
生き残りをかけての戦い
　 ～総合評価と向き合う

建設の未来を創る研究会編

これは、建設投資の減少と土木事業の競争激化により経営危機に直面した

中規模の建設会社が、経営コンサルタントの協力を得て、総合評価入札方式

に真正面から立ち向かって会社を立て直していく様子を描いたものである。

〔登場する会社、人物、発注工事はすべてフィクションです。危機を突破する

ため、どのような行動をすればよいのか参考にしていただきたい。〕
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社長の焦りƬƬ
黒木組は土木を中心とした堅実な経営で知られた地場建設会社であったが、事
業拡大のために本社を東京に移すとともに、潤沢な資金を元に経営不振に陥った建
築会社を吸収合併した。この合併により念願であった売上高500億円が視野に入っ
たのである。吸収合併した会社は集合住宅に強みを持っており、折からの第二次マ
ンションブームに乗り売上高は順調に伸びた。平成16年３月期の決算でついに売上
高が500億円を突破した。ただ、優良会社と称され５～８％を維持していた売上高
営業利益率が３％を切っており、知らず知らずのうちに売上至上主義に陥っていた。
　　
売上目標達成を期に３代目社長に就任した黒木は、建設事業に限界を感じ取って

いた。特に談合問題を機に、土木は厳しい価格競争に突入し、従来では考えられ
ないような低価格での入札が横行した。最盛期には250億円近い売上高のあった土
木事業も、現在では100億円を切る寸前まで低下していたのである。
「土木からの脱却」を掲げて、建築事業と新事業に傾注していったが、建築事業
で売上高を稼いで土木事業で利益を上げるビジネスモデルが最早成り立たなくなっ
ていることに気付きながら有効な手立てを打てないうちに土木からの脱却は悲劇を
もたらした。さらに３年後、黒木建設技術（ＫＫＧ）と社名を変更した。当時、Ｍ
ＢＡを取得した技術屋御曹司が創業家と決別しゼネコンの進むべき道を示したと、
マスコミを賑わした。しかし、戦略なき脱土木は、土木工事の手持ちが減少し、職
員の配置上も低価格入札に参加せざるを得なくなっていた。建築事業、特に集合住
宅の受注で何とか売上高を確保したものの、利益率の低下は目を覆うばかりであっ
た。他社と比較して早くから手を付けていた新事業も上手くいかず、アナリストから
は趣味の域を出ないと酷評されていた。手をこまねいていたわけではなく、利益率
を上げるために専門家の指導を受けトヨタ生産方式を導入したが、利益低下に歯止
めがかからず中断したり、すべてに中途半端であった。２年前には第二次住宅バブル
の崩壊がささやかれ始め、建築事業の選別受注をせざるを得なくなり、売上に急ブ
レーキがかかった。追い討ちをかけるように、衝撃的な事件が起こった。平成21年

Ⅰ プロローグ

ある中規模建設会社の現状
総合評価で勝って、土木の体制を立て直す
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３月期の決算では創立以来初めての営業赤字に転落することが確実となり、経済誌
の危ない会社に顔を出したのである。

　ＫＫＧの連結決算の推移は以下のとおりである。
 H16.3 H17.3 H18.3 H19.3 H20.3 H21.3 予想
売上高（百万円） 52,700 55,160 58,040 50,021 47,920 37,435
営業利益（百万円） 1,355 1,800 1,270 1,150 650 －733
営業利益率 2.6% 3.3% 2.2% 2.3% 1.4% － 2.0%
当期純益（百万円） 456 410 － 3,676 340 － 2,522 25

　平成 17 年度に不振のゴルフ場の閉鎖や設備の償却で大幅な特損を出した。また、平成
19 年度は職員の２割削減を断行し退職金の割り増しなどで大幅な特損を出している。
　日本建設業団体連合会が公表している加盟全社の 2007 年度個別決算合計状況は、売
上高 14 兆 4,890 億円、営業利益 1,660 億円、売上高営業利益率 1.1%、当期純利益は
299 億円の赤字であった。2007 年度だけでみれば建設大手、準大手をふくめた 51 社でト
ヨタ自動車１社の営業利益の 15%にしかならないのである。ものづくりと言われている企業
が５～ 10%の売上高営業利益率であることを考えると、ゼネコンはものづくり企業とはいえ
ない。ものづくりへ回帰することを謳いあげているゼネコンもあるが、ゼネコンは元来ものづ
くりのビジネスではないのである。苦境の現在、ビジネスモデルそのものの変革をせまられ
ている。

KKGの現状ƬƬ
KKGは建築といっても集合住宅が中心だ。確かに集合住宅は利益が出にくいが
同種の工事も多く、数量の効果が望めると考え、他社が撤退していく中で黒木は、
ここに活路を求めた。集合住宅の原価を下げるためにカイゼン活動を取り入れたりも
した。ところが集合住宅は支払い条件が悪い上に、倒産して回収できない工事も急
激に増加した。今のキャッシュフローは倒産企業そのものであり、相変わらず土木
の手持ち工事の利益に頼っているのが現状である。
大手、準大手が一斉に脱談合宣言をした。これまで業界調整という護送船団に

守られて共存共栄を図ってきたが、長期的な公共事業の減少は大手による力ずくで
の競争相手つぶしへと発展した。さらに、総合評価方式の導入を中心とした入札制
度の改革が始まった。
「むしろKKGではこの流れを歓迎していた。このクラスのゼネコンとしては珍しく
早くから研究所を持ち、技術に力を入れていた。技術部門のトップたちも技術力は
大手にも引けを取らないが、業界調整があるため技術に投資してもなかなか生きて

資料1



4

こないと嘆いていたくらいだ。」
平成17年度から本格的な総合評価方式の導入が開始されたが、当初は技術点の

ウエイトが低く、大手、準大手による予定価格の50%を切るような低価格での入札
が横行した。さすがに社会基盤を整備する立場の国土交通省も低価格対策に乗り
出し、技術点のウエイトが高まるように制度が改善されてゆき、18年度に入ると、価
格点が12位から技術点で大逆転というようなケースがマスコミを賑わすようになって
いた。
黒木は続けた。「やっと技術力で戦えると思い、選択と集中と言いつつも参加で

