
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４３０１

基盤研究(A)

2014～2011

建設プロジェクトの発注・契約方式と品質確保のしくみに関する国際比較研究

International Comparison Research on Construction Project Delivery Methods and 
Quality Ensuring System

６０１０９０３０研究者番号：

古阪　秀三（Furusaka, Shuzo）

京都大学・工学（系）研究科（研究院）・准教授

研究期間：

２３２４６１０５

平成 年 月 日現在２７   ６ １４

円    28,200,000

研究成果の概要（和文）：日本、中国、韓国、星国、英国、米国における建設プロジェクトの発注・契約方式の30年間
の変遷を比較した。その比較によれば、各国ともに、発注者、設計者、施工者の間のリスク分担関係の変化に伴って発
注・契約方式／制度が流動化している。さらに、その流動化は海外企業を受け入れている国の国内建設産業に影響を与
え、その影響は徐々に当該国の発注・契約方式／制度と品質確保のしくみに波及している。この大きな流れは各国のGC
の有する能力の高さに強い関係がある。

研究成果の概要（英文）：We compared the history of the past 30 years, transition and present status of 
construction project delivery methods and contracting system in Japan, China, South Korea, Singapore, the 
United Kingdom, and the United States. According to the comparison, project delivery methods / 
regulations in each country is altering in accordance with the changes in risk allocation among owners, 
architects/designers and contractors. In addition, the alteration affects the domestic construction 
industry in countries which have accepted the foreign contractors, and its impact is gradually spreading 
to project delivery methods/ regulations and quality ensuring system in the country.
Speaking hypothetically, this large flow has been being strongｌｙ related to the ability of the general 
contractor in each country.

研究分野： 建築分野におけるプロジェクトマネジメント、建築生産、建築社会システム、建築経済

キーワード： 建設産業　法制度　品質確保　国際比較　マネジメント
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１．研究開始当初の背景 
(１)建設プロジェクトの品質確保は極めて重
要な課題であるが、その信頼性が世界各国で
問題となっている。また、グローバルな競争
社会の中で円満に推移するプロジェクトから
品質、コスト、安全等の面でトラブルに巻き
込まれるプロジェクトまで多様である。 
 
(２)これらが建設プロジェクトの発注・契約
方式に強く関係し、また、その発注・契約方
式が品質確保のしくみに大きく影響している
ことが徐々に顕在化しつつある。 
 
(３)さらに、建設プロジェクトの関与者であ
る発注者、設計者、施工者の間の役割と責任
の分担関係が変化しつつある。 
 
２．研究の目的 
(１)本研究では、研究の背景で挙げたこれら
の実態を、多様な発注・契約方式と契約約款
が充実しており、かつ職能性が定着している
英国、米国と、発注方式の多様化と契約制度
の整備が遅れた日本、中国、韓国を比較対象
国として取り上げ、各国での品質確保のしく
みとの関係を詳細に分析した。 
 
(２)また、これら諸国のしくみが競合するUAE、
シンガポールでのプロジェクトを取り上げ、
各国の品質確保のしくみの適合性、優位性を
実プロジェクトに即して検証した。 
 
(３)最終的には、国際市場における発注・契
約方式と品質確保のしくみの今後のあり方を
構想すること、とりわけ、日本の品質確保の
しくみの強みと弱みを実証的に把握すること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
(１)プロジェクトマネジメント、発注・契約
方式、品質確保等に関する多くの研究・実践
活動の経験から研究の方法として以下のこと
に配慮することの重要性を認識している。 
①建設プロジェクトの品質確保には、建築

生産に投入される技術の多様化・複雑化、｢分
業｣（水平的分業、重層化、設計側と施工側の
役割分担など）の進展、この進展に対して建
築生産における｢品質確保のしくみ（特に関係
者の役割・手順・責任等や、品質確保に必要
な知識・技量等）｣を規定している建築関係法
制度や関連する契約規範、技術規範などがど

のように対処してきているかを把握すること 
②理念上、あるいは机上での比較にとどま

らず、それらの生産活動が同じ地域で競争的
に展開されるケースでの詳細・実証的研究が
効果的であること 
 

(２)上記の知見を活かし、本研究では公表さ
れた文献・資料の分析、実プロジェクトの契
約図書・施工図書・契約約款等の詳細な分析、
各国の実プロジェクトのヒアリングなどを通
して以下の５点を明らかにすることとした。 
①各国の建設プロジェクトの発注・契約方

