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序章	 建築の「ものづくり分析」を行う意味	 「建築学を専門とする研究者と、産業一般の
分析を行う経営学者・経済学者が定期的に集
まって議論する「建築ものづくり研究会」を
数年間続けてきた。」（P.1）	

１．なぜ建築業のものづくり分析を行うのか	 「そこで重要なのは、『建築物の機能とは何か』
『建築物がもたらすサービスとは何か』『建築物の
機能やサービスは市場でどう評価されるのか』『設
計思想（アーキテクチャ）論の観点から見た日本の
建築の特徴は何か』といった根源的な問題設定であ
る。」(p.3) 
「本書で主に取り上げるのは…民間を中心とする建
築物の工事である。」(p.7) 
「本書では、「設計」「人工物」「組織能力」と
いった概念をより前面に出すことにより…文理融合
的な産業分析を試みたい。」(P.7)	

出発点＝「普遍仮説」：「建築産業は自動車産
業やコンピュータ産業と共通点を持つものづく
り産業である。」(p.2) 
「日本の建築産業は…品質管理や工程管理に優
れ…工期が遅れることは少ない。…一方、顧客
から見て日本の建築物の価格は不明確で、機能
と価格が明瞭に結びついていない。」(p.2) 
「これらの仮説に対して、文理融合の新たな視
角から答えを探っていきたい。」(p.3) 

２．ものづくり経営学と建築学	
	

コラボレーションの成果(p.12-15)： 
・建築も同じものづくり経営学の俎上に載せること
ができる。 
・輸出産業の多くと同様に、日本の建築・建築産業
も擦り合わせ型の特性を多く有する。 
・擦り合わせによる高機能化、能力構築を続ける強
い現場に加え、顧客との関係性も含む「良い戦略
（アーキテクチャの位置取り戦略）」が必要である。 
・顧客システムが違えばアーキテクチャも異なるこ
とから、建築の分類がなされている。 
・建築物の価格と、建築物の機能あるいは構造の関
係に関しては、建築に特有の問題がありそうである。	

「われわれは、『ものづくり』を単にモノの加
工と狭く解釈せず、つくり手の意図である『設
計情報』を『もの（媒体）』に転写し、あるい
はつくり込み、顧客に伝達する行為の総体だと
考える。」(p.11)	
「建築業は、『大地に根を張る有形の人工物を
生産する製造業』と考えられると同時に、『空
間の利用者に対し無形の諸機能を提供するサー
ビス業』としても把握できる。」(p.12)	

３．本書の構成	



第１章	 建築物と「広義のも
のづくり」分析	

「本章では、…「建設業も概ね普通のものづくり産業である」と
いう仮説から出発する「広義のものづくり分析」を試みるべきと
の立場から、部外者の立場で大掴みな試論を試みた。」（p.57）	

１．「広義のものづくり」とは：良い設計の良い流れ	

「我々が考える「広義のものづくり」とは、「設計されたもの」すなわち「人工物」（artifact）に
よって、その利用者や購入者を喜ばせ、かつ企業・産業も収入や雇用を得る、という一連の経済活動を
指す。言い換えれば、「良い設計」の「良い流れ」によって、顧客の満足、利用者の便益、企業の収益、
産業の成長などを得るための企業活動・産業活動が、「広義のものづくり」である。」（p.19）	

２．建築物のものづくり分析（１）：ストック
側面	

３．建築物のものづくり分析（２）：建築物
のフロー側面	

４．建築における設計循環の全体像	
	

５．建築物の機能と構造	
	

６．建築の産業分析：現場発の視点から	
	

「日本の建設業は、工期やユーザー・インターフェース機能（表層の品質）といった、顧客から容易に
観察可能な競争力指標に関しては、着実な能力構築が進展しているように見える。…しかし、…コス
ト・生産性および構造維保持機能に関しては、能力構築競争が機能しているとは言いがたい。機能基準
の価格設定が行われず、ゼネコン・サブコンは、能力構築よりは、談合という短期的な策に走る傾向が
ある。施主・使用者からすれば、「能力構築織り込み済みの価格設定」になっていないのである。…建
設業における能力構築は、…要するに、能力構築競争が十全ではないのである。」（p.55）	