きる工事はほとんど参加した。しかし、高い技術点がとれずほとんど全敗、獲れる
のは価格競争の市町村発注工事だけになってしまった。今まで技術力は大手にひけ
をとらないと思っていたが、オリジナル技術といっても使われる機会が少なかったの
でPDCAの改善サイクルが回らず、他社と差別化できていないことがわかった。」
１社が開発した技術がいいものであれば、工法協会や研究会を設立して会員みん

なで使うシステムが確立していたのである。工法使用料にしても雀の涙程度で、と
ても開発費を回収できるものでもなかった。護送船団方式ならこれで良く、１社が
突出することは好ましいことではないのである。建築は土木と大きく異なり、原価低
減につながることが絶対条件であり、特にＫＫＧのような中規模のゼネコンにとって
は大手、準大手の動向を注意深くウォッチし、必要なものについては後追いすれば
よいという考えが支配的であった。
「今まで投資してきた技術が総合評価で使えないとなると、大手、準大手とスター
トラインについて一斉にスタートとなる。物量が豊富な彼らに勝てるわけがない。技
術評価点の結果が如実にあらわれている。しかし、マーケットこそ大きいが収益に
不安のある集合住宅に経営資源を集中することで、KKGの将来が明るくなるとも思
えない。土木技術者も多く抱えているし、総合評価で勝って土木の体制を立て直す
ことが急務なんだ。高島、なんとか力を貸してくれないか？」
高島は建設業界の厳しい現状をよく理解していたため少し迷った。しかし、お世

話になった建設業界への感謝の気持ちと、この業界を外から見るようになって、「他
産業からみたら競争、競争といってもこの程度のことは日常茶飯事のことで、声高
に叫ぶ建設業界を嘲笑していることだろう。」と感じていた。確かに、建設業界は
低価格入札と叫んでいるが、競争の激しい薄型テレビなどは毎年２割～３割の勢い
で価格がさがっていくのであって、これが競争社会の現実なのである。
「黒木、どれだけ力になれるかわからないが全力を尽くすよ。まず、チームを組み
たいので30才～ 50才のメンバーを集めて欲しい。」黒木も優秀な土木技術者を集め
ることを約束した。
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社長の黒木をトップにした「総合評価突破チーム」が発足した。メンバーはリーダー
の大江(45)、補佐役の市川(40)、西尾(37)、小林(35)、中野(31)と30代前半から
40代半ばの建設業界としては比較的若い５人のメンバーが選ばれた。最初のミーティ
ングでは、これまでの提案書に対する反省会から始まった。会議は大江の司会進行
で、西尾、小林、中野がこれまでの提案内容を分析し報告した。その報告を聞き
ながら、高島は軽い驚きを覚えた。
総合評価方式が定着し始めた頃、高島は発注サイドにいる知人からこんな言葉を

聞いていた。「高島さん、総合評価するにあたってまず評価の対象とするのは、色、表、
写真、フローですよ。」初期の提案はともかく、直近の提案には４つの要素が見事
に盛り込まれていた。「今、必要なのは成功モデルです。この提案はかなりの高い
評価点を獲ったのではないですか？」「価格点５位、技術点８位ですから、特に高
い技術点ではありません。」と西尾が答えた。さらに西尾は付け加えた。「確かに提
案書の巧拙により得点に差が出てくることは否めません。いろいろな処で提案書を作
成する講習会が開かれていますし、我々も講習会に参加しています。多分、競争相
手もこれら講習会に参加していると思いますよ。」　総合評価は急速に進化しており、
高島は「評価する側はあなたがたよりも数多く経験しますし、学識経験者の知恵も
借ります。我々が考えている以上に発注サイドが進化するスピードは速いと考えた方
がいいですね。」「提案の形の巧拙もありますし、本当にその提案が総合評価を導
入した目的に合っているのかどうかも求められ始めたのですよ。」「これから私も一緒
に技術提案を考えていきますが、勝てる保証はありません。これまでの提案も含め
てしっかり分析し、計画－実行－評価－対策のマネジメントサイクルをきっちり回して
いくことが重要ですね。」
市川が総合評価方式導入の経緯を再整理すること、西尾、小林、中野はこれま

での評価項目を分析することで、最初のミーティングを終了した。

Ⅱ 土木の体制を
　  立て直す

総合評価をよく理解しよう
本当にその提案が総合評価を導入した目的に合っているのか

自社の技術も客観的に見ることが重要
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日本の契約制度の歴史ƬƬ
市川は総合評価方式についてある程度の知識を持っているし、公共工事の入札に
は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約と３方式があることも理解していた。
まず手始めに公共工事入札の歴史を調べてみた。「明治22年会計法が制定されて、
公共調達は一般競争入札が原則であり、最低価格者が落札していたんだよ。」しかし、
その10年後の明治33年には、指名入札制度が導入されたのである。「近代化に向
けてインフラ整備は緊急の課題であったが、おそらく一般競争入札による価格競争
では技術力の低い不適格業者も参入したんじゃないのかな。」「驚くことに、この世
界でも類をみない指名競争入札が100年以上続いたんだ。」この入札制度見直しの
契機となったのは日米建設問題が発端で、平成６年に「公共事業の入札、契約手続
きの改善に関する行動計画」が閣議決定された。

品確法の骨子ƬƬ
優良な社会資本を提供し整備することは、日本企業の競争力を高めたり、国民生
活を豊かにするために必要不可欠である。その根幹をなす構造物の早期劣化や橋
梁の不良工事、コンクリートの強度不足、建築では集合住宅の鉄筋不足がマスコミ
の紙面を賑わした。このような状況を背景に、平成17年４月に「公共工事の品質確
保の促進に関する法律」いわゆる品確法が施行されたのである。

総合評価方式を再学習ƬƬ
　総合評価方式の導入に至った背景を整理すると、
①�公共事業の減少により価格競争が激しくなって技術的な裏付けのない低価格入
札が横行し品質の低下が懸念されたこと

