのような破壊のされ方をしていま
した。その惨状を見て、いつかこの地でも支援に
関わりたいとずっと思っていたのです。
綾井　本事業は通常の小学校の設計ではありませ
ん。熟練した気心が知れたチームで、万全の体制
を敷いて挑む必要がありました。応募段階では、
かつて勤務した事務所での設計の実績も評価され
ましたので、門戸が大きく開かれていて、私たち
には大きなプラスでした。

川元　実際に現地に入ってから発注者とのやりと
りが始まります。東京から突然来た設計者が知ら
ない土地にどうやって入り、どのように地元の人
たちの考え方を取り入れられたのでしょうか。
綾井　本事業の大きな特徴は、「地域の懇話会」
と「デザイン会議」への出席が求められたことで
す。募集要項にも明記されていました。
　「懇話会」は、地域を代表する立場の町内会長
などに本事業に関する要望を伺い、設計意図の説

明をする場です。「デザイン会議」はプロポーザ
ル審査員でもあった内藤廣先生や羽藤英二先生、
市役所の方などがメンバーでした。この審査委員
団の役割は設計者を選んだら終了というものでは
なく、その後も学校づくりに関わり続けるという
考え方です。復興は長期にわたります。しかも今
回は、山を削って高台を造成して、新しい町をゼ
ロからつくるというまちづくりです。本事業に至
るまでの間に長く続いた土木事業や都市計画と一
体となって進める必要があります。「こういう考
え方でこの敷地はできた」、「この町はこれからこ
ういう風につくりたい」という考えを聞きなが
ら、それに整合した建築をつくる。そのための
「デザイン会議」なのです。
　私たちはまず、その二つの会議体に出席し、
様々な経緯や考え方を伺うことから始めました。
そして資料をつくって説明する。それを基に意見
を交換する。これを繰り返しました。
　他にも、学校関係者との意見交換の場をいただ
きました。畳一畳ぐらいの全体模型をつくって２
週間ぐらい学校に置かせてもらい、子どもたちか
ら自由な意見をもらいました。「こういうところ
が楽しそう」「ここが好きだ」などを付箋に書い
て、模型に貼ってもらいました。たくさんの付箋
を読むのは楽しかったし、大変参考になりました。
　このようにして、学校との信頼関係も少しずつ
できてきました。そして、設計上の疑問が出てき
たらすぐに学校に連絡して具体的な話を伺う、

現地にどのように入っていったか

綾井氏
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そのようなこともできるようになりました。
　地域でのインフォーマルな付き合いも大切で
す。復興の努力をしている地域の方々が運営する
食堂や居酒屋にも出かけました。そしていろいろ
話をして食事をする。設計事務所チームと陸前高
田チームでサッカーの試合もしました。こてんぱ
んにやられましたが（笑）。
土屋　それまでに、大学のサッカー部OBなど
様々な人たちが復興に役立ちたいと陸前高田に
入っていました。大学の都市計画やまちづくりの
方々もいました。その紹介などもあり、市役所や
学校以外の町の様々な方々にお目にかかり、たく
さんお話を聞き、交流も広げながら、設計を進め
ました。
　地域から遠くに散らばって生活する被災者の
方々が大勢いらっしゃいましたので、その方々か
らの要望やご意見を伺うことは困難な状況もあ
り、大々的なワークショップは開けませんでし
た。その代わりに、様々な交流をしながら土地に
なじんでいく努力をしました。
川元　地元の方でも、懇話会の設置など積極的な
環境整備をやられています。そういう環境がな
かったら、短期間で精度の高い設計をまとめ上げ
ることは難しかったでしょうね。
綾井　懇話会などはありがたかった。そもそもど
この誰に話を伺えばよいか。そこから始めないと
いけなかったわけですから。
野島　当時の教育委員会の課長さんと校長先生は
この地域のご出身で、お知り合いも多かった。発
注側の責任者は地元の方々が中心でした。それが
地元との関係づくりがうまくいった大きな要因
だったと思います。
川元　地元に入って、食堂や居酒屋で生の声を聞
くと、公式の場では聞けない「実はこうなんだ」
ということも分かりますね。
綾井　インフォーマルなコミュニケーションでこ
そ、本当の声が出てくると思います。もちろん地
元のすべての方からすべての話を聞くことはでき
ない。だからといって聞くことに意味がないとい
うことは決してない。現地に行って、面と向かっ
て直接話をすると様々なことが伝わってきます。

綾井　現地での対話の中から、プロポーザルでは
提案していなかった「風のホール」が新しく生み
出されました。この地域で900年にわたって受け
継がれている「気仙町けんか七夕太鼓」という伝
統的な太鼓があります。子どもたちが毎日練習し
ている、本当に生きた伝統です。単に伝統芸能の
授業として取り扱うようなレベルをはるかに超え
ています。
　プロポーザルに応募する時にも知識としては
知っていました。しかし現地に入って学校の様子
を見ていると、子どもたちは５分の休みでも太鼓
に駆けつけて、うれしそうに叩いている。学校と
地域とが一体となって、ずっと伝統を繋いでいる
のです。
　それを見聞きして、「太鼓専用の場所ができれ
ば、復興の象徴になるのではないか」「震災で途
切れそうになっているお祭りを再び盛り上げる推
進力になるのではないか」と思うようになりまし
た。学校の敷地の中で、中心市街地から一番良く
見える場所に、太鼓の練習が専用にできる「風の
ホール」をつくることにしたのです。
山口　復興の象徴としてですね。
綾井　対話のための対話ではなく、対話を通し
て、本当に地域に必要な新しい機能が、新しい学
校の中にできました。
　今でも地元の人たちは「設計者との対話から生
まれたホールだ」と言ってくれているそうです。
川元　地元の人たちには、伝統を続けたいという

「風のホール」の誕生

懇話会の様子
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思いをどう具現化すればよいかが分からなかっ
た。そこに具体的な形の提案があった。それを見
て「欲しかったのはこれだった」と気づかれた。
綾井　漠然と抱いている共通の願いや思いを具体
的な形で示すことができた。これが建築の力だと
思います。
川元　一方で発注者の立場から見ると、当初計画
に入っていなかったものを追加的に付加すること
は、実務的には非常にハードルが高い。それに対
してどのように対処されたのですか。
野島　専門的な説明になりますが、公立小中学校
の場合には国庫補助事業があり、学級数に応じて

補助基準面積が割り当てられます。本校の場合に
は、災害復旧事業と復興交付金事業の組み合わせ
でしたので、学級数は被災当時の数（現状の学級
数よりも多い）を用いて計画できました。つまり
面積要件としては比較的余裕があったのです。一
方で、それをよいことにあまり過大につくって
も、将来その学校を支えきれなくなります。
川元　メンテナンスなどが負担になりますね。
野島　現在、全国の地方公共団体で、施設更新の
適正化を目指した「公共施設等総合管理計画」が
つくられています。学校施設についても、将来に
わたって継続的に生かしていくためにはコンパク
ト化という視点が重要です。他方、気仙小学校が
真に地域に愛され続けるためには、地域に開かれ
た学校にする必要があります。そのせめぎ合いの
中で、地域の伝統文化を継承する活動の場となる
「風のホール」が生まれました。
　学校の全体計画としては、空間の広がりとゆと
りの確保、多様な学習活動への対応のしやすさは
しっかりと押さえました。その上で「風のホー
ル」に面積を振り分けたのです。
川元　増やしたのではなく、振り分けたのですね。

綾井　私たちは、応募要項よりも延べ床面積を１
割減らした提案をしました。面積が広いと維持管
理費もかかります。学校には掃除業者が入るので
はなく、子どもたちが自分で掃除をする仕組みで
す。だから豊かな空間をつくるという大前提を守
りつつ、面積は出来るだけ削っていきました。

維持管理（メンテナンス）への配慮

風のホール

プロポーザル時の模型
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山口　発注側の要望ではなく、設計側からの提案
だったのですね。通常の設計では、設計意図の実
現のためには面積は膨らむ傾向にあると言われま
す。それとは逆なのですね。
綾井　はい。「この面積で十分に機能します」と
説明しました。一般的には面積が減るとそれに比
例して設計監理費にも影響が生じるのですが
（笑）。面積を減じた分の建設予算は、建物の質を
高めるために有効に使うことにしました。
野島　在職の先生方は本校の建築プロセスをご存
じなので、建物をとても大事に使ってくれていま
す。設計側との意思疎通も綿密でしたから、建物
の維持管理に関しても非常にポジティブに捉えて
いただき、大変ありがたいことです。
　しかし先生方も異動で入れ替わります。当初の
理念を今後どのように繋いでいくか。本事業に限
らず、継続的に考え続ける必要があるテーマだと
思っています。
綾井　そのような意味合いもあり、私たちは建物
完成後も、運動会や学習発表会などに参加してい
ます。先生方や子どもたちと会いたくて出かける
のが一番なのですが、設計のフォローアップをす
るという気持ちもあります。

綾井　それと若干関連しますが、「気仙小のふし
ぎ」を紹介させてください。Ａ４一枚紙に「どの

ような考え方でこの学校をつくったのか」「ここ
の設計は何故こうなっているのだろう」などを説
明したものです。施工に入った段階でつくり始め
ました。
　そのきっかけは、工事現場に子どもたちを招い
て伝統的な餅まきをやったのですが、その次の日
に校長先生から「設計者に会えたことがうれし
かった、と６年生が言っていたよ」と聞いたこと
です。「大工さんに会えてよかった」「建物が大き
かった」といった感想はしばしば聞きますが、子
どもたちから設計者について触れられたのは初め
てでした。すごくうれしくて、もっと設計のこと
を知ってもらいたいと思いました。それで６年生
が読んでも分かるような簡単な内容にまとめて、
クイズ形式にしました。この作業を通して、設計
コンセプトはこういう書き方でも書けるというこ
とに気づきました。
川元　とても読みやすい。多くの関係者が「自分
も設計者の一員なんだ」と思えそうですね。
綾井　それが建物にとっても最高の状態だと思い
ます。先生が異動で入れ替わる際にも設計の考え
方を伝えられたらよいなと考え、今もその活動も
続けています。
川元　設計コンセプトは利用者に理解されないと
意味がないですからね。概念的、抽象的な内容で

「気仙小のふしぎ」

野島氏

「気仙小のふしぎ」
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はすっと染み込まない。
綾井　そうですね、伝わらないと意味がない。
川元　逆に、分かりやすい言葉で書くには、それ
だけ中身が詰まっていないとできない。
綾井　分かりやすく書くのは難しい。「今日学校
でこんなものを貰ったよ」と、親御さんにも「気
仙小のふしぎ」が届いたらうれしいなと思いなが
ら書きました。
　私は気仙小にまつわる新聞記事や校長先生が熱
心に更新されているブログも全部保存していま
す。そうすると、校舎が使われ始めた今でも「こ
のように太鼓の練習をしているのだな」とか「多
目的スペースはこうやって使われているのか」と
いうことがよく分かります。
　こちら側から「気仙小のふしぎ」を発信し、学
校側が発信するものをこちら側も見る。建物を引
き渡したらそれで終わりではありません。学校側
からの情報を見て「そう使いたいならばこうやっ
たほうが使いやすいですよ」と、次に会った時に
助言することもあります。
川元　その活動は大変参考になります。しかしな
かなか「まね」できないことです。

綾井　設計者にとって、引き渡した建物は自分の
子どもみたいな気持ちになります。だから自分が
生きている限りはどこまでもベストを尽くした
い。一方で現実には、別の新しいプロジェクトに
も時間を取られますから、その時間のやりくりは
難しいのですが。

野島　ヨーロッパなどには100年前の建物でも新
品のような施設環境で使われている学校もあると
聞きます。一方で日本の学校は、建築後40年で老
朽化が問題になります。つくった後にほとんど手
が入らず、メンテナンスもできていないからで
す。例えば、トイレは子どもが毎日10分間清掃す
るだけでは絶対にきれいにならない。
　維持管理という視点から、建築家の知恵の注入
が必要です。それに継続的に関わっていけるよう
な環境づくりが大切です。
土屋　そういった分野が設計者の新しい仕事にな
ればいいですね。現在は、新築すること、改修の
設計をすることばかりに仕事の比重が置かれてい
ます。メンテナンスは、設計にもフィードバック
できる内容があるから、実は設計者にとって非常
に価値があることです。しかし現実には、何らか
のフィーがないとメンテナンスに継続的に関わる
ことはできません。
　私立学校などでは、設計事務所と継続的な関係
が維持されている例があります。そのような現場
に行くと、過去に設計したもので雨漏りしたもの
の理由はこうだったのだと分かる。現場に対面す
ることで切迫した状況が把握できるので、身にし
みて設計にフィードバックがかかります。
川元　そうですね。どちらかというと、そういう
フォローは施工会社がやる場合が多い。しかし、
施工会社では設計のコンセプトが十分に分かって
いなくてうまくいかない例もあると聞いたことが

引き渡した建物への関わり

土屋氏
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あります。
土屋　例えばCPDのポイントを活用するなどし
て、建物を上手にメンテナンスする建築家が適切
に評価される仕組みがあるとよいですね。
　市民の方々と直接に対面すると、お祭りに熱気
があることをリアルに感じることができたりし
て、それを設計に活かすことができる。それと同
じような話だと思います。リアルな現場に向かい
合うということは設計の教育にも繋がりますし、
やはり現場を見る、感じるということが大切です。

山口　たくさんの意見が出るのは良いことです
が、それを設計に集約していくのは、聞けば聞く
ほど大変だと思います。どのように対処されたの
ですか。
綾井　学校の関係者や地域の方と綿密な打ち合わ
せを何度もしました。そのうち２日分のやり取り
について、まとめたものがあります。“どの部屋
に関して、いつ、だれから、どのような要望が出
されたか。それに対して私たちは、いつ、どのよ
うに応えたか”といった検討の履歴を記録したも
のです。２日間で105項目ありました。
　様々な要望をそのまま足し算していくと、建物
の機能は過剰になり、規模も肥大化します。しか
も、かえって使いにくい、いびつなものになりま

す。だから、私たち三人と市の担当とで要望に対
する対処方針を決めました。最終的な判断は、教
育委員会の皆さんと私たちとが相談しているその
場で行うということです。言われたことを全部や
ることではない。常にそういう共通認識を持って
いました。その際の判断については、「えい、や
あ」と決めるのではなく、「このような理由があ
るからだ」と合理性が保てるようにしました。あ
る判断をして、取捨選択するということです。
　当然ながら、地域や学校の方から「要望したの
に、そういうふうになっていない」と言われるこ
とはあります。その時にチームで共有したのは、
言われた意見を、なかったことにするとか無視す
ることは絶対にやらないということです。その代
わりに、「その意見は、全体から考えるとそのま
ま実現はできないが、もう少し俯瞰的に考えると
別のやり方でならば実現できる」と伝え、対話を
深めていきました。
　なぜその対応ができたかというと、設計の技術
論になりますが、中庭を各教室が囲むという今回
の基本形式の中に、様々な要望を受け入れられる
強さがあったということなのです。いろいろ要望
を取り入れて変形していっても全体像は崩れな
い、柔軟で強い秩序、形式があったからなので
す。
　そのようなかたちの秩序を見つけられるかどう
かが建築家にとって非常に重要なことです。今回

多種多様な要望を一つの形にまとめる

中庭を中心とした建物の配置
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は、三者が力を合わせて議論をしたから、そうい
う形式を初期の段階で見つけられたのだと思いま
す。みんなで、どういう校舎があるべきなのか
と、いろんな模型をつくって、スケッチして、ス
タディしました。そうこうしているうちに、「こ
の形式だとうまくいく」「これで大丈夫だ」とい
う感覚が突然に降りてくるのです。
川元　途中で放棄しないでどれだけ頑張れるかと
いうことですね。
綾井　最終的にうまくいく形式というのは、要望
された様々なことが解決できるし、不思議なこと
に、その後の新たな要望についても難なく受けと
められます。全体が崩れるのではなくて、むしろ
新しい要望によって変形を加えると、その形が更
に魅力的なものになっていく。
　そういう形式、秩序を見つけること、探求する
ことが設計の一番大切なことだと感じています。

山口　それは突然出てくるのではなくて、今まで
のたくさんの経験からの積み上げだと思うのです
が、いかがですか。
土屋　そうはいっても、かなり案はつくりました
よ。基本的なルールを単純に決めて、それだけで
全部解いていこうというのではなくて、いくつも
いくつも考えて、比較することで見えてくること
がやはりあると思います。基本設計のときはそれ
ぞれの事務所を随分行き来しました。ああでもな