第２章	 日本型生産システムの成立とその強み・弱み	
ゼネコンを中心とした擦り合わせ型アーキテクチャの形成
と課題	

「本章はひとつの『GC論』として
読まれることを意図している。…
『デザインビルド論』として読む
ことも可能である。」（P.61）	

１．日本の建築産業の強み 
　　：取引リスクと関係レントによる説明	

「日本の建築産業の強みは20世紀後半の半世紀間継続し
た成長の産物である。また、その強みを発揮するように
形成された取引慣行や市場における行動様式も、成長と
いう文脈に適応して形成されたものである。…この仮説
の証明には、取引リスクと（関係）レントという二つの
概念を用いる。」(P.62) 
「関係レントを独占することと引き換えに工費･工期･品
質に関する契約を違えずに履行すること、言い換えれば
発注者側に存在する取引リスクをGCが引き取ることの
合理的な説明がなされる。」(P.67)	

２．日本型建築生産システムの特性	 「日本の建築もまた、…「統合型（擦り合わせ型）アー
キテクチャ」の典型といってよい。…この能力の多くは
関係特殊投資によって獲得されたものであり、そのこと
はまた受発注者間の長期的関係と関係レントの獲得とい
う動機があってこそ可能となった」(p.74)	

「世界的にも特殊な日本の設計施工一貫体
制は、レント獲得・リスク回避をその動機
として成立した。」（p.70) 
	

３．転機を境に最大化した構造的リスク：強みが弱みに	

４．持続可能な建築産業像と　 
　　強みの保持に向けて	

「今後ますます求められるべきは、これまで市場における本来の役割
を果たすことが少なかった発注者が、明確な意思と責任を持って市場
に立ち現れることである。」(p.79)	

５．設計施工一貫方式の今後	 「…インテグラル型のアーキテクチャ…は、これまでの
達成をもとにどのように進化してゆくかが問われてい
る。」(p.100)	



第３章	 建築における価値創造	
建築設計、建築施工において求められる「機能」の実現	

はじめに	
「…建築の世界で「機能」というもの
が、誤解され、軽視されている問題点
や不自然さを指摘していく。」(p.103)	

１．建築の競争環境：　発注側、受注
側ともにジレンマを抱える仕組み	

２．建築分野における健全な競争環境の構築	
	

２．１　設計プロセスの精査	
「プロダクトの設計プロセスには、･･･使い手の要望に関する様相、概念設計に関する様相、機能設計に
関する様相、構成設計に関する様相、生産プロセスに関する様相などが挙げられる。」（P.234）	
	

２．２　つくり手による機能と使い手による機能の相違	
	

２．３　価値競争の概念と建築における「発生機能」の差異	
「引き渡された建築は、使い手の生活や活動の場となり、その使い手の価値観が使用している中で永続的
に価値観が変化する・・・これが表出したものが「発生機能」である。」（P.133）	
	

２．４　建築に必要な使い手視点の価値創造	
「・・・建築が社会に浸透していくということは、存在する空間で使い手によって多くの有意義な機能が継続的に創
出されることであると考えられる。」（P.135）	
	

３．建築におけるこれからの価値創造の方向性	
「「良い設計」が何かを、社会や市場も納得する形で明確に示し、それに基づく競争環境をつくることで、
設計産業が疲弊する状況を打破し、設計の価値を確立することができると考えられる。」（P.137）	



第４章	 フロダクトからサービスヘ	

1	人工物としての建築と建築の機能	
1.1	建築が提供するサービスが問われている	
1.2	建築を使いこなしその機能を引き出す	

「住まい手・ユーザーは．起店移動．開け閉め．スイッチ
のオンオフなどさまざまな操作を通じて．建築からさまざ
まな機能（＝サービス）を引きだしている」(p141)	

2	市場の変容と建築の考え方の変化	
2.1	ストックのi時代からフローの時代へ	
2.2	経時的カスタマイゼーションという考え方	
2.3	海外市場でも賢い住まい方 ・使い方を支えるエ
ンジニアリングが求められている	

「使い方住まい方への専門家による支援には．大きな産業
上の可能性が秘められている」(p142)「ライフサイクル各
段階での要求条件と．建築の住まい方・使い方を擦り合わ
せていく考え方、すなわち、経時的カスタマイゼーション
という考え方が必要となる」(p146)	