②�低価格入札で周辺環境への配慮が欠けることが懸念されること
③�高い技術力を持ち品質の良いものをつくろうとする健全な企業が生き残れなくなる
ことが懸念されること
④談合等の不法行為が復活することが懸念されること
などでしょうか。と、高島が市川の説明をまとめた。「皆でディスカッションをして

総合評価に対する認識を共通にしておきましょう。」
ここで市川が議論を深めるために、公共工事における総合評価方式活用ガイドラ

インから「総合評価方式の体系」を説明をくわえながら、ホワイトボードに書き込んだ。
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KKGは、価格競争や簡易型を避けて、単独で標準型で出件される工事か、JV
を組んで高度技術提案型で出件される工事に応募するケースが多かった。
「品確法との対応を確認してみましょう。②受注者の技術的能力の審査はどこで
判断するのでしょうか？」「１つ目は有資格者名簿から経営状況、工事実績や成績か
らです。２つ目は個別工事に際しての技術審査で、提出された簡易な施工計画や配
置予定技術者からのヒアリングで評価するようです。」と市川が答えた。「今、施工
中の工事の出来栄えは、工事成績に直結するので大事なのですね。」
「③技術提案の審査・評価、これがまさに技術評価点になるのですね。総合評
価が導入されてから５年以上が経過しています。技術提案が求められる項目は大体
絞られてきているのですか？」ここで、評価項目の調査を担当した西尾が、評価項
目をまとめたペーパーを配布した。このペーパーには、この５年間でどんな工事に対
してどんな評価項目が設定されていたか示されていた。
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※ 公共工事における総合評価方式活用ガイドラインより
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「審査で高い得点をとるためには、一度自分達が審査する側にまわることも効果的
ですよ。」と、高島が思いがけない発言をした。皆キョトンとして「どういうことでしょ
うか？」「評価チームには大変よく調べていただきましたが、まだ十分ではありませ
ん。」高島はホワイトボードに、それぞれの評価項目の後ろに、KKGの保有技術、
専門業者の保有技術、競争相手の保有技術と書いた。「これら保有技術を調べるだ
けでなく、その技術に対する評価もしてみてください。まさに技術を評価する側の気
持ちがわかりますよ。自社の技術も客観的に見ることが重要です。」
「選別受注をスローガンにしていますが、ほとんどの競争に参加しており選別でき
ていないのが現状ですよね。当然、圧倒的に失注するので失注経費が莫大になり
経営を圧迫していると、黒木社長が嘆いていました。」「保有技術の評価表をある程
度の精度で作り上げれば、自社の技術的なポジショニングが明確になりますので、
選別するときの有力なツールとなるものと考えられます。」一同納得したように頷いた。



10

デザインビルド方式による橋梁工事が公示され、KKGは橋梁上部工メーカーと異工
種JVを組んで応札することになった。KKGは、下部工を担当することになり、西尾をリー
ダーとして中野と土木設計部、当該支店で提案書を作成することになった。

(1)発注方式
上下部設計施工一括発注方式
標準案が示されており、スパン割り２×40 ｍ＋ 65 ｍ（センタースパン）＋２×40 ｍは厳守し、
審査するに際して技術提案が求められている。

(2)下部工事概要
本工事は老朽化した橋梁の架け替え工事である。上下４車線道路で河口付近に位置してい
る。交通量は多く、付近にはテーマパークや集合住宅、小・中学校がある。
○ＲＣ橋脚工４基　　高さ：23 ｍ２基　18 ｍ２基　
　平面形状：矩形 15 ｍ× 1.8 ｍ
○ＲＣ橋台工２基　　高さ：16 ｍ２基　　　　　　
　平面形状；矩形 15 ｍ× 1.8 ｍ
○基礎工一式　　　　平均支持層 35 ｍ～ 40 ｍ

(3)最長工期
　最長工期として７５０日（上下部合計）

(4)下部工の技術提案
①工期短縮日数
②塩害を考慮した橋脚・橋台の品質・耐久性向上対策
③工事施工に伴う周辺環境に対する配慮。（騒音、振動、他）
④コスト縮減対策

Ⅲ　総合評価入札
　　 に取り組む

ケース1 ◆ 工期短縮は必須条件
最大のポイントは明確に差がつく工期短縮日数とコスト
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工期短縮は仮設を減らせƬƬ
西尾は、上部工メーカーとの協議を踏まえて、今回の勝負のポイントをメンバーと
話し合った。
「今回の最大のポイントは、明確に差がつく工期短縮日数とコストだとの考えで一
致している。」「橋のスパン割りと工期から考えて、上部工にコンクリート構造を提案
することは難しく、標準案通り鋼製箱桁になるので大きな差はつかないだろう。」「勝
負は我々が担当する下部工の工夫にかかっているということですね。」と、中野が口
を挟んだ。重点ポイントが絞れたことで、メンバーは工法の選定に入った。
杭の変更や締切り方法、仮設桟橋、船を使う等 、々数々の案が出てきた。しかし

議論を重ねても、これという提案は出てこなかった。「いざとなれば、できる範囲で
昼夜兼行作業をすれば確実に工期は短縮できるが、でもこれは最後の手段だよね。」
「工期短縮を考えるポイントは、①作業時間を増やせないか、②並行作業ができな
いか、③仮設工事をなくせないか、の３つだね。この視点でもう一度検討してくれ。」
西尾は標準案の施工手順を書いた。