いこうでもないと、模型もいっぱいつくりまし
た。それだけ努力をするとそれだけのものができ
るものだなと改めて実感もしました。
野島　敷地条件の中で、街に対してどのように顔
をつくるかということが大きな鍵でした。体育館
は地域開放がしやすい西側に配置してほしいと言
われたこともあり、オーソドックスに考えたらそ
ちらの方がよいのです。
　しかし、敷地から見える海や市街地などの状況
を踏まえると、この町の復興の象徴にするために
は、大きな建物である体育館は市街地から一番良
く見える場所に配置する方がよい。そう判断し、
同時にその周辺に地域開放できる施設を固めてい
きました。それが一つ目の強い骨格になりました。
　グラウンドと校舎の関係のような学校建築とし
て押さえるべき基本は押さえました。子どもたち
の主たる居場所となる教室の環境を考慮して、教
室と管理諸室の配置を決めました。それが二つ目
の骨格です。そして中庭を介してお互いがよく見
えるような関係をつくりました。
　三つ目の骨格は、「風のホール」です。
綾井　プロポーザルの時には、体育館の脇に図書
室を配置していました。地域の人がすぐ使えると
ころに顔を出すためです。その後「風のホール」
がもっと堂々と地域に向けて飛び出してきまし
た。
川元　一般的には、プロポーザル案の骨格がその
まま基本設計になっていくというイメージがあり
ますが、それを更に発展させられたのですね。

設計で大切にした三つの骨格

聞き手：山口

聞き手：川元

24　　建築コスト研究　No.109　2020.4

特集　発注者と設計者とをつなぐもの



土屋　そうです。プロポ案では普通教室も特別教
室も一体となった２階建ての校舎で提案していま
した。実際の設計では特別教室棟は独立した平屋
として大きな屋根をかけました。すると、家のよ
うなスケールの普通教室棟から、少し大きな広場
やアーケードのような特別教室棟の空間に出てい
くというおもしろい空間体験ができるものになり
ました。
川元　学校の中に町ができているイメージです
ね。いろいろなスケールの空間を体験ができて、
子どもたちにとっても均質ではなくて、いいです
よね。
綾井　学校をめぐる中で、いろんな場所が見えて
くる、現れてくるというコンセプトが実現できま
した。
土屋　具体的な条件を一つひとつ考えていくこと
で、だんだん設計が変遷できたことが大きかった
です。
綾井　土屋さんも、野島さんも学校の設計でたく
さんの経験を積んでいます。私もある程度は積ん
できましたので、普通に使える合格点の学校だっ
たら短時間でもまとめられるという気持ちがあっ
たのです。だから、この地域にベストのものを探
すために、ぎりぎりまで大胆な組み換えも受け入
れて、考え続けることができました。
川元　ある程度の見通しが立っていたから、ぎり
ぎりまで考え続けられたということですね。

綾井　三つ目の骨格に関連して、高台に全く新し
い町をつくることになりますので、用事がなくて
学校に来ても子どもたちに会えるように、と散歩
道をつくりました。学校の敷地を町に開くので
す。野球のバックネットは、地域の人が「風の
ホール」の縁側に腰をかけながら「もっと腰を入
れろ」とかやじを飛ばせるように、その散歩道に
沿って作りました。
野島　この学校は、地域の公園の一つなのです。
地域の公園の中に建つ東屋みたいなイメージを形
にしています。その中で子どもが活動し、太鼓を
打っている様子を、みんなで見て、時には参加し
て楽しめる。
綾井　毎日、太鼓の音がぼんぼんといい音で出て
います。地域の小さな会議もここを利用している
そうで、町の知り合いを訪ねたら「昨日もここを
使ったよ」とおっしゃっていただきました。これ
までの苦労が報われる気がしました。うれしい言
葉でした。
川元　建築の原点に立ち返る素晴らしいお話で
す。これからも地域に愛されて使われ続ける建物
であり続けるとよいですね。
� （以下、次号に続く）

地域に開かれた気仙小学校
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1 はじめに

　建設プロジェクトにおいて、発注者と設計者と
の意思疎通に最もデリケートな要素となるのはコ
ストである。特にプロジェクト初期段階におい
て、最初に算出する目標工事費は、後々のコスト
マネジメントに大きな影響を与えるため、少しで
も多くのデータを基に工事費を算出することが望
ましい。また、工事費算出のためのデータ量を増
やし、計画の特徴を的確に反映した工事費を算出
することが、プロジェクトを円滑に進める第一歩
とも考える。しかし、プロジェクト初期段階にお
いては、工事費算出のためのデータ量を増やすに
も限界がある。
　従来、プロジェクト初期段階の目標工事費は類
似案件データを補正する形で算出されてきたが、
我々は今後のAI（人口知能）技術の進展を見据
え、より多くのデータを活用できる第二の方法と
して、ニューラルネットワークを用いた予測ツー
ルを開発した1）。その背景、考え方、内容等につ
いて、以下に説明する。

2 コストマネジメント及び初期段階の課題

　我々が行うCM業務におけるコストマネジメン
トは、五つのマネジメント領域（統合マネジメン
ト、品質マネジメント、スケジュールマネジメン
ト、コストマネジメント、情報マネジメント）の

うちの主要なマネジメントの一つになる。
　コストマネジメントとは、建設プロジェクトの
目的・ニーズに対して、最適な品質・コストを実
現するための統合的・継続的コスト管理活動であ
り、主な実施内容は次のようになる。

①基本計画における工事費の算出
②設計段階における

・コストプランニング
・コストのモニタリング
・コストレビュー
・概算工事費の内容確認

　特に、基本構想、基本計画等の初期段階の工事
費は、基本設計・実施設計まで連続的に実施する
コストマネジメントの基準となる工事費になるた
め、慎重に算出することが必要になる。
　プロジェクト初期段階の工事費は、類似事例の
延床面積当たり単価を補正し算出することが一般
的であり、通常は次の手順で算出する。

①延床面積、構造形式、用途が類似する案件を
選定する。

②特殊要因を調整する。
　例）杭の有無等の基礎形式、特殊設備の有無
③類似案件の延床面積当たり単価に対して、時

点補正、地域間補正を行う。
　時点補正は建築費指数の時系列指数、地域間

補正は都市間格差指数を利用する。
　実際の業務では、延床面積、構造形式、用途が
類似する案件数は多くなく、特定の案件の補正と
なることが多い。
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AIが予測する
建設プロジェクト初期段階の工事費
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シニアエンジニア　加藤　泰正



　案件が少ない場合、隠れた特殊性が排除できな
い可能性があり、個別の特殊性の影響を低減する
ためには案件数を増やす必要がある。案件数を増
やす方法としては対象期間を広くすることが考え
られるが、そうすると図1に示すように建築費指
数（建設工業経営研究会）と当社の年度別平均工
事費の推移の乖離が大きくなる。このことは、建
築費指数による時点補正の限界を示していると考
えられる。

3 AI手法の概要2）

　近年、画像認識や自動運転等の様々な分野で
AIが実績を上げつつあり、注目されている。AI
の特長の一つとして、大量データを学習できるこ
とが挙げられる。これは機械学習とも言われる
が、人が一定の経験を通じて獲得する判断力は、
この機械学習をうまく活用することで一部代替で
きるのではないかと期待されている。AIの学習
できるデータ量は人をはるかに凌駕するので、一
層の期待感はある。
　AI手法の一つとして注目度の高いニューラル
ネットワークは、脳の神経細胞ネットワークを模
した構造をしており、入力層、中間層、出力層を
それぞれ構成するニューロン及び、各ニューロン
間の信号量を調整する重み係数からなる（図2）。
中間層を深くしたディープラーニングは、重み

（図2の線の部分）の数が膨大となり、高度な学
習ができると言われている。逆に中間層をなくし
たパターンは統計手法の一つである線形重回帰分
析のモデルに類似するものとなる。この二つのモ
デルを比較すると、中間層を持つニューラルネッ
トワークの表現力は絶大なものであることが直感
的に理解できる。
　ニューラルネットワークの重み係数は、出力層
における出力と正解の誤差（損失関数）が最小に
なるように、バックプロパゲーションというアル
ゴリズムによって算出される。出力層から入力層
に向けて誤差を逆伝搬させ、その誤差量を基に重
み係数の値を修正しながら、順伝搬と逆伝搬を繰
り返し、最適値を探索する。学習はこのバックプ

図1　建築費指数と当社の年度別平均工事費推移の比較
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図2　ニューラルネットワーク及び線形重回帰分析のイメージ
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ロパゲーションによって行われる。
　ニューラルネットワークは回帰と分類の各問題
を扱うことができる。回帰は種々のデータの傾向
から、目的とする連続的な数値を予測するもの
で、今回の工事費予測がこれに該当する。分類は
種々のデータを離散的な値に分類するもので、画
像認識等が相当する。現在、AIは2000年代から
始まる第3次ブームの中にあり、これら双方の問
題に対し、ディープラーニングを主として様々な
分野に適用が試みられている。
　一方、学習においては過学習が発生するケース
がある。学習能力が高いために、学習データをそ
のまま暗記してしまうような現象である。このよ
うな場合、学習をさせていないデータに対して
は、予測が大きく外れることになる（図3）。こ
のようなこともあり、学習に際しては、質の良い
データを収集、使用するということも重要な視点
となる。
　学習がうまくいっているかを見極める方法とし
て、通常は学習をさせていない複数の検証データ
を用い、実績値と予測値の乖離状況を評価する方
法がとられる。学習に使ったデータによる予測値
と検証データによる予測値の分布を比較すること
で、過学習の状況がある程度判断できる。
　過学習の対策としては、学習データ量を増や
す、ネットワークモデルを簡略化する、一部の
ニューロンをドロップアウトさせる、または、損
失関数に正則化項を考慮する等の方法が挙げられ
る。
　その他、ニューラルネットワークを用いて解を
得るためには、層の数や層の中のニューロンの
数、活性化関数（図2）や損失関数の種類、重み
係数に設定する初期値、その最適解を求めるため
の手法、そこで扱われる各種係数の値、エポック
数（全データに対する学習回数）、ミニバッチサ
イズ（全データをバッチに分けて学習させる時の
サイズ）及び過学習対策等、様々な項目の組み合
わせをトライアンドエラーしながら調整する
チューニングと呼ばれる作業が必要となり、労力
が大きいという側面もある。教育には手間暇がか
かるということである。

4 学習方針

　蓄積された工事費データを基にして、工事費を
予測する試みは古くからある。例えば、石原3）

は事務所及び住宅に関して、それぞれ多変量解析
を採用している。具等4）は同一発注者による同
種の施設に関して、重回帰分析及びニューラル
ネットワークを採用している。これらの既往の研
究に見られる特徴は、対象施設の用途を一つに限
定していることである。
　用途を限定することで、学習データ群は同質の
ものとなり、予測精度を高めることはできるが、
予測ツールとして利便性は高いとは言えない。建
設プロジェクト初期段階において、種々の用途ま
たは複合施設に対して、それぞれ工事費を検討し
たい場合がある。そこで、用途種別を限定しない
予測ツールの開発を目指した。
　ただし、これを実現させるためには、種々の条
件を抱合する多くの学習データを集める必要があ
る。また、扱う工事費のバラツキは必然的に大き
くなり予測が難しくなるため、何らかの対策を講
じる必要がある。
　まず、学習データ量を確保する件を考える。工
事費の予測を困難にする要因として、物価変動が
ある。この影響を小さくするためには、比較的直
近で地域間の物価格差が小さいデータを使用する
ことになる。しかし、一組織内で収集できるデー
タ量には限りがある上に、建設時期と建設地を限
定することで、データ収集量は更に減少してしま
う。そこで、比較的長い過去及び全地域のデータ
を対象にすることを考える。これらのデータは、
時点補正や地域間補正をして用いるのではなく、
建設時期と建設地を何らかの方法で数量データ化
し（6参照）、入力データとして位置づけ、工事
費とともに学習させるものとする。
　次に、扱う工事費のバラツキが大きくなる件に
ついて考える。このバラツキは個々の施設の特殊
要因や用途種別に負うところは大きいが、まだそ
れらが明確には定まっていないプロジェクト初期
段階における予測ツールの運用を考えている。そ
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こで、工事費の予測範囲を限定するという意味
で、延床面積当たりの工事費を5段階程度に分類
して、それを建物のグレードと見なし、学習デー
タに加えるという方法を考える。5段階というの
は人間が直感的に分類できるレベルである。ま
た、後述（5参照）するが、施設用途別に見る
と、このグレードは更に1から4段階に減ること
になる。

5 データ概要

　収集したデータは、建設地は国内各地域、着工
が2000年から2019年の計233件である。種々の規
模、用途種別、グレード、構造種別を含んでい
る。用途種別とグレードの関係下における各デー
タ件数を表1に示す。
　全データにおける延床面積当たりの工事費の平
均をＡ、標準偏差をσとした場合、グレードⅠは
A-1.5σ未満、ⅡはA-1.5σ以上A-0.5σ未満、
ⅢはA-0.5σ以上A+0.5σ未満、ⅣはA+0.5σ以
上A+1.5σ未満、ⅤはA+1.5σ以上A+2.5σ未
満、Ⅴ強はA+2.5σ以上と機械的に設定してい
る。正規分布の場合、±2.5σの範囲に入るデー
タ量は全体の約98.76％であり、本設定はほぼす
べてのデータをカバーできる。
　なお、平均と標準偏差を計算する際には、2018
年の東京に補正した金額を採用した。補正には、
国土交通省の建設工事費デフレータ及び地域別工
事費指数を用いた。本補正はグレードを便宜的に
設定するためにのみ使用している。工事費を学習
させる時には補正をしていない金額を用いる。
　同表内の施設用途01、07、08、09は再開発でよ
く見られる用途であり、02から06はそれらの用途
の複合施設である。用途別にグレードの件数を見
ると、1件のものを除けば概ね1から4段階に入
る分布になっており、人間が直感的に設定できる
範囲である。更に、本ツールの使用者に、自分が
携わった過去の案件がどのグレードに属するかを
提示することで、初期段階においてグレードを想
定することは十分に可能であると考えている。

6 ニューラルネットワークの入出力データ項目

　ニューラルネットワークの入出力データの各項
目の内容について以下に示す。なお、各入力デー
タはプロジェクト初期段階において想定できると
いう考えの下に設定している。
6.1　入力データ項目
（1）延床面積、地上階数、地下階数
　建物の規模と概略の形状を表す数量データとし
て採用した。
（2）用途種別
　用途種別はカテゴリーデータであり、各用途種
別に対し、該当すれば1、そうでなければ0を入
力する。ただし、複合施設の場合は最大3用途ま
でとし、該当する用途の数値を合計すると1にな
るように按分して設定するものとした。按分率は
施設の専有面積比等を参考にする。
（3）グレード
　グレードは本来カテゴリーデータであるが、Ⅰ
は1、Ⅱは2、Ⅲは3、Ⅳは4、Ⅴは5、Ⅴ強は
6と数量データ化した。グレードは延床面積当た
りの工事費を一定金額幅に割り当てているので、
グレードを表す数値とほぼ比例関係になると考え
た。

表1　用途種別とグレードの関係下における各データ件数
� グレード
用途種別 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅴ強 合計 構成比

