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第1章

序論

1

2

1. 序論
今日散見される大規模建築プロジェクトにおける白紙撤回、大幅な設計変更などにおい
て、発注者組織における意思決定のプロセス、発注者組織内の責任者不在といった「発注
者責任」に多くの疑問が投げかけられている。
いったい、だれがプロジェクトの責任者で、だれが決定権を持っていたのか、そして、
何よりも発注者としての責任の所在はどこにあるのか、そもそも、だれが発注者なのか、
今もって明らかになっていない。また、一方で、日本における発注者組織の脆弱性を示す
事例として、2012 年に竣工した東京駅前の JP タワー（KITTE）の設計者でもあるシカゴ
在住の有名建築家ヘルムート・ヤーン氏から聞いた話を思い出す。
「某大手企業の大規模プ
ロジェクトにおいて、毎回プロジェクト打合せに発注者側社員が 20 人も来て打合せをす
るのだが、何を尋ねても、持ち帰って検討します、との回答ばかり。責任者を連れて来い、
と言ったら、それぞれ分担があって、ここにいるものが全員責任者です、との回答に呆れ
た」との話があった。まさに、日本的意思決定プロセス、日本的あいまい体制、明確なプ
ロジェクト・マネジャーが不在という日本的発注者組織のあり方が、問題となっていると
言えよう。
これまで「発注者責任」が明らかにならなかった大きな理由は、建物の供給側である設
計事務所やゼネコンが様々な発注者要求を斟酌し、うまく調整して、できる限り発注者の
要望にかなうよう建物を建設してきたからであろう。当然ながら、そんな片務的な形が長
続きしない。
過去においても、発注者責任へ向けた改正がいくつか実施された。2001 年と 2006 年の
国交省における発注者責任に関する懇談会である。公共発注者が「造る立場」から、市場
で良いものを「買う立場」へと大きく変更したり、価格だけでなく技術も含めた総合評価
制度を導入し、より発注者として良い品質を確保しようとしたりするなど、発注者責任を
果たそうというものであった。しかし、本来の発注者責任とは、民間にリスク移転するこ
とではなく、発注者が何を要求し、発注者組織として、だれがその責任を果たすのか明確
にすることが求められているはず。
むしろ、本来、公共発注者自ら、民間発注者の模範となるべき責任を果たすべきである
と考える。
それでは模範的な発注者とは何か？それは、自分又は自社のことだけを考えるのではな
く、建設を行うことで与える①社会的・経済的な影響、②建築産業・ものづくりへの貢献、
③資産価値・利用価値の向上、④安全性の確保など、建築プロジェクトが与える外部効果
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を的確に把握し、建築プロジェクトの発注者としてより良い社会を構築するための責任を
果たすべきと考える。
しかし、公共発注者においても、その責任が果たされているか疑問に感じる。
今こそ、建築プロジェクトにおける発注者のあるべき姿を、改めて考え直すべき時期に
来ていると思う。
本研究は、130 年の歴史を持つ郵政建築注 1)に焦点をあて、建築プロジェクトにおける「発
注者の役割」を改めて考える契機としたい。
郵政建築は、逓信省、郵政省、日本郵政と公共発注者から民間発注者へと大きく変化す
る中で、高いレベルの品質を求めて、発注者としての関与を時代に併せて変化してきた歴
史を持つ。明治時代の民間の設計者及び施工者の技術力が相対的に官側より低く発注側の
関与が大きかった時代から、大正時代、高度成長期を迎え、民間の設計者及び施工者の技
術力が向上する中で、発注者が望む品質を確保するため発注者組織としての専門技術を高
めてきた。更に民間への品質依存が高まる中で、発注者組織としてのマネジメントを高め、
発注者責任を果たそうとしてきた。外部化、民営化により発注者組織としての体制が変質
してきているが、それでも発注者責任を維持することを目指している。それゆえ、郵政建
築は、発注者組織として「発注者責任」をどう果たすべきなのか、常に考えてきた組織で
ある。つまり、時代の変遷とともに、発注者、設計者、工事監理者、施工者の役割を変え、
「設計にこだわる」→「監理にこだわる」→「マネジメントのこだわる」→「発注にこだ
わる」と、常に発注者としての責務を考えて行動してきた歴史を持つ。
そこで、本研究は郵政建築における発注者の役割の変化を知るため、郵政建築の建築生
産システムがどのように変化してきたのか、社会的な背景も踏まえて大きな時代の区切り
を見出したうえで、発注者の役割がどう変化したのか明らかにする。郵政建築における発
注者の役割の変化を知ることで、今日、社会問題となっている建築プロジェクトにおける
「発注者の役割」の解決の一助とするものである。
本研究が、より良き発注者像の一端を明らかにする契機となり、日本における「建築プ
ロジェクトにおけるより良き発注者のあり方」の再考につながることに期待したい。
なお、本研究で用いる「郵政建築」とは、
「逓信省、郵政省から、郵政事業庁、日本郵政
公社、民営化後の郵政組織において生み出してきた建築及び組織、並びにそれに伴う活動」
として定義している。
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1.1. 研究の背景と目的
1.1.1. 発注者の変化
建築行為は専門性が高く、発注者でもそのニーズを強く要求することが難しい状況にあ
る。そのため、古くは棟梁、またはマスタービルダーと呼ばれる設計も施工も実施する統
括者によって、建築プロジェクトが進行され、物言わぬ発注者がよき発注者とされてきた。
しかし、建築行為そのものが一般化し、建築することが「目的」ではなく「手段」とな
った現在、発注者の役割は大きく変化している。
日本では、これまで、限定的な発注方式を採用することで、安定した品質を顧客にサー
ビスし、建築業界の論理、視点で効率的なプロジェクト管理を実施してきた。ここで言う
発注方式とは、入札方式、契約方式、調達方式の構成からなるものとして定義している。
従来方式で言えば、
『指名競争入札＋総価契約＋設計施工分離発注』または、いわゆるゼネ
コン方式と呼ばれる『設計施工一括発注方式』の２種類の選択肢しか、発注者には与えら
れていなかった。その結果、建築プロジェクトの進捗が第一目的となり、発注者ニーズと
かけ離れた結果（出来形）となるなど、発注者ニーズと結果のギャップを生むこととなっ
てしまった。
これに対するため、特に、いわゆるパワーユーザーと呼ばれる大規模発注者や不動産デ
ィベロッパーでは、独自の標準仕様やプロジェクトプロセスを用いることで、発注者ニー
ズを明確に結果に反映するような行動を行うなど、建築業界が提供するサービスが、必ず
しも発注者の求めるサービスと合致しないなどの問題がここにきて明らかになりつつある。
また、調達方式でも、一部発注者において、積極的にプロジェクトに関与するような分離
発注方式を採用したり、コンストラクション・マネジャーに支援業務を依頼したりするな
ど、発注者自らが、プロジェクト責任を取るような方式が増加しつつある。まさに、サプ
ライサイドのサービスがデマンドサイドのニーズと異なる事態が生じている。
さらに、昨今生じている発注者要求のゆらぎ、発注者の意思決定の曖昧さ、日本的企業
体質である責任者不在など、サプライサイドの問題でなく、デマンドサイドである発注者
のあり方そのものが大きな社会的課題となってきている。

1.1.2. 国内の発注者改革の流れ
一方、日本の公共工事においては「公共発注者のあり方」について、2000 年頃から、継
続的に議論がなされてきている。
最初は、国内の公共工事を中心に、発注者内部技術者の減少に伴う公共発注者の支援を
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行うため、旧建設省、旧運輸省、農水省が中心となって「発注者責任研究懇談会 1)（（2001
年）委員長：近藤次郎東京大学名誉教授）」を発足させ、①発注者を評価する仕組みの確立、
②発注者支援制度の確立、③品質保証制度の確立、④工事内容に応じた最適な企業の選択
等が課題となっていることを指摘し、公共発注者の役割の重要性を指摘している。
この解決のために、①技術提案制度の確立、②技術力評価の仕組みの導入、③ネゴシエ
ーション方式の導入が必要であり、そのためには、発注者・受注者の役割分担を明確にし
たうえでの、発注者支援制度の活用により発注者機能の確保を目指す提言となっていた。
公共調達と競争政策に関する研究会（2003 年 11 月（座長：金子晃慶應義塾大学名誉教
授））では、「より安くより良い調達」、すなわち「（一定のコストに対して）最も価値の高
い調達」が行われることが必要であるとの基本的考え方に基づき，公共調達における一層
競争的な環境の実現と，入札談合の効果的な防止を図るため，公共調達の入札・契約方法
等に関するさまざまな課題

2)、たとえば、発注者の技術力が低下していることを指摘し、

①CM（コンストラクション・マネジメント）方式、②設計施工一括発注方式、③入札時
VE 方式など多様な入札方式が必要であることを提言し、その改善のために、発注方式の
多様化 3)や民間技術力の導入が必要不可欠であるとしている。
また、公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）（2005）では、①発注者の責
務の明確化、②「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換、③発注
者をサポートする仕組みの明確化を規定しており、それまでの「造る」立場から「買う」
立場へと大きく公共発注者のスタンスを変えた点が大きい。さらに、法律の理念を示した
第三条では、民間技術力の活用と適切な選定手法の導入、そして品質確保のための調査及
び設計等の活用を指摘している。また、新たに発注関係事務についてコンストラクション・
マネジャーなど、外部能力の活用が可能となるよう制度改正がされた。
続く 2006 年の「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する
懇談会（座長：小澤一雅東大教授）」では、発注者責任の在り方として、①国民のニーズに
あった社会資本整備に関する責任、②価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに
調達し継続的に提供する責任、③発注者と受注者がそれぞれ工事等の品質確保に責任を持
つ仕組みを構築・維持する責任を指摘し、企業自らが品質確保に努める好循環を構築する
必要性を説いている。
最近では、総合評価方式の採用や「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理シ
ステムのあり方に関する懇談会（2015 年）注 2)」を設置し、公共発注者としてのあるべき
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姿を探っている。また、公共建築工事の発注者の役割について、
「官公庁施設整備における
発注者のあり方について（2014 年）」国土交通省社会資本整備審議会で議論されている。
この他にも、公共発注においては PFI プロジェクトの普及に伴い、プロジェクト初期段
階において発注者ニーズを明確化し、発注者責任の範囲内で、プロジェクトをリードする
ような方式を採用してきており、サプライサイドからデマンドサイドへの流れができつつ
ある。
一方、民間企業においても、外国企業を中心にコンストラクション・マネジメント方式
を採用したり、IT 業界や製造業界におけるプロジェクト・マネジャーを導入したりするな
ど、発注者が積極的に建築プロジェクトに関与するような事例が増加しつつある。

1.1.3. 英国における発注者改革
海外の発注者改革の事例として、英国における取組みが参考になる。
英国の建設産業は 1990 年代の景気後退、競争の激化などにより、品質確保の問題が生
じた。そこで、英国では建設産業の改革のため、発注者の果たす先導的役割を求めた。特
に、次の３つのレポートが、具体的な対応を提言したものとして有名である。①レイサム
レポート「Constructing the team」
（1994 年）、②イーガンレポート「Rethinking Construction」
（1998 年）、③建設産業戦略フォーラム「Accelerating Change」（2002 年）である。
①のイーガンレポートでは、発注者、施工者などの関係者が相互信頼に基づき、建築プ
ロジェクト完成への共通の目的を共有し、パートナーとして取り組むことの重要性を指摘
している。「パートナリング」注 3)がこれに該当する。
②のレイサムレポートでは、競争による品質低下から、サプライチェーンを構築するこ
とで、長期的信頼関係を築き、品質の改善を図ることを指摘している。また、建設産業へ
の影響力の大きい公共発注者自ら、最善の発注者となるよう政府が責任をもって指導する
ことを勧告している。
③の建設産業戦略フォーラムでは、
「建築プロジェクトにおける発注者のリーダーシップ
の加速」が重要であることを指摘し、建設産業変革のための発注者の役割を強調している。
建築プロジェクトにおける発注者の意識改革を進めるための 12 の原則からなる「建設発
注者憲章（Construction Clients’ Charter）」を制定している。発注者憲章には、発注者のリ
ーダーシップ、統合チームによる作業、ライフサイクルにおける品質、関係者の人の尊重
などが定められ、多くの発注者が発注者憲章に基づく建築プロジェクトの導入を進めるよ
う勧告している。特に、この発注者憲章では、自組織内におけるプロジェクト・マネジャ
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ーの指名の重要性、企画段階における関係者の早期からの関与、ベンチマーキングの重要
性等を定めている。
これらのレポート以降、建築プロジェクトの発注者改革促進のための各種団体、
「住宅フ
ォーラム（Housing Forum）」(2000 年)、
「地方政府タスクフォース（Local Government Task
Force）」
（2000 年）、
「建設発注者連盟（Confederation of Construction Clients）」
（2000 年）、
「建設発注者グループ（Construction Clients Group）」
（2003 年）等が相次いで設立された。
また昨今では、英国の民間発注者、公共発注者において、パートナリングを取り入れる
発注者が急増している。公共発注者においては、PPP（パブリック・プライベート・パー
トナーシップ）注 4)や PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）といった形で明
確化されているし、民間発注者においても、経営哲学や経済性の観点から単なる発注者側
に留まることなく、発注者側が設計者や施工者などのプロバイダー側とパートナリングを
組み、早期完成やコスト縮減を実現している。
たとえば、某ハンバーガーチェーンでは、パートナリングに基づく standardization（標
準化）の導入やサプライチェーン・マネジメントの導入により、導入する前は、過剰なデ
ザインや複雑な契約形態により１店舗あたり約 27 週の工期を要していたものが、導入後
は 36 日で完成することができ、迅速な店舗展開という経営戦略を実現している。また、
英大手のスーパーマーケットチェーンでは、施工者を 5 社に絞り、プロジェクトの早期段
階から提案を受けるなどして、平均 40 週の工期が半分の 20 週となり、さらには平均コス
トも約 1 割削減できるなど、パートナリング手法を発注者のメリットとしている。
さらに、各中央政府発注機関においても、リスクマネジメントやライフサイクル分析に
ついても、積極的な取組みが見られ、調達方式においても、主に４つの調達手段、①PFI、
②Prime Contracting、③デザインビルド、④従来方式について、標準約款の整備を行い、
調達方式の選択が可能な環境整備を実施している。より良き発注者像を目指す取組みは、
単に公共発注者にとどまることなく、民間発注者へも波及し、民間版 PFI やパートナリン
グの試行 4)など、建築業界に対しメリットをもたらしている大きな要因となっている。

1.1.4. 製造業における発注者（顧客）指向の流れ
製造業、特に自動車産業等では、早くから製造プロセスを『顧客満足創出過程』5)（藤
本（2000））と位置づけ、生産と顧客満足の因果連鎖を明確化している。
特に、自動車産業では、産業の多義性、複雑性、不確実性が高い産業であることを指摘
し、設計過程が必ずしもリニアプロセス（設計進捗がフェイズ毎に明確に進むこと）では
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なく、コンカレント（同時並行的）プロセスで進む。
多義性：顧客満足の多義性が高い、生産工程の多義性が高い
複雑性：要素多様性（工程ステップ数、作業タスク数）、要素間の相互依存性（統合的ア
ーキテクチャー又はモジュラー型アーキテクチャー）
不確実性：結果不確実性（製品機能の不確実性、製品構造の不確実性、生産工程の不確
実性）、原因不確実性
そのため、個々の開発が多数で複雑な自動車の生産プロセスにおいては、すべてを統括
する重量級のプロジェクト・マネジャーの存在が重要であること、部品供給メーカーとの
コラボレーションが開発パフォーマンスに大きく影響すること、製品開発と工程開発のコ
ンカレント・エンジニアリングによるパフォーマンスの向上などが、自動車産業における
顧客満足創出過程に大きく関わっている。
この意味で、自動車産業においては、生産過程を顧客満足達成の手段として捉え、いか
に的確かつ迅速に顧客満足を創出できるか、設計プロセス、生産プロセスや生産体制を含
めて、産業改革を図っている。

1.1.5. 発注者責任問題への対応
建築産業においても、発注者を中心に据えたうえで、発注者の役割を明確にすることが
必要不可欠であると考える。そのためには、いくつかの方策が必要と考える。
(1)発注者中心の建築産業政策の導入
発注者の顧客満足度（CS）を高めたサービスを提供するため、先に述べたように、たと
えば英国では 1970 年代から従来の調達方式に加え、PM／CM などのマネジメントを調達
方式に導入してきた。さらに、1992 年以降、パートナリングや PFI を導入するなど、発
注者の要求に 100％応えるような多様性を確保してきている。また、発注者自身も、公共
発注者に見られるように、Better Client を目指して、積極的にあるべき発注者像を建築業
者に提供してきたり、スーパーなどの大手民間発注者が、建築プロジェクトに積極的に関
与し、ある種のリスクを享受したりするなど、新たな調達方式を模索している。日本にお
いても、調達方式の多様化が必要ではなかろうか。
(2)官民パートナーシップの拡大
英国では民間の技術力やノウハウを積極的に取り入れ、プロジェクトの最適化を図るこ
とで、国民にとっての Best Value（＝Value for Money 注 5））を獲得することが重要である
との合意を得ている。パートナーシップは発注者（需要側）と受注者（供給側）を結びつ
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ける有効な手法であり、今後の日本での普及が望まれるところである。
(3)ベストクライアントとしての発注者改革
政府は産業振興のほかに、建設市場最大の発注者としての役割を担っている。それゆえ、
公共発注者機能の充実は、建設市場を良い方向へ改革させる要因であり、海外諸国では建
築プロジェクトの発注者役割の明確化を図るべく様々な取組みを行っている。日本におい
ても、発注者責任の明確化、発注者教育の導入などを通じて、健全なデマンドサイドとし
ての発注者機能の確立が望まれるところである。
サプライサイドからデマンドサイドへと変化する中で、発注者改革のための建築産業に
おける発注者支援組織のあり方が課題となってきている。特に、倫理観を持って専門家と
してアドバイスできる機能が求められているにも係わらず、産業界全体の信頼性が揺らい
でおり、早急な建て直しが必要である。発注者も受注者もプロジェクトを構成する参加者
として、どうあるべきかが今後、重要な課題となってくる。
そのためにも、サプライサイドからデマンドサイドへと産業構造が変化する中で、発注
者改革が進むことが、今こそ求められている。

1.1.6. 郵政建築における発注者責任の特徴
郵政建築では、郵政の内部技術者が、郵便局等の建築プロジェクトについて、必要とす
る建築を発注者自ら設計、発注、監督、そして修繕、維持管理してきた歴史を持つ。郵政
建築は、発注者として、建築プロダクトプロセスにおける「マネジメント業務」と「適合
性確認業務」を自ら実施してきたと言える。歴史的にも、郵政の内部技術者が設計や監督
のみならず、建築プロダクトプロセスのあらゆるフェイズにおいて、発注者又は発注者の
代理人として郵政の内部技術者が関与することで、品質を確保してきた。
この郵政建築における発注者、設計者、監督員について、建築生産システムから見た変
容について、その時代背景も含めて検討を行うことで、郵政建築における発注者の役割の
変化を知ることとしたい。
逓信省設置前の明治初期の官庁における営繕業務は、江戸時代から直営方式を採用して
おり、その基盤となった「作事方」や「仲間制」に代わり、明治政府自ら建築工事を実施
することとなった。稲垣 6)によれば、
「明治初期の建築工事は、レンガ造など技術的にも高
度で、かつ規模も大きいため、その多くが直営もしくは分割請負（分離発注）の形式」で
発注されていた。それゆえ、発注者自らが建設工事を設計、監督する方式は、その後の逓
信省の建築発注でも踏襲されている。
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1885 年に逓信省が設置され、1886 年に組織化した逓信省用度課において郵便局や電話
局等の設計、工事発注、監督を行うこととなった。当時の逓信省では、郵便、電信・電話、
海事、鉄道、電気、航空といった各部局からの工事要求書（主たる用途と面積表）が設計
者（用度課や営繕課）に交付される。当時から続く要求書は、規模等を示しただけのもの
で、形や機能、各部屋のつながりと言ったような、いわゆる建物の機能やデザインについ
ては、工部大学校卒業生を中心とした建築技術に関する最先端の知識を有する設計技師が
プロジェクト全体を統括し、設計を進めていた。この時点における発注者要求は、簡便な
もので、設計者が発注者として関与することで発注者要求にかなった建物としていた。
設計者は、設計会議を経て 1/100 図面を逓信局に照会し、使用者側の視点で若干の見直
しが行われる 11)。その後、工事発注を行う。工事監督についても、設計者がそのまま逓信
省の監督員として、自ら実施している。この体制は 1960 年代まで、形を変えながらも、
発注者として、または発注者の代理人として、自らの設計に基づき、その設計を実現する
ため、発注者としての権限を有しながら、設計者が監督員となって指導的に監督を実施し
ていた。この時代の郵政建築の発注者は、設計者が発注者機能と設計者機能を合わせ持っ
ていたことに特徴がある。発注者としての郵便施設を所管する逓信局（後の郵務局）があ
ったものの、個別予算の執行にあたっては、全体予算の範囲内で設計者が属する建築組織
に自由裁量があったこと、改善すべき局の選定及び場所、面積規模等の最低限の要求に留
まっていたことなどのため、設計者が自由に決められる余地が大きかった。この意味で、
発注者の「発注品質（要求品質）」と「設計品質」の両方を確保するために、発注者を兼務
した形での設計者の役割は大きい。歴史的に逓信省の設立当初から、発注者要求と設計品
質の確定が、施工者の技術力が逓信省の設計者に比して低かったこともあり、品質確保の
ための裁量権が、設計者に大きく委ねられていたと言えよう。
1970 年代になると、高度成長期とともにプロジェクト数の急激な増加、施工者の技術力
の向上や品質管理能力の改善等もあり、施工者へ委ねる部分が大きく拡大した。特に、発
注者としての建設工事プロセスへの関与も、監督体制が「指導監督型」から「自主管理確
認型」へ移行したこと、また、施工者側の品質管理についても ISO9000 の導入、WTO 政
府調達協定の発効等を契機として契約関係の明確化等もあり、発注者自ら、施工品質を確
保する要素が減少し、検査を充実させる体制へと変化している。
1990 年代後半になると、民営化以降は、建築工事と設備工事を分離することなく、建築
一式工事として発注したり、設計の外注化が一般化したりするなど、更に発注機能へ特化
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し、建築を「作る」から、「買う」体制へと大きく変化している。
2003 年から公社へと組織が変更する中で、新築プロジェクトが減少する環境もあり、修
繕や保全工事が増大した。これらの工事計画については、多くの郵便局の改善が一時に重
なるため、プロジェクトマネジメント機能が更に強化されるとともに、自ら設計すること
や監督をするよりも、外部委託することが進み、結果として、発注者機能へと特化するよ
うな形となった。
その後、2007 年以降民営化され、この時点において、発注者機能が日本郵便へ、設計者
及び監督員機能が日本郵政へと分離されたため、発注機能と設計及び監督機能の分離が明
確となった。いわゆる、グループ内において発注者と受託者という関係が、会社的にも、
組織的にも構築されることとなり、現在に至っている。
郵政建築における発注者の役割の変化は、発注者として必要な建物を確保するため、
「発
注品質」と「設計品質」を確定し、その担保のために「施工品質」を作り込む段階から施
工品質を委ね、
「発注品質」と「設計品質」を重視した時代を経て、川上段階における「発
注品質」の確定に特化する形で、プロジェクト全体に対する発注者としての関与を減らし
てきている。
郵政建築では時代背景の変化とともに、①発注者として建築プロセスへ関与、②川上へ
のシフト、③さらなら川上の企画段階へシフトするなど、発注者機能が大きく変化してい
る。

1.1.7. 研究の目的
アベノミクス効果もあり経済の改善が進む一方、工事費の上昇や施工品質への懸念が増
加している。公共工事においては不調、不落等も多数生じている。公共工事では発注者責
任のあり方について、長年の課題として、総合評価方式の採用や「発注者責任を果たすた
めの今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」を設置し、公共発注者とし
てのあるべき姿を探っている。このような環境の中、建築プロジェクトにおける「発注者」
としての役割と責任のあり方が、ますます重要となってきている。
郵政は逓信省時代から、発注者として、東京中央郵便局・大阪中央郵便局の吉田鉄郎や
旧東京逓信病院の山田守、戦後の郵政省時代の旧東京郵政局・逓信ビルの小坂秀雄の作品
等、日本近代建築を代表する建築家を生み出してきた。郵政建築は、明治初期から郵便局
を中心に特定の建築物を整備するため、発注者としての役割を担いつつ、社会環境の変化
に対応して、設計者、監督員の役割を変化させることで、一定の品質を確保してきた。特
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に、郵政職員自らが建設プロセスに関与することで、発注者でありがなら、自ら設計業務
を実施、施工者が実施する業務の一部を管理するなど、郵政建築にとって必要な品質レベ
ルの高い建物とそれを実現するための建築生産システムを確保してきた特徴を持つ。
本研究は、発注者として建築プロジェクトに関与してきた歴史を持つ郵政建築における
建築生産システムの変容過程を、郵政建築の発注者機能、設計者機能、監督員機能の役割
の変化に焦点をあて分析することで、郵政建築における発注者の役割の変化を明らかにす
ることを目的としている。
本研究の成果により、発注者責任が問われる今日、建築プロジェクトにおける発注者の
役割、さらには発注者のあり方の議論の一助とするものである。

1.2. 研究の視点と方法（発注者責任と建築生産システムの変容）
本研究では、郵政建築の建築生産システムの組織、発注者機能、設計者機能、監督員機
能における変容の過程を明らかにするため、①文献調査、②各種規定・基準類、③郵政
OB へのインタビューについて、分析を行う。
文献調査では、明治時代における当時の逓信省の営繕業務の活動内容を知り得る文献と
して、逓信省の技師である張菅雄による高等建築学

第 19 巻「逓信省の建築」7)、1940

年に逓信省として事業史をまとめた逓信事業史第 7 巻 8)を参考にしている。また、吉井茂
則や山田守等の逓信省の建築家の考え方や当時の逓信省の施工技術水準等を知るうえでの
資料となる逓信史話 9)などがある。続逓信事業史第 9 巻 10)は 1960 年～1963 年にかけて郵
政省において編集作成された事業史であるが、当時作成された基準及び要領等がまとめら
れており、大正以降の逓信省の建築の実態を知るうえで有効な資料となっている。
逓信省からの歴史全般としては、郵政建築「逓信からの軌跡」11)、
「郵政建築」12)等があ
り、これらも踏まえ当時の状況を分析する。
規程類については「郵政百年史」13)、「駅逓局報」14)、「逓信公報」15)、「郵政公報」16)、
「逓信省職員録」17)を参考に分析する。郵政の営繕組織が発行した機関紙「郵政建築」12)、
「ゆうせい・しせつ」18)等を参考に、逓信省に続く郵政省時代の変容の過程を明らかにす
る。また、郵政建築の生産システムの変容の過程の技術的根拠となる郵政の設計や監督、
工事に関する基準、要領等についても、調査分析を行う。
さらに、資料に記録されていない業務や実際の現場における役割分担などについて、詳
細な検討を実施するため、1960 年代から設計者及び監督員として現場で指導、監督を実施
した旧郵政省建築部の幹部職員 5 名及び当時のゼネコン現場所長 2 名に対してインタビュ
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ーを実施した。主に、品質確保を担保するための①発注者としての郵政職員の役割、②設
計者と監督員の責任範囲、③設計者、監督員、施工者の役割分担等を中心に聞いている。
1986 年以降については、これらの資料に加えて、外部の委託研究や筆者の郵政建築にお
ける経験を加味して、分析を行う。

1.3. 既往研究との比較
日本における建築プロジェクトの発注者に関する研究としては、島田 19)の建設工事にお
ける発注者の発注量の季節変動を明らかにした研究、森ら 20)の住環境デザインに関する研
究があるが、直接、発注者の役割に関する研究とはなっていない。
一方で、京都大学古阪研究室における一連の研究が明確な形で発注者に関する研究成果
として発表されている。それらは、水川らの「建築プロジェクトの発注者業務に関する研
究（2005）」21)、
「事業用建物の発注者業務に関する研究（2006）」22)、
「発注者支援の観点
から見た PFI 事業のモニタリングに関する研究（2006）」23)、
「事業用建物の発注者支援業
務に関する研究（2007）」24)、と和田らの「建築プロジェクトにおけるマネジメント業務
に対する発注者ニーズに関する研究（2013、2014）」25）、26）、
「建築プロジェクトにおける
発注者支援のための業務委託書項目に関する研究（2014）」27)、
「建築プロジェクトにおけ
る発注者支援のための業務委託項目と実施業務に関する研究（2015）」28)である。水川ら
の研究は発注者側からの業務構造を明らかにしたうえで、コンストラクション・マネジメ
ント等の発注者支援業務のあり方、有効性検証に主眼を置いた研究となっている。和田ら
の研究も事例検証に基づき発注者支援者、コンストラクション・マネジャー等対する発注
者の要望について業務分析を行い、望ましい発注者支援業務について研究した内容となっ
ている。
これらの研究は発注者の業務に着目した研究ではあるが、あくまで建築プロジェクトの
事例について、それぞれの発注者支援業務のあり方を明らかにしたものであり、発注者自
ら調達方式を選択し、発注者自ら建築プロジェクトにどこまで関与するか、そして発注者
責任をどこまで発注者自らが果たそうとしたのか、発注者そのものの構造を分析したもの
ではない。
郵政建築そのものに関する研究としては小原ら 29)の逓信技師
ら 30)の逓信技師

山田守に関する研究、李

上浪朗に関する研究がある。また、逓信省の設計者として著名な吉田鉄

郎に関する研究として、高橋 31)、観音 32)があるが、これらの逓信省の設計者、技師に関す
る設計手法、人物像が中心となっており、建築生産システムの観点から研究したものでは
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ない。
矢作

33)の吉田鉄郎に関する研究、倉田ら 34)、長田ら 35)の郵政省の免震建屋の効果を実

証した構造に関する研究もある。さらに、民営化前後の郵政建築に関する研究としては、
観音ら 36)の郵政建築のデザインに関する研究、日本郵政の逓信ビル等の建築記録 37)、森ら
38)の郵便局の利用実態に関する郵政民営化前後の比較分析があるが、発注者又は建築生産

システムに着目した研究ではない。
発注者の役割としては、国土交通省を中心に発注者責任に関する各種研究会が開催され、
各種報告書 39), 40), 41), 42)も発表されている。また、筆者らによる郵政の工事監理に関する研
究

43), 44)もある。また、羽田野 45)らは旧建設省を中心にした官庁営繕の業務機能が外部化

する過程を明らかにしている。これらの研究を参考にしたうえで、郵政建築における建築
生産システム及び発注者の役割の変化について分析を行う。
なお、本論文において、「監督員」は「人」としての郵政省の監督員を指し、「監督」は
監督員による監督行為という意味で用いる。

1.4. 本研究の位置づけ
日本における発注者に関する研究の現状は、設計業務、施工業務、発注者支援業務等の
供給側の研究が多く、デマンドサイドである建築プロジェクトの発注者に関する研究は少
ないのが現状である。
それに対し、1990 年代に建築産業変革のために発注者の役割を明確化し、建築プロジェ
クトのための発注者を組織化し、KPI（Key Performance Indicator）注 6）、ベンチマーキン
グと言った手法を用いて、発注者自ら建築プロジェクトの品質改善に努めた英国とは大き
な差異が生じている。
そこで、本研究では、日本における大規模工事発注者のひとつであり、国の組織として
始まった郵政建築を対象に、国から民間へと大きな組織改正、社会環境の変化が、建築プ
ロジェクトの発注者に与えた影響を分析することで、発注者の役割の変化を考察するもの
である。
郵政以外にも、営繕組織としては、国土交通省等の国の営繕組織、地方公共団体の営繕
組織等もあるが、これら公共発注者の中で郵政は明治以来、最後まで発注者としての建物
への作り込み、設計者を社内に雇用し続け、外注化に抵抗してきた歴史を持つ。国の官庁
営繕が、事実、1950 年代には常駐型監督から巡回型監督へと変わり、1965（昭和 40）年
には実施設計も含め、早々に外注化を取り入れているのとは対照的である。
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そこで、郵政建築を対象にしたものではあるものの、ここで生じた発注者の役割の変化
は、一般的な発注者の役割を考える一助となるものである。なお、本研究の分野は、日本
においては殆ど研究されていない分野に位置するものである。

1.5. 論文の構成（全体構成の説明）
本論文は 8 章で構成されている。
以下に各章の概要を述べ、構成を示す（参照：図 1-1）。
第1章

序論

序章であり研究の目的、方法、類似研究との対比について考察する。

第2章

本研究における「品質」等の考え方

発注品質、設計品質、施工品質を定義したうえで、発注者要求に基づく品質を確保する
ためには、「マネジメント業務」に加えて、「適合性確認業務」が適切に実施される必要が
あることを明らかにしている。また、発注者の発注品質を確保するためには、その後の設
計品質、施工品質において、発注品質との適合性確認が必要であることも示す。

第3章

郵政建築における発注者の役割の変革点

郵政建築における発注者の役割の大きな時代の区切りを見出すために、技術が確立して
いない明治時代から、1970 年代の高度成長、1990 年代の国際化、2000 年代以降の郵政
民営化等、組織、予算、各参加者の役割を分析することで、次の 4 つの大きな変革点があ
ることを示す。
①1886 年～1970 年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
②1970 年代～1990 年代の監理に拘る「専門分化」の時代
③1990 年代～2003 年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
④2003 年～現在までの「外部化・民営化」の時代

第4章

第 1 の変革点「設計者主導」の時代

本章では、第 1 の変革点に該当する「設計者主導」時代について、詳細に分析している。
なぜ、発注者が設計者に発注者機能を委ねることを選択したのかについて、明らかにする。
郵政建築における設計者主導は、当時の施工者の技術力がまだ育たない中で、発注者側
に最新のノウハウを持った技術者（工部大学校卒業生）を設計者として雇用することで、
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設計に留まらず、自社雇用した設計者を介して発注者自らが、土地購入、企画、設計、工
事まで、建築プロジェクト全般の統括者として関与する体制を選択した。これは、発注者
として通信・郵便を所管する最先端の施設を整備するうえでの最善の選択であることなど
を明らかにする。

第5章

第 2 の変革点「専門分化」の時代

第二の変革点である「専門分化」時代について、詳細に分析したものである。高度成長
期の急激な業務量増加は、発注者、設計者 1 人の力ですべての建築プロセスに関与できる
ような業務量を超えた。そのため、それまでの「設計者主導」による設計者が発注者機能
を代替していたものが、設計者として関与してきた発注者業務を「設計者」と「監督員」
に業務分担することで、発注者責任を果たすことに変更したことを示す。
また、工事については施工者側の品質管理の一環として、TQC や ISO 等を導入し、施
工者の品質管理能力が向上した。そのため、郵政建築の監督員の監督方法も、指導監督型
から自主管理確認型へと変わり、総合図作成、ティテール、タイルの貼り付け等、一部指
導監督的な要素は残ったものの、この結果として、工事段階における発注者としての関与
が低下することとなったことも明らかする。

第6章

第 3 の変革点「マネジメント化」の時代

第三の変革点である「マネジメント化」時代に焦点をあて、外部が進み、プロジェクト
のステークホルダーが増加する中で、それらをきちんと「マネジメント」することが発注
者に求められた。この発注者の役割を郵政建築で実現するために、専門分化した技術集団
を統合し、建築プロジェクトごとに一貫したマネジメント体制を組織改正と共に構築した。
その結果、発注者機能としての一貫性がマネジメントを通じて確保できていることを示す。
しかし一方で、技術の専門性が低下し、マネジメントを担う人材の不足に直面するなどの
課題を明らかにする。

第7章

第 4 の変革点「外部化・民営化」の時代

第四の変革点である「外部化・民営化」について、詳細に分析している。民営化により
組織が発注者機能と設計者機能に分かれた結果、かろうじてマネジメント体制で保ってい
た発注者としての設計、施工への関与が薄くなり、建築プロジェクトを繰り返し発注する
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発注者として、工事契約を行うことが主たる役割となったことを示す。
その結果、建築プロジェクト全体における発注者機能の業務縮小につながり、本来、発
注者が果たすべき社会的役割が低下したことを明らかにする。

第8章

まとめ（発注者の役割）

本章は全体の結論であり、本研究で得られた成果について要約している。郵政建築はも
のづくりにこだわり、設計者を中心に工事においても設計者が関与した「設計にこだわる」
時代から、実施設計の一部が外注化されるとともに、工事段階における監督員の機能が明
確になる「監理にこだわる」時代へと移行していった。さらに、外注化が進むことで、設
計者、監督員の機能よりも、外注化した業務も含めて発注者としてプロジェクト全体をマ
ネジメントする「マネジメントにこだわる」時代となった。その後、さらに外部化が進ん
だ結果、民営化により発注者機能が分離され、発注者機能の低下につながっている郵政建
築においても「買い取り」へと大きく変わったことを明らかにする。
郵政建築においては、明治以来、全国的に建築プロジェクトを繰り返し継続的に発注し
続けている発注者として、一定の建築プロジェクトの品質を確保するため、自社組織内に
技術者を雇用し、一貫した発注体制により発注品質を確定し、設計品質、施工品質へとつ
なげた。しかし、品質管理能力が発注者から施工者等の供給者側へ移転するなかで、内注
から外注を進めた結果、社内の発注者機能が徐々に低下し、外部化が進むこととなった。
さらに民営・分社化により、発注者機能が分離された結果、工事発注契約に繋がる部分で
の発注者機能のみを保持することとなったため、建築プロジェクトへの一貫した発注者機
能、発注者責任を果たすことができなくなり、建築プロジェクトの発注者が本来果たすべ
き社会的役割が失われることを示す。
本研究により、郵政建築の変容を通して、発注者が本来果たすべき役割を担うためには、
発注者としての一貫した建築プロダクトプロセスへの関与が改めて重要であることが明ら
かにするとともに、改めて、建築プロジェクトにおける発注者の果たす役割の大きさを示
す。
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補章

提言

現在、オリンピック等の建築プロジェクトにおいて問題となっている発注者責任、発注
者の役割について、郵政建築で得られた知見をもとに、プロダクトプロセスにおける一貫
してプロジェクトマネジメント機能を発注者自ら発揮することの重要性について、指摘す
る。
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目的：
・郵政建築における発注者の役割の変化を知るこ
とで、建築プロジェクトにおける発注者の役割、
発注者の責任を明らかにすることを目的とする。

第 1 章：はじめに
・研究目的を明らかに
すること

小括：
・発注品質、設計品質、施工品質を定義したうえで、発注者要
求に基づく品質を確保するためには、
「マネジメント業務」に加
えて、
「適合性確認業務」が適切に実施される必要があることを
明らかにしている。また、発注者の発注品質を確保するために
は、その後の設計品質、施工品質において、発注品質との適合
性確認が必要であることも示している。

第 2 章：本研究における「品質」等
の考え方
・本論における品質を定義すること
・発注品質、設計品質、施工品質の
関係を明らかにすること

第 3 章：郵政建築におけ
る発注者の役割の変革点
・郵政建築の発注者の変
革点を見出すこと

小括：
・序章であり研究の目的、方法、
類似研究との対比について考
察している。

小括：
・郵政建築における発注者の役割の大きな時代の区切りを見出すために、技術が
確立していない明治時代から、1970 年代の高度成長、1990 年代の国際化、2000
年代以降の郵政民営化等、組織、予算、各参加者の役割を分析することで、4 つ
の大きな変革点を見出している。
①1886 年～1970 年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
②1970 年代～1990 年代の監理に拘る「専門分化」の時代
③1990 年代～2003 年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
④2003 年～現在までの「外部化・民営化」の時代

第 4 章 第 1 の変革点「設
計者主導」の時代
・郵政の発注者がどうして
設計者に発注者機能を委ね
たのか明らかにすること

小括：
・郵政建築における設計者主導は、当時の施工者の技術力がまだ育たな
い中で、発注者側に最新のノウハウを持った技術者（工部大学校卒業生
等）を設計者として雇用することで、設計に留まらず、自社雇用した設
計者を介して発注者自らが、土地購入、企画、設計、工事まで、建築プ
ロジェクト全般の統括者として関与する体制を選択した。これは、発注
者として通信・郵便を所管する最先端の施設を整備するうえでの最善の
選択であることなどが明らかにしている。

第 5 章 第 2 の変革点「専
門分化」の時代
・高度成長期を迎えて、発
注者体制がどう変化したの
か明らかにすること

小括：
・高度成長期の急激な業務量増加は、発注者、設計者 1 人の力ですべて
の建築プロセスに関与できるような業務量を超えた。そのため、それま
での「設計者主導」による設計者が発注者機能を代替していたものが、
設計者として関与してきた発注者業務を「設計者」と「監督員」に業務
分担することで、発注者責任を果たすことに変更したことがわかった。

第 6 章 第 3 の変革点「マ
ネジメント化」の時代
・ステークホルダーが増え
る中で、発注者体制がどう
変化したのか明らかにする
こと。

小括：
・発注者の役割を郵政建築で実現するために、専門分化した技術集団を
統合し、建築プロジェクトごとに一貫したマネジメント体制を組織改正
と共に構築した。その結果、発注者機能としての一貫性がマネジメント
を通じて確保できたことがわかった。しかし一方で、技術の専門性が低
下し、マネジメントを担う人材の不足に直面することとなった。

第 7 章 第 4 の変革点「外
部化・民営化」の時代
・外部化、民営化がどう発
注者機能を変化させたのか
明らかにすること。

小括：
・民営化により組織が発注者機能と設計者機能に分かれた結果、かろう
じてマネジメント体制で保っていた発注者としての設計、施工への関与
が薄くなり、建築プロジェクトを繰り返し発注する発注者として、工事
契約を行うことが主たる役割となったことがわかった。
その結果、発注者の役割の縮小につながったことが明らかにされている。

総括（第 8 章）：
・郵政建築においては、明治以来、全国的に建築プロジェクトを繰り返し継続的に発注し続けている発注者として、一定
の建築プロジェクトの品質を確保するため、自社組織内に技術者を雇用し、一貫した発注体制により発注品質を確定し、
設計品質、施工品質へとつなげた。しかし、品質管理能力が発注者から施工者等の供給者側へ移転するなかで、内注から
外注を進めた結果、社内の発注者機能が徐々に低下し、外部化が進むこととなった。その結果、郵政建築における発注者
機能は、技術的裏付けから離れて、単独で発注者判断機能へと特化する形となったが、建築プロダクトプロセスと離れた
発注者の役割は結果的に、発注者責任を果たすことができなくなり発注者が本来果たすべき役割が低下することとなった。
・本研究により、郵政建築の変容を通して、発注者が本来果たすべき役割を担うためには、発注者としての一貫した建築
プロダクトプロセスへの関与が改めて重要であることが明らかにされている。

図 1-1

論文全体の構成
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本論の骨子は次のとおり。
もともと建築プロダクトプロセスの発注、設計、監理／監督、工事施工の各段階におい
て、多くのステークホルダーが関与している。その中で、郵政建築においては、時代の流
れとともに、事業規模が拡大し、内注から外注へ大きく変化するなかで、発注者機能の関
与を減らしながらも品質を確保するため、
「設計にこだわる」→「監理にこだわる」→「マ
ネジメントこだわる」→「買い取り」へと、建築生産システムを変容させてきた。
結果として、発注者責任が不明確となると共に、発注者が持つべき「公共性」、
「公益席」、
「社会性」が低下することとなった。発注者本来の役割を果たすためには、発注者として
の一貫した建築プロダクトプロセスへの関与が重要であることを示す。

発 注

機能
（役割）

設 計

監 理／監 督
工 事 施 工
内注

「設計にこだわる」
外注

内注
「監理にこだわる」

外注

内注
「マネジメントに
こだわる」

外注

内注
「買い取り」
外注

凡例
発注者：

設計者：

施工者：
（外部）

設計者：
（外部）

図 1-2

監督員：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：
ﾏﾈｼﾞｬｰ（外部）

郵政建築における発注者等の役割の変容
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注
注 1)「郵政建築」とは、
「逓信省、郵政省から、郵政事業庁、日本郵政公社、民営化後の郵政組織において生み出して
きた建築及び組織、並びにそれに伴う活動」として定義している。
注 2) 2014 年に、国土交通省において、社会資本の整備・管理を適切に実施し、将来にわたって安全なインフラサー
ビスを継続的に提供するシステムを構築することを目的に設置された。
注 3）パートナリングとは、英国の建設関係の研究者が、日本の建設産業における元請け、下請けの強固な長期的信
頼関係により一定の品質を確保していたことから、日本をモデルとして、建築プロジェクトの関係者が一堂に介し
て、プロジェクトの成功に向けて合意することから始まった。その後、ひとつのプロジェクトごとのパートナリン
グから、複数のプロジェクトについて、繰り返し発注するような大規模発注者と施工者が、一定期間、パートナリ
ング契約を結び、競争関係の中にも、施工者のプロジェクトの習熟が高まることで、コスト、工期の削減、品質の
向上につなげようとする活動へと発展していった。
注 4)PPP とは、官民が共同して公共サービスの提供を行う仕組み
注 5)VFM（Value for Money）とは、支払に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方。道路建設など公
共事業等において、支払とサービスの価値、便益等を VFM で表すやり方が採用されている。
注 6)KPI（Key Performance Indicator）とは、業績評価指標として用いられ、目標を達成しているか数値化して計測す
ることをいう。
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本研究における「品質」等の考え方
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2. 本研究における「品質」等の考え方
本章の目的は、品質確保のために郵政建築の発注者の役割が変容してきたことを鑑み、
まず本研究における「品質」の共通的な考え方について確認を行うことを目的とする。
本研究における「品質」を建築プロジェクトのプロダクトプロセスにおける「発注品質」、
「設計品質」、「施工品質」に分け、それぞれの定義を行うとともに、それらがどのように
関連して建築プロジェクトが進められるのか明らかにする。
建築プロジェクトにおける「品質」の定義として、日本建築士会連合会の「設計と施工
を結ぶ（1994）」1)の定義があるが、これを参考に、本研究全体において用いる「発注品質」、
「設計品質」、「施工品質」の概念を共通化する。

