
公共工事の品質確保に当たっては，事業の上流段階に

位置する調査・設計業務などの成果の品質確保が重要な

役割を果たしています。平成１７年４月に施行された「公

共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」にお

いては，調査・設計の品質の確保に関しても価格と品質

が総合的に優れた内容の契約とすることが必要と位置づ

けられています。

今回の特集では，国土交通省における建設コンサルタ

ント業務の品質確保に関する施策として「総合評価落札

方式の導入」「詳細な低入札価格調査」など入札・契約

制度の改善に係る取り組みについて，また，建設コンサ

ルタント業界と阪神高速道路株式会社における取り組み

について紹介します。



１． はじめに

建設コンサルタント業務は，建設生産システム

の中でも工事目的物の規格や仕様などを決定する

といった公共工事の上流段階に位置しており，こ

の成果が事業全体の品質やコストに大きく影響を

及ぼすものです。

このことから，発注者は，建設コンサルタント

業務等の成果について，適切な品質を確保するた

め，適正な費用をもって適切な方法で調達する責

任があります。

国土交通省では，「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

中間とりまとめ」（平成１８年９月）の提言を受

け，国土交通省が発注する設計コンサルタント業

務等成果の向上に資する諸方策やさまざまな課題

について，発注者，受注者および学識経験者の三

者により政策・方策の立案に資する相互の意見交

換を行う場として，「設計コンサルタント業務等

成果の向上に関する懇談会」（座長：小澤一雅東

京大学大学院工学系研究科教授）（以下「懇談会」

という）を活用することとしました。

２． 中間とりまとめの公表と
フォローアップ

この懇談会の一定の成果として，平成１９年５月

に中間とりまとめを公表しました。これは，国土

交通省の建設生産システムの中において土木分野

の建設コンサルタント業務等における今後の調達

等のあり方の基本的な方向を示すものであり，具

体化したものから順次実現させるとともに，中・

長期課題についてもロードマップを作成し，鋭意

検討を進めることを示すものとなっています。

なお，平成２０年３月に開催した第５回懇談会で

は，「中間とりまとめ」に基づき平成１９年度に進

捗したさまざまな課題についてフォローアップを

行い報告を行ったところです（図―１）。

この懇談会では，建設コンサルタント業務の品

質確保に関する施策として，入札契約段階，履行

中の監督（調査）段階，業務完了時の照査・検査

段階，業務成績評定等を行う事後段階といった業

務の全体に渡って実施すべき施策を示しています

が，今回はその中でも入口段階にあたる入札契約

段階の施策についてクローズアップし，各施策の

今後の方向性についてご紹介します。

http : //www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/koukai/consal/
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３． 入札契約制度の現状認識と
課題

! 指名競争入札の役割と課題

これまでの建設コンサルタント業務等の

調達は，当該業務の内容が技術的に高度な

ものまたは専門的な技術が要求されるもの

については，技術提案を求めて技術的に最

適な者を特定する『プロポーザル方式』を

行い，その他の業務については，優れた実

績および成績を有する信頼性の高い業者の

中から，入札参加者を選定して価格競争を

行う『指名競争入札方式』が実施されてき

ました。

指名競争入札方式では，優れた成果品を

納めることが次回以降の受注機会の拡大に

つながるため，必然的に企業は委託契約の

誠実な遂行や技術力の発揮に努めることと

なり，結果として，質の高い調達が実現さ

れるといった「好循環」が形成されていた

と考えられます。

一方で，指名によって入札参加者が限定

され，談合が誘発されやすいほか，新規参

入しにくいという問題も発生しており，こ

れらを改善するため，より透明性・競争性

の高い入札契約の方法を選択することが求

められていました。

このような状況の下，平成１７年４月に施

行された「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」には，調査・設計の品質確保に

関して競争参加者に技術提案を求めること

が明記されており，今後は価格による競争

から，価格以外の多様な要素も考慮して価

格と品質が総合的に優れた内容の契約がな

されることが重要となります。

" 建設コンサルタントを取り巻く現状

近年，国土交通省直轄の建設コンサルタ

ント業務等の契約件数・金額ともに減少傾

図―１ 設計コンサルタント業務等成果の向上に関する懇
談会の検討状況（青字は今回記事関係）
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向にある一方で，競争参加資格登録業者数が増加

傾向にあることから，競争入札においては，企業

間の過当競争の結果として低入札が多発してお

り，特に平成１８年度に入ってからの落札率の下落

には著しいものがあります（図―２）。落札率が

低いほど業務成績が低い傾向やミスの増加が確認

されており，低入札が進むことによる成果品の品

質低下が懸念されるところです。

" 受発注者とも限られたリソースを有効活用

するための課題

建設コンサルタント業務等の発注は，これまで

手続期間の比較的短い指名競争入札により実施さ

れてきたため，概ね上半期には業務委託契約が締

結されてきました。近年，プロポーザルの活用，

透明性の高い簡易公募型の入札契約方式の拡大

等，多様な入札契約方式に対応するため手続きが

長期化しており，契約時期が遅くなることにより

履行期限が年度末に集中することが多くなってい

ます。このため，業務の重複，十分な履行期間を

確保できないこと等による設計内容の検討不足や

照査の不足から設計ミスが増加することが懸念さ

れています。

４． 改善の基本的な方向性

建設コンサルタント業務等の入札契約プロセス

において，個々の業務等において品質の高い成果

が確実に得られる仕組みとして，資格審査および

入札契約における技術提案の評価が適切に実施さ

れる環境を構築するとともに，企業や技術者の技

術力が受注者の選定に適切に反映される仕組みと

して，業務成績評定を評価基準とする建設生産シ

ステムを構築していくため，平成１９年度には次の

ような施策を推進しました。

! 詳細設計業務等への「総合評価方式」の導入

建設コンサルタント業務における『総合評価方

式』は，これまで価格競争入札を行ってきた詳細

設計業務等のうち，「知識または構想力・応用力」

を評価することにより質の高い成果が得られる可

能性がある業務に対して導入するものとしており

ます。

詳細設計を行う者の技術力が後の工事の品質に

大きく影響することから，より技術力を高く評価

する方式として「加算方式」を試行しています。

また，価格と技術の比率は価格点１：技術点１～

建設コンサルタント業務等：出典）国土交通省調べ（８地整：１，０００万円以上の競争入札）
工事：出典）国土交通省直轄工事等契約関係資料（８地整：すべての競争入札（H１４～１７年度），