01事務所 13 19 4 1 37 15.9％

02事務所・商業 4 6 6 16 6.9％

03事務所・住宅 1 5 1 7 3.0％

04事務所・商業・住宅 2 2 1 1 6 2.6％

05事務所・宿泊 3 1 4 1.7％

06商業・住宅 1 5 2 8 3.4％

07住宅 9 5 2 1 17 7.3％

08宿泊 3 2 2 7 3.0％

09商業 2 6 1 9 3.9％

10庁舎 1 12 2 15 6.4％

11文化 1 3 3 2 5 14 6.0％

12スポーツ 1 1 2 3 7 3.0％

13教育・研究 20 27 5 5 1 58 24.9％

14医療 3 8 2 13 5.6％

15福祉 3 3 1.3％

16生産 1 2 3 1 2 9 3.9％

17倉庫・物流 2 1 3 1.3％

合計 7 70 99 38 11 8 233 100.0％

構成比 3.0％ 30.0％ 42.5％ 16.3％ 4.7％ 3.4％ 100％ －

建築コスト研究　No.109　2020.4　　29

AIが予測する建設プロジェクト初期段階の工事費



（4）構造種別
　構造種別はRC（鉄筋コンクリート造）、Ｓ（鉄
骨造）、SRC（鉄骨鉄筋コンクリート造）の3種
類のカテゴリーデータとした。構造種別の複合は
最大2までとし、用途種別と同様の扱いとした。
（5）建設地
　建設地は本来カテゴリーデータであるが、種類
が多くなるため、数量データ化する方法を検討し
た。そこで、建設地における平均地価及び地域別
工事費指数を使用するものとした。場所の範囲は
原則都道府県単位とし、政令指定都市がある場合
はそれを別途考慮した。東京都の場合は特別区内
と特別区外に分けた。
　平均地価は国土交通省土地・建設産業局の土地
総合情報システムより、2018年における商業地の
土地面積当たりの平均取引額を使用した。
　地域別工事費指数は国土交通省の平成30年度新
営予算単価より、県別の鉄骨鉄筋コンクリート造
の地域別工事費指数を用いた。
（6）着工年
　着工年は本来カテゴリーデータであるが、種類
が多くなるため、建設地と同様に数量データ化す
る方法を検討した。ここでは着工年の西暦の数値
及び建設工事費デフレータの過去2年の勾配を用
いた。
　西暦の数値と物価変動は線形な関係にあるわけ
ではないが、物価変動を表す指数とセットで学習
させる方法を採った。
　建設工事費デフレータは国土交通省の建築総合
指数を参照し、該当年の同指数を2年前の同指数
で除した値を用いた。即ち、物価トレンドを表す
データとして採用した。
6.2　出力データ項目
　出力データは一つであり、延床面積当たりの工
事費である。工事費については、時点補正、地域
間補正は行わずに使用する。
6.3　データの前処理
　ニューラルネットワークの入出力データに実際
値をそのまま使うとデータ項目毎に桁数が違うた
め、膨大な重み係数を算出するには、数値計算が
安定せず適さない。そこで、入力データとしてカ

テゴリーデータを除く数量データは、使用する活
性化関数の特徴を考慮して、すべて標準化（平均
0、標準偏差1）し、出力データは基準化（最大
値1、スケーリングなし）して用いた。カテゴ
リーデータはそのままの値（最大値1）を用いた。

7 学習結果及び考察

　ニューラルネットワークの計算はプログラミン
グ 言 語Pythonを 用 い、 深 層 学 習 ラ イ ブ ラ リ
Keras5）を利用した。中間層は3層とし、各中間
層の活性化関数には双曲線関数（tanh）、出力層
はシグモイド関数を用いた。損失関数は二乗和誤
差 を 使 用 し、 学 習 の 最 適 化 ア ル ゴ リ ズ ム は
adam2）とした。また、過学習を抑えるため、損
失関数にL2正則化項2）を考慮した。
　学習結果は次の3ケースについて示す（用途番
号は表1参照）。
　　Case1：再開発系事務所（用途01）
　　Case2：再開発系4用途（用途01から09）
　　Case3：全件（用途01から17）
　Case1は再開発系の事務所という単一用途を対
象とした場合である。多くの既往の研究がこれに
該当する。Case2は再開発系の事務所・商業・住宅・
宿泊の4用途、及びそれらの複合施設を対象とし
ている。Case3は全用途全件のデータを対象とし
ている。Case1からCase3にかけて、データ量は
増えることになり、工事費のバラツキも大きくな
る傾向がある。
　学習に対する検証方法は、各ケース、全データ
の15％程度を無作為抽出し、検証データとして使
用する。この検証データの80％以上が、予測誤差
±15％以内に入れば合格とした。
　Case1からCase3の学習結果をそれぞれ図4か
ら図6に示す。各図、縦軸及び横軸が共に0から
1の値となっているが、予測値及び実績値である
延床面積当たりの工事費の最大値を1に基準化し
ているためである。図中、「学習データ」とは学
習させたデータを使って予測した結果であり、再
現性を評価している。「検証データ」は学習させ
ていないデータを入力しているので、本予測ツー
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ルをまさに検証するものである。
　過学習の場合、「学習データ」の方は45度のラ
イン上にほぼ並び、「検証データ」の方は大きく
外れるという結果になる。本学習ではL2正則化
項を考慮している効果が出て、再現性の精度はや
や落ちているが「検証データ」の予測結果は比較
的良好である。
　予測精度という観点からは、検証データの合
格率がCase1は83.3％、Case2は100％、Case3は
82.4 ％ と、Case2が 最 も 良 い 結 果 と な っ た。
Case3は元々バラツキの大きいデータを扱ってい
るが、より詳細なチューニングの効果で検証条件
をクリアできている。
　以上の結果より、単一用途のみならず、複数用
途を対象とした予測ツールの開発の可能性を示す
ことができたと考えている。

8 開発ツールの概要

　予測ツールの開発は、利便性の高さを考慮して
マイクロソフト社のExcelを利用した。当画面を
図7に示す。操作手順はシンプルで、入力データ
項目（延床面積、地上階数、地下階数、用途、グ
レード、構造、着工年、建設地）を設定し、「AI
予測実行」ボタンを押すのみである。瞬時に工事
費及び延床面積当たりの工事費（㎡当たり、坪当
たり）の各予測値が得られる仕組みとなってい
る。
　学習はPythonのプログラムを通じて行い、検
証に合格した時の重み係数をExcelに取り込み、
Excelサイドで工事費の予測計算をする方式とし
ている。
　本ツールの特徴として、パラメトリックスタ
ディが容易であることが挙げられる。例えば、延
床面積、地上階数、地下階数、用途、グレード、
構造、建設地を一定にし、着工年だけを変化させ
て工事費の変化を観察することができる。その一
例を建設工事費デフレータ（国土交通省）と合わ
せて図8に示す。
　予測値はデフレータよりも後半やや高めとなっ
ている。当社の設計者の多くは、このデフレータ

図4　Case1における実績値と予測値の比較
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図5　Case2における実績値と予測値の比較
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図6　Case3における実績値と予測値の比較
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よりも物価上昇率が高いと感じており、それが裏
づけられた結果となっている。理由の一つとし
て、デフレータを算出する時に想定された建物モ
デルに比べて、当社で扱った案件は社会的要求水
準が全般的に高かったためと推察される。
　このようなパラメトリックスタディを行うこと
で、各入力データ項目がコストに与える影響度を
知ることができ、コスト特性に対する知見を深め
ることができる。

9 今後の課題

　ニューラルネットワークによる建設プロジェク
ト初期段階における工事費予測の有効性を示し
た。また、複数の施設用途や複合施設を単一の予
測ツールで対応できる可能性も示した。しかし、
予測精度を高めるための課題はいくつかあると考
えており、それらの内容を以下にまとめる。
（1）学習データ量の増大
　入力データ項目が複数ある中で、それらの組み
合わせによっては学習データ量が少なくなる領域
があった。それらを補うデータが必要であり、学
習データは多いほどよいと考える。
（2）一部施設用途の細分化
　教育・研究という施設用途を設けたが、学校校
舎、屋内運動場、大学講堂、研究施設等、コスト
特性が違うと思われる建物が混在する状況であっ

た。ただし、細分化し過ぎると学習データ量が不
足するので、注意は必要である。
（3）入力データとして特殊要因の追加検討
　工事費への影響度が高い特殊要因はいくつか考
えられるので、データ化を工夫して取り入れるこ
とが有効と考えられる。グレードで表現できない
部分を補完するような位置づけになると考えてい
る。
（4）着工年におけるデータ化の見直し
　時点による物価変動の要因は各種経済指標、金
利動向等多くあり、工事費と相関性の高いものが
あれば取り入れる必要がある。ある程度の年代を
まとめて、カテゴリーデータとして扱うことも考
えられる。
（5）建設地におけるデータ化の見直し
　時点に応じた地域間の物価変動を数量データ化

図7　建設プロジェクト初期段階における目標工事費予測システムの画面例

建設プロジェクト初期段階における目標工事費予測システム
過去実績をニューラルネットワークで学習して予測しています

※ 青太枠内を入力し、[AI予測実行]ボタンをクリックして下さい

入力項目名 入力  比率合計 1 延床面積当り工事費（円/㎡）
延床面積（㎡） 20,000 20,000
地上階数（階） 10 10 0
地下階数（階） 2 2
用途1（主） 事務所 1.000
用途2 - 0.000 延床面積当り工事費（円/坪）
用途3 - 0.000
グレード* Ⅲ 3 0
構造1（主） SRC 1.000
構造2 - 0.000

2019 工事費（円）
1.052

1,375,295 0
100

* グレード Ⅴ：高い、Ⅰ：低い

2019着工年

建設地
(地域指数考慮）

東京都23区内

過去
実績

学習

予測

AI予測実行

図8　予測工事費の推移例

70

80

90

100

110

120

130
物
価
指
数
（

20
08
年
を

10
0）

年

予測値（東京事務所）

建設工事費デフレータ

32　　建築コスト研究　No.109　2020.4

特集　発注者と設計者とをつなぐもの



することが考えられる。ある程度の場所をまとめ
てカテゴリーデータとして扱うことも考えられ
る。

 10 AI手法の更なる展開の可能性

　今回は建築の特徴を表すいくつかの数値データ
から目標工事費の予測を試み、AI手法の有効性
を示した。AIは特に画像認識の分野において成
功例が多いことから、次の⑴から⑶のステップに
よる工事費予測の展開も考えられる。
⑴　建物の竣工写真から延床面積当たりの工事費

を予測する仕組みを確立する。
⑵　建物のラフなスケッチから疑似的な竣工写真

を生成する。
⑶　上記⑴の仕組みを使い、疑似的な竣工写真か

ら延床面積当たりの工事費を予測する。
　以上のステップにより、建物のラフなスケッチ
から工事費を予測できることになる。
　上記⑵については、敵対的生成ネットワーク
GAN（Generative Adversarial Networks）と呼
ばれる手法が広く研究されている。将来的には、
建物のラフなスケッチから工事費を予測できるの
ではないか。

 11 おわりに

　基本構想、基本計画等の初期段階に算出する目
標工事費は、建設プロジェクトを円滑に進める上
ではより多くのデータを基に算出することが望ま
しい。この観点から、従来の類似案件データを利
用する方法に加え、より多くのデータを活用でき
る第二の方法として、AI手法を用いた目標工事
費予測ツールを開発した。
　AIが予測した工事費には「この工事費の精度
はどのくらいですか」と質問が投げかけられるこ
とが予想される。工事費の精度（図９）には三つ
の意味があると言われている6）。
⑴　設計のコスト管理の精度

　設計の川上段階に設定した「①設計の目標工
事費」と実施設計完了時に算出した「②概算工

事費」を比較した場合の精度
⑵　工事費概算手法の精度

　実施設計完了時に算出した「②概算工事費」
と「③精算工事費」を比較した場合の精度

⑶　積算行為自体の精度
　建設工事の実施前に「④積算により算出した
工事費」と建設工事完了後に「⑤実際にかかっ
た費用の清算により確定した工事費」を比較し
た場合の精度

　AIが予想した工事費は設計の目標工事費にな
るため、AIが予想した工事費の精度に関する質
問は「設計のコスト管理の精度」に該当する。精
度に関する質問に答えるため、また、その精度を
高めるためにも、AIによる工事費予測に連携し
た設計段階のコストマネジメント手法の構築・整
備が必要となる。
　今後、本ツールの実用性を更に高めることで、
コストマネジメント初期段階における情報量を増
やし、建設プロジェクトの円滑な進行に寄与した
いと考えている。

図９　工事費の精度
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1）加藤泰正，伊藤一義，村瀬弘幸「ニューラルネットワークを用
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ウム論文集』pp.334-337, 2019.12

2）例えば，Ian Goodfellow他『深層学習』KADOKAWA，2018.2
3）石原徹也「多変量解析による企画段階での建築コストの予測に

関する研究」『日本建築学会関東支部研究報告書』pp.421-424, 
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4）具源龍，加藤直樹「データマイニング手法を用いた建築プロ
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6）日本建築学会社会システム委員会建築コスト小委員会「建築コ

スト・ワークショップⅤ「建築コストのタテマエ・ホンネを語
る。」」『建築コスト七不思議Ｑ＆Ａ（第1版）』2012.2.24

建築コスト研究　No.109　2020.4　　33

AIが予測する建設プロジェクト初期段階の工事費



第１ はじめに

　2020年4月1日から、債権部分にかかる改正民
法（以下、「改正民法」という）が施行されます。
本稿では、建築設計・監理等業務委託契約に影響
があると思われる主な改正民法の内容と、設計者
及び工事監理者（以下、「設計者等」という）の
民法上の責任について説明したいと思います。

第2 設計契約と監理契約

　発注者からの委託を受けた設計者等が設計また
は監理等の業務を行う場合、発注者との間には、必
ず、設計契約や監理契約が存在します。また、建
築士法は、建築士事務所の開設者に契約書等の交
付を義務付けています（建築士法第24条の8）。
　「契約」である以上、業務の内容または責任に
ついて疑義が生じた場合は、契約または民法に基
づいて解決されます。
　また、第三者に損害が生じた場合には、契約関
係はありませんが、設計者等には民法上の「不法
行為」責任が生じる可能性があります。

第3 民法とは

　設計者等には、契約や民法に基づく責任が生じ
ますが、そもそも「民法」や「契約」とは何かに
ついて説明します。

１．公法と私法（図１）
　法律は、大きく「公法」と「私法」に分けられ
ます。
　「公法」とは、国家と国民との間のルールを定
めたもので、憲法や刑法がその代表例です。建築
基準法や建築士法も「公法」に含まれます。
　一方、「私法」とは、国民間のルールを定めた
ものです。民法や会社法がその代表例で、民法は
社会における国民相互の関係を規律する一般法で
す。
　契約を締結して業務を行う場合、設計者等は、
相手方との関係では民法が適用される一方で、国
家との関係では建築基準法等の公法が適用されま
す。したがって、例えば、口頭での契約は民法上
は有効ですが、公法（建築士法）上は契約書作成
義務に違反し、不利益処分の対象となる場合があ
ることに注意が必要です。

出典：大森文彦著『新・建築家の法律学入門』（大成出版社）p.4より抜粋
図1　公法と私法
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（大森文彦著：「新・建築家の法律学入門」p.４より抜粋） 
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2．契約
（1）「契約」とは
　契約とは、「申込」と「承諾」という当事者間
の意思表示の合致によって法律効果（権利義務の
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発生、変更または消滅）が生じるものを言います
（図2）。法律効果が生じるという意味では、一般
的な「約束」とは異なります。
　例えば、友人同士の遊びの待ち合わせの約束を
破っても、基本的に何らの法律上の権利義務も発
生しないと考えられます。
　一方、友人同士で「その本を1週間貸してくれ
ないか」という申し込みに対し、承諾して本を渡
した場合、無償であれば民法上の「使用貸借契
約」が成立し、借主には返還義務が発生します。

（2）契約自由の原則
　民法には「契約自由の原則」、即ち、「①契約を
締結するかどうか、するとして、②誰と、③どの
ような内容の契約を、④どのような形式で締結す
るかは自由」という原則があります。
　また、契約は、民法の任意規定に優先します。
したがって、「契約」で定められた事項について
は当該契約条項が適用され、「契約」で定められ
ていない事項については、民法の任意規定が適用
されることになります。

（3）「契約自由の原則」の例外
　契約の内容等については原則自由ですが、例外
もあります。公序良俗に反する場合など強行規定
（守らなければならない規定）に反する場合は、
「無効」となり、法的効果は発生しません。
　例えば、「賭博に勝ったら相手の全財産をもら
う」という内容の契約は、公序良俗に反し、無効
と考えられます。

3．不法行為（改正民法第709条）
　民法上、法律効果（権利義務の発生、変更また
は消滅）が発生する場面としては、前述した「契
約」のほかに、「不法行為」が重要です。
　不法行為責任は、①故意または過失ある行為に
よって、②相手方の権利を侵害し、③損害を生じ
させ、④当該行為と損害との間に因果関係がある
場合に生じますが、契約関係の有無を問わず、即
ち、契約関係がない第三者との間でも生じる点に
注意が必要です。
　例えば、急いで道を歩いていて、うっかり他の
歩行者にぶつかり、相手が転んで怪我をしてし
まった場合、相手とは何ら契約関係はありません
が、ぶつかった人には相手に対する不法行為責任
が生じます（図3）。

図3　不法行為責任の発生

  （図１） 

 

 

 

 

 

                 

（大森文彦著：「新・建築家の法律学入門」p.４より抜粋） 
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第4 改正民法上の具体的な設計者等の責任

１．�設計契約と監理契約の法的性質�
（準委任契約か請負契約か）

　設計契約は、準委任契約か請負契約かという点
につき争いがあります。どちらの契約と認められ
るかで、生じる法律効果が異なります。
　準委任契約とは、当事者の一方が「法律行為で
ない事務」をすることを相手方に委託し、相手方
がこれを承諾することによって、その効力が生じ
る契約を言います（改正民法第656条、第643条）。
一方、請負契約とは、当事者の一方がある「仕事
を完成」することを約し、相手方がその仕事の結
果に対して報酬を支払うことを約することによっ
て、その効力が生じる契約を言います（改正民法