準備工⇒仮設桟橋の施工⇒杭打ち作業⇒鋼矢板による二重締切⇒フーチングの
施工⇒［配筋工→型枠工→コンクリート工→養生→脱枠］を所定の高さまで繰り返し
⇒上部工　

この手順をみながら、３つの視点で検討を加えた。中野は土木工法事典の資料
編を仮設の本体利用のキーワードで検索していた。「仮締切兼用鋼管矢板式基礎は
どうでしょうか？仮設工事である二重締切が省略できます。」「鋼管矢板を使うには
ちょっと水深が浅いかもしれないが、確実に工期が縮まるいい提案だ。」中野同様、
急速施工で検索していた別のメンバーから「コンクリート躯体にプレキャスト製品を
使いましょう。型枠工、鉄筋工、コンクリート打設工、養生工の全てもしくは一部が
省略できます。耐久性も向上します。」　「工期短縮は、仮締切兼用鋼管矢板式基礎
とプレキャスト製品の活用でいきましょう。その技術を提供できる会社から提案のア
ドバイスを受けてください。ただし、提案するかしないのかはTOTALコストで決定
します。」　一ヶ月後に、技術提案書の案ができあがった。
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①工期短縮日数
　仮締切兼用鋼管矢板式基礎の採用と作業の合理化により90日短縮する。
②塩害を考慮した橋脚・橋台の品質・耐久性向上対策

○塩害対策としてエポキシ樹脂塗装鉄筋を使用する。
○ 温度応力によるコンクリートの有害なひび割れを防止するために誘発目地を設ける。
○鋼管矢板の溶接に、デジタル制御方式の半自動溶接機を使用する。
○鋼管矢板の溶接検査には、標準案に超音波探傷試験を追加する。

③工事施工に伴う周辺環境に対する配慮
○騒音・振動を低減するために中堀り工法を採用する。
○工期を90日短縮することで騒音発生期間も短縮できる。

④コスト縮減対策
○工期を90日短縮できることで標準案より全体コスト３％低減できる。

プレキャスト製品の活用は、数社と検討を進めた。フルプレキャスト、ハーフプレ
キャストの適用は難しく、プレキャスト埋設型枠を有力候補として検討した。しかし、
使用する枚数が少なくコスト増を吸収できないとの結論に達し、今回の提案は見送
ることになった。

工期短縮を150日にƬƬ
突破委員会が開催され、リーダーの西尾から今回の提案内容が説明された。高
島は即座に次のような指摘した。「仮締切り兼用鋼管矢板式基礎の着眼はすばらし
い。しかし、工期短縮日数が90日でコストがほぼ標準案程度では勝つのは厳しい
のではないでしょうか。最低でも120日、150日程度の短縮はほしい。」「工期短縮と
耐久性向上が両立できるプレキャスト埋設型枠をもう一度考えてみませんか？」「我々
使用を考えたのは高耐久性埋設型枠です。使用する枚数が少ないのが致命的で標
準案のコストをかなり超えてしまい勝負にならないとの結論になりました。」と西尾は
答えた。「橋脚を中空にするとかして軽くできませんか？軽くできれば仮締切兼用鋼
管矢板式基礎の板厚を薄くできたり、基礎の寸法を小さくできればコストアップ分を
吸収できるのではないでしょうか。また、高耐久性埋設型枠ならばエポキシ樹脂塗
装鉄筋を使う必要もありません。当然、逆に高耐久性埋設型枠を止めてエポキシ樹
脂塗装鉄筋を使うケースもありますよね。」　中野から「軽量コンクリートはどうです
か。高耐久性埋設型枠の内部に軽量コンクリートを詰めるとよいかもしれません。」　
構造用軽量コンクリートは軽量骨材を用いて密度が1.9 ～ 2.0g/cm3のコンクリートが
製造され、通常の生コンとして市販されているので供給に心配がない。耐久性に難
があると指摘されていたが高耐久性埋設型枠で覆うことでその問題も解決できる。
この提案は高島の感性にひびいた。「コンクリートの密度が1.9g/㎝3程度になれば、
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鋼管矢板基礎の寸法もおおよそ10%程度小さくできます。これなら、高耐久性埋設
型枠のコストアップも十分吸収できると思います。」「脱枠も養生も不要になるし、型
枠組も並行作業が可能になるので工期短縮に及ぼす影響は相当期待できますね。」
と、大江も期待をこめて付け加えた。
チームは最終的な提案書をつくりあげ、今回ポイントとなるであろう工期短縮日数

を150日まで短縮した。

①工期短縮日数
仮締切兼用鋼管矢板式基礎の採用と高耐久性埋設型枠の採用により、150日短縮す
る。

②塩害を考慮した橋脚・橋台の品質・耐久性向上対策
○橋脚部分に高耐久性埋設型枠を使用する。
○コンクリートを流動化して、欠陥のできにくいコンクリートとする。
○鋼管矢板の溶接に、デジタル制御方式の半自動溶接機を使用する。
○鋼管矢板の溶接検査には、標準案に超音波探傷試験を追加する。

③工事施工に伴う周辺環境に対する配慮
○騒音・振動を低減するために、中堀り工法を採用する。
○工期を 150 日短縮することで、騒音発生期間も短縮できる。

④コスト縮減対策
○工期を 150 日短縮できることで、標準案より全体コスト５％低減できる。
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Ⅲ　総合評価入札
　　�に取り組む

ケース2 ◆ 品質は＋αが必要
品質確保は大前提、他社との差別化を図るには
何を＋αとするのか自社の技術のみではなく、

専門業者やメーカーの技術をどう活用するかがポイント

県道を拡幅する道路改良工事の入札が公示された。ぎりぎりすれ違える道路を切土し
て、歩道も含めて２車線に整備する工事である。この種の道路改良工事は、大手は参
加しないものの準大手から地場のチャンピオン級まで、入札参加者が多く激戦になるた
めコスト競争も厳しく、どこの社も利益を出すためにはできるだけ技術点を高くとりたい
と考えている。

(1)工事概要
　○　切土量：　平均切土高さ 20m　　75,000m3

　○　盛土量：　平均高さ 3.5m　　1,100 ｍ 3

　○　法面工：　一式
　○　擁壁工：　平均高さ10m一式
　○　アンカー工：　一式
　○　法面緑化工：　一式
　○　標準工期　310日

(2)評価項目
　○　擁壁コンクリートの品質確保
　○　永久アンカーの耐久性確保
　○　周辺環境への配慮（騒音・振動対策、粉じん対策、水質汚濁対策）
　○　その他自主提案