2.1. プロダクトプロセス
2.1.1. プロダクトプロセスの考え方
図 2-1 は建築プロジェクトのプロセスを概念的に整理したものである。それぞれのプロ
ジェクトを設計段階や発注段階などのようにフェイズ（段階）として把握することが一般
的であるが、ここでは、マネジメント業務が Input、Output の関係の中で成立することか
ら、Deliverables（ここでは、「建築プロジェクトにおける生産物としての発注者要求、基
本設計情報、詳細設計情報、生産情報、中間生産物、最終成果物」をさす。）を介して、分
析を行うこととした。ここでは、前段階の Deliverable が、次の段階の Deliverable を生み
出すための Input となっており、その Input 要素を基に、各段階における業務（Activity）
が展開される。Deliverables の関係から、マネジメント業務として Deliverables に影響を
あたえるもの（情報と生産物の組立て＝「マネジメント」領域）と、単純に、要素間の適
合性確認業務（情報と生産物の適合確認＝「適合性確認」領域）として実施されるかの、
どちらかに分類される。
図 2-1 において、基本的に「情報」と「モノ」の確認やプロセスコントロールは、主に
「適合性確認業務」に該当し、
「情報」と「情報」のプロセスコントロールが「マネジメン
ト業務」に該当するといえる。たとえば、設計情報と生産物（建築物）との照合は、
「適合
性確認業務」に含まれるような点である。
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図 2-1

建築プロダクトプロセス

図 2-1 における、「マネジメント」業務、「適合性確認」業務を分類すると、以下の通りと
なる。
Ⅰ

情報と生産物の組立て（ 「マネジメント」領域）
発注者要求とりまとめの業務

⇒

⓪

発注者要求をもとに設計情報へと昇華させる業務
設計情報を生産情報へと昇華させる業務

⇒

①、⑥

⑦、⑩、⑮

発注者要求に基づき生産情報を修正する業務

Ⅱ

⇒

⇒

②、③

発注者要求に基づき中間生産物を修正する業務

⇒

④

発注者要求に基づき最終生産物を修正する業務

⇒

⑤

情報と生産物の適合性確認（＝「適合性確認」領域）
生産情報と中間生産物の適合性確認

⇒

中間生産物と最終生産物の適合性確認

⑬
⇒

⑮

設計情報と中間生産物の適合性確認

⇒

⑧、⑪

設計情報と最終生産物の適合性確認

⇒

⑨、⑫

生産情報と最終生産物の適合性確認

⇒

⑭
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2.1.2. プロダクトプロセスの課題
英サルフォード大の Cooper2)や Kagioglon が中心となり、建築プロジェクトにおけるプ
ロダクトプロセスの「Generic Model」と呼ばれるプロセスプロトコルを提案している
（1998）3)。このサルフォード大モデル

2)､3)では、建築プロジェクトにおけるプロダクト

プロセスを９つのフェイズとデザインマネジメントやプロダクションマネジメントなどの
９つのマネジメント要素に分類し、それぞれの主なアクティビティーで示している。
日本でも、
（社）日本建築家協会の「建築家の業務」や日本コンストラクション・マネジ
メント協会発行の「CM ガイドブック」4)などで、いくつかのプロダクトプロセスが提示さ
れている。
これらに共通して言えるのは、プロダクトプロセスが企画から設計、施工へと一直線に振
り返ることなくリニアに進むことを前提に、各段階において一定の確定した Deliverables
が想定されていることである。
しかし、現実の建築プロジェクトのプロダクトプロセスは、過去の経験則から、情報量
が多い発注者の機能要求の一部を実現させたうえで、模型やシミュレーションを用いなが
らいくつかの試行を重ねたうえで、ひとつのフェイズで情報を確定することなく、次のフ
ェイズへと移行し、再度、最初のフェイズでの成果であるところの発注者要求のとりまと
め情報との適合性を確認しながら進めるなど、情報が不確定なままプロセスを進行させて
いる。
つまり、
「設計の幅」注 2)や「施工の幅」注 2)を持ちながら、プロセスの展開を図っている
のが、建築プロジェクトの特徴である。
あらゆるフェイズにおいて、
「情報」と「モノ」が確定していないため、一旦、設計情報
として確定しているように見えた設計図（設計情報）が施工段階において変更になったり、
中間生産物を見た発注者が要求を変更し、設計変更したりするなど、あらゆるプロセスに
おいて、適合性確認業務とマネジメント業務の混同が生じている。
したがって、プロダクトプロセスの情報のボラティリティ注 3)が大きいため、最適解が複
数存在し、情報が確定できず、多様な選択を生み出す要因となっている。
したがって、発注品質の良否は、発注要求の確定度合いがカギとなっている。
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表 2-1

プロダクトプロセス分析注 4)

調達方式別のマネジメント主体と適合性確認主体（プロダクトプロセスの分析）
実施者

設計施工分離発注方式
マネジメント業務 適合性確認業務

基本計画段階
コンサルタントの選定と契約
発注者
発注者
事業計画の作成
発注者
発注者
基本計画案の策定
発注者
発注者
設計与条件の設定
発注者
発注者
設計者選定・契約
発注者
発注者
その他（情報システムの構築等）
発注者
発注者
設計者
0
0
施工者
0
0
基本設計段階
基本設計段階のスケジュール管理
設計者
設計者
基本設計方針と設計与条件の確定
設計者
設計者
許認可事項の検討
設計者
設計者
工事発注スケジュールの検討
設計者
設計者
工事発注方法と工事発注区分の検討
設計者
設計者
基本設計内容の確定
設計者
設計者
概算工事費の検討
設計者
設計者
その他（プロジェクト会議開催等）
設計者
設計者
設計者
8
8
施工者
0
0
実施設計段階
実施設計段階のスケジュール管理
設計者
設計者
工事発注方法と工事発注区分の検討
設計者
設計者
実施設計方針と設計与条件の確定
設計者
設計者
許認可事項の申請
設計者
設計者
実施設計内容の確定
設計者
設計者
概算工事費の算出
設計者
設計者
その他（プロジェクト会議開催等）
設計者
設計者
設計者
7
7
施工者
0
0
工事発注段階
発注段階のスケジュール管理
設計者
設計者
工事発注方法と工事発注区分の決定
設計者
設計者
入札予定価格の決定・予算措置
発注者
設計者
工事発注区分に応じた施工者募集又は指名発注者
設計者
施工者への説明、施工者の決定
設計者
設計者
工事請負契約の締結
発注者
設計者
その他（発注者支援等）
設計者
設計者
設計者
4
7
施工者
0
0
工事段階
工事段階のスケジュール管理
施工者
施工者
工事の遂行
施工者
施工者
発注者検査
発注者
工事監理者
工事費の管理
施工者
工事監理者
設計変更への対応
施工者
工事監理者
竣工・引渡し
施工者
工事監理者
その他（発注者支援等）
施工者
工事監理者
設計者
0
5
施工者
6
2
完成後段階
かし検査等
施工者
設計者
設計者
0
1
施工者
1
0
設計者（TOTAL)
19
28
施工者（TOTAL)
7
2
注）「コンサルタントの選定と契約」は、原文ではCMRの選定と契約となっている。

デザインビルド（設計施工一括）発注方式
実施者
マネジメント業務 適合性確認業務

コンサル活用（ピュアCM）発注方式
実施者
マネジメント業務

発注者
発注者
発注者
発注者
発注者
発注者
0
0

発注者
発注者
DB
DB
発注者
DB
0
3

発注者
発注者
DB
DB
DB
DB
0
4

発注者
発注者
DB
発注者
発注者
DB
0
2

発注者
CMR
CMR
CMR
発注者
CMR
0
0

発注者
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
0
0

設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
8
0

設計者
設計者
設計者
DB
DB
設計者
DB
DB
4
4

設計者
DB
設計者
DB
DB
設計者
DB
DB
3
5

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
0
8

設計者
設計者
設計者
CMR
CMR
設計者
CMR
CMR
4
0

CMR
CMR
設計者
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
1
0

設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
設計者
7
0

設計者
DB
設計者
設計者
設計者
DB
DB
4
3

設計者
DB
DB
設計者
設計者
DB
DB
3
5

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
0
8

設計者
CMR
設計者
設計者
設計者
CMR
CMR
4
0

CMR
CMR
CMR
設計者
CMR
CMR
CMR
1
0

設計者
発注者
発注者
発注者
発注者
発注者
設計者
2
0

DB
DB
発注者
DB
DB
発注者
DB
0
5

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
0
7

DB
DB
発注者
発注者
DB
発注者
DB
0
4

CMR
CMR
発注者
CMR
CMR
発注者
CMR
0
0

CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
0
0

施工者
工事監理者
工事監理者
工事監理者
工事監理者
工事監理者
工事監理者
6
1

DB
DB
発注者
DB
DB
DB
DB
0
6

DB
DB
DB
DB
工事監理者
工事監理者
DB
2
5

DB
工事監理者
DB
DB
DB
DB
DB
1
6

施工者
施工者
発注者
CMR
CMR
施工者
CMR
0
3

CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
CMR
0
0

設計者
1
0
24
1

DB
0
1
8
22

DB
0
1
8
27

DB
0
1
1
29

施工者
0
1
8
4

CMR
0
0
2
0

2.2. 品質の考え方
そもそも建築プロジェクトにおける「品質」とは何か、
「設計品質」、
「発注品質」、
「施工
品質」に分類し、本研究における位置づけを明らかにする。
2.2.1. 発注品質（要求品質）
発注品質を考えるうえで、発注者の機能要求と設計品質の関係を情報量の比較という観
点から検討してみる。
FR(V)：発注者の機能要求に関する情報量
DP(V)：FR を実現する設計計画の情報量
FR(v)>DP(v)

⇒

満たされない発注者の機能要求が存在

FR(v)=DP(v)

⇒

理想的な設計計画（設計ソリューション）が存在

FR(v)<DP(v)

⇒

発注者の機能要求は独立。設計計画の解を増加させる必要あり。
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したがって、設計プロセスにおいては、FR をいかにコントロールしながら、理想的な
FR(v)=DP(v)に収束させるかが、重要となっている。
発注者の機能要求である FR(v)が過多であれば、より設計プロセスにおける絞込みが必
要であり、FR(v)が少なければ、少ない機能要求をベースに設計計画が進行できるような調
達方式の選択を行うべきであろう。
これらの現象を発注品質の観点から分析すると、発注者の機能要求量 FR(v)に、個々の
プロジェクト特性により幅が生じているともいえる。これら発注者の機能要求のばらつき
は、プロダクトプロセス全体の構造に及ぼす影響も大きく、プロジェクト特性を把握する
うえで、極めて、重要な要素となっている。
建築プロジェクトでは、プロダクトプロセスにおける変動が大きくなることとなり、対
応すべき事項が増加し発注者品質に影響を与えることとなる。
仮に、発注者の機能要求に対する設計の解が２種類存在する場合、どちらかに偏ること
なく、これらの最適値を採用することが望ましい。そうすると、次に示すように一定の幅
が生じることとなる。
情報量が正規分布に従うとし、２種類の相反する設計解を採用する比率が、

 A   、  B  1   である場合、
したがって、  P  

A

 1    B となり、

 P   2 A2  1   2  B2  2 1    A B
この範囲において、最適な解が無数に存在することとなる。
これは有効フロンティア曲線と重なり、曲線状の分布として、設計の解が多数存在する
こととなるため、「設計の幅」が存在する理由ともなる。
一方で、単純に、発注者要求の幅をボラティリティで解釈すれば、不確実性を示す正規
分布曲線は次の式で与えられる。

dS
  t   x
S
S：発注品質（確定度合い）
σ：ボラティリティ
μ：情報量
単純にボラティリティが高まれば、１次的に比例して、設計の最適な解も広がることが
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わかる。
発注者要求の広がりを１軸として、発注者品質という観点から見ると、広がりが狭く発
注者要求が確定している方が、幅が広いものよりも、発注者要求の確定度合いが高く、発
注品質が高いものと想定できる。

2.2.2. 設計品質（建築プロジェクトにおける公理的設計）
設計品質は、基本設計情報及び詳細設計情報と発注品質にギャップが少なく確定してい
るかの度合いで、示すことができる。
製造業と建築業における差異は、設計や発注の部分でも大きい。藤本 5)らは、
「設計活動
に関しては、工学領域で通常展開される設計論の考え方を取り入れ、設計パラメータ間の
関係をリニアと仮定し、製品機能パラメータを従属変数、製品構造パレメータ（あるいは、
生産工程パレメータ）を独立変数とする「連立方程式」を解くのが設計活動である。」とし、
中尾や Suh6)らは、「公理的設計（Axiomatic Design）」注 5)として、最適な設計ソリューシ
ョンを実現するためには、Independence Axiom（要求機能の独立性を保持すること）、
Informative Axiom（設計の情報量を最小化すること）が必要不可欠であることを指摘して
いる。
プロダクトプロセスとしての設計と発注要求を見えれば、図 2-2 に示すような関係が成
立しており、設計プロセスをマネジメントすることで、発注者の要求機能と設計情報をシ
ンプルな関係とし、最適な設計情報とすることが可能となっている。

Customer Attributes

顧客領域
（CA）
顧客の求
める特性

Functional Requirements

機能領域
（FR)
生産物に
必要とさ
れる機能

Physical Domain

Process Domain

設計領域
（DP)
FRを実
体化する
設計計画

プロセス
領域
（PV)
設計計画
を実現す
るプロセ
ス

公理的設計⇒設計プロセスを統治する根本的な公理
・独立公理：要求機能の独立性を保持すること
・情報公理：設計の情報量を最小化すること

図 2-2 公理的設計におけるプロセス（参照：Nam Pyo Suh「公理的設計」
（2004）6)をも
とに筆者が加筆修正）
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それゆえ、設計方程式は次のように示すことができる。

y i1 , i2 ,in   A  xi1 , i2 ,in 
（ｙ(i)：機能パラメータ）
（ｘ(i)：構造パレメータ）
A：以下のとおりの行列で示すことができる。

 A11
A
A   21
 

 An1

A12  A1n 
A22  A2 n 


 

An 2  Ann 

これらを満たす A は、理論的既知情報の多寡により、①対角行列、②三角行列、③正方
行列で示される。
理想的には、発注者の機能要求とデザインソリューションが、一義的に定義されるが、
建築プロジェクトでは、プロジェクトの多様性により、一義的に設計の解を導くことは経
験的にむずかしいことがわかっている。したがって、建築プロジェクトにおいては、対角
行列として設計の解を導くことができる事例よりも、圧倒的に正方行列として定義される
事例が多い。
それゆえ、建築プロジェクトにおいては、それまでの経験で学んだ解のいくつかを適用
することで、部分的な解を設定し、それに基づく試行錯誤を繰り返すことで、最適な設計
情報としている。また、意匠設計、構造設計、設備設計などと、設計行為そのものが分化
する傾向にある現状では、意匠設計者が解となる構造パレメータの一部を設定することに
より、その他の設計者がその解にすり合わせるように設計を実現するといった過程を経る。
これらにより、擬似的に解とされた設計情報について、調整を繰り返し行うことで、最
適な解としての設計情報をつくりあげる。つまり、経験に基づく論理的なアプローチと試
行錯誤による実証的なアプローチの両方のアプローチを経ることで、解を導くことができ
る。
すり合わせ型アーキテクチャーの特性を持つ建築プロジェクトでは、藤本

4)らの製造業

の比較研究でも見られるように、
「設計情報の確定に時間がかかること」となる。また、最
適な解は組み合わせにより変化することから、設計情報と確定される解が多数存在し、そ
れらの解の組合せから選択するため、設計品質にばらつきが生じやすい。つまり、設計品
質の幅が生じることとなる。
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2.2.3. 施工品質（組織編制の課題）
建築プロジェクトの組織は、CM ガイドブック

5)にもあるように、従来方式の典型的な

「設計者」、「施工者」、「発注者」の３者のみで構成されるパターン以外に、ゼネコンに設
計施工を依頼するケースや逆に、コンストラクション・マネジャーを採用し、さらに分離
発注をするような事例まで、プロジェクト特性に応じたさまざまな組織体制が構築される。
さらには、施工者においても、自ら施工するよりは、専門工事業者を管理することで施工
を実施しており、施工能力の高い者から低い者まで、組織構成の多様性が建築プロジェク
トの特徴としてあげられる。施工品質を鑑み、建築プロジェクト特性に応じた組織構成の
選択が望まれる。
施工品質の確定のためには、中間生産物、最終生産物を発注品質、設計品質との適合性
を確認しながら進めることとなる。

2.3. 品質レベルを調達方式へ展開した場合の検討
これまで品質にそれぞれ幅があることを示してきたが、それでは、これらの幅がある品
質を踏まえて、どのような工事監理業務の選択が可能になるのか、検討を加える。
2.3.1. プロダクトプロセスに基づく調達方式の選択（評価軸）
プロダクトプロセスにおける各プロジェクト参加者の品質管理能力が調達方式の選択に
与える影響は大きい。逆に、発注者要求に基づく調達方式の選択では考慮されないプロジ
ェクト参加者のレベルを考慮できる点に特徴がある。
プロジェクト参加者は多岐にわたるものの、ここでは、単純化するために、以下の３つ
に分類している。
「発注品質」：発注者の顕在的、潜在的要求に関する発注者要求の確定度合い
「設計品質」
：基本設計情報及び詳細設計情報と要求品質（発注者要求）にギャップが少な
く確定しているかの度合い
「施工品質」
：中間生産物及び最終生産物が設計品質（設計情報）との適合性を確保してい
るかどうかの度合い
それぞれの品質のレベルが高いパターン（表中では、仮に、品質レベル「＋」としてい
る。）と低いパターン（表中では、仮に、品質レベル「－」としている。）の２種類に分け
て、それぞれの組合せにより、８通りのモデルを作成した。
たとえば、パターン B は、発注品質が「－」、設計品質が「＋」、施工品質が「＋」とな
っているが、ここにおける課題は、発注品質の低さ「－」にあり、発注品質の主な要因と
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される発注者要求の不十分さにあることを指摘している。そのため、調達方式の関係で言
えば、発注者要求の欠落を補う方式の選択が求められる。つまり、発注者要求と調達方式
の関係もあるが、プロジェクトを遂行する各プロジェクト参加者の品質管理能力も選択方
式の要因として考慮すべきである。

分類
A
B
C
D
E
F
G
H

発注品質
＋
－
＋
－
＋
－
＋
－

表 2-2 品質レベルとその要因
設計品質 施工品質
課 題
＋
＋
なし
＋
＋
発注品質
－
＋
設計品質
－
＋
発注品質
＋
－
施工品質
＋
－
発注＆施工品質
－
－
設計品質
－
－
発注品質

要 因
なし
不十分な発注要求
低い設計図書の品質
不十分な発注要求
施工能力の欠落
施工能力の欠落
低い設計図書の品質
不十分な発注者要求

2.4. 小括（まとめ）
本章では建築プロダクトプロセスにおいて、発注品質、設計品質、施工品質について、
「発注品質（要求品質）」：発注者の顕在的、潜在的要求に関する発注者要求の確定度合い
「設計品質」
：基本設計情報及び詳細設計情報と要求品質（発注者要求）にギャップが少な
く確定しているかの度合い
「施工品質」
：中間生産物及び最終生産物が設計品質（設計情報）との適合性を確保してい
るかどうかの度合い
とし、それぞれの品質の持つ特性を情報量の観点から検証することができた。
建築プロダクトの品質を確保するためには、
「発注品質」、
「設計品質」、
「施工品質」をそ
れぞれ高めると共に、プロダクトプロセスにおける「マネジメント業務」と「適合性確認
業務」がきちんと実施されることで、一定の品質を確保できることを示すことができた。
また、建築プロジェクトの品質が、発注品質から生じていることから、プロダクトプロ
セスの各段階において発注要求との適合性確認、マネジメントが必須となっており、発注
者又は発注者機能を発揮するための関与が必要であることがわかった。
さらに、発注者要求の幅は大きく、発注者要求を明確化することが、初期の発注品質の
確定につながることもわかった。
以降の分析においては、特に断りがない限り、本章で定義した「発注品質」、
「設計品質」、
「施工品質」の概念を共通化して用いる。
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注
注 1) Cooper らの提案した「Generic Model」は、マネジメント要素とプロダクトプロセスで、建築プロセスを示すと
されたものである。縦軸のマネジメント要素として、①Development Management、②Project Management、③
Resource Management 、 ④ Design Management 、 ⑤ Production Management 、 ⑥ Facilities Management 、 ⑦
Health&Safety Management、⑧Process Management の８つのマネジメントが定義されている。プロダクトプロセス
は、順番に、⓪Demonstrating the Need、①Conception Need、②Outline Feasibility、③Substantive Feasibility Study
& Outline Financial Authority、④Outline Conceptual Design、⑤Full Conceptual Design、⑥Coordinated Design
Procurement & Full Finance Authority、⑦Production Information、⑧Construction、⑨Operation & Maintenance の１
０のプロセスで示されている。各フェイズの進捗とともに、マネジメントが繰り返され、モノの決定がなされるとし
ている。
注 2) 本文における「設計の幅」、
「施工の幅」とは、建築における Deliverables はひとつの設計や施工方法といった最
適解に集約されるものではなく、モノづくりのプロダクトプロセスにおいては、多くの解がある中から、プロジェク
トに合致するような選択が実施されているという意味で、幅として用いている。
注 3) ボラティリティとは、英語の Volatility を指す。経済学等において、資産価格の変動の度合いを示し、ボラティ
リティが大きいとは、標準偏差における振れ幅が大きいことを言う。本論では、設計、施工方法等幅が広いたとえと
して用いている。
注 4) 表中の DB は、設計施工者を指す。表中の CMR はコンストラクション・マネジャーを指す。表中の業務区分は
建築プロダクトプロセスにおける主な業務を表している。
注 5) 「公理的設計」とは、設計プロセスを統治する根本的な公理として、主に機械工学等で用いられる概念である。
複雑なシステム設計において、①（独立公理）設計行列は独立設計か準独立設計でなければならない（要求機能と設
計解との間に、余分な依存関係がないこと）、②（情報公理）独立公理を満たす設計の中で、最小の必要情報量である
ことが最適な設計である（あたりまえだが、最適な設計解は、それだけで十分な説明がなされているということ）の
公理を満たすことを示したもの。ある制約がある中で最適な設計を求める姿を示したものと言える。
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郵政建築における発注者の役割の変革点
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3. 郵政建築における発注者の役割の変革点
本研究は、発注者として建築プロジェクトに関与してきた歴史を持つ郵政建築がいかに
建築生産システムに関わり、発注者の役割がどう変容してきたのかを明らかにすることで、
発注者責任が問われる今日、建築プロジェクトにおける発注者の責任や役割のあり方の議
論の一助とするものである。
そこで本章では、郵政建築における建築生産システムの変容過程を郵政建築の組織、発
注者機能、設計者機能、監督員機能に絞って分析し、郵政建築における建築生産システム
及び発注者としての関与の大きな節目がいつ生じたのか、時代区分を明確にすることを目
的とする。
そこで、建設投資の状況、外部環境の変化を踏まえた郵政建築の組織の変遷、発注者、
設計者、監督員機能が時代によりどのように変化してきたのか大きな流れを見ることで、
郵政建築の時代区分を見出そうとするものである。
まず始めに、逓信省からの歴史を持つ郵政全体の組織変遷、そして、郵政建築の組織の
変遷について見てみる。
そのうえで、発注者、設計者、監督員の機能の変容の全体像について分析を行い、郵政
建築の時代区分を明らかにする。

3.1. 郵政全体組織の変遷
郵便制度は 1871 年に、郵便事業が創業されたことに始まる。1885 年に逓信省が設置さ
れ、郵政建築も同時に始まった。その後、特別会計の導入により比較的潤沢な予算を確保
することができた。戦後、二省分割により、郵政省と電気通信省に分割され、郵政省とし
て高度成長期を迎え、工事量も増大した。その後、国の機関の再編を経て、郵政事業庁、
日本郵政公社となり、民営化に伴い日本郵政株式会社（現日本郵政グループ）へと組織が
大きく変わっている。
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1871 年
1885 年

郵便創業
↓

「逓信省」発足
↓

1920 年～1934 年

予算緊縮化

↓
1934 年

通信事業特別会計の導入
↓

1940 年～1945 年

戦時中により緊縮
↓

1949 年

二省（「郵政省」発足、「電気通信省」）分割
↓

1955 年～1995 年

「郵便局舎改善 8 か年計画」による工事量増大
↓

1970 年～1980 年

標準化の推進、新築工事の拡大
↓

1980 年～1995 年

大規模郵便局の建設
↓

2001 年
2003 年
2007 年

「郵政事業庁」発足
↓
「日本郵政公社」発足
↓

「日本郵政株式会社」発足（郵政民営化）
図 3-1

郵政組織の変遷等

3.2. 郵政建築の発注者組織構成としての変遷
郵政建築のプロジェクトマネジメント組織としての特徴は、江戸時代の作事方から続く
発注者組織として、自ら必要とする建築を自らの設計に基づき、自らの工事指導で造り上
げる組織として、設計者＝発注者としていた時代に始まり、昭和 50 年頃の請負者の品質管
理能力の向上や建物数の増加に伴い工事指導部分を請負者に委ね、設計者と監督員の機能
で発注者意図を実現する組織へと専門分化が図られ、その後、平成の時代に入り、専門分
化による円滑なプロジェクト運営の阻害を解決するために、設計と監督の統合を図る統合
化の時代を迎え、現在は、設計や監督と言った機能を外部に依存しながら、より発注者組
織としてのプロジェクト管理に重きを置く組織へと大きく変化してきている。
本章では、これらの変遷とその背景について、分析を加える。
3.2.1. 設計者主導の組織
1885（明治 18）年の内閣制度の創設に伴い、逓信省が設置され、1886（明治 19）年の
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逓信省会計局用度課（当時の分掌章程（1886（明治 19）年 1 月 11 日）において、最初の
営繕組織「省中営繕ノ事ヲ掌理ス」と定義されている。）が設置された。その前の官庁営繕
組織の前身である工部省営繕局では、1874（明治 7）年に、設計、製図、督役、監材の 4
課が設置されていたことから、初期の郵政建築においても、設計及び工事の監督について
明確な役割分担があったものと思われる。
文書上、1910（明治 43）年に逓信省経理局営繕課となり、分掌規程（1910（明治 43）
年 5 月 2 日）第 12 条において、始めて「設計」と「監督」という言葉が業務として定義
されている。
その後、1925（大正 14）年に、担当の技師が 1/200 の平面図を会議にかけ、そこで承
認されることで、1/100 の平面図、立面図を作成し、再度、討議され、最終的に了承され
たうえで、実施設計に移行するという「設計会議」が始められ、個々の設計技術に依存す
る体制から、組織として設計する体制へと、組織の確立が図られた。この時代、大正後期
から昭和初期にかけて、建築の設計組織が整備されはじめ、逓信省営繕課では、設計と現
場監理とを業務の中心として、計画・調査・整理などの機能も併置するような、営繕体制
の形式として、すでに完備した段階に達していた。張菅雄の「逓信省の建築（1933）」 4)
によれば、
「当時のあらゆる設計組織のうちで、官庁におけるそれが、規模においても、合
理的に配置された職制という点でも、もっとも完備した形式をもっていたのである。」と指
摘している。
設計者を中心とした建築家集団であったものの、組織としてある程度確立された監督体
制において、東京中央郵便局（1931（昭和 6）年完成）に始まり、東京逓信病院（1937（昭
和 12）年完成）、大阪中央郵便局（1939（昭和 14）年完成）へと続く一連の画期的な建築
が生まれたのも、この時代である。特に、東京中央郵便局等の大規模な工事においては、
監督員を数十名配置するなど、大規模な組織体制が構築されていた。一方、新しい構造方
式による最新の建築を全国に建設するために、向井覺 12)によれば、当時の仕様書担当の矢
島誠一技師を建築工事の材料、施工法調査のため西洋へ渡航させるなど、施工及び仕様や
監督に関する技術の整備も図り、より技術レベルの高い工事監理を目指していたことが分
かる。
また、前章でも述べたように、工事監督は常駐制であり、各設計班の技師は、設計した
工事に関して、施工部兼務となって、現場や請負人との交渉を実施しており、設計者＝発
注者という形で、設計者が工事監督を兼務することで、設計者の意図が工事現場で反映で
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きるプロジェクト組織を構成していた。

図 3-2

設計者主導時代の組織

3.2.2. 専門分化の組織
郵政建築では、先に説明したように当初から、設計者、監督員の機能を明確に定義した
うえで、設計者がプロジェクト・マネジャーとして機能することで、意志決定等を明確化
してきた。
しかし、前章でも述べたように、1970 年代から、大幅に建築物件の数量が増加し、プロ
ジェクトも大型化するに伴い、郵政建築のプロジェクトマネジメント組織も設計課（設計
及び構造、標準設計を担当）、施工課（仮設計画、工程計画、監督、積算、保全を担当）、
設備課（電気及び空気調和設備設計、郵便搬送機械計画を担当）に大きく専門分化が図ら
れた。組織的にも建築プロジェクトに多数の専門家が参画して実施されるようになり、従
来の設計者＝発注者という組織から、それぞれの専門性を持ちより、プロジェクトフェイ
ズ毎に、組織が編成されるようになった。
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図 3-3

専門分化時代の組織

3.2.3. マネジメント化の組織
1974（昭和 49）年以降、監督員の常駐がなくなり、設計者と監督員の機能分化が明確
になるにつれ、設計者と監督員が協調してプロジェクトを進めるのではなく、設計段階の
不備を施工段階で処理することで負担が生まれ、設計者が監督員を兼務していた時代と比
較して、協調関係が生まれなくなってきた。設計者と監督員の関係が、協調よりも、むし
ろ独立的、敵対的な関係を構築することとなった。さらに、前項でも述べたように、あま
りにも専門分化した結果、建築プロジェクト全体を統括する責任者があいまいとなり、プ
ロジェクト遂行に欠陥が生じるようになった。
そこで、1986（平成 8）年に、設計課と施工課を組織的に統廃合し、仕様書や標準、川
上での企画を担う「建築企画課」と個別プロジェクトの設計や監督を実施する「建築業務
課」に整理された。この組織改正の背景には、設計課と施工課に分離して業務を行ってい
たものの、大宮庁舎等の超高層ビルや郵便処理のための大型施設等の開発、大型リゾート
開発など、より複雑なプロジェクトが増加したため、技術や生産、コストといった観点か
ら業際を超えた総合的なエンジニアソリューションが必要となったためである。
ただし、
「設計課」と「施工課」を一体化する形で「建築業務課」へ統合したため、ひと
つの組織において監督員と設計者との協同作業が可能となり意思決定の簡素化という面で
は利点があるものの、設計者と監督員の専門性が薄くなり、発注者としての全面マネジメ
ントへ注力した結果、専門性の技術力の低下につながった面もあると言える。
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一方で、設計者や監督員という技術者としての判断から、事業者、発注者としての発注
者機能の判断が強化される結果となり、同じく、設計や監督といった技術的専門性が低下
する一因となった。
また、発注量の増加とともに、実施設計を外注化することが一般的になったことにより、
設計の技術力を維持することが難しくなる一因となっている。
監督業務についても、コスト削減により駐車施設を地下から地上へ変更するなど、建設
コスト縮減の要請や事業環境の変化に伴い、地下仮設工事が減少し、結果として、自ら施
工計画、仮設計画を作成する機会が減少するなど、監督員の技術力を維持しつづけるため
の環境が大きく変化したことも大きな改正の要因となっている。

図 3-4

マネジメント化時代の組織

3.2.4. 外部化・民営化の組織
2003 年に、郵政事業庁から日本郵政公社へと組織が改正となり、以降、2007 年の郵政
民営化を踏まえて、現在に至っている。公社化に伴い減価償却費用の削減のため、投資を
抑制したこともあり、それまであった新築工事が減少し、現在は、改修工事が主な業務と
なった。そのため、郵政施設の維持、管理及び新築等を担当するための組織としてファシ
リティマネジメント部が新たに創設された。監督機能の一部を外部のマネジメント会社に
委託するなど、外部との連携、外部とのパートナーシップを構築することで、業務の推進
を図っていた。
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さらに 2007 年の民営化により、設計・監理業務と発注者機能が明確に分離され、郵政
建築が担ってきた発注者機能が郵便、貯金、保険の各事業会社へシフトし、従来の技術系
組織は、発注者からの業務委託を受託するという形で、同じ郵政グループ内ではあるもの
の、いわゆる民間設計事務所同様、発注者としての各社（郵便、貯金、保険）から、建築
プロジェクトの設計や監督を受託する体制へ変更となった。したがって、予算管理や発注
も含めて、各社の責任となったため、設計者組織が保有していた発注者機能は失われるこ
ととなった。その結果、日本郵政㈱と各社に、発注者機能が分離されることとなった。

図 3-5

外部化・民営化時代の組織

3.3. 郵政における投資額の推移
逓信省における設備投資額は、郵便局や電話局が早急に整備すべき必要な日本のインフ
ラとされたため、一般の官庁建築と比較して、潤沢な予算を確保 14)することが可能であっ
たとされている。
昭和以降の予算措置の推移状況を見ると、昭和初期の 1934 年通信事業特別会計の導入
により、官庁建築の予算執行と異なり年度の縛りにとらわれることなく複数年度の予算執
行や複数プロジェクトの推進等、独自に予算付けするとともに柔軟な予算執行が可能とな
った。立花 10)によれば、
「1936 年の営繕費は特別会計導入前の 1932 年の 42.6 倍になるな
ど」急激に予算が拡大した。 さらに、1955 年に全国的に郵便局の施設整備を計画的に推
進するために「郵便局舎改善 8 ヵ年計画」が策定されると、急速に設備投資額が増加した。
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その後、1995 年の第 8 次まで同計画は継続された。特に、1970 年から 1980 年にかけて
都市部の人口増もあり、この期間のみで、全国の大規模かつ主要な郵便局 1,091 局のうち
約 4 割にあたる 403 局が建設されている。
郵政建築における設備投資額の推移は 1990 年代のバブル期に向かって一貫して増加し、
1992 年の 1,430 億円をピークに、その後 5 年間のピーク期が続いた。1999 年からは新規
の郵便局建設の抑制もあり、大幅に投資が減少し、1970 年代の設備投資額とほぼ同じ水準
まで低下している。職員一人当たりの予算額についても、1970 年の 0.31 億円／人から、
1980 年には 1.39 憶円／人、その後も大幅な職員の増加がなかったことから、ピーク時の
1992 年には、3.43 億円／人と、1970 年の約 11 倍にもなっている。この間、建設デフレ
ーター15)が 34.9 から 100.6 と 2.8 倍になっているのを考慮しても、郵政の職員一人当た
りの予算額は建設デフレーターの約 3 倍もの伸びとなっており、物価上昇以上に増加して
いる。その後、民営化工事等の設備投資額の増加を除き、一貫して減少している。
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3.4. 郵政建築における建築生産システムの変容に影響する変革点
郵政建築における建築生産システムの変容について、①組織体制、②発注者機能、

③

設計者機能、④監督員機能から見た「変革点」について、その時代背景も含めて検討を行
う。
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郵政建築の組織体制の変革点
郵便局等の施設整備は、明治政府設立後、1873 年までは大蔵省によって担当され、その
後、1874 年営繕事務の集約のため、工部省製作寮の営繕課において整備された。しかし、
1885 年の逓信省設置に伴い設立された会計局用度課（1886 年）において、郵便局の設計、
整備が実施されることとなった。発注者として工事発注を行う一方、自らが建設工事を設
計、監督する方式は、逓信省の建築発注でも踏襲されている。その後、建築組織の位置づ
けは大きく変わらず、建築全般の発注及び設計、監督にかかる業務は、一貫して、郵政の
建築組織自らが実施してきた。
1880 年代の逓信省の営繕担当が長らく続いた時代から、1970 年代の高度成長期にかけ
て、組織的には、設計、施工（監督）、設備、標準、機械化、保全といった専門組織を次々
と立ち上げ、業務量の増加、専門化に対応している。1996 年には建築部から施設部へ組織
が変更となり、専門組織を統合する形で建築企画課、建築業務課を設立し、プロジェクト
マネジメント機能を強化している。2003 年の公社化、2007 年の民営化により、組織と役
割が郵政グループ内の設計事務所としての位置づけへ、大きくシフトしている。組織的な
「変革点」が、1960 年代、2003 年頃に、見て取れる。

49

1886 年

逓信省会計局用度課設置
↓

1899 年

大臣官房会計課営繕係
↓

1903 年

通信局営繕課
↓

1904 年
1944 年
1946 年

経理局営繕課
↓

通信院工務局営繕課
↓

逓信院営繕部へ昇格。設計課及び施工課を設置
↓
1963 年
1968 年

設備課設置
↓

標準設計室、機械化設備室設置
↓
1978 年

保全室設置
↓

1981 年
1984 年
1988 年

建築調整室設置
↓

建築企画室（標準設計室改称）、技術開発室（機械化設備室改称）
↓

施設対策室（建築調整室改称）、企画調査室設置、資産管理運用室設置、
設計企画室（建築企画室改称）、管財課廃止
↓

1996 年 建築部から施設部へ組織改正、設計課及び施工課を統合し、建築企画課（企画
及び標準等を担当）と建築業務課（設計及び施工監督の一元化）へ分離。
さらに、郵務局施設課を施設部管理課施設計画室へ統合。
↓
2001 年

郵政事業庁施設情報部へ改組するとともに、建築企画課及び建築業務課を統合
し、建築課に一元化、管理課に資産運用等の分離、情報システム課設置
↓

2003 年

日本郵政公社ネットワーク企画部門へ改組するとともに、簡易保健福祉事業団の
建築部門を統合
↓

2007 年

民営化により、日本郵政株式会社が発足。ファシリティマネジメント部として、
各事業会社へのシェアードサービスを開始
↓
2010 年

日本郵政株式会社「施設部」へ改称

図 3-7

郵政建築の組織体制の変遷
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郵政建築の「発注者機能」の変革点
発注者の一員として、郵便局を所管する郵務局等があったものの、個別予算の執行にあ
たっては、全体予算の範囲内で設計者が属する建築組織に自由裁量があった。また、郵務
局は、逓信事業史 14)によれば、主に、改善局の選定、場所、必要な面積規模等の最低限の
発注者要求を提供する一方、デザインや配置計画等については、基本設計及び実施設計に
おいて郵務局や現地局との協議やすり合わせが必要であったものの、基本的に建築組織の
設計者が自由に決められる余地が大きかった。特に、工事発注については、郵政省設置法
（1948）において、建築部の業務として「①各部局の要求する不動産工事の設計及び施工
をすること、②不動産に関する工事の契約をすること」とされており、建築組織に一任さ
れていたことなどもあり、比較的、発注者として、建築組織に決定できる大きな権限があ
ったと推定できる。立花 10)は、逓信省時代の設計の考え方を続・逓信事業史の中で、「設
計者の業務を設計図書の作成までに終わらせないで、工事現場の現寸図見本品の検討にま
で拡げ、設計の意志を建物細部にまで浸透させ、あわせて組織の拡大、分業化による弊害
に対処した。」と指摘しており、設計者が主導していた組織であることがわかる。この体
制は 1960 年代まで、形を変えながらも、発注者として、または発注者の代理人として、
自らの設計に基づき、その設計を実現するため、発注者としての権限を背景に、設計者が
監督員となって指導的に監督を実施してきた。逓信省の設立当初から、発注者要求と設計
品質の確定が、設計者に大きく委ねられていたことから、「発注品質」と「設計品質」の
両方を確保するための、設計者の役割は大きかった。逓信省設立からここまでの設計者は、
発注者としての役割を担う発注者機能と設計者としての役割を担う設計者機能を合わせ持
っていたことに特徴があると言えよう。
1970 年代になると、工事量が増加する一方、施工者側の品質管理についても TQC、
ISO9000 の導入、WTO 政府調達協定の発効等を契機として契約関係の明確化等、施工者
の技術力の向上もあり、発注者としての建設工事プロセスへの関与も、発注者自ら「施工
品質」を確保する要素が減少し、検査を充実させる体制へと変化している。
1980 年代になると、ほとんどのプロジェクトで実施設計の外注化が一般化したり、一部
プロジェクトで、基本設計からの外注化が実施されたりもした。発注者としての建築プロ
ジェクトへの関与の重心がプロジェクトの川上段階へシフトした。
公社化以降は、建築工事と設備工事を分離することなく、建築一式工事として発注する
ことが一般化した。更に発注者機能へ特化し、建築を基本設計から実施設計、工事に至る
まで自ら「作り込む」体制から、要求性能を明らかにしたうえで、工事も含め外注先に作
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ってもらったものを「買う」体制へと、大きく変化している。
2007 年の民営化により、発注者機能が郵便会社等の子会社へ分離されたため、建築組織
は受託者へと位置づけが変化している。
発注者機能の変容は、逓信省時代から 1970 年代まで続いた発注者として必要な建物を
確保するため「発注品質（要求品質）」と「設計品質」を確定し、その担保のために「施
工品質」を作り込む段階から、1970 年代、施工者の自主管理へと「施工品質」を委ね「発
注品質（要求品質）」と「設計品質」を重視した時代へと変容している。1996 年に設計者
機能と監督員機能が組織統合された結果、発注者機能が川上段階における「発注品質（要
求品質）」の確定へと特化する形で、プロジェクト全体に対する発注者としての関与を減
らすような形へとシフトしている。さらに 2003 年の公社化、2007 年の民営化以降は、発
注者機能が分離している。このあたりに、発注者機能の変容の過程が見て取れる。

1886年

1970年代

1996年

2007年

現在

全建築プロセスへ関与

外部委託

企画段階へシフト

発注者機能分離

設計から工事発注、工事監
理、工事に関する業者指導ま
で、発注者として実施

発注者として、工事発
注、監督、検査を実施
実施設計の外注

企画を重視
プロジェクトの企画段
階で、技術的ノウハウ
に基づくプロジェクト実
施可否を判断

公社化・民営化により、
発注者機能が郵便、
貯金、保険の各事業
会社へ移管
施設部は受託業務とし
て受注。
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発注者の関与

郵政建築の「設計者機能」の変革点
逓信省における設計者は、当時の民間に比して優れた技術力を背景に、設計者を中心と
する建築プロジェクトを推進する体制が構築されていた。張

11)によれば、
「経理局営繕課

の時代（1904 年～1945 年）において、設計部に所属する設計技師がプロジェクト毎にチ
ームを編成し、設計技師がプロジェクト全体を統括し、設計を進める。設計会議を経て
1/100 図面を逓信局に照会し、使用者側の視点で若干の見直しが行われながら、設計が進
められた。工事発注後の工事監督についても、設計者がそのまま逓信省の監督員として、
主任や技師の上に位置し、自ら実施する。」、
「設計班は技師に 1 班 8～9 名ずつの人員を属
せしめて、一つの局舎の設計は各々その班で纏めることになっている。」と指摘している。
技師は今で言うアトリエ事務所の建築家としてプロジェクトチームの中心として位置し、
構造や設備等の専門技術者は技師の意匠実現をサポートする形で進められた。この時点に
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おいて、設計者自らが、設計者機能に加え、設計変更等の決定など発注者機能も有する形
で展開される基礎ができており、規模や各室面積調書以外の「発注品質（要求品質）」を、
設計者自ら設定し、解を導くことができる環境が、設計者により構築されていた。
結果として、
「発注品質（要求品質）」を確定するプロセスにおいて、発注者要求を踏ま
えて確定された設計情報は、発注者満足度の高い「設計品質」が設計者によって確保され
ていたと言える。
「施工品質」についても、設計者が監督員となることで、設計情報の転写
ミスを少なくすることで、品質確保が担保されていたことがわかる。この時代、郵政建築
においては、設計者を中心に、一貫して「発注品質（要求品質）」、「設計品質」、「施工品
質」を確保する体制が構築されていたのが、ひとつの特徴である。
1974 年以降、大きく変容したのが、
「施工品質」の確保方法である。常駐監督から 1974
年に非常駐（臨機(月数回出張することで監督行為を実施すること）)監督となると、監督
員の役割も施工者に委ねる部分が大きくなり、抽出検査を主体とする監督方法に切り替わ
った。また、これを契機に設計者と監督員の役割が明確化され、施工者への指示等は監督
員が実施することとなったため、設計者の直接的関与は材料や色の決定に限定された。更
に、業務量の増大に伴い、標準化、郵政建築に精通した設計事務所の設立等もあり、郵政
において実施設計の外注化が一般化したのも 1980 年代である。
1996 年には、設計課と施工課を統合再編し、主に環境や企画等を担う建築企画課、従来
の設計や監督といった実務機能を統合した建築業務課へと組織再編した。その背景には、
企画段階における基本設計及び予算策定、地球環境配慮、資産活用、ユニバーサルデザイ
ン、ファシリティマネジメントなど、川上段階における計画や企画が重視されるようにな
ったこと、設計者と監督員に専門分化した組織の意思疎通の円滑化する必要があったこと
等、がある。またこの時代、先に述べたように実施設計の外注化も進んだため、企画段階
における発注者機能を強化し、性能発注等も含めて発注者要求を明確化することが求めら
れた。従来の設計者においても「発注品質（要求品質）」の確保が「設計品質」以上に優
先された。さらに、大規模な郵便局や大型の宿泊施設等の整備において、搬送技術や舞台
装置など主要な技術を外部依存する形となったため、設計者の役割が専門家全体を束ねて
プロジェクトを管理するような形の「プロジェクトマネジメント機能」へと、大きく変わ
る契機となった時代である。
2003 年の公社化以降は、業務の中心が修繕や維持管理を中心とした全国一斉改修等の大
量発注への対応、そのための建設予算の策定など、企画的な業務が増加し、設計者の役割
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が設計業務から、さらに「プロジェクトマネジメント機能」へと大きくシフトしている。
2007 年の民営化以降、これまで保有していた発注者機能が事業子会社に明確に分離され
たため、プロジェクトマネジメントが強化されている。また、民営化に伴い不動産事業を
実施することが可能となったため、不動産事業対象敷地における都市計画手法を使った開
発想定プランの作成や予算等の策定、都市計画協議、賃貸オフィスビルの基本計画など、
不動産事業における企画段階の業務が、新たに設計者の業務として加わることとなった。
設計者機能については、1974 年以前は、設計者が工事段階においても、細部に至るまで
設計意図を実現していたのに比べ、1974 年以降は、設計者と監督員の機能分化へと変容し
ている。1990 年代になると、実施設計の外注化や組織改正に伴う設計者と監督員の融合と
設計者とは別組織としての企画段階の強化、2003 年の公社化に伴い設計者機能が主にプロ
ジェクトマネジメント機能へ大きくシフトしていることがわかる。図は、主に設計者が主
体となって実施する業務の推移を示したものである。なお、図中の PMr はプロジェクト・
マネジャーを示すが、実態として設計者が関与する場合が多い。
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1990年後半
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設計者