図2　契約とは（ex. 売買契約）

買主 売主申込の意思表示 承諾の意思表示

意思表示の合致⇒

売買契約成立⇒

法律効果発生
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第632条）。
　次項で説明しますが、準委任契約の場合、委託
を受けた者（以下、「受任者」という）は「善管
注意義務」を負い、これに反した場合に、民法
上、損害賠償責任等が生じます。請負契約の場
合、請負人は引き渡した目的物に「契約不適合」
があれば、「契約不適合責任」を負います。
　基本的には契約の内容次第ではありますが、設
計業務の特殊性等を鑑みると、個人的には、設計
契約は準委任契約と考えるのが妥当だと考えま
す。そこで、以後、設計契約は準委任契約である
ことを前提に説明します。
　なお、監理契約が準委任契約であることについ
ては、ほぼ争いはありません。

2．契約上の設計者等の責任
（1）善管注意義務
　準委任契約が成立すると、受任者には、「委任の
本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事
務を処理する義務」が生じます（改正民法第644条）。
　善良な管理者の注意を「善管注意」、前記義務
を「善管注意義務」と言います。
　善管注意とは、「債務者の職業、その属する社
会的・経済的地位などにおいて一般的に要求され
るだけの注意」（我妻栄『新訂債権総論（民法講
義Ⅳ）』（岩波書店）p.26）を言い、設計者で言
えば、「設計者として一般的に要求されるだけの
注意」と考えられます。この注意を尽くしたかど
うかは、客観的に判断されます。
　受任者に善管注意義務違反があった場合、受任
者には、委託した者（以下、「委任者」という）
に生じた損害を賠償する義務が生じます。

（2）契約不適合責任
　また、受任者が善管注意義務に違反した結果、
成果物である目的物が「種類、品質又は数量に関
して契約の内容に適合しないものであるとき」
（以下、「契約不適合」という）は、委任者は、受
任者に対し、一定の要件の下、①追完請求、②代
金減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除がで
きると考えられます（改正民法第559条（以下省
略）、第562条ないし第564条）。

3．契約不適合責任の具体的内容
　受任者が善管注意義務に違反した結果、引き渡
された目的物に契約不適合がある場合を前提に説
明します。

（1）追完請求（改正民法第562条）
　委任者は、受任者に対し、「修補、代替物の引
渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完」を請
求できると考えられます。ただし、委任者に不相
当な負担を課するものでないときは、受任者は、
委任者が請求した方法と異なる方法による履行の
追完をすることができます。

（2）代金減額請求（改正民法第563条）
　委任者が「相当の期間を定めて履行の追完の催
告をし、その期間内に履行の追完がないとき」
は、受任者に対し、「その不適合の程度に応じて
代金の減額」を請求できると考えられます。「代
金の減額」ですが、基本的には、価値の減少分が
対象になると考えられます。
　また、履行の追完が不能など、催告しても履行
の追完を受ける見込みがないことが明らかである
ときは、無催告で代金減額請求をすることもでき
ます。

（3）損害賠償請求（改正民法第564条、第415条）
　受任者が善管注意義務に違反した結果、引き渡
された目的物に契約不適合があり、それによって
委任者に損害が生じた場合、委任者は受任者に対
し、損害賠償を請求することができると考えられ
ます。
　例えば、善管注意義務違反の結果として設計図
書の契約不適合があったため、委任者が自らまた
は第三者に依頼して契約不適合状態を直した場合
の費用や、その後の建物工事へ影響が出た場合の
修補費用などが該当すると考えられます。

（4） 契約の解除（改正民法第564条、第541条、
第542条）

①委任者は、受任者に相当の期間を定めて履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、契
約を解除することができると考えられます（改
正民法第541条）。また、全部の履行が不能な
ど、催告をしても契約をした目的を達するのに
足りる履行がされる見込みがないことが明らか
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なときには、無催告で解除できます（改正民法
第542条）。
　　ただし、いずれの場合も、「債務の不履行が
その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微
であるとき」は解除できません。
　　この「軽微」か否かの判断基準は条文上明ら
かではないため、どのような基準によって判断
されるかは、今後の裁判例を待つしかないと思
われます。
②また、「委任者の責めに帰すべき事由による」
契約不適合の場合は、契約の解除はできません
（改正民法第543条）。

4．報酬請求権
（1）準委任契約における報酬
　準委任契約は、原則無償です。例外的に、当事
者間で特に報酬の支払いについて定めた場合に有
償となりますが、その場合であっても、原則とし
て、委任事務を履行した後でなければ、報酬を請
求することはできません（改正民法第648条第1
項及び第2項）。

（2）履行の割合に応じた報酬
　例外的に、「委任者の責めに帰することができ
ない事由」によって委任事務の履行をすることが
できなくなったとき、及び委任が履行の中途で終
了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬
を請求できます（改正民法第648条第3項）。な
お、受任者に帰責事由がある場合で、委任者が何
らかの損害を被っていれば、別途、受任者に対し
て損害賠償請求権を行使することはできると考え
られます（筒井健夫・村松秀樹編著『一問一答
民法（債権関係）改正』（商事法務）p.351）。

（3）成果等に対する報酬
　委任事務の履行により得られる「成果」に対し
て報酬を支払うことを約束した場合で、その成果
が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引
渡しと同時に全額支払われるのが原則です（改正
民法第648条の2第1項）。
　しかし、①「委任者の責めに帰することができ
ない事由」によって、委任事務の成果を得ること
ができなくなったとき、または②委任事務の成果

が得られる前に契約が解除されたときのいずれか
に該当する場合で、当該成果のうち、可分な部分
の引渡しによって委任者が利益を受けるときは、
受任者は、その利益の割合に応じて報酬を請求す
ることができます（改正民法第648条の2第2項、
第634条）。もっとも、委任者に帰責事由がある場
合には、報酬金額の請求ができると考えられてい
ます（これらの点については、前出『一問一
答 民法（債権関係）改正』p.353）。
　設計契約では、通常、設計図書等の作成が業務
内容に含まれていると思われますので、報酬に関
しては、今後、成果等に対する報酬として処理さ
れる可能性がありそうです。

5．委任者が権利を行使できる期間
（1）期間制限
　引き渡された目的物の種類及び品質に関して契
約の内容に適合しない場合で、委任者がその不適
合を知った場合には、知った時から1年以内にそ
の旨を受任者に「通知」しなければ、前記3．

（1）から（4）までの請求をすることはできま
せん。ただし、受任者が、引渡しの時にその不適
合を知り、または重大な過失によって知らなかっ
たときは除かれます（改正民法第566条）。
　ここでは、契約不適合の内容のうち、「数量」
が除かれている点に注意が必要です。また、「通
知」に関して、どのような内容であれば足りるか
は、条文上明らかではありませんが、少なくと
も、「不適合の内容を把握することが可能な程度
に、不適合の種類・範囲を伝えること」が必要だ
と考えられています（前出『一問一答 民法（債
権関係）改正』p.285）。

（2）時効
　「権利を行使することができることを知った時
から5年間行使しないとき」または「権利を行使
することができる時から10年間行使しないとき」
のいずれか早い時期が経過した時点で、前述の通
知期間とは別に、「時効」が完成します（改正民
法第166条）。このとき、時効が完成することに
よって利益を受ける者が、時効を「援用」するこ
とで権利が消滅します（改正民法第145条）。な
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お、権利を行使するには、前述の通知とは異な
り、裁判上の請求等が必要となります（改正民法
第147条）。

6．不法行為責任
　不法行為責任は、前記第3 3．のとおり、①故
意または過失ある行為によって、②相手方の権利
を侵害し、③損害を生じさせ、④当該行為と損害
との間に因果関係がある場合に生じます。
　契約関係の有無にかかわらず生じる責任で、契
約関係があっても、契約上の責任とは別に、不法
行為責任も生じ得ます。

第5 改正民法上の請負者の責任

　設計者等の業務とは直接の関係はありません
が、「建物の完成」を目的とする一連の建築生産
の流れの中では、工事の請負者の責任についても
念頭に入れておく必要があると思われるため、簡
単に紹介します。

１．契約不適合責任
　請負契約においては、引き渡した目的物に契約
不適合があった場合、請負者は前記第4 3．記載
の各契約不適合責任を負います。ここで注意すべ
き点は、準委任契約と異なり、「善管注意義務」
違反の有無は問われない点です。基本的には、
「契約不適合」という結果があれば責任を負うこ
とになります。
　もっとも、「債務者の責めに帰することができ
ない事由によるものであるとき」は、注文者（以
下、「発注者」という）の請負者に対する損害賠
償請求は認められません（改正民法第564条、第
415条）。

2．建物完成後の解除
　発注者は、建物完成「後」であっても契約不適
合を理由とする契約の解除ができるようになりま
した。契約が解除されると、各当事者は「原状回
復義務」（改正民法第545条）、即ち、契約がない
ときと同じ状態に戻す義務を負います。したがっ

て、請負者は、建物を解体し、更地に戻し、発注
者に土地を返還するのが原則です。
　この原状回復義務に関してどのように運用され
るかは、今後、裁判例を積み重ねてみないと分か
りませんが、設計者等、特に工事監理者はこの争
いに巻き込まれ、結果として多額の損害賠償義務
を負う可能性も十分有り得ます。したがって、今
後はこれまで以上に丁寧かつ正確な業務が必要に
なると思われます。

第6 最後に

　以上、改正民法における設計者及び工事監理者
の発注者に対する法的責任について説明しまし
た。
　発注者と、設計者及び工事監理者は、不法行為
を除き、それぞれ「契約」によって結ばれていま
すから、設計者等は「契約」に定められた範囲内
で業務をするのが原則です。したがって、設計者
等としては、まず、何が契約上の業務なのか、そ
の範囲を把握することが非常に重要です。
　また、仮に「契約の範囲外」の業務をするので
あれば、その費用や責任の所在などについて、発
注者に対して明示することも重要です。反対に、
発注者からも「契約の範囲内でできる業務か否
か、費用の増減はあるか」などを確認すること
も、今後の契約社会では重要になってくると思わ
れます。
　両当事者の小さな確認の積み重ねが、将来のト
ラブル回避に繋がることはもちろんですが、互い
に良い関係を維持することで円滑な業務の遂行に
も繋がり、当事者の満足だけでなく、社会的にも
有益になることだと、個人的には考えています。
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1 はじめに

　令和元年６月の「公共工事の品質確保の促進に
関する法律」の改正により、設計業務等において
「公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成
され及び確保されるための適正な利潤を確保する
ことができるよう、（中略）予定価格を適正に定
めること」（第７条第１項第１号）が、発注者の
責務として新たに規定されたところです。
　国土交通省大臣官房官庁営繕部では、官庁施設
に係る設計等の業務（建築物の設計、工事監理、
耐震診断等）の委託に当たり、予定価格の基とな
る委託料を適正に積算するための標準的な方法に
ついて、「官庁施設の設計業務等積算基準」及び
「官庁施設の設計業務等積算要領」として定めて
います。

２
�委託料算定に当たっての基本的な�
考え方

2.1　業務報酬基準の考え方に基づく算定方法
　建築士法第25条の規定に基づき、「建築士事務
所の開設者がその業務に関して請求することので
きる報酬の基準（業務報酬基準）」（平成
31年国土交通省告示第98号）が制定され
ています。建築士法第22条の３の４の規
定により、設計受託契約または工事監理
受託契約を締結しようとする者は、業務
報酬基準に準拠した委託代金で契約を締

結するように努めなければなりません。
　官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領は、
業務報酬基準の考え方に基づき必要な事項を定め
たものとしています。なお、平成31年１月に、業
務報酬基準の改正内容を反映するとともに、官庁
営繕発注業務に係る実態調査結果に基づき算定方
法を見直すなど、大幅に改定したところです（平
成31年１月21日改定、同年２月１日から適用）。

2.2　委託する業務内容の明確化
　委託料を適正に積算するためには、委託する業
務内容を明確化することが不可欠です。業務報酬
基準では、「標準業務」の内容を定め、これに応
じた標準的な業務量を略算方法により算定できる
ようにしていますが、設計・工事監理業務は、標
準業務に含まれない追加的な業務が発生するもの
であり、この追加的な業務内容を仕様書に明示し、
必要な業務量を適切に加算することが重要です。

３ 設計業務等委託料の構成

　設計業務等委託料は、図１に示すように、直接
人件費、諸経費、技術料等経費、特別経費及び消

図１　設計業務等委託料の構成及び費用の算定

設計業務等
委託料

直接
人件費

諸経費
技術料等

経費
特別
経費

消費税等
相当額

直接人件費単価*業務人・時間数

（直接人件費＋諸経費）×技術料等経費率（0.15）

直接人件費×諸経費率（1.1）

＊設計業務委託等技術者単価の「技師Ｃ」

＝ ＋ ＋ ＋ ＋

×

建築コスト研究　No.109　2020.4　　39

官庁施設の設計業務等積算基準について

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

官庁施設の設計業務等積算基準について

特集　発注者と設計者とをつなぐもの



費税等相当額から構成されます。
　このうち、直接人件費は、委託業務に直接従事
する技術者の業務人・時間数に、当該技術者の業
務能力（技術力、業務処理能力等）に応じた直接
人件費単価を乗じたものの総和です。業務人・時
間数は、「一般業務」と「追加業務」のそれぞれ
に係る業務人・時間数の和であり、その算出方法
については後述しますが、原則として一級建築士
の免許取得後３年未満、二級建築士の免許取得後
５～８年の業務経験を有する者が業務に従事する
ことを想定した業務人・時間数を算定するものと
なっています。この場合の直接人件費単価は、国
土交通省が公表する「設計業務委託等技術者単
価」における技術者の職種「技師Ｃ」の単価（令
和２年度は32,700円/日）を用いることができる
ものとしています。
　諸経費は、設計業務等の履行に当たって通常必
要となる直接人件費以外の経費であり、直接人件
費に諸経費率を乗じて算定します。諸経費率は業
務報酬基準に基づき、1.1を標準としています。
　技術料等経費は、設計業務等において発揮され
る技術力、創造力等の対価として支払われる費用
であり、直接人件費と諸経費の和に技術料等経費
率を乗じて算定します。技術料等経費率は官庁営
繕発注業務等に係る実態調査に基づき、0.15を標
準としています。

４
�一般業務に係る業務人・時間数の�
算定方法

　一般業務とは、業務報酬基準に定める「標準業
務」としており、設計業務については図２の凡
例、工事監理業務については図３の凡例に、それ
ぞれ掲げる業務内容です。

4.1　新築工事の設計・工事監理業務
4.1.1　床面積に基づく算定
　新築工事の設計業務及び工事監理業務における

図２　設計業務における一般業務の項目と業務細分率

図３　�工事監理業務における一般業務の項目、業務細分率、�
標準的な対象外業務細分率
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「一般業務に係る業務人・時間数」は、床面積の
合計値と建築物の類型毎に定められた二つの係数
（a、b）により算定することができます（下式）。

（業務人・時間数）＝ａ×（床面積の合計（㎡））ｂ

　例えば、事務庁舎（15,000㎡）の設計業務の場
合、一般業務に係る業務人・時間数は、表１によ
り、総合、構造、設備のそれぞれについて以下の
とおり算定できます。

（総合）＝10.949×15,0000.7691≒17,832（人・時間）�
（構造）＝3.9794×15,0000.7147≒ 3,841（人・時間）�
（設備）＝0.7941×15,0000.9166≒ 5,342（人・時間）�
� 　合計　27,015（人・時間）

4.1.2　難易度係数による補正
　建築物が表２に示す建築物に該当する場合、各
対象建築物に応じた難易度係数を該当する業務分
野の業務人・時間数に乗じることができます。
　ただし、総合、構造、設備のそれぞれにおい
て、複数該当する場合は最も適切な難易度係数一
つを採用します。

4.1.3　一般業務の一部を委託しない場合の算定
　契約図書等の定めにより、一般業務の内容のう
ち委託業務の範囲外となる業務がある場合に限
り、当該範囲外となる業務の割合（対象外業務
率）を、「業務細分率」を用いて設定し、全体の

業務人・時間数から差し引いて算定
することができます。
　「業務細分率」とは、一般業務全
体の業務量を１とした場合の、個々
の業務内容の業務量の割合を示した
ものであり、設計業務の場合は図
２、工事監理業務の場合は図３に示
すとおりです。
　なお、工事監理に係る標準業務の
中には、「請負代金内訳書の検討及
び報告」、「工事費支払いの審査」な
ど、公共調達では通常発注者自らが
実施する業務も含まれているため、
予定価格の設定に当たっては、これ
らの委託業務の範囲外となる業務
人・時間数を適切に差し引く必要が
あります。このため、工事監理業務
共通仕様書適用の場合において標準
的に範囲外となる業務の細分率を
「標準的な対象外業務細分率」とし
て示しています（図３）。

