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PAQS2012（Brunei）参加報告書（概要） 
 
PAQS（Pacific Association of Quantity Surveyors）は今から 16 年前に創設された環太平洋地域の QS

（Quantity Surveyor）の協会であり、毎年加盟国において国際会議が開かれています。 
 
2012 年（本年）はブルネイで開催されました。 
ブルネイはボルネオ島の一角にあるイスラム系の王国

です。1984 年にイギリスの統治より独立しました。公用

語はマレー語ですが、英語が街中においても日常的に使わ

れ、ビジネスにおいても標準となっています。 
会場は首都・バンダルスリブガワンに近いエンパイアホ

テルにおいて行われました。 
 
 

 
PAQS2012 in Brunei 

 

なお、JAQS から楠山登喜雄理事長、阿部 猛理事、笠原 健二、東田 和義、小松原 暢、本多 恵太、

橋本 武夫（事務局）と植木 貴英（オブザーバ）の 8 名のほか、日本からは日本建築積算協会をはじめ、

建築コスト管理システム研究所、建設物価調査会等からも参加しました。 
7 月 7 日から 10 日まで表のようなスケジュールが組まれ、我々参加者もそれぞれのプログラムに参加

しました。JAQS からは楠山登喜雄理事長が災害マネジメントのセッションで、「THE GREAT EAST 
JAPAN EARTHQUAKE & CURRENT STATUS OF THE JAPANESE CONSTRUCTION INDUSTRY」（邦

題：東日本大震災と日本の建設産業の動向）を発表しました。 

 

〈大会スケジュール〉 
Date Morning Afternoon Evening 
7th July 2012 PAQS Golf Tournament YQSG /Committee Meeting Welcome dinner
8th July 2012 PAQS Board Meeting PAQS Board Meeting President dinner
9th July 2012 Conference Day 1 Conference Day 1 Specialty dinner 
10th July 2012 Conference Day 2 Conference Day 2 Farewell dinner 

 
詳しくは本文の各章を参照してください。 
 
 



 

〈PAQS の歴史と今後の予定〉 
 PAQS 設立の背景としては 1990 年代において、APEC エンジニアと称したアジア地域の建築・土木

における構造や環境のエンジニアが各国の間で資格者の相互認証の動きがありました。一方、英国系の

教育を受けた QS の資格者がアジアにおいて活躍をしており、それらの資格者の相互認証の動きの中で

1995 年に PAQS が提案されました。アジア各国において教育され、活躍する QS はエンジニアよりマネ

ージャーとしての意識を持ち、資格の国際的ネットワークの形成を目標として集りました。（資料編「２．

PAQS とは」参照） 
 
 “1997 年に第 1 回大会がシンガポールで開かれ、この会議の全参加者は 140 名ほどであったが、日

本からは、建築積算協会代表として、国際委員会からは島田（会長代理として参加）、楠山の 2 名が役

員参加したほか、徳永前会長、酒井事務局長を含み 18 名が参加し、シンガポールを除く参加国の中では

最大のグループという形になった。また、会期中の第 2 セッションにおいては、島田、楠山が発表を行

い、日本の建築積算教育、資格制度、建築積算の実情を紹介した。”（1997 年 7 月号「建築と積算」よ

り） 
 
積算事務所のメンバーは、1997 年の第１回大会より 2003 年までは日

本建築積算協会（BSIJ）の事務所部会または事務所委員会として参加して

いました。2003 年には日本で第 7 回 PAQS が東京国際フォーラムを会場

として開催されました。 
 
 いずれの年も、各国代表者のボードミーティングのほか、各国より集

められた論文が発表されます。また、会場のおいては QS 業務や教育に関

係するシステムの紹介・販売なども行われます。 
  
 これまでの開催国及び今後の予定は以下の表の通りです。 

第 01 回 1997  シンガポール 
第 02 回 1998  ニュージーランド 
第 03 回 1999  マレーシア 
第 04 回 2000  オーストラリア（ケアンズ） 
第 05 回 2001  香港・北京 
第 06 回 2002 オーストラリア（メルボルン） 
第 07 回 2003  日本（東京） 
第 08 回 2004  ケープタウン 
第 09 回 2005  大連 
第 10 回 2006  シンガポール 

第 11 回 2007  ニュージーランド 
第 12 回 2008  カナダ エドモントン 
第 13 回 2009  クアラルンプール 
第 14 回 2010  シンガポール 
第 15 回 2011  スリランカ 
第 16 回 2012  ブルネイ         
～今後の予定～ 
第 17 回 2013  中国（西安） 
第 18 回 2014  香港 
第 19 回 2015  日本 

 
これまで 16 回開催されており、来年（2014 年）は中国の西安で行われ

る予定となっています。翌々年は香港が予定されており、2015 年には日本

で開催する予定です。 
  

PAQS2003 in Tokyo
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1. PAQS2012（Brunei） 
 
PAQS（Pacific Association of Quantity Surveyors）は今から 16 年前に創設された環太平洋地域の QS

（Quantity Surveyor）の協会であり、毎年加盟国において国際会議が開かれています。 
 
2012 年（本年）第 16 回 PAQS（Pacific Association of 

Quantity Surveyors/アジア・太平洋積算士協会）国際大会

が 2011 年 7 月 7 日(土)から 10 日(火)の 4 日間、ブルネイ

で開催されました。 
ブルネイはボルネオ島の一角にあるイスラム系の王

国です。1984 年にイギリスの統治より独立しました。

公用語はマレー語ですが、英語が街中においても日常

的に使われ、ビジネスにおいても標準となっています。 
会場は首都・バンダルスリブガワンに近いエンパイアホ

テルにおいて行われました。 
 

 
PAQS2012 in Brunei 

 

なお、JAQS から楠山登喜雄理事長、阿部 猛理事、笠原 健二、東田 和義、小松原 暢、本多 恵太、

橋本 武夫（事務局）と植木 貴英（オブザーバ）の 8 名のほか、日本からは日本建築積算協会、建築コ

スト管理システム研究所、建設物価調査会からも参加しました。 
7 月 7 日より 10 日まで表のようなスケジュールが組まれ、我々参加者もそれぞれプログラムに参加し

ました。JAQS からは楠山登喜雄理事長が災害マネジメントのセッションで、「THE GREAT EAST JAPAN 
EARTHQUAKE & CURRENT STATUS OF THE JAPANESE CONSTRUCTION INDUSTRY」（邦題：東

日本大震災と日本の建設産業の動向）を発表しました。 

 

〈大会スケジュール〉 
Date Morning Afternoon Evening 
7th July 2012 PAQS Golf Tournament YQSG /Committee Meeting Welcome dinner
8th July 2012 PAQS Board Meeting PAQS Board Meeting President dinner
9th July 2012 Conference Day 1 Conference Day 1 Specialty dinner 
10th July 2012 Conference Day 2 Conference Day 2 Farewell dinner 
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〈PAQS の歴史と今後の予定〉 
 背景としては 1990 年代において、APEC エンジニアと称したアジア地域の建築・土木における構造

や環境のエンジニアが各国の間で資格者の相互認証の動きがありました。一方、英国系の教育を受けた

QS の資格者がアジアにおいて活躍をしており、それらの資格者の相互認証の動きの中で 1995 年に

PAQS が提案されました。アジア各国において教育され、活躍する QS はエンジニアよりマネージャー

としての意識を持ち、資格の国際的ネットワークの形成を目標として集まりました。（資料編「２．PAQS
とは」参照） 

 
Pacific Association of Quantity Surveyors (PAQS，太平洋積算士協会)は、1995 年 5 月にアジア太平洋

地域におけるプロフェッショナルなコスト管理協会の団体として設立されました。2012 年現在 PAQS の

加盟国正会員は 9 カ国：アメリカ合衆国、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、ニュージーラン

ド、シンガポール、中華人民共和国、カナダ、準会員は 4 カ国：フィジー諸島共和国、スリランカ共和

国、ブルネイ、フィリピン共和国、オブザーバー会員として南アフリカ共和国が所属しています。参加

者は各国の QS を専攻するコースの教授や学生、各国の QS 事務所の代表者等が参加しています。 
 
PAQS は以下をミッションとしています。 
・QS の職種を普及させる 
・QS の職能を向上させる 
・会員の意見交換の場となる 
・QS の地域間協力の支援する 
・より良い知見の構築のための研究を促進する 
・互いの国で働いている加盟国メンバーの援助する 
 
PAQS の歴史 
1990 年代初頭、さまざまなアジアパシフィック地域の多くのプロフェッショナルな QS と学者は、異

なる国のメンバーが協力し合うフィージビリティと利益について議論を始めました。 
AIQS や NZIQS の招待にメンバーは各国の代表として 1994 年 5 月 20 日東オーストラリアのフレマン

トルで行われたワークショップに参加しました。ワークショップから得られた結果は参加者によって

「Letter of Understanding」にしたためられ、各国の QS 組織の組成に貢献しました。 
 
最初に調印した者は以下の通りです。 
Mr. Michael Langley for the Australian Institute of Quantity Surveyors (AIQS) 
Mr. Adrian Smith for the Hong Kong Institute of Surveyors (HKIS) 
Mr. Isao Tokunaga for the Building Surveyors Institute of Japan (BSIJ) 
Mr. Theo Marlow for the New Zealand Institute of Quantity Surveyors (NZIQS) 
Mr. Andrew Heng for the Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV) 
 
1994 年のワークショップ後、AIQS は 1995 年 5 月にクイーンズランドのゴールドコーストでの環太

平洋会議を主催し、1994 年の Letter 署名者は出席するよう誘われました。この会議で QS の太平洋協会

を作ることが同意され、新たな体制で正式に設立するために各種委員会が設立されました。約 250 名の

代表者が代表者会議に続いて技術的プログラムに参加しました。 
 
1996 年 5 月に次の PAQS 会議と専門のセミナーが香港で開催され、期間中に会長が任命され、NZIQS

によって起草された草案が PAQS の憲章として正式に承認されました。1995 年の会議で議長を務めた

AIQS のデニス・レナード教授が初代会長として承認され、AIQS が PAQS 事務局を引き受けました。1996
年 12 月に最初の PAQS Newsletter が発行され、10,000 部が各地に配布されました。 
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 “1997 年に第 1 回大会がシンガポールで開かれ、この会議の全参加者は 140 名ほどであったが、日