外注化/設計

外注化
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監督員

企画
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実施設計
発注
監督
検査

監
督
員

設
計
者
が
関
与

設
計
者

監
督
員

図 3-9

現在

2003年

設計者の関与

郵政建築の「監督員機能」の変革点
郵政建築は、設立当初から新しい技術を導入することに積極的な組織であった。たとえ
ば、当時、建築技術において日本国内に導入が始まったばかりの鉄筋コンクリート造を
1918 年から積極的に局舎建設に導入している。インタビューによれば、1970 年代まで、
コンクリート打設時は郵政の監督が総責任者として現場を指導監督していたとのこと。監
督員である逓信省の技術者が、比較的高い技術力を背景に、直接作業細部の工事指導まで
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行っていた実態が伺える。施工図についても、郵政の監督員が建具図・躯体図を除く主要
な施工図作成なども実施しており、直接、施工者を工事指導する監督体制が 1970 年代ま
で続いている。1971 年に「建築施工監督要領」16)を策定しているが、同要領の「施工図」
は、「特に重要な箇所および基本になる図面は努めて監督員自ら製図する。」こととしてい
た。
ところが、1972 年の公共工事契約約款の改正、工事量の増加等を契機に、1974 年から、
監督体制が現場常駐から非常駐(臨機)へと監督体制が変更になった。当時、建築プロジェ
クトの監督員は施工課に属する職員により、主任者（＝主任監督員）の下数名の監督員で
構成されグループ監督制 17)を採用していた。また、設計出身の若手教育を除いて、あくま
で現場の監督員業務は郵政の施工課の監督員で完結する体制を構築していた。
これまで伝統的に郵政の監督員自ら工事指導を行うような体制を構築してきたが、この
体制を維持することも当然できなくなった。郵政における監督の方法も、抽出検査や施工
者の自主検査の確認へと変更するなど、工事指導の監督から検査主体へと大きく変わるこ
ととなった。1981 年の「建設工事

監理方針」18)では、監督自らが施工図を作成する、と

の項目はなくなっている。
工事監理についても、施工者の品質管理能力の向上、双務契約の実施もあり、
「指導監督
型監理」から「自主管理確認型監理」へと変化している。
1985 年には、施工品質を管理するため、現場での寸法等の押えやチェックすべき品質管
理項目を定めた実務ガイドラインとしての「工事管理チェックシート」19)を作成している。
同じ年に、
「建設工事検査要領」20)を制定し、会計法に基づく検査職員の視点を統一するな
ど、品質確認の方法を定義している。1988 年には、「公共建築工事施工計画書の作り方と
実例 21)(郵政大臣官房建築部施工研究会編）」、
「品質管理ガイドライン 22)（郵政大臣官房建
築部施工課）」を制定するなど、監督業務を支援するツールとともに、共通に施工者の目指
すべき品質管理目標を規定することで、監督業務の簡素化・標準化を図っている。
また、1988 年に新東京郵便局（延床面積約 10 万 7 千㎡）をはじめ、大規模郵便局の建
設がはじまると、同時期の大量発注もあり、監督員業務が急増することとなった。増加す
るプロジェクトに対処するため、監督業務の効率化、発注者体制としてのあり方を見直す
「工事監理業務の効率化の研究報告書(1994 年)」23)がまとめられている。この報告書では、
単に工事監理の合理化、効率化にとどまらず、発注組織としてのあり方についての提言も
あり、その後のプロジェクトマネジメント組織の構築に向かう契機となっている。
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1995 年からは WTO 政府調達協定が締結及び公布され、一定額以上の工事が国際入札と
なり、「国際化」への対応

24)が必要となった。そのため、発注後に決定するような事項を

削減するなど、設計の確定度合いを高めたり、仕様書の詳細化等が進んだりした。
一方で、1990 年代後半から、監督が実施してきた施工計画の策定においても、建設費の
削減を求めるため、駐車場を地下から地上へ変更するなど、建設コスト縮減の要請や事業
環境の変化に伴い、地下工事、地下仮設工事が減少したため、複雑な仮設計画を検討する
必要性が薄れた。その結果、単純な仮設計画が増加し、自ら仮設計画を作成する機会が減
少するなど、監督員の技術力を維持しつづけるための建築プロジェクト環境が大きく変化
した時代でもある。
また、郵便局という特殊な建物を建設していたこともあり、設立当初から郵政独自の仕
様書をベースに独自に設計、積算、施工を実施していた。施工者も郵政の施工品質を確保
するために、インタビューによれば、郵政の現場を経験した工事現場所長が地域を超えて、
次の郵政の現場へと異動したり、施工会社としても積極的に郵政の現場を経験することで
技術を学ぶ経験を社員にさせたりするなど、独自の仕様と高い技術力を背景に、官庁営繕
組織の中でも高い評価を得ていた。しかし、2003 年に、官庁営繕関係基準類の統一化によ
り「公共建築工事標準仕様書」が統一基準として決定した結果、郵便局庁舎に関する標準
詳細図は残ったものの、急速に、郵政建築の独自性が失われた。監督員も独自仕様に基づ
く施工者への指導機会が失われる結果となっている。
さらに、2003 年以降の公社化により郵便局を含めた建物の新築が抑制されるとともに、
民営化以降の郵便局プロジェクトではコスト削減が強く求められたこともあり、仕上げグ
レードの簡素化や単純化、更には標準化が進んだ。その結果、施工技術も単純化されたた
め、より施工者任せとなる部分が大きくなった。更には、2007 年の民営化以降、職員の増
強が難しかったことから、監督員業務の一部（日常検査業務等）についても、監督員補助
業務として外部委託が始まっている。
郵政の監督員業務は、現場に常駐して工事指導を直接実施することで、
「施工品質」を確
保する方法から、1974 年の監督体制の変更により非常駐（臨機）となり、施工者の技術力
へ依存する形で出来形確認・検査を主体とする監督方法へと大きく変化している。2007
年以降は、工事監理を中心とした監督員補助業務などの外部依存が進み、監督業務の軽減
が図られるなど、監督員機能の変容が見られる。
郵政と同様の営繕組織として建設省官庁営繕部があるが、羽田野
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5)らの研究にもあるよ

うに、郵政同様、社会環境の変化に応じて外部化が進んだ。しかし、郵政と比較すると、
営繕では筑波学園都市開発にあわせ、早い段階で設計外注化や第三者監理を導入するなど、
外注化のスピードに違いが見られる。

1974年（ S49.1 ）

1886年
監督常駐制
1950
1960

工事発注に伴
い工事係から
監督を編成、
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督（技手又は技
術員）からなり、
技師は主に設
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あたる。
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監督補助
とも施工・
設計両課
から編制

1968
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複数又
は1名で
監理
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検査等）を
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監督員体制の推移

3.5. 郵政建築を取り巻く外部環境の変化
明治から昭和初期までは、全国レベルで言えば建設業者の数も少なく、また技術力につ
いても官民を比較すると、官側が比較優位であった。しかし建設業法等の施行により、1950
年代から、外部環境が大きく変化する。
「建設業者の資質向上」「工事請負契約の適正化」を進めるため、1949 年に建設業法が
施行され、1971 年の改正、更に翌年の公共工事標準請負契約約款策定により、片務契約か
ら双務契約に変わった。それに伴い、建設業者数も 1950 年代の 5 万社から 2000 年の 60
万社まで 10 倍を超えるまで、急速に増加している。建築士事務所登録数についても、1950
年には建築士法が成立し、1980 年の 10 万社から 2000 年には 13.4 万社まで増加しており、
外部技術力に依存できる環境が構築されてきた。さらに、郵政以外の外部の設計者、施工
者による①1970 年代における TQC の導入とその後の ISO9000 認証取得、②工事監理の
指導監督型監理から自主管理確認型監理への移行、③1995 年の WTO 設立に伴う日本の建
設市場の国際開放、④CM 方式、PM 方式、PFI、第三者監理等を含む発注方式の多様化等、
といった外部環境の変化が、郵政建築における発注者、設計者、監督員の機能のあり方に、
大きな影響を与えている。
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3.6. 小括（まとめ）
以上の分析を踏まえ、郵政建築における発注者の役割、建築生産システムの変容過程に
おいて、次のようなことが明らかになった。
①

明治期においては「発注者」の意図をすべてに徹底させるため、「設計者主導」を組
織的に確立し、逓信建築、郵政建築の伝統を創造する時代が昭和中期、1960 年代まで長
く続いた。「設計への拘り」は、むしろ発注者としてきちんとした品質を確保した質の
高い建築を生み出すために、当時の相対的に低い施工者の技術力や設計者が十分育って
いない環境を踏まえた選択肢であったと言える。

②

1970 年代の高度成長と共に、郵便局の建設投資額が増加し、プロジェクト数が増える
につれ、設計者が監督員を兼務するような形での作り込みが難しくなった。1974 年に監
督員が非常駐（臨機）となるに伴い、職能分化が進み、設計者、監督員の役割機能を分
離し、専門分化が進んだ。設計者も意匠設計、構造設計、設備設計へと専門分化し、監
督員も、建築監督、設備監督と専門分化している。発注者機能もそれぞれが分担して担
当している。

③

1990 年代になり、設計と監督の組織に分かれ専門分化が進みすぎたため、工事現場に
おける設計意図の一貫した実現が阻害されるなど、部門間の連携に課題が生じることと
なった。そこで、設計組織と監督組織を統合する形での設計から積算、工事監理まで含
む一貫したプロジェクト管理を実現するために、1996 年に組織の集約化を図った。

④

1996 年以降は、郵政の組織自体、郵政省から郵政事業庁、日本郵政公社へと変わる中
で、新築工事が激減し、相対的に維持・修繕工事が増加することとなった。この時代、
設計よりも全国一斉に発生する大量発注、改修工事のためのマネジメント機能が重視さ
れるようになった。

⑤

2003 年に公社化すると、新築工事から維持管理へのシフトが更に進み、一方で、公共
工事のコスト縮減(2003 年)や公共工事の品質確保(2005 年)等の施策もあり、民間にでき
ることは民間に任せるべしと言った形で、基本設計の外部委託や工事監理業務の一部外
部委託など、外部依存、外部化が進んだ。より川上指向が強くなり要求品質を確定させ
るための発注者機能への特化も進んだ。2007 年の「民営化」で、日本郵政株式会社へと
移行するに従い、発注者機能と設計者機能が分離し、郵政グループ内へ設計や監督とい
った設計事務所業務をシェアードサービスとして提供するグループ内設計事務所として
の機能を強めているのが、現在の郵政建築である。
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以上を整理すると、郵政建築における４つの大きな変革点を見出すことができる。
・1886 年～1970 年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
・1970 年代～1990 年代の監理に拘る「専門分化」の時代
・1990 年代～2003 年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
・2003 年～現在までの「外部化・民営化」の時代
ここまでの変容過程の分析を踏まえて、郵政建築における建築生産システムの変容を把握
するうえで重要な意味を持つ、次のような社会的影響を暫定的に見出すことができた。
①公共建設工事請負契約約款の双務契約への改正、それを踏まえた設計者と監督員業
務の体制を大きく専門分化へと改正（非常駐（臨機）化）した時期
②WTO 協定の発効、ISO 導入の動き等により、外部技術力の導入を促進し、企画段階
を中心としたマネジメント組織へと改正した時期
③国から独立し、公社化、民営化により発注者機能が分離した時期
これらの変革点と目される間を、郵政建築は「設計にこだわる」→「監理にこだわる」→
「マネジメントにこだわる」→「買い取り」という形で建築生産システムを変えることで
発注者の役割を変化していったと推察できる。
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Ⅰ期
（1880年代
～1970年代）

Ⅱ期
（1970年代
～1990年代）

Ⅲ期
（1990年代
～2000年代）

Ⅳ期
（2000年代
～現在）

郵政公社化(2003)
公共工事のコスト縮減(2003)
WTO政府調達協定(1995)
公共工事の品質確保(2005)
公共工事請負契約約款(1975)
郵政民営化(2007)
ISO9000導入(2000)
建設業法制定(1974)

社会一般

ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部(2007)

組織

二省分割(1949)

施設部組織改正(1996)

組織の変容

ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部門(2003)

マネジメントに拘る 発注者の変容

発注者機能

監理に拘る

監督員機能
設計者機能

監督員の変容

設計に拘る

設計者の変容

【設計者主導】
図 3-11

【専門分化】

【ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ化】 【外部化・民営化】

郵政建築における建築生産システムの変容

郵政建築の発注者としての特徴を総括すると、明治時代から始まった発注者組織として
の伝統を保持し、明治期の技術力が発注側に対して施工者側の技術力が低かった時代に、
早くから組織内の設計者や技術者が当時の新しい技術や設計手法を取り込み、発注者機能
を設計者が代替する体制を構築していた。その伝統が民営化する前の郵政建築まで続いた。
建築プロジェクトを大量に発注するためには技術力を持った発注者が機能し続けたこと
は、組織として効率性や合理性を保っていた時代もあった。
しかし、外部技術力が向上したり、設計外注化に見られるように同じ業務を代替できる
ような組織が生まれたりするなどの環境の変化、そして何よりも優れた技術力や品質管理
能力が社会的にも大きく評価された時代から、一般的な技術レベルに留めた結果、相対的
な技術力の優位性もなくなったため、マネジメント機能へと大きくシフトすることとなっ
た。しかし、この時代も長く続かず、民営化を契機に発注者機能の分離が進む結果となっ
た。
発注者の要望のひとつとしてプロジェクト品質の確保があるが、その方法は、明治期の
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郵政の建築のように発注者自らすべてのプロセスに関与することで品質を確保することか
ら、民営化以降の郵政に見られるように、発注者としての機能を分離する形で、外部依存
を強める方式までその選択肢は広い。
これらの選択肢は、その時代における建築産業を取り巻く環境を踏まえて決定されるべ
きである。その意味で、郵政の建築における発注者機能の変化の要因を明らかにすること
で、今後の発注者の役割や責任、そしてありようについて大きな示唆を含むものと言えよ
う。
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第一の変革点：「設計者主導」時代
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4. 第一の変革点：「設計者主導」時代
郵政建築注 1)について、
「日本近代建築史」1)でも指摘されているように、これまでは吉田
鉄郎の東京中央郵便局及び大阪中央郵便局、山田守の東京中央電信局及び旧東京逓信病院
など、設計の視点から逓信省の建築を評価 2),3)してきた。
一方、これらの建築を生み出してきた発注者としての郵政建築の役割について分析した
論文は少ない。郵政建築は、発注者として、独自の建築生産システムを構築し、逓信省以
降、郵政省、郵政事業庁、日本郵政公社、日本郵政株式会社へと組織が変わるものの、約
140 年一貫して郵便局を中心に、研修施設、病院、宿泊施設、社宅等、多様かつ品質の高
い建築を生み出してきた歴史を持つ。
前章 4)では発注者の視点から、逓信省から続く郵政建築の変革点を以下の大きな 4 つの
時代に区分できることを示した。
①1886 年～1970 年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
②1970 年代～1990 年代の監理に拘る「専門分化」の時代
③1990 年代～2003 年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
④2003 年～現在までの「外部化・民営化」の時代
郵政の建築生産システムも時代とともに変化しているが、本章は、このうち最初の時代
区分として示すことができた「発注者組織内設計者」が中心となって、設計段階の活動に
留まらず企画段階から工事段階まで設計者が関与することによって、設計意図の実現を図
っていた発注者組織内「設計者主導」の役割に焦点をあてたものである。特に、明治、大
正、昭和初期における「逓信省の建築」注 2)（1886 年～1949 年）に絞って、逓信省の発注
者組織が、どうして「設計者主導」という建築生産システム

5),6),7),注 3)を選択したのか、そ

の理由、背景を明らかにする。そのため、当時の逓信省の建築を取巻く社会的背景、逓信
省の建築の特徴等の検証を行う。

4.1. 逓信省の建築における品質確保
逓信省の建築は、設計面だけでなく、工事施工の面からも評価されている。続逓信事業
史

8)によれば、
「工事業者も逓信省の工事を施工することに大きな誇りと魅力を感じ、『逓

信省の仕事を完成すれば業界の信用を増す』という世評を生み出した」、と指摘している。
どうして、発注者組織である逓信省が、このように高い評価を得るような「建築生産シ
ステム」を確立できたのか、次の 4 つの視点から検証する。
①逓信省の建物特性
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②逓信省建築を取り巻く環境
③逓信省の建築生産システムの特徴
④逓信省における営繕組織の変遷

4.2. 逓信省の建物の特徴
逓信省では、郵便局、電信電話局、灯台、飛行場施設など、当時の近代科学の先端とも
言うべき機器を収めるための施設整備が求められていた。特に、郵便局及び電信電話局に
ついては通信手段の確保の面から、早期に全国的に整備する必要があった。明治政府とし
ても、通信手段となる郵便局、電信電話局の整備普及は政府としての喫緊に取り組むべき
課題 9)となっていた。
それゆえ、施設整備において、次の様な他の省庁に見られない逓信省独自の特徴を見出
すことができる。
①電信電話局には高価な通信機器を守るため、一般の建物より強固な建物構造が
求められたこと
②そのため、当時一般的であった和式木造ではなく、レンガ造、コンクリート造
等の洋風建築が逓信省の建物強度として求められたこと
③これらの事情から、潤沢な予算を確保することができたこと
④通信手段としての郵便局及び電信電話局機能のネットワークを確保するために
は、部分開業では意味がなく、全国一斉に早急に郵便局、電信電話局等を建設す
る必要があったこと
⑤地域の一等地に建てられる国の直接の施設であったため、地域のランドマーク
となるような設計ができたこと

4.2.1. 建物構造
1885 (明治 18)年の逓信省設置後、発注者としての逓信省の要請である強固な建物構造
を実現するため 10)、当時の構造形式の中で比較的強固であるレンガ造や石造による西洋建
築様式を、積極的に導入しようとするインセンティブが働いた。
建物構造の面では、不燃材料として明治時代に導入が始まったばかりの鉄筋コンクリー
ト造も積極的に採用している。日本における建築家による最古の鉄筋コンクリート造は明
治 38(1905)年竣工の東京倉庫㈱兵庫出張所

11)とされるが、翌明治

39(1906)年には逓信省

庁舎構内に建設された電気試験所で鉄筋コンクリート造が試験的に導入
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11) されている。

1918 (大正 7)年には、東京小石川、高輪、横浜長者町の電信電話局において鉄筋コンクリ
ート造を採用しており、それ以降、逓信省の建築では鉄筋コンクリート造を標準的構造と
するなど、いち早く鉄筋コンクリート造の導入 11)を図っている。
一方、一般に鉄筋コンクリート造が技術として確立したのは、1929 (昭和 4)年に日本建
築学会から「鉄筋コンクリート標準仕様書」、1933 (昭和 8)年に「鉄筋コンクリート構造計
算基準案」が発表 11)された頃とされるており、逓信省の導入時期が早かったことがわかる。

4.2.2. 潤沢な予算
逓信省の建築では、続逓信事業史 8)によれば、
「主体である電話局は、その収納する機器
が精密かつ高価なため、建物機能の安全性について厳しい条件が課されたことから、一般
の官庁建築に比べ、高い予算価格が与えられていた。」と指摘している注 4)。図 3-1 は、営
繕費及び電信電話営繕費の年度別推移を示したものである。営繕費と電信電話営繕費の総
額としての営繕関係費でも、3 次にわたる電話拡張計画に応じて増額

9)となり、年ごとの

落ち込みはあるものの、全体として電話拡張計画等を契機に、増加していることがわかる。
これら潤沢な予算は、個々の逓信省が利用する建物を取得するために、設計者が意匠に
拘り、工夫する余地を生み出し、それが自由な設計を実現できる環境につながった。また、
大正時代から昭和初期の時代にかけて、日本建築を代表するような建築家、吉田鉄郎、山
田守等の採用、育成につながった要因と推察される。

¥14,000,000

電信電話営繕費
営繕費

¥12,000,000

1934年第三次電話拡張計画（後期）
¥10,000,000

1934年通信事業特別会計実施

1923年関東大震災
¥8,000,000
1916年第三次電話拡張計画（前期）
1907年第二次電話拡張6か年計画

¥6,000,000

1896年第一次電話拡張7か年計画
¥4,000,000
1885年逓信省設立
¥2,000,000

図 4-1

逓信省における営繕関係費の推移 12)
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4.2.3. 品質改善及び品質向上
続逓信事業史 8)では、
「逓信省の建築における「質の良さ」がある程度潤沢な予算に比例
する形で、建物品質の向上を図ることができた」ことを、また、電信電話事業史 9)では、3
次にわたる電話拡張計画及び特別会計の導入により、予算の増額が特徴ある建築を生み出
したことを指摘している。これらと共に、郵便局や電信電話局等の同種建物の繰り返しが
多いため、設計者が関わった建設の経験を次の建設に応用できるなど、逓信省の設計者自
ら、PDCA（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善））サイクルをま
わすことで、建築の質の向上につなげることができたものと推察される。
続逓信事業史

8)では、設計において「特定の種類の建築の繰り返しが主体であるため、

組織能力の効果的な仕様、過去の成果の蓄積、欠点の修正などの積み重ね作業が可能であ
ったこと」を指摘している。また向井覚の「建築家・岩元禄」13)によれば、
「旧逓信省構内
の電気試験室の設計では、防火シャッター、網入りガラス、スチールサッシなどの採用、
初めての鉄筋コンクリート造建築の導入など」、新技術の導入を積極的に行うなど、設計に
おいても質の高い建築を生み出す姿勢も見て取れる。
施工面では、大正時代に「欧米の新材料・新工法を積極的に調査研究し、みずからの創
意と工夫を蓄積して、これらを設計及び現場指導に反映すること、たとえば、他に先んじ
て工程写真の提出により工事指導を行うこと、日々の出面表（作業人員表）の報告をとっ
て工事費積算に堅実な根拠を与えることなど、独自の施策を施工面に加え、初期の業界に
おける規範的位置を確保していた」8)とされ、同種建物の繰り返し工事のメリットを、品
質につなげる工夫や方法が見て取れる。

4.2.4. 地域のランドマーク性
逓信省の郵便局は輸送を鉄道に依存したため、東京、大阪、名古屋駅前等の一等地を確
保することができた。また、窓口を有する郵便局や電信電話局では、人々が集まる地域の
公共機関として繁華街や行政機関が立地するような街のシンボル的な場所が選定された。
これらの場所の優位性から、設計者としては、いきおい地域のランドマーク的な建築を設
計する設計意図が働いたと推察される。

4.3. 逓信省を取り巻く環境
郵便局、電信電話局、灯台、飛行場施設など、当時の近代科学の先端とも言うべき機器
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を収めるための施設整備を行っていた逓信省の発注者組織が、省内の発注者組織内設計者
に用地選定段階から設計、工事契約、監督、検査等も含めて、幅広い発注者機能を委ねる
選択を行った主な理由は、①逓信省における同種大量の施設整備を早急に実現する必要が
あったこと、②明治時代において、技術力に優れた民間設計事務所及び建設会社が育って
いなかったこと、③他の民間施設に類似の建物が存在しないこと、にあったと考えられる。
そのため逓信省内に技師を雇用し、逓信省自ら発注者及び設計者として施設整備を遂行す
るという選択を行ったことに特徴がある。

4.4. 逓信省を取り巻く設計事務所の動向
明治工業史 14)によれば、明治期の代表的な民間設計事務所は、工科大学教授工科大学長
の辰野金吾、日本銀行本店の建築に関与した葛西萬司による「辰野葛西建築事務所」、辰野
金吾及び片岡安による「辰野片岡建築事務所」、曽禰達蔵と文部省を通じて学校建築に深く
かかわった中條精一郎による「曽禰中條建築事務所」等があった。
官庁営繕では、1918（大正 7）年の国会議事堂の設計に見られるように設計競技方式に
より、民間設計事務所へ委託する事例 15)も見られた。
逓信省の建築では、明治、大正、昭和初期の逓信省時代において、関東大震災の緊急復
興（1931（昭和 6）年頃、京橋、下谷、神田、茅場町、九段の自動電話局６局の設計にお
いて民間設計事務所へ外注

9)）を除いて、逓信省の建築を民間設計事務所と契約した記録

は見られない。原則、逓信省内部の技師によって、すべての建物が設計、監督されていた。
緊急復興の外注にあたっても、標準局舎設計を渡辺仁、構造計算を内藤多仲に依頼するな
どして、逓信省としての建築の質の維持を図っている。
このように逓信省の営繕組織が内注に拘った理由として、逓信省の建築について、伊藤
滋

15)は、
「伝統的に立派な設計環境」があったこと、また稲垣 16)は、中央の諸官庁及び主

要大都市の営繕機構の体制が 1935（昭和 10）年頃までに構築されていたことを指摘する
とともに、
「当時のあらゆる設計組織のうちで、官庁におけるそれが、規模においても、合
理的に配置された職制という点でも、もっとも完備した形式をもっていたものである。」と
指摘しており、民間設計事務所と比較しても優位な体制を構築していたことがわかる。
一方で、逓信省の技師として、工部大学校 1 回生、造家学会の創立者のひとりの佐立七
次郎（1856-1922）は、村松 31)によれば、コンドルの教育を受け、1887 (明治 20)年逓信
四等技師となり、1991 (明治 24)年に退職し、自ら事務所を自営するとともに、日本造船
会社（現在の日本郵船）の建築顧問となり郵船関係の設計を多数行うなど、逓信省に入省
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した後、退職し、民間設計事務所の設立した者も、吉井茂則、三橋四郎、山田守など多数、
輩出している。

4.5. 逓信省を取り巻く建設会社の動向
稲垣

16)によれば、
「明治時代の木造建築については、総合請負形式によることが可能で

あったものの、大規模なレンガ造建築の工事過程をすべて完成できるような能力を持つ請
負人は少ないこと」を指摘している。明治工業史

14)でも、
「建築の規模が拡大するのに伴

い工事を分割することで、国の技師が全工程の管理を行っていた」ことも指摘している。
逓信省の建築においても、1887（明治 20）年の名古屋郵便通信局（設計：逓信省技師

佐

立七次郎）の工事が逓信省の直営 8)で行われている。
明治初期、国では定式請負注 5)を導入しているが、主に木造建築に採用している。また、
1886(明治 19)年、
「れんが造」及び「石造」の施工技術獲得のため、国が 20 名の日本人を
ドイツに留学させ技術習得を行わせている。このようにして、当時の建設会社において、
レンガ造及び石造などの西洋建築様式の工事に関する技術力を高める努力が、国としてな
されていたことがわかる。
1887 年、大倉喜八郎らにより、日本土木会社（のちの大倉土木、現在の大成建設）が政
府からの要請を受ける形で設立されている。同社は、逓信省庁舎（1910 年竣工）、旧東京
中央郵便局（1933 年竣工）等、逓信省発注の工事を数多く受注しているが、一方で、宮内
省から逓信省を経て逓信大臣官邸等を設計した新家孝正が同社へ入社したり、逓信省技師
の武富英一が転職後（1925 年）、同社の社長に就任したりするなど、人材面でも逓信省の
技師が貢献している。
稲垣 30)も指摘するように、国の発注機関に（建設会社と比較して）高い技術力が偏在し
ており、明治時代は現在の大手建設会社も生まれたばかりで、官側の指導や人の交流なく
しては大規模建築を完工できるような技術力がなかった時代、と推察できる。逓信省にお
いても、
「逓信省の監督技師が請負者を指導していたこと」10)が指摘されている。続逓信事
業史

8)では大正時代から、昭和初期にかけて、逓信省自ら工事費積算の根拠を整え、十分

な予算を確保したことから、建設会社も逓信省の工事を施工することに誇りを感じていた
ことを指摘している。

4.6. 逓信省の建築生産システムの特徴
逓信省のこの時期の建築生産システムの特徴として、①発注者組織内に営繕組織があり、
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施設整備目的の共有化がなされていたこと、②用地取得、予算措置等の協働作業を通じて、
発注者の施設整備意図を十分把握したうえで施設整備を実施していたこと、③一旦、施設
整備が意思決定されると、営繕組織へ実行予算や設計変更、契約手続き等、発注者機能の
大幅な権限移譲がなされていたこと、があげられる。
発注者組織と営繕組織の協働に、逓信省の建築生産システムの特徴がある。
逓信省における施設整備に関する最初の要求は、郵便、電信、電話、航空、電気、船舶
といった逓信省内の部局から始まる。しかし、同じ省内の営繕組織への発注であるため、
また、同種のプロジェクトを繰返し発注するため、基本的な建物要件（規模（各部屋の面
積調書）、利用人数等）を発注部局が最初に示せば、あとは省内の営繕組織に任せることが
できた。
一般の建築生産システムでは、企画から始まり、敷地選定、基本計画策定、設計、契約、
工事、監督、検査、竣工、維持管理まで、あらゆるプロセスにおいて、発注者としての関
与が求められる。しかし、逓信省における直接の「発注者」は、郵便局の施設整備要求を
とりまとめる「郵務局施設課」をはじめ、電信電話、運輸等の逓信省における部局からな
る。一方、逓信省の営繕組織は、逓信省の発注者の施設整備要求に従い、用地取得、工事
予算の獲得及び調整、会計法上の支出負担行為担当官としての契約、設計変更を決定する
など、幅広い発注者機能を有していた。そのため、逓信省の発注者は、逓信省内部の営繕
組織に、発注者としての判断機能の大半を委ねることができた。その結果、施設整備を大
量に発注する組織として、営繕組織が発注者機能を有することは、逓信省の発注者として
合理的な選択であったと思われる。また、施設整備の目的が営繕組織を含む発注者組織内
で共有されていたことの意義は大きかった。
表 4-1 は、VM（Value Management）注 8)に関する研究

17)及び

CM 方式活用ガイドライ

ン 18)の発注者業務を参考に、目標/目的、意思決定対象、評価変数、担当組織等について、
施設整備における建設プロセスを６つの段階（Ⅰ用地選定段階、Ⅱ基本設計（1/200）段階、
Ⅲ基本設計（1/100）段階、Ⅳ実施設計段階、Ⅴ入札・契約段階、Ⅵ工事段階）に分けたも
のである。各段階における発注者、設計者、監督員の役割について、逓信省時代において、
誰がどのような形で関与したのか、
「逓信省の建築」19)、
「逓信事業史」20)、
「続逓信事業史」
8)の記述を基に、役割分担を取りまとめたものである。

これによれば、逓信省における郵便局及び電信電話局等を中心とした発注担当組織が関
与するのは、Ⅰ用地選定段階、Ⅱ基本設計（1/200）段階、Ⅵ工事段階のみであることがわ
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かる。この理由は、発注者としての関与が、全国の施設整備の許認可を持つ「施設整備部
局」としての関与及び建物を利用して事業サービスを提供する郵便局長、局員としての「使
用者」としての関与という狭い範囲に限られていたためである。
逓信省の建築生産システムの特徴として、用地取得段階からの営繕組織の関与がある。
たとえば、営繕課長である吉井茂則技師が設計した「逓信省仮庁舎（(1907(明治 40)年竣
工）」21),注 6)では、技師であり設計者である吉井茂則自ら敷地選定に関わり、大臣や関係部
局と自ら調整を図り、設計しプロジェクトを完成している等の例もある。
逓信省では、単純に設計を委託しているというだけでなく、用地選定段階から工事契約、
監督、検査等も含めて、設計者が幅広い発注者機能を代替していたことがわかる。
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目標/目的

意思決定
対象
評価変数

発注者
設計者
監督員
その他
目標/目的

意思決定
対象
評価変数
発注者
設計者
監督員
その他

表 4-1 逓信省における施設整備の各段階における業務目的等
Ⅰ 用地選定段階
Ⅱ 基本設計（1/200）段階 Ⅲ 基本設計（1/100）段階
複数の買収候補地から 基本設計段階のスケジュー 工事発注スケジュールの検
最適な用地を選定する ル管理
討
ため、または特定の候 基本設計方針と設計与条件 工事発注方法と工事発注区
補地の妥当性を検証
の確定
分の検討
許認可事項の検討
基本設計内容の確定
基本設計内容の検討
概算工事費の検討
決定事項：買収する用
地
決定事項：平面計画、基本 決定事項：平面計画、立面
施工計画
計画、断面計画、施工計画
検討案ごとの配置図・ 平面図、構造計画、基礎計 配置図、各階平面図、立面
概略設計図記載内容
画、施工計画、工事費概算 図、断面図、構造設計、基
建設投資計画
額
礎設計、施工計画
投資効率（事業見通し 建築計画・設計図
設計図
等）
工事費概算額
敷地位置・面積
建物規模・形状
発注者
発注者
--設計者
設計者
設計者
積算担当者
積算担当者
積算担当者
--使用者
--Ⅳ 実施設計段階
Ⅴ 入札・契約段階
Ⅵ 工事段階
実施設計段階のスケジ 発注段階のスケジュール管 工事段階のスケジュール管
ュール管理
理
理
工事発注方法と工事発 発注方法・発注区分の決定 工事の遂行
注区分に適応した工事 入札予定価格の決定・予算 発注者検査
施工会社の選定方法の 措置
工事費の管理
検討
発注区分に応じた施工者募 設計変更への対応
実施設計方針と設計与 集又は指名
竣工・引渡し
条件の確定
施工者への説明、施工者の 瑕疵対応
許認可事項の申請
決定
実施設計内容の確定
工事請負契約の締結
概算工事費の算出
決定事項：工事予算額の算
決定事項：材質・品質・ 出、予定価格の決定、入札、 決定事項：建築設備の調整、
寸法・形状・工法等の 契約
施工計画、施工
各種詳細、明示すべき
施工条件
実施設計図面、特記仕 概算書（積算）、入札金額、 工程表、施工図、製作図、
様書、現場説明書
契約書
総合図、仮設計画、施工計
画書
設計図
提案書、入札金額
施工図、施工計画書
------設計者、(プロジェク
設計者、(プロジェクト・マ 設計者、(プロジェクト・マ
ト・マネジャー)
ネジャー)
ネジャー)
積算担当者
積算担当者
監督員
--契約担当者
発注者、使用者
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表 4-2 は日本建築士会連合会編集の「建築の工事監理」22)を参考に、逓信省における発
注者、設計者、監督員、施工者の役割分担を推測したものである。本表は、
「郵政建築にお
ける建築生産システムの変容に関する一考察」4)で示した郵政建築の建築生産システムの
時代区分において同時代に分類された時代に作成された旧郵政大臣官房建築部「建築施工
監督要領（1971 年）」23)をベースに、役割分担をあてはめた。更に、表 3-1 の分析で用い
られた逓信省時代の発注者組織の役割分担を加味して作成したものである。
これによれば、逓信省の発注者としての関与は、用地選定、基本設計（1/200 平面図、
1/100 平面図）、入札等において役割が生じているのみで、他の業務については設計者、監
督員に任せていた実態が見て取れる。
張菅雄

10)は、
「工事要求書が課長を経て主任技師に回付されると、主任技師はその要求

書により、当該課の担任者と打合せのうえ 1/200 平面図を作成し、次いで 1/100 の平面図、
立面図を作成し、技師会議（のちの「設計会議（1925(大正 14)年創始）」注 7））を経たうえ、
主任技師を通じて（地方）逓信局に照会し、その間に設計を進める。」としている。その後、
「照会に対する（地方）逓信局の回答が到着し、
・・・、再び技師会議を開いてプラン及び
エレベーションについて最後の審議を行い、工事係として案を決定する。その後、構造、
設備設計、仕様書、概算調書を作成し、施工伺いを提出する。上局の決済を経た後は順次
現場説明、入札、契約へと進む。」となっており、設計者の役割が大きいことがわかる。

表 4-2
プロジェクトフェイズ
Ⅰ 用地選定段階
1.1 候補地の探索
1.2 用地選定
Ⅱ 基本設計(1/200)段階
2.1 平面計画、立面計画、
主要断面計画の策定
2.2 構造計画及び設備計
画の策定
2.3 施工実施計画の策定

逓信省におけるプロジェクト参加者の役割分担
発注者
設計者
監督員
施工者

○←
承諾
○←
調整

2.4 工事費概算額の算出
2.5 基本設計案の確定
Ⅲ 基本設計(1/100)段階
3.1 平面計画、立面計画、

備考

○
検討
←○
作成
←○
作成
○
作成・確認
○←
確認

○--→
検討

○←
確認
--○
確定

○←

←○
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←○
作成
←○
作成

施工計画
担当者が
実施
積算担当
者が実施

主要断面計画の策定
3.2 構造計画の策定

調整

3.3 施工計画を作成し設
計へ助言する業務
3.4 工事費概算額算出
3.5 基本設計案の確定

○--→
検討

Ⅳ 実施設計段階
4.1 詳細図の作成
4.2 特記仕様書の作成
4.3 現場説明書の作成

4.4 工事費算出
Ⅴ 入札・契約段階
5.1 入札関係書類の作成
5.2 入札の実施
5.3 契約
Ⅵ 工事段階
6.1 設計意図の伝達
6.1.1 設計図書の検討（ﾚ
ｳﾞｭｰ）、疑義ある事項の
調整（監理者として技術
的な問題を設計者と協議
して解決）
6.1.2 設計図書及び設計
意図の説明、疑義（設計
図書に表現できない内容
を施工者に正確に理解さ
せる）
6.1.3 補足図面等の作成
発行（設計図書を細くす
る図面（ﾃﾞｨﾃｰﾙ等）や指
示書を作成し発行）
6.2 施工図を設計図書に
垂らして検討及び承諾す
る業務
6.2.1 施工計画書、施工要
領書の検討、承諾
6.2.2 施工図の検討、承諾

（確認）
営繕組織
（実施）
営繕組織
（承諾）
営繕組織

作成
○
作成・確認
○←
確認
○←
確認
--→○
確定

←○
作成

施工計画
担当者が
実施
積算担当
者が実施

←○
作成

○
作成
○-作成
○—
作成

←--○
支援
←--○
支援

○←
確認

←○
作成

施工計画
担当者が
実施
積算担当
者が実施

←←
確認

契約担当
者
契約担当
者
契約担当
者

←○
案作成

○→
説明

←○
作成

→○
検討・調整

○→
説明

→○
検討

○---→
作成

---○→
作成

→○

○←-検討・承諾

○←
検討・承諾
--○←
検討・承諾

←○
作成
←○
作成

○→
立会・指示

→○

6.3 工事の確認業務
6.3.1 設計図書に定める
施工への立会い、指示（施
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工者の施工管理へのダブ
ルチェック）
6.3.2 設計図書又は施工
計画に定める場合の施工
報告書の確認（施工者か
らの報告内容の確認）
6.3.3 工事工程の確認（適
正な工程管理や工程間調
整の確認）
6.3.4 設計図書に定める
施工、工事材料、設備機
器類の検査、確認（施工
者、メーカーの検査体制
や材料搬入の確認）
6.3.5 各種検査、試験の確
認（写真、記録、試験成
績書の確認、立会い）
6.3.6 官公署中間検査及
び完成検査への立会い
（準備、指摘整理、報告
書作成を含む）
6.4 工事の注意報告義務
6.4.1 不適合施工への注
意指示
6.4.2 工事進捗及び施工
状況についての確認、報
告
6.5 工事の指導監督
6.5.1 現場管理体制、施工
管理体制の検討、助言
6.5.2 総合工程の検討、承
諾
6.5.3 仮設工事の本体に
及ぼす影響の検討、助言
6.5.4 材料試験、検査方法
についての指導
6.5.5 工程管理への助言

○←
確認

←○
作成

○←
確認

←○

○←
検査・確認

←○

○←
確認

←○
検査・試験

○
立会

○
立会

○→
注意・指示
←○←
確認・報告

→○

○→
検討・指導
○←
検討・承諾
○→
検討・指導
○→
指導
○→
指導
○→
指導
→○
調整

→○

→○→
設計

→○→
調整

→○

---○←
設計・承諾

←○←
調整

←○
提案

○←

6.5.6 安全対策への助言
6.5.7 別途工事間の調整
業務（各工事間の施工範
囲や工事工程の調整）
6.6 設計変更
6.6.1 発注者の要望によ
る設計変更及び追加工事
の処理（局、内部からの
要求、打合せ、事務手続
き）
6.6.2 工事現場の状態、施
工上の制約など施工条件
の変更による設計変更の
処理（近隣要求等、事務

○→
要望
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←○

←○
作成
→○
→○
→○
→○
→○
協力

手続き）
6.6.3 設計者の一部設計
再検討による設計変更の
処理（打合せ、事務手続
き）
6.7 施工段階に行われる
設計業務
6.7.1 一般仕様、規格指定
品の選定承諾
6.7.2 性能基準指定品の
選定、承諾及び寸法調整
6.7.3 色彩、色調、質感の
決定（見本、サンプルに
よる検討、決定）
6.7.4 注文製作品、特別注
文品の製作、指導、承諾
6.8 工事費支払
6.8.1 中間支払い（支払い
の予定報告、既済検査立
会い・指摘整理）
6.8.2 最終支払い（完成検
査完了後に契約条件の完
全履行を確認し承諾）
6.9 契 約 目 的 物 の 受 渡
し・引渡し

○←
受領

○
提案・承諾
○→
設計

→○→
調整

→○

○←-承諾
○←
承諾
○←
決定

--○←
調整
←○←
調整
←○←
調整

○←
指導・決定

←○←
調整

←○
選定
←○
選定
←○
見本品作
成
←○
作成

○←
審査・承諾

←○←
立会

←○
作成

契約担当
者が支払

○←
審査・承諾

←○←
立会

←○
作成

契約担当
者が支払

←←

←○
作成

4.7. 逓信省の営繕組織の特徴
4.7.1. 逓信省営繕組織の拡大
江戸時代の営繕業務は「作事方注 9)」や「仲間制注 10)」を採用し、主に直営方式によって
発注されていた。逓信省設立以前の明治政府における営繕業務も、英独等の西洋建築技術
を導入するため外国人技術者を政府に採用するなどして、直営方式によって始まった。
明治初期の郵便局等の施設整備は、大蔵省や工部省によって実施された。郵便局等の事
業施設、当時は駅逓寮についても、官庁営繕の技師によって設計、建設されていた。日本
で最初の駅逓寮（郵便局及び郵政本庁舎）の建物も、大蔵省営繕課の林忠恕の設計による
ものである。
その後、1885（明治 18）年の内閣制度の創設に伴い、逓信省が設置され、翌 1886 (明
治 19)年、逓信省として初めて営繕組織（「省中営繕ノ事ヲ掌理ス」と定義されている。）、
「逓信省会計局用度課用度係」が設置された。これ以降、逓信省の施設整備は、逓信省独
自で行い、明治 20～30 年代にかけて、横浜、長崎、名古屋、東京、大阪、広島、札幌な
どの全国主要な郵便局及び電信電話局等の建物を次々と完成させている。物件数の増加と
共に組織としては拡大を続けたが、1913（大正 2）年には、営繕課が廃止され調度係に縮
小されるなどの時期も経験している。しかし、その後、3 次にわたる電話拡張計画、1934
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（昭和 9）年の通信事業特別会計の導入等もあり、予算とともに組織も拡大している。
その後、1946 (昭和 21)年、逓信院営繕部となり、設計課及び施工課が設置された。二
省分割（1949 (昭和 24)年、逓信省が「郵政省」と「電気通信省（その後の日本電信電話
公社）」に分割した）時まで、表 3-3 に示したように、営繕組織の拡大は続いている。

表 4-3

郵便事業関係の営繕事務組織の変遷 17)
分掌組織名等

年月日

組織

1871.07

大蔵省

1874.02

工部省

1875.06
1885.12
1886 初
1885.12.22

工部省
工部省
建築局
逓信省

1886.01.11

用度係

1902.09.01
1903.12.05
1910.05.02

営繕係
営繕課
逓信省経理局営繕課

1913.06.13

逓信大臣官房経理課調度係

1919.05.15
1919.05.22
1920.11.02
1924.09.03
1925.02.28
1927.04.20

逓信省経理局営繕課
同上
同上
同上
同上

1934.05.18

同上

1937.08.09

同上

1942.11.01

逓信省総務局営繕課

1943.11.01

逓信院工務局営繕課

1945.07.21

同上

1946.02.05

逓信院
総裁官房営繕部

大蔵省営繕寮設置
工部省制作寮設置
諸官庁の営繕事務はすべて工部省で掌理
営繕課内に設計、製図、督役、督材の４科を
設置
工部省営繕局設置
工部省廃止
臨時建築局が設置され、諸官庁の工事を掌理
逓信省設置
逓信省会計局用度課用度係において営繕事
務を掌理
逓信省総務局会計課営繕係
逓信省経理局に営繕課を設置
工事係、常務係
調度係
営繕課が廃止
営繕課が復活
工事係、計理係
工事係、計理係、管財係
第１工事係、第２工事係、計理係、管財係
工事係、計理係、管財係
工事係、計理係、契約係、管財係
1934.03.31 に通信事業特別会計を施行
工事係、計理係、契約係、管財係
第一工事係、第二工事係、第三工事係、第四
工事係、計理係、契約係、管財係
第一工事係、第二工事係、第三工事係、第四
工事係、計理係、契約係、管財係
第一技術係、第二技術係、第三技術係、第四
技術係、資材係、計画係、契約係
企画係、工事係、資材係、計理係、契約係、
工作所
管財課（庶務係、計理係、契約係、管財係）
設計課（第一設計係、第二設計係、調査係）
施工課（施工係、積算係、設備係、営繕工作
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1946.07.01