ひび割れを1本も出さないƬƬ
土木工事では、必ずと言ってよいほど土とならんでコンクリートが使われる。総合
評価方式でもコンクリートの品質確保として、強度や耐久性の確保に対する技術提
案が求められるケースが多い。
この案件に対して、大江は市川をリーダーとして、中野と土木工事部、当該支店で、

提案書を作成することを命じた。　
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大江を交えて工事部と支店とで、とりまとめた提案内容が担当の中野から説明さ
れた。
「今回、提案のポイントは配点の高いコンクリート擁壁をいかにきっちりと造り上げ
るかだと考えています。」市川も中野もコンクリートに関しては、自主提案も含めて必
ず提案に盛り込んできた。その経験も踏まえればそれほど難しい課題とは考えてい
なかった。「ほとんどのケースは、強度と耐久性の確保が求められ、耐久性を確保
するためにひび割れをいかに減らすか、それらを実現するために、どの様な施工法
を採用するのかとパターンが決まっていますよね。」皆頷いた。「材料面ではマスコン
になるため低発熱セメントの使用、打設温度を15℃以下にすること、少量の短繊維
補強材を混入することを提案しています。施工面では欠陥を作らないために、充填セ
ンサーの使用、適切な間隔で目地を設けること、夜間急激に温度が低下しないよう
に保温養生することなどを提案しています。」「他社と差別化するためにひび割れを1
本も出さない提案で勝とうと思っています。」この内容で「突破委員会」にかけるこ
とになった。

提案のインフレƬƬ
市川から提案骨子が説明された。高島は「ひび割れを1本も出さない意気込みは
いいのですが、ひび割れが出ないコンクリートなんかできるのですか？」と指摘した。
「ほとんどを専門業者さんやメーカーさんの技術に頼るので、どこも似たような提案
になります。欠陥としてひび割れは分かり易いし皆嫌がるので、ひび割れを出さない
のが最近の提案のトレンドです。」と、市川が答えた。「ひび割れを出さないとなると、
いろいろな技術を取り入れなければなりません。私としては、鉄筋コンクリートなら
ば多少のひび割れは許容すべきと考えています。」と、中野が補足した。
高島は、コンクリートに対する多少の知見を持ち合わせていた。「コンクリートに

ひび割れを発生させる原因の80%は収縮が原因であり、中でもセメントの水和熱に
よる温度ひび割れのウエイトが高い事実をデータで示し、温度ひび割れを抑制する
ことの妥当性を示しましょう。今は温度ひび割れを予測する使いやすい解析ソフト
も販売されています。解析はもはや大手、準大手の専売特許ではありません。」「私
も中野さんの意見に賛成で、ひび割れを1本も出しませんなどというのは、この構造
物の場合無意味です。きちっと根拠を示し、耐久性にとって有害なひび割れを出さ
ないとすべきだと思います。」「今回の提案をみても、各社とも必要以上の提案をして
いるような気がします。まさに提案のインフレーションで、利益を圧迫することにな
ると思いますよ。」「それと自社のオリジナル技術は限られていますし、専門業者さん
やメーカーさんの技術をいかに活用するかが、今後の勝敗を分けると思います。彼ら



16

の保有技術をきちっと整理しておくことも、重要なことです。」
高島の指摘を受けて、今回の案件に対しては、コンクリートの温度ひび割れに絞っ

て裏付けデータを伴った提案をすることになった。さらに、締固めのしにくい場所で
の施工となるため、耐久性上欠陥をつくらないことを担保するために、高流動コンク
リートを採用することにした。高流動コンクリートは欠陥が減らせるばかりでなく、
緻密で「500年コンクリート」と称されることもあるため、長寿命化を＋αとしたので
ある。
「品質に関して、品質確保は当たり前で、競争相手と差別化するには＋αが必要で
あることを肝に命じてください。」
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Ⅲ　総合評価入札
　　�に取り組む

ケース3 ◆ 環境技術が勝敗を分ける①
技術面では大差無し、環境対策での提案で差別化が図れるが勝負
提案した対策で、環境配慮への目標値は本当にクリアできるのか？

県道を改良するトンネル工事の入札が公示された。総合評価方式による一般競争入札
である。トンネル工事はKKGの得意分野であり、比較的利益率のよい工種でもあること
から、力を入れてきた。しかし、ここ数年低価格入札では受注するものの、総合評価方
式では芳しい成績が残せていないのが現状であった。今回も、市川をリーダーとして、
小林と土木工事部、当該支店で提案書を作成することになった。

(1)工事概要
　○　内空断面：89.5ｍ2　　　　トンネル延長：440ｍ
　○　覆工コンクリート　4,200ｍ3

　○　標準工期　320日

(2)評価項目
　○　安全（低土かぶり部分の鏡面対策）
　○　工期短縮日数
　○　覆工コンクリートの品質確保
　○　周辺環境への配慮（発破騒音対策、坑内粉じん対策、水質汚濁対策）
　○　その他自主提案

自信の提案ƬƬ
リーダーの市川は、メンバーと今回の提案内容について検討を加えた。トンネルは、
得意工種であったことに加えて、メーカーと共同で積極的に技術開発への投資を進
めてきたこともあり、提案技術に困ることはなかった。工事部と支店とでとりまとめ
た提案内容が、担当の小林から説明された。
上半先進ベンチカット工法を採用し、掘削は発破、支保はNATM工法で行うも

のとした。
提案は、
1.�土かぶりが小さい部分は、アーチが形成されず地山が弛んで変形する恐れがある
ので、長尺鋼管鏡ボルトを2.0m間隔で８本施工する。
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2.地質縦断図より断層の存在が予想されるため、前方探査を行う。
3.覆工コンクリートの品質を確保するために、ポリプロピレンで繊維補強する。
4.覆工コンクリートを合理的に締め固めるシステムを採用し、欠陥を減らす。
5.坑口に防音扉を設置し制御発破を使用することで、工期短縮と騒音対策の両立
を図る。
など、自主提案も含めて30項目の技術提案が盛り込まれていた。市川らは、１項目