3	使い方・住まい方のｶｽﾀﾏｲｾﾞｰｼｮﾝへ	 3.1	生活の質を向上させる機能のカスタマイゼーション	
3.2	スマート建築の本当の意義	

4	ストック時代の産業枠組み	

サービス・プロバイダーとは、
「建築というモノではなく．使
い手・住まい手に建築の機能・
サーピスを提供することを主眼
とする業態」（p153）である。	
	

5	サービス・プロパイダーのビジネスモデル	
5.1事例1	すまいのコンシェルジェ	
5.2	事例2	：機器・部品のリース・レンタルによる機能売り	
5.3	事例3	：エネルギーを賢く使うためのサービス	

「建築の基本機能の提供だけにとどまらず．エネル
ギー管理，見守り．介護．	健康サービス，資産管
理なと建築・住宅まわりではさまざまなサービスへ
のニーズが潜在的には拡大している」(p155)	

6	サービス・プロパイダーが定着・展開するための諸条件	
(1)関係者間で認知または合意された「サービスに関する共通物差し」が用意されていること。	
(2)サービスの質を向上させるためのデータの収集能力を供給者が持っていること。	
(3)個々の顧客の要求条件に合ったサーピスを供給する仕組みがあること。	
(4)ユーザーから見て利便性の高いワンストップ・サービスを供給できる仕組みがあること。（p166）	

サービス・プロバイダー	プロダクト・プロバイダー	



第５章	 建築の特徴のとらえ方	
これまでのつくり手の視点から使い手の視点へ	

１．建築の基本的な特徴	
１．１　単品受注生産としての建築の特徴	
１．２　機能面に課題が残る建築設計	
１．３　標準化や生産システムの湖底に課題が残る建築施工	
１．４　発注方法と機能・構造・工程創造の関係性	
「使い手から要望が示され、それに基づいて設計者が設計し、その設計内容に基づいて施工者が施工して
いくことになる。しかし、この流れの中で関与者が行う役割が一様でない・・・」（P.182）	
１．５　機能・構造・工程創造における顧客システムの影響	
「機能・構造・工程創造に関する議論は、発注方法による影響だけでなく、顧客システムの影響も受ける
ことになる。（P.184）	

２．類型化による建築の全体像の把握	
「インテグラル・アーキテクチャに傾斜した日本の建築ものづくりは、工程から構造、機能へとさかのぼ
る擦り合わせにおいて最もよくその能力を発揮してきた。この回路は、しかし、機能の革新に対してはそ
れほどの効力を発揮しない。」（P.234）	

３．価値創造の視点から見る建築の類型化	
３．１　建築の主要機能に着目した類型化	
３．２　ユーザーの特徴から見る類型化	
３．３　ユーザーの要望の特徴から見る類型化	
「横軸の複雑さは、ユーザー側が多くの種類の機能
を求めているかどうかを推し量るものであり、縦軸
の不確実性は、･･･事前の想定が難しい機能群を得る
かどうかを推し量るものである。」（P205、右図）	
	

４．多様な建築に関する正確な理解の	
						必要性	
	



第６章	 「アーキテクチャ」からみた日本の建築ものづくり	

１．はじめに：「…本書の目的は…アーキテクチャ概念が巡り巡って再び建築に
邂逅したその瞬間のインパクトを伝えることにある。」(p.212)	

２．建築ものづくりの「アーキテクチャ」による記述：「インテグラル・アーキテ
クチャに傾斜した日本の建築ものづくりは、工程から構造、機能へとさかのぼ
る擦り合わせにおいて最もよくその能力を発揮してきた。この回路は、しかし、
機能の革新に対してはそれほどの効力を発揮しない。」（P.234）	

３．日本の建築ものづくりのアーキテクチャ	
「国内の事例は、部品の設計主旨として、建築現場にて調整・加工などが必要であるとされたものであ
り、･･･多くの部分が構成要素の相互依存性が高い「擦り合わせ」によって構成されている･･･」（P238）	

４．日本の建築における機能-構造-工程-生産組織の関係性	
「・・・基本的には様相間において構成要素の1対1の対応関係はほとんど確認できず、インテグラル型の
アーキテクチャであると考えることができる。」（P.246）	