同上

1948.02.03

同上

1948.03.12

同上

1948.10.13

同上

1949.06.01

郵政省

所）
管財課（庶務係、計理係、契約係、管財係）
設計課（第一設計係、第二設計係、第三設計
係、仕様係）
施工課（施工係、計画係、積算係、設備係、
営繕工作所）
管財課（庶務係、予算係、計理係、契約係、
管財係、調査係）
設計課（第一設計係、第二設計係、第三設計
係、構造係、仕様係）
施工課（施工係、材料係、計画係、積算係、
設備係、営繕工作所）
管財課（庶務係、予算係、計理係、契約係、
管財係、調査係）
設計課（第一設計係、第二設計係、第三設計
係、構造係、仕様係）
施工課（施工係、材料係、計画係、積算係、
設備係、保全係、営繕工作所）
管財課（庶務係、予算係、計理係、契約係、
管財係、認証係）
設計課（第一設計係、第二設計係、第三設計
係、構造係、仕様係）
施工課（施工係、材料係、計画係、積算係、
設備係、保全係、営繕工作所）
郵政省設置法施行

4.7.2. 定員の変遷
組織の拡大とともに、定員も設立当初の 20 名程度から二省分割（郵政省と電気通信省
へ分割）時の 1949 (昭和 24)年には、1800 名程度（事務系及び技術系職員の合計数）へと
大幅に増加している。
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表 4-4
年・人数

逓信省営繕組織の定員の増加 20),21)
内訳

1894（明治 27）年 20 名
1896（明治29）年 26名

調度課用度係（技師１名、補 11 名、技手 8 名）

1911（明治 44）年約 100 名

（30%が事務関係要員）
営繕課（課長1名、係長1名、（設計）技師7名、（施工）技師3
名、技手数十名、技術員200余名）
営繕課（課長1名、事務官１名、工事係（技師１7名、技手63名）、
計理係（書記1名、属5名）、管財係（属4名）
営繕課（課長１名、事務官２名、技師 18 名、工事係（技手 57
名）、計理係（属 3 名）、契約係（属４名）、管財係（属５名）
詳細不明
経理局営繕課（課長１名、技師６名、第一工事係（技師 4 名、
技手 39 名、嘱託 1 名）、第二工事係（技師 2 名、技手 20 名）、
第三工事係（技師 4 名、技手 11 名）、第四工事係（技師 2 名、
技手 6 名）、計理係（7 名）、契約係（6 名）、管財係（9 名、
嘱託 2 名） ※ただし、技術員は除く。

1919（大正8）年

約200名

1925（大正14）年
1931（昭和6）年
1935（昭和10）年

1940（昭和15）年

約300名

調度課用度係（技師1名、補10名、技手15名）

1949（昭和24）年 1842名
詳細不明
（本省390人、地方1452人）

4.7.3. 逓信省の営繕組織の特徴
1879（明治 12）年に工部大学校の第 1 回卒業生が誕生し、明治工業史 14)によれば、
「ほ
ぼ例外なく官庁の営繕組織へ就職し、設計者であり、発注者としての立場も踏まえて、西
欧建築技術の指導・監督・建築設計を行った。」しかし、1885 (明治 18)年に工部省が廃止
され、営繕業務が逓信省をはじめ各省に移管された。それ以来、
「大蔵省営繕管財局」等営
繕一元化の動きはあったものの、今日まで実現していない。
官庁営繕と逓信省の建築の違いは、稲垣

16)及び関口 24)によれば、
「官庁営繕が官僚機構

として全国的に技術を広める役割を担い、標準設計を積極的に採用し、規格化、標準化を
進め、画一的な建物を全国的に普及させたのに対し、逓信省では設計の自由度を確保して
いた点が大きい」と指摘している。
関口 37)によれば、大蔵省営繕管財局の機構は建築物の種類別、構造、設備などの業務別
の課を構成していた。一方、逓信省の営繕組織では、技師である設計者が建物プロジェク
ト毎に設計班（チーム）を結成した。その設計班の設計者が工事段階では図 3-2 で示した
ように、そのまま施工部を兼務し、発注者側の監督員となることで、工事現場レベルでも
設計意図の完結する形で組織が構成されていた。この組織構成の差異は、逓信省の建築に
おける発注者の代理として、建築生産システムにおいて、企画、設計、契約、工事、監督、
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検査、竣工、維持管理における意思決定等の発注者機能を有する形で設計者主導の体制を
構築した要因と推定される。向井覚「建築家吉田鉄郎とその周辺」38)によれば、東京中央
郵便局の設計においても、設計に関わった山県章要、関口兼太郎等の上席者に加えて多数
の設計者が現場で詳細図、原寸図の作成に携わったとの記録もある。

逓信省営繕課

工事係（首席技師）

計理係

設計部（主任技師）

管理係

施工部（主任技師）

設計班
A
技
師
班

B
技
師
班

Aプロジェクトの設計者が
施工部（現場A)を兼務

C
技
師
班

現場A

現場B

現場C

技師
主任

注１）８～９名で１班を構成
注２）設計班は、プロジェクト担当で分担

図 4-2

構
造
計
算
班

地
質
調
査
班

設
備
班

仕
様
見
積
班

技手（班員＝補助員）

逓信省における組織構成（大正 9（1920）11 月）

逓信省が高い評価を得た理由として、続逓信事業史

8)では、当時における次のような設

計環境の充実が理由であることを指摘している。①建築家が長期にわたって純粋に設計活
動に専念できたこと、②工事の設計監理がすべて中央一本に集約されていたこと、③設計
業務が処遇上も高く認められ、一般事務の雑用に煩わされることなしに長く専念できたこ
と、④機能や安全性についての条件が厳しいことから、一般の官庁建築に比べて高い予算
が与えられていたこと、⑤特定の種類の建築の繰り返しで、組織能力の活用、フィードバ
ック事項の蓄積、修正が容易であったことなどである。
また、これらの充実した設計環境により、小原 2)によれば、
「逓信省では建築技術に優れ
た工部大学校卒業生を採用するとともに、当時の建築学科生にとっても逓信省の建築は憧
憬の的であり、就職したい設計組織の筆頭であった」と指摘している。事実、逓信省の建
築における秀逸と言われる建築は、佐立七次郎（1887（明治 20）年入省）、吉井茂則（1887
（明治 20）年入省）、三橋四郎（1989（明治 31）年入省）、岩元禄（1918（大正 7）年入
省）、吉田鉄郎（1919 (大正 8)年入省）、山田守（1920（大正 9）年入省）、森泰治（1918
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（大正 9）年入省）ら工部大学校、またその流れを受けた東京帝国大学建築学科の卒業生
が中心となって、生み出されている。

事例：逓信省仮庁舎（設計

吉井茂則）25)

① 建物概要
竣工：1907（明治 40）年竣工
建物概要：本庁舎 660 余坪、付属舎 600 余坪、ガスストーブ設備、木造柱型付塗壁造（基
礎はレンガ造高架鉄道拱橋）、工費 8 万円
構造：木造仮設
設計：吉井茂則（逓信省営繕課初代課長）
経緯：1884（明治 17）年完成の前庁舎が、1907（明治 40）年 1 月 22 日に焼失したため、
仮庁舎の建設が急務となり、呉服橋～常盤橋間の未使用の高架鉄道拱橋の上下を利用する
ことによって仮庁舎を建設した。拱橋の利用にあたって、鉄道作業局から「一本の釘も打
たざること。煉瓦セメント等を毀損せざるよう施工すべし。」という条件付で承諾された。
この工事に費やした日数は、わずか 44 日間であった。
② 特徴（発注者としての視点）
(ア)
設計者である吉井茂則自ら高架上の建設について、大臣や関係部局と調整を図っ
て実施した。
(イ)
高架の構造体であるレンガを傷つけないため、釘一つ打つことが許されない条件
であったにも関わらず、給水塔を基礎とするとともに、妻屋根を連続させることで解決し
た。
(ウ)
工期は当初から 40 日間の設定で、設計者の吉井茂則自ら設定している。短工期
の理由として、建築場所が牙から材木を積んできて銭瓶橋の角へ船が着き、敷地までの広
い道路もあり、置き場もある。仕事場として敷地の隣地を作業所として借りることもでき
た。また、設計においても、同じ建物を繰り返し建設することで、職工の作業も簡単にな
るということで、これらを総括して 44 日間の契約工期に決定した。
(エ)
工事は 3 名の入札により、小山某が 800 円で落札し、建設工事を請負、施工期間
40 日で完成させた。小山某は 800 人の職工により一気呵成に着手し、驚くべき速さで工
事を進めた。更には横須賀の海軍工事の 150 名が空いたので、本工事に追加投入した。通
常であれば、６か月は要する工事をわずか 1 か月程度で仕上げ、費用も坪 50 円以内で済
んだ。また、職工がこえだけ集まると喧嘩や過失死傷者等がでるものだが、吉井茂則自ら
巡査を見張りにつけ、軽傷者 2 名で終了した。
(オ)
また工事後疾風があったが、吉井茂則自ら終日橋上の室内に入って柱に耳をあて
ていたが、びくともしなかったことを確認している。
(カ)
以上のように、設計者が設計という狭い範囲にとどまらず、敷地選定（この場合
は、高架橋）、工程計画、工事監理、検査等まで実施していたことが判明するとともに、
発注者としての機能を有していたこともわかる。
4.8. 小括（まとめ）
以上の分析を踏まえて、逓信省時代の「建築生産システム」における「発注者組織内設
計者」の特徴として、次の点を見出すことができた。
①通信手段の確保と言う国の施策をいち早く全国に広めるために、郵便局及び電信電話局
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等の施設整備を、早期かつ大量に行う必要があったこと。
②その対応のために、逓信省内に施設整備を担う営繕組織が必要となったこと。
③逓信省の建築では、電信電話局の中に高価な機器等を導入したことから、堅牢な建物と
してレンガ造、石造、鉄筋コンクリート造など、当時の最先端の構造技術を導入する必
然性があったこと。
④逓信省では、一般の官庁と比べて建設関係の潤沢な予算、組織、人員が確保できたこと。
また、予算の増加とともに、大正時代の一時期を除き組織、人員の拡大が続いたこと。
⑤逓信省の建築では、潤沢な予算と技師としての技術力を背景に、国の官庁営繕が進めた
標準化が進むことなく、標準に拘らない自由な設計手法の導入により、意匠上の自由度
を高め、設計者の設計意図の実現を促す組織風土を営繕組織に生み出すとともに、個々
の設計の特色を出すような「質の高い」建築 16)が実現できたこと。
⑥また、設計者が監督員を兼務することで、設計者の設計意図を完結する体制を構築する
とともに、設計者が施設整備全体の統括者としての役割を担ったこと。
以上の検討を踏まえて、次のことがわかった。
逓信省における建築生産システムについては、急速かつ大量に、郵便局、電信電話局等
の施設整備を行うため、省内に設置した営繕組織へ、発注者として意思決定すべき設計方
針の確定、検査等の役割と責任を大幅に委譲した。その中心を担ったのが逓信省技師とし
ての「設計者」であった。比較的恵まれた環境におかれた設計者は、発注者が要求する高
い発注品質の建物を実現するために、設計に留まらず基本計画段階から工事段階まで建設
プロセス全般に関与した。
「発注者組織内設計者主導」は、発注品質、設計品質、施工品質
の一貫した「マネジメント業務」と「適合性確認業務」を設計者が担うことで、プロジェ
クト全体のマネジメントにつなげることができた。
結果として、逓信省としての発注者の役割が設計者に委譲される中で、逓信省の建築生
産システムの特徴とも言うべき、
「発注者組織内設計者主導」体制の時代を構築することと
なった。
以上の考察により、郵政建築における発注者の役割の変容のうち、逓信省における「発
注者組織内設計者主導」時代の特徴を明らかにすることができた。
ただし、本稿では、逓信省仮庁舎、東京中央郵便局等の一部のプロジェクトを除き、逓
信省時代の個々の具体的な施設整備に関する詳細な資料が殆ど残っていないため、当時の
個々の職員の役割等まで分析することができていない。また、個々の予算的な資料が不足
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しており全般的な傾向は把握できたものの、個々の工事金額の比較には至っていない。こ
の分野については、今後、資料の探索と共に更なる検証が必要な部分と考える。

事例：逓信ビル （設計

小坂秀雄）26)

逓信ビル：
①施設名称 逓信ビル
②住所 東京都千代田区大手町２－３－２
③敷地面積 6,145.19 ㎡、建築面積 3,135.32 ㎡、延床面積 30,644.64 ㎡
④構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 2 階、地上 8 階、搭屋 3 階
⑤工事概要
・設計：郵政大臣官房建築部（小坂秀雄）
・工事監理：郵政大臣官房建築部
・施工 建築工事：戸田建設、受電設備・幹線設備工事：東光電気工事、強電設備工事：
旭日電気工事、弱電設備工事：東京設備、空調設備工事：大阪電気商会大阪暖房商会、衛
生設備工事：城口研究所、エレベーター設備工事：日立製作所
・着工：1963 年 2 月 15 日
・完成：（当初期限）1965 年 2 月 14 日
（修正期限）1964 年 11 月 25 日
⑥特徴
・建物の設計は、当時、管理職である大臣官房建築部長であった「小坂秀雄」が自ら設計
を実施
・1963 年の丸ノ内建築事務所設立に伴い郵政省を退職するが、逓信ビルの工事現場におい
ても原設計者の立場として、色、材料、ディテールなどの意匠上の重要決定に関与してい
た。
・意匠設計者以外の構造設計者、設備設計者（電気、空調、衛生）、監督の 7 名が現場に
常駐し、工事を担当した。
・完成後、第 7 回 BCS 賞（1966 年）を受賞。同時期の受賞作は、東京カテドラル聖マリ
ア大聖堂、ホテルニューオータニ等がある。BCS 賞とは建築家協会の賞であり、「優秀な
建築物をつくり出すためには、デザインだけでなく施工技術も重要であり、建築主、設計
者、施工者の三者による理解と協力が必要である」との理念に基づき、建築主、設計者、
施工者の三者に対して実施した。
・郵政の監督員は、設計図に基づき現場で建築ディテール・設備納まり等を調整した。
・当時の奥山恒尚郵政大臣官房建築部長は、郵政建築のよさについて、
「逓信建築の名声を
確立した時代以来堅持され続けている「機能主義」、「合理主義」を基調とする堅実性及び
科学性、設計段階における詳細部に至るまでの周到緻密な検討、個々の建築環境との調和
に対する慎重さ、新しい技術や材料への積極的関心、現場管理の厳格さによる施工程度の
質の向上、それらを可能とすべき優秀な技術者の訓練と、一つの作品として結実させるた
めの組織的活動がある。」と指摘している。
・以上のことから、退職後の設計者を招いて色等の決定をさせているように、
「設計者主導」
体制が見られる。また、監督員が常駐し、詳細図等を作成し工事の指導も行っており、工
事プロセスへの強い関与が見られる。
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注
注 1) 本論文で用いる「郵政建築」とは、「逓信省、郵政省から、郵政事業庁、日本郵政公社、民営化後の郵政組織に
おいて生み出してきた建築及び組織、並びにそれに伴う活動」として定義している。
注 2) 本論文で用いる「逓信省の建築」とは、逓信省時代に生み出された建築及び組織並びにそれに伴う活動」として
定義している。
注 3) 本稿では、
「建築生産システム」を、
「発注者が設計者、施工者等と関係しあいながら、建築プロジェクトを完成
させるための調達のプロセス及びこれに関係する各主体の活動」という意味で用いている。
注 4) 大正 14 年に大蔵省営繕管財局が設立され、その際、各省の営繕工事の一部が移管されている。当時の資料「明
治大正財政史（1958）大蔵省編」によれば、移管額合計総額 42 百万円のうち通信官署其他新営予算として逓信
省からその半分の 24 百万円の支出が行われており、少なくとも同時代における逓信省営繕の扱い総額が大きいこ
とが、見て取れる。
また、営繕管財局の発注工事において、大正 14 年当時の鉄筋コンクリート工事において、郵便局単価が約 400
円/坪を超える単価となっているのに対し、事務庁舎、裁判所庁舎等が 300 円／坪台前半となっており、建設単
価においても逓信省が高くなっている。
参考：世田谷郵便局新築工事

406.317 円／坪

横浜郵便局新築工事

441.421 円／坪

下谷郵便局新築工事

412.226 円／坪

深川郵便局新築工事

386.399 円／坪

帝国学士院新築工事

342.322 円／坪

東京区裁判所長町出張所新築工事

322.364 円／坪

更に、昭和 9（1934）年の特別会計の導入により、個別予算から施設整備全体での予算調整が可能となるなど、
物件ごとの予算執行の自由度が高まった。
注 5) 明治工業史 15)によれば、出入りの者の中より月番なるものを設け、或る一定の期間を定め、其の期間内に生ず
る工事は、其の月番が請負うことを言う。
注 6) 工事の概要は、郵政百年史 15)、吉井茂則の建築学会講演資料 23)により、判明している。京橋木挽町に明治
17(1884)年完成した前庁舎が明治 40(1907)年 1 月 22 日に焼失したため、仮庁舎の建設が必要となった。そこで、
吉井茂則が呉服橋～常盤橋間の未使用の高架鉄道橋の上を活用することで、仮庁舎を建設することを提案し、関
係者との調整を行い建設した。
注 7) 続・逓信事業史 9 巻によれば、個人の自由な創意活動を重視したものの、「設計会議制」により、主観的造形主
義の危険を修正し、組織の衆知による客観性を与えた。
注 8) VM に関する研究 32)においては、建設プロセスを次の 6 つの段階に分けている。①改善計画段階、②用地選定
段階、③ブロック案（1/500）作成段階、④基本設計図作（1/200）作成段階、⑤実施設計基本図（1/100）作成段
階、⑥実施設計図作成段階に区分して、各段階における VM を実施することを提案している。
注 9) 江戸時代 1632 年（寛永 9 年）に設置され、作事奉行に属して建設工事をつかさどったもの
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注 10) 座や大工職の制度に代わる同業者団体として、地域独占を図るとともに、仲間内では平等な就業権を認めてい
たもの
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5. 第二の変革点：「専門分化」時代
前章では、設計者主導の時代（1886 年～1970 年代）の建築生産システムに焦点を絞り、
逓信建築の成立期から技師として採用された設計者が中心となり、設計から工事発注、工
事監理まで、設計意図を完結する形で発注者のプロジェクトマネジメント機能を包含する
ことにより、工事の隅々まで設計者の意思を徹底した発注者としての役割を設計者が担う
建築生産システムが確立された背景、経緯等を明らかにすることができた。
本章では、1970 年代の郵政省の建築プロジェクト業務が急増する環境への対応のため、
先の研究

1),2)で明らかにした発注者組織内「設計者主導」から、設計者業務と監督員業務

の分業により監理を強化する形で、1970 年代から 1990 年代の「専門分化」へと変容した
背景及び理由を明らかにすることを目的とする。
また、郵政建築では、単純に外部化、外注化することで「専門分化」へ移行したのでは
なく、公共発注者として最後までものづくりにこだわったことに郵政建築における「専門
分化」の特徴が見られる。そこで、郵政建築の「専門分化」の特徴を分析し、どのような
形で発注品質確保のために、発注者の役割を担保してきたのか明らかにしたい。

5.1. 1970 年代における郵政建築を取り巻く外部環境の変化
全国の郵便局舎の整備を進めるため、1949（昭和 24）年「郵便局舎改善 5 カ年計画」
が策定されて以降、1995 年の第 8 次まで同計画が継続された。特に、1970 年から 1980
年にかけては都市部の急激な人口増もあり、この期間のみで全国の大規模かつ主要な郵便
局 1,091 局のうち、約 4 割にあたる 403 局が建設されている。それに伴い、投資額も 1970
年以降、急速に拡大している。
また 1971 年の建設業法の改正に伴い、公共工事の契約約款も改正され、双務契約に基
づく、施工者による自主施工の原則が改めて導入され、施工者の品質管理能力に依存する
形へと変化している。
本章では、これら郵政建築が品質管理体制を大きく変化する契機となった業務量の変化、
法改正等の影響など、外部環境の大きな変化について、事実関係を整理する。

5.1.1. 高度成長期における業務量増大の実態
図 5-2 は設備投資額と技術定員の推移を示したものである。1972 年から予算の大幅な増額
があったことを示している。また、1977 年以降は急速に設備投資額が急増している実態が
わかる。全体の傾向として、1970 年代に大きな設備投資額の伸びが見られる。
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一方、技術定員数については 1948 年の行政管理庁設置、1961 年の第一次臨時行政調査会、
1982 年の第二次臨時行政調査会などの影響があり、定員の増加が認められるような状況に
なく、仕事量の増加と比して技術定員はあまり増加していない。一旦、増加するものの、
予算額の伸びと比較すると殆ど増えていない。むしろ、1973 年をピークに、一貫して技術
定員数が減少している。
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図 5-1

1964 年～1980 年における設備予算額と技術定員の推移

図の数値を 1970 年代の一人あたりの設備投資額に換算すると、単純に職員一人当たり
の投資額が 1969 年の 0.25 億円／人から、1973 年には 0.50 億円／人、その後のも大幅な
定員の増加がなかったことから、1978 年には、1.16 億円／人と、1969 年の約 5 倍にもな
っている。
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1974 年～1983 年における施設管理面積の推移

郵政省の施設管理面積は、図に示したとおり、1974 年に約 280 万㎡、1980 年には、430
万㎡と大幅に増加している。一貫して、総延床面積が増加している。これら施設整備すべ
き面積の急速な増大は、当然ながら業務量の増加につながり、業務効率化へと動く大きな
要因となった。

5.1.2. ゼネコンの品質管理能力の向上
明治期は、現在の大手ゼネコンと呼ばれる施工者も鉄筋コンクリート造の経験も少なく
品質管理能力も低かった。これに対し、1970 年代になると、施工者の技術力も向上し、一
定の品質管理能力が構築された。高度成長の始まった 1958 年から 1973 年までのわが国の
全国着工延べ面積の変遷を見てみると、1958 年に 4200 万㎡、1963 年に 8400 万㎡、1968
年 1 億 6000 万㎡、1973 年には 2 億 8000 万㎡と、その後、オイルショックもあり、一時
停滞するものの、増加している。大手ゼネコンでは 2 度のオイルショック（1973 年、1978
年）の克服のため、品質管理活動の一環として TQC 活動が盛んになった。竹中工務店が
建設業界で初めて 1979 年にデミング賞を受賞するなど、1970 年代は TQC 等の品質管理
手法が大手ゼネコンで導入されるなど、品質への信頼性が向上した時代である。一方で、
コンクリート強度未達の問題、千代田区内の不良鉄骨問題、PC 板のピンホール問題など、
多くの欠陥建築も生まれた時代である。
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このような状況を踏まえ、他の公共発注者が外部依存を強めたのに対し、郵政建築では
「郵政建築ブランド」へのこだわり、ゼネコンの品質管理能力の幅から、監理にこだわり、
検査、監督を強化することで所要の施工品質を確保しようとした。

5.1.3. 契約約款改正等による施工者依存の拡大
1970 年代の外部環境の大きな変化として、建設業法改正及び公共工事標準請負契約約款
改正が与えた影響は大きい。
①

建設業法改正
1971 年に建設業法が大改正された。この背景には、登録制度であったため必要以上に業

者数が増大し、過当競争となったこと、併せて施工能力、資金力、信用のない不良不適格
な建設業者が増大した等がある。当時（1969 年）の参議院会議録 9)によれば、
ア

不良不適格業者の排除のため、登録制度から 28 業種区分による業種別許可

制度の導入
イ

発注者の取引上の優位性を利用した不当な請負代金設定を排除するための請

負契約関係の適正化
ウ

下請業者の代金支払い等の遅延回避、下請業者保護規定の新設等が行われた。

この結果、優良なゼネコンの育成が進むなどの結果を生んだ。
②

公共工事標準請負契約約款改正
建設業法改正を受け、1972 年建設工事標準請負契約約款の全面改正も行われた。同時に、

名称も「公共工事標準請負契約約款」注 1)へと改められ、
ア「契約条件の明確化（分離発注等における発注者の調整、契約解除や意思表示
が原則として文書によることなど）」
イ「工事管理の合理化（約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、
工法等工事目的物を完成するに必要な一切の手段については、請負者が定めるな
ど）」
ウ「契約条件の適正化（スライド条項、天才不可抗力条項など）」等の視点で改正
10)がなされた。

これらの措置により、建設請負契約における「片務契約」から「双務契約」へと契約内
容が変更となり、施工者による自主管理の原則が制定された。郵政建築においても、監督
員が施工者を指導した監督体制から、郵政の監督員と請負業者である施工者との役割分担
により品質確保する方法へと、監督体制を変更する契機となった。
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5.2. 1970 年代における専門分化の構築
郵政省では前章で示したように、1970 年代に急激な業務量の増加が始まる。この対応と
して、郵政建築は一定の品質を確保する一方、業務効率化を図るため、それまでの業務の
やり方を大きく変更する必要が生じた。また、前章でも述べたように、約款変更、ゼネコ
ンの品質管理能力向上により、ゼネコン依存が進む環境が整った。
そのため、郵政建築では、①用地買収から企画、設計、監督、施工管理まで建築プロジ
ェクト全般を担ってきた郵政建築の設計者の業務について、分業体制を構築し設計業務に
専念する体制を整えた、②設計の標準化を推進した、③設計業務の外注化を図った等によ
り、設計者の責任範囲を監督員、施工者と分業し、業務量の増加を一定の職員数で実施で
きる体制へと、専門分化を構築した。
ここでは、どのような形で専門分化が構築されたのかを明らかにするために、1970 年代
前後でどうプロジェクト参加者間の業務分担が変化したかについて、日本建築士会連合会
編集の「建築の工事監理項目」11)を参考に、郵政省における発注者、設計者、監督員、施
工者の役割分担を当てはめることで、分析する。
表 5-1 の左コラムは前章 2)で示した 1970 年代以前の逓信省における役割分担について
示したものである。
これに対し、表 5-1 の右コラムは 1970 年代以降の役割分担を示したものである。表 5-1
の作成にあたっては、郵政省の要領、業務フロー図、ヒアリング等を通じて、1970 年代か
らの監理にこだわる時代における役割分担として、設計要領、工事監理要領、工事監理マ
ニュアル等を参考に整理したものである。表 5-1 の網掛け部分が、それ以前の「設計者主
導」時代の役割分担と異なる点を示している。
これらを比較すると、①工事段階における設計者業務が減少し、監督員業務としての業
務分担が増加していること、②実施設計業務の外注化による設計者業務の軽減、③工事費
確認等の発注者業務負担の一部増加等の変容が生じていることがわかる。
設計者が工事段階における設計者自らの関与を減らし、設計業務へ専念することで、増
加し続ける業務量への対応を行っている。このことは設計者が担ってきた建築プロジェク
トの、工費、工期、品質に関する幅広いプロジェクトマネジメント機能が、設計業務を中
心とした機能へと縮小したことを意味する。その結果、設計者依存を弱め、監督員自ら、
検査、設計変更調整等の発注者としてのマネジメント領域へシフトしたため、監督員の独
自性、専門性が高まることとなった。
「監理へのこだわり」は、監督員業務の強化という形で生まれることとなった。
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表 5-1

プロジェクト

プロジェクト参加者の主な役割分担の 1970 年代前後の差異
（左コラム：1970 年代以前・右ゴラム：1970 年代以降）
1970 年代以前
1970 年代以降

発注者

設計者

監督員

施工者

備考

発注者

設計者

監督員

施工者

備考

フェイズ

Ⅰ用地選定
段階
1.1 候補地の

○

○

探索

検討

検討

1.2 用地選定

○←

←○

○←

←○

承諾

作成

承諾

作成

2.1 平 面 計

○←

←○

○←

←○

画、立面計

調整

作成

調整

作成

Ⅱ基本設計
(1/200)段階

画、主要断面
計画の策定
2.2 構造計画

○

○

及び設備計

作成

作成

画の策定

確認

確認

2.3 施工実施

○←

←○

施工計

○←

←○

施工計

計画の策定

確認

作成

画担当

確認

作成

画担当

者が実

者が実

施

施

2.4 工事費概

○←

←○

積算担

○←

←○

積算担

算額の算出

確認

作成

当者が

確認

作成

当者が

実施

実施

2.5 基本設計

○→

→○

○→

→○

案の確定

検討

確定

検討

確定

3.1 平 面 計

○←

←○

○←

←○

画、立面計

調整

作成

調整

作成

Ⅲ基本設計
(1/100)段階

画、主要断面
計画の策定
3.2 構造計画

○

○

の策定

作成

作成

確認

確認

3.3 施工計画

○←

←○

施工計

を作成し設

確認

作成

画担当

○←

←○

施工計

確認

作成

画担当

計へ助言す

者が実

者が実

る業務

施

施

3.4 工事費概

○←

←○

積算担

○←

←○

積算担

算額算出

確認

作成

当者が

確認

作成

当者が
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実施

実施

3.5 基本設計

○→

→○

○→

→○

案の確定

検討

確定

検討

確定

Ⅳ実施設計
段階
4.1 詳細図の

○

○

実施設

作成

作成

委託

計
委託業
者

4.2 特記仕様

○←

←○

○

実施設

書の作成

作成

支援

委託

計
委託業
者

4.3 現場説明

○—

←○

施工計

○

施工計

書の作成

作成

支援

画担当

作成

画担当

者が実

者が実

施

施

4.4 工事費算

○←

←○

積算担

○

積算担

出

確認

作成

当者が

作成

当者が

実施

実施

Ⅴ入札・契約
段階
5.1 入札関係

○←

←○

契約担

○←

←○

契約担

書類の作成

確認

作成

当者

確認

作成

当者

5.2 入札の実

○

契約担

○

契約担

施

実施

当者

実施

当者

5.3 契約

○←

←←

←○

契約担

○←

←←

←○

契約担

承諾

確認

作成

当者

承諾

確認

作成

当者

Ⅵ工事段階
6.1 設計意図

○→

の伝達

実施

6.2 施工図を

○

←○

○

←○

設計図書に

承諾

作成

承諾

作成

6.3 工事の確

○

←○

○

←○

認業務

確認

→○

○→

→○

実施

垂らして検
討及び承諾
する業務
作成

確認

作成

6.4 工事の注

○

←○

○

←○

意報告義務

確認

作成

確認

作成

6.5 工事の指

○→

○→

○

○→

○

導監督

指導

監督

実施

指導

実施

6.6 設計変更

○→

○→

○

○→

○

作成

指示

実施

作成

実施
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6.7 施工段階

○→

○→

○

○→

○→

○

に行われる

作成

指示

実施

作成

指示

実施

設計業務
6.8 工事費支

○←

←○

←○

←○

○←

←○

←○

払

支払

確認

確認

作成

支払

確認

作成

6.9 契約目的

○←

←○

←○

←○

○←

←○

←○

物 の 受 渡

受領

確認

確認

作成

受領

確認

作成

し・引渡し

5.3. 郵政における専門分化の特徴
「設計者主導」は 1970 年代に入っても続くが、徐々に専門分化が始まり、1980 年度頃
には大きく変化した。そして、1990 年代に入っても「専門分化」は続くが、徐々に「マネ
ジメント化」への比重が大きくなってくる。
その 1970 年代から 1990 年代にかけて郵政建築としての「設計」、
「仕様書」、
「総合図」、
「施工計画」、「工事監理」、「全体のマネジメント」、「郵政建築ブランド」の変化について
分析し、郵政建築における「専門分化」の特徴を明らかにする。
（1）設計業務の専門分化の実態
（2）仕様書、要領、基準
（3）総合図
（4）施工計画
（5）工事監理業務
（6）全体マネジメント
（7）郵政建築ブランドへのこだわり

5.3.1. 設計業務
前項でも述べたように、設計者業務を監督員及び施工者で分業する形で専門分化が進み、
設計者業務についても、設計者がプロジェクト全体を管理する立場から、設計業務に専念
する形へと業務範囲が限定的となった。同時に、業務の効率化を図るため、設計標準化と
設計外注化も同時に進められた。
①

設計標準化
工事量増加への対応のため、設計内容の統一、技術の蓄積と改良、技術者の教育と能率

の向上のため、設計標準化を更に推進した。
普通郵便局設計方針（1950 年）、郵便局標準詳細図（1952 年）、郵便局舎標準仕上表（1957
年）等の整備に加え、1964 年に設計方針及び標準詳細図の改訂、設計に関する情報収集を
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行う部署として、設計課に「標準設計班」を設置している。1968 年 9 月には「標準設計
室」へ昇格し、1970 年代には標準設計室に 15 名配置し、設計業務を実施する設計課の職
員数 45 名と比較して組織的な充実を図っている。これら標準化への積極的な取組みが、
建築プロジェクト業務全体の効率化に資することとなったと思われる。
②

設計外注化
郵政省の設計課長、建築部長を経験した小坂秀雄が 1963 年に退職し㈱丸ノ内建築事務

所を設立すると、業務量の増加もあり、1970 年代から設計業務の外注が標準的に実施され
るようになった。それまでも臨時的に設計外注したことはあるが、一般化したのはこの時
代である。設計外注の中身は「実施設計業務」委託と言うものの、実態は郵政の設計者が
実施設計の中身まで赤鉛筆を入れて修正するなど、ドラフトマンとしての実施設計委託と
なっていた。郵政 OB のヒアリングによれば、外注設計事務所では繰り返し郵政省の実施
設計を受注することで、郵政省が求める設計品質に合わせるよう努めた。一方で、郵政省
側の設計者にとっても、簡単な指示で所定の設計品質が担保できるため、郵政 OB 関係の
設計事務所を中心とした設計事務所へ実施設計を委託することは、一定の合理性があった
ものと思わる。ただし、外注化に伴う若手教育等の課題も生じた。

5.3.2. 仕様書
郵政建築の仕様書では伝統的に仕様発注として規定されていた。これに対し、日建設計、
JASS の共通仕様書は定量的な規定が他の仕様書より多い。これらの仕様書には定量的な
規定が多く、精度情報に関する伝達は比較的多く行われており、その規定の範囲で施工者
の自主性を重視する監理を行う。すなわち「自主管理確認型」の仕様書となっている。一
方、郵政建築における仕様書は定性的な規定が総体的に多くなっており、監督員が指導的
な立場で監理を行う。すなわち、「指導監督型」の仕様書となっていた。
1980 年代になるが、自主管理確認型の仕様書と考えられる日建設計の標準仕様書と郵政
省の標準仕様書を比較すると、その差異が明確になる。郵政省の標準仕様書は、日建設計
のものに比べて監督員の関与する報告、提出、承諾、協議、検査、指示等を含む記述が多
い。またその記述においても、日建設計が自主管理確認型管理に整合する性能表示型仕様
を指向しているのに対して、郵政省は指導監督型管理に整合する工法記述型仕様の一端が
認められる。以下は、配筋検査について日建設計と郵政省を比較したものであるが、郵政
建築については、配筋検査を実際に行うのは監督員であり、日建設計のそれは、自主検査
の結果を係員が受け入れるという仕組みとなっている。
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仕様書について、契約約款の自主施工の原則とは別に、郵政建築としての「指導監督型」
へのこだわりが続いていたことがわかる。

参考：日建設計「建築工事標準仕様書 1989 年版」
5.2.1 配筋検査
a 加工・組立を終了した鉄筋の全数について下記の検査を行い、検査記録を提出して係
員の検査を受ける。
b 検査の結果不合格となった配筋は、補正して記録を提出する。
【郵政省建築工事標準仕様書 平成 3 年版】
6.2.8 配筋検査
コンクリート打ちに先立ち、施工寸法・数量・かぶり・間隔・位置などについて監督員
の配筋検査を受ける。

5.3.3. 総合図
先に「設計」の項目でも述べたように、実施設計期間中に、建築、設備の設計図書相互
の整合がとれない状況となった。また、多くの建築プロジェクトで建築工事と設備工事の
工事発注時期、現場着手時期にずれが生じ、建築工事が先行する形で遅れて設備工事が発
注され、段階的な発注を行う結果となり不整合なままの図面の発注となった。
この対応として、工事発注後、現場段階で、①意匠設計、構造設計、設備設計間の整合
を取るため、および、②設計時点で不足していた生産情報を盛り込むために、
「総合図」に
よる調整を導入した。総合図は建築工事の施工者が建築設計図に基づき展開図を描き、そ
れに対して別途発注された設備工事業者が電気、空調等の見えがかり図を加え、干渉する
部分や建築と設備工事間の全体調整を行う。郵政建築における総合図への依存度は高く、
郵政 OB ヒアリングによれば、1970 年代から総合図により建築設計と設備設計並びに工事
の調整を行うことで、発注者側の設計内容の確定を行っていた。
工事段階での調整により設計図を確定していくプロセスを採用したことで、品質確保の
重点が工事段階へと転換したことがわかる。
ただし、総合図に依存し、工事段階で設計図が確定するプロセスについては S 造等の早
期に躯体が確定する工事においては適用できないこと、また現場説明書で、
「本工事請負者
は、施工前の展開図及び天井伏図を作成し、別途工事の請負者との調整を行うこと。」とさ
れており「総合図」の明確な定義がないこと、さらには契約上、建築、設備の相互調整は
監督員の業務であるにもかかわらず、施工者の負担を増やしていることなど、総合図依存
の課題も生じている。
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5.3.4. 施工計画（仮設計画・施工計画）
施工計画（仮設計画・工程計画）においても独自技術へのこだわりが見られる。多くの
公共工事発注機関では、昭和 40 年代に直接工事に対する「率（パーセント）」により簡便
に共通仮設費を算出している方法を採用していた。それに対し、郵政建築では 1974 年に
日本建築学会において「山留め設計施工指針」が発行されると、郵政の監督員出身者等が
担当する形で、実際の現場に即し、発注者自ら揚重計画、山留計画、仮囲い、誘導員配置
計画、仮設建物、外部足場等の配置計画、工程計画（延床面積、階数等に基づくものだけ
でなく、工事種別毎に細かな工期設定を行ったうえで全体工期を算出）等、プロジェクト
毎に仮設計画図、工程表を作成し、工事発注及び積算の根拠とするなど、独自技術にこだ
わっていた。
発注者と施工者の役割分担の面では、金額のかかる仮設計画について、極力、指定仮設
とし、発注者自らリスクを積極的に取ることで、施工者のリスクを減らし工事費を下げる
発注方法を選択していた。また、仮設計画を設計に先立ち計画することで、用地選定段階
において、仮設計画に多額の費用がかかるような用地選定を避けるような選択も可能とな
った。この活動が後の「生産設計」の導入につながることとなる。
さらに、施工計画には工程計画を含み、発注者自ら歩掛り等に基づく、細かな積み上げ
による工程算出を行うと共に、実際の工事プロセスをイメージしたうえで工程計画を策定
していた。
これら一連の発注者としての仮設計画を含む工事プロセスへのこだわりは、郵政建築に
おける品質確保への取組みの一環と言える。また、プロジェクトへの関与が設計、工事に
とどまらず、用地選定まで関わっているところに、郵政建築の特徴を見出すことができる。
これは、幅広いマネジメント能力構築に資する結果となったと思われる。施工計画も監督
系業務として実施設計されており、「監理にこだわる」この時代の特徴と見られる。

5.3.5. 工事監理業務
1958 年までは、監督員を設計課の職員から施工課へ派出していたが、業務量増大もあり、
その派出をやめて施工課の職員が複数名又は１名で監督を実施した。ただし、監督員の常
駐制は継続していた。その後、業務量の大幅な増加に伴い、1968 年～1974 年の間は主に
施工課員１名で複数現場を兼任監督するような体制で、増加する業務に対応した。1974
年 1 月からは、現場に常駐して工事監理を行う「常駐監督」から、現場に出張して工事監
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理を行う「臨機（非常駐）監督」へと変更した。1970 年代は、監督員が常駐から臨機（非
常駐）へと変化する中で、設計者の関与も減り、監督員業務の内容も変わるなど、品質管
理の方法が大きく変化した。結果として、従来設計者が実施してきた業務を、専門の監督
員が補完し、「監理にこだわる」時代へと、郵政省の品質管理体制が大きく変容している。
また、工事監理業務の変更は、設計者と監督員の責任分担が変容とともに、1970 年代、
現場における監督員と施工者の分担も大きく変えることとなった。
表は、郵政省時代の監督員 7 人（郵政 OB）と郵政建築の現場を経験したゼネコン所長
経験者 2 人に対するヒアリング及び建築工事監督要領

12)、注 2)、建設工事監理方針 13)、注 3)

に基づき、
「常駐監督」と「臨機（非常駐）監督」における監督員業務区分を整理したもの
である。表からも分かるように、常駐監督の時代における監督員は、工事現場の鉄筋全数
検査、墨だし、安全指導など、現場の管理業務の範囲も含み、品質を施工者とともに造り
込む「指導監督型」の工事監理を実施していた。それに対し、臨機監督の時代における監
督員は、施工者の管理業務を検査する体制へと大きく変更し、
「自主管理確認型」の工事監
理へと変化していたことがわかる。これらの過程において、監督員の持つ役割が、設計者
自ら監督員となり設計意図に基づく建物の作り込みから、設計者とは異なる監督員が施工
者業務の検査、監督する体制へと変化したことが伺える。

表 5-2 「常駐監督」と「臨機監督」におけるよる監督員業務の異同
常駐監督時代
臨機（非常駐）監督時代
施工：監督員が鉄筋全数検査
書類に基づく検査、又は抽出検査の確認
施工：基本墨だしは、X 軸、Y 軸とも、す 実施せず。施工者が実施
べて監督員が実施
施工：コンクリート打ちは、監督員が現場 施工者が実施
を直接指導。ミキサー車やホッパーの管理 試験練りは、監督員が立会い
を実施。材料検査も郵政内部の材料試験所
で実施。
施工：鉄筋の結束も部分的に実施
実施せず。施工者が実施
施工：安全についての指導を実施
実施せず。施工者に実施
施工図：躯体図は施工者が作成
左に同じ
施工図：共通的なディテール図（床おさま 実施せず。施工者が作成
り、壁おさまり等）を監督員が作成し、設
計者と調整し決定
施工図：タイル割付図、木製建具図、鉄筋 実施せず。施工者が作成
納まり図を、監督員が作成
施工図：コンクリート躯体図は、施工者が 左に同じ
作成
また、工事の品質を確保するため、郵政建築では施工者の自主性を確保しながらも、施
工者の品質を担保する方法として、郵政建築では「施工計画書（1975 年当時は施工要領書）」
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による管理が導入された。施工計画書は、総合仮設と工種別（土工事、コンクリート工事
等）に大きく分けられ、施工計画書（総合仮設）では、施工者が施工者の総合仮設計画を
中心に、現場の管理方法を記述する。
施工計画書（工種別）では、下請業者名、元請・下請も含めた品質管理体制、使用材料、
管理項目及び管理値（性能、制度）、施工方法及び品質管理方法、施工工程、安全対策、品
質確認方法、管理値を外れた場合の措置、記録方法（工事記録写真など）等により構成さ
れている。監督員は施工計画書の中身を施工者と協議したうえで、筆者の経験でも、監督
員が数回にわたって修正をおこなったうえで、主任監督が全般を確認し、承諾する。施工
前の事前のチェックにより、品質管理能力が異なる施工者の品質を確保することを担保し
た。
その意味で、「監理にこだわる」ことで、施工品質の確保に繋げていたと言えよう。

5.3.6. マネジメント業務
前章でも述べたように「設計者主導」時代には設計者が用地選定から設計、監督まで、
プロジェクト全般のプロジェクト・マネジャーとして必要な調整、指導を行っていた。し
かし、1970 年代から「専門分化」へ移行すると、プロジェクト全般を設計者、監督員、そ
して発注者それぞれが分担する形でマネジメントが行われるようになった。設計者は主に
設計段階を、監督員は主に工事段階をマネジメントする。それぞれの組織も異なるため、
相互牽制が働くなど、健全性を保つことも可能となった。
発注者としても、工事発注、予算管理、近隣調整、用地選定等に積極的に関与すること
で責任を果たすこととなった。たとえば、工事における近隣調整の実施などである。
本来、近隣調整は発注者責任の一端であるはずだが、現在では多くのプロジェクトにお
いて、施工者の責任に依存しているのとは大きく異なる。発注者責任を果たそうとする郵
政建築のありようの一端を見ることができる。また、発注者責任を果たすことから、施工
者との信頼関係の構築に資することになったと思われる。ただし、分担してそれぞれがマ
ネジメントするということは、プロジェクト全体を統括する責任者が不在となることを意
味する。この課題は、次の「マネジメント化」時代へ繋がる契機となっている。

5.3.7. 郵政建築ブランドの維持
1970 年代までに、建築業界における確固たる地位を「逓信建築」、
「郵政建築」というブ
ランドとして確立し、このブランドが設計及び施工のそれぞれの品質を規定していた。た
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とえば、郵政デザインと呼ばれるような庇建築など、
「郵政建築」というブランドを守るた
めの伝統的な独自技術へのこだわりが専門分化以降も続いた。施工面でも、独自の歩掛調
査等に基づく積み上げ積算の導入、施工計画策定など、独自技術へのこだわりが見られる。
建築プロジェクト推進に関するこれらのこだわりは、ゼネコンによっては、仕事を円滑
に実施するため郵政建築の独自技術に習熟した、またその現場経験がある所長が、地域を
超えて転勤までして、独自技術にこだわる郵政建築のブランド維持に協力、ゼネコン側か
らいえばそこまでの対応が求められる厳しい時代が続いた。このような郵政建築ブランド
への依存が、郵政の発注者としての、ものづくりや品質確保へのこだわりを生んだと思わ
れる。
しかし、ブランドによる設計、施工条件の確定は硬直的になる。プロジェクトが複雑化、
大型化する過程では、より多様な対応が求められる。結果として、外部委員会の指摘

14)

にもあるように、その後、固定的な郵政建築のブランドを維持することが難しいなどの課
題を抱える時期を迎えることとなる。

5.4. 郵政 OB へのヒアリング調査結果
5.4.1. ヒアリング調査対象
昭和 40 年代から 60 年代にかけて、当時の郵政省の設計者、監督員、施工者の役割分担
の実態を明らかにするために、郵政 OB5 人から当時の状況についてヒアリング調査した。
また、ゼネコンにおいて郵政プロジェクトにかかわった現場所長経験者 2 名から、当時の
郵政省の工事現場がどのように見えていたのかについて、ヒアリング調査を実施した。
5.4.2. ヒアリング項目
以下、経験した郵政プロジェクトをベースに回答を求めた。
①現場の体制
②設計者の役割
③監督員の役割
④国土交通省「建築工事監理等業務委託マニュアル(2006 年)」に基づく役割分担
⑤自由意見