本からは、建築積算協会代表として、国際委員会からは島田（会長代理として参加）、楠山の 2 名が役

員参加したほか、徳永前会長、酒井事務局長を含み 18 名が参加し、シンガポールを除く参加国の中では

最大のグループという形になった。また、会期中の第 2 セッションにおいては、島田、楠山が発表を行

い、日本の建築積算教育、資格制度、建築積算の実情を紹介した。”（1997 年 7 月号「建築と積算」よ

り） 
 
積算事務所のメンバーは、1997 年の第１回大会より 2003 年までは日

本建築積算協会（BSIJ）の事務所部会または事務所委員会として参加し

ていました。2003 年には日本で第 7 回 PAQS が東京国際フォーラムを

会場として開催されました。 
 
 いずれの年も、カンファレンスと呼ばれる大会においては、各国代

表者のボードミーティングのほか、各国より集められた論文が発表され

ます。また、会場のおいては QS 業務や教育に関係するシステムの紹介・

販売なども行われます。 
 
 
現在 PAQS の加盟国正会員は 9 カ国：アメリカ合衆国、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、

ニュージーランド、シンガポール、中華人民共和国、カナダ、準会員は 4 カ国：フィジー諸島共和国、

スリランカ共和国、ブルネイ、フィリピン共和国、オブザーバー会員として南アフリカ共和国が所属し

ています。参加者は各国の QS を専攻するコースの教授や学生、各国の QS 事務所の代表者等が参加して

います。QS の資格を各国間で相互に認証する制度を進めており、現在日本は香港、シンガポール、カナ

ダ、ニュージーランドと認証することに合意しています。 
 
 これまでの開催国及び今後の予定は以下の表の通りです。 

第 01 回 1997  シンガポール 
第 02 回 1998  ニュージーランド 
第 03 回 1999  マレーシア 
第 04 回 2000  オーストラリア（ケアンズ） 
第 05 回 2001  香港・北京 
第 06 回 2002 オーストラリア（メルボルン） 
第 07 回 2003  日本（東京） 
第 08 回 2004  ケープタウン 
第 09 回 2005  大連 
第 10 回 2006  シンガポール 

第 11 回 2007  ニュージーランド 
第 12 回 2008  カナダ エドモントン 
第 13 回 2009  クアラルンプール 
第 14 回 2010  シンガポール 
第 15 回 2011  スリランカ 
第 16 回 2012  ブルネイ         
～今後の予定～ 
第 17 回 2013  中国（西安） 
第 18 回 2014  香港 
第 19 回 2015  日本 

 
これまで 16 回開催されており、来年（2014 年）は中国の西安で行われ

る予定となっています。翌々年は香港が予定されており、2015 年には日本

で開催する予定です。 
 

  

PAQS2003 in Tokyo
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２．開催国ブルネイについて 
 
○ブルネイについて 
ブルネイの正式名称である「ブルネイ・ダルサ

ラーム」とは「永遠に平和な国」という意味を持

ちます。首都バンダルスリ・ブガワン（BSB）を

中心に、国土面積 5,765ｋ㎡（三重県とほぼ同じ）

足らずの小さな国に、約 42 万人の人々が暮らして

います。 
 
国の象徴としては原油と天然ガスによる資源と、

国土の 7 割を占める熱帯雨林があり、屈託のない

穏やかな人々もこの国にとってはなくてはならな

い存在です。又、石油・天然ガスの主な輸出先は

日本であるほか、皇太子の結婚式に日本の皇室が

呼ばれるなど、日本との関わりは決して浅くはな

く良好な関係が続いています。 
 
国の元首はハッサナル・ボルキア国王（第 29

代目、1967 年～）で立憲君主制にて政治統制を図

っています。民族構成はマレー系が 70%、中国系

が 15%、その他が 15％の構成になっています。宗

教はイスラム教が国教として信仰されていますが

今現在はキリスト教、仏教、道教等も信仰できる

様に緩和されています。 
 
日本との関係は縁が深く、第二次世界大戦時中

は日本の統治下にあり、1945 年の敗戦により日本

の統治は終わりを迎え、続いてイギリスの統治下

に置かれました。1961 年にマレーシア連邦構想が

発表されますが、ブルネイは石油の利権とスルタ

ンの権限を巡ってマレーシアの統合を拒否し、イ

ギリス保護国のまま残留します。その後、植民地

化政策に反対する世論が高まり、1984 年に主権を

回復し独立を勝ち取りました。 
 

 
ブルネイ周辺地域 

 
 
○モスクについて 
スルタン・ジャミス・ハサナル・ボルキア・モ

スクは、29 代目国王のモスクとなります。1992
年の現ハサナル・ボルキア王国の即位 25 周年に向

けて建設されたのですが、内装などにあまりにこ

だわりすぎて 2 年遅れの 1994 年に完成しました。 
 
先代（28 代目国王）のオマールモスク「オール

ドモスク」に対して「ニューモスク」の愛称で親

しまれています。礼拝堂は約 6,000 人が一度に入

場できる広大なものでブルネイ国一の規模を誇り

ます。大理石造りのサラセン（アラブ調）の建物

で、ドームは全て純金製で出来ています。又、異

教徒の方々も礼拝時間以外は入場可能です。夜は、

オマールモスク同様、幻想的な雰囲気を漂わせ美

しく華麗にライトアップされます。 
 

 
モスク外観 
 
○エンパイアホテルについて 
本大会の会場である The Empire Hotel は、世界

に 2 つしかないと言われる 7 つ星ホテルです。 
 

 
 

ボルネオ島 
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南国の花が咲き乱れる自然豊かなリゾート内に

ブルネイ建築様式をとりいれながらもモダンな印

象を与える建物に作られています。又、ここはブ

ルネイ唯一の海辺にある世界の VIP が宿泊する最

高級リゾートホテルです。 
 
ホテルのロビーの天井はとても高く、その柱や

床には惜しみなくイタリア製の大理石が使われて

います。又、装飾品には 24 金が使われていて、そ

の豪華さを引き立たせています。 
長期のバケーション中の家族や、仕事で滞在し

ているビジネスマンなど多種多様な人々が利用客

として訪れていました。 

 
エンパイアホテルのエントランスホール 

 
エンパイアホテルのカフェテリア 
 
○カンポン・アイール（水上集落） 
約 600 年の歴史を持つ、世界最大級の水上集落

は首都人口の 3 割、約 3 万人弱の人々が水の上で

生活しています。外観とは違い中に入ると、各家

庭には電気、水道、ガスがひかれ、エアコン、テ

レビ、冷蔵庫の他、一家に数台のカラオケもあり、

陸上の生活と何一つ変わりない生活を送っていま

す。 
川面を縦横無尽に駆け巡る水上タクシーの操作

は、目を見張るものがあります。実際に乗船して

水上集落の人々の暮らしを肌で感じることが出来

ます。 
 

 
カンポン・アイール① 
 

 
カンポン・アイール② 
 

 
水上タクシーにて 
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○ブルネイ経済事情 

 

豊かな国として認知されているブルネイ国です

が、2035 年までに、世界のトップ 10 に入る国造

りを目指しています。現在の財政は、天然資源（原

油、天然ガス）に依存しています。将来人口が増

加して支出が大きくなった場合や資源が枯渇した

場合のことを考え、海外からの投資を歓迎してい

ます。 
 
１．ブルネイ経済の概要 
ブルネイ経済の特徴として、下記の３つが挙げ

られます。  
1) 安定した政治 
2) 安定した経済 

低いインフレ率が挙げられます。過去 20 年のイ

ンフレ率の平均は、1.5％です。 
3) 高所得 

個人の高所得（31,070 米ドル、ASEAN で 2位）

に支えられるブルネイ経済です。経済規模は、

ASEAN で最小、生活の質（人間開発指数：HDI）
は、ASEAN で２位。 

 
２．天然資源に依存する経済 
1929 年にセリアで発見された石油をきっかけ

に、天然資源に依存する経済が構築されています。 

 
2001 ブルネイ国営石油会社設立 

 
 
 
 

３．イスラム教の伝統 
アメリカでの同時多発テロ以降、イスラム教徒

とテロリストの関係が取りざたされますが、ブル

ネイでは過激なイスラム教徒は見かけません。 
15 世紀にイスラム教が取り入れられ、現在は、

国教として、信仰されています。 
その他の宗教に関しても、信仰の自由が保証さ

れています。なお、イスラム教徒は、国民の 66%
です。 

ブルネイは、イスラム諸国の経済的なリーダー

と自負しており、2010 年には、イスラム諸国にお

けるハラール調剤のガイドラインを始めて示しま

した。 
※ハラールは、イスラム法で許可された項目です。    

 
   
４．ブルネイ経済の課題 
1) 穏やかな経済成長 
ブルネイ経済の概要で記した、安定した政治、

経済、高所得にもかかわらず、経済の成長は、非

常に緩やかで、将来を心配する声が多数聞かれま

す。 
2) 天然資源（原油・天然ガス）への高い依存 
これまで、天然資源の輸出に大きく依存してき

ました。数年前から、付加価値のついた製品、特

に石油化学製品の製造・輸出に取り組んでいます。 
3) 政府への過度の依存／脆弱な民間セクター 
天然資源の輸出以外に、これといった産業がな

い状況でしたので、多くの国民が政府に依存して

います。現在でも、もっともポピュラーな職業が
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公務員と言われているように、新たな産業の開発

が求められています。 
 
５．ブルネイの取組事例 
スンガイリアン工業団地 
石油化学工場の誘致を行っています。三菱ガス

化学のメタノール工場が 2010 年 5 月から操業し

ています。 

 
 

 
 
スンガイリアン公社が、進出企業へのワンスト

ップの窓口となって、進出企業への便宜を図りま

す。 
1) 認可事業を一括して行う。 
2) インフラ・ユーティリティーの整備・契約を

行う。 
3) 共有施設・サービスの運営を行う。 
アンゲレ・デサ・テクノロジーパーク 
中小企業の支援と情報通信技術のインキュベー

ターとして活動。データセンター（バックアップ

センター、リカバリーセンター、サーバーセンタ

ー）を誘致しています。 
1) 国際ケーブルが接続 
2) 容量に余裕があり、最新の通信インフラが整

備されています。              

 
※SEA ME WE 3;  S.EAST ASIA-MIDDLE 

EAST-W.EUROPE 3   
 容量は、２４～３８ＳＴＭ１（アジア）、５

－８ＳＴＭ１（ヨーロッパ）に相当。ＳＴＭ１は、

155.52M ビット/秒の同期転送モジュール 
 
  ※AAG; ASIA AMERICA GATEWAY  東南

アジアと米国を直接結ぶはじめてのテラビット海

底ケーブル 
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３．大会プログラム 
 
本大会は「Innovating and Sustaining: 

