
区画整理士会報 2019.3 No.19770

タイトル
サブタイトル

所属
肩書き　名前

特別
寄稿

株式会社　建設技術研究所　東京本社
CM・施工管理センター　太田　　靖

堀　　　仁

CM方式の導入状況と今後の活用

1．はじめに
CM（Construction Management）方式は、1960

（昭和35）年代に米国で始まった建設生産シス
テムである。わが国では、1996（平成8）年の
WTO（World Trade Organization）協定の発効に
伴う一般競争入札の導入までさかのぼる。一般
競争入札においても公共工事の品質は発注者の
責任であることが明らかなことから、その責任
を果たす手段の一つとしてCM方式が登場した
（「公共工事の品質に関する委員会報告書」

1996.1）。とりわけ、体制の脆弱な地方自治体
における発注者責任達成方法として位置づけら
れたのである（図－1参照）。
上記の報告書等を踏まえ、国土交通省はCM

方式の試行工事を発注して検討したが、発注体
制が充実している国土交通省ではなじまな
かった。他方、地方自治体においても一般競争
のみが進行し、CMに関する議論は散発的であ

り、普及する状況になかった。
その後CM方式は、2011年（平成23年）3月に

発生した東日本大震災の対応として一気に導入
された。それが被災した自治体が導入したピュ
アCMであり、もう一つがUR（都市再生機構）
代行のアットリスクCMである。現在において
もこれらのCMは継続して進められている。ま
た近年、頻発する豪雨災害の復旧事業に、被災
した自治体においてピュアCM方式が導入され
ている。
以上のことを踏まえ、本稿では米国のCM方

式に触れつつ、我国のCM方式の導入状況につ
いて当社の経験をもとに整理し、今後のCM方
式の活用を展望する。

2．米国におけるCM方式
（1）CM方式導入の歴史
米国における建設事業推進のための伝統的

システムは、発注者、設計者、施工者の3者が
独立して役割を担うものである。この伝統的な
システムは、やがて設計や工事の段階でそれぞ
れの業者が協力し合わないこと等から、工期の
遅延、事業費の増大、クレーム及び訴訟が頻発
し、最終的には発注者が全て責任をとることに
なって、効率的な建設生産システムではないと
考えられるようになった。そのため、建設事業
を円滑に推進できるようなマネジメントが求め
られるようになったのである。
以上のようなことを背景に、1960年代の後半

頃に連邦公共機関の公共工事に新しいマネジメ
ントシステムとしてCM方式を導入しようとい
う試みが始まった。

図−1　委員会報告書の骨子
※建設事業マネジメント論1）より

従来：指名競争入札

1994.1WTO加盟

一般競争入札導入

1993 一連の不祥事摘発

（指名競争からの脱皮宣言）

品質懸念⇒1996.1 公共工事の品質に関する委員会

発注者の責任⇒体制の脆弱なところはCMの導入

【報告書 5分野32施策】

1．技術者・技能者の技量の向上・能力の十分な発揮
2．技術開発の促進・技術基盤の整備

3．発注者・設計者・施工者の役割と責任の明確化

4．品質確保・向上のインセンティブを付与
5．発注体制の強化・支援策の充実
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暫くして、1981（昭和56）年にプロフェッショ
ナルなCMとしての全国的組織であるCMAA

（Construction Management  Association of 

America）が設立された。CM専門企業も1980年
頃から設立されたことを考慮に入れれば、米国
におけるCM方式は、1980年代に本格的に導入
されたと推察される。

（2）CM方式の導入
建設事業では、計画、設計、発注、施工の各
プロセスが一線上にあって順番に進められてき
たことから、一つのプロセスが終了しないと次
のプロセスに進めず、このことが工期遅延や事
業費の増大の要因になった。また、コスト管理
や品質管理、クレーム等の処理は、インハウス
エンジニア（発注者側の技術者）が実施するが、
インハウスエンジニア不足のため困難な状況に
あった。これらの解決ためにCM方式が導入さ
れたのである。東日本大震災復興事業における
CM方式の導入もほぼ同様の背景があったこと
が分かる。