２５０万円以上の競争入札（H１８年度））

図―２ 国土交通省直轄の建設コンサルタント業務等における平均落札率の推移（H１４～１８年度）
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３を採用しています。平成１７年度に１件，平成１９

年度に２５件の試行を重ね，現在，業務特性や総合

評価を行ったことによる効果などを分析した上

で，今後総合評価方式の平成２０年度早期の本格導

入に向けて準備を行っているところです。

! 「プロポーザル方式」の適正な運用

平成１８年度における土木関係コンサルタント業

務に占めるプロポーザル方式の実施割合は６割を

超えており（表―１），今後ともプロポーザル方

式が増加する見込みです。また，平成２０年度には

総合評価方式の本格導入を控えており，業務内容

に応じた適切な調達方式の選定について再整理す

ることが新たな課題となっています。

懇談会は現在，学識経験者，業界団体代表，国

土交通省担当者で構成されていますが，この課題

に対応するため，平成２０年度以降の体制強化とし

て委員を増員するとともに，機動性のある組織と

してマネジメント部会および作業部会を懇談会の

下部に設置し（図―４），業務内容に応じた適切

な調達方式の選定について再整理するとともに，

７月を目処に「（仮称）建設コンサルタント業務

等に係る総合評価方式およびプロポーザル方式の

ガイドライン」の中間とりまとめを行うことが了

承されました。この作業と並行して，長期化して

いる手続きの簡素化についても検討を行う予定で

す。

" 業務成績評定の業者選定への反映

業務成績については，現在，プロポーザル方式

の技術評価等に活用されていますが，今後，総合

評価方式にも活用していく際にも，業務成績を中

心とした好循環が確実に形成されるよう配慮する

ことが必要です。

具体的には，プロポーザルに比べ総合評価方式

では価格点が追加されていることを考慮し，評価

表―１ 土木関係コンサルタント業務に占めるプロポーザル方式の実施割合 （億円）

業務分類 発注方式
H１４ H１５ H１６ H１７ H１８

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

コンサル５業務合計
プロポーザル方式 ４０２ ２３％ ４６９ ３１％ ４１８ ３０％ ４７７ ３４％ ８８３ ４７％

指名競争入札 １，３７１ ７７％ １，０５２ ６９％ ９８０ ７０％ ９１７ ６６％ ９９０ ５３％

うち土木コンサル
プロポーザル方式 ３５９ ３１％ ４３０ ４３％ ３８２ ４２％ ４２８ ４７％ ８０２ ６２％

指名競争入札 ７９４ ６９％ ５６３ ５７％ ５２５ ５８％ ４７６ ５３％ ４９５ ３８％

出典：国土交通省直轄工事等契約関係資料 平成１５～１９年度版

図―３ 建設コンサルタント業務における総合評価方式の概要
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点全体に対する業務成績の評価点の比率が過小と

ならないよう全体評価点に対する業務成績の占め

る割合を引き上げる案を懇談会に提示しました。

また今後は，企業に対する成績と技術者に対する

成績の使い分け等が議論される予定です。

! 「簡易公募型」契約方式の活用

より透明性，競争性の高い調達を行うため，広

く入札参加希望者を公募する「簡易公募型」契約

方式を一部で導入してきたところですが，その一

方で低価格入札の誘発が懸念されてきました。

これに対し，平成１９年度に総合評価方式の試行

や低入札価格調査制度の導入などを相次いで実施

できたため，パッケージで成果品の品質の低下を

防止する環境が整い始めたことから，平成２０年１

月に簡易公募型による調達方式の導入拡大を促す

通達を発出し，順次地方整備局において適用の拡

大を図っています。

" 低入札対策の強化

低入札価格調査は，契約の内容に適合した履行

がされるかどうか調査を行い，不的確な業者を排

除する仕組みです。建設コンサルタント業務等に

おいては平成１６年から試行されてきた低入札調査

ですが，当時は会計法に基づく調査ではなかった

ため，調査結果にかかわらず，結局最低の価格で

入札した者を契約の相手方としなければならず，

調査自体も契約後に行うものでした。

平成１８年度から著しい落札率の下落傾向が見ら

れたことを受け，昨年４月，会計法令に基づく

「低入札価格調査制度」が建設コンサルタント業

務等にも正式に導入されました。

また，低入札が行われた業務の原価構造の実態

を把握することを目的として，業務完了後に実際

のコスト内訳の提出を求める「業務コスト調査」

についても低入札案件を対象に平成２０年４月から

導入することとしました。

５． 今後の対応

今後，懇談会に新設した各部会において道路，

河川，地質調査・測量等の業務ごとにデータの収

集を行い，発注方式の選定，標準テーマ，評価項

目，評価方法の基本的考え方等について検討し，

その結果について懇談会に諮っていく方針です。

懇談会の詳細につきましては，関東地方整備局

のホームページ（http : //www.ktr.mlit.go.jp/

kyoku/koukai/consal/）に掲載しております。

図―４ 設計コンサルタント業務等成果の向上に関する懇談会の体制強化
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