ごとに詳細に検討を加え、20項目に絞り込んで「突破委員会」にかけることになった。

勝負は環境ƬƬ
市川から提案の骨子が説明された。一通りの説明を聞いた後、高島は次の指摘を
した。
「トンネルの提案は相当自信をもっているようですね。これまでトンネルの総合評
価に対する成績が全く振るわないのは、どのあたりに原因があると考えていますか？」
「技術開発に投資し、幾つかのオリジナル技術も保有してきましたが、たとえオリ
ジナル技術を開発してもこの業界の慣わしで、1社で独占することは許されず、工法
研究会なり協会を設立して入会すればどこの会社でも使えるようにします。特に、メー
カーと組んで開発した技術は、必ずこの形態をとります。」と、大江が答えた。「つま
り技術提案で大きな差は付いていないだろうということですね。」と、高島が引き取っ
た。「各社の保有技術に大きな差は無いだろうという大江さんの考えに、私も同感で
す。他社の提案と差別化するのは、これまで余り力を入れてこなかった環境の提案
ではないですか!!」「にもかかわらず今回の提案を拝見しても、環境の提案に力を入
れているとは思えません。」市川が「例えば騒音であれば厳しい自主規制値を設定し
ていますし、他社と比較しても劣っているとは思えません。」と反論した。
そこで、環境の提案について掘り下げて検討することになった。

より良い提案をするためにƬƬ
今回、技術提案を求められたのは、発破騒音対策、粉じん対策、水質汚濁対策
である。このうち最もウエイトが高いと思われる、粉じん対策を取り上げた。今回の
提案では、伸縮風管吸引システムで坑内および坑外へ排出される粉じんを低減する
対策を提案している。
「私も土木技術者としてこの提案が悪いとは思いません。ただ、低土かぶり対策な
どと比較すると、この提案がベストまで行かなくても、ベターである根拠が示されて
いません。」との高島の指摘である。さらに「粉じんは大気汚染に属するものです。
何故、粉じん対策が必要になったのか。」と続けた。「ずい道等建設工事における
粉じん対策に関するガイドラインに従っています。」と、小林が答えた。「大気汚染防
止法さらにその上に位置する環境基本法までさかのぼって、ガイドラインが作られた
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背景を理解することが大事ですよ。皆でガイドラインを見直してみましょう。」
ガイドラインが全員に配られた。ガイドラインは６ページ程度のもので、目を通す

のにさほど時間はかからなかった。「大気汚染防止法では基準値は規定されていま
せんが、このガイドラインでは3mg/m3以下の目標値が示されていますね。今回、
提案した対策でこの目標値はクリアできるのですか？その裏付けデータはあるのです
か？」と、高島は問うた。小林は「特にデータはありませんので、必ず目標値を達成
できる保証はありません。ガイドラインに沿って測定しますので、設定値を超えたら
さらなる対策をとるのが、今回の提案の基本です。多分、競争相手も同じだと思い
ます。」と答えた。この時、大江は「結局技術提案で大きな差がつかないので、最
後は最低価格ライン近辺での価格競争になってしまうのか。」と感じていた。「工事
騒音や振動とちがって、粉じんは人間の健康に直接影響する問題です。」との高島
の指摘は重かった。「先生のご指摘の通りですね。伸縮風管吸引システムに大型の
集塵機を設置します。さらに、液体急結剤か粉じん低減剤を使った吹付け工法を使
うことで、絶対に3mg/m3以上の粉じんを出さないという強いメッセージを提案書か
ら発信しようと思います。」と、市川はメンバーに誓った。高島は満足そうに頷き、「今
日の議論は有意義でしたね。オリジナルデータは貴重で、蓄積していけば強力な武
器になりますよ。」との言葉で、会議を締めくくった。



20

Ⅲ　総合評価入札
　　�に取り組む

ケース4 ◆ 環境技術が勝敗を分ける②
環境対策の提案が勝負、必須項目をクリアできたら

自主提案でのプラスを目指せ
勝敗にかかわらず、必ず今回の結果を分析し次へと活かそう

雨水ポンプ場建設に対する土木工事の入札が公示された。土木工事は、地下３階部
分に沈殿池、ポンプ池、ポンプ室を建設ものである。河口に近く軟弱地盤で地下水位
も高く、山留めは止水性の高い地中連続壁で計画されている。また、基礎は地盤改良
と杭が併用されている。周辺は住宅も多く市民病院もあるため、騒音や振動には厳しい
対策が必要である。今回、西尾をリーダーとして、小林、中野、土木工事部、当該支
店で提案書を作成することになった。

(1)工事概要
　○　延べ床面積：　8,500ｍ2　　　　平均地下深さ：15ｍ
　○　地中連続壁：　6,300ｍ3　　深さ25m
　○　標準工期　950日

(2)評価項目
　○　コスト低減
　○　工期短縮日数
　○　コンクリートの品質確保　
　○　周辺環境への配慮（騒音対策、振動対策、粉じん対策）
　○　その他自主提案

環境はインフレでƬƬ
リーダーの西尾は、メンバーと今回の提案内容について検討を加えた。KKGにとっ
ては、久々の大型案件であり、是非受注したい工事である。工事部と支店と共同で
とりまとめた提案内容を、担当の中野が説明した。
提案は、

