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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が、平成17年4月1日に施行されました。現時点では理念法であり罰則規定はないものの、
従来の価格偏重となりがちな入札方式を抜本的に見直す、大きな転換点と考えられます。

“公共工事版・品確法”の実務への影響は？

“品確法”が目指すものとは？ 対象となる工事は？

取り組みが遅れると…
ご存知のように昨年末から、民間建築において非常に大きな社会的
問題が生じています。そしてその反省の下、社会全般がコストと品質の
バランス重視にベクトルが向かいつつあります。

公共工事においては、社会資本としてそのようなことが万が一にもあって
はなりません。しかも、すでに平成17年4月1日にて「公共工事品確法」が
施行され、その中で、“価格のみでなく、品質など技術面も総合的に判断
して決定”することが明確に求められているのです。

すなわち、このような社会情勢
において、また品確法も施行されたなかで、従来通りの入札
方式で行った工事において万一不良が生じてしまった場合、
市民からの責任追及は相当厳しくなるとも予想され、一刻も
早い導入が望まれます。

特に小規模な工事を除き、

すべての公共工事
において総合評価方式の適用
が基本とされ、

当然ながら、屋上改修など防水工事
も対象となります。

防水工事は、これらの方式全てに
対し技術提案が可能です。
（騒音・環境・工期短縮・機能付加
など）

防水工事は、施工現場で品質が作
りこまれる要素が大きいため、まず、
品質管理方法への技術評価を明
確にすることが急務！

工事の特性に応じて、

�簡易型
�標準型
�高度技術提案型
のいずれかの方式を選択する
ことになっています。

簡易型といえども、

品質管理方法などの
技術評価
がしっかりと求められています。

安全管理・品質管理上の問題から指名停止等の措置された件数　
【都道府県・政令市】
出典：平成16年10月 国土交通省調査

※上記文面は、国交省公表の資料に基づき取りまとめたものであり、できるだけ表現も変えずに作成しております。
（引用：「総合評価落札方式活用ガイド」国土交通省国土技術制作総合研究所）

民間建築ではコスト重視で品質を疎かにしたことで、
大きな社会問題に…
（写真はイメージです。本文との関係はありません）

簡易型の適用例… 簡易型でもたとえばこのような
評価が求められています。
「公共工事における総合評価方式活用ガイドライン
適用想定集」より抜粋

入
札
方
法
の
改
革�

口頭注意

文章注意

指名指定

これまでは、
価格のみの競争入札による
過当競争

これまでは「価格」のみ

これからは「総合評価」

これまでの発注方式は、一般的には標準的な設計、
施工方法を提示し、一番安い価格を提案した者を
落札者とする方式。

「総合評価落札方式」は、価格以外の要素（技術力）
も加えた総合的な評価による競争へ。

社会資本の品質を確保する受注企業の技術力の向上意欲を高める

不良工事の
発生懸念

�
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品確法の核をなす「総合評価落札方式」とは？2� ｢総合評価落札方式｣では、いろいろと想定できる価格以外の評価項目の中から、当該工事の種類や場所、特殊条件などを勘案して評価項目を設定。
この評価項目に基づいて技術とコストから評価値を算出し、最も評価値の高い企業が落札者となります。
つまり、評価項目の設定と適切な評価が非常に重要なポイントとなります。

関係省庁がとりまとめた標準ガイドラインの中で、下記のような評価項目が例示されています。まずは
これらの項目を参考に、各工事に必要な評価項目を選定することになると考えられます。

小項目

維持管理費

更新費

補償費等

初期性能の持続性

騒音低減

強度

安定性

耐久性

美観

共用性

騒音・振動

粉塵

悪臭

水質汚濁

土壌汚染

景観

大気汚染

生活環境

生態系

規制時間・車線数

災害復旧など

安全対策の良否

災害リスク

省資源対策

リサイクルの良否

効率

中項目

ライフサイクルコスト

その他

性能・機能

環境の維持

交通の確保

特別な安全対策

省資源・
リサイクル対策

大項目

1. 総合的なコストに
関する項目

2. 工事目的の性能・
機能に関する項目

3. 社会的要請に
関する項目

技術評価項目の検討方法

（引用：「総合評価落札方式活用ガイド」 国土交通省国土技術制作総合研究所）

防水工事においても
これらの項目に対し、
様々な角度から
技術提案が可能です。

共用性向上
屋上緑化により環境問題は
もちろん、屋上菜園化など
で共用性の向上にも貢献

生活環境維持
溶剤臭を出さない工法や、下地を撤去しない
短納期・低騒音工法などで、病院や学校等で
の環境維持に貢献

景観･美観
塗膜防水による設計で意匠性の自由度を高め、
景観向上などに貢献

規制時間短縮
超速硬化ウレタンにより、駐車場などの利用規
制時間の短縮などに貢献

実際にどう評価するのか。その手順について事例を交えながらご紹介します。

評価のしかた

基礎点は、次の公式で求めます。

基礎点価格：最低限の要求要件を満たすために必
要なコスト。

予 定 価 格：目標を達成するためのコスト。

標準値を上回る提案に対し、内容に応じて得点
を加算。

標準工事と目標工事の差に、100点と基礎点の
差を割り当てます。
※厳密な数値化が困難な評価項目に関しては、
｢優･良･可｣や｢順位｣に応じて得点評価することも
可能です。