CMAAは、CM方式導入の理由について、プ
ロジェクトの種類や規模よりも、発注者に建設
に対する知識や高度な経験があるか否かである
と言っている。また、CM方式の一般的な定義
を「計画、設計、施工の各段階において、工期、
コスト、品質をコントロールするために、近代
的なマネジメント技術によってプロジェクトを
推進する手法」としている。

（3）CM方式の活用状況
米国には大きく分けて、エージェンシー CM

方式（CM as an Agent of  the Owner）とGMP-CM

方式（CM as an Independent  Contractor、GMP：
Guaranteed Maximum Price）がある。わが国で
言うピュアCM方式（Pure CM）とアットリス
クCM方式（At-Risk CM）と概ね同様と理解さ
れる。
公共事業においては基本的にエージェン
シー CM方式を採用し、民間事業ではGMP-CM

方式が多く、GMP-CM方式は土木分野よりも建
築分野で多く採用され、また施工段階で多いと
言われている。
最近ではDB方式（Design  Build）やGMP-CM

方式に対してもエージェンシー CM方式を導入
し、モニタリングをしながら発注者を助ける役
割を果たしているということである。
エージェンシー CM方式でもGMP-CM方式で

もCMr（Construction Manager）は、設計も施工
も実施しないのが原則であるとCMAAは指摘し
ている。つまり、CMrは、設計や施工のプロセ
スを管理するということになる。
また、CMrの資質について、チームでサービ

スを提供することと、発注者、設計者、施工者
等、関係者とのコミュニケーションが重要であ
ることをCMAAは特に指摘している。さらに、
発注者の要請に応じてサービスを提供する柔軟
性をあげている。

CMAAによると、エージェンシー CM業務の
報酬は、プロジェクトコストの5％から8％程度
であったが、プロジェクトの規模や地理的要因
などによって大きく変わっている、ということ
である。
他方、1969年に米国で設立されたプロジェク

トマネジメント協会（PMI：Project Management 

Institute）では、プロジェクトマネジメント
に関するノウハウや手法を体系化してとり
まとめ、PMBOK（Project Management Body 

of Knowledge）ガイドの発刊やPMP（Project 

Management Professional）の資格認定などを通
じて、PM実践の標準化、高度化、そして普及
を図っているということである3）。

3．当社が実施するCM方式
（1）CM方式の取り組みパターン
当社で実施している災害・復興ピュア型CM方
式は、発注者との契約も含め、CM実施形態別に
幾つかのパターンに区分される。また、業務内
容は各自治体の抱える課題や要望で異なるもの
であり、基本的にオーダーメイドとなっている。
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① 設計・施工マネジメント型
CM方式の基本スタイルといえる手法である
が、主に設計者と工事受注者のマネジメントを
行う。
主な業務概要として、設計監理、工事監理に
加え、工事発注・契約に係わる支援、関係機関
協議、工事間調整などがある。

② 総合マネジメント型
上記①に加え、事業計画策定・更新支援や復
興交付金の申請等に係わる支援を実施する。ま
た、復興関連事業に関わる各種計画など、発注
者が実施する一連の業務を代理・代行するもの
である。

③ コーディネータ型
事業のコーディネータとして、主に発注者の
支援を実施する。設計者や施工者への監督行為
は基本的に実施せず、設計・工事発注に至るま
でのまちづくり整備事業に関する提案や関係者
間調整を発注者とともに実施する。

（2）CMrが実施する区画整理事業
東北震災復興では、多種多様な事業を立ち上

げてまちづくりを行っているが、主に防災集団
移転促進事業や漁業集落防災機能強化事業のほ
か、市街地での区画整理事業が進められている。

CM業務においても、区画整理事業の監理を
実施しており、換地計画など事業の中枢的な業
務の管理支援を行っている。
特に区画整理事業では、換地計画（案）に基

づく地元説明や審議会開催、公示送達、各種申
請対応、清算手続き等の発注者が実施する事務
手続きが膨大となる。
一方、発注者に区画整理を専門とする技術者

は少なく、これら膨大な事務手続を専門的かつ

図−2　設計・施工マネジメント型
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図−3　総合マネジメント型
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図−4　コーディネータ型
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図−5　区画整理事業のCM業務内容（例）