５．構成要素の重層性から見たアーキテクチャの特性	
「ビジネスの戦略などにも使用される・・・内容は、全体のシステムのアーキテクチャと、ある特定の要
素のアーキテクチャとの関係に着目している。」（P.247）	

６．建築産業の組織特性と製品アーキテクチャの関係性	
「日本では、・・・可能な限り多くの要素を総括的に考え、最高のパフォーマンスを出そうとするインテ
グラル型の考え方であり、それが得意な組織の集まりであると考えられる・・・」（P260）	

７．構造-工程アーキテクチャを擦り合わせる構工法計画：「IFM（インターフェイス・マトリクス）は
構造と工程の二面性をもつ。（p.272）	

８．建築ものづくりのアーキテクチャとBIM：「日本のBIMはインテグラル型のアプローチ…。しかし、そ
の実績は「構造－工程」アーキテクチャにほぼ限定されており、本来BIMに期待される設計・生産のオー
プン化という課題に関しては、社会的な合意を形成しようとする意思は乏しく、技術的な取り組みも不足
している。」（p.290）	



第７章	 建築におけるアーキテクチャの位置取り戦略	 「建築物のアーキテクチャはポジ
ショニングが多様になっているこ
とを本章では示した。」（P.357）	

１．アーキテクチャの位置取り戦略とは	

「当該製品の内部構造…『中アーキテクチャ』…その製品が利用される…製品や消費システム…『外
アーキテクチャ』…を縦横に組み合わせれば、四つの基本的なポジションが抽出される」(P.298)	

２．日本の建築物とアーキテクチャの位置取り	

「建築物の購入者・利用者がかかわる住生活やビジネス
の機能要求が高度かつ複雑であるほど、また、建築物を
取り巻く環境の制約条件が厳しいほど、外アーキテク
チャはインテグラル寄りになりやすい。」(P.304)	

「中アーキテクチャがインテグラル寄りか
モジュラー寄りかは、建築物そのものへの
機能要求や制約条件に左右される。」(P.
306)	

３．建築物のアーキテクチャ位置取り戦略の諸類型	

４．人工物の階層構造と中外アーキテクチャの分析	

５．住宅分野の分析	

６．非住宅分野の分析	

７．その他の分野	

８．まとめ	

「『中アーキテクチャ』は…意思決定のコンフリクトがあるのだが、
良い建築物を合理的に建設するためには、…『もの決め』マネジメ
ントの改善が考えられる。『外アーキテクチャ』の複雑さは、建築
事業にかかわる関係者間における合意形成のむつかしさと相関す
る…この問題を解決する鍵は、建築プロセスに多くの利害関係者を
巻き込む『共創』にある…。」(P.354)	
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第８章	 建築の顧客	 「本章では、…顧客システムが複雑なケースの設計過程の分析を通
じて、設計者側にどのような対応が求められるかを明らかにす
る。」（p.362）	

１．建築の顧客とは	

「（建築の）所有者と利用者が異なる場合、建物を通じて誰が誰にサービスを提供するのかが複雑にな
る。」（p.363）	
「…戸建住宅や集合住宅、商業施設、ホテル、オフィスビル、生産施設などの民間建築、学校、同窓会館、
市役所、病院、刑務所などの公共建築の顧客システムを記述し、それらの事例分析を通じて、設計者側は
どのようにして発注者・所有者や利用者の声を聞き、建物に反映させていけば良いか検討する。」（p.
364）	

２．顧客システム	

３．建築物の顧客システム	

４．建築の顧客システムの分析	

５．ディスカッション	

「立川市役所の事例は刑務所同様、所有者と利用者
が異なり、かつ複数のタイプのオペレータと利用者
が存在し、かつ個々のニーズも多様であるケースで
ある。設計者チームは、新庁舎の所有者となる市
(議会)だけでなく、新庁舎で働く行政職員や利用す
る市民の間の異なるニーズ・意見を認識し、彼らの
意思決定過程に入り込みながらニーズを束ね、設計
図に反映させていくことが重要であることが明らか
となった。」（p.389）	



第９章	 建築物の価格設定	 「本章ではゼネコンによる価値獲得がなぜ失敗しやすいのか、そ
の価格設定メカニズムを議論してきた。」（p.419）	

１．建築価格決定の不確実性	

「…談合による人為的高価格設定とダンピングによる過剰に安価な価格設定の間には、一方を抑制すれ
ば他方が助長されるというジレンマがある。…このジレンマの根源に、「価格設定の不確定性」と、そ
れゆえの「不安定性」が存在するとみる。」（p.395）	