Challenges and Opportunities」というテーマを共

有して開催されました。来る需要の増加に対する

挑戦としてキャパシティを増加させ、職能を拡大

する為の積極的な議論の場となるような願いをこ

めて以上のテーマが選ばれました。 
INNOVATING（革新） 

- continuously developing and improving, adapting 
and always versatile and dynamic 

絶え間なく開発・改良し新しい環境に適合する 

SUSTAINING（維持） 
- vital to adapt and remain relevant to changing 
market requirements 

刻々と変化している市場の要求に関わり続けて

適合していく活力 

CHALLENGES（挑戦） 
- changing aspirations of stakeholders, 
emergence of new technologies, ever changing 
environment 

施主（出資者）の大望、新技術の出現、取り巻

く環境の変化 

OPPORTUNITIES（好機） 
- the silver lining behind every cloud 

雲の向こうには明るい未来がある 
 
本大会は 2 編の基調講演と 41 編の論文の発表

が行われました。 
論文は BP: 実践、品質と生産性、CC：コスト

プランニング＆コントロール、CP：契約・調達戦

略、DM：災害対策、GC：建設工事の海外戦略、

KM：知識、学習、イノベーションマネジメント、

LD：法律、紛争解決法、PM：プロジェクトファ

イナンスとリスクマネジメント、SC：環境経済学

と持続可能な建設工事に分類され、合計 41 篇が発

表されました。発表者は中国からの発表数が最も

多く 13 編、ついで日本が 8 編、香港 6 編と続き

ます。 

JAQS からは楠山登喜雄理事長が災害マネジメ

ントのセッションで、「THE GREAT EAST JAPAN 
EARTHQUAKE & CURRENT STATUS OF THE 
JAPANESE CONSTRUCTION INDUSTRY」（邦

題：東日本大震災と日本の建設産業の動向）を発

表しました。 

 

 
 

JAQS から楠山登喜雄理事長、阿部 猛理事、笠

原 健二、東田 和義、小松原 暢、本多 恵太、橋

本武夫（事務局）と植木貴英（オブザーバ）が参

加しました。 
 
なお、ボードミーティングと委員会の報告は

PAQS への日本からの正式参加団体である日本建

築積算協会（BSIJ）よりの報告を参照してくださ

い。 
 
 

第 16 回 PAQS のスケジュール 
Date Morning Afternoon Evening 

7th July 2012 PAQS Golf Tournament YQSG /Committee Meeting Welcome dinner 
8th July 2012 PAQS Board Meeting PAQS Board Meeting President dinner 
9th July 2012 Conference Day 1 Conference Day 1 Specialty dinner 
10th July 2012 Conference Day 2 Conference Day 2 Farewell dinner 
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表 各国の発表数と分類 

  BP CC CP DM GC KM LD PM SC  計

アメリカ           0 

オーストラリア  1 1  1 1  1   5 

香港   3   2   1 6 

日本  2  1     5 8 

マレーシア     1 1     2 

ニュージーランド     1      1 

シンガポール         1 1 

中国 3 2 2   3 1 2   13

カナダ        1   1 

フィジー           0 

スリランカ      1  1   2 

ブルネイ           0 

フィリピン           0 

南アフリカ 1    1      2 

計 4 5 6 1 4 8 1 5 7 41

 
表 分類の詳細 

BP BEST PRACTICE, QUALITY AND 
PRODUCTIVITY 実践、品質と生産性 

CC COST PLANNING & CONTROL / COST 
MODELLING コストプランニング＆コントロール 

CP  CONTRACT AND PROCUREMENT 
STRATEGIES 契約・調達戦略 

DM DISASTER MANAGEMENT 災害対策 

GC  
GLOBAL CHALLENGES IN CONSTRUCTION - 
GROUND REALITIES / CONSTRUCTION IN 
DEVELOPING COUNTRIES 

建設工事の海外戦略 

KM KNOWLEDGE, LEARNING AND INNOVATION 
MANAGEMENT 知識、学習、イノベーションマネジメント 

LD  LAW AND DISPUTE RESOLUTION 法律、紛争解決法 

PM PROJECT FINANCING AND RISK 
MANAGEMENT プロジェクトファイナンスとリスクマネジメント

SC  ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION 環境経済学と持続可能な建設工事 
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○日本からの発表者と題目 
THE GREAT EAST JAPAN EARTHQUAKE AND CURRENT STATUS OF THE JAPANESE 
CONSTRUCTION INDUSTRY  

Tokio Kusuyama  
 

UTILIZATION OF CONCURRENT ENGINEERING CONCEPT BY BIM AT EARLY DESIGN STAGE OF 
A PROJECT  

Takayoshi Sato 
 

AN ANALYSIS OF PROFITABILITY OF JAPANESE CONSTRUCTION ENTERPRISE MICRO DATA  
Jun Iwamatsu and Shuichi Okuda 
 

THE EFFECT OF PARTIAL THERMAL SENSATION ON ENTIRE BODY THERMAL SENSATION  
Kenta Fukagawa, Yoshihito Kurazumi, Hiroki Kitayama, Yoshiaki Yamato, Kunihiko Tobita and 
Tomoko Mitsuoka  

 
THERMAL ENVIRONMENT IN RELATION TO ACTIVITIES OF DAILY LIVING DURING SUMMER  

Kunihito Tobita, Naoki Matsubara, Yoshihito Kurazumi, Yoshiaki Yamato, Kenta Fukagawa, 
Yoshie Shibata and Mitsuoka Tomoko  

 
EFFECT OF STEP CHANGE IN COLD ENVIRONMENT IN WINTER ON PHYSIOLOGICAL 
RESPONSES  

Yuka Ando ,Yoshihito Kurazumi and Tetsumi Horikoshi  
 

THERMAL INSULATION EFFICIENCY OF DETACHED HOUSE AND COST EFFECTIVENESS OF 
HEATING AND COOLING ENERGY CONSERVATION  

Yoshihito Kurazumi, Ayana Uno, Eiichi Tobe, Kenta Fukagawa and Tomoko Mitsuoka  
 

MEASUREMENT OF CLOTHING INSULATION VALUE BASED ON THE CONDITION OF ACTUAL 
LIFESTYLE IN A MODERN JAPANESE HOME  

Yoshiaki Yamato, Yoshihito Kurazumi, Kenta Fukagawa, Kunihito Tobita, Tomoko Mitsuoka, 
Takumi Sakamoto and Naoki Matsubara  
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４．在ブルネイ日本大使館訪問 
JAQS・PAQS 幹事 阿部 猛 

 
在ブルネイ日本国大使館を表敬訪問しました。 
7 月 9 日 10:30 よりＪＡＱＳの大会訪問団を代表して、楠山理事長、橋本

事務局長、阿部の三人で、広瀬哲樹大使に一時間程お時間をいただきました。 
 

大使のプロフィールをご紹介します。 
1975 年同志社大学大学院修了後、経済企画庁入庁。海外を含め要職を歴

任後、在ブルネイ大使として 2009 年 9 月に着任されています。 
 
大使館内の大使の執務室で、ブルネイ国と日本国との関係や今後の日本人の

海外での活動に必要なものについて伺いました。 
 
Ａ．ブルネイ国について 
・ブルネイは 700 年間の安定した政治が国王を中心として今尚継続され 40 年以上騒乱・内乱争議が全く

起こっていません。 
・豊富な地下資源によって経済的に恵まれ、特筆は国民への税や医療負担がほとんどなく、燃料費は

日本の 20％程度で、ガソリンは１Ｌ30 円です。 
・東南アジアの中心に位置し、ＡＳＥＡＮの一員でもあり、マレー語を国語としていますが、英語教育

の充実により 70％以上の人々が理解出来ています。 
 
Ｂ．ブルネイと日本の関係について 
・ブルネイ政府と日本の総合商社、企業による協力事業が 25 年以上も前から継続され、政府の信頼も厚

く、天然資源開発の技術援助、農業技術援助、宅地及び住宅から教育施設建設に至るまで、安定して

継続されています。 
・資源開発で成功を収めてきたため、他産業の誘致・開発は未開発なものが多く、観光事業開発等は次

期有望事業として取り組んでいます。 
 
Ｃ．日本との教育の違い 
・歴史的背景に加えて現在も国際化教育の水準が高く、国立・私立を問わず幼稚園・小学校で英語教育

が行われています。またイスラム、キリスト教系、中華系、日本系とそれぞれの国、宗教の教育施設

が充実し、国際学級などでは 20 カ国以上の子供たちが同じ時間、同じ教室で教育を受け、彼らに人種

的偏見や差別は見あたりません。 
 
Ｄ．日本人に望まれるもの 
・これからの時代、日本にあっても各国と関連して仕事をし、外国

人を受け入れている以上、国内にあっても日本語以外に共通語

（英語）を普通に会話できるよう若年層の教育段階から変えてい

く必要があります。通訳を通じてでは駄目です。本人が話し、聞

き、理解しないと仕事は成立しないのです。どこの国のどの立場

の人とも通じる言葉の準備が最低限必要です。 
 
以上が大使訪問の際のお話でした。ありがとうございました。 

   大使と訪問団メンバー           

在ブルネイ大使 広瀬哲樹氏
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13 
 

５．PAQS に参加しての所感 
 

(株)フタバエンジニアリング 代表取締役     楠山 登喜雄 
ブルネイ（永遠に平和な国）での PAQS に参加して 
 

(株)金丸建築事務所 代表取締役      阿部 猛 
PAQS 国際会議に参加して 
 

(株)協和建築積算事務所 取締役部長   笠原 健二 
2012 年第 16 回 PAQS ブルネイ国際会議についての感想 

 
(株)サンテック設備積算    東田 和義 

第 16 回 PAQS 国際会議に参加して 

 
株式会社日積サーベイ        小松原 暢 

PAQS 国際会議に参加して 
 

株式会社日積サーベイ     本多恵太 

PAQS 国際会議に出席して    
 

(社)日本建築積算事務所協会 事務局   橋本武夫 
PAQS への参加意義 
 

早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻   植木貴英 
PAQS に参加して 
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ブルネイ（永遠に平和な国）での PAQS に参加して 
(株)フタバエンジニアリング 代表取締役 