１．権利者等に係わる管理支援

２．審議会・評価員会議運営支援

３．権利等の申告、届出等への支援

４．仮換地指定関連業務

５．換地計画関連業務

①事業進捗に係る管理支援 ②地元説明会支援 ③ 個別案件

（権利者等）に係る問題点の把握と調書の作成 ④ 公示送

達に関する管理支援 ⑤ 土地区画整理法第７６条申請に基

づく許可申請対応支援

① 審議会・評価員会議資料の作成、運営補助

① 区画整理事業に関する届出等対応支援 ② 個別案件（権

利者等）に係る問題点の把握と対応策の検討

① 仮換地指定手続き対応方針（案）の検討 ② 個別案件

（権利者等）に係る問題点の把握と対応策の検討

① 換地計画作成方針（案）の検討 ② 換地計画図書等の管

理等 ③ 換地計画にかかる清算金検討 ④ 換地計画認可に

伴う現地検査資料準備等
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迅速にこなすことは難しい。CMrは、発注者の
技術的補完・人的補完を行うため、区画整理の
専門技術者を配置し、発注者との協働体制の下
で様々な支援を行いつつ事業を進めている。

（3）CMrに求められる能力
CM業務を実施するうえで、CMrに求められ
るスキルは一体どのようなものであろうか。
土木分野においては、20部門に区分された技
術士資格が存在する。現在のCM業務では、公
募時において当該技術部門の技術士資格が管理
技術者（CMr）の要件となることが多い。
これは専門分野の知識体系として存在する
ものであるが、CMrのスキルがこれらの知識体
系とどのように重なるものであるか、また知識
を実践する上で必要になるCMrのスキルが何か
等、未だ不透明な状況である。
復興事業CMを経験するなかで、CMrのスキ
ルについて敢えて一つを述べるとするならば、
それは発注者との戦略的コミュニケーションで
ないかと考えている。（米国のCMAAも指摘し
ている）
業務を実施する上で、コミュニケーションが
特に必要な場面を以下に示す。
・発注者・事業関係者の意図の伝達、共有
・コンフリクトの解消
・クレーム対応
・課題解決に向けたCMrからの提案
戦略的コミュニケーションとは、発注者若し
くは事業関係者に対する意思伝達について、目
的を達成するためにツール等を活用し、戦略的
な計画の下で実施するマネジメント手法の一つ
である。
特にビックプロジェクトにおいては、複雑か
つ重層的に多くの関係者が関わっている。目的
によって、コミュニケーションをとるべき対象
は異なり、またその方法も様々である。コミュ
ニケーションの方法として、紙面、電話、メー
ル、協議、会議、SNS等があるが、これらのツー
ルの選択と運用するための戦略が重要となる。

発注者とCMrは信頼関係を前提として、互い
の協働作業を最大限に効率化することを考え
る。そのためには、CMrとしての伝達手法につ
いて、その目的、伝達先に応じて予め方針を定
め、計画的に行動することが求められるので
ある。

CM業務では、コミュニケーションを行う目
的が、その背景、時期、意思決定した内容によっ
て異なり、その全てを理解しながら行動するこ
とで、発注者との連携を効率的に実施すること
ができ、信頼関係を構築できる。
つまり、コミュニケーションを戦略的に実施

することは、発注者の意思決定を迅速にし、事
業が円滑に動かせる機動力になることと理解で
きる。
また、意思伝達の正確さにも注意が必要であ

り、特に口頭でのやり取りには、聞く者の主観
的認識が加わることが多い。それは、むしろ意
思伝達を阻害する要因になることもあり、CMr

が介在することがマイナスの効果を生む場合も
想定される。CMrは、意思伝達の正確性を担保
するためにも伝達方法（ツール）の選択を目的
に応じて最適化する必要がある。
これらのコミュニケーションを含め、CMrの