建築物の
類型

建築物の
用途等

適用規模
(㎡)

一般業務に係る業務人・時間数の算出に係る係数

係
数

設計 工事監理

総合 構造 設備 総合 構造 設備

第四号
(業務施設)

第１類
(事務所等)

100
～48,000

a 1.3922 1.1125 0.7941 0.8301 0.3220 0.2062

b 0.9559 0.8297 0.9166 0.8679 0.7929 0.9201

第２類
(銀行、

本社ビル、
庁舎等)

390
～100,000

a 10.949 3.9794 0.7941 4.2100 1.4033 0.2062

b 0.7691 0.7147 0.9166 0.7365 0.6720 0.9201

表１　建築物の類型による係数（第四号（業務施設）の場合）

表２　難易度係数と主に想定している事例

難易度による補正の対象建築物
難易度係数

設計 工事監理等

特殊な敷地上の建築物 1.05 設定なし

木造の建築物 1.35 設定なし

特殊な形状の建築物 1.15 1.25

特殊な敷地上の建築物 1.15 1.20

特殊な解析、性能検証等を要する建築物 1.15 1.10

特殊な構造の建築物
（国土交通大臣の認定を要するものを除く。）

1.50 設定なし

免震建築物
（国土交通大臣の認定を要するものを除く。）

1.30 1.05

木造の建築物 1.65 1.40

特殊な形状の建築物 設定なし 1.35

特殊な敷地上の建築物 1.55 1.50

特別な性能を有する設備が設けられる建築物 1.25 1.45

最も適切な
係数を一つ
採用

最も適切な
係数を一つ
採用

最も適切な
係数を一つ
採用
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4.2　改修工事の設計業務
4.2.1　図面目録に基づく算定
　改修工事の実施設計に係る一般業務の業務人・
時間数の算定方法は次のとおりです。
①「建築工事設計図書作成基準」や「建築設備工
事設計図書作成基準」を参考にして想定する成
果図書の図面目録を作成
②図面１枚毎に「複雑度」と「CADデータの提
供等により業務量低減が図られる場合の影響
度」を設定し、「図面１枚当たりの平均所要工
数」に乗じることにより業務人・時間数を算定
③②で算定した図面１枚毎の業務人・時間数を合
計して全体の業務人・時間数を算定

　「複雑度」とは、実施設計図書の作成業務に係
る業務人・時間数の補正を行うための係数であり、
改修工事の設計に係る平均的な一般図の作成に係
る複雑さを「標準」（1.0）とした場合の複雑さの
度合いを設定するものです。簡易な図面は0.6、
複雑な図面は1.4を目安としています。
　「CADデータの提供等により業務量低減が図ら
れる場合の影響度」は、発注者が既存図面の
CADデータ、書式の電子データ等を受注者に提

供し、その利用によって設計図書の作成に係る業
務人・時間数が低減する場合、その影響度を、０
から１の範囲で、実情に応じて図面１枚毎に設定
できるものです。既存図面を紙、PDF形式の電
子データ等により提供する場合（それらをそのま
ま使用して作図可能である場合を除く）、「CAD
データの提供等により業務量低減が図られる場合
の影響度」は1.0となります。

4.2.2　算定における留意点
　前記4.2.1の算定方法による場合、次の点に留
意が必要です。
①一般業務の範囲は、発注者が提示する基本設計
の成果に相当する図面等に基づいて行う実施設
計であり、基本設計に該当する業務を含めて委
託する場合は、これに係る業務人・時間数を業
務内容の実情に応じて別途計上する必要があり
ます。
②計画通知または建築確認申請が必要な場合は、
「建築確認申請に係る関係機関との打合せ」及
び「建築確認申請図書の作成」に係る業務人・
時間数を別途適切に計上する必要があります。
③算定式は、実施設計図面を作成する上で参考と

○○図 複雑度

△△図

図面目録

CAD提供等
による影響度

図面１枚当たりの
平均所要工数

○○図に係る
業務人・時間数

＝

△△図に係る
業務人・時間数

×

換算図面枚数

（固定値）
建築改修：12.540
設備改修： 9.357

図面１枚当たりの
平均所要工数

複雑度×

×

CAD提供等
による影響度

× ＝

簡易：0.6
標準：1.0
複雑：1.4

CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度
発注者が既存図面のＣＡＤデータ、書式の電子データ等を受注者
に提供し、その利用によって設計図書の作成に係る業務人・時間
数が低減する場合、その影響度を、０から１の範囲で、実情に応じ
て図面１枚毎に設定できる。

図４　改修設計　業務人・時間数の算定方法
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なる既存図面を発注者が貸与する場合を基本と
しています。参考となる既存図面を提供でき
ず、実施設計図面の作成に当たり、受注者が既
存建築物の設計図書を復元するための実測調査
等を実施する必要がある場合は、当該調査に要
する業務人・時間数を追加業務に適切に計上す
る必要があります。
④改修工事の設計の業務内容は個別性が高いた
め、複雑度を図面毎に設定するほか、一般業務
に含まれない業務は追加業務として計上するな
どにより業務人・時間数を適切に計上すること
としていますが、その上でも平均的な改修工事
の設計と比較して難易度に著しく差が生じる業
務である場合に、実情に応じて業務人・時間数
を補正できるものとしています。

4.3　改修工事の工事監理業務
　改修工事の工事監理に係る業務人・時間数につ
いては、設計業務とは異なり、作業可能日・時間、
作業可能エリア、音・振動などの施工条件が様々
であり、またこれらの条件の多くは業務の受注者
の業務体制上の工夫や努力で解消できる性質のも
のではないことから、仮に同等の内容の工事で
あっても必要な業務人・時間数は大きく異なりま
す。そのため、一律に業務人・時間数を算定する
方法は示しておらず、工期、改修工事の内容（工
事種目、工種数等）、規模（対象面積・階数等）、
施工条件（入居者の有無、作業時間の制約等）等
の条件を勘案して算定することとしています。

５
�追加業務に係る業務人・時間数の�
算定方法

　追加業務とは、一般業務に含まれない業務内容
のことです。
　追加業務に係る業務人・時間数は、設計業務及
び工事監理業務いずれの場合も業務内容の実情に
応じて算定します。ただし、以下に示す追加業務

は算定式により算定できるものとしています。

5.1　積算業務
　成果図書に基づく積算業務（「積算数量算出書
の作成」、「単価作成資料の作成」、「見積収集」及
び「見積検討資料の作成」）を委託する場合、次
の式により、これに係る業務人・時間数を算定で
きるものとしています。

新築に係る積算業務人・時間数�
� ＝実施設計業務人・時間数×0.2　　　�
改修に係る積算業務人・時間数�
� ＝0.8872×実施設計業務人・時間数0.796

5.2�　新築工事の工事監理業務における完成
図の確認

　新築工事の工事監理業務において、完成図の確
認を追加業務とする場合、次の式により、業務
人・時間数を算定できるものとしています。

完成図の確認に係る業務人・時間数（建築工事分）�
� ＝0.0393×工事監理業務人・時間数0.8718�
完成図の確認に係る業務人・時間数（設備工事分）�
� ＝工事監理業務人・時間数×0.008 　　

６ おわりに

　官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領は、
下記の国土交通省ホームページに掲載しておりま
すので、適宜ご参照ください。
　なお、今回は誌面の都合により省略しました
が、同要領には、耐震改修設計や耐震診断業務等
の委託料の算定方法も記載しています。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_gyoumusekisankijun.html
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１ はじめに

　公共建築物には、地域社会に暮らす住人の生活
を豊かにするためのサービスを提供する器として
の性質に加え、建築物の設計や施工、維持管理に
参加する優秀な事業者を育成する場としての役割
も求められる。一方で、市民から集めた税金を基
に事業を行う公共工事においては、事業者の選定
にあたり公平性や選定の透明性が求められるた
め、建築物そのものが質の高いものであることに
加えて、建築プロジェクトを進めていくためのプ
ロセスの正当性も求められる。そのため、建築物
の調達業務では複雑な与条件を整理しながら有望
な設計者と施工者を選定する綱渡りのような作業
が必要となり、地方公共団体側の発注能力が高く
なければ、魅力的な建築物を供給することが難し
い時代となっている。
　我が国の入札・契約は、会計法と予算決算及び
会計令により規定され、地方公共団体について
は、地方自治法と地方自治法施行令により規定さ
れている。会計法第29条の３においては、「一般
競争契約」「指名競争入札」「随意契約」の３種類
の入札・契約方法が規定されて、第29条の５にお
いて、競争により業者を選定する場合は「入札」
による必要があるとされる。更に同法において
は、一般競争入札を前提とし、指名競争入札や随
意契約は、特別な場合としている。しかしながら
公共工事においては、1990年代中盤にダンピング

行為の横行による施工会社の疲弊や、低価格で入
札した事業者が実施した工事の質が低い場合も散
見された。
　このような事実を踏まえ、「公共工事の品質確
保に関する法律」が2005年３月に制定されてい
る。そして、これを受けて、2005年８月に「公共
工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推
進するための基本的な方針（基本方針）」が閣議
決定され、公共工事において価格と品質が総合的
に優れた事業者を選定することが求められるよう
になった。その後も国土交通省が中心となり、公
共工事の品質の確保と建設産業の育成の観点か
ら、2000年代より制度変更を継続的に行うととも
に、実際の運用において、混乱が生じないように
様々なマニュアルを公開している。主要なものを
以下に例示する。
⑴　総合評価方式使いこなしマニュアル　2006
年12月
⑵　建設コンサルタント業務等におけるプロ
ポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガ
イドライン　2009年４月
⑶　公共工事の入札契約方式の適用に関するガ
イドライン【本編】　2015年５月
⑷　公共工事の入札契約方式の適用に関するガ
イドライン【事例編】　2015年５月
⑸　国土交通省直轄工事における技術提案・交
渉方式の運用ガイドライン　2015年６月
⑹　「公共建築工事の発注者の役割」解説書
（第１版）　2017年６月
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⑺　地方公共団体における建築事業の円滑な実
施に向けた手引き　2017年７月

⑻　多様な入札契約方式の活用に向けて　2017
年12月

⑼　多様な入札契約方式モデル事業事例集　
2017年12月

　ただ、一般競争入札のような金額という説明し
やすい指標に代わって、設計者や施工者の質を評
価するという方法を実際に実行していくには、新
たな評価手法が必要となるとともに、選定プロセ
スが複雑化する。そのため、実際に事業者の質を
評価するような入札・契約方式を実施していくに
は、発注者側にも高い能力が求められるととも
に、多くの業務が発生する。特に建築物の質の評
価は実際に建築物が完成してみないと評価を定め
にくい。新築工事では、まだこの世の中に存在し
ない建築物の良し悪しを評価していく必要がある
が、設計者の選定時点では、設計者の頭の中にあ
る設計案を評価していくという難易度の高い事業
になるため、発注者側にも高度な専門性が求めら
れると言える。
　本稿では、地方公共団体における建築分野の専
門職がどのような状況に置かれているかを「地方
公共団体定員管理調査結果」を基に考察を行う。
　一方で、建築物の完成後に評価される「日本建
築学会・作品選奨」に選ばれた設計者から見た発
注者像をアンケートから検証し、現時点における
公的発注者への評価を整理したい。

２ 地方公共団体における建築職の動向

2.1　�地方公共団体における建築職の職務範囲
　まず、公共建築物の発注業務に従事する地方公
共団体に所属する建築職に相当する職員の業務の
範囲を確認したい。地方公共団体が雇用する職員
の数については年１回、総務省により調査が行わ
れ「地方公共団体定員管理調査結果」として公表
されている。この調査では1990年代までは、建築

部門参加の部署毎の所属職員数が公表されてい
て、この時の分類は表１のようになっていた。
　この分類によれば、建築系部門の傘下に「建築
一般」「指導監督」「住宅」「営繕」があり、建築
と並ぶ中部門として「都市計画」が類型として用
意されている。

　なお、表１における類型は現在は公表されてい
ないことを踏まえ、最近の地方公共団体における
建築職の業務範囲を確認するために、いくつかの
地方公共団体のWebページで公表されている新
卒採用のための求人票の調査を行った。Webペー
ジに記載されていた業務内容を整理した結果を表
２に示す。地方公共団体が所有する施設の設計・
施工監理や維持管理、建築指導、都市計画に関す
る企画などの業務範囲としている地方公共団体が
多いようである。
　地方公共団体における建築職に求められる業務
範囲は非常に広範囲なものになっていることが確
認できる。建築物は、新築工事が完了した後の維
持管理に膨大な労力が必要になる。また、民間工
事の審査や、既存不適格の建築物の是正支援や、
災害に強いまちづくりなど、恒常的に需要がある
業務が多く、地方公共団体における建築職の重要
度が高まっていると言える。

表１　部門の分類１）

大部門 中部門 小部門
土木 土木 土木一般

用地買収
港湾空港海岸

建築 建築一般
指導監督
住宅
営繕

都市計画 都市計画一般
区画整理
都市公園

ダム 建設
管理

下水 下水一般
建設
処理
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2.2　�地方公共団体定員管理調査に見る建築
職の動向　�2�

2.2.1　総職員数の推移
　地方公共団体の職員数については、総務省が毎
年実施する地方公共団体定員管理調査により詳細
に把握することができる。表３に職員の所属部門
の定義を示す。
　地方公共団体定員管理調査では、都道府県、政
令指定都市、市町村、特別区、一部事務組合に勤
める職員数の調査を行っている。図１に示すよう
に平成に入り、地方公共団体（都道府県、市区町

1　各地方公共団体における採用内容について確認した上で、筆者
が要約した内容を記載している。

2　平成元年８）、５年９）、８年10）、10年11）、15年12）、20年13）、25年14）、
30年度15）の地方公共団体定員管理調査の結果に関する資料を
集め、時系列データに筆者が書き起こしたものを利用してい
る。一部事務組合は、市区町村に含めている。

村の合計）の職員の約３分の１を占める教育部門
の職員が少子化の影響により減少傾向にあること
に加え、行財政改革による職員数の削減が続いた
ため、職員の総数は減少傾向にある。
　政令市を含む市区町村における職員数が最大と
なった1996年を基準年として各年度の職員数を百
分率で計算し直した結果を図２として示す。職員
全体がこの20年ほどで15％ほど削減されている。
特に、警察・消防や教育関係職員を除いた一般行
政部門に属する職員数の減少はより大きく、1996
年と比較すると2018年時点で20％以上、削減され
ている。一般行政部門に属する職員数の推移を都
道府県と市区町村に分けて集計した結果を図３に
示す。
　多くの建築技師が所属する土木部門も含まれる
一般行政部門の職員数は、特に都道府県において
大きく削減されてきたことが確認できる。
　図１及び図２内の土木部門職員数は、表１で示
した大部門の土木部門に所属する職員数を集計し
たものであるが、地方公共団体の全体で見た場
合、一般行政部門以上の減少率であることも確認
できる。

表３　所属部門の定義
普通会計 一般行政 一般管理 議会

総務・企画
税務
労働
農林水産
商工
土木

福祉関係 民生
衛生

教育
警察
消防

公営企業等
会計

病院
水道
下水道
交通
その他

表２　新卒採用時の求人票に記載された建築職の業務範囲１

地方公共団
体名

業務範囲

東京都
：建築２）

都市づくりや住宅政策など都市整備の企画
公共住宅建設などの計画及び設計監督
建築物の確認及び許可など

神奈川県
：建設技術
（建築）３）

都市計画に対する調査検討
建築確認申請・開発許可の指導及び審査
市街地整備、建築物の耐震化の促進など
学校・県営住宅の整備
県有施設の長寿命化の企画、計画、設計、積算

埼玉県
：建築職４）

営繕・住宅：県有施設（県営団地含む）の建築・
改修工事について設計及び工事監理
建築行政：建築基準法に基づく建築確認等の許
認可、建築パトロール、災害に備えた耐震化の
促進事業
都市計画：都市計画や市街地再開発事業や景観
に関する業務など