楠山 登喜雄 
 
2003年東京大会以来のPAQSへの参加でした。

ブルネイの会場では多くの懐かしい PAQS の初期

の主要メンバーとお会いしました。たとえば、オ

ーストラリアの Dennis Lenard 教授とは第 1 回目

の大会より知り合いですが、今回も参加されてい

てお互いの旧交を暖めあいました。実は JAQS と

いう名称は 2001 年の香港・北京での大会の時に

私が彼に相談して選んだ 2 つのうちの１つです。 
①PCMAJ（Project Cost Management 

Association of Japan：日本プロジェクトコストマ

ネジメント事務所協会） 
②JAQS（Japanese Association of Quantity 

Surveyors：日本建築積算事務所協会） 

 
オーストラリア（AIQS）の参加者（中央が

Lenard 教授） 
 
ブルネイには 2011 年に別件で訪問しています

が、温暖な気候とゆったりとした国民性を再度確

認しました。さらに会場となったエンパイアホテ

ルでは、案内をしてくれた現地の方から各国の王

族や首脳も使う施設と聞いていました。現にその

時にはヨルダンの国王一家がヴィラに宿泊してお

り、施設の案内の途中でシンガポールの大統領夫

人と挨拶をしておりました。 
 
論文発表では東日本大震災及び日本の建設業に

ついて報告しました。本格的な復興については今

後の事業として計画されていますが、地震大国日

本としてはしっかりとした復興の道のりを歩んで

ほしいと思っています。災害マネジメントについ

ては唯一の発表でしたが、会場からは復興のプロ

ジェクトに関して質問が出るなど、関心の高さを

伺うことができました。 
 
最後の Farewell Party では各国の参加者が代わ

る代わるに歌を歌いましたが、香港から参加して

いるエレンさん（Dr. Ellen H L Lau）とは第 1 回大

会からの知り合いで、QS の教育などについて日常

的にも情報交換しています。ところで日本からの

参加者はいつもスキヤキソング（上を向いて歩こ

う）を歌うのですが、今回はフルバンドをバック

に力強く歌いました。 

 
香港（HKIS）の参加者（左端がエレンさん） 

 
JAQS・BSIJ など日本の面々 
 
PAQS を舞台に参加国は資格者や学校教育の相

互認証が行われています。日本もシンガポール、

香港をはじめ、いくつかの国と相互認証を取り交

わしましたが、実質的ではありません。今後ます

ます国際社会の契約制度やマネージメントの実態

に対応すべく、邁進していかなければならないと

感じました。 
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PAQS 国際会議に参加して 
(株)金丸建築事務所 代表取締役 

阿部 猛 
 
早いもので第 16 回となった PAQS の大会に参

加致しました。 
 
以前から積算協会の国際委員をつとめていたた

め、縁あって第１回のシンガポール大会に参加さ

せていただくこととなり、それ以降５大会ほど参

加しています。発足当時から現在まで世界の経済

状況や建築業界の状況・積算業務の状況・積算士

の状況等刻々と変化しており、PAQS 会議の形態

にも変化がみられるように感じました。 
 
開催国、場所、時期にもよるとは思いますが、

今回の大会は全体的にこじんまりしていたように

思います。PAQS 加盟国や準加盟国は知っていた

ものの、ブルネイという国の知識はほとんどなく、

今回参加を決めてから調べた次第でした。同じア

ジアの私たち日本人がこんな様子なのですから、

他の加盟国の方々にとっては未知の場所だったの

ではないでしょうか。 
 
また王立のイスラム教の国ということで国政や

宗教的にも違いが多く見られ、今まで参加した大

会とはかなり違ったものに感じられました。 
まず、大会中タイムスケジュールが度々変わり、

論文発表者はご苦労があったことと思われます。

諸外国の会合にはよくある家族等同伴者を伴った

参加者もほとんどいなく、また、連日 30 度オーバ

ーの暑さの中「禁酒国」ということでパーティー

内もゴルフ大会後もノンアルコールということに

衝撃を覚えました。 
その中で今回 JAQS からは多くの方々の参加の

申し出があり、初参加の委員の方々が国際交流で

きたことはとても有意義なものになりました。 
 
3 年後には再び日本開催の大会が予定されてい

ます。ホスト国としてどうあったら良いかという

視点からも勉強になったことが多数あり、来年の

西安大会、再来年の香港大会にも是非多数の方の

参加を期待し、日本大会につなげていきたいと思

います。私自身より一層語学の勉強をし、来年西

安では中国語？で会話してみたいものです。 

 

1000 万円の大理石削りだしベンチ 
 

 
日本食レストランにて寿司を食べる 
 

 
会場の様子 
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2012 年第 16 回 PAQS ブルネイ国際会議についての感想 
(株)協和建築積算事務所 取締役部長 

笠原 健二 

 

2012 年第 16回PAQSブルネイ国際会議に初め

て参加する事が出来ました。私なりに感じました

会議の模様とブルネイ国の様子を報告させて頂き

ます。 
この会議の出席のお話を頂いた時、まず、ブル

ネイ？それどこ？そこから始まりました。ボルネ

オ島の北部にあるとても小さな王国でしたが、あ

まり印象のない国でした。石油、天然ガスにより

国の経済を形成する王国であるという事と国民の

多くがイスラム教徒でお酒は飲めないと聞いてい

ました。 
出発は、羽田空港からでしたがブルネイには直

行便がありませんのでシンガポールで乗り継ぎ１

０時間程でブルネイ空港に着きました。ブルネイ

空港の様子は、日本の地方空港のような感じで非

常に穏やかな雰囲気でした。ブルネイでの宿泊地

は、会議場と同じエンパイアホテルという場所で、

今までの景色と一変した豪華なホテルでした。

元々は、王族専用だったようです。 
到着２日目の土曜日にPAQS主催のゴルフコン

ペに参加しました。実は、今回のコンペでとても

心配な事がありました。それは同伴競技者が当然

ながら全て外国の方なのです。英語が得意でない

私がラウンドしている間どういう態度でいれば良

いかかなり不安でした。しかし、香港とマニラの

方が非常に気さくな方で私のつたない英語を理解

して頂き冷や汗もかきましたが本当に楽しいラウ

ンドでした。 
３日目の日曜日は、今回会議にご一緒させて頂

いた楠山理事長以下７名とブルネイ観光をして来

ました。ブルネイの事情については、他項に詳し

い内容が書かれていると思いますので省略致しま

すが、モスクの雄大さや国民の７割が公務員で所

得税、住民税、教育費、医療費が掛からないすご

く裕福な国だそうです。今時こんな所があるんだ、

世界は、広いなと感じていました。 

 
エンパイアホテルの外観 

 

 
エンパイアホテルのホール 

 

 
モスクの外観 
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４日目からは、本格的に会議に入りました。発

表者は、中国がもっとも多く１３編ついで日本が

８編と多くの論文が発表されました。楠山理事長

も（東日本大震災と日本の建築産業の動向）の論

文を発表されました。会議の内容については、こ

こでは触れませんが多くの方が発表されとても有

意義な時間を過ごすことが出来ました。今回この

会議に参加するまでは、そもそも PAQS 国際会議

がどのような会議なのか詳しくは全然知りません

でした。普段日本の積算業界にどっぷりつかって

いる自分でしたので何か別世界のような気がして

いました。過去の PAQS 国際会議の発表内容を読

ませて頂きますと、QS 資格国際相互認証、個別相

互認証制度等さまざまな議論がなされているよう

です。他国では、QS の大学での授業、QS の国家

資格があり日本におけるグローバル化が叫ばれて

います。難しい問題も沢山あるとは思いますが少

しずつ前に進めれば良いかなと思います。 
今後この会議に多くの積算技術者が参加しアジ

ア各国の QS 事情を知ることが、これからの日本

建築積算業界に役立つのではないかと思いました。

これからを担う若い人たちもこのような会議に積

極的に参加し、海外の人たちと交流をし、世界を

肌で感じる事が良いのではないかと思います。 
 

それと今回痛感したことは、語学力の問題です。

海外での有効的な行動を行うには、英語力を向上

させなければなりません。私も考えを新たにしな

いといけないと思いました。 
最後に今回PAQS国際会議に参加にあたり楠山

理事長、阿部理事、同行の皆さんには、大変お世

話になり感謝申しあげます。誠にありがとう御座

いました。 

 
オープニングセレモニー 

 

 
会議の様子 
 

 
JAQS からの参加者 
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第 16 回 PAQS 国際会議に参加して 
㈱サンテック設備積算 

東田 和義 
 

開催国ブルネイという国は「世界一のお金持ち

の王様がいる国」程度の知識しか無く不安と緊張

感でいっぱいでした。そこで、ブルネイについて

色々と調べましたが、百聞は一見に如かずと不安

を胸にブルネイ空港に向けて出発しました。空港

からはホテル関係者の送迎バスに乗りブルネイの

夜景を見ながらホテルに向かいました。翌朝ホテ

ル周辺を散歩しながらホテルの外観を一望した時

には、長旅の疲れを忘れさせてくれるほどのスケ

ールの大きさに感動しました。又、ブルネイ人の

気持ちの裕福さにも感動いたしました。 
第 16 回 PAQS 学術論文の発表は 2 日間にわた

りホテル内にある会場で行われました。世界 14
ヶ国の代表の人達が色々なテーマ（合計 41 編）を

もとに、研究に研究を重ねて作った論文を堂々と

発表している姿に感動しました。今回 PAQS 会議

に参加して「自分も、何か先を見据えたものを研

究できないだろうか」と、いい刺激を受けました。

今後、設備の積算を通して皆さんのお役に立てる

よう日々精進していきます。 
この 5 日間は不安と緊張の毎日でしたが、あっ

という間に過ぎていきました。今回 PAQS 国際会

議に参加できて色々な事を体験させていただき、

様々な雰囲気を感じる事ができましたが、自分自

身の語学力の無さを痛感いたしました。今後は、

苦手な英語をしっかり勉強し直して、もう一度

PAQS 国際大会に参加したいと思います。 
 

 

 

 

 
エンパイアホテルから見た風景 

 

 
楠山理事長の論文発表の様子 

 

 
会議の休憩の様子
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PAQS 国際会議に参加して 
株式会社日積サーベイ 