ほか
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5.4.3. 調査結果
(1)

調査対象

次の 7 つの郵便局を調査対象にした。

表 5-3
板橋西郵便局
板橋区高島平
1974 年竣工
土地 3,299 ㎡
建物 5,773 ㎡
銀座郵便局
東京都中央区
1968 年竣工
土地 12,683 ㎡
建物 62,408 ㎡

(2)

分担結果

中京郵便局
京都市中京区
1978 年改修
土地 3,357 ㎡
建物 9,700 ㎡
大阪小包郵便局
大阪市大淀区
1972 年竣工
土地 11,900 ㎡
建物 49,338 ㎡

ヒアリング調査対象局
松戸郵便局
千葉県松戸市
1955 年竣工
土地 2,708 ㎡
建物 4,239 ㎡

新大阪郵便局
大阪市此花区
1994 年竣工
土地 85,285 ㎡
建物 12 万㎡

広島東郵便局
広島県広島市
1958 年竣工
土地 4,199 ㎡
建物 9,854 ㎡

（上記 7 つのプロジェクトのうち、監督員が実施している業務）

各要務をそれぞれ誰が実施しているか、その主体を表にまとめた。

表 5-4

ヒアリング分析結果（業務分担）

業務内容

板橋西

板橋西

新大阪

松戸

広島東

銀座

小包

工事監理業務内容

監督員

監督員

監督員

監督員

監督員

監督員

監督員

観音

渡部

○

田口

倉石

○

菊池

倉石

部長

倉石

設計意図を正確に伝えるため
の業務
施工者との打合せ

○

図面等（設計補助図面（施

○

工図は除く））の作成
工事材料、設備機器等の選定
に関する業務
模型、材料及び仕上げ見本

○

渡部

渡部

○

○

田中

設備監

○

の検討
模型、材料及び仕上げ見本
の承諾
建築設備の機械器具の検討

岩城

（設
備）
建築設備の機械器具の承諾

岩城

施工図を設計図に照らして検
討及び承諾する業務
躯体図の作成（※）
躯体図の検討（※）

○

渡部

渡部
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○

名子

躯体図の承諾（※）

○

渡部

渡部

工作図の作成（※）

○

工作図の検討（※）

○

渡部

渡部

工作図の承諾（※）

○

渡部

渡部

製作図の検討（※）

○

観音

渡部

製作図の承諾（※）

○

施工図の作成（※）

○

施工図の検討

○

渡部

渡部

施工図の承諾

○

渡部

渡部

○

○

田口

倉石

○
○

○

名子

○

倉石

○

名子

○

倉石

製作図の作成（※）

総合図（設備等見がかり図）

○
○

○

○

○
○

なし

○

名子
田口

倉石
なし

の作成（※）
総合図（設備等見がかり図）

○

渡部

渡部

なし

○

○

渡部

渡部

なし

○

総合仮設計画図の検討（※）

○

渡部

渡部

なし

総合仮設計画図の承諾（※）

○

渡部

渡部

なし

田口

なし

の検討（※）
総合図（設備等見がかり図）

なし

の承諾（※）
工事の確認及び報告
総合仮設計画図の作成（※）

なし

施工計画図（仮設計画図）

倉石
田口

倉石

田口

本省

なし

の作成（※）
施工計画図（仮設計画図）

○

の検討（※）

郵政

渡部

なし

（施工
計画
班）

施工計画図（仮設計画図）

○

渡部

渡部

なし

倉石

○

渡部

渡部

なし

倉石

○

渡部

渡部

なし

倉石

○

渡部

渡部

なし

倉石

○

渡部

渡部

○

倉石

○

渡部

渡部

○

倉石

施工者の選定についての助

―

―

○

―

請負契約案の作成

―

―

○

―

の承諾（※）
建築基準法に基づく建築確
認等の立会い（※）
工事が設計図書及び請負契
約に合致するかどうかの確認
及び建築主への報告
工事完了検査及び契約条件
が遂行されたことの確認
工事監理業務完了手続き
契約の目的物の引渡しの立
会い
業務完了通知書及び関係図
書の建築主への提出
工事請負契約への協力
言
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工事監理者としての調印

本松

○

本省

（施工
課長）
請負代金内訳書の作成（※）

○

請負代金内訳書の確認（※）

○

渡部

渡部

○

倉石

請負代金内訳書の承諾（※）

○

渡部

渡部

○

倉石

○

郵政の

渡部

○

本省

渡部

○

本省

工事費支払審査及び承諾を行
う業務
中間支払手続きの審査

検査官
最終支払手続きの審査

○

郵政の
検査官

施工計画を確認又は検討する
業務
実施工程表を作成する業務
（※）
実施工程表を確認する業務

○

渡部

渡部

○

○

実施工程表を承諾する業務

○

渡部

渡部

○

○

施工計画書を作成する業務

○

倉石
田口

倉石

田口

倉石

なし

（※）
施工計画書を確認する業務

○

渡部

渡部

なし

施工計画書を承諾する業務

○

渡部

渡部

なし

品質計画を作成する業務

○

倉石

なし

（※）
品質計画を検討する業務

○

渡部

渡部

なし

田口

倉石

品質計画を承諾する業務

○

渡部

渡部

なし

田口

倉石

(3)

主な意見等

①広島東郵便局（旧広島中央局（昭和 39 年ごろ））
・郵政監督が矩計図及び 1/20 詳細図を作成した。
・郵政監督が展開図を作成。フジタ（ゼネコン）は描かなかった。ゼネコンは、施工図、
型枠図面を描いた。
・仮設計画は郵政側では作成していなかったので、ゼネコンがやっていた。
・昭和 28 年、土質試験をやった。
・コンクリート工事の指導も行った。
・コンクリート打設工事では、現場にだれよりも早く行って、自分で含水量を測定し、調
合を決めた。
・ミキサー車について、ストップウオッチを持って、管理するなどしていた。
・鉄筋については、郵政監督が全数検査を行っていた。
109

②銀座局における経験について
・図面変更、施工図は大林組で実施した。
・現場で、モルタル塗りの指示を私が行った。郵政が指導したということ。
・下請け指導も郵政の監督員がやった。
・型枠は郵政監督が全数検査した。現場もやったが、郵政の監督員も実施した。
・墨出しは、郵政の監督員がすべてやった。
・仮設計画は、当時は郵政としてはやっていない。
・現場の手直しも、郵政の監督員がやった。
・現場に 1/50 の詳細図を描かせて、チェックした。その際は、最終的に設計者、設備設計
者の同意を得た。
③常駐時代（常駐監督）
・郵政の監督員がすべて検査した・
・鉄骨が 4000ｔあったが、郵政の監督員がボルト全数を検査した。
④非常駐時代（臨機監督）
・郵政の監督員の現場出張頻度は、１ヶ月２回程度（2 泊 3 日又は 3 泊 4 日）となった。
・郵政の監督員が出張した際は、ゼネコンとの総合打合せ、工程打合せ、抽出検査による
配筋検査を実施した。
・臨機となって、ゼネコン任せの度合いが強くなった。その結果、自主管理へ移行せざる
を得なくなった。
5.4.4. ヒアリング分析結果
郵政建築においては、他の公共発注機関と比較して、現場を指導したり、施工計画を自
ら策定したり、総合図による調整など、従来の設計や監督を維持する体制が構築されてき
た。
その大きな理由は、郵政省の対象とする主要な建物は、郵便局であり、繰り返し同種建
物を発注してきたこと、そのため、独自の仕様書を作成したり、文書化されない伝統的な
指導（たとえば、ボードの釘止めのピッチやコンクリート工事の職員の配置や鉄筋工事に
おけるバーサポートの配置等、工事上の留意事項等における指導が、多く見受けられる。）
をしたりするなど、独自の進化を遂げた。
これらの要因のため、郵政建築を経験したゼネコンの所長が、次の現場でも派遣される
など、造りこみが継続的に実施されてきた。
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また、これらのことは、ゼネコン所長へのヒアリングにおいても、ゼネコン側の技術者
の技術向上の場としても期待されており、郵政建築側に特殊で、一定の技術力が保持され
ているまで、続くこととなった。
以上を総括すると、次の３点が、他の組織と異なり長く旧来の設計中心の体制が継続し
た理由である。
①

同じ種類の建物のくり返しにより、郵政内部に独自のノウハウが構築された。たとえ
ば、仕様書、詳細図、施工方法、積算システム等がこれに該当する。これにより、施工
者も郵政独自のノウハウに習熟した監督を配置するなどの措置が行われた。
組織体制として、設計の職能が確立されており、1996（平成 8）年まで、その組織体

②

制に大きな変更がなかった。それ以降は、設計と施工を統合しプロジェクト管理組織を
強くし、現在に至っている。
③

常駐時代の監督員が多く残っており、民間に比して、相対的な技術力が高かった。こ
れは、独自のノウハウを構築する中で、施工者を指導的に監督してきたところによるが、
その後も、独自の仕様書、積算システム等を構築してきたことが大きい。

5.4.5. ヒアリング調査から導かれる郵政建築の特徴
以上のヒアリングの検討から、郵政建築を特徴づける４つの主な項目を、次のように抽
出し、それぞれのプロジェクト比較を実施した。
①

業務分担（自前⇔外部依存）
指標：施工図や施工計画の作成主体の割合

②

外注度合い（大きい⇔小さい）
指標：設計外注等の比率

③

業務密度（高い⇔低い）※ひとつのプロジェクトにかけられる人数
指標：人工/業務量（生産効率の逆数）

④

内部技術力（高い⇔低い）
指標：独自仕様書、工事指導的（⇔自主管理的）、技術者数（比率）等

これらの指標を踏まえて、常駐と非常駐のいくつかの代表プロジェクトを比較する。
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表 5-5
松戸局（S30）

「常駐」時代の指標

中京局(S53)

旧大阪小包局

広島東局(S33)

銀座局(S43)

(S47)
延床面積

4239.20

2189.7

7685.16

1436.5

11797.4

①業務分担

86.7%

79.2%

78.7％

77.8％

63.2％

②外注度合い

す べ て 郵 政

す べ て 郵 政

す べ て 郵 政

す べ て 郵 政

す べ て 郵 政

（0～1）

１

１

１

１

１

③1 件あたりの

2 人常駐、2 人

3 人常駐、5 人

5 人常駐、5 人

6 人常駐、3 人

5 人常駐、1 人

業務密度（⇔生

臨機

臨機

臨機

臨機

臨機

産性）

1,649.5 ㎡/人

2,189.7 ㎡/人

7,685.1 ㎡/人

1,436.5 ㎡/人

11,797 ㎡/人

④業務密度

150 億円

1000 億円

380 億円

150 億円

200 億円

15 件

219 件

158 件

15 件

96 件

監督業務比率

⑤内部技術力
独自仕様書

独自

１

独自

１

独自

１

独自

１

独自

１

指導 or 自主

指導

１

指導

１

指導

１

指導

１

指導

１

技術者比率

75％

75％

75％

75％

75％

※臨機職員の業務密度を 2 日/7 日（＝0.286 人）として算出。

表 5-6
延床面積
①業務分担
監督業務比率
②外注度合い
（0～1）
③1 件あたり
の業務密度
（⇔生産性）
④業務密度

新大阪局（H6）
123317.93
79.2％

「非常駐」時代の指標
新宿局（H1）
30,795.18
61.2％

新富山局（H23）
21240 ㎡
56.4％

外注（実施設計）0.5

すべて外注

４人臨機
107,795 ㎡/人

５人臨機
21,535 ㎡/人

２人臨機＋工事監理
補助委託２人

2,000 億円
99 件

2,000 億円
112 件

500 億円
10 件

独自
自主
50%

独自 １
自主 ０
50％

共通 0
自主 ０
30％

⑤内部技術力
独自仕様書
指導 or 自主
技術者比率

0

外注（実施設計）0.5

１
０
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① 業務分担（自前⇔外部依存）
指標：施工図や施工計画の作成主体の割合

非常駐
時代

自前

外部依存

④ 内部技術力（高い⇔低い）
指標：独自仕様書等
高い

低い

大

小

② 外注度合い（大きい⇔小さい）
指標：設計外注等の比率

常駐
時代

高い
③ 業務密度（高い⇔低い）
指標：人工/業務量（生産効率の逆数）

図 5-3

常駐時代と非常駐時代の業務特性の違い

これらの指標に端的に示されているように、常駐時代は、自前で施工図や施工計画を策
定し、外注度合いが低く、ひとつひとつの業務密度が高く、いわゆる技術力が高かったの
に比べて、非常駐時代は、業務分担こそ、大きな変更がないものの、それ以外の指標につ
いては低下しており、結果として、常駐時代の延長である平成以降の設計組織から、プロ
ジェクト管理型組織への変遷につながったと推察される。
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事例：田園調布郵便局（設計

観音克平）

専門分化時代における設計者、監督員業務の事例として、田園調布郵便局における設計
者に焦点を当てて、当時の役割分担を見てみる。
施設名称：田園調布郵便局（東京）
住
所：東京都大田区南雪谷 2-21-1
建物規模：RC 造、地下 1 階地上 5 階
土地面積：2,482 ㎡
延床面積：6,729 ㎡
設計者：観音克平
実施設計：丸ノ内建築事務所
施工者：奥村組
竣工：1986 年（昭和 61 年）

（特徴）
・特徴的な外観を持つ郵便局であり、設計者の意図が感じられる。
・設計者は 1/100 平面図、立面図、主要断面図を基本設計図として、自ら作成している。
・実施設計を委託しているが、基本設計図をベースに、細かな納まり、詳細図まで指導を
行い、実施設計者はドラフトマン（製図作業者）としての役割と計画通知（確認申請）の
ための図書作成が主要な業務となっている。
・工事発注後も、設計者自らが工事現場に出かけ、色、材料だけでなく、すべての施工図
をチェックしている。監督員は、設計者の意思決定を進めるための施工図確認は行うもの
の、実質的な承認は設計者に委ねていた。
・現場で納まり変更等も多く、施工者も誰が設計者であるかによって、見積もりを変える
などのことを行っていたと言われる。
・色見本も通常より多く取り寄せるなど、すべての部位に設計者のこだわりが見られた。
・監督員も設計者の決定を優先する、設計者主導時代の設計者が思う品質を確保する努力
に協力していた。
・設計者が人事異動後も、元設計者が現場において色の決定、詳細図の決定を行うなど、
設計者を尊重する企業文化が継続されていた。
・すでに専門分化の時代となっているものの、部分的には、継続して「設計へのこだわり」
がこの時代にも引き続き行われていたことが伺われる事例となっている。
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5.6. 小括（まとめ）
第二の変革点である「専門分化」時代に関する以上の分析から、次のような 1970 年代
から 1990 年代における郵政建築の建築生産システムの特徴を見出すことができた。
①高度成長期とともに郵便局舎の整備が急速に進んだ。特に 1970 年代には業務量が大幅
に増加した。一方で職員の増強はなく、限られた設計者によってプロジェクト全般をマ
ネジメントしてきた「設計者主導」体制から、業務をそれぞれ「内部的専門分化」と「外
部的専門分化」を図ることで、分業して実施する「専門分化」体制へと大きく変更した。
②設計業務について、一定の品質を確保した上で、大量に発生する業務を処理するため、
標準化を進めるとともに、実施設計業務の外注化も行い、
「外部的専門分化」が図られた。
③監督員業務について、約款の改正、施工者の能力向上等を受け、それまで設計者が監督
員となって施工者を指導してきた「指導監督型」から、施工者と監督員の業務区分を明
確にした。そのうえで、一定の業務については、施工者の自主管理に委ねる「自主管理
確認型」へと変更した。また、監督員も「常駐」から「非常駐」、「指導監督」から「検
査重視」へと監督員の役割が変更するなどして、業務効率を向上させ大量発注に対応し
た。
④このように工事段階における「監理にこだわる」結果、設計者業務と監督員業務の「内
部的専門分化」が進んだのが、この時代の郵政建築の建築生産システムの特徴と言える。
⑤結果として、
「設計にこだわる」体制から「監理にこだわる」体制へと、郵政建築の建築
生産システムが 1970～80 年代にかけて変容することとなった。
⑥専門分化により業務効率を向上させる一方、専門分化の弊害を除くため、郵政建築ブラ
ンドの維持、発注者責任により品質を担保しようとする観点から、設計、施工計画、積
算、建築と設備の調整等について、発注者として、監理を中心として品質確保に対する
郵政独自の様々なこだわりを生み出した。
以上、1970 年代、高度成長とともに、郵政建築のありようが、「設計者主導」から「専門
分化」へと変化した要因を明確にすることができた。
この時代を総括すると、高度成長期の急激な業務量増加は、発注者、設計者 1 人の力で
すべての建築プロセスに関与できるような業務量を超えた。そのため、それまでの「設計
者主導」による設計者が発注者機能を代替していたものが、設計者として関与してきた発
注者業務を「設計者」と「監督員」に業務分担することで、発注者責任を果たすことに変
更したことが明らかになった。
また、工事の品質については、施工者側の品質管理の一環として TQC 活動や ISO9000s
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等の導入など、施工者の品質管理能力が格段に向上した。そのため、郵政建築の監督員の
監督方法も、
「指導監督型監理」から施工者の「自主管理確認型監理」へと変わり、総合図
作成、一部の詳細図作成、タイル割付け等、一部指導監督的な要素は残ったものの、施工
者に委ねる部分が増加し、施工者の責任において施工品質を確保することが、この時期一
般的になった。この結果、工事段階における発注者としての関与が低下したことも明らか
になった。
ただし、1990 年代以降、「専門分化」からマネジメント機能を強化する形へと変容して
いくが、
「マネジメント化」は専門性の劣化を生む結果となり、郵政建築における品質管理
方法が大きく変化することとなる。
この動きについては、発注者責任の観点も含めて、次章以降で詳細な検討を行う。
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注:
注 1) 公共工事標準請負契約約款（抜粋）
第 1 条第 2 項

仮設、施工方法その他等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、この約款及

び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
第 9 条第 2 項

監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項の

うち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の掲げる権限を有
する。
三

設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含

む。）

注 2) 郵政大臣官房建築部「建築施工監督要領」（昭和 46 年（1971 年））
1.1

工程管理のチェック
各作業が予定通り進んでいるかどうか、月ごと、週ごと、日ごとにその出来高を調査して予定と比べ、もし

遅れている時は、その原因を確かめ、下記の項目などについて検討し、適切な処置をとって所定の期日内に終了
するようにする。
①現場員の人数及び能力
②労務者、機械、資材などの能率及び手配
③作業空間の確保と作業環境の整備
④作業の進め方の指導
1.2

施工図
①

設計図、仕様書を熟読して、設計の意図を理解し、設計者と連絡を密にして打合せを行い、施工者、メ

ーカー等の意見を参考について、精密で見やすい図面を作成する。
・・・
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⑤

特に重要な箇所および基本になる図面は努めて監督員自ら製図する。

例：1/50 平面図、1/10 かなばかり図、外装タイル割り付け図、出入口わく、外窓わくまわり、公衆室詳細など。
注：設備関係の施工図のうち建築に関係する器具類の配置、はり、壁の開口・貫通位置などは、建築の施工図に
併記してもよい。
例：躯体図、展開図、天井伏図、タイル割り付け図など。

注 3) 参考：郵政大臣官房建築部「建設工事
第3章
3.1

監理方針」、1981

監督員の職務

監督員の任務

監督員は、契約書及び設計図書の定めるところに従い、契約内容の適正な履行を確保し、建築物等がこれらの要
求に合致するよう、監理を遂行する。
ア

監督員は、工程、施工図、見本品、施工要領等について、請負者と打ち合わせ、協議を行い、提出された書

類等を十分審査した上で承諾を与える。
イ

監督員は、工事が指示、打ち合わせ通りに実施されているかどうかを、試験、検査、立会、工事記録、工事

記録写真等により確認する。
ウ

監督員は、工事の進捗状況を常に把握し、請負者の工程管理を指導する。
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第6章

第三の変革点：「マネジメント化」時代
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6. 第三の変革点：「マネジメント化」時代
前章では、専門分化の時代（1970 年代〜1990 年代）の建築生産システムに焦点を絞り、
プロジェクト管理機能において、設計者を中心となった時代、設計者主導時代から、高度
成長期における大量建築プロジェクト調達を背景に、設計者、監督員の専門分化による時
代へと変容した過程において、郵政建築において専門分化により、発注者機能も設計者、
監督員が担うこととなるなど、建築生産システムの変化が発注者機能の変容につながった
ことを社会的な背景、これまでの経緯とともに明らかにすることができた。
その後、1990 年代以降、建設市場そのものに対して、2 国間協議から多国間協議へと大
きな国際化の波が押し寄せるとともに、建設市場そのものが成熟化していく過程において、
新築工事中心から維持管理工事の増加、環境対応工事の増加など、新たな分野の業務が増
加した。
郵政においても、同様、1960 年代に建築された施設の老朽化対策が増加する一方で、人
口減少による新築郵便局建て替えの抑制などが生じた。また、国際調達を導入するなど、
契約事務が増加すると共に、国際調達に耐えうる発注者としてのあり方、発注者責任が問
われはじめた時代である。
そこで、本章では、①国際化、②市場の変化、③発注者責任の拡大について、検討を加
え、郵政の建築生産システムの変容が及ぼす発注者の役割の変化について、1990 年代
~2003 年までの「マネジメント化」の時代について検討する。

6.1. 国際化の影響（⇒国際調達の影響）
前章で示したように、
「設計者主導」体制から「専門分化」体制へとシフトすることで業
務効率化を図り、同時期に発生した大量のプロジェクトをこなすことができた。しかし当
然ながら、設計者主導体制時代に見られた一貫した設計者の関与によってプロジェクトマ
ネジメント機能を発揮させてきた体制から、設計者、監督員が分業して建築プロジェクト
を推進する体制へと変更したことにより、その副作用とも言うべき、設計者と監督員が分
断し、それぞれが意思決定を行うなど、「対立」課題を抱えることとなった。
一方で、建設市場の国際化の進展により、口頭ではなく文書による指示の徹底、契約の
明確化、仕様書を含む設計図書の完成度向上（設計図書の完成度（密度）が欧米に比べ低
いと言われている点）が図られ、従来のように工事段階で確定させる業務が減少すること
となった。それに伴い、設計図書に定められた範囲以外については、施工者が自由に確定
することが求められたため、業務区分を明確化し、工事段階における設計者の関与の度合
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いが従来と比べて大幅に減少することとなった。
本項ではこの契機となった日本の建設市場の国際化の影響について、考察する。

6.1.1. MPA(日米建設協議)の影響
1988 年、「大型公共事業への参入機会等に関する我が国政府の措置について（昭和 63
年 5 月 24 日）」1)により、米国が関心を示した大型プロジェクト、いわゆる MPA（Major
Project Arrangement）対象のプロジェクトについては、調達に際して、米国企業が参入で
きるよう資格制限の緩和、性能仕様の導入等、一定の配慮を行うこととなった。
郵政省においても、ゆうちょ関係の宿泊施設である「日光霧降リゾート」が対象となり、
設計をロバート・ベンチューリ事務所と丸ノ内建築事務所の共同企業体、工事を米ベクテ
ルと大成建設の共同企業体で、受注している。
MPA は米国企業参入のため、資格要件の緩和等さまざまな配慮がなされたが、次の WTO
導入に続く前段階として、契約の明確化などが進む結果となった。

6.1.2. WTO 導入の影響
1996 年 1 月から WTO 政府調達協定が発効し、建設分野においても国際的ルールが適用
されることとなった。国際化は、仕様書、設計図書のあり方を大きく変える契機となった。
郵政省でも、建築コスト管理システム研究所へ「建設工事の国際化に伴う契約関連図書
のあり方（1994）」2)を委託し、WTO 対応へ備えることとした。結果として、郵政の契約
書、仕様書、図面等について、発注後の現場決定に多くが委ねられており、欧米のそれと
は大きく異なることが指摘された。また、郵政においては、総合図も含め施工者に対して
指導監督的に指示することで、一定の品質を確保してきた経緯があるが、海外建設業者が
参入した場合、そういった対応ではなく、発注前にあらかじめ契約書等で明示することが
必要との指摘を受けた。これらの指摘を踏まえ、設計図書を見直した結果、その後の業務
のあり方を変える契機となった。
また、価格に基づく一般競争入札が徹底され、WTO 導入前まで一般的であった指名競
争入札が例外的な運用となるなど、入札方式の変更に影響を与えた。一般競争入札の普及
は、施工者選定が価格重視となること、入札前に設計図書をきちんと作りこむことが求め
られるため、契約図書のあり方が大きく変更となった。
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6.1.3. ISO の影響
2001 年「公共工事の入札及び契約の適正化を図るため措置に関する指針」が定められ、
ISO9000s の認証取得を図ることが定められた。郵政省においても、ISO9000s を取得した
企業に対して、建築工事監理要領を改正する形で、監督員の承諾、検査行為を低減するこ
とが決められた。
具体的には、①請負者が標準仕様書に定められた検査、承諾事項について、ISO9000s
に基づく品質計画書に置き換えて、省力化が可能となった、②請負者が監督員業務として
定めた検査、立会い、確認及び承諾等の業務の一部または全部を請負者の自主管理に委ね
ることが定められ、相当な監督員業務とについて、請負者に委ね、監督員業務の軽減と発
注者業務へのシフトへと変容させることとなった。
以下は、ISO9000 取得企業に対する措置を明文化 3)したものである。
郵政における現場説明書の技術事項の記載例：
※ ISO9000 シリーズ認証取得者に関する事項
ISO9000 シリーズ適用工事及び適用工事以外の工事の受注者が(1)に該当する場合は(2)か
ら(7)による。
(1) ISO9001:1994
（JIS Ｚ 9901 ｰ 1994／1998）、ISO9002:1994（JIS Z 9902 ｰ 1994／1998)
及び ISO9001(JIS Q 9001:2000)（以下「ISO9000ｓ」という。）の認証取得者。
(2) 請負者は、ISO9000s の要求事項に基づく当該工事における品質システムの内容を記載
した品質計画書（設計・開発を除く。）を監督職員に提出し、承諾を得た後に工事着手する
こと。
(3) 共同企業体が提出する品質計画書
特定建設工事共同企業体については、その代表者、経常建設企業体については出資比率
の最大の者、若しくは、出資比率が同率の場合はどちらか一方の品質管理計画書を共同企
業体の品質管理計画書として適用することとし、監督職員に提出すること。
(4) 監督職員の承諾、検査行為等の低減について
ア請負者は、標準仕様書に記載されている検査、承諾行為等のうち低減する業務（以下
「省力化業務」という。）については、品質計画書に基づき監督職員と協議することができ
る。
イ請負者は、監督職員より省力化業務等を記載した監理業務一覧表を交付された場合は、
それに基づき、標準仕様書に記載され監督職員が行うこととされている検査、立会い、確
認及び承諾等の業務の一部又は全部を請負者の自主管理とする。
(5) 請負者の品質管理運用状況の報告
請負者は、監督職員より、自主検査記録の報告を求められた場合は、請負者が作成した
資料を監督職員に提出し説明すること。
(6) 検査時の提出書類
完成検査及び既済部分検査時に提出することとされている品質管理に関する書類のう
ち、省力化業務としたものに関しては、監督職員の承諾の上、請負者の自主検査により作
成した書類を提出してもよいものとする。提出する書類は、ＩＳＯ９０００ｓに基づく「識
別及びトレーサビリティの管理記録」及び「製品の監視及び測定の管理記録」とする。
(7) 責任の所在
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省力化業務とした場合においても、請負者の責任が免除されるものではない。
ただし、郵政型 ISO 研究会（1999）の指摘にもあるように、ISO9000s に基づいたシス
テムといっても、各企業の品質システムは各企業独自のものであり、①各企業で重複する
業務の整理、②各企業間での不適合基準の違いへの対応等に課題があることが指摘されて
いる。

6.1.4. 市場開放の影響
市場開放は工事発注方法のみならず、設計図書のあり方、工事監理のあり方へ大きな影
響を与えた。設計図書において「工法、寸法を具体的に規定する「仕様規定」に対して、
構造物に要求される性能を明らかにする「性能規定」へと変わった。
たとえば、防水工事において、造り方仕様となっていたものを、防水性能を示すことで、
いろいろな材料を用いること、造り方を工夫することができるようになるなど、請負者の
自主裁量の余地が拡大している。
工事監理についても、契約時点における監督権限の範囲、監督権限の明確化、監督の指
示等について、原則、文書化を求めるなど、大きな変更が求められることとなった。しか
し、現実は外国企業が受注しても、監督員は日本人であり、結果としては日々のオペレー
ションにおいて、国内企業と同様の対応でも可能となった。しかし、文書化、コンプライ
アンスの強化などは、市場開放の影響を大きく受けた部分である。
実際、郵政発注の建築プロジェクトにおいても、韓国企業、米国企業が受注した実績を
持つ。

6.2. 工事監理業務の国際比較
6.2.1. 検討対象
この項では、国際化に伴う諸外国の工事監理業務について比較検討する。日本、中国、
韓国については、日本語の「工事監理」に該当する言葉がそのまま法律として定義されて
いるため、それらを比較対象とした。しかし、米国、英国については、
「工事監理」を直接
的に用いた記述がないため、代表的な契約約款である米 AIA (The American Institute of
Architects)約款

4)と英国における標準的な約款である

JCT (The Joint Contracts Tribunal

Limited)5)に基づき比較対象とした。また、英米における CM 方式を導入した約款は種々の
方式があるが、それぞれの国において民間工事の代表的な約款を採用している。
①日本：
建築士法第 2 条、「建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 25 条の規定に基づき、建
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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を定める件」
（国
土省告示第 15 号（2009（平成 21）年 1 月 7 日））注 1）
（財）建設業振興基金発行「ＣＭ方式促進方策調査報告書」2)及び「地方公共団体の CM
方式活用マニュアル」3)
②米国：
AIA A201/CMa4), B141/CMa
B801/CMa
General conditions of the contract for construction manager adviser edition, The
American Institute of Architects (AIA)
③英国：
JCT (The Joint Contracts Tribunal Limited) 98 2000 edition5)
JCT Standard Form of Client and Construction Manager Agreement 2002 Edition
Clerk of Works Manual (3rd Edition) 19946)
RIBA (Royal Institute of British Architects) Conditions of Engagement, Standard
Form of Agreement 1966 & SFA/99
④中国：
建設工程委託監理契約約款（GF2002-2002 契約約款）
⑤韓国：
建築士法第 2 条「工事監理」、建築法第 21 条「工事監理の実施者」
建築法施行令第 19 条、施行規則第 19 条の 2「工事監理者の業務」
建設産業基本法第 2 条、第 26 条「CM の定義、委託等」

6.2.2. 工事監理業務の比較分析
表 6-1 は、建築士法による工事監理業務に加えて、日本建築士会連合会作成の「建築の
工事監理」7)で定義されている別途工事間の調整、施工段階に行われる設計業務、設計変
更業務を加えて、日本と海外の工事監理業務について、その実施者の比較を行ったもので
ある。
日本では、すべて工事監理者の業務として定義されている。ただし、日本の工事監理業
務における（

）内は、これまでの研究成果に基づき工事監理業務の責任者が多様化して

いることを踏まえ、既報 8)で再定義した結果、設計者の業務とすべき事項を示している。
海外に共通していることは、以下のとおり。
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①設計意図の伝達がすべて設計者業務として、定義されていること。
②工事の確認及び報告が、工事監理業者、英国では Clerk of Works の業務として認識
されていること。ただし、米国 AIA 約款では、設計者が臨機に工事の確認を実施す
ることとなっており、コンストラクション・マネジャーとともに、工事の確認を行
っている。
③施工計画の助言についても、同様に工事監理業務として定義されていること。
④一方、施工図と設計図書の照合では、中国、韓国が工事監理業務として定義されて
いるのに対し、米国、英国では、設計者業務とされている。
また、表 6-1 及び表 6-2 は、各約款等に定められた工事監理業務を実施する関係者を一
覧化したものである。
日本で定義されている建築士法に基づく業務について、異なる実施者が分担して、工事
監理業務を実施していることがわかる。
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表 6-1
日本
工事監理者
設計意図の
（設計者）
伝達
施工図と設
工事監理者
計図書の照
（設計者）
合

工事の確認
工事監理者
及び報告

工事監理完
工事監理者
了手続

工事請負契
工事監理者
約への協力

工事監理業務における国際間の比較
米国
英国
中国
設計者
設計者
設計者
（JCT
(A201
(品質管理条
Clause
4.6.18)
例 23 条)
5.4.2）
コンストラ
設計者
クション・マ 監理工程師
(A201
ネジャー
(監理規範
4.6.11)
(JCT CM
5.2.1 条)
8.5)
設計者/
(コンストラ
Clerk of
監理工程師
クション・マ
Works (JCT
(監理規範
ネジャー)
Clause 12)
5.2.1 条)
(A201
4.6.10)
コンストラ
総監理工程
クション・マ 師
--ネジャー
(監理規範
(JCT CM 13) 3.2.2 条)
コンストラ
コンストラ
総監理工程
クション・マ
クション・マ
師
ネジャー
ネジャー
(監理規範
(JCT CM
(A201 4.2.1)
3.2.2 条)
6.2)

工事費支払
工事監理者
の審査

設計者(A201
4.6.1, 4.6.8)

施工計画の
工事監理者
助言

コンストラ
クション・マ
ネジャー
(A201
3.12.5)

別途工事の
工事監理者
調整

施 工 段 階 設 工事監理者
計業務
（設計者）

設 計 変 更 業 工事監理者
務
（設計者）

コンストラ
クション・マ
ネジャー
（JCT CM
8.4.1）

総監理工程
師
(監理規範
3.2.2 条 7)

Clerk of
Works
(JCT Clause
12)

総監理工程
師
(監理規範
3.2.2 条 6)

コンストラ
コンストラ
総監理工程
クション・マ
クション・マ
師
ネジャー
ネジャー
(監理規範
(JCT CM
(A201 4.6.3)
5.3.3)
9.2)
コンストラ
クション・マ
設計者(A201
ネジャー
--4.6.18)
(JCT CM
9.10)
コンストラ
総監理工程
クション・マ
設計者(A201
師
ネジャー
4.6.13)
(監理規範
(JCT CM
6.2 条)
8.3)
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韓国
設計者
（建築士法
第 19 条）
工事監理者
(法 19 条、則
19-2 条)

工事監理者
(法 19 条、則
19-2 条)

工事監理者
(法 21 条)
コンストラ
クション・マ
ネジャー
（建設事業
管理業務指
針）
コンストラ
クション・マ
ネジャー
（建設事業
管理業務指
針）
工事監理者
(法 19 条、則
19-2 条)

---

---

工事監理者
(法 19 条、則
19-2 条)

表 6-2
日本
工事監理者
（設計者）

建築士法に基づく工事監理業務に関する実施者の比較
米国
英国
中国
韓国
設計者
設計者
設計者、
プロジェクト・
工事監理者
コンストラクシ マネジャー
設計者
コンストラクシ
ョン・
Quantity
総監理工程師
ョン・
マネジャー
Surveyor
マネジャー
Clerk of Works

6.2.3. 工事監理の業務範囲の多様化
日本、中国、韓国における工事監理業務は、単語としては工事監理として表されている
ものの、その業務範囲は大きく異なる。日本の工事監理は施工者の高い管理能力を背景と
した自主管理確認型工事監理が中心であるのに対し、中国と韓国の工事監理は施工者の管
理能力の充実を目的とした指導監督型工事監理であるといえる。韓国では工事監理者が法
的な検査権限を持つなど、工事監理者の権限と業務拡充によって、品質を確保しようとし
ていることに大きな特徴がある。マネジメントの観点から見ると、米国、英国、韓国にお
いては設計段階における建築生産から見た品質管理の重要性から CM 方式を定義し、活用
を図っている。中国では工事監理と検査が同義に位置づけられ、マネジメント業務にまで
至っていない。一方、日本では実態としてマネジメント業務と適合性確認業務の混同が生
じており、設計者や工事監理者がそれぞれ重なりながら担当している。
既報

8)では、工事監理業務等と定義されていた業務の一部について、工事監理者の業務

から、施工段階における設計者の業務として分離した方が実態に合致していることを指摘
した。また、国の建築工事において工事監理業務の一部業務の第三者監理として分離され
ることが原則化しつつあること、また、分離発注された工事の調整や公的機関における CM
方式の導入により、従来の工事監理業務が多様化し、分離されつつあることを指摘した。
図 6-1、図 6-2 に示したように、告示 15 号を包含した四会連合協定における工事監理の
定義について、もともとは工事監理者の業務として定義されたものが、設計者、第三者監
理者へ移行したため、従来の工事監理職能が分離されることとなった。一方で、設計の一
貫性の観点から、設計と工事監理を分離することに議論もあることは事実であるものの、
国土交通省の建築工事監理業務委託の基本方針では、「･･･建築工事監理業務の業務委託に
ついて、より透明性、客観性の高い契約関係を構築するとともに、営繕工事の適切な品質
確保により一層資するため、
「建築工事監理業務委託契約書」及び「建築工事監理業務委託
共通仕様書」が定められたところである。･･･」とし、第三者監理を実施することが原則と
された。また、住宅の分野においても国土交通省の工事監理を通じた欠陥建築の防止につ
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いて（建築主への情報提供のためのパンフレット（2001.1.31））9)の中で、
「設計者が工事
監理者を兼ねる場合が多いが、設計から施工までを一括で契約する場合でも、工事監理だ
けを第三者に依頼することは可能である。」と指摘しており、国のみならず自治体等、民間
においても工事監理を第三者へ依頼するなど、工事監理業務の分散化傾向は拡がりを示し
ている。

監理業務（四会連合協定）
工事監理等（告示第15号）
１工事監理に関する業務
工事監理
方針の説
明等

設計図書
に照らした
施工図等
の検討

工事と設
計図書と
の照合及
び確認

２工事請負契約に関する業務
請負代金
内訳書の
検討及び
報告

工事費支
払いの審
査

設計図書
の内容の
把握等

関係機関
の検査立
会い

３工事の指導監督
工程表、
施工計画
の検討及
び報告

図 6-1

４施工段階における設計業務

工事と工
事請負契
約との照
合確認

別途工事
間の調整

設計意図
を伝えるた
めの説明
等

工事材料、
設備機器
選定の助
言

告示第 15 号に見る工事監理の定義

施工段階における
設計業務として確立

監理業務（四会連合協定）
工事監理等（告示第15号）
１工事監理に関する業務
工事監理
方針の説
明等

設計図書
に照らした
施工図等
の検討

工事と設
計図書と
の照合及
び確認

２工事請負契約に関する業務
請負代金
内訳書の
検討及び
報告

工事費支
払いの審
査

設計図書
の内容の
把握等

関係機関
の検査立
会い

３工事の指導監督
工程表、
施工計画
の検討及
び報告

４施工段階における設計業務

工事と工
事請負契
約との照
合確認

別途工事
間の調整

設計意図
を伝えるた
めの説明
等

第三者監理として委託（公共建築工事）
施工段階の設計業務として分離
監督業務として分離（公共建築工事）

図 6-2

機能分散が図られる工事監理業務
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工事材料、
設備機器
選定の助
言

その結果、従来は工事監理者へ一括して工事監理業務を委託すればよかったのに対し、
設計者と人格的にも別の工事監理者が入ることで、複数の異なる責任者が発生し、工事監
理業務を実施する主体が専門分化され、機能分担が拡大している。そのため、複数の関係
者を調整する機能として、新たに関係者間の統括マネジメント業務が発生し、それらの全
体を統轄する者（いわゆる、全体を統轄し調整を行う「マネジャー」機能を持った者）が、
ますます必要とされるところである。
一方、海外における工事監理業務にあたる業務について、韓国に見られるようにコンス
トラクション・マネジャーなどの第三者の品質管理責任者を導入し、施工段階の発注者要
求をマネジメントしていく機能などを持つことが、工事監理へマネジメント導入が求めら
れる理由にあろう。

6.2.4. 工事監理業務の実施主体
日本の工事監理業務が多様化を図るように、各国における工事監理業務の実施主体も国
により異なる。特に、米英ではプロジェクトへの参加者が多岐にわたることから、日本的
な工事監理業務を実施する主体も多様化している。
①日本
日本では、設計を担当した設計事務所が引き続き工事監理業務も担当することが多い。
しかし、最近の建築工事では、第三者監理を積極的に採用するなど、あえて設計者とは異
なる工事監理者を選択するような事例が官民ともに増加している。
②米国
米国では、建築家による検査と政府機関による検査を区別して明示しており、日本との
対比で考えると、契約に基づき Architect（設計者）によって実施されている。米国におけ
る行政による品質検査は、インスペクター制度として定義されており、現場における品質
の確認については、コンストラクション・マネジャーや設計者の業務として定義されてい
る。
AIA 約款 B141 の Clause2.6 では、Contract Administration Services の中で、Evaluation
of the work として、設計者が設計図書どおりに仕事ができているかどうかの決定を行なう
ことが、明記されている。CM が導入された場合の AIA 約款 B141/CMa 及び B801/CMa で
は、主に品質管理について、B141/CMa 2.6.6 「設計者は、臨機に、施工者が契約図書通
りにできているかどうかの管理を行なう」と B801/CMa 2.3.13「コンストラクション・マ
ネジャーは施工者が契約図書どおり実施しているかどうかの管理を行なう」されており、
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設計者とコンストラクション・マネジャーの責任が同じように定義されている。
③英国
英国では、RIBA (Royal Institute of British Architects) Conditions of Engagement (1966
version)において、設計者と Clerk of Works の違いが次のように示されている。

「Supervision」: Resident Architect
「Inspection」: Clerk of Works

また、SFA/99 (Standard Form of Agreement for the Appointment of an Architect)の
Clause 2.4 & 3.10 によれば、Site Inspectors はコンサルタントの役割として定義されてい
る。
「Clerk of Works」は、現場に常駐するなどして、発注者の代理として所要の品質を確
保できるかどうか検査する業務を担っている。主に、Anticipation, Interpretation, Recording,
Inspection, Reporting の 5 つの業務を有している。英国の主要な標準契約約款である JCT
では、建築家や契約執行者のもとで、発注者のための唯一の Inspector（検査官）として機
能することが求められている。ただし、あくまで発注者と Clerk of Works の契約関係に基
づくものであり、法律に定められた検査官とは異なる。
この意味では、Clerk of Works は、設計者とともに、幅広い品質管理業務を実施してい
ると言えよう。
④中国 10）
中国では公共工事、民間工事に関わらず全ての工事で「監理単位」
（専門監理会社）に所
属する「監理工程師」が工事監理業務を行なう。
「監理単位」は「工程建設単位資質管理方
法」によって甲級、乙級、丙級 3 つの資質に区分される。一方、工事は「国務院」行政部
局の区分に従い 14 種類に類別され、工事の内容、規模によって、１級～３級までに区分
される。工事等級と「監理単位」等級の組合せで「監理単位」が選定される。また、中国
では「監理単位」に所属しなければ、工事監理業務を実施することができない。建築士事
務所に所属する建築士が行なうことはできない。
⑤韓国 11）
韓国では、対象となる工事によって工事監理業務を行なう者が異なり、民間監理専門会
社とそれに所属する監理員の存在が特徴的となっている。民間工事の「工事監理」に関し
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ては、日本と同様、登録を済ませた建築士事務所に所属する建築士が行なうのが一般的だ
が、多重利用建築物に関する「工事監理」の場合には、建築監理専門会社または総合監理
専門会社に所属する監理員が行なわなければならない（建築法施行令第 19 条）。公共工事
に関しては、その発注機関に所属する者が監督者として工事監理業務を行なうが、総工事
費 100 億ウォン以上の工事に関しては、発注機関所属の監督者に加え、対象工事の分野の
監理専門会社に所属する監理員が「責任監理」業務を行なう（建設技術管理法第 27 条）。
監理専門会社は民間工事の「工事監理」業務も行なうことができる。

6.2.5. 各国における工事監理の定義
前述したように、工事監理業務そのものの定義が大きく変化しつつあるのと同時に、工
事監理業務の実施主体が多様化しているのが現状である。したがって、日本の工事監理業
務との比較を行なううえで、まずは、日本の工事監理業務を再定義したうえで、各国との
比較を実施する必要がある。
日本、中国での定義は、文言に曖昧さはあるものの、基本的には、ひとつの言葉として
受け入れられている。一方、韓国の工事監理は、建築法あるいは建築士法で定義されてい
るが、他にも「監理」の名称が建設技術管理法、住宅建設法でも定義されており、それぞ
れの業務も異なっている。
英米では工事監理業務と工事監理者が一義的に定義することができない。そのため、日
本における工事監理業務にあたる業務について、定義される工事監理業務領域の幅によっ
て、対象となる責任者が異なることとなる。英米では、日本の工事監理業務にあたる業務
ついて、Inspector やコンストラクション・マネジャー、そして Architect や英国独特の Clerk
of Works など、複数の責任者が役割分担している。
その結果、表 6-3 に示したように、日本における工事監理業務を実施する責任者が、韓国
や英米では、様々な責任者が分担しながら、多様に実施されていることがわかる。
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表 6-3
実施主体

各国の工事監理関連の定義
根拠等

業務内容

日本

工事監理者

建築士法
第２条第６項

米国Ⅰ

Construction
Administrator

AIA A201
Clause 2.6

米国Ⅱ

Inspector

AIA A201
Inspection

米国Ⅲ

コンストラクション・
マネジャー
Architect
(Inspector)

AIA A201/CMa
Clause 2.6

その者の責任において、工
事を設計図書と照合し、そ
れが設計図書のとおりに実
施されているかいないかを
確認すること
発注図書との確認
支払い審査
契約変更の管理 など
発注図書の要求に従い、施
工中あるいは施工完了後に
検査をすること
発注図書の要求に仕事が合
致しているかどうかの決定
及び発注者への報告