スキルがオーソライズされれば、発注者との信
頼関係が深化し、CMrのスキルアップにもつな
がると考えられる。

図−6　CMrの戦略的コミュニケーションのあり方
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4．国土交通省の最近の取組み
（1）発注者の状況
我国の地方公共団体の職員数は年々減少し
続けており（図－7参照）、とりわけ災害復旧事
業のように緊急的な業務への対応は困難な状況
にある。また、東日本大震災のようなまちづく
り全体を対象とする事業では、広範囲な専門的
知見と経験が求められる。
しかしながら、特に自治体職員は、災害復旧
事業に関わる経験を積むことがほとんどなく適
宜の判断が困難な状況にあり、通常事業の何百
倍の事業費となる緊急的大規模事業に対して人
員や技術力が不足し、外部からの支援が必要な
状態となっていると推察される。

（2）CM方式の制度化
我国のCM方式の活用について、平成14年に
国土交通省で策定された「CM方式ガイドライ
ン」が指針として存在しているが、実用に向け
た実施要領や選定基準等についての制度的位置
づけはなされていない状況にある。
そのため、これまで実施しているCM業務で
は、自治体によって、契約内容、業務内容、報
酬は異なり、それぞれの自治体の裁量によって
進められてきた。しかしながら、近年に多発す
る豪雨などの災害対応にCMの活用を検討する
自治体は少なくなく、拠りどころとする手引書
はあってもCM方式を導入するための制度がな
く、検討に多くの時間を要する結果となってい
る。（一社）建設コンサルタンツ協会PM専門委

員会では、「CM／ PM事業への取組みに関する
アンケート調査」を実施し、CMが普及しない
理由として、発注者のCM方式に対する理解不
足をあげており、CM方式を導入する環境（市
場形成）に至っていないことを指摘している。
このような背景もあって、国土交通省では平

成30年に「CM方式（ピュア型）の制度的枠組
みに関する検討会」（以下CM検討会）を立上
げ現在、議論の真っただ中にある。今後の予定
として、自治体の発注者が利用し易い制度の創
設に向けて、ピュア型CMガイドライン（案）
を平成31年3月に作成するとしている。
平成31年2月現在、CM検討会で議論されて
いる主な論点について表－1に紹介する。

5．活用が期待されるCM方式
（1）CM方式活用の場面
震災復興・災害復旧事業を実施している自治

体を中心にCM方式が導入されているところで
あるが、CM方式が活用される場面について、
「CM方式活用の手引き」6）より抜粋し、次に紹
介する。
① 外部の専門的な知識または技術を必要と
する事業
② 品質確保、コスト構成の透明化、コスト縮
減の可能性がある事業 

③ 分離、分割発注する設計業務間や工事間の
効率的な調整が必要な事業
①については、主に本稿で紹介する復興・復

表−1　CM検討会　主な論点
※検討会資料5）より抜粋

①CMRの業務執行権限の範囲
②CMRに求められる善管注意義務等の範囲
③CM賠償責任保険制度のあり方
④CMRの選定方法
⑤CMRの資格要件・実務要件等
⑥CM業務報酬の積算の考え方の検討
⑦CM標準約款等の整備
⑧CMRの制度上の位置づけ

図−7　地方公共団体職員数の推移
※総務省資料4）に加筆
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旧事業のほか、大型ダムや特殊機械設備等の大
規模事業が対象と考えられる。
②については、経験が少ない発注者への対応
や地元建設会社を補完する場合などが想定さ
れる。
③については、複数の設計や輻輳する工事を
円滑に進めることや俯瞰的にマネジメントを行
う必要性がある場合が考えられる。
上記に示すとおり、CM方式の活用は、事業
の規模のみならず、発注者や施工者の実施状況
や体制によっても異なる。特に、地域活性化に
資するため、地元企業を活用しながら事業を効
率的に実施することが要求されているケースで
は、ますます地方におけるCMの活用ニーズが
拡大することが考えられる。
また、近年の多発する自然災害による大規模
かつ迅速性が求められる復旧事業においては、
特にCM方式が発注者の補完的役割を果たすこ
とができるであろう。

