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1. はじめに 

 近年、各国の建築プロジェクトは時代や技術の変化に伴

い、運営方法が多様化している状況が散見される。英国で

は 1994年のレイサムレポートや 1998年のイーガンレポー

トを発端としたパートナリング的な概念、米国では 1990

年代におけるリーンコンストラクションの考え方が進展し、

設計と施工をコンカレントに進めようとするプロジェクト

運営が広がりつつある。さらに 2000 年代中盤から急速に

普及しつつある BIM（Building Information Modeling）

もその動向の後押しとなり、コントラクター（以下、ゼネ

コン）に設計段階からの関与を発注する方向で多様化が加

速しているように見える。 

本研究では、日本と米国・英国を対象に、施工者が設計

に関わる発注契約方式を比較し、その様なプロセスにおけ

る発注者に求められる役割や責務が日米英でどのように違

うのかを明らかにする。そして、日本の発注契約方式につ

いて実務者を対象にヒアリング調査を行い、日本の発注契

約方式の実態を明らかにすることを目的とする。 

2. 施工者が設計に関わる方式について 

2.1. 概要 

 本章では、ゼネコンが設計段階で Pre-Construction（以

下、プレコン）を行う方式に着目する。ゼネコンが設計段

階から関与する発注方式には DB（Design Build）もあげ

られるが、この方式は設計と施工を一括してゼネコンに発

注する契約であるため、伝統的な施工のみの契約と本質的

な違いがある。一方、本研究で取り上げるプレコン発注を

する方式は、従来の施工のみの契約からの発展形として解

釈することが可能である。このような方式について発注者

に求められる役割や責務が日米英でどのように違うのかを

明らかにすることを目的に、日本、米国、英国の実務経験

者に行ったヒアリング調査の結果と文献調査をもとに進め

た。英国と米国のヒアリングは、筆者が所属している研究

室で 2015年から 17年にかけて実施された記録（記述およ

び録音）を用いる。 

2.2. 考察 

 ゼネコンが設計段階でプレコンを行うが設計責任を負わ

ない方式として、米国の CM-GC方式、英国の Two Stage 

Open Book、日本の ECI方式があげられる。これら 3つの

方式のプロセスをまとめたものを図 1に示す。 

プロセスを比較すると、3 つの方式はゼネコンが設計段

階で CM契約やコンサル契約により早期に参入してプレコ

ンを行い、施工段階で改めて施工契約をするという 2段階

の契約を行っている。これらは名称が異なっているものの、

契約の手続きや設計の進め方が類似している。この 3つの

方式はそれぞれの国において近年に増加傾向、あるいは近

年採用されたものであり、比較的新しい動向という点も共

通している。設計プロセスが類似しているこれら 3つの方

式がそれぞれの国で行われるようになった背景には、建設

プロジェクトの複雑化や、施工・材料技術の進化、BIMの

発展により早い段階でのコーディネーションが可能になっ

たことなどが考えられる。建設プロジェクトの複雑化や、

施工・材料技術の進化により、従来の設計メンバーであっ

た設計者や QS（Quantity Surveyor）だけでは設計を行う

ことが難しくなり、設計段階におけるゼネコンによるプレ

コンを必要とするようになったと推察できる。また、設計

段階におけるゼネコンによるプレコンが、VE（Value 

engineering）の効果を高め、施工情報を加味した設計によ

る詳細なコストの算定などを可能にしていると推察される。 

 プロジェクトの進め方に着目すると、米国は発注者が、

英国は QS や発注者代理人が、日本は設計者やゼネコンが

中心となって進めており、3 国で異なっていることがわか

った。この違いの背景として、米国ではリスクに備えて発

注者が積極的にプロジェクトのリーダーになるようになっ

たこと、英国では QS という職能が昔から存在していたこ

と、日本では発注者がお施主様として扱われ、設計者とゼ

ネコンがほとんどの業務を担ってきたことがあげられ、こ

うした背景の違いが発注者の責務やプロジェクトメンバー

の違いを生み、3 国における詳細な手続きの違いを生み出

していると推察する。また、3 国ではゼネコンや設計者、

発注者支援者の業務内容が大きく異なると考えられる。そ

してそれが発注者に求められる役割や責務の違いに大きく

影響しているのではないかと推察される。設計段階にゼネ

コンが設計責任を負わずにプレコンを行う方式では、設計

段階における主体者間の調整業務が発生するため、発注者

側に主体者間の調整業務を行うことができる能力が必要だ

と考えられる。この能力は、米国では発注者が、英国では

QS や発注者代理人が持っており、日本では誰がその能力

を持ち役割を担っているのかを明らかにする必要がある。 

 