英国Ⅰ

Architect
Clerk of Works

JCT98 Clause8.4
Clause12

設計者は契約図書に従って
いるかどうか判断し、支払
い等を決定

英国Ⅱ

Clerk of Works

JCT98

Clause12

中国

監理工程師

工程建設工程監理規定
第 1 章第 3 条

韓国Ⅰ

工事監理者
（責任監理を実施する
者も含む）

建築士法
第２条第４項

韓国Ⅱ

コンストラクション・
マネジャー

建設産業基本法第 2 条

現場に常駐するなどして、
発注者の代理として所要の
品質を確保できるかどうか
検査する業務
発注者に依頼され、法制度、
法規、契約によって、工事
を監理、管理することであ
る。
自己責任下に建築法が定め
るところにより建築物・建
築設備又は工作物が設計図
書の内容通り施工されてい
るか否かを確認して品質管
理・工事管理及び安全管理
等に対し指導・監督する行
為
建設工事に関する企画、妥
当性調査と分析、設計、調
達、契約、施工管理・監理、
評価、事後管理等に関する
監理業務の全部又は一部を
遂行

また、表 6-3 は各約款等に定められた工事監理業務を実施する関係者を一覧化したもの
であるが、日本で定義されているところの工事監理業務を一義的に実施する者がおらず、
複数が分担して工事監理業務を実施していることがわかる。
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日本

中国

工事監理業務

工事監理業務

工事監理者

監理工程師
設計者

米国

韓国

工事監理業務

工事監理業務

CMr

CMr

設計者

工事監理者
設計者

英国
工事監理業務
PMr
設計者

Clerk of Works

Quantity Surveyor

図 6-3

各国の工事監理業務の差異

図 6-3 は、工事監理業務の切り分けを概念的に整理したものである。日本と中国は工事
監理者及び監理工程師の役割はかなり似ているが、米国、英国、韓国では、コンストラク
ション・マネジャーやプロジェクト・マネジャーなど設計者、または工事監理者以外の役
割が大きい。

6.2.6. 工事監理者に該当する各国の業務主体
以上の検証により、日本の工事監理者に該当する者を明確化することができた。まず、
日本の工事監理者について、建築士法で定義される業務のうち設計情報と生産物の適合性
確認が建築士法に定める工事監理業務であると定義した。これにより、米国では主にコン
ストラクション・マネジャー業務として、英国では Clerk of Works が、中国では設計者、
韓国では工事監理者が実施していることがわかった。
これまで工事監理者の英訳として Inspection や Supervision、またより幅広くは、渡辺
ら 14), 15)が指摘するように Contract Administration という形で定義されてきた。しかし、こ
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れまでの検討により、日本においてマネジメント業務が明確に定義されることで、工事監
理者が適合性確認業務を主たる業務とする可能性が高いことから、施工管理的業務を含ん
だ Supervision や 法的な検査を伴う Inspection よ りも、適合性確認業務を定義する
「Conformation」の英訳が工事監理業務として、より実態に近いと言えよう。

6.3. 工事監理業務の比較
この時代、国土交通省の第三者監理の導入、CM 方式の活用、マネジメント技術の活用
が始まった。郵政建築の工事監理業務と比較することで、建築生産システムの変化を見る。
6.3.1. 工事監理業務の課題
国土交通省の第三者監理業務等と郵政省の工事監理業務を比較すると、次のような課題
が見られる。
(1)第三者監理（国土交通省）
国土交通省建築士法の工事監理業務から、設計者が設計意図を請負者等に正確に伝える
ために行う業務を除外したことは、従来の監督員の業務において設計意図を伝える業務が
監督業務として定義されていたことや四会連合の建築監理業務委託書において工事監理者
が実施するとしていることよりも、工事監理者の役割を制限的に扱っている。設計者が設
計意図を説明すること（設計意図の伝達業務）のみを設計者の行為とすることは、十分に
発注者要求であるところのブリーフ注 2)が形成されていないためではなかろうか。仮に、最
終ブリーフ注 3)がきちんと作成されていれば、工事監理者が実施することについて、大きな
問題は生じない。
(2)ＣＭ方式活用ガイドライン（国土交通省）
設計段階におけるコンストラクション・マネジャーと設計者の関係においては、設計工
程管理や生産設計の実現という面で、役割が明確であるものの、工事段階における工事監
理者とコンストラクション・マネジャーの分担については、工事監理者の質によって大き
く変わる。建築士法では、工事監理者が品質確認から支払管理まで実施することが想定さ
れており、発注者側にたった品質管理等が実施されれば、コンストラクション・マネジャ
ーの権限は工事監理者の実施確認や分離発注間の調整、近隣対策等、限定的なものになろ
う。しかし、実態としては従来の工事監理者が設計者と同一人格で実施された場合の工事
段階における設計行為の問題や同一企業における第三者性の課題があり、工事監理者の役
割の再定義が求められている。その意味では、コンストラクション・マネジャーにおいて
も発注者側の利益にかなった品質管理の方法が必要不可欠である。さらには、設計段階で
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は、コンストラクション・マネジャーの役割は新たな機能であるものの、工事段階では分
離発注間の調整を除けば、工事監理者とコンストラクション・マネジャーの機能は品質確
認方法等で重なる部分があり、コンストラクション・マネジャーが工事監理者を兼務する
こともあり得る。
(3)マネジメント技術活用方式（国土交通省）
土木工事を主とする提案のため、
「監理」が調査から設計、施工までの全般のマネジメン
ト要素として整理されている。ここでは、会計法に基づく監督行為をどこまでマネジャー
（以下、「MR」という。）に対し、委託できるかが課題となっている。将来的には、小額
の変更行為に関する意思決定も含めて、MR に委託することを検討はしているものの、監
督及び検査の補助的な扱いにとどまっている。同方式における MR の権限は、民間建築工
事において、支払審査等を含む契約行為についても工事監理者の積極的な関与を認めてい
るのに対し、権限が限定的であると言えよう。
(4)建築工事監理方針及び監理要領（郵政省）
会計法上の監督と建築士法上の工事監理が同一人格であるため、業務の切り分けという
面では、問題が生じない。しかし、設計者と工事監理者の関係において、製品の選定など
設計段階において品質を確定できない業務を除外しても、建築・設備分離発注工事におけ
る設計図書の相互調整が不十分であるため、結局、工事段階において総合図により、建築、
設備間の調整が実施されている。総合図の作成には、施工者が工事着手前に施工イメージ
を共有できるという面と設計業務の延長的な面の二面性がある。この総合図による調整に
頼るということは、すなわち、工事発注段階では設計図書が完全に固まっていないことを
意味している。今後において必要なことは、設計段階で検討すべきか、あるいは、工事段
階での設計決定事項として明確にしておくべきかを規定することが必要である。

6.3.2. 多様性を増す工事監理業務
工事監理者としての業務について、四会連合のように広範囲に認めるものから、第三者
監理のように設計者や施工者へ指示することなく、あくまで発注者である調査職員に対し
報告することのみを求めたものまで、工事監理業務に幅がある。公共工事では、発注者の
中に技術者も多く、判断することが可能な組織であれば、第三者監理において法的に求め
られている工事監理よりも制限的にできる。事実、建築士法に定める工事監理者と会計法
に定める監督職員を公共発注者が兼務していることは多い。しかし、一方で、技術者の少
ない公共発注者では、第三者監理で定義される工事監理業務よりも、より幅広く工事監理
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業務の委託を行う必要がある。さらに公共工事では、管理能力の高いゼネコンから能力の
低いゼネコンまで、その幅は多岐に渡る。たとえば、工事監理体制は設計図書のありよう、
特に仕様書の性格にも強く関係しており、性能表示型の仕様書には自主監理確認型の工事
監理体制が、工法記述型の仕様書には指導監督型の工事監理体制がなじむ。
すなわち、いかなる工事監理体制を採用するかは、端的には、①建物用途・地域・規模、
②設計図書の正確（性能表示型と工法記述型を両端にいくつかの表記方法がある）、③施工
管理能力によって異なり、さらにそれらによって規定される工事監理体制を加えた４つの
要素の組み合わせによって採用すべき調達方式が異なる。

建物用途
地域・規模

設計図書

工事監理約款

施工管
理能力

採用すべき
調達方式

大

性能表示型

自主管理
確認型

高

工事一式
工事分離
設計施工

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↓

指導監督型

低

ターンキー

小

工法記述型

ＤＭ
ＰＭ／ＣＭ
ＭＣ

多様な建設プロジェクトに対する、多様な建設サービスの必要性

図 6-4

多様性を持つ工事監理

6.3.3. 工事監理業務の再構築
工事監理業務において問題となるのは、設計図書の完成度の問題もさることながら、工
事段階における設計業務の存在である。それは、工事監理者が設計内容を完全に把握でき
ていないこと、発注意図の確認が設計図書のみでしか実現されていないこと、また、設計
者と工事監理者の間に情報のギャップが存在することに起因する。さらには、設計意図の
伝達が一方向となっており、双方向となっていないことも要因のひとつである。
公共工事における工事監理については、国土交通省の工事監理に見られるように、第三
者の工事監理者を導入することで、工事の説明責任を高めることが求められている。さら
に、多くの公共工事において、説明責任への要求とともに、技術者の不足が深刻化してお
り、これまで発注者が自ら実施してきた工事監理者の立場から、発注者機能としての立場
が求められるようになってきている。
そこで、これらの課題を解決するために、次のようなことが実施されつつある。
①プロジェクトをマネジメントする者（プロジェクトマネジャー）の導入
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②発注者要求の明確化（ブリーフの導入）
③協調（パートナリング）の導入
これらの新たな動きにより、より効率的な公共工事の工事監理を実現するとともに、幅
広い工事監理の選択により、より良い建築プロジェクトとすることができる。

(1)プロジェクトをマネジメントする者（プロジェクトマネジャー）の導入
中間検査制度の導入など、建設をめぐる品質管理のあり方が議論になる今日、設計者、
施工者に代わる第三者の工事監理者を求める動きが明確になってきている。国土交通省に
おける第三者監理の導入や MR 方式注 4)、CM 方式注 5)などの検討は、この動きと無関係と
は言えない。しかし、工事の品質確保に加え、プロジェクト全体の効率性を高めるために
は、プロジェクト初期段階からプロジェクト統括者として、フェイズ毎に異なるプロジェ
クト参加者への発注者意図の伝達・実現を明確に実施することが必要である。
そのためには、企画段階から工事段階に至るプロジェクト全体の責任者、つまり「プロ
ジェクトをマネジメントする者」を明確化することが重要である。その責任の下に、建築
プロジェクトが実行され、説明責任を果たすこととなる。特に公共工事では、設計者や工
事監理者などを外部化し、これらの機能の切り分けが進めば進むほど、プロジェクト統括
者の存在が求められる。17)

(2)発注者要求の明確化（ブリーフの導入）
ブリーフィングは、発注者がプロジェクトへの要求や要望を伝達するプロセスであり、
ブリーフはそれらの要求をとりまとめた文書である。発注者ニーズを表明する責任は、当
然、発注者に帰属するものの、発注者ニーズの確定過程においては、建築の専門家である
設計者が発注者に協力して、発注者要求のとりまとめを行うものである。筆者ら 17)は、建
築プロジェクトにおける「顧客満足」のために期待されるマネジメントにおける「失敗」
として、次の点を指摘している。
『①目的／目標設定の失敗
②目的／目標に対する解決方法の設定・選択の失敗
③解決方法の実現（工事）の失敗
これに対し、
①発注者ニーズの等に引出し・明確化／フィージビリティの確認
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②発注者ニーズの明確化と呼応した設計クライテリアの明確化と設計アウトプットの
適合管理
③工事成果の目的適合性管理
が重要である。』
発注者要求の具現化された解決方法が工事発注のための設計図書であることを考えれば、
その解決方法の原点である設計段階における最終ブリーフが確立することで、発注者意図
を明確化し、設計意図を伝達する主体に関わる課題が解決される。
公共工事においては民間工事に比して、参加者の業務が細分化される傾向にある。その
ため、それぞれの意図の伝達を文書により実施することが重要である。発注者として、表
6-5 に示すように、工事段階におけるそれぞれのプロジェクト参加者の意図を文書によっ
て明示することが必要である。

表 6-5

書類と各参加者の意図の表明

①ブリーフ（書類）･･･「発注者」要求事項の伝達
②設計図書・仕様書･･･「設計者」の設計意図の伝達
③工事監理計画書

･･･「工事監理者」の重点監理事項の伝達

(3)協調（パートナリング）の導入
公共工事では民間工事に比べて分離されて発注される傾向にあるため、プロジェクトの
参加者が多岐にわたる。これまでは、それぞれの役割分担を明確にしてこなかったために、
工事監理を実施する場合においても、総合図や施工図を通じて各参加者の責任や役割を再
確認しながら進めてきた。しかしそれら業際のあいまいさが、昨今の品質の低下につなが
ってきている。そこで、個々のプロジェクト参加者が業際を超えて、協調しながらプロジ
ェクトを進める方が効率的である。発注者、設計者、工事監理者、施工者それぞれの役割
と権限を明確にしたうえで、日本の建設産業を模範としたといわれる欧米型の「パートナ
リング」の導入は、工事監理を効率的に実施するために、有用な手法のひとつである。
日本の伝統的建築プロジェクトでは、もともと多くの参加者がそれぞれの業際を補完し
ながら、プロジェクトの推進を図り、建築プロジェクトを完成させてきた。今後も、発注
者も含めて、各プロジェクト参加者の協調が実施されることで、より高い品質の建築プロ
ジェクトにすることができるものと考える。
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6.4. 発注者責任の拡大
政府が主導した発注者懇談会において、各省の土木関係業務を中心に 2013 年に「発注
者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」を設置し、
継続的に公共工事における発注者責任のあり方について、議論している。その中で、発注
者と受注者がそれぞれ工事等の品質確保に責任を持つ仕組みを構築・維持する責任がある
ことを指摘し、発注者責任のあり方について提言を行っている。同懇談会では、
「造る」か
ら「買う」への大きなシフトが生まれている。
コスト縮減のための工事発注前の整理、手続きの輻輳により、より企画段階における役
割が重視へされることとなった。また、発注者責任として、契約手続きのみならず、コス
ト低減の努力が求められるため、発注者としてのプロジェクト管理機能が強く求められる
こととなった。全体として、発注者責任が拡大する中で、プロジェクトマネジメント機能
を強化する必要に迫られることとなった。

6.4.1. 専門分化の弊害
設計系、監督系という機能別組織については、専門性が向上するというメリットがある
ものの、プロジェクト最適ではなく、組織最適な結果を生み出す。たとえば、設計者はで
きるだけ現場段階に決定を遅らせることで、最新の製品や仕様よりも複雑な納まりへ変更
しよとする。たとえば、郵政の標準詳細図では窓枠 25mm に指定しているにも関わらず、
20mm に変更するようなことが頻繁に発生し、請負者もこれら変更を許容できるように、
設計者を見て金額を調整するなどしていた。また、工事段階での図面の量が増加する傾向
にあったため、あらかじめ郵政の工事では、図面製作者の数を増やしておくなど、発注金
額の増加を招いていた。

6.4.2. プロジェクトマネジメント化
郵政の「工事監理業務の効率化に関する研究（1994）
（委員長：古阪秀三）」25)では、郵
政建築の課題として、6 つあげている。
①生産設計が十分に行われていない。
②監督員と設計者の協力がしにくい体制である。
③設計図書相互の調整不足とそれに伴う総合図依存から問題が発生している。
④意思決定のルールが明確でない。
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⑤プロジェクトの最高責任者が不在である。
⑥企画時のプログラミングが出来ていない。
そこで、短期的改善策として、
①監督員業務の整理
②総合図の扱いの明確化
③「指導監督型」と「自主監理確認型」の整理が必要
と指摘しており、
更に、プロジェクトごとの意思決定、判断のしくみを構築するための抜本的方策として、
①プロジェクト・マネジャー（プロジェクト・マネジャー）の設置
②プログラミングの実行と生産設計の位置づけ
③工事監理体制（組織）の改正
を提言している。
特に、プロジェクト特性に合致した組織構成を検討すべきとし、プロジェクトマネジメ
ント体制の構築が急務であることを指摘している。
これらの提言を踏まえ、郵政では 1996 年に専門組織からプロジェクトマネジメント組
織へと変化させるとともに、2004 年に企画段階から生産設計の概念を導入し、概略コスト
や施工性を検討するための生産計画マニュアルを整備し、プロジェクトマネジメントを建
築プロジェクト全般へ適用する体制を整えた。

6.4.3. 発注者責任の拡大（「造る」から「買う」）
国土交通省の発注者責任研究懇談会において、2001 年 3 月に、
「発注者責任を果たすた
めの具体的施策のあり方（第二次とりまとめ）」において、「発注者責任」として、公正さ
を確保しつつ良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達し提供する責任があることを指
摘し、「造る立場」から「買う立場」への変更を強く促した。
これは土木工事を中心とした委員会ではあるものの、郵政からも参加し、自ら造る立場
での役割から、市場で安く良いものを調達する機能を強化する契機となった。また、デザ
インに対する評価よりも、コスト縮減や競争性重視による工事費削減に主眼が移る契機と
もなった。

6.5. 建設市場構造の変化
完成工時全体に占める維持修繕工事比率が 1995 年の約 1 割から、2012 年の約 3 割と約
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3 倍にまで増加し、日本の建設市場全体を通して維持管理業務へ大きくシフトしている（参
照：国土交通省ホームページ「建設工事施工統計」
http://www.mlit.go.jp/statistics/details/kkoji_list.html）。
新築から維持修繕工事へのシフトは、①現場における使用者、利用者との調整業務の増
大、②デザインよりもコスト重視へシフト、③現場における設計変更の増大に伴う契約事
務の増加など、プロジェクトにおける調整業務が全体として増加した。
その結果、プロジェクトマネジメント機能を強化することが求められることとなった。

6.5.1. 郵政における業務の変化（維持管理業務が中心へ）
全体的な建設市場構造の変化以上に、郵政では 2003 年の公社化を契機に、減価償却費
用を削減し、企業利益を改善する目的で、新築工事を極端に絞るとともに、修繕工事につ
いてもどうしても修繕が必要な箇所だけを修繕するように工事実施方針を大幅に変えた。
その結果、年間 1、2 件の必要最小限の新築工事しか実施しなくなった。設備投資額の推
移においても、1999 年度以降、2007 年の民営化に伴うサイン変更等の突発工事が生じた
年を除き、設備投資額が減価償却額を下回る傾向が続いている。

1600
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図 6-5

郵政における設備投資額

6.5.2. 単純化・標準化
前報でも指摘したように、1990 年台前半までは、郵政省作成の設計基準、積算基準、仕
様書等に基づき、現場段階におけるものづくりへの関与を大きく残した形で建築プロジェ
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クトへの関与を行い、ものづくりプロセスに関与し続け、発注者としての所要の品質を確
保してきた。
しかし、2012 年に各省の営繕事務に関して、事務の効率化、コスト縮減、受注者の利便
性向上等を目的に、政府の副大臣会議により「基準類の統一化統一化の方向について」が
決定され、2013 年 3 月に、営繕工事における技術基準類及び工事書式類が「統一基準」
として定められたことから、郵政もこれに参加していたことから、共通仕様書へと変更し
たため、独自性が失われることとなった。
標準化が進み、設計者、監督員各位の工夫、創造の余地がより狭くなったと言える。
ただし、たとえば、共通化された部分は積算においては、工事費構成等の名称統一に留
まったため、歩掛り、査定率の設定等について、柔軟な対応が可能となっている。

参考：
小坂秀雄（1950（昭和 25）年）逓信建築の標準設計、日本建築学会研究報告第 6 号、
昭和 25 年春季研究会号、日本建築学会
２．標準化の可能性と必要性
（１）建築の種類が大体いくつかに限定されていること。それぞれの種類の間にも共通性
が多いので、比較的に標準化することが容易であること。
（２）取扱い工事量に対して、担当技術者の数が割合に少ないので、設計事務を簡素化し
て、より効率的ならしめる必要があること。
（３）単に設計事務に限らず、更に積算及び施工監督事務も設計を標準化することによっ
て、著しく有利となり簡素化すること。
（４）官庁建築の性質上、あまり個人的色彩の強い設計はきらい、客観性を欺き易いので、
普遍的であり又質的に高い標準設計を考える必要がある。
（５）逓信建築は、一つの事業上の建築であるので、その特異性を示す点からも、それら
の建築が大体統一された形式を持つ方がより効果的であること。

6.5.3. 設計者組織と監督員組織の統合
1970 年代の高度成長期には、建築プロジェクトの責任者が設計課、施工課、設備課に分
離されるとともに、大量発注に対応できるよう専門分化によって、建築プロジェクトを推
進する体制を構築した。郵政建築では、専門分化の進展に伴い、それ以前には設計者、監
督員の機能を明確に定義したうえで、設計者がプロジェクト・マネジャーとして機能する
ことが暗黙の了解事項になっていたが、専門分化により、設計者と監督員がそれぞれプロ
ジェクトを建築生産プロセスの進捗に応じて進めることとなり、専門性は向上したものの、
一貫したプロジェクト・マネジャーが不在になるという課題も残した。
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これを解決するため、1996 年に、設計課と施工課を組織的に統合し、仕様書や標準、川
上での企画を担う「建築企画課」と個別プロジェクトの設計や監督を実施する「建築業務
課」に整理された。この組織改正の背景には、設計課と施工課に分離して業務を行ってい
たものの、さいたま新都心庁舎等の超高層ビルや郵便処理のための大型施設等の開発、大
型リゾート開発など、より複雑なプロジェクトが増加したため、技術や生産、コストとい
った観点から業際を超えた総合的なエンジニアソリューション、つまりプロジェクトマネ
ジメント機能が求められたためである。
ただし、「設計課」と「施工課」を一体化する形で、「建築業務課」へ統合したため、監
督員と設計者との役割分担が重なり、意思決定の簡素化という面では利点があるものの、
それぞれの専門性が薄くなった。一方で、設計者や監督員という技術者としての判断から、
事業者、発注者としての発注者機能の判断が強化される結果となり、その後のマネジメン
ト組織へと改正となる一因ともなっている。
2003 年からは、公社化により、郵政事業庁から日本郵政公社へと組織が改正となり、以
降、民営化等を踏まえて、現在に至っている。公社化に伴い減価償却費用の削減のため、
投資を抑制したこともあり、それまであった新築工事が減少し、既存建物の維持改修、保
全、管財業務が中心的な組織となった。結果として外部化の推進と「発注者機能への特化」
が進むこととなった。

設計課、施工課の統合

設計＆施工分離（～1996年）

設計＆施工の統合（1996年～）

郵政大臣官房建築部

設計課

施工課

・建築設計
・標準設計

・監督、検査
・積算、施工計画

図 6-6

郵政大臣官房建築部

設備課
・設備設計
・設備監督
・設備積算

建築企画課

建築業務課

企画
・規準作成
・要領改訂
・標準設計

プロジェクト管理
・建築設計
・監督、検査
・積算、施工計画

設計者と監督員組織の統合（1996 年）
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設備課
・設備設計
・設備監督
・設備積算

6.6. 小括（まとめ）
以上の検討を踏まえ、次のことがわかった。
①WTO 導入等の建設市場の国際化により、曖昧なままで発注し工事段階で調整を行って
いた従来環境を大きく変え、設計図、仕様書に明確に記述すること、契約の厳密化、文
書による指示の明確化など、工事段階で確定する発注方法から、工事前段階に多くを確
定する方法へと変化した。その結果、工事段階における設計者の関与が減少することと
なり、契約手続き、川上段階での検討など、プロジェクト管理機能の担い手としての発
注者の役割が強く打ち出された。
②新築工事から維持管理工事へ建築プロジェクトの中心が変容する中で、利用者、使用者、
設計者、施工者間の調整業務が増大した。また、建設コスト縮減が国も含めて大きな課
題となり、一般競争入札による価格競争こそが重要で、デフレ傾向が続く経済環境から
も生じる建設コスト縮減は、時としてデザインよりもコスト縮減が優先されることとな
った。また、維持管理工事の増大は、現場変更、設計変更業務の増大を生み、契約関連
業務の増加を招いた。結果として、建築プロジェクト全般を管理運営する「プロジェク
トマネジメント機能の強化」につながることとなった。
③国の「造る」から「買う」立場への変更は、内部技術力よりも優れた民間の外部技術力
依存を促すとともに、どのような性能の建物を、どう機能させるために、何が欲しいか
と言った、企画段階における検討を重視する傾向を生み出した。また、施工者に依存し
ていた品質確保についても一定の発注者責任が問われる環境となり、これも先の現場よ
りも企画段階を重視するプロジェクトマネジメント機能の強化につながった。
④以上の、国際化、市場の変化、発注者責任の拡大は、建築プロジェクトにおける発注者
の役割の見直し、そして、建築プロジェクト全般のプロジェクトマネジメント機能の強
化につながり、インハウス技術者としても、設計にこだわる、監理にこだわるから、マ
ネジメントへこだわる時代へと大きく変容を果たしたのが、この時代の特徴である。
第三の変革点である「マネジメント」時代に焦点をあて、外部化が進み、プロジェクト
のステークホルダーが増加する中で、それらをきちんと「マネジメント」することが発注
者自身に求められることとなった。
これへの対応のため、郵政建築では、この発注者の役割を郵政建築で実現するために、
専門分化した技術集団を統合し、建築プロジェクトごとに一貫したマネジメント体制を組
織改正と共に構築した。その結果、発注者機能としての一貫性がマネジメントを通じて確
保したことがわかった。これにより、プロジェクトマネジメント業務を通じて、発注品質、
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設計品質、施工品質の一貫した発注者としての関与を行い、所用の品質を確保する結果に
つなげようとした。
しかし一方で、技術の専門性が低下し、マネジメントを担う人材の不足に直面すること
になる。これについては、次章以降で検討を加える。
現代の建築生産システムを見ると、高度化、複雑化する建築プロジェクトでは分業が進
み、設計者の責任、役割は限定的となってきている。そのため、従来、設計者が果たして
きた発注者の代理人としての機能も急速に失われつつある。発注者側も、発注者の代理人
としてプロジェクトマネジメント機能を担う存在が不明確なまま、発注者側のプログラミ
ングが実施され、プロジェクトの失敗につながる事例が生じている原因も、プロジェクト
マネジメント機能の不足からきているものと思われる。
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監理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法等を示した業務報酬基準である。本基準は、構造計算書偽装問題
（2005 年）を踏まえ、2006（平成 18）年 8 月に取りまとめられた社会資本整備審議会答申において、旧業務報
酬基準（昭和 1979（昭和 54）年建設省告示第 1206 号）の見直しが指摘され、これを受け、建築士事務所に対す
る実態調査等を行った上で、平成 21 年 1 月 7 日に新しい業務報酬基準（平成 21 年国土交通省告示第 15 号）が
定められた。
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注 2) ブリーフとは、英語の Brief を指し、英国建築家協会（ＲＩＢＡ）の RIBA Architect’s Job Book や BS7000-4 に
よれば、ブリーフとは、発注者が設計者に対して示した発注者要求を言い、プロジェクト進捗とともに、最終の
生産情報として設計図書が確立されるまで、ブリーフは詳細化、進展するとされている。
注 3) 設計ブリーフは、設計を実施するためのブリーフであり、設計の進捗とともにブリーフ自体が変化しながら、発
達する。最終ブリーフは、設計図書とともに完成された、設計段階における最終的なブリーフを指している。
注 4) MR（マネジャー）は、
「工事監理」という言葉ではなく、
「施工監理」として定義されているが、本論では、
「工
事監理」として統一した。
注 5) CM（コンストラクション・マネジメント）方式とは、「発注者の利益及び公共の利益にかなう建物を得るべく、
企画、設計、施工段階にわたる建築プロジェクトの管理運営、品質確保、プロジェクト管理を行うため、発注者
の代理人となるべく建設コンサルタントを雇い、建築プロジェクトの生産効率を上げる発注形態」をいう。一般
的には、分離発注を行い、コンストラクション・マネジャーが全体のマネジメントを行う。
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第四の変革点：「外部化・民営化」時代
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7. 第四の変革点：「外部化・民営化」時代
日本郵政グループは、2004 年に公社化、2007 年民営化し、日本郵政、郵便事業会社、
郵便局会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命に分社化され、その後、2010 年に、郵便事業会社
と郵便局会社が合併し、日本郵便となり、4 社体制が構築されている。日本郵政グループ
の総収益は、Fortune Global 500（2013 年版）1)において世界第 13 位に位置されている。

図 7-1

日本郵政グループ概要（経営指標等（2016 年度））

また、日本でも有数の不動産を所有している。図 7-2 は上場企業の発表ベースの土地建
物簿価の合計を示している。郵政グループの資産（土地建物）の大きさがわかる。

図 7-2

主たる上場企業の有形固定資産 2)
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表 7-1
会社別
日本郵政㈱

日本郵便㈱

㈱ゆうちょ銀行

㈱かんぽ生命保険

日本郵政グループ各社が保有する主要な施設数 3)
施設種別等
施設数
本社
逓信病院
かんぽの宿等宿泊施設
支社
郵便局
JP タワー等
本店・支店
事務センター
計算センター
支店
事務センター
計算センター

1
14
71
13
24525
3
234
11
2
79
5
2

7.1. 公社化・民営化による外部化及び発注者機能の分化
2003 年に、郵政事業庁から日本郵政公社へと組織が改正となり、以降、2007 年の郵政
民営化を踏まえて、現在に至っている。公社化に伴い減価償却費用の削減のため、投資を
抑制したこともあり、それまであった新築工事が減少し、現在は、改修工事が主な業務と
なった。そのため、郵政施設の維持、管理及び新築等を担当するための組織として日本郵
政公社ファシリティマネジメント部が新たに創設された。監督機能の一部を外部のマネジ
メント会社に委託するなど、外部との連携、外部とのパートナーシップを構築することで、
外部化により、業務の推進を図っていた。
民営・分社化したことで、建築組織と発注者組織が日本郵政と日本郵便等（施設別に発
注者が異なる。主に郵便局関連は日本郵便が発注者となる。）に分かれたため、建築組織で
ある日本郵政は、主に発注者代行業務を受注する機関としての位置付けが主たる業務とな
った。発注者代行業務とは、発注手続きを発注者に代わって実施するものの、契約権限は
発注者に残るため、プロダクトプロセス毎に、発注者の承認が必要となっている。郵便局
の場合は、発注者の機能は日本郵便になる。
そのため、仕様、コスト、修繕計画、改修等について、民営・分社化前は建築組織が決
定していたものから、発注者が建築組織の提案を受け、実施することとなり、発注者と受
注者に分離することとなった。
日本郵政の施設部として、技術の専門家集団として、一定の技術力の向上は図られたも
のの、発注者機能が分離されたことから、発注者としてプロジェクト管理機能をプロジェ
クト全般まで及ぼしていたのに対して、少なくとも契約変更等、発注者判断が必要な事項
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については、別会社の発注者側の判断となったため、プロジェクト管理機能の一部が分離
された形となった。
品質管理の面から、発注品質を作り込む組織と設計品質及び施工品質を管理、調整する
組織が異なることとなっただけでなく、一貫したプロジェクト管理機能もなくなったため、
発注品質、設計品質、施工品質の品質間の適合性確認業務及びマネジメント業務が増加す
ると共に、調整業務も増加し、それに伴い時間もかかることとなった。
グループ会社間のパートナーとしての役割を建築組織が発揮し、発注者責任及び権限に
ついても、パートナーとして一定の権限を付与することがプロジェクト運営管理の適正化
の面から、求められているところである。
監査部門
執行役社長

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部門
経営企画部門

経営会議
経理・財務部門

総務・人事部門
システム部門
不動産部門

不動産戦略部
不動産企画部
施設部

施設センター（７）

事務サービス部門
事業部門

図 7-3

施設部の位置づけ

7.2. 日本郵政㈱施設部の役割
日本郵政㈱施設部は、130 年に及び郵政省大臣官房建築部の流れを有しており、主に、
技術系職員を中心に、設計、監理、発注、管財等の業務を担ってきた歴史を持つ。
現在は、直接の発注者は各社に委ねられているものの、日本郵政グループにおける唯一
の建築集団として建築プロジェクトの発注代行として、以下の建築関連各種業務を実施し
ている。
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主な役割、組織構成等は以下のとおり。
・主な業務内容
【不動産マネジメント】⇒不動産売買、不動産賃貸借、不動産会計、不動産税務
【プロジェクトマネジメント】⇒建築企画、建築設計（意匠、構造、設備）、施工計画、
積算、工事監理、デューデリジェンス注 1)
【ファシリティマネジメント】⇒施設保全計画、施設情報管理、施設保守点検、施設
運行管理、ビル管理
・社員数
・有資格者

395 名（2011 年 10 月 1 日現在）
一級建築士 139 名、二級建築士 33 名、構造設計一級建築士 9 名、設備設計
一級建築士 7 名、設備士 31 名、宅地建物取引主任者 81 名

・全国に組織を有しており、本社施設部以外に、７施設センター（北海道、東北、首都圏、
中部、近畿、中四国、九州）で構成されている。
施設部の業務自体は幅広いように見えるが、その分、従来の設計、工事監理等への業務
を行っていたリソースを振り分ける必要が生じた。そのため、建築プロジェクトにかかる
業務のリソースが減少し、人員的にも時間的にも手薄となってしまった。一方で、JP タワ
ーに代表されるように不動産開発等のプロジェクトも増えているが、①不動産開発プロジ
ェクトの実現に時間がかかること、②大量発注される郵便局と異なり一時的なプロジェク
トが多いこと、③都市計画推進のために、施設部以外の設計者が選定される事例が多いこ
となどの理由により、施設部の業務に大きな影響を与えてはいない。
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図 7-4

民営化以降の契約事務フロー4)

155

7.3. 民営・分社化による郵政の発注者機能の異同
民営化前と民営化後で、大きく発注者と内部技術者の役割が変化していることから、そ
れぞれについて業務の流れを示す。後段では、民営化により、どのように建設業務が変化
したのか、その異同について論じることとしたい。
7.3.1. 民営化前の業務フロー
発注者機能が郵便と建築の両方が担う形で業務を実施していたことに特徴がある。郵政
省組織として、郵便局を利用する組織と郵便局を建設する組織が協力しながら、一体とな
って建築プロジェクトを推進してきたことがわかる。
組織的には、発注者としての郵務局と設計者・監督員としての大臣官房建築部に分かれ
ているものの、建築部でも郵便局を専門に建設してきた集団として、郵便局員の利用実態
や局員の動線、お客様の使いやすさなど、総合的に建築プロジェクトに関与してきたとこ
ろから、一方が発注で、一方が受注という関係ではなく、発注者と管理組織、技術組織が
融合して、建築プロジェクトの推進を図ってきた。
歴史的に、自ら設計や施工管理を実施してきたところから、いわゆる工事発注者として、
施工者の選定や工事監理など、プロジェクト全体における積極的な関与を行っていた。ま
た、制度的にも会計法に基づく支出負担行為担当官は、建築部長が担っていたため、施工
者から見れば、まさに発注者としての顔を建築部が有していたこととなる。

7.3.2. 民営化前の役割分担
上述の検討より、民営化前の次の役割分担が見いだされた。
①本省郵務局：郵便局の運営や管理を実施。建築部に対して、どの程度の規模の郵便局を
作ってほしいか、最初の要求を行う部署。通常、おおよその場所、規模（延床面積等）
と室面積表を示すことで、発注を行っている。
②大臣官房建築部設計課：郵務局からの要求に従い、設計を行う。企画設計、1/200 基本
設計、実施設計（計画通知図面、書類の作成を含む。）を行う。実施設計は一般的に、外
注する。外注先の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式で実施される。実施設計
委託は WTO 対象サービスではないため、工事発注と異なり、公告等の義務はない。郵
政における実施設計委託は、郵政の設計者が設計事務所の作成した実施設計図面をチェ
ックしながら、設計者の指導、調整のもと、実施設計図を作成していく。したがって、
実施設計委託を受託した設計事務所が基本設計図をもとに、勝手に実施設計図を仕上げ
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るような形とは根本的に異なる。検査については、検査職員が発令され、成果物として
の実施設計図の検査を行う。
③大臣官房建築部施工課：施工計画、積算、工事監理を実施。生産設計注 2)も担当している。
積算にあたっては、積算要領に基づき、数量拾いは基本的に外注し、値入れと呼ばれる
複合単価や市場単価の算出を行い、工事費全体額を算出している。
④大臣官房建築部管理課：予算管理、契約、近隣折衝、管財等を実施している。
⑤大臣官房建築部保全室：建物の維持修繕工事の発注、計画保全（修繕時期に来ている機
械や器具を集中的、計画的に改修するような方法）等の立案を実施している。

7.3.3. 民営化前の特徴
民営化前後における郵便局建設のための業務フローを示したのが図 7-5 及び図 7-6 であ
る。縦軸に建設プロセスを示し、横軸に担当部署（部局）を示したものである。民営化前
の郵政省の業務フローでは、以下の特徴が見出される。
①利用者としての郵務局がはじめに建築プロジェクトの規模等を決定すると、それ以降は、
建築部においてプロジェクトが意思決定され、進められるようになっていた。
②設計から工事発注、工事監理、検査、そして維持管理まで、一貫した体制で実施されて
いた。
③設計者の業務と監督員の業務が施工計画や工程計画等を通じて、設計段階から連携して
進められていた。
④予算要求や工事発注については、建築部の業務として実施されていた。
⑤維持管理計画やその実施にあたっても、建築部の予算の範囲内において、適宜、必要な
措置を実施することができた。
⑥計画段階において概算算出を行い、設計段階でもブロックプランや平面計画作成時点で
積算を行うなど、建築プロジェクトの予算管理がきちんと実施されていた。
⑦発注者機能として、建築部の役割が大きかった。

7.3.4. 民営化後の業務フロー
民営化後は、会社として分離したこともあり、契約書に基づく甲乙関係が明確にされた。
発注者が日本郵便㈱であり、建築プロジェクトの受託者が日本郵政㈱施設部となってい
る。
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この結果、相互協力により建築プロジェクトを推進する体制から、契約に基づく推進体
制へと大きく変化している。
実施設計委託については、プロポーザル方式により受託設計事務所を選定する。民営化
前に比べて、実施設計受託者への指導に時間をかけることが難しいこと、比較的、単純な
設計が多くなっていることから、実施設計事務所へお任せする度合が大きくなっている。
日本郵政㈱施設部が発注代行業務として、積算や発注手続きを実施するものの、契約当
事者は、日本郵便㈱となっており、施工者との契約も日本郵便㈱が承認し、締結している。
したがって、施工者から見た日本郵政㈱施設部の役割は、あくまで発注者との間に立つ
アドバイザー的な位置づけに見られることとなった。

7.3.5. 民営化後の特徴
図 7-6 は、民営化後の業務フローであるが、民営化前と比較すると、以下のような違い
が見られる。
①工事計画の選定及び策定、設計委託の発注、工事発注、工事費支払いなど、発注者機能
を日本郵便㈱が担い、従来の建築組織は設計業務、監督業務、契約業務を受託するなど、
発注者機能が郵便組織へと移管されている。
②設計も郵便からの設計委託を受けて、施設部（旧建築部）において設計され、その成果
物についても、郵便の確認が必要となるなど、発注者と設計者の機能分離が明確化して
いる。
③設計段階におけるコストや施工計画策定等の業務機会が減り、設計者と工事監理者の連
携が薄くなってきている。
④保守点検についても、郵便からの委託を受けて実施している。
⑤修繕についても、独自の予算調整により修繕を行うことがなくなり、あくまで発注者と
しての郵便からの依頼を受けて実施している

7.3.6. 民営化後の役割分担
上述の検討より、民営化後の次の役割分担が見いだされた。
①日本郵便管財室：日本郵便と日本郵政は別会社となっている。日本郵便の管財室は、会
社全体の施設改善や維持管理に責任を持つ部署である。日本郵便内部からの要求に従い、
施設整備全般を実施している。現在の発注者はだれかと問われれば、この日本郵便管財
室となる。担当役員名で工事発注公告を行い、契約を実施している。
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②日本郵政施設部：日本郵便から業務委託を受けることで、施設サービス全般を契約によ
り、提供している。施設部は、いわゆる郵政グループ内設計事務所の位置づけとなって
いる。新築郵便局の設計や工事監理については、日本郵便からの業務委託により実施し
ている。工事発注については、価格競争による一般競争入札が基本となっている。入札
契約手続きについては、日本郵便からの委託に基づき、日本郵政施設部が発注者代行と
して実施している。工事検査については、施設部の課長相当職から検査社員を発令し、
検査を実施している。
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国会等

本省
郵務局

本省
大臣官房建築部
設計課（設備課）

施工課（設備課）
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管理課

管理課

改善計画
面積調書

計
画
段
階

郵便局
改善要望

ﾌﾞﾛｯｸﾌﾟﾗﾝ作成
概算算出

予算案作成

予算概算要求

財務省
予算編成
国会
予算成立
財務省
予算配賦

設計者選定作業
地盤調査
1/500ﾌﾟﾗﾝ作成

施工計画調査

1/500設計会議
1/200基本作成
1/200設計会議

郵便局照会

1/100設計案作成
設
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段
階

1/100設計会議

施工計画作成

郵便局照会

1/100設計案決定

内部ﾚｲｱｳﾄ検討

近隣説明
実施設計委託

施工計画会議

設計課長審査
計画通知作成
入札用図書作成

概算書作成

入札手続き
入札

入札監視委員会

契約

工事着手
工
事
段
階

管理課
請負契約締結

工事監理
工事完成

管理課
工事費支払

財産引渡受
使
用
段
階

長期修繕計画
保守点検
修繕改修

図 7-5

郵政省【民営化前】時代の業務フロー
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国会等

日本郵便㈱

日本郵政㈱
施設部
設計担当

管財室

日本郵政㈱
積算担当
生産計画・工事監理

日本郵政㈱
施設部
契約担当

日本郵政㈱
施設部
契約担当

改善計画

郵便局
改善要望

工事要求
計
画
段
階

日本郵便㈱

施設整備計画作成
概算算出
予算案作成

実施計画作成
経営会議
取締役会

設計者選定作業
設計委託

地盤調査
1/200基本作成
1/200設計会議

郵便局照会

1/100設計案作成
1/100設計会議
設
計
段
階

施工計画作成

郵便局照会

1/100設計案決定

内部ﾚｲｱｳﾄ検討

近隣説明
実施設計委託

施工計画説明

部長説明
確認申請図書作成
入札用図書作成
工事契約代行依頼

入札手続き

工事契約締結

入札

工事監理委託
工
事
段
階

概算書作成

工事着手
工事監理

工事費支払い

工事完成

財産引渡受
使
用
段
階

長期修繕計画
保守点検
修繕改修

図 7-6

日本郵政㈱【民営化後】時代の業務フロー
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7.4. 民営・分社化による建設関係業務分担の異同
日本郵政では郵政グループとして、工事発注の選定は国時代の契約手続きに準じる形で
「物品及び不動産等契約規程」、
「不動産等契約手続き」、
「建設工事等契約事務マニュアル」
10)が作成されており、それにしたがって発注・契約手続きを実施している。なお、発注方

式の選定にあたって、設計施工分離発注方式と設計施工一括発注方式の選択は、プロジェ
クト特性に応じて、その都度、使い分けがなされている。設計施工分離発注方式における
具体的な手順は、まず基本として内部技術者により基本設計を行い、公募型プロポーザル
方式により実施設計委託者を選定し、実施設計及び確認申請用図面の作成を委託する。実
施設計図についても、郵政の基本設計担当社員が細かく指導を行いながら作り上げていく。
その後、作成された設計図書に基づき、発注図書を完成させる。建設工事の発注において
は、基本的に、一般競争入札（価格競争）により、業者を選定している。さらに、延床面
積数万㎡の大規模郵便局については、基本設計までを郵政の社員が実施するものの、実施
設計と工事については、まとめて設計施工発注方式により、工事発注を行っている。この
理由は、大規模郵便局の建設にあたっては、施工者の工事ノウハウの活用及び大スパン架
構技術等独自の技術力を発揮する部分が大きいため、施工技術ノウハウの活用と VE 効果
によるコスト削減を考慮して、設計施工一括発注方式を採用している。民営化後の契約方
式の選択は、国の時代と異なり、
「契約責任者は、契約の性質又は目的に応じて、会社にと
って最も有利な方法を決定するものとする。」と定めており、会社としての選択に委ねられ
ている。
日本郵政では、発注方式として①設計施工分離発注方式、②設計施工一括発注方式、を
プロジェクトの特性、発注環境に応じて使い分けている。また、契約方式としても、①一
般競争契約（最低価格落札方式、総合評価落札方式、企画競争方式）、②指名競争契約、③
随意契約（見積合わせ、オープンカウンター方式、企画コンペ方式）などが用意され、そ
の利用手続きも定められている。
日本郵政では、工事発注のための契約責任者が定められており、工事発注委員会で施工
者に求める工事経験や資格等を設定したうえで発注を行っている。そして、具体的なプロ
ジェクト関与者の資格等の設定にあたっては、発注代理の委任を受けた施設部において、
工事発注の原案、資格要件等を作成し、施設部の工事発注委員会（部内役職者において構
成）において検討し、了承されたものについて、発注公告案を作成し、発注者である郵政
グループ各社の契約責任者へ通知する。郵政グループ各社の契約責任者は再度、検討を行
い発注、契約方式を確定し、建築プロジェクトの発注・契約を行う。その際の第三者チェ
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ックの仕組みとして、社内のコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、監査委員会に
おいて、工事契約等の手続きをチェックすることとなっている。

7.4.1. 郵政における建設予算の扱い
ア

民営化前
郵政の予算計画では、郵便局一局毎に個別建物の要求をするものの、郵政の予算枠
が郵政特別会計において自主独立的に設定されていたため、建物群の中で予算の軽重
を変えることで、個々のプロジェクトの予算額とは別に、比較的自由に予算の切り替
えが可能となっていた。
したがって、設計変更や予備費の扱いなどにおいて、他の省庁と比較して、比較的
自由度が大きかった。

イ

民営化後
発注権限が施設部から各社（郵便、貯金、保険）へ移管されたため、プロジェクト
個別予算の縛りがきつくなっている。従って、予算の組み替え等も施設部単独の判断
では実施できず、各社と調整のうえ、個別プロジェクトの予算の組み替えを行う。
個別予算において、建設費上昇等の理由により予算オーバーが予測される場合は、
発注権限を持つ各社において、再度、決済、又は経営会議（役員会を含む）における
承認が必要となっているため、民営化前に比較して、予算上の制約は大きくなってい
る。