（2）CM方式活用の効果
1）CMrの役割
次に、発注者とCM業務を実施するCMrとの

協働により、発注者にどのようなメリットをも
たらすかを考えてみる。
もちろん、作業を補完するものであるので、
業務負担軽減となるものであることは容易に理
解できるが、それは、国土交通省を中心に活用
されてきた、いわゆる「発注者支援業務」との
混同が想定されるため、CM業務と工事監督支
援業務との違いを示したい。
なお、「工事監督の支援を行う業務」が別途
発注される場合には、基本的にCM業務は「工
事監督の支援を行う業務」で実施される業務以
外となっている。従って、CMrは工事監督支援
業務が別途発注されていない場合には、相応の
業務を付加して実施することとなる。
表中の項目は、あくまでも工事実施段階の抜
粋となるが、発注者（監督員）が実施する仕事
を詳述すれば、記載された項目以外にも数多く

あることは当然のことである。従って、表中の
業務項目は、発注計画→工事入札契約→工事監
督→工程・進捗管理→施工者協議→現場発生品
（支給材料）の対応→出来高確認→他機関（地元）
協議→検査という流れの中で、発注者が実施す
る行為を大きく類型化して示したものである。
これらの一連の作業を継続して進めるため

には、各段階での行政判断（意思決定）が伴う。
さらに、復興事業や災害復旧事業では、通常事
業と異なる課題が山積し、大規模事業となれば
なるほど、地域に与える影響は大きい。例えば、
まちづくりプランとの整合、あるいは地元要望
によるプランの変更等、その時々での行政判断
を余儀なくされることも少なくない。

CMrは、これらの行政判断に基づいて事業を
進捗させるため、あらゆる対策を練り、そして
合意形成や意思決定に導いていかなければなら
ない。そこで、CMrの権限・責任の問題がよく
問われる議論であるが、CMrはあくまでも助言・
支援者であり、予算執行に係わる行政行為（法
律行為）を実施することはできない。つまり先

表−2　CMrと工事監督支援の分担表
※検討会資料7）に加筆

業務項目 CMr 工事監督支援
情報管理 管理 提示（情報）
会議方式の提案と運
営支援

支援 出席

紛争解決への助言 支援 －
工事の監督 確認（実施） 実施
設計図書又は工期の
変更支援

提案（実施） 実施

関連工事との調整 実施 －
工程の把握及び進捗
管理

実施 －

施工者との打合せ・
協議

実施 －

現場発生品の処理 提案 －
他機関調整等 支援 －
地元協議 確認（支援） 支援
検査日の通知及び検
査の立会

確認（実施） 実施

検査資料の確認 実施 －
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述の通り、CMrは発注者責任を達成させるため
の支援が求められている、ということである。

2）CMrの効果
前項では、CMrの効果として、単に人的補完
でないことを述べたものであるが、さらに具体
的な効果について検証する。
表－2で示すCMrの実施内容として「設計図
書又は工期の変更支援」において「提案」と記
載された内容について次の例を示す。

例） 予期せぬ現場条件により、工事受注者から工法
変更と金額・工期変更の協議が示された場合

基本的に、工事受注者は当初契約で示された
請負契約の範囲で実施されており、変更があっ
た場合、あるいは施工環境に予期せぬ事態が発
生した場合、発注者に協議を要求できる。
発注者は、協議の申し入れに対し調査を行っ
た後、原則14日以内に回答しなければならない
（請負契約書第18条第3項）。その後、必要に応
じて設計変更手続きがなされるものであるが、
発注者の監督員並びに関係行政担当者が適時、
技術的判断を行うことは容易ではない。CMrは、
調査・立会から協議内容の評価を行い、さらに
適切な工法がある場合は検討を行った上で提案
する。この一連の流れを「提案」としているの
である。
提案を行うには、専門的技術を駆使した判断
が欠かせない。当然にCMr個人が有する技術は
専門性が限定されたものとなるため、CM業務
を受託する会社のバックヤード（各分野の専門
部署）を活用することになる。CM業務では、
当該CMrのみならず、会社の保有する総合的な
技術を提供することで、事業を円滑に推進し、
発注者の果たすべき責任を支援しているので
ある。
一方、専門的知識の補完だけでは、発注者責
任の達成のための支援には至らない。事業に対
する問題や課題が多くなればなるほど、関係者
が多岐に渡れば渡るほど、設計者、施工者の調