     小松原 暢 
 
今から２年前、PAQS 国際会議の存在を知って

から、いつかは行ってみたいと考えていましたが、

こんなにも早く実現するとは思ってもいませんで

した。日本での積算の実務２年程度で日本の積算

でも知らない事がたくさんある私に、このような

外の世界を見て貴重な経験をする機会を与えてく

ださった事に感謝したいです。積算の知識や英語

力などの不安要素はありましたが、日本で積算を

しているだけでは気づかないこと、感じられない

ことがあるはずと思い、今回の PAQS 国際会議へ

の参加を決意しました。 
ブルネイ国際空港に到着して、ブルネイの高温

多湿の気候独特のジメジメとした空気の中、宿泊

先のエンパイアホテルに向かいました。ホテルに

向かう途中、今回の PAQS 国際会議のスタッフで

もあるブルネイの QS の方に英語で話しかけられ

ましたが、上手く英語でコミュニケーションがと

れず、いきなり英語の重要性を改めて目の当たり

にされました。 
ブルネイに到着したのが夜遅くだったので、次

の日に地元のショッピングモールや宿泊している

ホテルを見てまわり、その日の夜はウェルカムパ

ーティーに参加しました。 

            
Welcome Party 

 

PAQS 国際会議に参加する方達の集まりとあっ

て緊張していましたが、それ以上に参加者同士の

積極的なコミュニケーションの光景に驚かされま

した。バイキング形式の食事だったのですが、食

事を取りに行く間で様々なやりとりがなされ、席

についても「食事＜会話」という状況が殆どだっ

たように思えました。 
３日目は日本からPAQSに参加した JAQSの方

達と視察観光に出かけました。 

 
 ハッサナル・ボルキア・モスク（通称ニューモ

スク） 
まず向かったのが礼拝を行うモスクです。写真で

しか見たことのないような日本の建築物とはかけ

離れた規模と仕上げに圧倒されました。１日５回、

決まった時間に礼拝を行いますが、その時間は毎

日かわります。また、礼拝はいつ行ってもいいも

のですが、金曜日は礼拝の日となっているので、

モスクに入りきらない人々はモスク内部にあるカ

メラに映し出された映像を見ながら礼拝を行いま

す。 
続いて、マレー語で水の村を意味し、カンポン・

アイルと呼ばれる水上集落に行きました。ここに

は約３万人が生活をし、周りを水で囲まれている

ので、水上タクシーが交通手段となっています。

日本では触れることができない異国の文化という

ものを存分に感じることができました。 

 
水上集落 カンポン・アイル水上タクシーにて 

 

 PAQS 国際会議では、２編の基調講演と４１

編の論文が発表されました。３会場での同時進行

だった為、聞きに行くことのできなかった論文も

あり残念でした。論文発表にはブルネイの大学で

QS を学んでいる学生が参加していましたが、私も

学生の時から QS について触れる機会がもっとあ

ったらと思いました。 
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また、この会場の場においても海外の QS の方

達は積極的に英語でコミュニケーションをとって

いたので、きっと彼らはたくさんの情報を得てい

るのだなと思い、改めて自己主張することの大き

なメリットを感じさせられました。 
今回の PAQS への参加は、積算士としてだけで

なく今後の人生においても影響力の大きなものに

なると感じました。ブルネイで行動を共にした

JAQS の方達と参加できたことも、私にとっては

良い経験になりました。そのお陰で QS 関連だけ

でなく、一生に一度経験できるかどうかのブルネ

イの文化について学ぶこともできました。実務で

はまだまだ数量積算での知識を増やしていかなけ

ればいけませんが、PAQS で学んだことに対して

も社会人として磨いて行きたいと思います。 
 
 
 
 

 
発表の様子 

  
エンパイアホテル会場内にて 
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PAQS 国際会議に出席して    
株式会社日積サーベイ 

本多恵太 
 

まず、今回思いがけず PAQS 国際会議に出席さ

せて頂ける事となり、この機会を与えてくれた

方々に感謝したいです。 
以前から、いつかは参加してみたいと思ってい

ましたが、まだまだ積算の知識や経験が乏しい私

がこんなにも早く行かせていただけるとは想像し

ていませんでした。しかし今の段階でも、日々の

積算業務をするだけではなく外の世界を感じる事

は今後に活かせるものがあるかもしれない、広い

視野を持つことで積算に対して今までとは違う見

方も出来るようになるかもしれないと思い、どう

しても参加したいという気持ちがありました。 
いざ参加してみて、一番印象に残ったのは他国の

方の積極性です。特に若い方々は少しでも吸収しよ

うという意気込みが前面に出ており、将来、彼等と

肩を並べる私達も負けていられないと強く感じさせ

られました。 

会議の聴講も有意義でしたが Free Time での

交流は海外の積算士と直接的に触れ合う事ができ

貴重な時間を過ごす事ができました。 

 
JAQS の参加者の方々と 
 

ただ、私の英語力では 100％の意志の疎通が出

来ず、コミュニュケーション力と語学力の重要性

を改めて実感させられました。今後、彼等と SNS
などで交流を深めながら力をつけていきたいです。 

 
論文発表の様子 

 

また論文発表が複数の会場で同時進行で行われ

たために全てを聞く事ができなかったのは残念で

したが、興味深いものばかりで新鮮でした。(半分程

しか理解できませんでしたが) 

今回の経験を帰国後にどう活かすかが、参加さ

せて頂いた私の課題だと思います。今後も積算に

対し真摯に向きあい、そして全力で取り組んでい

きたいと思います。 
最後に、体調を崩し現地視察に参加する事が出

来なかった私を気遣って頂いた JAQS の皆様、お

心遣い大変有難うございました。 

 
友達になった現地の QSと 
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PAQS への参加意義 
(社)日本建築積算事務所協会 事務局 

橋本武夫 

 

初めてアジア太平洋積算士会議に参加しました。 

参加者の国々は、アジア各国、カナダ、南アフ

リカと多岐にわたっており、積算に携わる方々が

多いことに驚きました。積算と言う言葉さえ知ら

ない人が日本では多いと思います。私もその一人

でした。海外事情は日本と大きく異なっているこ

とを、身をもって知りました。 
 

開催されているセミナーに、いくつか参加しま

した。手元の資料は、概略だけ記載されて、中身

の詳細が記されていないため、講師の説明には、

なかなかついていくことができませんでした。こ

の件は、主催者側の改善すべきテーマだと思いま

す。また、スケジュールの変更が相次ぎ、新しい

スケジュールを知ることが困難でした。こういっ

たおおきなイベントでは、全員に告知することは

難しいと思いますが、メールなり、掲示板等を利

用して、できるだけ多くの参加者に新しい情報を

知らせるべきでしょう。さて、セミナーの内容で

は、実務的な内容のセミナーには、興味を持ちま

した。理論的な内容ばかり追求したセミナーは、

このような実務者主体のイベントでは、あまり意

味をなさないように思いました。 

 

ブレイクタイム、ディナーでは、他国の参加者

と話す機会があり、日本の印象を尋ねてみました。

多くの人が、日本には行ったことがないが、一度

は、行って見たい国、と言われて、大変嬉しく思

いました。ただ、みなさん、物価が高そうなので、

行くには準備（貯金）が必要と口をそろえました。

日本に住んでいる私も物価が高い、と感じること

があるので、海外の人がそう言うのも無理はない

と思います。この物価の高さが、海外とのビジネ

スの障害になっていますので今後は解決すべき課

題だと思います。人件費を下げることは容易では

ありませんが、海外からの労働力をもっと導入し

て、給与の格差があることを前提に、世の中を再

構築する必要があります。 

 
国王夫妻の肖像 

また、日本の経済状況は、長期にわたって低迷

していますが、海外からは、震災復興の事業がた

くさんあるように見えているようです。本来そう

あるべきなのですが、政府の対応が遅いので（少

なくとも私はそう感じています）、復興作業の歩

みは非常に遅いです。 

 

 
 

最後にPAQSで JAQSが何をなすべきかを考え

てみました。JAQS は企業の集まりですので、海

外からのビジネス、海外と関係あるビジネスを会

員に紹介することが最終目標だと思います。一朝

一夕にはいきませんが、すこしずつ、海外の団体、

企業とコミュニケーションをとり、信頼関係を深

めて事業に結びつける、こういった活動が必要で

す。今回の参加は、JAQS として始めての参加だ

ったそうですが、JAQS のアピールが不足してい

るように思いました。ディナーの席では、JAQS
関係者が集まって、会食を取ったのですが、次回

は、会食が一段落したら、その席に海外の人を招

いたらどうでしょう？その際に、記念写真をとり、

JAQS の英文パンフレットを渡すなどしたら、印

象がぜんぜん違ってくると思います。今回は、日

本の皆さんとコミュニケーションをとることはで

きましたが、残念ながら多くの海外の方とは、コ

ミュニケーションをとることができませんでした。

ディナータイムは、少なくとももっと有意義に利

用できたと反省しています。 
なにはともあれ、参加者の皆様お疲れ様でした。 
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PAQS に参加して 
早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻 

植木貴英 
 

私は早稲田大学小松幸夫研究室の修士課程で建

築経済を学んでいる植木貴英です。 
積算事務所協会の理事長を通じてご縁があり、

第 16 回 PAQS 国際会議に参加させていただきま

した。昨年は大韓建築学会で研究発表をさせてい

ただきましたが、PAQS はアジアパシフィックの

QS のプロが集まる会議であり、海外学会とは全く

違うリアルな現場の声を多く聞くことができ、大

変勉強になりました。 
 
PAQS というアジアパシフィック諸国の国際会

議を開く背景として、建設投資の中心がアジアに

あると言っても過言ではない現状があるからだと

考えられます。 
開催に際して、RICS 前会長である Sr Ong See 

Lian 氏が基調講演をされ、海外における建築市場

の隆盛と QS が社会から期待されている役割の大

きさを知り、圧倒されました。 

 
基調講演中の Ong 氏 
 
また、各セッションの発表者の中では、中国の

発表が印象的でした。その他の国々の発表者は大

学の教授や、実務をされているベテランがほとん

どの中、天津理工大学の学生が中国のマネジメン

トについて発表をされていました。発表者は全て

女性であり、建設業界でもマネジメントの分野は

特に女性の進出が進んでいると感じました。日本

では QS にあたる専門教育がなく、職能の確立が

遅れていることを痛感しました。 

 
発表中の He 氏 
 
会議外では開催国ブルネイの首都バンダルスリ

ブガワンのホテルに宿泊しました。夜でも町を歩

いていて全く危険を感じることがなく、東南アジ

アの喧騒としたイメージとはかけ離れた落ち着い

た空気を感じ、モスクの美しい夜景を楽しむこと

ができました。 

 
市街地の夜景とモスク 
 
今回得た多くの経験を糧に、今後日本と海外を

つなぐビジネスに携わっていきたいと思います。 
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参加者一覧 

