
１． はじめに

社会基盤の整備において，より良い構築物を，

より安く，より安全に造り続けていくためには，

常に新しい技術の開発を継続していくことに加え

て，有用な技術をより迅速に建設の場に活用して

いくことが重要である。

そのための有効な手法として，国土交通省では

新しい技術基本計画において，NETISの改良・

拡充や技術開発・工事一体型調達方式の活用等の

推進を掲げ，その具体的運用が図られてきてい

る。

特に，技術開発・工事一体型調達方式は，この

４月にガイドラインが策定され，本格的な発注が

実施されようとしており，技術開発の新しい扉を

開く制度として大きな期待を抱かせるものといえ

る。

土工協積算・資材委員会（旧積算研究委員会）

積算研究第３専門委員会では，技術開発に係わる

施策の活用促進に向けて，民間サイドからの課

題・問題点の抽出や，スキーム作りにおける意見

等を委員会メンバー企業へのアンケート調査によ

って整理し，国土交通省との意見交換を実施して

きた。

本文は，そのアンケート調査を通して抽出され

た，民間企業における新技術の開発・活用ならび

に国土交通省の関連施策に関する考え方等につい

て，とりまとめたものである。

２． 開発技術の活用に関する実態調査
結果について

積算研究第３専門委員会において，開発技術の

活用に関する実態を調査し課題等の抽出を図る目

的で，平成１９年１０月に委員会メンバー企業（１５

社）に対してアンケート調査を実施した。

以下に，アンケート結果に基づいた，民間サイ

ドからの視点による，開発技術の活用に関する課

題や問題点等を示す。

� 開発技術の実用化を図る際の課題

自社で新たに開発した技術の実用化に当たり，

民間企業サイドからは次のような課題があるとし

ている。

� 開発技術の実用化手順の一つとして，「自社

現場における開発技術の試行」があげられる

が，その際には当然発注者の了解が必要とな

り，特に公共工事の場合実績を求められること

が多く，その結果新技術は採用されにくい。

� 企業においては，新技術を開発した場合には

土工協における新技術活用促進に
向けての取り組み
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特許で権利保護するのが一般的であるが，現在