２．機能と価格に関する従来の経済分析	 「…マンションのように機能の所有者と構造の所有者
が一致するような、建築物の顧客構造としてはシンプ
ルなケースであったとしても、機能を顧客に提供する
ことによる利益を享受できるとは限らない…製品設計
を機能と構造の関係からとらえると、建築の価格を構
造で定義するゼネコンはあまり利益を得られず、価格
を機能で定義するディベロッパーが利益を得るわけだ
が、その一方で、構造の所有者であり機能の利用者
である消費者が一定の余剰を得るという構図もみられ
たのである。」（p.419）	

３．建築物の価格設定の特徴と進化	

４．個別の建物（物件）取引における価格	

５．建築の価格設定に関する問題解決に向けて	

　　　　　　分譲マンションの価格	
	
	

　　　　　　戸建て住宅の価格	



第10章	 建築産業の契約に関する分析　ゲーム理論と情報の経済学の応用	

１．ゲーム理論	
完全情報（需要・供給が同量の情報を持つ）を前提とし、
相互の行動に依存して合理的に利得を分析する。	
「取引が長期間継続される『繰り返しゲーム』の場
合、囚人のジレンマの状況は回避され、受注者は値
下げを承諾し、発注者はそれに報いて次の発注を行
うという選択肢が支配的な戦略となる。」(p.428)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２．情報の経済学	
完全情報を否定し、受容・供給間に受法の非対称性が
存在する不完全な市場経済を対象とする。	
「非対称下の市場では、価格が低下した場合むしろ
買手が品質の悪化を懸念するために需要が増加せず、
最終的に市場が成立しなくなるという状態が生ずる
（不完備市場）。」(p.430)	

３．基本的な契約モデル	
プリンシパル・エージェント・モデル	
プリンシパル（発注者）とエージェント（受注
者）の間の情報の非対称性（差異）によって生ず
る利害対立をどのように克服するかを分析する。
情報の非対称性は、主にエージェント（受注者）
の能力・性質にかかわる場合（逆選択モデル）と、
エージェントの行動にかかわる場合（モラルハ
ザード・モデル）がある。	

渡邉泰典によるバジャリ・タデリス・モデルの拡張：発注
者／ユーザーの建物機能に対するニーズが不安定、あ
いまいなことに起因する事前不確実性が仕様の詳細度
や受注者の意思決定にどのように影響するかを分析。 
「発注者の嗜好が多様になるほど、受注者の事前の仕
様は多機能になるが、実際に発注者のニーズをとらえ
る確率は低くなる。（その結果、一文の設計情報が事
前に造り込まれないことになり、受注者のつくり込み
（品質）が低下する。）」(p.438,441) 
小結：プリンシパル・エージェント問題の解消と日本型の
契約慣行の見直し	
「（サード・パーティと一定の契約モデルが存在する
ことで）プリンシパル、エージェント間の事後的な交
渉ゲームを効率的に解決できる。」(p.440) 
「（インプリケーションとして）長期的な視点で繰り
返しゲームを選択（高度成長期の日本のように固定価
格方式で契約を行う）することがある一面合理的であ
るが、成長がない今の日本の市場では、本節に示した
（サード・パーティや標準に支えられた）短期的な契
約モデルに移行する必要がある。(p.441)	

４．契約後に生じる事態への対処 
バジャリ・タデリス・モデル：受発注者双方が契約後の
設計変更などの不確実性に直面する場合を分析す
る。	
「プロジェクトが複雑であるほど、発注者は原価
加算方式と後の設計変更が可能な単純な設計を好
む。再交渉の損失が大きくなるほど発注者は原価
加算方式を好む。再交渉の損失と設計の精度につ
いては単調な関係が導かれない。」(p.436)　 
（右上に続く）	



第11章	 建築の組織論どのような組織，どのようなマネジャーが必要か	

1	はじめに：なぜ， 統合者（system integrator） が重要か	

2	製造業の製品開発プロセスにおける統合者（ 開発リーダー） のあり方	
「高機能な自動車のように複雑で、インテグラルな人工物の製品開発においては．(中略)内的・外的
統合者を兼ねる強力な開発リーダー．すなわち重量級プロダクトマネジャー」	が存在(p449)	