横浜市
：建築５）

総合的な都市整備
公共施設（庁舎・学校・地下鉄など）の建設
開発・建築指導などの業務

川崎市
：建築職６）

まちづくりの計画
安心して住み続けられる住戸環境づくり
公共施設の建築工事の設計、工事監理
建築物の許認可・審査等

さいたま市
：建築７）

建築工事の設計及び監督
建築物に関する指導及び審査
都市開発や都市計画等
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2.2.2　土木部門における職員数の推移
　本項においては建築物の発注に直接関与する一
般行政部門内の一部門である土木部門所属の職員
数の推移のみを抜粋する。なお、表１で示したよ
うに土木部門の傘下には中部門として土木、建
築、都市計画などの部門が用意されている。ま
た、本項では大部門と中部門の土木部門を区別す
るために、土木（中部門）、土木（大部門）、ある
いは土木中部門、土木大部門というような、どの
階層の部門を指しているか分かるように記載す
る。
　まず、図４及び図５に建築部門、都市計画部
門、土木中部門の三つの中部門と、これら３部門
にダムと下水の２部門をまとめた五つの中部門の
所属職員数を合計した土木大部門の所属者数の推
移を集計している。
　都道府県においては土木中部門に所属する職員
数に比べると都市計画部門や建築部門に所属する
職員数が非常に少ないことが確認できる。その上
で、いずれの部門においても職員数の減少が続い
ていることが確認できる。
　一方で、図５に示すように市区町村において
は、土木中部門と建築、都市計画部門に所属する
職員数の差は都道府県に比べると小さい。また、
都市計画部門に所属する職員数が大きく減少して
いる一方で建築部門に所属している職員数は他部
門に比べると減少幅が小さいことが確認できる。
　図６に1996年を基準年とした地方公共団体にお

図４　都道府県の土木、建築、都市計画部門における職員数の推移

※土木部門とは土木大部門を指す。
図１　地方公共団体における職員数の推移

※土木部門とは土木大部門を指す。
図３　一般行政部門の職員数の推移

※土木部門とは土木大部門を指す。
図２　1996年を基準年とした地方公共団体における職員数の推移
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ける土木、建築、都市計画部門の職員数の推移を
示す。中部門毎の職員数の変化を確認すると、都
道府県と市区町村の別を問わず都市計画部門に所
属する職員数の減少が最も大きい。また、多くの
部門で職員数が減少している中で、市区町村の建
築部門の職員数だけはあまり減少していない。

　地方公共団体定員管理調査結果では、1998年頃
までは、建築部門の下に「建築一般」「指導監督」
「住宅」「営繕」の四つの小部門毎の職員数も公表
されていた。図７に1998年における小部門毎の職
員数と前年からの増減を示す。これを見ると建築
部門を構成する四つの部門のうち、「建築一般」
の前年度からの減少率が大きいが、ほかの三つの
小部門では微減か増加になっている。行財政改革
に予算削減が行われても、民間企業からの確認申
請や、建築ストックの耐震性のチェック、公営住

宅の維持管理などは業務量が削減されるわけでは
ないため、職員を削減できない事情が存在すると
考えられる。

2.2.3　建築技師、土木技師数の推移
　地方公共団体定員管理調査では部門別の職員数
に加え、職種別の職員数についても集計されてい
る。建築技師と土木技師の職員数の推移を都道府
県と市区町村別に集計した結果を図８及び図９に
示す。なお、表３に示した一般行政部門に所属す
る建築技師、土木技師と、一般行政部門に加えて
教育、警察、消防、公営企業等に所属する職員の
総数を総職員数として集計している。建築技師数
の減少は市区町村においてはほとんど確認できな
いことが観察できる。
　また、図10には、市区町村における総職員数が
最大となった1996年を基準年とした技師数の推移
を百分率で示している。この図から観察できるよ
うに市区町村の一般行政部門に所属する建築技師
数は行財政改革に伴う職員数の削減が実施された
2000年代においてもあまり減少していない。更に
2010年代に入り、建築技師数は増加に転じ、2018
年時点では1996年と比較しても、建築技師数は増
加している。なお、市区町村においては土木技師
数も小幅な減少に留まっている。

図５　市区町村の土木、建築、都市計画部門における職員数の推移

図６　 1996年を基準年とした地方公共団体における土木、建築、
都市計画部門の職員数の推移

図７　1998年における小部門毎の職員数と前年からの増減率
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　図10で示したように市区町村においては建築技
師数は増加傾向にある。ただし、建築技師のよう
な専門職を配置している地方公共団体には偏りが
存在する。
　図11に建築技師や土木技師がどのような部門に
所属しているのかを示す。建築技師は一般行政部
門以外の教育、警察、消防などに所属し、これら
部門の建築関係の業務に従事している職員が10％
程度存在する。

　建築技師の所属については、地方公共団体の規
模による影響が大きい。図12は一般行政部門にお
ける職員数に対する建築技師数の比率を、地方公
共団体の規模毎に集計した結果を示している。政
令指定都市や一般行政部門の職員数が1,000人を
超える地方公共団体においては約３％の水準であ
るが、職員数の減少とともに建築技師数の比率が
大きく減少していく状況が確認できる。

　また、図13及び図14に示すとおり、市区町村にお
ける建築技師数の比率は増加傾向にあるものの、一
般行政部門内の建築や都市計画などの建築に係わ
る部門に所属する職員数は長期的に見て減少傾向
にある。都道府県、市区町村ともに建築技師の総
数よりも建築と都市計画部門に所属する職員数の
方が多いため、建築技師ではない職員が地方公共
団体の建築物に係わる業務において重要な役割を
果たしてきたと考えられる。図15は、政令指定都
市を除く市区町村における建築、都市計画、土木
中部門に所属する職員数を地方公共団体毎に集計

図12　 地方公共団体の一般行政部門の職員数毎の建築技師の比率
（中央値についているヒゲは第１四分位数から第３四分位
数までの範囲を示している。）

図11　建築技師、土木技師の所属部門

図８　都道府県に所属する建築、土木技師数の推移

図９　市区町村に所属する建築、土木技師数の推移

図10　 1996年を基準年とした地方公共団体における一般行政部門
所属の建築、土木技師数の推移
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した結果である。平成の大合併を経て、地方公共
団体の広域化が進み、建築、都市計画部門がない
地方公共団体は減少したものの、依然として約50％
の地方公共団体では、建築部門か都市計画部門のい
ずれかが（もしくは両部門が）２人以下という非常
に少人数で運用されている状況に変化がない。
　このような地方公共団体においては、建築発注
に関するノウハウの蓄積が期待しにくいため、都
道府県からの支援が期待されるが、都道府県内で
の建築技師数や建築部門の職員数は減少傾向にあ
り、都道府県の支援体制は脆弱化していると想像
される。
　多くの建築技師を抱え、都市政策において有効
に活用できる大規模な地方公共団体と、建築物の
発注どころか都市計画の立案においても専門の担
当者を設置できない可能性のある小規模な地方公
共団体の格差が大きく広がっていると考えられる。

３
�日本建築学会における設計者へのア
ンケート調査

3.1　�社会の信頼に応える建築の設計者・施
工者の選定方式を検討するタスク
フォースにおける活動

　日本建築学会では質の高い建築物を供給し続け
るために必要となる、建築プロジェクトにおける
設計者や施工者の選定方式に関する議論を行うた
めに、「社会の信頼に応える建築の設計者・施工
者の選定方式を検討するタスクフォース」を設置
し、2017年12月～ 2019年11月の２年の期限で活
動を行ってきた。
　このタスクフォースにおいては、豊かな建築空
間を実現していくためにはどのような仕組みづく
りが必要となるのかについて調査と議論を行い、
提言をまとめている。この提言については日本建
築学会より公表される予定である。
　なお、本タスクフォースにおける活動の一環と
して、日本建築学会を始めとする様々な団体から
評価された設計者を集め、質の高い建築物を供給

図15　 建築、都市計画、土木中部門における市区町村（政令指定
都市を除く）の所属職員人数

図13　 都道府県における建築・都市計画部門の所属職員数と一般
行政部門所属の建築技師数

図14　 市区町村における建築・都市計画部門の所属職員数と一般
行政部門所属の建築技師数

％
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するために必要な社会のあり方について議論を行
うシンポジウムを２回開催している。

〇�シンポジウム「社会の信頼に応える建築の設計
者・施工者の選定方式」
　日時：2019年４月22日（月）15：00 ～ 18：00
　会場：建築会館ホール（東京都港区芝5-26-20）
〇�日本建築学会大会　パネルディスカッション　
「�社会の信頼に応える建築の設計者・施工者の
選定方式」

　日時：2019年９月５日（木）14 : 00 ～ 17 : 30
　会場：�金沢工業大学　扇が丘キャンパス　23号

館23・333室

　なお、設計者・施工者の選定方式に関するタス
クフォースにおける活動成果として「長く大切に
される公共施設を実現するための提言」を取りま
とめ、日本建築学会より2020年４月に公表する予
定である。興味がある人は、日本建築学会Web
ページで是非確認してほしい。

3.2　�社会の信頼に応える設計者・施工者の
選定方式に関するアンケート16）

3.2.1　アンケートの実施概要
　2019年度日本建築学会大会において「社会の信
頼に応える建築の設計者・施工者の選定方式」と
題するパネルディスカッションを開催した。この
パネルディスカッションにおける頒布資料とし
て、日本建築学会作品選集に選ばれた設計者を対
象として日本建築学会が実施したアンケートを用
いた。
　作品選集では、優れた建築物を実現した設計者
を対象として毎年100件の建築作品が選定されて
いる。この作品選集2010 ～ 2019に選ばれた建築
作品の筆頭設計者にアンケート調査を実施してい
る。
　このアンケート調査では、設計者の選定方式
や、設計者から見た発注者への評価、企画、基本
設計、実施設計、監理、運営に至る各プロセスに

かかった心理的な労務量に関する調査項目で構成
されている。アンケートの実施概要を以下に示
す。なお、本稿で報告する内容は、パネルディス
カッション「社会の信頼に応える建築の設計者・
施工者の選定方式」における頒布資料の一部を再
編集したものになっている。
　また、有効回答のうち、海外で実現した作品に
ついては除外している。

3.2.2　回答者の属性
　本アンケートにおける回答者の属性を図16 ～
図18に示す。アンケート回答者が携わった建築プ
ロジェクトは、民間のものが72件、公共のものが
36件でおよそ７：３の比率だった。

　本アンケートでは作品選集の掲載時における回
答者の所属について設問を用意している。アン
ケート回答者の過半は組織設計を始めとする設計
会社に所属している。また、回答者が作品選集に
掲載された建築作品の設計を実施した時に所属し
ていた組織の規模を見ると、50％の回答者は100
人以上の従業員を抱える大組織に所属している一
方で、数名の所員のみで構成された非常に小規模
な組織により設計された建築作品も多数存在する
ことが確認できる。ただ、小規模な設計組織によ
る建築作品の多くは民間分野において実現された
ものになっている。公共工事では、プロポーザル

表４　アンケートの実施概要

アンケートの実施方法 メールアドレスによる送付

アンケートの回答期間 2019/6/21－2019/7/8

アンケートの有効な送付数 834件

アンケート回答数 116件

本稿における有効回答数 108件

図16　 アンケート回答者が携わった建築プロジェクトにおける公
共・民間の比率
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方式に代表されるように設計者自身や設計者が所
属する組織の過去の実績に高いハードルが設定さ
れることが多く、中小規模の組織に属する設計者
が、作品選集に掲載されるような質の高い公共建
築物の設計に従事しにくい状況が確認できる。

　図19及び図20に回答者の専門職としての経験年
数に関する設問への回答を集計した結果を示す。
経験年数を見ても公共建築物の設計に参加する設
計者の方が、経験年数が長い傾向にあることが確
認できる。公共工事では、質の高い建築物の供給
を担保するために、設計者の経験や所属組織の実
績を重視する傾向にあるが、副作用として、中小
規模の設計会社や若手の設計者の活躍の機会を
奪っている可能性がある。公共事業においては、
調達物そのものの質が高いことと同時に、調達物
を供給する産業の育成を見据えた仕組みづくりが
重要であるため、次世代を担う設計者が活躍する
場を公共事業においてどのように確保するかにつ
いても一考が必要であると考えられる。

3.2.3　設計者の選定方式
　図21に作品選集に掲載された建築作品を設計す
るにあたり、発注者から設計者の選定がどのよう
に行われたのかを集計した結果を示す。民間工事
では、過去にも同一の発注者から受注していて継
続的に特命により選ばれたか、発注者から直接依
頼が来たことにより随意契約で設計を請け負って
いる事例が60％以上存在している。公共工事にお
いては、プロポーザル方式により選定された設計
者が最も多かった。

図18　回答者が設計時に所属していた組織の規模

図17　回答者が設計時に所属していた組織

図21　設計者の選定方法の種別

図19　回答者の設計時の専門職の経験年数

図20　回答者の設計時の専門職の経験年数
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　公共工事、民間工事の双方において、設計の一
般競争入札や見積合わせなどの、設計料の金額に
より設計者が選定されている事例は非常に少ない
ことが確認できる。

3.2.4　�設計者が従事した建築プロジェクトへの
評価

　アンケート回答者が参加した建築プロジェクト
全体への評価に関して８件の質問項目を用意し、
回答してもらっている。図22に集計結果を示す。
　まず、すべての質問項目の中で最も肯定的回答
が多い意見は「竣工した建築物に回答者の設計案
が十分に反映された」という項目であった。設計
者が自らのアイディアを十分に反映できるような
環境が保障されることで、良い建築作品が供給さ
れると考えられる。
　一方で、公的発注者と民間発注者によって設計
者から見た評価が分かれる項目がいくつか存在し
た。「５．非常にそう思う」と「４．まあそう思
う」の二つを肯定的回答と定義した際に、肯定的

回答をした回答者の差が大きかった項目として、
以下の項目があった。
　基本設計にかける時間的余裕や、設計報酬の支
払いの根拠、設計案を実現するにふさわしい施工
者の選定などにおいては、民間発注者との建築プ
ロジェクトの方が評価が高い結果となっている。

４ まとめ

　地方公共団体といっても300万人を超える人口
を抱える横浜市から数千人の住人を支える小規模
な団体まで幅広く存在している。一方で、すべて
の地方公共団体において学校や庁舎、公民館など
の地域を支える行政サービスを実施していくため
の建築空間が必要となる。
　そのため、日本国内に居住するすべての住民が
豊かな日常生活を営めるような環境を担保してい
くためには、質の高い公共建築物をどのように供
給していくかについて真剣に考える必要がある。
　本稿では、この際に考えるべき与条件を整理す
るために、地方公共団体における定員から見た現
状を整理した上で、現在の公的発注者を設計者が
どのように評価しているのかについて日本建築学
会で実施したアンケートを用いて論じた。
　以下に本稿における摘要を示すことで、まとめ
とする。
・地方公共団体に所属する建築技師は、1990年代
中盤から都道府県では10％減少しているが、市
区町村では増加に転じている。
・一般行政部門の建築中部門や都市計画中部門に

表５　肯定的回答の比率に10％以上の差があったもの

民間工事 公共工事

基本設計にかける時間が十分に
確保されていた 77.8% 50.0%

国土交通省告示等に準拠して設
計料などの報酬が適切に支払わ
れた

34.7% 22.2%

回答者から見て、望ましい施工
者が選定された 83.3% 71.4%

図22　作品選集に選ばれた作品に関する回答者の意見
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所属している職員数は都道府県における減少が
著しく、1990年代中盤から大きく減少してい
る。
・一般行政部門の建築中部門に所属している職員
数は市区町村においては、あまり減少が見られ
ないが、都市計画部門に所属する職員数は都道
府県と同様に大きく減少している。
・都道府県、市区町村ともに、近年は建築技師の
在籍数が増加傾向にあるが、地方公共団体の規
模が小さくなると職員に対する建築技師の比率
が大きく減少していくため、地方公共団体間で
の建築発注に関する能力の差異が大きく広がっ
ている可能性が高い。
・日本建築学会作品選集に掲載された作品の設計
者へのアンケートによれば、「特命・随意契約」
や「プロポーザル方式」「指名コンペ方式」な
ど設計者自身や設計内容により、設計者を選定
したプロジェクトが大半である。
・作品選集に掲載された作品で公共工事における
設計者は、民間工事に比べると大規模な組織に
所属している設計者が多く、設計者自身の設計
を実施した当時の年齢も高い傾向にある。
・作品選集に掲載された作品で公共工事では民間
工事に比べると、基本設計にかける時間確保や
設計料算定の根拠、施工者の選定などに不満を
有する設計者が多い。
・作品選集に選ばれた作品については公共工事と
民間工事の種別を問わず、完成した建築物に設
計者のアイディアが十分に反映されたと感じて
いる物件が多い。