図 1 米国 CM-GC 方式、英国 Two Stage Open Book、 

日本 ECI 方式のプロセス図 



表 1 ヒアリング調査結果 

分類 主な建物 内部技術者 PM/CM採用 主な発注方式 主な発注方式の採用理由 事例 事例の採用理由 事例の調整業務

①

発注者A 地方公共団体 公共施設 ◯ ✕ 分離 ー
ECI

(実施設計後半)
コスト・予算、

施工技術の導入
✕、問題なし

発注者B 地方公共団体 公共施設 ◯
✕

(高度PJ◯)
分離 ー 一括 工期 CM、難しい

②

発注者C デベロッパー ホテル、事務所 ◯ ✕ 分離 コスト圧縮、社内説明しやすい
実施設計後半

＋施工
コスト圧縮、

設計者のスキル不足
✕、問題なし

発注者D デベロッパー 事務所 ◯ ✕
中小規模は

一括
コストの精度を早期に高める、

施工提案がほしいため
一括

コスト、
施工提案

✕、問題なし

③

発注者E 商業事業者 商業施設 ◯ ◯ 分離・ECI 設計はグループ会社であるため
ECI

(実施設計)
コスト・工期の把握・コント
ロール・圧縮、労務確保

設計者

発注者F 鉄道事業者 商業施設 ◯ ◯
一億以上だと

分離
上部決済のための資料作成に

設計が必要なため
ECI

(基本設計)
コスト・予算 設計者

④ 発注者G 学校法人 学校 ✕ ◯ 分離
適正な価格で工事を発注できる、
各ゼネコンの知見を集められるため

一括 工期が短い CM

⑤

発注者H 機械メーカー 工場 ✕ ◯ 一括 アイデアや提案をしてもらえるため
一括

(オープンブック)
コンサル提案 コンサル

発注者I 食品メーカー 工場
✕

(設備◯)
◯ 一括 ゼネコンの経験値 一括 ゼネコンの経験値 コンサル

⑥ 発注者J メーカー
事務所、工場、

その他
✕

(維持管理◯)
◯

(新築✕)
分離

スペックインしてもらうための
設計事務所に配慮した動き

ECI
(基本設計)

工事費上限および工期、
不安早期払拭

✕

3. 日本の発注契約方式についてのヒアリング調査 

3.1. 概要 

日本の発注契約方式の実態を明らかにするため、日本の

発注契約方式について実務者を対象にヒアリング調査を行

った。実施期間は 2018 年 8 月から 12 月であり、発注者

10人を対象に事前にヒアリング項目を作成し、ディスカッ

ションする形式で行った。 

3.2. 分析、考察 

 ヒアリング調査の結果を表 1 に示す。発注者 10 者は主

な建物の種類、内部技術者の有無、PM/CM の採用の有無

により、①から⑥の 6つに分類することができる。以下、

それぞれについて分析考察を行う。 

①の結果から、公共はコストや工期の制約があるときに

ECIや設計施工一括方式といったゼネコンが設計段階に関

与する方式を採用していることが分かる。また、それら高

度なプロジェクトである設計施工一括方式では、性能発注

であることにより起こる仕様や変更に関する問題や、参画

者の多さによる主体者間の調整に関する問題など公共特有

の問題が起きるため、PM/CM を採用することもあると考

えられる。 

②の結果から、主な建物が事務所であり、内部技術者が

おり PM/CMを採用していないことは共通しているが主な

発注方式が異なっていることが分かる。そしてその理由が、

重視する点がコストを圧縮することか、コストの精度を早

期に高めることかの違いであり、何を重視するかが発注方

式の決定に大きく影響していることが分かる。 

③の結果から、主な建物が商業施設である発注者は、内

部技術者が存在していても PM/CM を採用していることが

分かる。発注者 EF どちらも、事例としてあげられている

ECI方式で主体者間の調整業務を設計者が行っていること

からも、PM/CM には意見をもらうことを目的として採用

していると考えられる。 

④の結果から、主な建物が学校であり内部技術者がおら

ず PM/CMを採用している発注者は、学校というあまり複

雑でない建物であり工期等の制限が特にない場合、設計施

工分離方式を主に採用していることが分かる。工期が短い

等の制約がある場合はCMを採用した設計施工一括方式を

行うこともある。また、初期は PM/CM を包括的に契約し

ていたが、経験が多くなり分かるようになったため具体的

に契約するようになっており、発注者の経験値が参画者の

契約を決める上で重要であることが分かる。 

 

 

 ⑤の結果から、主な建物が工場であり内部技術者がおら

ず PM/CMを採用している発注者は、ゼネコンの提案や経

験を入れたいため、設計施工一括方式を主に採用している

ことが分かる。このことから、工場という設計者があまり

経験がなく知識を持っていない種類の建物の場合、発注者

は PM/CMを採用してゼネコンとの間に入ってもらい、ゼ

ネコンを活用できる設計施工一括方式を採用していると考

えられる。 

 ⑥の結果から、建築関係のメーカー会社の場合、自社製

品をスペックインしてもらうため設計事務所に配慮した動

きをする必要があり、設計施工分離方式を採用しているこ

とが分かった。内部技術者がおらず PM/CMを採用してい

るが、新築では PM/CMは採用していない。その理由とし

て、発注者 Jのプロジェクトでは設計者が発注者支援の業

務も行っているためではないかと考えられる。 

 今回のヒアリング調査の結果から、発注者の発注方式の

決定には、建物の種類、内部技術者の有無、プロジェクト

において重視する点、発注者自身の繫がり（グループ会社

や製品の種類など）が大きく関わっていることが分かった。

また、PM/CM の採用には、発注者の能力と建物の種類が

関わっていると考えられる。そしてそれらの要素が組み合

わさり、プロジェクトによって変化することで多様な発注

方式が行われていると推察する。 

 設計者の業務内容に着目すると、純粋な設計業務に加え、

発注者の支援業務も行うように変化していることが分かっ

た。具体的には、よりプロジェクトの川上に関わるように

なったり、主体者間の調整業務を行う契約を結んだりして

おり、業務が幅広くなっている。 

4. まとめ 

 本研究では、日本の発注契約方式の実態を明らかにする

ことを目的に研究を進めた。発注契約方式の多様化をテー

マに本研究に取り組み始めたが、多様化と言われている日

本の発注契約方式の実態は、施工者がいつどのように参入

するかの違いであり、それを一つ一つ方式名を付け多様化

と言っているだけであることが分かった。本当の多様化と

は、支払い方式や約款が多様になってこそいえるのではな

いだろうか。そして、設計者の業務内容や PM/CMの採用

範囲など、時代に合わせて変化している部分もあり、本当

に多様化を進めるのであれば、役割や業務、責任をしっか

りと明確にしてプロジェクトを進めることが今後重要にな

るのではないかと考える。 