の公共工事入札制度においては，特定の技術に

関して特許を有する企業のみが参加できるよう

な入札の実施は難しく，新技術の実用化の場が

少なく，かつ企業にとっての技術開発に対する

インセンティブも小さい。

� 新技術の場合，積算上の歩掛りが十分整備さ

れておらず，従来技術の歩掛りが適用されるこ

とも多いため，コスト面での優位性が評価され

にくく，その結果新技術の適用の機会も少なく

なる。

� NETISに関する課題

NETISへの新技術の登録に関して，民間企業

サイドからは「技術の信頼度が高まる」「営業上

のメリットがある」「総合評価入札や工事成績評

定において加点が得られる」など一定の評価はさ

れているものの，一方では次のような課題も指摘

されている。

� NETISへの登録に際しては，新技術である

にもかかわらず，経済性や耐久性，品質・出来

形，施工性などの詳細なデータが要求され，実

績がないと登録は難しい状況にある。

� 登録に際して必要となる提出書類に関して，

その作成時間や費用が膨大であるにもかかわら

ず，登録技術の実工事への採用は少なく，登録

のメリットが小さいものとなっている。

� 登録技術は公開されるため，総合評価入札に

おいて他社に技術提案のアイデアとして活用さ

れる恐れがあり，NETISへの登録を控える場

合も多い。

� 総合評価入札や工事成績評定において，

NETIS登録技術を採用した場合には加点され

ることとなっているが，加点の仕組みが明確で

なく，また加点の範囲も小さいなど，登録・採

用のインセンティブが小さい。

３． 技術開発・工事一体型調達方式に
関するアンケート調査結果について

平成２０年４月策定の「国土交通省技術基本計

画」において，民間の技術研究開発にインセンテ

ィブを与える施策の一環で，公共調達を意識した

制度面の取り組みとして「技術開発と工事の一体

的な調達」が位置づけられた。

これを受けて積算研究第３専門委員会では，当

該調達制度の速やかな実用化への期待を込めて，

平成２０年度の調査研究テーマとして取り上げ，類

似調達事例や予想される課題・問題点等について

調査検討を重ねてきた。

そして，平成２０年１１月には，当該調達方式に対

する民間企業サイドの意見の集約を図るため，委

員会メンバー企業（１３社）に対して，「技術開

発・工事一体型調達方式に関するアンケート調

査」を実施した。ただし，この時点では，当該調

達方式の具体的スキームは発表されていなかった

ため，当該委員会で想定した数ケースのスキーム

（図―１）と，既往の類似の公共調達事例を，ア

ンケート調査に際し参考資料として添付した。

以下にそのアンケート調査結果の概要を示す。

� 入札参加の可能性とその前提条件等につい

て

アンケートの最初の質問事項として，各社に対

して実際に当該調達方式が実施された場合に，応

募あるいは参加の可能性の有無と，さらに応募・

参加の前提条件について質問を行った。

１） 応募・参加の可能性について

アンケート回答１３社中１２社が応募・参加の可能

性があると回答し，残りの１社も将来的には応

募・参加を検討するという結果となった。

２） 応募・参加の前提条件について

応募・参加の可能性があると回答のあった各社
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に対して，その前提条件について質問を行った。

回答結果の概要を，その内容によって項目別に分

類し以下に示す。

� 技術開発に係る費用負担に関して

技術開発に要する費用に関して，最終的に失

注や，工法の不採用あるいは実用化ができなか

った場合も含めて，発注者からの費用負担の範

囲が明確でかつ確実であること。

� 技術開発の熟度に関して

応募技術については，ほぼ実用化の目処がつ

いて相応の熟度レベルとなっていることが必要

であり，あわせて与えられた期限内に技術開発

成果を得ることができる可能性を有すること。

また一方では，実績第一主義ではなく，現場

実証レベルまで達していない技術であっても，

実用の可能性があれば排除しないこと。

� 開発成果，実工事におけるリスクに関して

応募・参加に当たっては，技術開発による成

果が得られなかった場合の損失（工期の遅延や

工事費の増大）等のリスクに関する取り扱いが

明確化されていること。

（これについては発注者サイドも同じ立場と

推察され，リスクを回避するためには，チャレ

ンジ的な（実績のない）技術は敬遠される可能

性が危惧される。）

� 開発技術の知財に関して

本調達方式によって開発された技術の知財権

については，開発会社の所有権を最低限確保す

ることが明確であること。

（国土交通省のガイドラインにおいて，バ

イ・ドール規定を適用し知財権は民間サイドに

帰属するとしている。）

� 選定理由・評価基準に関して

採択技術や施工業者の決定に際しては，その

審査・評価基準を明確にするとともに，各審査

図―１ 技術開発・工事一体型調達方式の手続きイメージ
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ステップにおけるプロセスの透明性が図られて