謝辞：
　本稿を作成するにあたり多くの方の協力があり
ました。日本建築学会「社会の信頼に応える建築
の設計者・施工者の選定方式を検討するタスク
フォース」委員や「社会の信頼に応える設計者・
施工者の選定方式に関するアンケート」への回答
に協力していただいた設計者の皆様に改めて感謝
申し上げます。
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1 とちぎ建築プロジェクトの概要

　令和元年11月26日、宇都宮東武ホテルグランデ
にて「とちぎ建築プロジェクト2019」が開催され
ました。今年度から、日本建築士事務所協会連合
会との共催となり、第１部で最終公開審査が行わ
れた「マロニエBIM設計コンペティション」は、
前回まで応募資格が学生のみであったものを、今
回から学生と社会人（日事連会員）に拡大すると
ともに、BIMコンペの応募要項及び作品の審査方
法についても新たなシステムを構築するなど、
BIM技術の普及促進を見据えた設計コンペに生ま
れ変わりました。第２部は、マロニエBIM設計コ
ンペティションの審査委員でもある建築家のヨコ
ミゾマコト氏（東京藝術大学教授）とコンピュ
テーショナルデザインの第一人者である石澤宰氏
（竹中工務店設計本部）による基調講演が行われ、
講演後、2013年の初回より「とちぎ建築プロジェ
クト」のアドバイザーを務めている建築家の池田
靖史氏（慶應義塾大学教授）がコーディネーター
となり、ヨコミゾマコト氏と石澤宰氏による鼎談
が行われました。鼎談では、最新のBIM技術の動
向や建築設計の展望などについて真剣かつ軽快な
トークとともに、建築界の第一線で活躍されてい
る建築家としての多様な視点や発想など、貴重な
お話をお聞きすることができました。
　懇親会は、審査委員やコンペ受賞者、設計課題
の計画地である宇都宮市の佐藤市長、栃木県や各

行政庁の職員、学生や建築関係者など多くの方に
参加いただき、とちぎ建築プロジェクトの開催目
的である「産学官連携による建築技術の進展及び
若手技術者の育成」に対しても高い評価をいただ
くとともに、和やかな雰囲気の中で多くの方と親
交を深めることができました。

２ マロニエBIM設計コンペティション

2.1　コンペの概要
　今回のBIM設計コンペの特徴は、学生と社会人
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が同一の課題に対してBIMを使って72時間で作成
し、提出されたBIMの３次元データにより審査を
行うことです。コンペ企画段階での基本的な実施
要件として、以下の２点について検討が行われま
した。
　①使用するBIMソフトに制限を設けない。
　②BIMデータの容量に上限を設けない。
　①については、国内シェアの高い複数のBIMベ
ンダーとの意見交換及び審査委員の方々から助言
をいただき、コンペの提出物はIFCフォーマット
に変換されたBIMデータ及び作品の魅力を表現し
た５枚の画像データとしました。②については、
容量に余裕のあるレンタルサーバーで対応するこ
ととしましたが、提出された作品の容量は概ね
300MBから２GB程度であったため、全体の容量
としては100GB以内でした。
　１次審査は、コンペ実施要領を満たして提出さ
れた41作品について、審査委員がBIM-IFCデー
タをビューワーで閲覧して審査を行い、評価の高
い作品を選考会議で評議した結果、学生５作品、
社会人５作品の入選作品が選考されました。入選
者は、最終審査用のプレゼンテーション動画を提
出し、「とちぎ建築プロジェクト2019」当日に行
われた動画による公開審査の結果、各賞の受賞者
が決定されました。
＊�マロニエBIM設計コンペティションの受賞者及び
最終公開審査プレゼンテーション動画は、（一社）
栃木県建築士事務所協会ホームページにて閲覧い
ただけます。http://www.tkjk.or.jp/

□設計課題：�宇都宮市森林公園サイクルロードセンター
　宇都宮市森林公園は、毎年、世界的な自転車
ロードレースである「ジャパンカップ」が開催さ
れ、ロードレースファンにとっては「聖地」と言

える場所です。本建物は、ジャパンカップ開催時
にセンターエリアとして、スタート・フィニッ
シュ地点の観客席となる部分を、通常時にはロー
ドサイクル愛好家及び宇都宮市民の憩いの施設と
して計画するものです。現時点では仮想の計画で
すが、現実味のある応募案が提出されることで、
今後のロードサイクル施設整備への期待が高まる
ことを望みます（課題文より抜粋）。
□応募要項
応募資格：�学生及び社会人（日事連会員事務所の

所員）
エントリー期間：2019年10月１日～ 10月31日
設計条件（機能プログラム）の発表：11月３日正午
実施期間：2019年11月３日正午～ 11月６日正午
□実施要領（審査・提出物）
１次審査：�BIM-IFCデータ、画像データ、設計

趣旨
最終審査：�１次審査通過作品の公開審査（動画に

よる審査）
□審査委員
審査委員長：ヨコミゾマコト（東京藝術大学教授）
審査委員：
　　池田靖史（慶應義塾大学教授）
　　石澤宰（�竹中工務店設計本部アドバンストデ

ザイン部）
　　川村定男（とちぎ建設技術センター常務理事）
　　佐野吉彦（日本建築士事務所協会連合会理事）

公開審査会場

各賞の選考会議

受賞者と審査委員による記念撮影
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2.2　受賞作品・講評
□最優秀賞：阿部　仁祐

養清堂アーキテクツ建築設計事務所（神奈川会）

　「宇都宮市森林公園サイクルロードセンター」

□優秀賞（ヨコミゾマコト賞）：林　直哉
麻生建築＆デザイン専門学校（福岡県）

　「Wrap」

□優秀賞（ヨコミゾマコト賞）：本橋　範一
株式会社フケタ設計（栃木会）

　「グランゲート」

【講評：ヨコミゾマコト氏】　ロードレースのクライ
マックスのあり方は、選手と観客両者にとっていかに
あるべきか、という問いかけからコンセプトを組み上
げ、フィニッシュ地点を四方から囲み、選手を歓声で
包み込むことのできる造形を生み出した。その設計ア
プローチは十分な説得力を持っていたし、他者にはな
い独自性のある提案だった。短い制作時間であったに
もかかわらず、空間の構成や場の高揚感など、伝える
べきこともしっかりと表現されていた。もし、行き止
まりをつくらない観客動線の回遊性が付加されていれ
ば、更に良い案になっていたと思う。

したトライアルの結果であること、この二つの点が明
らかになった時点で、それまでの評価軸は一気に形骸
化し、他案に対し圧倒的な存在感を持って最優秀賞が
確定した。このような人間味ある作品に出会えたこと
は、テクノロジー進展の望ましい方向性を確認できた
という点で大きな喜びだった。

【講評：ヨコミゾマコト氏】　１次審査において自分は、
コンセプト、造形性、祝祭性と日常性、計画性、表現
力などの観点から各提案を拝見した。その中で阿部案
は、当初それほどの高得点ではなかった。しかし公開
審査におけるプレゼンテーションビデオと応募者本人
へのインタビューにより、大きく評価が変わった。ご
息女がつくった粘土模型の３Dスキャンデータが元に
なっていること、72時間一人作業でその建築化を目指

【講評：ヨコミゾマコト氏】　熟度の深い職人と浅い職
人では、同じロボットアームを使っても、出来上がる
ものが全く違うという話を思い出した。提案は、単純
な門型のシェルターだが、構造部材だけでなく手摺や
ルーバーなど、各部の太さや厚みなどに破綻がなく、
素材と強度によるプロポーション、光と影による透明
感など、基礎的な空間感覚がしっかり身についている
方の提案だと思った。BIMやAIが労働としての設計作
業環境を変えていくことは確実だが、そのような感覚
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□優秀賞（石澤宰賞）：樺　浩太
熊本大学大学院（熊本県）

　「走り抜ける織込みの隙間」

□優秀賞（石澤宰賞）：鈴江　佑弥
株式会社安井建築設計事務所（大阪会）

　「～PIN　BIM～」

□優秀賞（池田靖史賞）：深浦　天
麻生建築＆デザイン専門学校（福岡県）

　「空気感」

□優秀賞（池田靖史賞）：番屋　陽平
株式会社安井建築設計事務所（東京会）

　「未来のにぎわいをつくるBIM」

【講評：石澤宰氏】　独自の構造提案による基本コンセ
プトと細部の作り込みをバランスよく実践しており、
限られた時間を効率よく使って案を叩き上げていった
様子が読み取れた。多くのソフトが苦手とする形状の
IFC４出力にチャレンジし、その結果と思しき欠損部
分が見られたが、つくり込みレベルは最終審査で十分
把握できた。モデルの各要素もバランスよく必要十分
であり、データ形式をよく理解していることが分か
る。考えながらデジタルにつくることを普段から行っ
ていると思われ、高く評価した。

【講評：石澤宰氏】　設計提案を超えてそのプロセスに
踏み込み、各種情報をジオタグ的にモデルと関連づ
け、各種の非構造化データを属性化しパッケージ化す
る提案であった。モデルは建具・家具等が若干時間切
れと思われたが、よくつくり込まれており、部分的に
自身のコンセプトを実証する試みもあった。構想段階
では更に魅力ある形状のスケッチも見られ、それを提
案として見たかった気持ちは残った。普段からの問題
意識を72時間の設計を通じて実証するメッセージ性を
高く評価した。

【講評：池田靖史氏】　受賞者が弱冠18歳、建築もBIM
も始めて７ヵ月程だと入選決定後に聞いた時、驚きと
ともに合点がいった。構造寸法などに学生部門とはい
え問題点が感じられた上でも入選を果たしたのは、駆
け抜けるスピード感と心地の良い広がりを両立させた
絶妙な大屋根の形状に圧倒的なセンスを見せていたか
らだ。ともすれば感覚的な創造行為の障害と思われが
ちなBIMから始めた新しい世代が拓く人間性との融合
に大きく期待が膨らんだ。

【講評：池田靖史氏】　BIMの設計段階を超えた本当の
底力まで見通していることが明確に感じられ、最優秀
に匹敵する思想的レベルの高い提案であった。BIMで
設計される建物は利用段階においてもBIMの情報を活
用し続けることで、従来の建築の枠を超えた価値を提
供できるという視点は、情報化された仮設的空間シス
テムを建築自体のイノベーションの有力なモデルと捉
える今後に向け非常に示唆的なメッセージである。

は設計者やデザイナーにとってますます重要なものに
なるに違いないと考えさせられた。
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□優秀賞�（とちぎ建設技術センター理事長賞）�
：松本大知

宇都宮大学大学院（栃木県）

　「CYCLOID」

□優秀賞�（日本建築士事務所協会連合会会長賞）�
：上村哲也

大同大学大学院（愛知県）

「UTSUNOMIYA　RinRin　Park」

□優秀賞�（日本建築士事務所協会連合会会長賞）�
：中岡進太郎

株式会社安藤設計（栃木会）

　「サイクルステーション“みちしるべ”」

３ 2019BIM設計コンペの総括

　2013年から開催されている「とちぎ建築プロ
ジェクト・マロニエBIM設計コンペティション」
は、今年度から、応募資格及び審査システムを刷
新して開催されました。これまでは、学生がBIM
を使って短時間でいかに斬新なデザインを生み出
せるかを競うコンペでしたが、BIMの特徴でもあ
る短時間で視覚的に分かりやすい表現を作成する
能力は、社会人の実務においても様々な場面で必
要とされます。また、コンペの審査システムに採
用した「IFCフォーマット」及び「BIMビュー
ワー」は、BIM技術の進展にとって非常に重要で
あり、今後、設計の実務における作業効率や実用
性を高める機能としてBIMの普及に有効であると
思われます。
　今回のBIM設計コンペの成果は、BIMの導入が
先行している大手組織事務所だけでなく、地方の
比較的小規模な設計事務所にとって、BIMが設計
の効率化や多様性を高める有効なツールであるこ
とを実証したとともに、BIMによる設計手法に新
たな可能性を発見できたことです。

【講評：川村定男氏】　今回は、プレゼンの方法などが
変わったことからか、表現方法に様々な工夫が見ら
れ、学生の皆さんの表現力に改めて感心しました。本
作品は、サイクルロードセンターとして各機能の配置
がうまくまとめられており、大会時を想定したひと工
夫があればと思うところはありましたが、高さを抑え
ながら、自転車の車輪をイメージしたサイクロイドを
活用した屋根など、日常の自然豊かで静かな森林公園
周辺の自然環境や山並みに溶け込んだ計画となってい
ました。

【講評：佐野吉彦氏】　今回のコンペでは、学生や実務
者による創意あふれるBIMの使い方を楽しむことがで
きた。上村案は、自然と響き合う建築の実現をテーマ
としているが、空間に潜むデリカシーと言うべきもの
を、隅々まで練り上げたプレゼンテーションを通して
伝えてみせる。BIMの持つ特性や可能性をよく理解し
ており、精度の高い設計を達成することができている。
短時間で成果を導いた力量を評価するとともに、実務
にある多くの制約の中でBIMをいかに効果的に使うか
について、更に経験と考察を深めることを期待する。

【講評：佐野吉彦氏】　設計の日常とは、限られた予算
やスケジュールの中で最大の成果を挙げるための奮闘
である。その中で研ぎ澄まされた感覚が、多忙な社会
人がこのコンペに立ち向かう時に遺憾なく発揮され
る。中岡案はBIMにある明瞭さ・統合性などをうまく
活用することによって、建築の中で最も重点とすべき
空間を魅力的に計画した。内外部を通してロードレー
スの持つ爽快感も宿らせており、要求条件を巧みに読
み解きながら、熟達度の高い成果を導き出している。
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1 「要求水準」とはどのようなものか

　我が国にPFI事業が導入されて以来、「要求水
準」という用語をよく耳にします。
　内閣府（PFI事業を所管）では、「要求水準」
を解説しています（「基本的考え方」文末の
参考1 参照）。それによれば、発注者が作成す
る業務要求水準書は「民間の創意工夫を活用する
観点から、求めるサービスを仕様規定により示す
のではなく、性能規定により示すことが原則であ
る」とされています。その用語は、「「仕様規定」

（＝形状・寸法・材料等の具体的な仕様を規定す
る方法）、「性能規定」（＝事業者が満たすべき性
能を規定する方法）」と定義されています（「基本
的考え方」の注記から引用）。
　建築事業でも、民間の創意工夫の活用は不可欠
です。そのために「要求水準」の考え方を活かす
必要があります。
　一方で、建築事業において「要求水準」をどの
ように記述するかは、建築工事の品質やコストに
大きな影響を及ぼします。その影響の大きさは、
発注者、設計者、施工者など、建築事業の関係者
の係わり方によっても変わります。それらをよく
理解した上で「要求水準」を活用することが肝要
です。
　なお、日米建設協議においても同様な事項が協
議対象になりました（文末の 参考２ 参照）。

2 「要求水準」を「投球ゲーム」に例える

　しかし、要求水準の考え方は、建築の専門家で
はない発注者にはなかなか理解しにくいもので
す。そこで本稿では、「要求水準」とその特徴に
ついて、野球の「投球ゲーム」に例えて説明しま
す。使用する用語は「基本的考え方」に基づきま
した。なお、本稿の内容は筆者の個人的見解であ
り、文責も筆者にあります。

（1）「投球ゲーム」のルールとストライクゾーン
　「投球ゲーム」は、投手が人形バッター（仮想
のバッターでバットを振らない）を相手に、スト
ライクゾーン（以下、「SZ」という）目がけて
ボールを投げるというゲームです。
　事業者（＝設計者＋施工者）が投手で、発注者

図１　野球の「投球ゲーム」への例え

野球の「投球ゲーム」に例えると

コストが高い

〇事業者＝投手
〇発注者＝審判
〇発注者＝ストライクゾーンを決める人
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が審判です。SZは「要求水準」の範囲を示しま
す。SZを決めるのは発注者の役割です（図1参
照）。建築事業では、発注者が「要求水準」を決
め、施工後の検査（「要求水準」を満たした建築
物ができたかどうかを検査する）を行うからです。
　SZの縦軸はコストの高低（高いほどコストは
高くなる）を示し、横軸は品質の高低（内角であ
るほど品質は高くなる）を示します（図２参照）。

（2）「要求水準」の違いによる特徴
　前述のとおり「要求水準」の定め方の違いは、
建築工事の品質やコストに大きな影響を及ぼし、
建築事業の関係者の関係性にも変化をもたらしま
す。「投球ゲーム」では、SZの範囲の違いとして