次の最低要件を満たしている入札者の内、評価値
が最も大きい入札者を落札者とします。

要件1：入札価格が予定価格を上回っていないこと。
要件2：最低限の要求要件を満たしていること。
要件3：評価値が基準評価値（＝100÷予定価格）を

下回っていないこと。

ライフサイクルコストの低減を技術評価項目として選定し、
最低限の要求要件を｢防水保証期間10年｣、目標を｢防水保
証期間20年｣とした場合を例にご紹介します。

最低限の要求要件をX-1工法（国交省仕様：保証期間10年）
と設定し、その時の積算価格900万円を基礎点価格とする。
ライフサイクルコストを低減させるために目標を保証期間20
年とし、その際の積算価格1,500万円を予定価格とする。

標準工事の保証期間10年と目標工事の保証期間20年の差＝
10年に、100点と基礎点60点の差＝40点を割り当てる。
よって、1年当り4点が割り当てられる。

A社：最も安い価格だが、最低限の要求要件を満たしていない
ので失格。

B社：基礎点以上の提案は無いが、最低限の要求要件を満た
しているものの中では最も安い入札価格。

C社：予定価格内で、保証期間を15年まで延ばす提案がある。
D社：目標を100%満たしているが、入札価格は予定価格に

近い。
E社：目標以上の得点であるが、予定価格を上回っているため

失格。

STEP 1

STEP 2

基礎点を算出する

加算点を算出する

STEP 4 最低要件を踏まえ審査する

STEP 3 評価値を算出する

基礎点 ＝
基礎点の価格

×100 ＝
900万円

×100 ＝ 60点
予定価格 1500万円

A社
B社
C社
D社
E社

：（得点） 50点
：（得点） 60点
：（得点） 80点
：（得点）100点
：（得点）110点

÷（入札価格）0.75千万円 ＝（評価値）66.7
÷（入札価格）0.85千万円 ＝（評価値）70.6
÷（入札価格）1.10千万円＝（評価値）72.7
÷（入札価格）1.40千万円＝（評価値）71.4
÷（入札価格）1.60千万円＝（評価値）68.8

事　例評価方法

基礎点 ＝
基礎点の価格

×100
予定価格

評価値 ＝
得点（＝基礎点＋加算点）

入札価格

評価値は、次の公式で求めます。

�

�

�

�

最低要件を満たすＢ社、C社、D社の内、
最も評価値の高いＣ社が落札。
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3�ダイフレックスの
基本的な考え方

価格以外の要素
を重視した施工例

施工事例のご紹介

防水は、「躯体保護」のために

目的に応じた適切な工法をご提案

防水には、雨漏りを防ぐだけでなく、コンクリート・鉄筋といった
建物を支える躯体の劣化を防ぐ「躯体保護」という極めて重要
な役割があります。当社ではその考えに基づき、高耐久ウレタ
ンの開発や、確実な施工を実現する品質管理手法の導入、
長期保証工法の開発、施工物件の長期維持管理サポートなど、
業界に先駆けて様々な取り組みを続けてまいりました。それらが
まさに、社会資本としての公共建築物の品質確保にお役に立
てるものと確信しております。

また近年、たとえば病院の改修工事において入院患者様への影響を考慮して、無溶剤タイプや騒
音の少ない工法をご提案しても、「良いけど高い・・・」となかなかご採用いただけないケースも多く、
非常に残念に思っておりました。当社では様々な機能を有した工法を取り揃えておりますので、今回
の法施行で、そのように目的に応じた技術も評価頂けるようになれば、さらにメリットのあるご提案を
させて頂けるものと存じます。
とはいえ一方で工事予算も厳しさを増す中、もちろんコスト的にもできる限りのサポートをさせて
頂く所存です。

4月の施行後現時点では、総合評価落札方式による当社実績はありません。そこで関連実績として「価格以外
の要素」を重視され、採用に至った施工例をご紹介致します。また今後、順次経過をお知らせいたします。

�科学的品質管理
品質管理に対する取り組み例

�容器リユース
環境への取り組み例

�機械化施工
短納期化、品質向上への取り組み例

【建物名】 某運転免許センター

【仕　様】 超速硬化ウレタン機械的固定
工法『ランスロック工法』

【面　積】 1,050m2

【ご採用経緯】
機械的固定工法であるため下地処理費を
抑えられ、かつ、工事期間が短くなる点。
また、超速硬化ウレタン防水材を用いるこ
とでさらに工事期間を短くできる点が評価
されご採用いただきました。

【建物名】 宮城県某高等学校

【仕　様】 水硬化ウレタン防水密着工法
『オータス･エコ』

【面　積】 280m2

【ご採用経緯】
建物を利用しながらの工事であり、階下
が食堂であることから、臭気の少ない水硬
化ウレタン防水材が評価されご採用いた
だきました。

【建物名】 神奈川県某高等学校

【仕　様】 X-1工法（水硬化ウレタン使用）
『EDA-X-1』

【面　積】 1,800m2

【ご採用経緯】
改修工事に伴うシックハウス対策として、
厚生労働省ガイドラインの化学物質を含
んでいない材料で防水層を構成している
点が評価されご採用いただきました。

【建物名】 横浜市某保育園

【仕　様】 低臭気型外壁防水材
『環境ネオフレックスU』

【面　積】 560m2

【ご採用経緯】
工事中の臭気発生を抑えながらも建物を
長持ちさせたいとの考えから、屋上防水材
としても使用できる防水性能が評価され
ご採用いただきました。
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総合評価落札方式における、当社ができるお手伝い
防水工事における、不良工事抑制のための品質管理手法や

目的に応じた対応技術のご提案