1.�地中連続壁にジベルを設け後打ち壁と合成することで、本体の一部として利用す
ることにし、これでコスト低減を図る。
2.�壁と床のコンクリートは地下水位の高い個所に構築されるため、水漏れを防ぐ目的
で非鋼製繊維で補強する。
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3.�床を支える地盤改良部分は、セメントミルクを高圧噴射攪拌して格子状の壁を造
ることで、コストダウンと工期短縮を図る。
「前回、突破委員会で指摘された提案のインフレにならないよう、かなり絞りこん
だつもりです。」ここまで、西尾は異存なかった。
「逆に環境は、今回も勝負になるとみて、少しインフレ気味にしてみました。」ここ
からは小林にバトンタッチされた。「周辺は住宅も多いし病院もあります。住民の方々
に工事に対する理解を得るためには、工事騒音と振動をできる限り抑える必要があ
ります。まず音の伝搬経路と受音点での騒音レベルを解析で予測しました。これま
で騒音のデータを蓄積してこなかったので、対策の効果についても解析で予測しま
した。」「当社にそんな解析ツールがあったけ？」と、西尾が問いかけた。「当社は
保有していませんので、専門のコンサルタントに外注しました。」西尾の古巣は研究
所なので、「今後は必需品になるので、研究所にオリジナルを開発してもらおう。」と
即座に決まった。「まず基礎杭ですが、標準では場所打ち杭になっていますが、同
じ低騒音・低振動の中でもより低いことが期待できる回転杭工法を採用しました。」
さらに「すぐそばに川がありますから、ベントナイト泥水やセメントミルクが流れ出す
と危険です。回転杭工法は両者とも使いませんので、水質汚濁防止を自主提案しま
す。」「予測に従って、現場を防音パネルで囲うとともに、必要な音源に対しては防音
シートやマフラーで対策しました。」
西尾は粉じん対策も加えることを指示した。粉じん対策もいろいろな工法が提案

されているが、検討の結果、今回提案したのは液状のマルチング剤を散布して、降
雨時の土砂流出や強風時の粉じんを防止する方法を提案することにした。
さらに細かい検討を加えて、「突破委員会」の指導を受けることになった。

成長の実感ƬƬ
西尾が提案の骨子を説明した。珍しいことにしばらく沈黙が続いた後、高島が口
を開いた。「たいへん洗練された提案だと思います。わずかの間にここまで来たかと
感心しています。今回の提案に対して、私から指導することはありません。」社長の
黒木をトップにした突破チームのメンバーに笑顔がこぼれた。「だからといって、こ
の提案で勝てる保証はどこにもありません。勝っても負けても勝因と敗因を分析し、
次に活かすためのPDCAをきちっと回すことが大事ですよ。PDCAを多く回した会
社は、必ず生き残ることができます。」と、高島は注意を喚起することも忘れなかった。

注）�PDCAとは、PLAN＝計画、DO＝実行・行動、CHECK＝点検・確認、ACTION＝改善、の略
生産管理や品質管理を円滑に進めるための手法。
PLAN→DO→CHECK→ACTIONを別々に考えず、常にこの順番で回す。先ずは目標があり、
その目標をクリアするために計画。計画に基づき実行し、その行動が正しいかを確認する。改善す
る点があれば改善し、再度計画する。うまくPDCAサイクルを回すことで継続的改善が可能となる。



22

地方自治体の都市部でも総合評価方式が徐々に浸透し、様 な々形式で工事が発注さ
れるようになってきた。建設中のポンプ場へ下水道管を敷設する工事である。この工事
では完成図面と標準工期が示され、どんな工法で施工するかは入札参加者の提案であ
る。総合評価方式が導入されてから10年以上が経過し、大胆な試みもなされるようになっ
てきていた。

(1) 工事概要
仕上がり内径　φ1,800㎜
延長　Ｌ＝650ｍ　途中Ｒ＝30ｍのカーブが１個所存在する。
土かぶりは８～ 12ｍで、土質はレキを含んだシルト質砂であり、地下水位は高い。
６車線道路の下を横断するとともに、高速道路の基礎に近接している。
標準工期400日

(2) 評価項目
　○　価格
　○　工期短縮
　○　技術提案内容

(3) 技術提案　
　○　採用した工法の妥当性
　○　構造物の品質
　○　周辺への環境配慮（工事騒音、工事振動、など）
　○　その他自主提案

Ⅲ　総合評価入札
　　�に取り組む

ケース5 ◆ 自社の強みはどこだ
自社のポジショニングをはっきりさせよう
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推進管方式で挑戦ƬƬ
今回は、作業にとりかかる前に、指導する高島も含めて突破委員会が開かれた。
どの工法でいくのか議論した上で、作業にとりかかることにした。
大江から「工法の選定としては、オープンカット、小口径シールド、推進管、この

３つのうちどれを選ぶかですね。」「私の考えとしては、幹線道路を横断するし、残
土の仮置き場所も難しそうなのでオープンカットはないだろう。シールドでいくか、
推進でいくかの二者択一だね。」と、西尾が発言した。「ここはシールドで提案して
みたいですね。シールドはより小口径化、推進管はより大口径化する傾向があって、
仕上がり内径1,500㎜～ 2,000㎜は一番せめぎあいの激しいところではないでしょう
か。」「延長Ｌ＝650mを推進で施工するには長過ぎないでしょうか？中間立坑がない
と危険ではないかと思います。」「最近は1,000mを超える推進もあるので、650mは
決して困難な距離ではない。むしろシールドを採用すると、シールドマシンの径が推
進よりも大きくなるので、掘削ボリュームが増えるのではないか？推進工法といっても
昔のイメージではないよ。カッター方式の推進管が取り付けられているので、シール
ドと推進の組み合わせみたいなもんだよ。」大江は推進方式を、西尾はシールド方
式に魅力を感じているようであった。

ポジショニングƬƬ
「ＫＫＧのポジショニングをはっきりさせましょう。」高島はホワイトボードに２本の
線を引き、タイトルに小口径シールドと書いた。左右の軸に実績、上下の軸に技術力
（影響力）と書いた。「KKGの小口径の実績は？」「工法協会に加入しているので施
工はできますが、実績はほとんどありません。当社のオリジナル技術ではないので、
影響力もほとんどありません。マーケットはありますので今後、技術開発に力を入れ
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資料2

る分野かもしれません。」と大江が答えた。「経営学的には、即撤退の負け犬ですよ。」
推進工法についてもポジショニングを確認してみた。「実績はそこそこあります。準
大手と地場の狭間に位置する当社としては比較的力を入れてきましたので、完全な
オリジナルではありませんが、工法協会の理事会社でもあります。」「ポジショニング
としては問題児ですが、花形に十分なり得ますよ。」「なるほど、今回は推進管方式
で挑戦します。もう少し技術開発もしてみます。」と、大江が答え、西尾も納得した。