表現されます。

１）Ａ：仕様規定 の場合
　建築工事においては、従来から「要求水準」と
して「形状・寸法・材料等の具体的な仕様を規定
する方法」という仕様規定を用いることが一般的
でした。
　具体的な形状・寸法・材料等が決まれば、その
規定を満たすために必要なコストと得られる品質
は、おおよそ定まります。
　SZはピンポイントの狭い範囲になりますから、
投手はそのSZ目がけてボールを投げるだけで、
あれこれとコースを狙う必要はありません。審判
もストライクとボールの判定は楽にできます。投
手からのクレームも少ないでしょう。
　実際の建築生産では、事業者は、「要求水準」
に決められた形状・寸法・材料等のものを調達し、
施工します。発注者は、施工されたものが「要求
水準」と同一であるかどうかを確認します。合否
判定の基準は「同一か同一でないか」という事実
関係だけですから、事業者と発注者との間での疑
義はほとんど生じませんし、判定に要する負担も
小さくてすみます。

2）B-1：性能規定（定量的な規定）
　性能規定には二つの種類があります。一つ目は
定量的な規定です。例えば「JIS A1419-1 : 2000
によるRr-35 ～ 45以上とする」のように表され
ます。
　事業者は、その定量的な性能を満たしさえすれ
ばよいのですから、創意工夫によって様々な代替
案の中から最も有利なものを選択することができ
ます。代替案にはコストや品質の面である程度の
幅が生じますので、「投球ゲーム」のSZは実際の
野球のSZのようなものになります。
　事業者にとって最も有利なものは、一般的には
現場でのコストが低いもの（工期が短い、材料費
が安い等）です。「投球ゲーム」の投手は、自分
に最も有利なコース、即ちSZの低めぎりぎりを
狙って投球します。このコースへの投げ分けが、図2　要求水準の範囲

コストが高い

Ａ：仕様規定
（具体の資機材を指定）

コストが高い

Ｂ-1：性能規定
（定量的な規定）

Ｂ-2：性能規定
（定性的な規定）

コストが高い
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民間の創意工夫を表すことになります。一方で、
発注者は少しでも品質が良いものを求めます。審
判としての発注者は、SZの内角ぎりぎりに投げ
てほしいと思います。つまり同じSZであっても、
受注者と発注者とでは、求めるコースが異なるこ
とになるのです。
　実際の施工現場では、事業者が提案する代替案
が「要求水準」に適合しているかどうかの判断が
難しい場合が生じます。「投球ゲーム」ではスト
ライクとボールの判定が困難になる場合です。そ
のため投手（施工者）と審判（発注者）の間で、

（ Ａ：仕様規定 の場合よりも）判定のための負担
が大きくなります。

3）B-2：性能規定（定性的な規定）
　性能規定の二つ目は、性能規定が定性的に示さ
れる場合です。例えば「会議、応接等に必要な静
寂さが確保され、かつ、音声の漏洩が防止されて
いる」のように表されます。
　定性的な規定は解釈の余地が大きいため、「大
体この辺」というような曖昧な範囲設定とならざ
るを得ません。
　「投球ゲーム」のSZで表すと、中央部は間違い
なくストライクですが、周辺に行くに従ってスト
ライクとボールの境界が曖昧になります。つまり
グラデーションがあるSZにならざるを得ません。
ストライクとボールの判定をめぐっては、投手と
審判は一球毎に協議する羽目になるでしょう。双
方にとって、物理的、精神的に負担の大きなもの
となります。
　そもそもSZが曖昧ですから、結果的に審判は
自らに有利な判定をしてしまうことになりそうで
す。一方で、審判が専門家ではない場合には、す
べてを投手に委ねるしかありません。投手から

「今の投球はストライクだ」と言われると「スト
ライク」になります。審判の存在は有名無実にな
るおそれが生じます。
　実際の建築生産でも同様です。事業者から提案
された仕様が「要求水準」を満たすかどうかにつ
いて、客観的・数値的な根拠が明確ではない場合

も多く、発注者と事業者との間で判断が食い違う
事態が多発するでしょう。
　発注者が一方的に判定をすると、品質や工期、
コストに歪みが生じるおそれがでます。他方、発
注者が事業者に判定を一任する場合には、品質確
保等を全面的に事業者に委ねるということになり
ます。発注者はそれに関する大きなリスクを負う
ことになります。
　内閣府の「基本的考え方」においてもその問題
点は認識済みで、「可能な限り、民間事業者が達
成すべき性能について数値的な基準を盛り込む
等、客観的に整理する必要がある」とされていま
す。しかし実際の現場でそれを運用しようとする
と、実務上の様々な課題に直面することになるの
です。

３
「要求水準」をどのように活用していくか 

　　(国土交通省の技術基準を参考に）

（1）事業者側の関係者の役割
　これまでは、発注者と事業者との２者の関係だ
けの単純化した説明をしてきました。
　しかし、実際の建築事業においては、事業者側
には、設計者、施工者、工事監理者という関係者
がいます。そこで改めて、関係者と「要求水準」
との関係を説明すると、以下のようになります。
①発注者は、建築物に求める性能等を取りまとめ

た「要求水準」を作成します。そしてその「要
求水準」を設計与条件として、設計者に設計業
務を発注します。

②設計者は、「要求水準」の内容を設計図書とし
て具体化します。

③発注者は、その設計図書のとおりに建築物をつ
くるために、施工者に工事を発注します。

　つまり、「要求水準」は、一旦設計図書に変換
され、その設計図書に基づいて建築物がつくられ
ることになるのです。それを前提として、「要求
水準」と品質・コストとの関係について、国土交
通省の技術基準を例に以下に詳しく説明します。
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（2）「基本的性能基準」（国土交通省）の概要
　国土交通省には、建築物に求められる「要求水
準」を体系的に整理した「官庁施設の基本的性能
基準」という技術基準があります。平成11年6月14
日の建築審議会答申を受けて作成されたものです。
　内容は三段構成になっています。第一に「基本
的性能」として、官庁施設とその室等の分類に応
じて有すべき主要な性能が定められています。第
二に、この性能の水準を確保するために設計図書
として取りまとめる際に満たすべき「技術的事
項」が定められています。第三に、設計図書の内
容が実際に技術的事項を満たしているかどうかを
検証するための方法（「検証方法」）が定められて
います。
　表1に、そのうちの一つの項目（音環境に関す
る性能のうち一種類の分類に関する事項）を具体
例として取り上げ、三段構成の内容を示していま
す。

（３）「基本的性能基準」の考え方
　「基本的性能」は、建築の専門家ではなくても
建築物に求める「要求水準」がイメージしやすい

ようにつくられています。具体的には、品質の種
別毎に「地域性」から「保全性」までの13に分類
された上で、「景観性」、「長寿命性」、「作業性」
などの32項目について、備えるべき性能の水準が
定められています。
　大きな特徴は、建築物の種別あるいは諸室の違
いによって、基本的性能のグレードが変えられる
ようになっていることです。それにより発注者
は、真に必要な性能を、品質の項目毎、部屋毎に
きめ細かく求めることができます。例えば、光環
境については、諸室の種類・性格に応じて三つの
グレードが準備されています。
　基本的性能は、SZで表すと図3の上段（定量
的な性能の場合）のようになります（2で説明した
B-2：性能規定（定性的な規定）と同じもの）。
　設計者はその「要求水準」が満たされるような
設計図書を取りまとめます。その際に、設計内容
が「要求水準」に合致しているかどうかを技術的
に判断するために確認する事項が、「技術的事項」
です。それを用いることで、発注者と設計者とが
共通の基盤に立って、「要求水準」と設計図書と
の整合性を認識できるのです。

表１　「基本的性能基準」の具体例

規定の区分 規定の内容

基本的性能 各分類の対象とする室等に応じて、必要となる静寂さを確保できるよう、性能の水準を確保する。

対象とする室等 分類Ⅰ：上級室、会議室等のうち特に重要なもの

性能の水準
会議、応接等に必要な静寂さが確保され、かつ、音声の漏洩が防止されており、
さらに、室内が静寂な時でも周囲の音が気にならないものとなっている。

技術的事項

外部騒音への対応

施設の配置等
騒音源からの距離の確保、遮蔽物の設置等により、外部騒音の影
響が低減されている。

外壁及び外部
建具

室等の用途及び外部騒音の大きさに応じ、騒音の影響の低減が考
慮されたものとなっている。

内部騒音への対応

室等の配置
騒音源からの距離の確保、暗騒音の高い室と低い室を分けたゾー
ニング等により、他の室等からの騒音の影響が低減されている。

空調機器から
伝播する騒音

NC-30 ～ 35以下となっている。

検証方法 技術的事項を満たすことを、計算・解析によるほか、設計図書の確認等により検証する。

注：各項目の備考については省略した。
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　「技術的事項」のSZは、基本的性能のSZの内側
に入るように定められています。
　設計者はこの「技術的事項」を満たしたものと
なるように設計図書を作成します。この際「設計
図書」のSZは、技術的事項のSZの内側に入るよ
うに定める必要があります。
　ただし、「要求水準」の項目によっては技術的
事項を定量的に検証できないものがあります。
例えば「景観性」などです。これらに関しては、
発注者と受注者の双方が協議しながら設計図書を
具体化していくことになります。そもそも人間の
五感に関わるもの、例えば意匠性や環境の感じ方
などには個人の感覚による差異があります。現在
のところ、それらは定性的な水準でしか表現でき
ません。いわゆる感性によって判断せざるを得な
い性能分野があることは、建築のもつ本質的特徴
なのかもしれません。この定性的でしか表現でき
ない要求水準の関係をSZで表したものは、図3
の下段（定性的な性能の場合）のようになりま
す。

（4）「基本的性能基準」に期待される役割
　基本的性能基準は、発注者が求める要求水準

（性能）が、設計者によって適切に設計図書に具
現化（変換）され、その設計図書に示された水準

（性能）の範囲内で施工者が適切な施工方法等を
選択するという仕組みです。その仕組みを活用す
ることで、当該建築物に必要とされる要求水準

（性能）が効率的かつ合理的に当該建築物で実現
されるようになることが期待されます。
　更にこの技術基準は、建築物に求められる品質
性能に関して、発注者と設計者と施工者という関
係者の間で円滑なコミュニケーションをとるため
のプラットフォームとして利用されることも期待
されます。
　以上のような仕組みが数多くの発注者や設計
者、施工者に理解され、活用されることで、建築
物の性能水準に関する議論が深まるのだろうと考
えます。

図3　基本的性能と要求水準との関係

コストが高い

「設計図書」

コストが高い

「技術的事項」

コストが高い

コストが高い

「設計図書」
コストが高い

「技術的事項」

「技術的事項」の範囲には
幅がある

設計図書の領
域判定は困難

定量的な
性能の場合

定性的な
性能の場合

技術的事項の範囲のイメージ

設計図書の範囲のイメージ

「基本的性能」
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4 おわりに

　本稿では、建築事業での「要求水準」と品質・
コストとの関係について、野球の「投球ゲーム」
のSZを用いて説明をしました。まだまだ分かり
にくいところも多々あったことと思います。今後
とも改善を図ってまいります。
　なお、近年の公共建築工事の発注において、新
たな入札契約方式を活用する事例が増えていま
す。どのような入札契約方式を用いることが最も
適切なのでしょうか。それは計画される建築物の

種類や規模、発注者や設計者・施工者等の関係者
の体制等によっても異なるでしょう。加えて、

「要求水準」に関する考え方や「要求水準」の規
定の仕方も、それを決める際の一つの検討要素に
なるのではないかと考えます。本稿がその一助に
なれば幸いです。

「�PFI事業契約との関連における業務要求水
準書の基本的考え方」（抄）
（�平成21年4月3日内閣府民間資金等活用事業
推進室）（本文では「基本的考え方」という）

第２章　業務要求水準書に求められるもの
第1節　 管理者等の意図の明確化及び民間の創意工夫

の発揮から留意すべきこと
3．性能規定と仕様規定の適切な採用
　PFI事業では、民間の創意工夫を活用する観点か
ら、求めるサービスを仕様規定により示すのではな
く、性能規定により示すことが原則である。ただし、
仕様規定を全く採用すべきでないということではな
く、提示した仕様が民間の創意工夫を阻害するか否か
でその可否を判断すべきである。例えば、性能規定で
は非常に大部の複雑な記載が必要となる場合等におい
ては、仕様規定を一部採用することがより良いVFM
の達成に資することもある。また、適切なリスクの移
転につながる場合においても、仕様規定を採用するこ
とがありうる。ただし、仕様規定を採用する場合は、
これが民間事業者の提案を拘束する条件となるか否か
について、明確に提示することが必要である。参考情
報として提示する場合はそれを明記し、必ずしも民間
事業者の提案がこれに拘束される必要がないことを伝
える必要がある。一方、法令等で仕様が規定されてい
る場合等は、変更できない条件であることを明記した
上で提示することとする。

日米建設協議での要求水準をめぐる議論

　時間を少しさかのぼります。昭和の後半から平成の
初期にかけて、日米建設協議が行われました。「日本
の建設市場は国際的にみて閉鎖的である。もっと外国
企業が参入しやすいようにルールを改めるべきであ
る」というアメリカ側の要請に端を発して、日米の政
府間で協議が行われました。
　協議の過程で、「日本の仕様書が障壁の一つだ」と
主張され、その改善策として「工事は、technical 
specではなくperformance specで発注すべき」と提
案されました。経験談になりますが、当時はその単語
の意味するところが十分に理解できずに「技術仕様で
はなく性能仕様で発注すべき」と仮訳しました。米側
の提案理由は「技術仕様には日本独自の基準が記述さ
れているため、外国企業にとっては非関税障壁とな
る。性能仕様であれば万国共通のものであり外国企業
でも対応できる」というものでした。
　内閣府の「基本的考え方」においては、仕様規定、
性能規定という用語が用いられていますが、その意味
するところは日米建設協議の時代と変わっていませ
ん。「具体的な仕様については発注者が一方的に決め
るのではなく、受注者の創意工夫の余地を残し、受注
者の技術力に委ねるべき」という両者に共通する思想
が読み取れます。

参考1 参考２
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１．はじめに
　（一財）建築コスト管理システム研究所（以下、
「コスト研」）では、営繕積算システム（RIBC）の操作
講習会を全国23会場で、北は札幌市から南は那覇市
にて実施しております。講習会では、国の統一基準
である「公共建築工事積算基準」や国土交通省HP
で公表されている「公共建築工事積算基準等資料」
についても併せて説明し、それらを組み入れている
RIBCについてご理解をいただいています。各会場
でたくさんのご質問やご要望等がある中で、市町村
等の関係者から、「官庁施設の設計業務等積算基準」
（以下、「積算基準」）及び「官庁施設の設計業務等積
算要領」（以下、「同要領」）についてもRIBCに組み
込んでほしいというご要望が多く寄せられました。
　このことから、「官庁施設の設計業務等積算基準
と業務料の算定」（以下、「業務料の算定」）を発行
する（一社）公共建築協会（以下、「PBA」）と協
議し、システム利用者に次のようなメリットがある
ことから、標題の名称でPBAと共同で企画立案を
行い、本年度からコスト研にてシステム提供を開始
することにしました。
・告示改正（技術者単価の改定を含む）等に伴う積
算基準・同要領の改定を網羅し、適宜適切に算出
結果に反映できる。
・入力やチェックが容易で、データを保存すること
で修正を簡易に行うことができる。
・入出力の統一化により対外的な説明が容易である。
　なお、積算基準及び同要領で不明な点については
PBAにて、システムの操作方法等についてはコス
ト研にて対応することとしております。

２．システムの特徴
　本システムは、「業務料の算定」にあるとおり、
簡単な建物条件の入力や追加業務・図面目録等の選
択を行うことによって、同要領の別表の一覧に記載
された各係数・細分率等を使って、設計業務委託料
の総額やその内訳を算出します。
　当然、「業務料の算定」を網羅しておりますので、
新築単独・複合建築物等の床面積による算出、改修
工事等の図面目録による算出、耐震改修設計業務
（床面積による）、設計意図伝達業務、新築・改修工
事の工事監理業務、耐震診断業務のいずれにも対応
できるシステムとなっております。
３．利用にあたって
　公共建築の建設計画をしている行政機関は元よ
り、それらの設計業務を受注しようとする設計事務
所やその設計業務に工事費の積算業務がある場合の
積算事務所の方々が、計画している建物の設計料が
どの程度かを判断する情報になると考えています。
　コスト研HPで簡単な必要事項を入力いただくこ
とにより、RIBCユーザーに限らずご利用いただけ
ます。
４．おわりに
　公共建築の設計業務委託料及び積算業務委託料が
適切に算出されることによって、それらの業務に携
わる方々が的確に業務を行うことで、質の高い公共
建築の輪が広がることを望んでいます。
　本システムのリリースは第一四半期を目途として
おります。詳しくは、追ってコスト研のHPにてご
案内いたします。
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