7.4.2. 設計変更処理
ア

民営化前
郵政における設計変更処理については、発注者側の要求による設計変更と施工者側の
設計条件変更による設計変更がある。工事請負契約書第 19 条において、甲は 18 条 4 項
の規定によるほか、必要があると認めて工事内容を変更する場合には、設計図書を変更
することができる。この場合において、発注者は必要があると認められるときは工期、
若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。原則として、請負代金額などを変更して契約することを「設計変更契約」
と呼んでいる。
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なお、工事内容の変更とは、建築物の規模、構造、設備、仕様などの変更のほか、地中
障害物の発見などによる土工事、地業工事の内容の変更なども含まれる。請負者は、工
事全体を把握の上、設計変更および追加工事の要、不要を早期に検討し、適切に処理で
きるようにその内容、工事費および工期に対する影響などについて監督職員と打合せる
ことが求められている。
設計変更は、大きく次の３つに分類されている。
①

打合せ記録処理
変更内容が軽微で設計変更に至らない事項は、監督職員と協議の上、打合せ記録
を作成して監督職員に提出する。設計変更に至らない事項とは、以下のとおり。
ア請負代金額の変更を伴わないで設計図書を変更する行為
イ発注者、請負者が著しく損害を被るおそれのないもの
ウ品質管理活動の一環として請負者が自発的にその費用を負担して設計図
書を変更する行為

②

無償変更
仮設計画で指定仮設となっているような、たとえば在来工法から PC 化工法へ
の変更など、施工方法等の変更に際して、監督職員と協議の上、請負代金額の変
更を伴わない形であるが、打合せ記録処理とするには、比較的大きな変更を伴う
ものについて、施工課長決裁で、変更を行うもの。

③

設計変更
金額や工期の変更を伴い、請負契約を変更するもの。

イ

民営化後
設計変更については、民営化前のような厳密な区分がなく、設計変更に該当するか・
該当しないかの 2 者択一となっている。
具体的には、工事監理・検査マニュアルにおいて、以下のように定めている。
設計内容の変更：
・設計図書の内容の不一致、疑義及び細部の取り合いにより設計内容の変更が必
要となった場合もしくは発注者から設計内容の変更要求があった場合で、発注者
の事業上重大な影響を与えるもの及び工事金額の変更が必要なものにあたっては、
事前に発注者の承認を得る。
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・上記に至らない設計図書の変更にあたっては、施工者に変更の指示を行うとと
もに、変更記録をとりまとめ、完成時に発注者に報告する。
更に、工事監理のマニュアルとして作成された「工事監理ノート」8)において、以下の
ように定めている。
設計変更：
・業務の区分（監督社員と監理補助者の業務区分）
監督社員の業務
・監理補助者から報告された変更案について、早急に検討
・設計変更の判断（契約変更の必要性について検討⇒発注者との調整）
・設計変更の手続き
監理補助者の業務
・提出書類の内容確認
・変更に関する図面、数量等を確認し、結果を監督社員へ報告
・業務の内容
設計図書の内容変更が生じる場合は速やかに監督社員に報告する。
監督社員は、契約変更が伴うかどうかの検討を早急に行う。

7.4.3. 民営・分社化による異同
民営・分社化後は、一貫した発注者の意思決定が行われなくなり、発注者要求の整理か
ら始まるなど、発注品質、設計品質、施工品質、それぞれの調整が必要となり、図 2-1 で
示した建築プロダクトプロセスにおける「適合性確認業務」及び「マネジメント業務」が
増大することとなった。
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事例：JP タワー（KITTE）に見る発注者機能
建物概要：事務所、店舗、集会場、展示場、駐車場
事業者：日本郵政㈱、日本郵便㈱、東日本旅客鉄道㈱、三菱地所㈱
設計：三菱地所設計
郵便局内装設計：日本郵政㈱施設部
建物規模：地下 4 階、地上 38 階、
搭屋 3 階
敷地面積：11,633 ㎡
延床面積：212,043 ㎡
竣工：2012 年 5 月
特徴：以下、発注者、事業者の立場
で、旧東京中央郵便局建替え工事が
どう進められたのかについて、検討
を加える。
・当初の企画から、歴史的建造物で
ある吉田鉄郎設計の旧東京中央郵便
局については、一定規模の建て替え
が必要との認識を発注者が持ってい
た。
・それに基づき、学識経験者で構成された東京中央郵便局歴史検討委員会により、2008
年 6 月に「東京中央郵便局歴史検討委員会報告書」において、「日本における近代初期モ
ダニズムを代表する建築であり、建築家・吉田鉄郎の設計思想が、全体から部分に至るま
で貫かれている建築として価値がある」とされた。
・そこで発注者として、歴史的価値を可能な限り継承するとともに、開発との整合性を考
慮した結果、東京駅前広場に面し、記念性を表現した 5 層の北面、北東面の奥行 2 スパン
を保存することで、土地の高度利用と両立する案とした。
・その後、2009 年に、当時の鳩山総務大臣から更なる保存要望があり、東面についても保
存範囲を拡大し、要望に対応した。
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・JP タワーの建築プロジ
ェクトでは、発注者とし
て、当初から旧東京中央
郵便局の保存がプロジェ
クトの重要な位置づけと
なることが想定されてい
たことから、設計者の選
定にあたっては、保存再
生の実績があり、かつ、
事業上の成功のため、最
新の超高層賃貸ビルのノ
ウハウを持つ設計事務所から選定された。
・日本郵政㈱施設部では、工事監理、積算等の技術支援を依頼するとともに、郵便局の設
計も実施している。
・JP タワーは、初めて意図的に郵政建築の発注者としての関与を行った事例と言えよう。
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事例：物流施設（川崎東郵便局）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------郵政グループの最新の物流施設事例「新川崎プロジェクト（現「川崎東郵便局」）」を事
例として取り上げ、発注者（日本郵便㈱）と設計者等（日本郵政㈱）の関与の関係を示す。
敷地概要：
所在地
敷地面積
用途地域
建蔽率
容積率
建物概要：
構造・規模
用途
最高高さ
建築面積
延床面積
駐車台数

神奈川県川崎市川崎区
２１，４４４㎡
商業地域
８０％
４００％

鉄骨造（耐火建築）・地上 6 階建て
物流センター
２９．２ｍ
１４，７０５㎡
５５，４８１㎡
大型車 35 台、普通車 296 台、二輪車
53 台

図 7-7

新川崎プロジェクト概要（パース）
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発注方式の特徴
・ 基本設計発注（基本設計図をもとに、発注）
・ BQ 書注 3)に基づく工事価格の算定
・ 契約後 VE 注 4)採用プロジェクト（施工者からのコスト削減提案を受け入れる方式）
・ 基本設計及び実施設計は、日本郵政㈱施設部で実施
・ 建築工事、電気工事、機械工事すべてを包含して発注（いわゆる「一式工事」）
発注者
受託者
究所）
施工者

日本郵便㈱
日本郵政㈱施設部⇒再委託
Z組

実施設計（N 建築設計）、工事監理補助業務（T 研

東京支社

【建築プロジェクト推進体制】
本プロジェクトにおける発注者は、「日本郵便㈱オペレーション部」となっている。（な
お、図１２に示した日本郵便㈱管財室は、このプロジェクトの完成後設置されている。）日
本郵便から委託を受けた、日本郵政グループ唯一の設計事務所である「日本郵政㈱施設部」
が受託し、設計、発注代行、並びに工事監理を実施し、完成建物の検査を行ったうえで、
日本郵便㈱へ引き渡しを行っている。
日本郵政㈱施設部から、さらに実施設計及び工事監理補助業務を再委託している。これ
らの委託契約は再委託であるため、日本郵政㈱施設部から発注し、契約を実施している。
工事については、選定や手続き等については、発注代行としての日本郵政㈱が実施して
いるが、契約責任者（契約書における「甲」）は、日本郵便㈱となっている。

図 7-8

建築プロジェクト全体組織
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日本郵便（㈱）
新川崎支店（仮称）新築工事
現場管理体制

日本郵政㈱一級建築士事務所

【工事監理補助業務】
T研究所

【監督受託のフォロー】
日本郵政㈱一級建築士事務所

【請負者】
Z組東京支店
支店長

営業統括部

建築部

資材部
建築工務部
安全管理部

経理部

建築部

設備課

新川崎支店（仮称）新築工事作業所
現場代理人
作業所長
事務担当
副所長

監理技術者

設備担当

工事担当

図面担当

製作図チェック

品質記録補助

図 7-9

建築プロジェクト推進体制（工事発注後）

日本郵便㈱（発注者）から、予算を含む計画案策定推進のために、基本構想及び基本計
画を日本郵政㈱施設部が受託。その後、日本郵便㈱（発注者）経営会議において、事業実
施計画が承認されたことから、建築プロジェクト業務として、正式に日本郵政㈱施設部が
2011 年 7 月業務依頼を受託。
その後、基本設計完了後、工事を発注した。
170

工事発注を基本設計完了時点で発注した理由は、以下のとおり。
・ プロジェクトを早期に完成する必要があること。
・ 支持地盤が地下５０ｍ以深となっているため、施工者提案による特許工法等の採
用が見込まれたこと。
建築プロジェクトの推進体制としては、日本郵政㈱に主任監督員、建築・電気・機械担
当が「監督社員」
として配置され、それを補助する形で、工事監理補助業務受託者が現場に常駐し、工事監
理補助業務を実施する。
工事現場の体制は、図に示すとおり、約 18 名程度の配置により、Z 組が工事を実施し、
2013 年 4 月に完成した。
【本プロジェクトの流れ】
本プロジェクトのフェイズは、大きく①基本構想・基本計画、②基本設計、③工事発注、
④実施設計、⑤工事（工事監理を含む）、⑥完成に分けることができる。
それぞれにフェイズにおいて、各参加者が何を実施してきたのかを流れに沿って見てみ
る。
Phase1：基本構想・基本計画
日本郵便㈱オペレーション本部において、国際物流及び川崎市内の郵便物の拠点施設を
探していたところ、川崎市より敷地の紹介があった。当該敷地を前提に、日本郵政㈱施設
部（１級建築士事務所）に対して、どの程度の規模の施設建設に、どれくらいの金額が必
要とされるのか、検討依頼があった。
そこで、施設部において、敷地調査、最大建築可能な建物規模、概算等の算出を事前調
査の一環として実施。
本敷地が埋立地に所在することから、基礎工事における「杭工事」や湾岸地域に存する
ため震災後の求めが大きい津波対策等の措置に対して、建築的対応が可能なのか、その金
額がおおよそどれくらいかかるのか算出し、オペレーション本部へ回答した。
オペレーション本部は、それをベースに、社内の経営会議、取締役会に諮る資料とし、
構造規模、予算額、工事スケジュール等について、会社としての実行に関する意思決定を
行った。
Phase2：基本設計
本プロジェクトにおいては、早期の利用をめざし、最短で竣工できるようなスケジュー
ルを当初から設定した。基本設計に先立ち、基本計画段階において各種規制等についての
事前調査及び調査がほぼ済んでいることから、基本設計期間をわずか 1 カ月強で終了する
ことができた。オペレーション本部から基本設計業務委託を受託し、施設部において、基
本設計図書及び積算書（概算調書（価格情報）を含む）を作成した。設計責任は、日本郵
政㈱施設部にある。設計者のほか、１級構造建築士、工事監理者についても、郵政の社員
となっている。
実施設計に係る設計事務所を選定する手続き（実施設計事務所選定）も並行して進めた。
Phase3：工事発注
工事発注は WTO 調達協定に基づく金額以上の発注となるため、入札公告を官報掲載し、
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一般競争入札（価格競争のみ、ただし契約後 VE 提案を受ける方式）により、発注を行っ
た。請負業者は、基本設計図書及び BQ 書（数量調書）に基づき、入札価格を決定し、入
札に参加した。結果として、最低価格を提示した「Z 組」が請負業者として選定された。
Phase4：実施設計
実施設計については、外部の建築士事務所（N 建築設計）を公募プロポーザルにより選
定した。実施設計事務所は、基本設計を設計した施設部の指導、監督により、実施設計を
行う。また、今回は工事業者からも VE 提案等を受け入れることとしているため、施設部
社員、実施設計事務所、建築請負業者の３者の協力により、実施設計を作成した。
実施設計業務には、建築確認用図書の作成も含まれており、施設部とともに、特定行政
庁の建築確認を受けるため、特定行政庁と調整を行った。
Phase5：工事（工事監理を含む）
実施設計に基づき、建築請負業者と金額の変更等の調整を実施した。ただし、実施設計
期間中に、使い方の変更に伴う冷蔵室の臓室等があったため、発注者側からの設計仕様の
変更もあった。しかし、この調整については、請負業者側から、仕様変更となった時点で
入札時に提示された単価を破棄し、新規価格で設計変更を要求したため、金額の確定に想
定以上に時間がかかることとなった。
工事については、杭工事があったため、施設部から要求のあった施工図や躯体図、総合
図といった図面の作成時間も確保することができた。
図面については、これ以外にもメーカー作成図などもあり、施設部が承認すべき図面は
多岐にわたる。
工事自体は、円滑に進めることができ、想定していたスケジュール通りに竣工すること
ができた。
Phase6：完成
2 か月前に受電を行い、請負業者の社内検査、施設部の検査後、検査で指摘された事項
を改良することで、工事期間内に完成することができた。施設部は完成した建物を郵便の
オペレーション本部へ引き渡し、プロジェクトとしては終了した。
【考察】
①発注者機能と設計者機能が、日本郵便㈱と日本郵政㈱に分かれたため、発注者側の日本
郵便㈱から日本郵政㈱に設計委託を実施している。また、更に、実施設計業務、工事監理
業務を再委託している。確実に外注化が拡大している。
②発注者としての意思決定が日本郵政㈱施設部では行えないため、設計者、工事監理者に
委ねられる発注者権限が契約変更等まで踏みこめず、限定的になっている。
③設計者がエネルギーをかけて設計してきた従来の建築プロジェクトと異なり、シンプル
な設計となっており、「設計へのこだわり」が殆ど見られない。
④結果として、従来施設部が有していた発注者機能が分離されたため、施設部における機
能が発注者代行業務となっており、一貫した発注者の役割を担う者が不在となった。
⑤それゆえ、発注者機能をきちんと発揮することができなくなった。
以上
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7.5. 民営・分社化の影響
民営化によって建築プロジェクトの発注者機能が分離されたため、それに伴う情報共有
の課題、調整の仕組み、品質確保等について、次のような課題が生じることとなった。
(1)

発注者機能と設計者機能の分離による発注者責任への影響
明治時代以来、郵政建築においては、設計者自らが発注者機能を担い、郵便局と言
う極めて地方色が強く地域のステークホルダーが多岐にわたる建築プロジェクトにお
いて、建物の品質管理、コスト管理、建築と社会の良き関係構築等が的確に実施され
てきた。しかし、発注者機能と設計者機能の分離は、発注者としての役割を改めて認
識させることとなったものの、情報共有の一元管理が失われたため、発注者と設計者
のギャップが生じ、設計者のみで発注者機能をカバーすることができなくなった。そ
のため、設計者が担ってきた発注者としての社会的な責任等への意識が薄れることと
なった。

(2)

発注者から見た外部化の促進に伴う片務要素の増大
民営化以降、発注者と受託者と言う関係を構築したために、本来、発注者機能と設
計者機能はフラットな構成であったものが、発注者と受託者という上下関係、立場の
上としての発注者という意識が高まったため、工期、コスト等について、相当、無理
な要求を行うなど発注者側の片務的要素の拡大につながってしまった。

(3)

品質確保の仕組みの異同
郵政建築では、発注者機能と設計者機能を設計者が兼ねることにより、設計品質に
ついて発注者要求との適合性確認業務を行う必要がなかったが、発注者機能が分離さ
れた結果、改めて、発注者要求を設計品質へ落とし込む必要が生じた。その発注者要
求と設計の適合性確認業務が重要性を増した結果、すべての発注者要求を満足させる
ように設計を実施することとなったため、設計が発注者要求にすり寄りすぎ、本来の
建築プロジェクトにおける設計品質が低下する結果となった。たとえば、発注者から
のコスト削減要求は、設計者がコスト面の強い発注者要求にしたがった結果、明らか
にデザイン性を低下させている。たとえば、色彩計画については、設計者の自由度が
大きい分野であったものが、発注者側の要求により、色彩計画さえも自由度がなくな
るなど、発注者機能の強化が設計品質の低下として表れてしまった。
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(4)

建築プロジェクト「買い取り」への大きなシフト
各社に分離された発注者機能は、当然ながら、発注者としての設計者選定、施工者
選定の自由度も高まる結果となった。そのため、発注者としては、建築プロジェクト
の供給者としてより信頼性が高く、高い品質を提供できる郵政グループ以外のサプラ
イヤーから選定する傾向が強くなった。郵政グループ以外のファシリティマネジメン
ト会社に設計を委託する関連会社が出てきたり、パートナリング契約的に、一定規模
の修繕工事について、あらかじめ決まったゼネコンと契約することで安定的な品質を
確保すると共に、緊急の対応も依頼したりするなど、新たな調達方法が実施されてい
る。
結果として、各社の発注者は市場で良いものを「買い取り」への大きなシフトが生
じることとなった。

7.6. 民営化の課題
発注者と設計者機能の分離により、民営化の影響に伴う課題が発生している。
これらの課題について、以下にまとめる。
(1)

コスト・工期等への片務的な発注者要求の強まり
設計者も含めた発注者としての一元的なプロジェクト管理においては、適正なコス
ト、適正な工期を確保するための努力が容易になされる環境を構築していた。それに
対して、外部化・民営化が進んだ結果、発注者として独立したため、当然ながら、コ
スト削減、工期短縮への要求は大きくなるとともに、発注者としての役割が片務的に
強いものになっている。

(2)

グループ内依存から更なる外部化の促進
受託者としての設計者への発注は、グループ内の発注者から見れば、施設部への委
託は単なる設計事務所への委託と同じであり、グループ内と言う縛りがなければ、よ
り発注者要求を聞いてもらえる設計事務所へ委託することを考える。そうなると、更
なる外部化が進み、本来、発注者と設計者のパートナー関係により、一定の品質を確
保していく機能を維持し活用できるものが、外部化により阻害されるなどの課題を生
じている。実際、一部の郵政グループの会社では、施設部以外のゼネコンに設計施工
で修繕を依頼するなど、発注者の関与、手間を減らす調達方式を選定し発注している。
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(3)

発注者も含めた PDCA サイクルの欠落による発注者機能改善への阻害
本来、発注者側で構築すべきプログラミング機能、発注者要件のとりまとめ等の作
業があるはず。いわゆる企画段階における発注者要求取りまとめのための作業、プロ
ジェクト進捗に伴う意思決定等、発注者の役割は大きい。
それにも拘わらず、発注者機能と設計者機能の分離に伴い、建築プロジェクトの経
験の積み重ねと共に、PDCA サイクルをまわすことで、発注者機能が向上すべきであ
るが、PDCA サイクルから外れたために、発注者機能の修正、改善の機会が得られず、
発注者機能の向上につながっていない。むしろ、片務的な要求の増加に見られるよう
に、発注者機能の低下につながっている。

(4)

建築プロジェクト全体を俯瞰した発想の欠如
発注者機能と設計者機能の切り分けは、郵政の発注者として、それまで全体をマネ
ジメントしようとしていた形を壊し分断する形となった。それゆえ、建築プロジェク
ト全般を考えた最適解よりも、たとえば、初期投資コスト削減に優先順位がいくよう
になり、ライフサイクルコストを考えなくなるなどの弊害が生じている。発注者とし
ての建築プロジェクト全体を俯瞰する姿勢が薄くなっていることに課題がある。
また、建築プロジェクトは環境、景観等社会における影響が大きいが、これら地域
への配慮といった観点への低下も見られることとなった。

(5)

発注者も含めたプロジェクトマネジメント機能の不在
以上を踏まえて、大きな課題は発注者機能の低下に伴い、設計者機能は維持されて
いるものの、郵政建築の特徴であった設計者が発注者の役割を含め、プロジェクト全
体をマネジメントし、メリハリの効いた投資を行うことができなくなるとともに、全
体を俯瞰する者の存在がなくなったことに課題が大きい。結果として、発注者も設計
者もプロジェクトマネジメント機能を担うことなく建築プロジェクトが進められるこ
ととなり、部分最適化し、全体最適化が図られていない等の課題が生じている。

7.7. 小括（まとめ）
外部化・民営化により、発注者機能と設計者機能の組織的な分離が生じた。その結果、
設計者に比して、発注者の役割が増大したことで、建築プロジェクトにおける発注者の関
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与度合いも増加した。それゆえ、各社の発注者としてのコスト縮減、工期短縮等の発注者
要求が強くなると共に、本来設計者の役割である領域まで関与することとなり、結果とし
て、建物品質の劣化につながることとなった。
また、発注者が調達の主導権をにぎったことにより、グループ内の受委託関係を超えて、
グループ外の建設供給者、設計者、施工者から選定するフリーハンドを獲得したため、良
い技術を持つ会社、良いものをそのまま建設市場から「買い取り」の傾向を強めることが
あたりまえの選択となった。
第四の変革点である「外部化・民営化」では、民営化により組織が発注者機能と設計者
機能に分かれた結果、かろうじてマネジメント体制で保っていた発注者としての設計、施
工への関与が薄くなり、建築プロジェクトを繰り返し発注する発注者として、工事契約を
行うことが主たる役割となったことがわかった。
一方で、設計者が発注者機能も包含していた時代に見られた、建築の社会的な影響を考
慮した設計等もあまり見られなくなり、設計品質の低下につながっている。また、設計者
が担っていたプロジェクト全体を俯瞰的に見るプロジェクトマネジメント機能があいまい
となったため、社会的価値としての建築のあり方、ライフサイクルにおける建築のあり方
が不明確となり、結果として、建築の品質低下の要因になっている。
今後も、市場からの「買い取り」傾向はさらに強まることが予想されるが、建築プロジ
ェクトの特性である発注者要求と設計情報、生産物としての建築のそれぞれが調整するこ
とで個々の建築プロジェクトが成立する特性を鑑み、建築プロジェクトにおける発注者と
しての責任範囲について、郵政建築においても、より明確にする必要が生じているものと
思われる。
本来、公共的色彩が強い郵便局建設において、一定の経済性を担保しながらも、建築の
持つ公益性、公共性、社会性（社会とのかかわり）を認識したうえで、建築プロジェクト
の推進が行われることが、より一層求められるところである。
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注 1) デューデリジェンスとは、不動産の市場価値を明らかにするために、建物の現況調査や耐震状況、劣化状況等を
調べたエンジニアリングレポートを作成するなどして、市場価値を推定することを言う。
注 2) 郵政においては、日本郵政公社時代に生産計画マニュアル(2004)が作成されており、企画から工事発注までの各
段階において、施工計画面からコスト及び工期を算定し、適切な土地の選定、設計計画の策定などに資すること
としている。
注 3) BQ 書とは、Bills of Quantity で、数量算出書を言う。
注 4) 契約後 VE とは、発注図書で契約した後、施工者提案によりコスト削減の VE（Value

Engineering）提案がさ

れた場合、その削減額の半額を設計者と施工者でシェアーする形で設計変更する方法を言う。
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第8章

結論
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8. 結論（総括：建築プロジェクトにおける発注者の役割）
本研究は、これまで注目されることのなかった建築プロジェクトの発注者に焦点をあて、
数多くの建築プロジェクトに発注者として長らく関わり続けた「郵政建築」を題材に、郵
政建築における発注者の役割の変化を分析することで、建築プロジェクトにおける発注者
の役割を明らかにすることを目的としている。
郵政建築における発注者の役割について、明治以降の「設計者主導の時代」から始まり、
「専門分化の時代」、
「マネジメントの時代」、官から民への「外部化・民営化の時代」へと、
社会環境の変化に応じて、時代ごとに大きく発注者の役割が変化している実態について分
析を行った。
本研究を通じて郵政建築における発注者の役割の変化として、以下のことを見出すこと
ができた。
(1)発注品質、設計品質、施工品質を確保するために、プロダクトプロセスにおける発注者
の関与が必要である。
第 2 章では、発注品質、設計品質、施工品質を定義したうえで、発注者要求に基づく品
質を確保するためには、「マネジメント業務」に加えて、「適合性確認業務」が適切に実施
される必要があることを明らかにしている。
特 に、長期にわたる建築プロジェクトの場合においては、発注者要求に基づく発注品質
の修正が生じる。この修正された発注品質を、円滑に設計品質、施工品質へと展開するた
めには、両業務（「マネジメント業務」と「適合性確認業務」）が重要な役割を果たしてい
ることがわかった。
さらに、発注者の要求は多様であり、生産物である建築プロダクトを作るためには、常
に、発注者要求との照合が必要となる。そのため、建築プロジェクトの品質を確定するた
めには、社会的動向を踏まえたプロダクトプロセスにおける発注者又は発注者支援者（た
とえば、プロジェクト・マネジャーやコンストラクション・マネジャー等を指す）による
一定の関与が必要であることもわかった。
そのため、建築プロジェクトにおける品質確定のためには、発注者の意思決定、発注者
の判断が重要な役割を担っていることがわかった。

(2)郵政建築の建築生産システムは、大きく 4 つの時代に分類できる。郵政建築における発
注者の役割も時代の変化に応じて変容している。
第 3 章では、郵政建築における発注者の役割の大きな時代の区切りを見出すために、技
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術が確立していない明治時代から、1970 年代の高度成長、1990 年代の国際化、2000 年代
以降の郵政民営化等における組織、予算、建築プロジェクト参加者の役割等について分析
を行っている。
その結果、次のような変革点を見出すことができた。
①1886 年～1970 年代の設計に拘る「設計者主導」の時代
②1970 年代～1990 年代の監理に拘る「専門分化」の時代
③1990 年代～2003 年までのマネジメントに拘る「マネジメント化」の時代
④2003 年～現在までの「外部化・民営化」の時代

Ⅰ期
（1880年代
～1970年代）

Ⅱ期
（1970年代
～1990年代）

Ⅲ期
（1990年代
～2000年代）

Ⅳ期
（2000年代
～現在）

郵政公社化(2003)
公共工事のコスト縮減(2003)
WTO政府調達協定(1995)
公共工事の品質確保(2005)
公共工事請負契約約款(1975)
郵政民営化(2007)
ISO9000導入(2000)
建設業法制定(1974)

社会一般

ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部(2007)

組織

二省分割(1949)

施設部組織改正(1996)

組織の変容

ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部門(2003)

発注者機能

マネジメントに拘る 発注者の変容

監督員機能
設計者機能

監理に拘る

監督員の変容

設計に拘る

【設計者主導】
図 8-1

設計者の変容

【専門分化】

【ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ化】 【外部化・民営化】

郵政建築の変容と社会のできごと

組織、発注者、監督員、設計者のそれぞれの機能の変容について、設計者主導時代、専
門分化時代、マネジメント化時代、外部化・民営化時代に対して、当時の建築を取り巻く
社会の動きと並べて示したのが図 8-1 である。これらの変革点の間を、「設計にこだわる」
→「監理にこだわる」→「マネジメントにこだわる」→「買い取り」という形で郵政建築
の建築生産システムが変容すると共に、発注者の役割も変化していたことがわかった。
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ここで、次のような「変革点」の契機となる事象も見出すことができた。
①「設計者主導」から「専門分化」へと移行する契機となった公共建設工事請負契約約款
の双務契約への改正、それを踏まえた設計者と監督員業務の体制を大きく改訂（非常駐（臨
機）化）等
②「専門分化」から「マネジメント化」へ移行する契機となった WTO 協定の発効、ISO
導入の動き等により、外部技術力の導入を促進し、企画段階へ組織改正等
③「マネジメント化」から「外部化・民営化」へと移行する契機となった郵政を対象とし
た国から公社化、民営化への大きな組織改正等
発注者要求のひとつとしてプロジェクト品質の確保があるが、その方法は、明治期の郵
政建築のように発注者自らすべてのプロセスに関与することで品質を確保する方法から、
民営化以降の郵政建築に見られるように、発注者としての機能を分離する形で、外部依存
を強める方式までその選択肢は広い。
発注者として、どのような選択を行うかは、その時代における建築産業を取り巻く環境
を踏まえて決定されるべきである。

(3)明治以降の発注者機能を代替する形での「設計者主導」は、当時の環境を踏まえれば、
最善の選択であった。また、設計者が建築プロダクトプロセスのすべてのフェイズに関与
することで、発注者としての一貫したマネジメントが実現されていた。
第 4 章では、第 3 章でわかった時代区分のうち、第一の変革点に該当する「設計者主導」
時代について、詳細に分析したものである。なぜ、発注者が設計者に委ねる選択をしたの
かについて、明らかにしている。
郵政建築における設計者主導は、当時の施工者の技術力がまだ育たない中で、発注者側
に当時の建築技術、設計に関する最新のノウハウを持った技術者（主には、工部大学校卒
業生等）を設計者として雇用することで、設計に留まらず、自社雇用した設計者自らが、
土地購入、企画、設計、工事まで、建築プロジェクト全般の統括者として関与する体制を
選択した。これは、発注者としての逓信省が発注者機能を設計者にすべて委ねていたこと
がわかった。
当時の環境を踏まえれば、発注者として、通信・郵便を所管する最先端の施設を全国く
まなく短期間に整備するうえでの最善の選択であることがわかった。
また、設計者が発注者の役割を担うことで、容易に発注品質と設計品質の合致が図られ、
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建築プロダクトプロセスにおける発注者、設計者間の情報のギャップがなくなり、一貫し
た品質確保体制を構築することができていた。
この「設計者主導」体制は、次の高度成長期における「専門分化」時代を迎えるまで、
発注者としての「設計者主導」体制を維持し続けることができた。

(4)高度成長期の業務量増加への対応として、ひとりの設計者がすべての建築プロダクトプ
ロセスを担うことは物理的に不可能となった。そのため、発注者の役割分担を設計者と監
督員で分け合う「専門分化」を選択し、全国的に業務量が増大する建築プロジェクトの推
進を図った。しかし、専門分化は、設計者主導時代に比べ、徐々に一貫した発注者マネジ
メントが失われることとなった。
第 5 章では、第 3 章で示した第二の変革点である「専門分化」時代について、詳細に分
析した。
高度成長期の業務量増加は、発注者 1 人の力ですべての建築プロセスに関与できるよう
な業務量を超えた。そのため、それまでの「設計者主導」による設計者が発注者機能を代
替していたものが、設計者として関与してきた発注者業務を「設計者」と「監督員」に業
務分担することで、発注者責任を果たすように変更したことが明らかになった。
また、工事の品質については、施工者側の品質管理の一環として TQC 活動や ISO9000s
等の導入など、施工者の品質管理能力が格段に向上した。そのため、郵政建築の監督員の
監督方法も、
「指導監督型監理」から施工者の「自主管理確認型監理」へと変わり、総合図
作成、一部の詳細図作成、タイル割付け等、一部指導監督的な要素は残ったものの、施工
者に委ねる部分が増加し、施工者の責任において施工品質を確保することが、この時期一
般的になった。
この結果、工事段階における発注者としての関与が低下したことも明らかになった。

(5)郵政建築は WTO 等の国際化の流れの中で、より川上へシフトし、発注者としての関与
を「マネジメント」中心へと変えた。一方で、外部依存が高まり、徐々に技術力低下が始
まり、結果として技術に裏付けされた発注者マネジメントが裏付けのないマネジメントへ
と変容することとなった。
発注者責任を確実に実行するためには、発注者自ら関与することが最もわかりやすい行
動である。しかし、発注者 1 人あたりの能力を超えて整備すべきプロジェクトが増加した
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り、複雑化し、外部化したことにより、建築プロジェクトに関与する関係者が増え、それ
らの人をマネジメントしたり、調整したりすることが、発注者に求められるようになった。
第 6 章では、第三の変革点である「マネジメント」時代に焦点をあて、外部化し、ステ
ークホルダーが増加する中で、それらをきちんと「マネジメント」することが発注者に求
められた経緯を明らかにした。
結果として、発注者の役割を設計者や監督員から軽減し、郵政側のプロジェクト・マネ
ジャーにマネジメント機能を特化させたことで、プロジェクトの品質確保につなげた。こ
の発注者の役割を郵政建築で実現するために、専門分化した技術集団を統合し、建築プロ
ジェクトごとに一貫したマネジメント体制を組織改正と共に構築したことがわかった。設
計及び工事に関する豊富な実績、現場での経験、深い知識に裏付けられた職員によるマネ
ジメントは、ノウハウ、信頼性も高く、発注者としてのマネジメントとして、品質の高い
建築プロジェクトに導くことに成功した。
しかし、
「マネジメントへのこだわり」は、一方で、時代の変遷とともに建築に関する豊
富な経験をもった社員が退職すると、専門技術の外部依存が高まるとともに、現場経験の
少ない社員がマネジメントを行うことにより品質面の課題も生じることとなった。また、
社内（組織内）技術者の育成、技術支援業務の構築に関しても課題が生じた。発注者とし
て、プロジェクトマネジメントをする「人」の課題が改めて浮き彫りとなった。

(6)郵政建築の発注者の役割において、外部依存が徐々に進んだ。また、民営・分社化によ
り、発注者機能が設計者機能と監督員機能へと組織的に分離したため、建築プロジェクト
全体における発注者機能の業務縮小につながり、本来の発注者としての役割を果たすこと
が出来なくなった。
第 7 章では、第四の変革点である「外部化・民営化」について、詳細に分析したもので
ある。
外部化が進み、設計のみならず工事監理についても補助業務として監督業務の委託を行
ったり、全国的な修繕工事においてプロジェクトマネジメントそのものを外注化したりす
るなど、外部化が一層進んだ。さらに、民営・分社化により日本郵便などの発注者機能と
日本郵政施設部の設計者機能に組織（会社）が分かれた結果、かろうじてマネジメント体
制を維持する形で保っていた発注者としての設計、施工への関与が少なくなった。その結
果、分離された発注者機能のうち、工事契約を行うことが主たる業務となった。
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そのため、郵政建築が歴史的に長く保持してきた一貫した発注者機能が分断され、本来
発注者として行っていた建築プロジェクト全体を見通した発注者機能としての意思決定、
発注者責任の発揮など業務範囲が縮小され、結果として、発注者としての機能を果たすこ
とができなくなった。
一方で、設計者が発注者機能も包含していた時代に見られた建築の社会的な影響を考慮
した設計等もあまり見られなくなった。また、設計者が担っていたプロジェクト全体を俯
瞰的に見るプロジェクトマネジメント機能が、発注者機能の分離により発揮することが困
難となったため、公益性、公共性、社会性を考慮した建築のあり方、ライフサイクルにお
ける建築のあり方などが不明確となり、結果として、建築の品質低下を招いた要因になっ
ている。
また、発注者要求としてのコストへの要求が強くなり、プロジェクト全体を見通した発
注者としての関与はなくなり、「買い取り」の傾向が強まった。

(7)以上の検討を踏まえ、郵政建築における発注者の役割が、「設計にこだわる」⇒「監理
にこだわる」⇒「マネジメントにこだわる」⇒「買い取り」と変容していることがわかっ
た。
郵政建築はものづくりにこだわり、設計者を中心に工事施工でも設計者が関与した「設
計にこだわる」時代から、実施設計の一部が外注化されるとともに、工事段階における監
督員の機能が明確になる「監理にこだわる」時代へと移行していった。さらに、外注化が
進むことで、設計者、監督員の機能よりも、外注化した業務も含めて、ステークホルダー
全体を発注者としてプロジェクト全体をマネジメントする「マネジメントにこだわる」時
代となった。その後、さらに外注化が進んだ結果、民営化により発注者機能が分離され、
郵政建築においても外部の設計者や施工者への技術力依存を高めるなど、
「買い取り」へと
大きく変わった。
郵政建築では、明治以来、全国的に建築プロジェクトを繰り返し継続的に発注し続けて
きた。発注者として、一定の建築プロジェクトの品質を確保するため、自社組織内に技術
者を雇用し、一貫した発注体制により発注品質を確定し、設計品質、施工品質へとつなげ
た。しかし、品質管理能力の中心が発注者から施工者等の供給者側へ移転するなかで、内
注から外注へ進めた結果、社内における発注者機能が徐々に縮小化し、外部化が進むこと
となった。
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その結果、郵政建築における発注者機能について、当初の技術的裏付けがあった職員に
よる発注者マネジメントが、マネジメント手法だけが承継され目的化したため適確な発注
者判断を行うことが困難になった。
それ以前までは建築プロジェクトについて、プロダクトプロセスにおける「造り込み」
を行うため「設計にこだわり」、「監理にこだわり」、「マネジメントにこだわり」と機能を
保っていたものが、市場で提供されたものを「買い取り」へと変容したことで、プロダク
トプロセスへの関与を弱めると共に、同時に、建築プロダクトプロセスと離れた発注者の
役割は、結果的に、発注者責任を外部化へと変容したことがわかった。

発 注

機能
（役割）

設 計

監 理／監 督
工 事 施 工
内注

「設計にこだわる」
外注

内注
「監理にこだわる」

外注

内注
「マネジメントに
こだわる」

外注

内注
「買い取り」
外注

凡例
発注者：

設計者：

施工者：
（外部）

設計者：
（外部）

図 8-2

監督員：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：
ﾏﾈｼﾞｬｰ（外部）

郵政建築における発注者等の変容

187

(8)郵政建築における発注者の役割が「設計者主導」→「専門分化」→「マネジメント化」
→「外部化・民営化」へと変化する中で、発注者機能が徐々に縮小化し、外部化された。
結果として、発注品質、設計品質、施工品質を確保する担い手が発注者から分離され、発
注者が本来果たすべき社会的役割を失うこととなった。発注者が本来、果たすべき役割を
担うためには、発注者としての一貫した建築プロダクトプロセスへの関与が改めて重要で
あることが明らかになった。
図 8-3、8-4、8-5 は、郵政建築のプロジェクト推進体制において、本研究で明らかにな
った時代区分ごとに、発注者、設計者、監督員、施工者の関係を模式的に、その特徴を示
したものである。それぞれの時代における、発注者、設計者、監督員、施工者の役割分担
を模式的に示した結果、発注者機能の変容について、以下のようなことがわかった。
「設計者主導」時代においては、発注者も監督員も設計者を頂点に組織体制を構築して
いる。設計者に発注者機能が包含されている。
「専門分化」時代では、監督員の独立性や技術力が向上し、専門分化が進んだため、設
計者と監督員の分離が生じているが、発注者機能は設計者、監督員がその機能をそれぞれ
分担した形で、全体のプロジェクトをコントロールしている。しかし、プロジェクト全体
の取りまとめ役が不明確となるなどの課題も生じた。
「マネジメント化」の時代は、むしろ設計者や監督員という立場から、プロジェクト全
体をマネジメントする機能へとシフトしたため、マネジメント機能を包含する形での発注
者へと進化している。設計業務や監督業務よりも、マネジメント業務が重要視され始めた
時期と合致している。ただし、マネジメント化へ特化したため、技術の裏付けがある間は
良かったが、徐々に技術的裏付けがなくなりマネジメント手法のみを伝承するようになる
と、発注者機能の劣化が見られるようになった。
「外部化・民営化」時代は設計者と監督員が外部化されたため、本来の発注者機能が試
されることとなったのがこの時代である。しかし、民営・分社化により、発注者機能が分
離された結果、工事発注契約に繋がる部分での発注者機能のみを保持することとなったた
め、建築プロジェクトへの一貫した発注者機能、発注者責任を果たすことができなくなり、
建築プロジェクトの発注者が本来果たすべき社会的役割が失われた。
本研究により、発注者が本来果たすべき役割を担うためには、発注者としての一貫した
建築プロダクトプロセスへの関与が改めて重要であることが明らかになった。また、改め
て、建築プロジェクトにおける発注者の果たす役割の大きさを示すことができた。
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設計者主導

専門分化
設計者
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郵政建築の発注者の変容（設計者主導⇒専門分化）
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郵政建築の発注者の変容（マネジメント化⇒外部化）
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郵政建築の発注者の変容（民営化）
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(9)郵政建築の「設計者主導」時代に見られるように、発注者責任を果たすためには、プロ
ダクトプロセス全体に発注者が関与し、一貫して、発注品質、設計品質、施工品質を確保
していく「発注者マネジメント体制」を確立する必要がある。しかし、建築プロジェクト
が大型化、複雑化する現代において、ひとりの設計者の責任範囲は限定的となる。それゆ
え、現代版の理想的な発注者となる新たな仕組みの導入が求められる。