氏名 JAQS 役職 所属組織／役職 

楠山 登喜雄 理事長 (株)フタバエンジニアリング 代表取締役 

阿部 猛 理事 (株)金丸建築事務所 代表取締役 

笠原 健二 会員 (株)協和建築積算事務所 取締役部長 

東田 和義 会員 (株)サンテック設備積算 代表取締役 

小松原 暢 会員 (株)日積サーベイ 東京支所 

本多 恵太 会員 (株)日積サーベイ 

橋本 武夫 事務局 (社)日本建築積算事務所協会 

植木 貴英 オブザーバー
早稲田大学 創造理工学研究科 建築学専攻
修士課程 

※会員は JAQS 正会員事務所の社員を含む。 
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A-１．発表論文 
 

東日本大震災 日本 建設 業 動向 
 

楠山 登喜雄 
 

フタバエンジニアリング 代表取締役 
JAQS 理事長, BSIJ・CMAJ 会員 

早稲田大学 講師 
kusuyama@futaba-eng.co.jp 

 

概要 

 

 2011 年 3 月 11 日に M9.0 の地震が宮城県沖で発生し、10m を超える津波が東日本沿岸を襲い、福

島第一原発がチェルノブイリ原発事故以来最大の原発事故を起こした。また、埋立地で液状化現象が発

生した。地震と津波の被害によって約 34 万人が避難生活を強いられ、2 万 2 千戸の仮設住宅が一年間で

建設された。復興計画が復興庁より発表され、予算は合計で 20 兆円に上る。地震発生後、建設費はやや

上昇したが、数ヵ月後には元の推移に落ち着いた。2012 年 5 月現在、瓦礫処理や高台整地の作業の遅れ

で本格的な建設工事は始まっていないが、将来建設が始まったら建設コストは上昇するとみられる。現

時点で計画されている復興プロジェクトについて紹介する。現在最も注目が高いのは、野球場ほどの大

きさがあり、アイランドタイプの建物である SKYVILLAGE というプロジェクトである。 
 

序論 

2011 年 3 月 11 日、宮城県沖で M9.0 という世

界最大級の地震が発生し、平均 10ｍ、最大遡上高

40.1m の津波が沿岸部を襲った。津波は原子力発

電所も襲い、レベル７のメルトダウンを発生させ

た福島第一原子力発電所事故の原因となった。警

察庁の発表によると死者 15,858 名、負傷者 6,107
名、行方不明者 3,021 名、死因の 92.4%は溺死だ

った。また、建物の被害は全壊 129,855 戸、半壊

257,739 戸、一部破損 705,773 戸にのぼり、300
港以上の漁港と 23,600ha の農地が被害を受けた。

地震と津波による被害は最高 400,000 名の避難民

を生み、震災に関連する損失は 20 兆円にのぼると

の試算が出された。地震による被害で以下の問題

が持ち上がった。 
 

 避難民の仮設住宅 

 交通、物流ネットワークの寸断 

 解雇 

 津波によって発生した瓦礫の処理 

 原子力発電所の爆発 

 放射能の拡散 

 

 
図 1: 震源地と震度の地図 1 

 

 
図 2: 津波の高さ 1 



 

 

1. 復旧と復興の過程 

 

1.1 復興の流れ 

地震発生後、災害対策本部が政府内に

立された。政府が国の対応を協議してい

くの人が被災者を助ける為にボランティ

金や緊急物資の援助を行った。政府外殻

通網の被害を調査し、復旧を 3 月末には

 

1.2 復興予算 

2011年 5月に 4.2兆円の第 1次補正

決され、続いて 7 月に 2.0 兆円の第 2 次

案が通った。11 月に可決された第 3 次補

は 12.1 兆円にのぼり、復興予算は合計

円となった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 復興体制 

政府は各省庁の連携を図るために復興

し、被災地（宮城県、岩手県、福島県）

特区制度を適用することで各地方自治体

権限で助成金を使い、都市開発、道路整

建設などが行えるようにした。復興プロ

ではPPPやPFIを用いて民間の開発や

ト技術を最大限活用する。 
 

2011 年 3月 11 日 

3 月末 

4 月 

5 月 

6 月 

7 月 

11 月 

2012 年 2月 

 地震発生 

 道路復旧 

 東北新完成復

 第 1 次補正予

 仮設住宅竣工

 第 2 次補正予

 第 3 次補正予

 復興庁設立
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に直ちに設

いる間、多

ィア、義捐

殻団体が交

は完了した。  

予算案が可

次補正予算

補正予算案

計で 18.3 兆

興庁を設立

）に対して

体が独自の

整備、学校

ロジェクト

マネジメン

 

図 3: 復興庁と被災自

 

1.4 復興特区 

復興特区とは、被災地の復興

税制上の優遇措置が受けられる政

た地域のことである。宮城県、岩

全域、および青森県、茨城県 栃
潟県、長野県の一部が復興特区に

案は衆議院を 2011 年 11 月に通

月 26 日に施行された。  
 

 復興まちづくり推進 

 民間投資促進 

 水産業復興 

 農業・農村モデル創出 

 交流ネットワーク復興・強化

 クリーンエネルギー活用推進

 医療・福祉復興 

 教育復興 

 

 

2. 災害の対応 

 

2.1 仮設住宅 

被災した 40 万人の避難民のた

に必要となった。地震後直ちに

供給者に建設を要請し、請負者は

に自治体によって用意された敷地

た。4 月末には建設が終わり、順

月には計画戸数の半分が竣工した

 

仮設住宅の供給システムは、県

団体連合会または地元業者に発注

は各自の仕様に従って資材を確保

確保された用地に可能な限り迅速

図 5～7 のとおり、いくつかのタ

建設された。図 5 は一般的な工業

宅である。図 6 に示した地産地消

宅も地元業者によって建設された

20 フィートコンテナを３階建に

された仮設住宅であり、工期の短

利用に寄与するものだ。 
 

 

 

 

 

 

復旧 

予算 4.2 兆円 

工開始 

予算 2.0 兆円 

予算 12.1 兆円 

治体の関係 

を支援するために

政府より認定され

岩手県、福島県の

栃木県、千葉県、新

に認定された。法

通過し、2011 年 12

化 

進 

ための住宅が緊急

自治体が仮設住宅

は資材調達ののち

地に建設を開始し

順次供給され、6
た。 

県が(社)住宅生産

注を行い、請負者

保し、県によって

速に建設を行う。

イプの仮設住宅が

業化された仮設住

消の木製の仮設住

た。図 7 は既存の

に積み重ねて建設

短縮と用地の有効



 

 

図 4: 仮設住宅の着工と竣工の

 

図 5: 一般的な仮設住宅(三共

 

図 6: 木製仮設住宅(福島県建設

図 7: 多層コンテナ仮設住宅(
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の推移 2 

  
共フロンティア) 

   
設業協会) 

(坂茂建築設計) 

 

 

 



 

 

2.2 原発事故からの復旧 

原子炉建屋の水素爆発以降、福島第一

電所は世界で最も危険な原子力施設とな

子炉は海水注入によって冷温停止状態と

射性物質の拡散は抑えられている。放射

拡散を防ぐ為には原子炉の周りを隔離壁

冷却水を適切に貯蔵する必要がある。ま

区域で生活をするためには建物に付着し

物質を洗浄し、地面の表面を削る必要が

 

図 8: 福島第一原子力発電所周辺の避

 

3. 建設費の動向 

図 9 に示した通り、地震が発生した

月の発注数は非常に多くなったが、4 月

よって明らかに減った。6 月には以前と

ルまで回復した。 
図 10 に示した通り、2008 年に異形鉄

が急激に上昇した。これはオリンピック

設工事が立て込み、鉄の値段が上がった

る。2008 年のリーマンショックにより

が下落した。その他には地震後に異形鉄

角材の価格が 20%上昇した。これはサ

ーンが交通網の寸断によって破壊された

は東北地方の加工工場が被害を受けたた

られる。 
図 11 に示した通り、宮城の労務費は

ものと比較して 7.7%上がった。また、被

い北海道と東京でも若干上がったが、宮

い大阪、福岡は変化がほとんどなかった

は地震によって破壊された建物やインフ
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一原子力発

なった。原

となり、放

射性物質の

壁で覆い、

また、避難

した放射性

がある。 

 
避難区

域 3 

2011 年 3
月は混乱に

と同じレベ

鉄筋の価格

クの為に建

たためであ

その後価格

鉄筋と杉正

プライチェ

た、もしく

ためと考え

は 1 年前の

被災地に近

宮城から遠

た。宮城で

フラの復旧

需要の増加と、工場が破壊され、

て供給が減少しており、バランス

費が上昇している。 
 

図 9: 受注高の推移 2 

 

図 10: 建設資材価格の推移

 

図 11: 前年度労務費との比較

 

4. 災害対策 

4.1 減災 

日本は今回のような災害から

安全に生活できる強い国づくりを

しては、命を守ることを最優先事

とソフトの対策を組み合わせた多

ことで被害を最小限にする。 
 

 ソフト 

 逃げることを優先したまち

 避難計画の策定と避難訓練

 災害時の幹線交通アクセス

 土地利用規制・建築規制

 ハード 

、労働力が死傷し

スの崩れから労務

 

 

 
較 

国民を守り、安心

を行う。津波に対

事項とし、ハード

多重防衛線を敷く

ちづくり 

練 

スの確保 



 

 

 海岸・河川堤防の復旧・強化 

 中高層避難ビルの開発 

 二線提の機能を有する道路、鉄道

 

4.2 木製復興住宅 

 

住宅の復旧後、避難民は仮設ではない

宅が必要となる。被災地は多くの住宅建

あるが、地元業者は需要に応えるだけの

く、大手住宅メーカーが大部分の住宅を

しまうことで後の地元業者の改修工事な

機会を奪ってしまうことにつながる。そ

と地方自治体は地元業者、建築家、木の

ヤーがコンソーシアムを組み、地方性の

的な住宅計画を提案する復興住宅プロジ

開始した。図 12 は 2004 年の新潟地震

志村復興住宅プロジェクトの例である。

図 12: 2005 年山古志復興住宅プロジ

 
4.3 復興プロジェクト“高床式住宅”

 

山崎一彦氏によって設計された高床式

波に被災した地区のための建築プロジェ

る。ポイントは高床式によって津波から

財産を守り、緊急時には自家発電を行い

周辺にいる人々の避難場所となる。高床

今回の災害の経験から図 15 に示された

場所に配置される。津波によって流され

た住宅やビルは津波の力を受け流すこと

かったことが大きな原因であるため、高

は住居の下に波の通り道となるオープン

を用意した。 
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などの活用 

い各自の住

建設需要が

の能力はな

を建設して

など仕事の

そこで政府

のサプライ

のある特徴

ジェクトを

の後の山古

。  

 