　高島はどんな理由で小口径シールドを負け犬と決め付け、推進管方式で挑戦することを勧
めたのだろうか？高島は、PPM（プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント）と呼ばれる経
営学入門の手法を使ったのだ。
　今回の場合、花形、金のなる木、問題児、負け犬をどのように考えたのかを以下に説明する。
花形：自社で工法を開発し工法協会を設立して会員を募った。その強みを活かして施工実績
も多い。しかし、影響力はあるものの、協会の維持費や工法のメンテナンスで出費も多い。
金のなる木：協会員であることを活かし、うまく立ち回って施工実績も多い。あまり費用をか
けずに仕事を獲得しているので、甘い汁を吸っているともいえる。
問題児：自社で工法を開発して協会を設立したり、協会に何らかの技術を提供して理事会社
になっているにもかわらず、受注に結び付けることができていない。
負け犬：ただ協会の一員として会費を払っているだけである。受注もできていないので、即時
撤退することである。
　KKG は、他社と比較して小口径シールドでは会員となっているだけでありこの分野からの
撤退を勧めたのであり、大口径推進は、何かを＋αして花形へと移行する努力を要求したの
である。
　競争が激しくなってくると、大手を中心に工法協会を閉鎖したり、工法使用料を大幅に引
き上げる動きがある。
いつまでも金のなる木で甘い汁を吸っていられるほど、世の中は甘くない。
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土木の体制立て直しも徐々に軌道に乗り、技術提案で高得点を獲得するケースも、
以前と比較して増加してきた。最盛期と比べると1/3にも達していないが、ここ数年
と比較すると競争に勝って受注に至るケースも増えてきていた。
とりあえず土木の立て直しには成功したものの、技術力で決定的な差が付いてい

るわけではない。油断しているとすぐ追い付き、追い抜かれることは、これまで痛
いほど経験していた。「土木の受注については君の指導を受けた大江グループにま
かせるとして、君に相談したいのは将来のKKGの姿だ。」さらに黒木は続けた。「小
泉改革が始まったころから、建設事業が今のままでは立ち行かなくなることは十分
認識していた。小泉改革がなくてもインフラ整備を終えた日本の状況から、今後土
木事業に過大な期待をかけることは難しい。生き残るためには、今こそ官から民へ
舵を切ることと新事業だ。」「官から民へとは、建築事業に期待をかけることだが、
大手、準大手の壁は厚く、結局集合住宅で痛手を負ってしまった。新事業に活路を
見出すしかないと考えている。今日は新事業についてアドバイスが欲しい。」
「これまでにも新事業には取り組んできたんだろ。」これまで聞く側にまわってい
た高島が、口を開いた。「10億円規模の新事業を５本立ち上げて、KKGの売上目
標500億円の10%を賄おうと、10年前から新事業本部に格上げし取り組んできた。」
しかし、新事業本部は10億円どころか趣味の域を出ない事業ばかりで、10年経っ
ても全く機能していないのが現実だ。「どんな事業に取り組んできたの？」黒木は10
件ほどの事業名をあげたが、いずれも建設事業と対極にあるような事業であった。
高島はやや驚いた表情を浮かべながら、「ＫＫＧのコアとなる技術は、土木の施工
技術だったんじゃないのかい？　新事業という名のもとに、コア技術の重要性を忘
れてしまったのではないのかい。」　多くの企業がバブル期に新事業と称し、本業か
ら大きく離れた事業で失敗した。その経験から、本業というより自社のコアとする技
術の周辺で新しい事業を進めることの重要性を学んだ。富士フィルムがアスタリフト
というブランドで、化粧品事業に進出した。この事業も本業と離れており、バブル
期の反省が忘れられたのではないかと噂された。しかし、成否はともかく、フィルム
の製造に欠かせないコラーゲンの技術、酸化防止技術、ナノテクノロジー等のコア
技術が化粧品に活かされているのである。高島はＫＫＧが永年培ってきた土木技術

Ⅳ 新分野への挑戦

補修･補強の市場へのチャレンジ
　　　生き残りをかけたビジネスチャンスをどこへ見いだすか
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の周辺に新事業を進めなかったのかを指摘したのだ。
「建設投資は、減っているとはいえ、50兆円近い大きなマーケットです。」「確かに
新規の建設投資は先細っていますが、リニューアルの市場は年々増加するものと予
想されています。新事業を一旦凍結して、建設投資の新分野にチャレンジしてはどう
ですか？」高島は、将来的に需要が見込める補修・補強市場に取り組むことを勧め
たのだ。同席していた大江が初めて口を開いた。「補修・補強市場は、これまでも
取り組もうとしたことはあります。しかし、マーケット全体は大きいものの、一件が
小口のため我々規模の会社でも事業として取り組むのは難しいと考えています。」
「検査⇒健全性評価⇒寿命予測⇒補修・補強のステップを踏みます。各ステップ
はさほど大きくありませんが、全体で考えてどこの部分で利益を創り込めるかを考え
てみたらどうですか。必ずしも自社で施工する必要もないんですよ。」と、高島はア
ドバイスした。
KKGでは、土木の体制立て直しに成功した後、新事業を一旦凍結し、建設投資

の新分野である補修・補強事業に全社で取り組むことになった。
「縮小し続ける建設市場を嘆いているだけでは、情けない経営者と言われても仕
方ありません。デパートもスーパーも市場縮小と戦っているのですよ。」と高島は、
黒木に向かって言った。さらに「環境や防災といった膨らむ市場もあることを忘れて
はいけません。」と付け加えた。
21世紀は環境の時代と言われている。環境保全は企業や国民の義務でもあるが、
ビジネスとして巨大な市場でもある。また、日本は地震による被害が周期的に発生
しているし、地球温暖化による土砂災害も増え続けている。建設会社は、環境と防
災に対してどの辺にビジネスチャンスを見出すのかも、生き残りの鍵となってくる。�

［次号へ続く］