現在の発注者機能に何が足りないのか？
民営・分社化以降、郵政建築における発注者機能は組織（会社）ごとに分離され、一貫
した体制を保持することはできていない。そのため、発注者機能の一部がそれぞれの組織
に分断されてプロジェクトを進めているのが現状である。
本来は、設計者主導時代に見られるプロダクトプロセス全体に関与し、発注品質、設計
品質、施工品質全般に関与した郵政建築の当初の「組織内設計者」の存在が、一貫した意
思決定という点において、理想的な発注者像を構築していたと思われる。
郵政建築の発注者責任の変容を分析した結果、発注者機能の低下をもたらすいくつかの
課題が見えてきた。
・発注品質、設計品質、施工品質を結びつける一貫したマネジメント機能の欠落
・発注品質の確定がきちんとできていないこと
・発注者側のマネジメント機能（発注者組織としての意思決定機能を含む）の欠落
・一貫した発注者責任が未確立なこと
・建築の発注者が持つべき、「公益性」、「公共性」、「社会性」への配慮の欠落
建築プロジェクトにおける発注者の意思決定、発注者責任が重視される中で、郵政建築
における「設計者主導」時代のように、発注者自らすべての建築プロセスに関与できるよ
うな時代ではない。
しかし、少なくとも、建築プロジェクトの発注者として、工事発注契約後にも発注者と
して多くの意思決定が必要となる特性を持つ建築プロジェクトを成功させるためには、建
築プロダクトプロセスにおいて、一貫した発注者として意思決定できる責任とそのための
建築プロジェクトに関する技術的裏付けであるところの経験（実績）、知識が必要不可欠で
ある。
したがって、現代の郵政建築において、過去の「設計者主導」時代に見られた理想的な
発注者機能を発揮するためには、いくつかの点で改善を図ることが必要である。
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・郵政建築の「設計者主導」時代の特徴である一人の設計者による一貫した判断が可
能な体制の構築が重要である。そのためには、
「組織内設計者」の判断に替わる存在
が必要となる。したがって、明確な最終意思決定者としての「組織内プロジェクト・
マネジャー」を制度化することが必要である。
・プロセスごとに建築プロジェクトに関与する人が多数になるため、目的及び方針の
共有が必要である。発注者要求のベースとなる発注品質を早期に確定することで、
その後の混乱を回避することが可能となる。そのためには、発注品質を確定できる
ツールの導入を検討することが重要である。
・外部化したものの、あたかも一貫した組織内として機能するような仕組みの構築が
必要である。そのためには、外部活用したものを極力内部化することが理想的な「組
織内設計者」機能に近づけることが重要である。
・一貫して、発注者がプロジェクトに参画する「発注者責任制」の導入が必要である。
・郵政建築の発注者として、「公益性」、「公共性」、「社会性」を保持すべきである。
これらの検討を踏まえ、現在の郵政建築における発注者機能を強化するためには、次の
方策を導入する必要がある。
①一貫した発注者マネジメント体制の構築のための「組織内プロジェクト・マネジャー」
の導入
発注者組織となると、組織上の経営者、責任者は明確であるものの組織における建築プ
ロジェクトの発注者は、単にひとりの「人」を指すのではなく、
「発注者組織」を指す場合
が多い。しかし、全員の権限及び責任が不明確なまま、発注者組織内の意思決定の統一も
とれず発注したり、設計変更したりするなどして、混乱を生じているのが現状である。
そこで、発注者組織に明確な形でプロジェクト・マネジャーを位置づけ、建築プロダク
トプロセス全体において、一貫した意思決定ができる体制を構築すべきである。
②発注者要求の明確化のための「ブリーフ」の導入
発注者要求の確定がきちんとなされないまま、設計、施工へと引き継ぐため、結果とし
て、工事段階における設計変更が生じたり、意思決定ができないまま工事工程に影響を与
えたりするなど、設計段階、施工段階で、発注者要求との適合性確認ができないことに問
題がある。
そこで、発注者要求の明確化のために、英国で実施されている発注者要求を明確に文書
として定め共有するためのツールである「ブリーフ」を導入するなどの検討が必要である。
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③建築プロジェクトへの協調関係の構築のための「パートナリング」の導入
英国のレイサムレポートでは発注者、設計者、施工者が協調することで、高い品質の建
築プロジェクトを獲得しようと努力し、実際、成果をあげている。この協調関係について
は、もともと日本の建設産業における元請、下請間の長期的信頼関係に基づく商取引を参
考に英国モデルとして「パートナリング」という形で取り入れたものである。
一方、従来の建築プロジェクト組織では、発注者を頂点に、設計者、施工者がその下に
繋がるような「縦関係」で契約上の上下関係を構築し、調整されてきたが、この前提は、
発注者がまちがいのない指示を的確に行うことで円滑に機能するものである。しかし、現
代の建築プロジェクトは郵政建築における発注者の役割に関する分析でも指摘したように、
発注者がすべての技術を持ち、設計者や施工者よりも責任をもった判断ができるような簡
単なプロジェクトとはなっていない。むしろ、より複雑な建築プロジェクトにこそ課題が
多い。
本来は、発注者は専門家と一緒になって課題を共有し、解決方策を探る体制を構築する
ことが、早期の課題解決につながるはずである。
そこで、我が国の建築プロジェクトにおける協調関係、信頼関係を再構築するためにも、
英国型「パートナリング」の逆輸入を行うことが求められている。
④一貫して建築プロジェクトへ関与する発注者が存在する「発注者責任制」の導入
20 世紀型の発注者は発注者が建築プロジェクトに関与することなくとも、設計者が発注
者要求を忖度し、完成後でも可能な範囲で施工者が調整し、ある程度発注者要求に合致し
た建物を獲得することができていた。
しかし、21 世紀型の建築プロジェクトでは、設計者、施工者への過度な依存もむずかし
くなり、発注者も設計者、施工者と同様に、建築プロダクトプロセスに参加し、意思決定
を行うことが必要となっている。建築プロジェクトにおける発注者の役割は、契約の明確
化とともに、大きくなってきている。
そのため、発注者の関与により、すべての建築プロダクトプロセスに一貫して参画する
「発注者責任制」を導入し、発注者の意思決定、発注者責任の明確化に繋げるべきである。
⑤建築プロジェクトの発注者は、建築が都市景観、環境、公共性など社会、地域に与える
影響を十分、考慮すべきである。
郵政建築は、郵便局という公共建築を数多く整備してきた歴史的経緯、多くの地域の人々
が利用者として来客する建物特性から、建築物の「公益性」、「公共性」、「社会性」を強く
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意識した建物を生み出してきた。しかし、時代の変遷とともに、地域への貢献よりもコス
トや機能が優先され、建物の与える公共的使命が薄れつつある。本来、発注者は、建築物
の機能を安全、快適に確保し、地域の景観への影響を考慮するとともに、環境負荷の低減
や長期的継続を持つ持続可能性を持ち、公益性、公共性への配慮がなされるべきである。
さらには、発注・契約においても、片務的ではなく公平で適切な発注・契約が行われるよ
うに配慮すべきである。
郵政建築の原点に戻り、
「公益性」、
「公共性」、
「社会性」へ配慮した発注者機能を、再度、
郵政建築における発注者の役割として、再構築すべきである。
以上
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提言「今日の発注者責任のありよう」
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補章 提言（今日の発注者責任のありよう）
新国立競技場、豊洲市場、東京オリンピック関連施設等、さまざまな建築プロジェクト
において発注者責任がこれほどまでに問題となった時代はない。
これまでの建築問題は、耐震偽装、杭偽装、不良工事、談合等に見られるように設計者、
施工者（ゼネコン）等、供給者側の問題として主として語られてきた。
ここに来て初めて、建築プロジェクトの需要者側である「発注者」の役割、責任が問わ
れることとなった。
本研究は、郵政建築において「発注者」の役割が時代とともに、どう変化したのかを明
らかにした。これを踏まえて、今日における発注者のあり方について考える契機となるこ
とを期待している。
郵政建築では、明治維新後の最新の建築技術が普及していない段階において、情報通信
の手段としての手紙・通信の拠点として郵便局、電話局を全国に早急に整備する必要性か
ら、当時の逓信省自ら、工部大学校卒業生を採用し、発注者機能を設計者が担う形で、自
ら建築プロダクトプロセスに積極的に関与することで、質の高い建築を実現させていた。
情報共有面でも、一貫して発注品質と設計品質の情報が一致するとともに、工事段階にお
いても高い技術力を背景に、指導的な役割を担うことで、施工品質の造り込みまで、郵政
建築の設計者がかかわった。
その後、高度成長期にあわせてプロジェクト量が増大するとともに、TQC 等の効果によ
りゼネコン（施工者）の技術力が確実に向上する中で、建築プロダクトプロセスの生産部
分、施工品質の確保については、施工者に任せることで品質を確保するように変容してい
った。その結果、設計者機能と監督員機能に専門分化することになるが、それでも、ヒア
リング調査でもわかったように、郵政は最後まで、発注者としての関与を設計業務及び監
督業務を通じて工事段階までの関与を積極的に残してきた。
当時の建設省の営繕が実施設計、工事監理を外部化していたのとは対称的である。
しかし、その設計にこだわり、監理にこだわった郵政建築でも、国際化による厳密な発
注図書の作り込み、行政改革による定員削減等が大きく響き、設計段階、工事段階での外
部化により発注者としての関与を薄くし、プロジェクトマネジメント機能へと特化するこ
とで、組織体制の維持を図った。発注品質の作り込みにおいて、発注者としての関与を強
め、川上へシフトした。
しかしながら、その後の民営・分社化により、発注者機能が分社化し、ここにきて発注
者としての建築プロジェクトへの積極的な関与、プロジェクトマネジメント機能としての
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取りまとめ役といった発注者としての関与も大きく変容し、一般企業に見られるような外
部依存も進むなかで、発注者機能の縮小、品質の低下を招いている。
結果として、発注責任の所在が不明確になるとともに、コスト削減にしか注目しない発
注者としての振る舞いも見られるようになった。最も大きな課題は、建築プロジェクトの
発注者が本来果たすべき「公益性」、「公共性」、「社会性」といったことを忘れ、建築が社
会に与える影響に対して持つべき崇高な理想を失ったことにある。
この大きな要因を推測すると、
①建築プロジェクトの発注者として、プロダクトプロセスにおける発注品質、設計品質、
施工品質を確保するためには、本来、すべてのプロセスへの関与が必要であるにもかかわ
らず、単純な川上シフトを選択したために、専門性が失われたこと
②発注者としての一貫したプロジェクトマネジメント機能を保持できなかったこと。又
は、その代替、支援ができるような機能定義がきちんとされていなかったこと
③外部化したものの、本来、発注者内調整が多い業務についての理解ができず、円滑に
機能できなかったこと
④発注者の中に、建築の持つ「崇高さ」、建築の持つ「尊厳」、建築が与える社会的影響
についての謙譲さが失われていたこと
⑤建築は経済活動を行うための手段であるものの、経済活動が優先されすぎ、建築の持
つ公益性、公平性、社会性などへの影響についての配慮を欠いていたこと
などが考えらえる。
逆に言えば、今日的な発注者責任、発注者問題の解決もここに隠されている。
一方、なぜこれまで発注者責任が問題となってこなかったのかについても、考える必要
もある。
日本における発注者は大旦那であり、設計については建築家、工事についてはゼネコン
がすべてのリスクを受容し、発注者の機嫌を損なわないようにお任せ発注を許容してきた。
発注者からの突然の設計変更や仕様変更などについても、ゼネコンがそのコストをカバー
し、対応してきたのがこれまでである。多くの発注者のミスも、需要側である設計者、施
工者の対応に頼っていたのが事実である。新国立競技場における問題も、従来の対応であ
れば、ゼネコン側の建設コストの高さに批判が集まったことであろう。しかし、ここにき
て、ゼネコンよりも、あいまいな計画で発注した発注者そのものの責任が問われている。
ひとつには、ゼネコンが従来発注者をカバーしてきたバッファがなくなってきたこと、
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日本全体としてコンプライアンス等が徹底されてきたこと、建設工事における契約事項の
明確化が図られたことなどの要因が考えられる。それよりも重要なのは、やはり建築プロ
ジェクトにおける「発注者」のあり方への疑問が生じたことが大きい。
本来、発注者は建築プロジェクトのオーナーという立場だけではなく、建築プロジェク
トを作り上げるプロデューサーとして「建築」に対する責任がある。
その地域、社会に重要な影響を与える「建築」という存在について、改めて、発注者と
しての責任を痛感し、
「建築」という行為について、崇高さをもって発注者責任を果たすべ
きであると考える。
そのためには、発注者がお任せの建築プロデューサーではなく、発注者として、建築プ
ロジェクトに積極的に関与し、プロダクトプロセスにおける主要な参加者として意思決定
に加わり、一貫したプロジェクトマネジメント機能を有する発注者であるべきと考える。
郵政建築は、一貫した発注者責任を持ち、建築に対する深い思いと公共性、公益性を十
分に考慮した社員により、優れた建築を生み出してきた歴史を持つ。それは設計者として、
監督員として、工事監理者として、契約担当者として、多くの人（社員）が理想の建築を
実現すべく建築に対する共通の「崇高さ」を持ってプロジェクトに参加した結果である。
改めて、社会問題化する発注者責任問題を考えるうえで、この郵政建築の経験が活かせ
るはずである。
本来の建築プロジェクトの発注者は、
「建築」の持つ「崇高さ」を持ち、発注者としてプ
ロジェクトに向き合い、自ら発注者責任を明らかにし、きちんとした発注者の役割を果た
せる発注者となるべきだ。
発注者のありようとして、社会的に影響の大きい建築プロジェクトの発注者であるとい
う自覚と責任をもって、建築プロジェクトを推進することが必要不可欠だ。一方で、建設
業界全体として模範となる発注者を創造し、モデルとなる評価すべき発注者像を建設業全
体で構築する必要も感じる。
より良き発注者を育成するためにも。
本研究における成果が、日本において、少しでもより良き発注者の創造につながれば幸
いである。
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参考 1：郵政型 Value Management
郵政発注の工事について、VE（Value Engineering)提案をどのように建築プロジェクト
に反映すべきか、郵政型 VM(Value Management)研究会（主査：古阪秀三（日本建築学会））
（1996 年）に委託研究を実施し、筆者も参加して研究成果をまとめている。
本研究会では、施工を中心とした VE 活動から、改善計画（どの郵便局を改築するのか
の検討等）、用地選定から始まる郵政の建築プロジェクトの特性を踏まえて、従来の設計段
階、工事発注段階のみで実施する VE から、VE 効果の高い事業化、企画段階から実施設計、
入札段階まで、VE の活動領域を広げることが提言されている。
本研究では、これらの郵政独自の取り組みについて、「 MSVM（Multi Stage Value
Management：多段階 VM））と称して、新たな VE のあり方を提案している。

(1)

VE の定義
VE の定義づけは、L.D.Miles の定義を前提として多くの組織団体で行われている。

一般には、『最初に、ある一定の機能（または品質）の設定があり、
①

不必要な機能の排除によりコストを低減する

②

同じ機能を発揮する代替案によりコストを低減することが技術としての
VE の目的である』

と解される。いずれの定義においても、機能の向上は含まれていない。

図 参 1-1

原論から導かれる VE の定義

現在行われている VE 活動の現状を簡単にまとめる。
①

現在は施工段階での VE が主流であり、また、設計段階の VE を実施している場合

でも、同一組織内の活動のため､代替案の作成､評価･分析方法､責任の所在等の合意形成が
容易である。外部組織が参加した VE 等他組織間の場合、合意形成にいくつかの工夫が必
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要となる。
②

VE を実施している組織によって、VE を実施する段階、VE の目的、VE の機能定義、

VE 提案の評価方法等は多様であり、ある場合厳密であり、他の場合不足あるいは省略し
ている。
③

そのため､スペックダウンにすぎない事例もある。

④

発注者の要求の表明に始まり、その具体化、設計の詳細化に至る多段階での VE 採

用の指向が弱く、同じプロジェクトで、実施設計段階と施工段階、基本設計段階と実施設
計段階といった複数回の VE 採用を試みるケースが少ない。したがって、VE 採用段階に応
じた VE の対象、検討すべき範囲、VE 参加組織、評価方法等の点で一貫性がない。
⑤

VE 採用の阻害要因は以下のとおり。
・設計と施工の分離
・設計における建築、構造、設備設計の分散設計
・施工における建築と設偏の分離発注
・公共発注者においては実施設計の外注化
・コストエンジニアリングの意識不足
・VE に対する発注者、設計者の理解不足

⑥

VE 採用の促進要因は以下のとおり。
・総合図検討で既に VE 的活動が行われている
・設計と施工の統合、生産情報・生産設計の重要性が社会的に認識されつつある
・発注者のコスト低減要求の増加

⑦

VE 採用上の課題は以下のとおり。
・発注者の投資建物に対する目的／要求機能を明確にする
・設計者、施工者への VE 採用のインセンティブ付与のしくみづくり
・機能別コスト情報の整偏一工種別から機能別／剖位別ヘ
・ライフサイクルコスティングはいかなる点で有効かの合意形成
・VE 実施方法、実施主体の育成・整備
・VE 実施ガイドラインの必要性と可能性検討
・プロジェクト全体を統括的に見る主体の確立、Project Manager （プロジェク

ト・マネジャー）の位置づけ
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(2)

VM の定義

VE の定義ならびに VE 活動の現状をふまえて、VM を以下のごとく定義する。
定義１：VM は発注者の要求の具体化（＝設計行為）と VE 活動を包含する。
補足:発注者の建築物に対する要求･機能は、設計プロセスの最初の段階で定義される。さ
らに、それらは設計プロセスの各段階を通じて設計者が詳細化し、発注者の承認を
経て確定する。VE 活動とは、確定した要求･機能を基本に、(1)不必要な機能の排除
によりコストを低減する、(2)同じ機能を発揮する代替案によりコストを低減する、
ことによって、プロジェクトコストを最適化／最小化する活動をいう。
定義２：VM は設計プロセスの各段階で行うことができ、これを多段階 VM という。
補足: 設計プロセスは大きくは、基本設計と実施設計に分けられるが、さらに、第２章で
いった意味での企画、設計条件確定、基本計画、基本設計等、設計内容の詳細化に
対応して分解できる。これらは組織やプロジェクトの内容によって異なり、一般化
できないが、要は、分解可能な各段階で VM は実施され得るのである。すべての段
階で行うか、いくつかの段階で選択的に行うかは個別プロジェクトの事情に依存し
ている。
定義３：VM の構成要素は、（１）VM の目標／目的、（2）意思決定対象、（3）評価変数、
（4）分析／評価ツール、（５）VM 実施組織、である。
補足：VM の実施段階によって、VM を行う目標／目的は異なり、これを明確にしておかな
いと、代替案作成の範囲・評俑に混乱を生じさせ、また設計プロセスに無用の手戻
りを引き起こす。意思決定対象とは、VM の目標／目的に照らして、決定すべき内容
が何かを意味している。評価変数とは、実行可能な意思決定対象が複数個存在する
場合に、その評価に翔いられる項目を指す。分析／評価ツールは、評価変数を使っ
て、意思決定対象を選択する場合に、用いられる評価の方法を指す。VM 実施組織は、
多段階 VM において一貫して VM に参加する主体と、VM の段階の必要に応じて参加
する主体を区別するために、設けられている。
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図 参 1-2

図 参 1-3

多段階 VM の考え方

多段階 VM における発注者の要求・設計行為と VE 機能との関係
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表 参 1-1
VMＩ
改善計画段階

目標/目
的

意思決定
対象

評価変数

分析/評
価ツール

VM 組織

郵政省における多段階 VM としての理解
VM２
VM３
用地選定段階
ブロック案（1/500）作成
段階
現位置での新築・増築、別 複 数 の 買 収 候 補 地 か ら 最 計 画 決 定 し た 敷 地 に 於 け
位 置 で の 用 地 買 収 の 上 新 適な用地を選定するため、 る 建 物 の ブ ロ ッ ク プ ラ ン
築、又は分室の股置等の改 ま た は 特 定 の 候 補 地 の 妥 を確定する。
善方法を決定する。
当性を検証する。
土地・建物の予算概算要求
決定事項：配置計團、地下
の根拠を作成する。
決定事項：買収する用地
階有無、階構成、構造種別、
基礎種別、車両ｱｸｾｽ、郵便
決定事項：改善方法、概算
業務用施設・設備の位置、
要求方針
インフラ接統の位置、基本
施工肝画
検討案ごとの配置図・概略 検討案ごとの配置図・概略 各種工事記載内容、構造計
設計図記載内容
設計図記載内容
画、基礎計画、
建 設 投 資 プ ラ ン ニ ン グ シ 建 設 投 資 プ ラ ン ニ ン グ シ 基本施工計画、工事費概算
ート記載内容
ート記載内容
顧
VMI の詳細化
投資効率（立て替え、改修、 投資効率（事業見通し等） 建築計画・設計図
移転新築等）
敷地位置・面積
工事概算額
敷地位置・面積
建物規模・形状
建物規模・形状
フィージビリティースタ 経済的フィージビリティ 経済的フィージビリティ
ディー（FS）
ースタディー（EC-FS）
ースタディー（EC-FS）
フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン 施設投資計画法
技術的フィージビリティ
ト的意志決定
郵務的発送による評価（顧 ースタディー（EN-FS）
保全性設計
客、職員など）
概略コストプランニン
グ・ＬＣＣ
郵務的発想による評価（顧
客、職貝など）
品質機能展開図
一対比較法（主観による重
みづけ）
リレーションチャートに
よる一貢した評価方涜
ＡＨＰによる主観評価の
客観化・再現性
発注者等しての郵政省
発注者等しての郵敢省
発注者としての郵敢省
カウンセラーとしての郵 カウンセラーとしての郵 カウンセラーとしての郵
玖建築部（特にプロジェク 政建築部（特にプロジェク 政建築部（特にプロジェク
ト・マネジャー）
ト・マネジャー）
ト・マネジャー）
設計担当者
設計担当者
利用者としての郵政省
工事；監理担当者
利用者としての郵歌省
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目標/目
的

意思決定
対象
評価変数

分析/評
価ツール

VM 組織

表 参 1-2 郵政省における多段階 VM としての理解
VM４
VM５
VM６
基本設計案（1/200）作成 基本設計図（1/100）作成 実施設計図作成段階
段階
段階
基本設計を確定する。
実 施 設計 の概 要 を確 定す 発注図書を確定する。
る。
決定事項：階高、柱ｱﾗﾝ、
決定事項：材質・品質・寸
各室の位置、DS/PS 位置、 決定事項：各間仕切り壁の 法・形状・工法等の各種詳
大部屋の天井高、基本外構 材質、各室の仕上げ・天井 細、明示すべき施工条件
設計、外壁の材質・デザイ 高・付属品の詳紺、各掲示
ン、外部建具、主要
板・サイン等の位置、外構
室のデザイン、基本施工計 設 計 、外 壁デ ザ イン の詳
画
細、施工計画
各種工事記軟内容、構造計 配置図、各階平面図、立面 実 施 設 計図面 、 特 記仕様
画、基礎計画、施工計画、 図、断面図、構造設計、基 書、現場説明書
工事費概算額
礎設計、施工計画
建築計画・設計図
設計図
設計図
工事費概算額
技 術 的フ ィー ジ ビリ ティ コストプランニング
通常の VE 評価方法
ースタディー（EN-FS）
ＬＣＣ
品質機能展開図
概 略 コ ス ト プ ラ ン ニ ン 郵務的発想による評価（顧 一対比較法（主観による重
グ・ＬＣＣ
客、職貝など）
みづけ）
郵務的発想による評価（顧 品質機能展開図
評 価 項 目間の 相 互 比較法
客、職貝など）
一対比較法（主観による重 →主 観 重 み リ レ ー シ ョン
品質機能展開図
みづけ）
チ ャ ー トによ る 一 貫した
一対比較法（主観による重 評 価 項目 間の 相 互比 較法 評価方法
みづけ）
→主 観 重 み合 算 リ レ ーシ Ａ Ｈ Ｐ による 主 観 評価の
リ レ ーシ ョン チ ャー トに ョ ン チャ ート に よる 一貫 客観化・再現性
よる一貫した評価方法
した評価方法
ＩＳＭ、ＦＩＳＭによる要
Ａ Ｈ Ｐに よる 主 観評 価の Ａ Ｈ Ｐに よる 主 観評 価の 因間の重要度解析
客観化・再現性
客観化・再現性
ＩＳＭ、ＦＩＳＭによる要 ＩＳＭ、ＦＩＳＭによる要
因間の重要度解析
因間の重要度解析
発注者等しての郵政省
発注者等しての郵政省
発注者等しての郵政省
カ ウ ンセ ラー と して の郵 カ ウ ンセ ラー と して の郵 カ ウ ン セラー と し ての郵
敢建築部（特にプロジェク 敢建築部（特にプロジェク 敢建築部（特にプロジェク
ト・マネジャー）
ト・マネジャー）
ト・マネジャー）
設計担当者
設計担当者
設計担当者
工事・監理担当者
工事・監理担当者
工事・監理担当者
利用者としての郵敗省
利用者としての郵敗省
利用者としての郵敗省
VE コンサルタント
VE コンサルタント
VE コンサルタント
コールドチーム
コールドチーム
コールドチーム
施工側
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参考 2：発注者評価手法に関する研究（より良き発注者像の確立をめざして）
1.

はじめに
本稿は、日本建築学会発注者問題小委員会の研究活動における発注者評価方法に関する

論文である。
発注者問題小委員会では、①今日の建築生産システムにおける発注者の役割の明確化、
②発注者の役割が的確に果たされる社会的環境（法規制、発注・契約システム、発注者支
援ツール等）の検討⇒発注者を評価する（褒める）仕組みの構築、③大学・実務における
発注者教育の在り方の検討を目的として、建築社会システム委員会の下に設置されたもの
である。
以下の研究成果については、日本建築学会第 32 回建築生産シンポジウム（2016 年）に
おいて、筆者が発表したものである。

2.

研究経過：「発注者評価マトリックス」の提案
本小委員会は、2009 年から活動をはじめ、発注者のあるべき責任とは何か、多様な発注

者組織が正常に機能するためにはどうあるべきか等、発注者委員も加えて多角的に、
「発注
者」について研究を行ってきた。
その過程において、2013 年には発注者のあるべき姿を定め、評価項目を評価軸として表
した「発注者評価マトリックス」として図 9-1 に、とりまとめている。
「発注者評価マトリックス」は、発注者として建築プロジェクトにおいて果たすべき役
割・責任について、個々の建物、地域、都市において、建築プロジェクトの進捗とともに、
どうあるべきかを示したものである。
縦軸を「発注者の意思決定・姿勢の対象」とし、①建築物特性（I 単体・内部空間（安
全、快適、機能）、ii 都市・社会的側面（公益性、公共性、景観、文化）、iii 持続可能性（長
期耐用性、環境負荷低減）、iv アフォーダビリティ（価格妥当性、低廉性、入手可能性）、
②発注・契約（役務の調達、資材調達）、③プロセス（民意の反映、工事中の防災）として
いる。
横軸を「発注者の姿勢、生成物によって影響を受ける対象」とし、(A) 社会一般（都市
文化、経済への影響））、(B) 建築産業（産業活動、ものづくり、誇り）、(C) 所有者・管理
者（資産価値、維持しやすさ））、(D) 使用者（利用価値、安全等の確保）とし、それぞれ
の項目において、発注者のあるべき姿がキーワードと共に表されている。
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発注者評価マトリックス簡略ベース案（2013 年 11 月 2 日）
図 参 2-1

発注者評価マトリックス当初評価版（2013 年 11 月 2 日）
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たとえば、建設産業と発注・契約の項目では、
「要求条件の明確化、発注・契約内容の
透明化、適正価格・適正工期配慮、下請業務適正化発注条件設定、適切な発注・契約変
更等」が規定されており、発注者の遵守すべき事項が定められている。
それぞれの評価項目については、各種顕彰制度評価基準の調査を行い、得られた情報
から小委員会で選定したものである。
その後、
「発注者評価マトリックス」をベースに、過去受賞プロジェクト、住宅、ビル、
新築、増築等、様々な建築プロジェクトにおいて、本評価手法を試行した。
その結果、本評価マトリックスでは、ものづくりのプロセスと建築プロジェクトを実
施することで生じる社会との関係に焦点をあて、理想的な発注者が行うべき項目を羅列
したため、次のような課題が見出された。
① 発注者が自らの建築プロジェクト等を評価した場合、項目ごとの数が異なるため、
評価結果の相互比較検証が難しいこと。
② 発注・契約に重点が置かれるなど、項目ごとの軽重が大きいこと。
③ 評価方法が確立されていないこと。

3.

発注者評価のための自己採点チェックシートの作成
これらの課題を解消するため、発注者問題小委員会では、「発注者評価マトリックス」

の評価項目をベースに、発注者がより分かりやすく自己評価できるような形で項目を組
み換えることとした。
その結果、新たに「発注者評価のための自己採点チェックシート（以下、
「発注者評価
シート」）」として取りまとめることができた（参照：図 2）。
「発注者評価シート」は、大きく 6 つの大項目、①地域貢献、②景観・環境、③品質、
④発注・契約、⑤持続可能性、⑥先駆性で評価することとした。
それぞれの項目がさらに 5 つの中項目で構成され、重要度に応じて、5 つの中項目を
15 の小項目により構成している。
合計で、90 項目（15 中項目×6 大項目）が設定されている。
中項目のうち、重要性を鑑みて、重要性の高い評価について、小項目の評価数を多く
することで、中項目における重要性がわかるように配慮している。

評価の内訳は、表 9-1、表 9-2 のとおり。
１

地域貢献
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２

３

４

５

６

景観・まちづくり
（5 点）
地域の防災性・利便性
（4 点）
地域貢献
（3 点）
地元への事前説明
（2 点）
地元への迷惑防止
（1 点）
景観・環境
自然環境
（5 点）
環境評価
（4 点）
グリーン調達
（3 点）
ヒートアイランド対策
（2 点）
緑化
（1 点）
品質
品質保証
（5 点）
瑕疵担保
（4 点）
品質管理
（3 点）
検査体制
（2 点）
プロジェクト管理
（1 点）
発注・契約
発注・契約の基本的スタンス（5 点）
発注者責任
（4 点）
発注者の体制
（3 点）
発注方法
（2 点）
要求条件
（1 点）
持続可能性
事業継続（BCP）計画
（5 点）
ライフサイクルコスト
（4 点）
建物管理
（3 点）
保全計画
（2 点）
修繕計画
（1 点）
先駆性
先進モデル
（5 点）
デザイン
（4 点）
性能
（3 点）
技術開発
（2 点）
資産価値
（1 点）

発注者評価シートにおいては、プロジェクト概要を把握するため、次のプロジェクト
概要等に関する情報提供を求めている。
(1) プロジェクト概要
■回答者の立場：
① 発注者
② 設計者
③ 監理者
④ 施工者
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⑤ 利用者（入居者等）
⑥ その他
■建物用途：
① 事務所（テナント・一棟利用）
② 商業・小売（テナント・一棟利用）
③ 共同住宅（分譲・賃貸）
④ ホテル
⑦ 病院
⑧ 公共施設
⑨ その他
■延床面積：
① ３千㎡未満
② ３千超㎡～１万㎡未満③ １万㎡～３万㎡未満
④ ３万㎡超
■立地について（総務省の分類による）
①【大都市圏】
札幌市、仙台市、新潟市、東京特別区、関東政令指定都市（千葉・さいたま・横浜・
川崎・相模原）、
静岡市・浜松市、名古屋市、大阪市・堺市・京都市・神戸市、岡山市、広島市、北九州
市、福岡市
②【その他の都市圏】
宇都宮市、松山市、熊本市、鹿児島市
③【上記以外の市町村】⇒【
】
(2) 記入にあたっての留意点
記入上の留意点について、付加している。
①「あなたが経験した」、又は「あなたが関与した」建築プロジェクトを想像して、ご
回答ください。実プロジェクトでも仮想プロジェクトでも構いません。
②まず、回答者の概要について、あなたの立場、プロジェクトの建物用途、延床面積、
立地（所在地）について、ご回答ください。
③次に、発注者評価の回答について、
「チェック欄」に「○」又は「×」で、ご回答く
ださい。
④たとえば、通し番号１の設問「立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。」
に対し、あなたのプロジェクトが貢献していると思えば「○」を、貢献していないと思
えば「×」をおつけください。
⑤設問は全部で 90 項目あります。すべての項目をご回答ください。また、調査に対
するコメントがありましたら、自由意見欄へご記入ください。
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発注者評価に関する調査へのご協力のお願い

日 本建 築 学 会 発 注 者問 題 小 委員 会 作 成

関係各位
日本建築学会発注者問題小委員会（建築社会システム委員会）では、建築プロジェクトの発注者を評価する仕組みを導入すべく、「発注
者評価マトリックス（案）」を作成しました。今後、皆さんからの試行及びご意見を踏まえて、小委員会提案としてまとめる予定でおります。
つきましては、発注者のみならず、設計者、施工者、工事監理者、研究者等の立場を超えて、下記の「発注者評価（自己採点チェックシー
ト）案」の回答にご協力頂ければ幸いです。
発注者問題小委員会 主査 齋藤隆司（日本郵政㈱）

記入 に あた っての 留 意 点：
① 「あなた が 経 験した 」、又 は「あ なた が 関与 した 」建 築 プロジェクトを 想 像 して、 ご回 答 くだ さい。実 プロ ジェク トでも 仮想 プロ ジェク トでも 構 いません。
② まず 、 回 答者 の 概 要に ついて、 あなた の 立 場、 プロジェクトの 建 物 用途 、延 床 面 積 、立 地 （所 在 地 ）につい て、 ご回答 くだ さい。
③ 次 に、発 注 者 評価 の 回 答 について、 「チ ェック 欄 」に「○」又 は 「× 」で、 ご回答 くだ さい。
④ た とえば 、通 し番号 １の 設 問 「立地 の 独 自 性を 考 慮 し、そ の 持 続 可能 性 に貢 献 する 。」に 対し、 あなた の プロジェクトが 貢 献 してい ると思 えば 「○」を 、貢 献 していな
いと思 えば 「× 」を おつけくだ さい。
⑤ 設 問は 全 部 で90項 目 あります。 すべ ての 項 目 を ご回 答 くだ さい。また 、 調査 に 対するコ メ ントが ありました ら、 自 由意 見 欄 へ ご記 入 くだ さい 。
⑥ 調 査の 回 収 は 、出 口で受 付 へ お渡 しくだ さい。
⑦ ご回答 いた だ いた 資料 は 、発 注 者 問 題小 委 員 会 の内 部 資 料として、公 開 する 予 定 はあ りませ ん。

■回答者の概要 （該当する個所を○で囲んでください。）
■回答者のお立場：
発注者、設計者、監理者、施工者、利用者（入居者等）、その他

■立地について（総務省の分類による）

■建物用途：
事務所（テナント・一棟利用）商業・小売（テナント・一棟利用）、共同住宅（分譲・賃貸）ホテル、病院、公共施設、その他

札幌市、仙台市、新潟市、東京特別区 関東政令指定都市（千葉・さいたま・横浜・川崎・相模原）、

【大都市圏】
静岡市・浜松市、名古屋市、大阪市・堺市・京都市・神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
【その他の都市圏】：宇都宮市、松山市、熊本市、鹿児島市

■延床面積 ：３千㎡未満、３千超ー１万㎡未満、１万ー３万㎡未満、３万㎡超

【上記以外の市町村】⇒【

】

■発注者評価（自己採点 チェックシート）チェック欄
評価軸

注力する分野
１ 地域貢献
景観、まちづくり

地域の防災性・利便性

地域貢献

地元への事前説明
地元への迷惑防止

２ 景観・環境
自然環境

環境評価

グリーン調達

配点

5

4

3

2
1
5

4

3

緑化

1

瑕疵担保

品質管理

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4

3

検査体制

2

プロジェクト管理

1

5

利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。
利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。

発注者責任

4

発注者の体制

3

発注方法

2

歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。
利用者当り一定割合の駐輪場を提供している
周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。
公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。
近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。
立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。
周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。

要求条件

工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。

５ 持続可能性
事業継続（BCP）計画

新たな緑地等の自然環境を提供している。

1
5

省エネルギ ー策を講じている。
自然エ ネルギ ーの利用を促進している。
廃熱や中水などを活用している。

ライフサイクルコスト

4

建物管理

3

保全計画

2

修繕計画

1

竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。
音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。
建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。
環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。
再利用など、建設廃材の削減策を講じている。
建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。
敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。
環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。
敷地内及び沿道の緑化に努めている。

施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。

６ 先駆性
先進モデル

5

デザイン

4

性能

3

技術開発

2

資産価値

1

品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。
品質確保のための社内規定等が整えられている。
施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。
瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。
設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。
瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。
事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。
保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。
契約履行をモ ニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。
設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。
瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。
事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。

民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。
第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。
新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。
事業手法について先進的なモデルを採用している。
事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。
デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。
安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。
支払条件は出来高支払いに準じている。
価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。
独自の積算シ ステ ムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。
工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。
発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。
「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。

事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。
契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。
事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。
適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。
事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

0
免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。
建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。
将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。
耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ ｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。
予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。
事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。
事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。
事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。
維持管理の容易さを確保した計画としている。
必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。
竣工時に長期修繕計画案が作成されている。
事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

15

施設建築の各部位について、製造者・施工者ご とに品質保証期間を明記している。

瑕疵担保期間中のフォローア ップ体制及び実施要領等が整えられている。

0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

15

利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。

第三者による環境評価制度等を利用している。

各自
チ ェック欄
「○」or「×」

評価項目

通 し番 号

15

緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。

0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

４ 発注・契約

配点

ユニバーサルデザインを積極的に採用する。

15
5

注力する分野

路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。

0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

評価軸

発注・契約の基本的スタンス

立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。

15

2

品質保証

評価項 目

通し番 号

15

ヒートアイランド対策

３ 品質

各自
チ ェック欄
「○」or「×」

0

快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。
機能性（省エ ネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。
地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。
優良受注者の評価基準を設けている。
産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。
合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。
施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。

自由意見欄：（調査項目及び回答の中で気付いた点がございましたら、各自、自由にご記入ください。）

図参 2-2

発注者評価のための自己採点チェックシート
評価項目
1 地域貢献
2 景観・環境
3 品質
4 発注・契約
5 持続可能性
6 先駆性

地域貢献
15
12
先駆性

9

景観・環境

6
3

点
15
15
12
15
15
12

0

持続可能性

品質

地域貢献
15
12
先駆性

9

景観・環境

6

発注・契約

3
0

持続可能性

品質

発注・契約

図参 2-3

プロジェクト評価チャート（右側は回答事例）
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表 参 2-1

発注者評価シートその１（1 地域貢献、2 景観・環境、3 品質）

評価軸

各自

注力する分野

配点

評価項目

通し番号

チェック欄
「○」or「×」

１ 地域貢献
景観、まちづくり

地域の防災性・利便性

地域貢献

15
5

4

3

地元への事前説明

2

地元への迷惑防止

1

２ 景観・環境
自然環境

環境評価

グリーン調達

5

4

3

2

緑化

1

品質保証

瑕疵担保

品質管理

立地の独自性を考慮し、その持続可能性に貢献する。

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

新たな緑地等の自然環境を提供している。

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

施設建築の各部位について、製造者・施工者による品質保証を義務づけている。

路線価格評価など、立地周辺の資産価値向上に貢献する。
ユニバーサルデザインを積極的に採用する。
緑地や歩道を整備するなど、良好なまちづくりに貢献する。
利用者の路上喫煙を防止すべく、専用の喫煙室又は喫煙ゾーンを設置する。
利便性のある銀行・コンビニ、病院、図書館、託児所等を誘致する。
歩道や公開空地などにより、敷地周辺の歩行者交通を円滑化する。
利用者当り一定割合の駐輪場を提供している
周辺地域の防災性向上のため、防災備蓄倉庫の提供、帰宅困難者の一時受入れ等で貢献している。
公共利用等に向け、施設を公開又は提供している。
近隣住民と建物利用者との交流を奨励する取り組みを実施している。
立地地域の生産従業者へ（労働力及び消費力の面において、）貢献している。
周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
工事周辺の迷惑防止策を、請負契約条項に規定している。

15

ヒートアイランド対策

３ 品質

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
利用者当り一定割合の駐輪場を提供し、車利用を抑制している。
省エネルギー策を講じている。
自然エネルギーの利用を促進している。
廃熱や中水などを活用している。
第三者による環境評価制度等を利用している。
竣工後の室内の空気環境について、最低基準を示している。
音環境を維持するため、吸音・防音・防振等の対策を講じている。
建物の省エネ活動の見える化（電気使用量、CO2排出量等）を実践している。
環境負荷の少ない資材の調達、すなわちグリーン調達を行っている。
再利用など、建設廃材の削減策を講じている。
建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。
敷地内や屋上等の緑化等、建物の蓄熱を抑制している。
環境対策を事業要件の一部に含めたうえで、具体的な取り組みを行っている。
敷地内及び沿道の緑化に努めている。

15
5

4

3

検査体制

2

プロジェクト管理

1

0
施設建築の各部位について、製造者・施工者ごとに品質保証期間を明記している。
品質保証関連書類一式（取扱説明書を含む）を関係者に開示している。
品質確保のための社内規定等が整えられている。
施工時の品質を維持するための竣工後の施設管理体制が整っている。
瑕疵担保期間中のフォローアップ体制及び実施要領等が整えられている。
瑕疵担保期間中に発注者、設計者、施工者による検査に関する規定が契約書に整えられている。
設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組んでいる。
瑕疵担保保証の履行を補てんする「留保金や保険等」の仕組みが整えられている。
事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。
保有不動産の品質や違法性を管理する責任者を任命している。
契約履行をモニタリングする検査体制、要求性能試験、検査方法について、関係者で合意している。
設計責任と施工責任の切り分け、工事区分の明確化に取り組む。
瑕疵検証するフォローアップの業務範囲・実施要領等を提示する。
事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。
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表 参 2-2

発注者評価シートその２（4 発注・契約、5 持続可能性、6 先駆性）

評価軸

各自

注力する分野

配点

評価項目

通し番号

チェック欄
「○」or「×」

４ 発注・契約
発注・契約の基本的スタンス

発注者責任

発注者の体制

15
5

4

3

発注方法

2

要求条件

1

５ 持続可能性
事業継続（BCP）計画

ライフサイクルコスト

建物管理

民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款の精神を尊重し、契約を行っている。

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

災害発生時にも業務が中断しないようBCPを考慮した計画となっている。

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

各種表彰制度への応募・受賞等、第三者から高い評価を受けている。
第三者による環境評価制度等を活用し、高い評価を受けている。
新分野開拓に取り組む企業へ、協働や製品採用を通じてｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを提供している。
事業手法について先進的なモデルを採用している。
事業計画（ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ・施設運用等）について先進的モデルを採用している。
デザイン性（景観・外観・内部空間）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。
安全性（防災・防犯・耐震・建材等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

すべての契約条件を事前に受注予定者に対し提示している。
支払条件は出来高支払いに準じている。
価格や工期等の適正に配慮すべく、参考価格・参考工期などの根拠資料を備えている。
独自の積算システムの構築・運用により、価格の適正に配慮している。
工事区分について、事業方針を明文化し、契約検討に必要な情報を提供している。
発注先の選定や契約の際に、透明性の確保に努めている。
「建設業法令遵守ガイドライン」平成19年6月国土交通省や下請法を理解している。
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省に従い、法定福利費を含んだ金額で契約している。

事業目的をあらかじめ明らかにし、事業コンセプトを関係者と共有している。
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」平成23年8月国土交通省を理解している。
契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関係者間で合意している。
事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。
適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。
事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

15
5

4

3

保全計画

2

修繕計画

1

６ 先駆性

0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0
免震・耐震・制振などの採用により、構造性能向上に努め、施設利用者への安心感を与えている。
建物運営時のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を試算し、光熱費削減策の実施により、事業継続性向上に貢献している。
将来の機能更新・変更に配慮した、設備計画上のﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨを考慮した計画としている。
耐久性の高い材料・製品等の選定を心がけている。
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの低減に努めることを事業目標の一つにしている。
ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽに影響するｴﾈﾙｷﾞｰ負荷について、計画時に検討し、改善策を講じている。
予備品の準備等、将来の部品交換を意識した備えがある。
事業上必要とされる耐用年数に相応しい建材等を選定している。
事業運営上の維持・管理業務を想定し、計画与条件として示している。
事業上の耐用年数を想定し、計画与条件として示してる。
維持管理の容易さを確保した計画としている。
必要に応じて、耐久性の高い材料・製品等の選定を心がける。
竣工時に長期修繕計画案が作成されている。
事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。

15

先進モデル

5

デザイン

4

性能

3

技術開発

2

資産価値

1

0

快適性（空気環境・室温環境・音響・眺望・自然採光等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。
機能性（省エネ・省資源・制御方法・可変性・耐久性等）の先進的ﾓﾃﾞﾙとすべく、事業に取り組んでいる。

環境保護に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。
地域防災に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。
優良受注者の評価基準を設けている。
産業界の先進的な技術を実用化すべく、独自に取り組んでいる。
合理化、適正価格形成の技術開発・提供について、受注者へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを与えている。
施設の資産価値向上に資する先駆的な技術・性能を採用することで、その普及に貢献している。
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(3)発注者評価シート
実際に用いられた発注者評価シートを図 2 に示す。また、評価項目について、表 1、表 2
に示す。
なお、実際の評価にあたっては、図 3 に示したプロジェクト評価チャートを用いて、レ
ーダーチャートにより、プロジェクト評価を行っている。
本レーダーチャートを比較検証することで、プロジェクト間の特性を明らかにすること
ができると考えている。また、相互比較を行うことも可能である。
また、発注者評価シートは、発注者自らが評価することを前提にしているが、発注者と
ゼネコン、専門工事業者が評価することで、同じプロジェクト評価について、それぞれの
見方により比較検証し、課題抽出にもつながるものと思われる。
4.

発注者評価（自己採点チェック）シートの試行
この新たに作成した「発注者評価シート」に基づき、発注者問題小委員会の委員を通じ

て、様々な発注者による自己評価を実施した。その結果に基づき、分析と今後の発注者評
価の方向性について知見を得たので、その概要を報告する。
新たに作成した「発注者評価シート」に基づき、発注者問題小委員会委員により、19 件
の発注者（評価事例）を集め、分析を行った。

4.1 評価対象
今回実施した評価対象者の 19 件の内訳は次のとおり。
表 参 2-3 評価対象者の内訳
立場
1

発注者

建物用途

延床面積

事務所・商業・共同

立地

3 万㎡超

東京特別区

住宅・ﾎﾃﾙ
2

発注者

事務所

1-3 万㎡未満

東京特別区

3

発注者

事務所

1-3 万㎡未満

東京特別区

4

発注者

事務所・商業

3 万㎡超

東京特別区

5

発注者

事務所

3 万㎡超

東京特別区
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6

発注者

事務所・商業

7

発注者

8

3 万㎡超

東京特別区

事務所

3 千-1 万㎡未満

東京特別区

発注者

事務所

3 千-1 万㎡未満

東京特別区

9

発注者

事務所

大規模

10

発注者

事務所

1-3 万㎡未満

東京特別区

11

発注者

公共施設

3 万㎡超

東京特別区

12

発注者

共同住宅

13

発注者

事務所

14

発注者

事務所・商業・ﾎﾃﾙ

15

発注者

商業

16

発注者

ギャラリー

17

発注者

事務所

18

発注者

19

発注者

小規模
1-3 万㎡未満

東京特別区

3 千-1 万㎡未満

東京特別区

3 千㎡未満

東京特別区

3 千-1 万㎡未満

東京特別区

暫定利用

3 千㎡未満

東京特別区

展示場

3 千㎡未満

東京特別区

4.2 評価結果
調査結果、いくつか特徴的な点が見られた。
4.2.1 プロジェクトで多くが実施している項目
今回の調査対象者のすべての発注者が「実施している」と回答した小項目は、以下のと
おり。
・項目 13 周辺住民へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
・項目 14 関係機関へ、事前に事業計画等の説明や調整を行っている。
・項目 57 契約内容に変更が生じた場合、適切な伝達方法および契約変更方法について関
係者間で合意している。
・項目 58 事業目的に応じた最適な発注・契約方式を検討している。
・項目 59 適切な発注や契約変更を行うために必要な期間を確保している。
・項目 60 事業計画立案着手に先立ち、計画与条件を明文化している。
今回の調査結果の傾向として、近隣関係調整、発注体制等に関して実施していることが
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わかる。
4.2.2 プロジェクトであまり実施していない項目
今回の調査対象者のうち、
「実施していない」と回答した小項目は、順番に、次のとおり。
・項目 27 建材等について、地産地消（国産品等）の採用に努めている。（実施回答数

1

件）
・項目 40 事業計画の品質について、助言する外部専門家を任命している。
（実施回答数

3

件）
・項目 45 事業計画の妥当性について、助言する外部専門家を任命する。（実施回答数

3

件）
・項目 11 近隣住民と建物利用者との交流を推奨する取り組みを実施している。
（実施回答
6 件）

数

・項目 87 優良受注者の評価基準を設けている。（実施回答数

6 件）

総じて、地産地消（国産品等）、プロジェクト管理、外部専門家の助言等について、実施
している事例が少ない傾向にある。
4.2.3 プロジェクト全体の傾向分析
すべて項目を実施している場合、90 点となる。今回の試行結果では、最高点 85 点、最低
点 40 点となっている。
事例 19 件の平均点は、68.8 点、中央値は 74.0 点となっている。中項目別の内訳は、次
のとおり。
中項目

平均点 （最低点～最高点）

1 地域貢献

11 点

（ 5 点～15 点）

2 景観・環境

10 点

（ 1 点～14 点）

3 品質

11 点

（ 6 点～15 点）

4 発注・契約

14 点

（11 点～15 点）

5 持続可能性

13 点

（ 5 点～15 点）

6 先駆性

10 点

（ 2 点～15 点）

合計

69 点（満点は 90 点）
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地域貢献
15
12
先駆性

9

景観・環境

6
3
0

持続可能性

品質

発注・契約
図 参 2-2 プロジェクトの平均値（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）

全体の傾向として、発注・契約、持続可能性については、総じて高い自己評価が成され
ている一方、景観・環境、先駆性と言った点について、比較的低い評価となった。
また、建物規模が大きい物件については、実施している項目が多く、規模が小さくなる
につれ実施していない傾向が見られた。（相関係数＝0.576）
今回の調査における 19 件は、仮設建築から大規模オフィスビルまで、19 件の建物は多種
多様であるため、ばらつきも大きいものの、総じて、現代の発注者の抱える特性を把握す
ることができたものと思われる。

5.

さいごに
発注者問題小委員会で提案した「発注者評価シート」について、当初の「発注者評価マ

トリックス」でも示したように、あくまで良き発注者をほめる仕組みを構築することに繋
げる目的で作成したものである。
今回の試行結果を踏まえて、発注者が自らの建築プロジェクトを評価し、次のプロジェ
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クトにつなげることができる評価ツールとして活用できる可能性を見出すことができた。
今後は、発注者評価事例を増やすなどして、項目の見直し、建物規模との関係における
実用化方法等について、検討していきたい。また、発注者問題小委員会の目的であるより
良き発注者像の確立に向けて、研究を進化させていきたい。
また、本委員会の活動を通じて、次のようなことを明らかにしていきたい。
(1) 現実の建築生産社会における発注者のありよう
(2) 期待される建築生産社会における発注者像
(3) 発注者の果たすべきプロジェクトにおける役割・責任
(4) 現実の建築プロジェクトにおける発注者のありよう
(5) 期待される建築プロジェクトにおける発注者像
なお、本ツールについては、多くの皆さんのご協力が今後とも必要です。学会ホームペ
ージで公表していく予定としておりますので、事例作成にご協力いただければ幸いです。
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