達に至るまでのプロセスは複雑となり、多くの
関係者に対し協議内容を説明するとともに、コ
スト管理を含めた合意形成が重要となる。また、
合意形成までの道程に対してもサポートを行う
必要がある。
震災復興事業では、漁業集落防災機能強化事

業や防災集団移転促進事業、区画整理事業など
の多種の事業を立ち上げて実施されているた
め、事業に応じた手続きを行わなければならな
い。CM業務を実施する企業は、全国のCM業
務等を通してこれらの知識を集積し対応するこ
ととなる。
とりまとめると、CMrを活用する効果の視点

として、以下の3点に集約される。
① 発注者のマンパワー不足の解消
② 専門的技術の提供
③ 経験していないことへのサポート
事業推進するための各種プロセスに対し、

CMrが支援を行うことで、工程・コスト・品質
の面でより高度かつ効率化を図ることが可能と
なる。これは、CMrまたはCM実施企業が事業
プロセスをサポートすることへの成果であるこ
とを強調したい。

（3）CM方式の発展
本稿では、東日本大震災を始めとする、災害

復興、復旧を事例に述べたものであるが、今後、
CM方式活用の機会が多様化することが考えら
れる。

1）PM方式の活用
ピュアCMでは、発注者の直接支援を目的と
したものであることから、その支援のタイミン
グは決して工事段階に限ったものではない。む
しろ、事業企画・計画を行う上流段階より支援
することで、プロジェクトの立上げから俯瞰す
ることができ、より効率的なCMrの活用となり
得る。いわゆる、PM（Project Management）の
活用を展開することで、建設マネジメントの技
術サービスは飛躍的に発展し、発注者にとって
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のB/Cは向上するものと考えられる。この場合、
発注者の有するB（Benefit）は、経済効果のみ
ならず、担い手不足や技術力向上といった諸問
題にも貢献し得るものと考えている。

2）インフラの維持管理
膨大なインフラストックに係わる維持管理
について我国の喫緊の課題と認識されてから、
国土交通省は様々な施策を実施している。しか
しながら、自治体における対策は進んでいない。
それは、予算の問題、職員不足の問題、技術的
な問題等を抱える中で、新規発注が優先され、
維持管理については事後的対応にならざるを得
ないと推察される。
このような背景から、一層深刻化するであろ
う維持管理分野において、長期的かつ包括的な
視点でインフラストックを管理することでより
効率的な維持管理を行うことが期待される。ま
た、IoT（IT）を活用した新技術導入の対応など、
CMrが支援する場面も多岐にわたり、CM方式
活用の機会が増大すると考えられる。
将来的には事業の企画から維持管理、更新に
至るまで活用の場が広がり、インフラをトータ
ル的に管理することにもなろう。

3）建築・土木における一体的管理
建築分野においては、既にCMを採用するこ

とが珍しくなく、専門のコンサルタントも活躍
しており、特に民間事業者への支援効果は大
きい。
一方、大規模開発となると、建築に加え土木
の要素（土・水・交通）が重要となることから、
民間発注者は付加価値の向上を期待し、一体的
に発注することもある。
また、デザインビルド（設計・施工一括発注
方式）に対するCMも含め、土木・建築が融合
したCMに発展し、総合的なマネジメントを可
能にすることにもなろう。これらは、行政・民
間に限らず期待されることである。

6．結びに
これまで述べてきたように、インハウスエン

ジニア（発注者側技術者）の不足に対する支援
や自治体における行政機能のアウトソーシング
が想定される中、発注者の代行業務が展開され
るであろう。
一方、膨大なインフラストックの課題に直面

しながら、より効率的かつ付加価値の高い生産
システムが求められるようになってきていると
ともに、IoTなどの技術開発が目まぐるしく発
展する時代に対応することで、専門性の高い技
術の下で事業を進めていく範囲が拡大していく
ことは明らかである。
そのため、これからのCMrは、専門的知識の

深化と広がりの双方を見据え、一段高いステー
ジで対応することとなろう。そして、CM方式
の活用を通じて官民連携がさらに進展し、両者
一致協力のもと、社会への貢献が一層、拡大す
る時がやがて到来するものと考えている。
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