ジェクト 

” 

式住宅は津

ェクトであ

ら住宅内の

い、屋上が

床式住宅は

た赤い点の

れてしまっ

とができな

高床式住宅

ンスペース

図 13: 高床式住宅        

図 14: 高床式住宅断面図  

 

図 15: 安全基地ブロックプラン

 

4.4 復興プロジェクト“東北

スカイビレッジは迫慶一郎氏

た直径 200m の卵形の建物で、20

よって持ち上げられており、上部

設を建設できる。外壁はコンク

           

   
      

ン 

SKYVILLAGE” 

 
によって設計され

0m 地面が構造物に

部に住宅や公共施

リートで覆われて



 

 

おり、内部は公共施設や商業施設の利用

津波が来たときにはシェルターとなる。

スカイビレッジはエネルギー効率を高め

自然と調和したコンパクトシティを実現

 

スカイビレッジのエネルギー供給は全

よってまかなわれ、各棟は超伝導送電網

 

図 16: スカイビレッジ

 

図 17: スカイビレッジのエネルギ

 

Marine products factory
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図 18: スカイビレッジ漁港 

 
 
まとめ 
 
今回の大震災によって多くの被害者を出し、現時点でも不自由な生活を余儀なくされている人も多く

おり、非常に心苦しい限りである。しかしながら、今回の大震災は安全性に対する考え方を大きく見直
す良いチャンスとも言える。 

 
震災の被害とその後の動きについて概略を報告した。今回の大震災はこれまでにない規模であるため、

様々な問題を国民に突きつけた。地震以降、様々な分野の専門家が現地を調査報告し、多くのボランテ
ィアが被災地のサポートを行った。現時点では復旧から復興への取り組みが始まったところである。建
設業界においては建物の構造的安全性や津波対策等の技術的課題が明確になった。津波で浸水した広大
な地域に対する復興案はいくつか示されているが、地域の復興プロジェクトへの国の予算の確定と、実
際の建設はまだ始まっていない。 

 
私は今回の経験が日本の知識と技術が地震や津波に対する災害に役立つことを期待している。今回被

害にあった地域には特に災害に対して抵抗力のあるインフラを建設し、緊急時の自立型避難所となるよ
うな、安心できる安全なまちづくり・いえづくりが必要だ。本文で紹介したスカイビレッジのような提
案は、今後の沿岸地帯の漁民や漁港の安全を考慮した新しい提案である。日本の行政や経済原則の中で
どこまで実現するか分からないが、これを機に 50年、100 年の単位で生活を考えることの重要性を認識
した。 

 
今回は東日本沿岸部で地震が発生し、漁港や漁村に大きな被害をもたらしたが、東大地震研究所の発

表によれば、4～5 年以内に 70％の確率で関東直下型地震発生の予報が出されている。これから社会を担
っていく人々はこれらの犠牲を無駄にせず、災害に対してより安全に生活できる空間や仕組みを考慮す
べきだ。 
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Abstract 
M9.0 Earthquake was occurred off the coast of Miyagi prefecture which is in eastern Japan in March 11, 

2011, which caused 10m high Tsunami. Tsunami hit coastline and Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Station, which caused serious nuclear disaster after Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. Also, 
ground liquefaction was occurred in reclaimed land. 

 
Because of Earthquake and Tsunami, 340,000 people were evacuated from their home, and there was 

a need of temporary housing construction, therefore, 22,000 houses have been built in a year. 
Reconstruction plan is unveiled and the budget is about JPY 20 trillion (US$ 245 billion). 

 
After the disaster, construction costs have risen slightly, but a few months later, it settled on the original 

transition. Now seen, active reconstruction works has not begun because of the delay of rubble disposal 
and high ground levelling; when it began in the future, construction costs will rise. 

 
There are some reconstruction projects which are planed now. I will describe one of the most 

interesting reconstruction project is “SKYVILLAGE” which is about the size of a baseball field, island 
type building.  

 
Keywords: Earthquake Effect, Reconstruction, Construction Cost 
 
The Great East Japan Earthquake 
The Tohoku-Pacific Ocean Earthquake 
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INTRODUCTION  
 
On March 11, 2011, the Tohoku earthquake 

occurred off the coast of Miyagi prefecture which 
was a magnitude 9.0 (the largest earthquake in 
the world). It was triggered powerful tsunami 
waves which average height was more than 10m, 
and maximum run-up height was 40.1m.    The 
tsunami caused a number of nuclear accidents, 
primarily the ongoing level 7 meltdowns at 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident.  

 

 
Figure 1: Map of the epicenter and seismic 

intensity1 
 

 
Figure 2: Tsunami wave heights1 
 
National Police Agency report confirmed 15,858 

deaths, 3,021 injured and still 3,021 missing; 
92.4% of the cause of death was drowning. As 
well as 129,855 buildings totally collapsed, with a 
further 257,739 buildings half-collapsed, and 
another 705,773 buildings partially damaged. Also, 

more than 300 fishing ports and 23,600 ha 
farmland were washed by the sea. Because of the 
earthquake and tsunami damage, 400,000 
refugees were evacuated at peak. Estimates 
insured losses from the earthquake related at JPY 
20 trillion (US$ 30 billion). 

 
By earthquake damage, the following various 

issues raised. 
 

 Residence in the refuge life 
 Fragmented traffic, logistics networks 
 Job loss 
 Disposal of rubble by the tsunami 
 Explosion of a nuclear power plant 
 Diffusion of radioactivity 
 
 
1. PROCEDURES FOR RECOVERY AND 

RECONSTRUCTION 
 
1.1 GENERAL PROCESS OF 

RECONSTRUCTION 
 
After the earthquake, disaster support system 

had been prepared immediately in the government. 
While government discussed about the national 
support, many people had supported the victims 
such as donating money, sending relief supplies 
and volunteering etc. It was a little food and supply 
shortage, but there is no big confusion in Tokyo. 
Affiliated organization of the government has 
conducted a survey of transportation damage, and 
started reconstruction which was finished in the 
end of March.   

 
 
 



 

 

1.2 SOURCE OF REVENUE 
 
In May 2011, the first supplementary

JPY 4.2 trillion was approved by the Ja
government and the second JPY 2.0 tri
The third supplementary JPY 12.1 trillio
approved in November, and it became 
trillion in total for reconstruction budget

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 STRUCTURE OF RECONSTRUC
 
Government established Reconstruc

Agency to boost the rebuilding activities
integrating the functions of each ministr
Special zoning system for the disaster s
area (Miyagi, Iwate, Fukushima) is adop
each local government has principal 
administrative of free use subsidization
rural development, roads, schools etc. 
reconstruction projects, it will make full 
or PFI to apply private investment and 
management techniques. 

2011 11 March 

End of March 

April 

May 

June 

July 

November 

2012 February 

 Earthquake occurred 
 Roads were fixed 
 The Tohoku Shinkansen 
 1st supplementary budge
 Temporary houses were b
 2nd supplementary budg
 3rd supplementary budge
 Reconstruction Agency w
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y budget 
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on was 
JPY 18.3 
. 
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ry.  
stricken 
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for urban, 
In the 
use of PPP 

Figure 3: Reconstruction rela
 
1.4 SPECIAL RECONSTRUC
 
Special reconstruction districts

favored treatment within tax syst
defined by government, to suppo
reconstruction of the affected are
Miyagi, Fukushima, and a part o
Tochigi, Chiba, Niigata and Naga
subject of special reconstruction
bill was passed by the House of 
and the House of Councilors in N
and came into force on Decemb

 
 Promote town reconstructio
 Private investment 
 Recovery of marine product
 Creation of agricultural and 
 Reconstruct and strengthen

network 
 Use of clean energy 
 Medical and welfare 
 Education 
 
 

was recovered 
et JPY4.2 trillion 
build 
et JPY2.0 trillion 
et JPY12.1 trillion 
was established 

 
ationship 

CTION DISTRICTS 

s are areas which 
tem and regulation 
ort the 
eas.  Iwate, 

of Aomori, Ibaraki, 
ano has become a 

n districts.  The 
Representatives 

November 2011, 
er 26, 2011.   

n 

ts industry 
rural model 

n transportation 



 

 

 
2. CORRESPONDENCE OF DISAST
2.1 TEMPORARY HOUSING 
 
There was an urgent need to provide

residence for 400,000 refugees. By the 
government’s request, temporary housi
providers arranged the material and sta
construction on the site which was secu
local government. At the end of April, th
temporary housing was completed, and
beginning of June, it had reached half t
of houses planned. 

 
Supply system of temporary housing

to Japan Federation of Housing Organi

Figure 4: Changes of started an
 

Figure 5: Normal type of temp
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 is ordering 
zations or 

local supplier and building it on t
prefectural office secured, then c
procures the necessary material
with their own standards and con
possible to provide housing to ev
Several types had been built as 
Figure 5 is a normal type of temp
which parts were made in the fac
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Figure 6: Wooden temporary housing (Fukushima Construction Association) 

 

 
Figure 7: Multistorey temporary housing (Shigeru Ban Architects) 
 
 

 
 
2.2 RECOVERY FROM NUCLEAR DISASTER 
 
After the hydrogen explosion of the reactor 

building, Fukushima Daiichi nuclear power plant 
has become the world’s most dangerous nuclear 
facilities. The reactor has to be bringing to cold 
shutdown by water injection to the reactor, and 
prevent the release of radioactive material to the 
air, soil and sea. In order to prevent spreading 
radioactive material, the cover around the reactor 
has to be built and storing the cooling water. Also, 
to live in the contaminated area, removal of 
radioactive material on the building wall and 
cutting the surface of the ground is needed. 

 

 
Figure 8: Evacuation zone surrounding the  

Fukushima No.1 nuclear power plant3 
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4. DISASTER MEASURES 
4.1 MINIMIZING DISASTER
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4.2 SUPPLY OF WOODEN 

RECONSTRUCTION HOUSING 
 
After housing recovery, suffers need 

houses which are not temporary.  Affe
has housing construction potential, but 
housing builder does not have ability to
satisfy the demand.  Government and 
authorities started a reconstruction hou
project; local housing builders, architec
wood suppliers make a consortium and
proposal of distinctive and regional hou

 
As shown in Figure 12, it is an examp

housing reconstruction project after Niig
earthquake in 2004.   