3	建築の活動はプロジェクトを基盤とする「建設は境界のはっきりした
産業，あるいは，企業の固定的な集まりとしてではなく．プロジェクト
の集合体として成り立っている」(p455)「プロジェクトとは，その目的
に沿って．知識．技術，サービス，資金．そして製品などさまざまな経
営資源を巻き込み，有期とはいえ．新たな述携を生む．創発の場であ
る」(p455)「当該建築物をいくつかの機能準完結的（準分解可能）なサ
ブシステムにモジュール分割し，それぞれのサブシステムの設計統合を
受け持つ複数のチームのリーダーが．より上位のレベルで相互調整を行
うという階層的な設計組織がひとつの有望な解」(p458)	

4	建築プロジェクトにおけるシステム統合にかかわる論点	
4.1	論点1	：設計生産インターフェイスのあいまい性	
4.2	論点2	：プロジェクト組織における内部調整備造の変化	
4.3	論点3	：プロジェクト組織の外部述携の拡大	
4.4	論点4	：技術課題の相互関連性	

5	建築プロジェクトにおけるまとめあげの事例	
5.1	設計者による直営方式の系譜	
5.2	施工・生産者によるイニシアテイブの系譜	
5.3	円卓定期定例会議：現代社会におけるまとめあげの一様態	

	
	

6 建築プロジェクトにおける統合者像「システム・アーキテクトがあらかじめ分
業と調整の「場」や「仕組み」や「資源」を用意しそれらを用いてコンセプト・
チャンピオンと複数企業のシステム・インテグレーターが企業横断的かつ水平的
な設計生産調整を，創発的かつ緊密に行う」が最も現実的な統合者像(p476)	

築プロジェク卜の集合体としての建設	

築プロジェクト組織のシステム・アーキテクト概念図	



終章	 建築産業のものづくりのあり方	

１．本書が示した論点	

(1)  建築の製品・市場特性：「アーキテクチャと
しての建築」「機能の流動性・創発性」
「構造の二面性」「顧客システム」 

(2)  取引方式：「レント獲得のためのリスクの
引き取り」「設計施工一貫方式の成立」 

　　「生産設計と構工法」「設計の不確定性」　 
　　「機能から遊離した価格設定」 

(3)　アーキテクチャと戦略・組織：「アーキテク　　 
　　チャと組織能力の適合性」「アーキテクチャの　 
　　位置取り戦略」「システム・インテグレータ」 
(4)　市場の転換：「成長の終焉」「サービス・プロ 
　　バイダー」	
	

２．浮かび上がってきた建築産業の課題	 ３．今後の展望と提言	

(1)  見えにくい機能	
(2)  設計施工による価値獲得の困難性	
(3)  過剰なインテグラル化／モジュラー化	
(4)  コンセプト・チャンピオンの不足	
(5)  プロデューサーの不足	
(6)  発注者の能力不足	
	
「以上の課題から透けて見えてくることは、よ
い発注者／ユーザーと良い受注者が組んで市場
を作ることができるかどうかが課題解決にとっ
て枢要であるということである。」(p.486)	

3.1　建物は複雑化するのか	
3.2　アーキテクチャ発想の能力構築競争：「発注者の　 
　　要望や真のニーズを深く理解しつつ、モジュ 
　　ラー戦略とインテグラル戦略をうまくバランス 
　　させることが重要」(p.491)	
3.3　新たな形式の人工物創造能力の向上：「What to 　 
　　Build 能力を補強し、従来からの強みである 
　　How to Build 能力を絡ませて、新たな形式の人 
　　工物を創造する能力を向上させていくことは急 
　　務」(p.492) 
3.4　優れたデマンドチェインの構築と進化：「サプラ 
　　イ・チェインをデマンド側から見直すこと」　 
　　(p.493)	

４．結語：開かれた建築業を目指して 
「とかく特殊な産業とみられてきた建築業も、一個の人工物を設計し実現する産業であり、そこでは、
他の製造業やサービス業との『設計思想』や『ものづくり知識』の共有がきわめて有効である。21世
紀の建築業はそのように知的に開かれた産業であり続けるものと、期待する。」(p.494)	