式の多様性とその変遷の把握 
②各国独自の品質確保のしくみの比較分析 
③発注・契約方式と品質確保のしくみの関

係性の把握 
④各国の設計・施工・マネジメント企業が

建設市場として競合している UAE ならびにシ
ンガポールでのプロジェクトを対象に、より
具体的・詳細に各国の品質確保のしくみがど
のように生かされ、競争優位に立っているか
を確認 
⑤結論として、日本の発注・契約方式なら

びに品質確保のしくみが世界の中でいかなる
地位と評価を得ているか、またその強みと弱
みを明らかにし、今後日本の市場が縮小する
中で、それらの企業の海外進出戦略を考える
一助にすること 
 
（３）調査対象国の研究者・実務者が一堂に
会して行う国際会議「国際発注・契約研究会
議」を定期的に開催し、適切な共通の課題（宿
題）に対する回答と各国の特徴的なしくみ・
制度等の実態情報を持ち寄り、協議すること
により、本研究の進捗・内容の充実を図った。 
 
４．結果成果 
(１)調査対象国における発注・契約方式の 30
年間の変遷の主たる内容は、各国ともに、発
注者、設計者、施工者の間のリスク分担関係
の変化とそれに伴った発注・契約方式／制度
が流動化しているものである。さらに、その
流動化は海外企業を受け入れている国の国内
建設産業に影響を与え、その影響は徐々に当
該国の発注・契約方式／制度等に波及してい
ることが確認できた。各国の発注・契約方式
の 30 年間の変遷を英国を例に図１に示す。伝
統的な GC（General Contracting：設計施工
分離）方式から、マネジメント方式、DB（Design 
Build：設計施工）方式等の導入を経て、設計



と施工の連携の動きと主体間の協調関係構築
へと変化していることが見て取れる。
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(２)その中で、より特徴的な変化は、日本の
設計施工、英米のデザインビルドの差異がよ
り鮮明になり、端的には日本の設計施工一括
発注方式が各国の法制度、職能性になじむ形
で変化していること
設業者（ゼネコン）が日本国内で行っている
「躯体図
広まっていることなどがある。
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技術者が現地の制度に馴染む形で活躍してい
ること、「躯体図
での意匠・構造・設備の整合性／統合、工事
段階での設計と施工の整合性／統合、設計・
施工両段階にまたがって行われる「もの決め
プロセス」の一貫性とその合理性が当該国で
実証的に示されていること等による
図４）
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術と社会制度との関係」であった。毎回約
人の参加で活発な意見交換が行われた。
上の成果は既に
あるが、国際会議の開催に関して、２つの貴
重な経験をした。
 ①３回にわたる国際会議には、主として漢
字圏の国、英語圏の国の研究者・実務者が参
加した。その共通言語は英語にせざるを得な
い。しかし、漢字圏の国の同じ漢字の用語が、
国によって法制度・社会システムの違いから
異なる意味を持ち、各国がそれを英語にした
場合、異な
しかも、その時に使われている英語は
にとって異なる意味で伝わる可能性もある。
たとえば、今回の会議でよく使われた「監理」
は日本、中国、韓国でその担当者、責任の範
囲などが異なり、その英語には「
「inspect
いる。しかし、英米で「監理」に該当する業
務はない。
②その混乱、意思疎通の困難さを解消する

ために、会議は逐次通訳とし、通訳者の間違
いを参加者が気付き修正することができるよ
うにしたこと、通訳者が訳すことに戸惑
場合は参加者がサポートをすること等で、極
力混乱・誤解を
３回の会議には原則として同じ研究者・実務
者が参加し、通訳も同じ通訳者にしたことに
より、無用な緊張関係もなく、きわめて有効
な意思疎通が実現した。
③その結果、最終回の

際して、各国の参加者から各国で
発注・契約方式とそれを支えるマネジメント
技術の普及過程の国際比較を共通のテーマと
して継続して活動することが確認された。
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