いること。

� 選定企業のメリットに関して

本調達方式において開発した技術に関して，

開発業者に何らかの形で利益の還元やインセン

ティブが与えられることを期待する。例えば，

開発技術を活用する工事の継続発注が見込まれ

たり，開発技術の活用提案による入札参加の場

合のインセンティブ付加等。

� 手続き・スケジュールに関して

参加申請あるいは入札から竣工までの期間が

通常の発注案件に比較して長期になるため，技

術者の拘束期間の長期化や工事価格の高騰等の

リスクが予想されることから，審査・評価の期

間の短縮が必要。

� 制度全体・その他

技術の評価や審査に関して，特に第三者機関

等が係る場合に，応募技術に対する秘密保持の

確保が徹底されていること。

（評価・審査の透明性との整合性の問題があ

る。）

３） 応募・参加のメリットについて

当該調達方式への応募・参加に対するメリット

に関して，あらかじめ想定した４項目に対する優

先順位を質問したところ，以下の結果となった

（１３社回答）。

〈メリットに関する優先順位の集計結果〉

・開発技術に対するオーソライズ ４社

・民間企業における技術開発の促進 ４社

・開発費用の軽減 ３社

・施工会社決定手法としての合理性 ２社

この結果が示すように，当該調達方式へ応募・

参加することのメリットの考え方は，委員会企業

間において微妙に差があり，予想以上に開発費用

負担の軽減以外のメリットについての回答が多く

みられた。

� 入札参加時の開発対象技術のイメージにつ

いて

当該調達方式への応募・参加を想定した場合

に，各社において現状で考えられる開発対象技術

とその技術を活用する工事の具体的イメージにつ

いての質問を行い，その回答結果を分野別にとり

まとめた。

開発対象技術として回答（重複含む）が多かっ

た分野は，トンネル・シールド関連，リニューア

ル等の供用中施工関連，地盤改良・土壌汚染対策

関連の各分野である。

� トンネル・シールド

・トンネルの急速施工（技術の組合せのトータ

ルシステムとして）

・土砂地山を対象とした地表面沈下の少ないト

ンネル工法（シールド代替工法）

・大深度，大断面トンネルの分岐・合流部ある

いは切拡げ部の施工方法

・併設都市トンネルにおける上下線連絡口の構

築工法

・新しいシールド・セグメント技術（大深度地

下，分岐合流部）

・トンネルの覆工コンクリートひび割れ制御技

術

� 短工期・急速施工

・アンダーパスの急速施工技術（道路，鉄道）

・短工期の駅部等の人工地盤構築技術

・立体交差急速施工技術

� 供用中施工（リニューアル等）

・供用しながらの岸壁耐震補強技術

・供用しながらの高速道路の更新技術

・橋梁基礎の耐震補強技術

・管渠更新技術（下水道リニューアル等）
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� 海洋・海岸

・港湾の長周期波対策工法（港湾整備，港内護

岸リニューアル）

・浚渫土砂の有効利用工法（浅場造成，人工干

潟等の環境整備活用）

・桟橋・岸壁の増深工法（桟橋，護岸）

・超大型沈埋函の製作，沈設方法（海底トンネ

ル工期短縮）

・大水深の掘削・構造物築造技術（海底資源

等）

� 地盤改良・土壌汚染対策

・既設構造物下で周辺への影響の少ない地盤改

良工法（道路，鉄道，供用中岸壁等）

・汚染土壌修復技術（高濃度汚染土壌対策等）

・大深度真空排水工法，圧密脱水工法等の軟弱

地盤対策技術

� 河川・ダム

・ダム堆砂処理技術（周辺への影響の少ない浚

渫，分級，リサイクル処分等）

・ダム再開発，機能の更新に係る技術（嵩あ

げ，堤体削孔等）

・河川堤防築造技術（大都市河川や築堤不適材

料しか採取できない地域における越流に強い

堤防 等）

� リサイクル関連

・各種建設汚泥の新しいリサイクルシステム

（シールド，基礎杭等）

・石炭灰（または火山灰）大量有効利用技術

� 環 境

・有害建材を含む建物解体，処理工法（放射

能，ダイオキシン，工場解体等）

・濁水処理技術（地下鉄，トンネル工事，省ス

ペース設備等）

� 施工機械・施工管理

・GPS，３D―CADを用いた盛土施工・管理技

術（ダム，高速道路等）

・無振動・無騒音施工技術（民家近傍トンネル

工事等）

� その他（汎用，仮設工事等）

・高剛性小断面水中基礎技術（鉄道，道路，架

橋等）

・施工効率の良い耐震化技術（既存構造物全

般，リニューアル等）

・大深度山留のコストダウン技術（大深度立坑

等）

・新しい液状化対策工法（道路，河川，港湾，

空港の耐震化等）

・自社開発で行う場合現場適用性の確認試験に

伴う費用が大でリスクが大きい技術（都市部

道路トンネルや共同溝の立坑等）

４． おわりに

建設会社においては，昨今の厳しい経営環境の

下で，技術開発への投資は年々縮小傾向にあり，

一方でほとんどの公共工事において総合評価入札

方式が適用が図られてきた結果，比較的小規模か

つ短期的な技術開発が多くを占めるようになって

きている。

しかしながら，より優れた社会資本の整備を継

続し，建設業の魅力をアピールしていくために

は，よりダイナミックな技術開発の促進と新しい

技術の積極的な活用が不可欠である。そのために

は，「技術開発・工事一体型調達方式」をはじめ

とする，技術開発促進に向けた有効な施策の速や

かな実用化に期待するところが大であり，土工協

としても技術開発の促進と，関連する施策の積極

的な活用に関して，一層の努力を重ねていく所存

である。
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