Figure 12: Yamakoshi housing recon
project in 2005 

 
4.3 RECONSTRUCTION PROJECT 

Floor Residence” 
 
Raised Floor Residence, designed by
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4.4 RECONSTRUCTION PROJECT 

SKYVILLAGE” 

Skyvillage is an ongoing reconstructi
designed by Keiichiro Sako; 200 meters
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Figure 16: Function of SKYVILLAGE
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Figure 17: Energy network of Skyvilla

 Figure 18: Fishing port Skyvilla
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principles, I recognize the importance of thinking 
about life for the next generation. 

 
This earthquake occurred in the coastal areas 

in eastern Japan and had brought great damage 
to the fishing port and fishing village.  According 
to the announcement of the Earthquake Research 
Institute, the earthquake near Tokyo has a 
probability of 70% in next 5 years.  In order not to 
waste a lot of sacrifice, we should take into 
account for the safety space and system against 
the disaster. 
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A-２．PAQS とは 
翻訳：植木貴英 

 
 
 
Pacific Association of Quantity Surveyors 

(PAQS，太平洋積算士協会)は、1995 年 5 月にア

ジア太平洋地域におけるプロフェッショナルなコ

スト管理協会の団体として設立された。2012 年現

在 PAQS の加盟国正会員は 9 カ国：アメリカ合衆

国、オーストラリア、香港、日本、マレーシア、

ニュージーランド、シンガポール、中華人民共和

国、カナダ、準会員は 4 カ国：フィジー諸島共和

国、スリランカ共和国、ブルネイ、フィリピン共

和国、オブザーバー会員として南アフリカ共和国

が所属している。参加者は各国の QS を専攻する

コースの教授や学生、各国の QS 事務所の代表者

等が参加している。 
 
PAQS は以下をミッションとしている。 
・QS の職種を普及させる 
・QS の職能を向上させる 
・会員の意見交換の場となる 
・QS の地域間協力の支援する 
・より良い知見の構築のための研究の促進する 
・互いの国で働いている加盟国メンバーの援助

する 
 
PAQS の歴史 
1990 年代初頭、さまざまなアジアパシフィック

地域の多くのプロフェッショナルなQSと学者は、

異なる国のメンバーが協力し合うフィージビリテ

ィと利益について議論を始めた。 
AIQS や NZIQS の招待にメンバーは各国の代表

として 1994 年 5 月 20 日東オーストラリアのフレ

マントルで行われたワークショップに参加した。

ワークショップから得られた結果は参加者によっ

て「Letter of Understanding」にしたためられ、各

国の QS 組織の組成に貢献した。 
 
最初に調印した者は以下の通りである。 

Michael Langley for the Australian Institute of 
Quantity Surveyors (AIQS) 

Mr. Adrian Smith for the Hong Kong Institute of 
Surveyors (HKIS) 

Mr. Isao Tokunaga for the Building Surveyors 
Institute of Japan (BSIJ) 

Mr. Theo Marlow for the New Zealand Institute 
of Quantity Surveyors (NZIQS) 

Mr. Andrew Heng for the Singapore Institute of 
Surveyors and Valuers (SISV) 

 
1994 年のワークショップ後、AIQS は 1995 年 5

月にクイーンズランドのゴールドコーストでの環

太平洋会議を主催し、1994 年の Letter 署名者は出

席するよう誘われた。この会議で QS の太平洋協

会を作ることが同意され、新たな体制で正式に設

立するために各種委員会が設立された。約 250 名

の代表者が代表者会議に続いて技術的プログラム

に参加した。 
 
1996 年 5 月に次の PAQS 会議と専門のセミナ

ーが香港で開催され、期間中に会長が任命され、

NZIQS によって起草された草案が PAQS の憲章

として正式に承認された。1995 年の会議で議長を

務めた AIQS のデニス・レナード教授が最初の会

長として承認され、AIQS が PAQS 事務局を引き

受けた。1996 年 12 月に最初の PAQS Newsletter
が発行され、10,000 部が各地に配布された。 

 
第 1 回 PAQS 会議は 1997 年 6 月にシンガポー

ルで PAQS 定例首脳会議、技術部会、社会部会を

含む催しが開かれた。議会は全ての PAQS 加盟国

代表者に公開され、約 160 名がプログラムに参加

した。この会議においてマレーシア積算協会が正

会員として始めて公式に参加し、SISV のエドワー

本稿は PAQS の歴史については PAQS ホームページの「ABOUT PAQS!」を翻訳した。

http://www.paqs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=28 
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ド・タン氏が PAQS の会長に選任され、議会の終

わりに会長を引き受けた。また、加盟国は HKIS
による地域における職業倫理の研究プロジェクト

へ協力することに同意し、加盟国間で PAQS 会議

を持ちまわることを決めた。AIQS のトレヴァー・

メイン氏は前年に行われた QS プロフェッショナ

ルサービス調査についてのレポートを発表し、大

部分の国でのサービスの共通点を示した。 
 
第 2回PAQSはニュージーランドのクイーンズ

ランドで 1998 年 6 月に開催され、幾人かの代表

者は初めて雪を体験した。約 120 名が会議に参加

し、議会中に会員の種類として準会員とオブザー

バーを確立することが同意された。それから南ア

フリカ積算協会がオブザーバーとして承認され、

ASAQS 代表のソリー・プレラー博士は会議に正式

に迎え入れられた。また、エドワード・タン氏に

よって提案された PAQS のロゴが承認され、SISV
によって起草された PAQS 会員の最低限の条件が

クー・ボーン・ケン氏によって示された。AIQS は

プロフェッショナルサービス調査を基にした QS
能力標準(Competency Standards)の草案を発表し

た。また、地域間の大学コース相互認証制度に関

しても議論された。 
 
1999 年 8 月に第 3 回 PAQS 会議と首脳会議が

ISM の主催でサンウェイ・ラグーンリゾートホテ

ルにおいて開かれた。約 180 名の代表者が出席し、

会議はデニス・レナード教授が会長を務めた QS
能力標準と各国間相互認証システムについてのワ

ークショップの後に行われた。会議ではワークシ

ョップの結果を PAQS 会員の考慮に廻すことを決

議した。フィジー積算協会(FIQS)は準会員として

はじめて会議に参加した。NZIQS 代表のピータ

ー・ベデック氏は、意義深い国際貢献を認める為

に、PAQS 会員の個人の職能に対し PAQS 賞与シ

ステムを導入するという提案を行った。ベデック

氏は PAQS 会長に選任され、会議の終わりに指名

された。NZIQS は PAQS 事務局を引き受け、

NZIQS 理事長のケール・ベール氏が事務局長に任

命された。PAQS 会議の後、PAQS メンバーの代

表者は中国の招待で中国エンジニアリングコスト

協会を訪問した。 
 
第 4 回 PAQS 会議は 2000 年 6 月にケアンズで

AIQS の主催で開催された。129 名の代表が会議に

出席し、スリランカ積算協会（IQSSL）が準会員

としてはじめて参加した。NZIQS から辞任するの

と同時に、ベール氏はジョン・グランヴィルしか

ら事務局長を受け継いだ。ベール氏の PAQS 組成

への貢献が会議で認められた。QS 能力標準と学位

相互認証制度が再び PAQS 首脳会議で議論された。

前年に北京に招かれたベデック氏と AIQS 理事長

メイン氏によって招待された中国の代表者が会議

にオブザーバーとして参加した。夕食会において、

PAQS 会長から PAQS 就任メダルがマイケル・ラ

ングレー氏に授与された。また、これまで開かれ

た全ての PAQS 会議に参加された功績をたたえて

84 歳の岩田利之氏は表彰された。 
 
2001 年 5 月、PAQS 会議は HKIS 主催によって

香港で開催された。100 名以上が参加した半日

PAQS プロフェッショナルセミナーの後、代表者

は北京に移動し、約 300 名がプロジェクトコスト

マネジメントの国際会議に参加した。PAQS 首脳

会議において、10 項目の QS 能力標準が会員によ

って承認され、更なる地域間相互認証制度の約定

が行われた。ただし、各会員個人が初期評価プロ

セスを完了することが必要となる。アニータ・リ

ウ博士とエレン・ラウ博士は倫理研究プロジェク

トでの発見を発表した。本会議で、HKIS の TT チ

ャン氏が PAQS 会長に選ばれ、エレン・ラウ博士

を事務局長として HKIS が事務局を引き受けた。

TT チャン氏は北京会議のセッション終了時、2 つ

目の PAQS メダルをデニス・レナード教授に、

PAQS 教育賞をアニータ・リウ博士に授与した。 
 
2002 年 4 月、AIQS は NZIQS とオーストラリ

アコストエンジニア協会と共同で第 17回 ICEC会

議と第 6 回 PAQS 会議をメルボルンで開催した。

共同国際会議は約 300 名の代表が参加し大成功を

収めた。会議の間、TT チャン会長は PAQS メダ
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ルをシンガポールのエドワード・タン氏に、PAQS
就任サービス賞をオーストラリアのテリー・サン

ダース氏に授与した。PAQS 首脳会議において、

PAQS は QS 企業のための地域間会員ビジネス登

録を発表しなければならないことについて同意し

た。中国の代表者は会議に出席し、会員の応募が

集まるまでオブザーバーとして参加することを確

認した。 
 
2003 年、第 7 回 PAQS 会議は SARS 発生によ

って 6 月に予定されていた会議を延期し、10 月に

BSIJ 主催で東京において開催された。CECA は正

式に正会員として迎え入れられ、CIQS は後に新た

に正会員に認められた。マレーシアのオング・シ

ー・リアン氏は新たに PAQS 会長に選任され、日

本の佐藤隆良氏が第 1 副会長、オーストラリアの

トレバー氏が第 2 副会長に選ばれた。首脳はプロ

フェッションを高めるために、一カ国が独占して

行うのではなく、国連のスタイルのように現地の

国際機関が協力して行うことも決定された。首脳

会議の前に、教育委員会は能力標準と相互認証制

度について議論を継続して行い、首脳会議後にオ

ーストラリア、香港、マレーシア、シンガポール

のすべての大学では相互認証を行うことを承認し

た。 
 
2004年 4 月 17 日にケープタウンにて PAQS会

議が ICEC 会議とともに開催された。東京大会か

らわずか 6 カ月後の開催となり、PAQS 首脳は

2003 年に合意した内容に継続して能力標準と大

学コースの相互認証制度の導入について改訂を行

った。PAQS 会員は RICS による世界支配の戦略

ではなく、再度国連のような国際協力の概念を確

認した。また、PAQS は国連の職能カタログに認

識されるような、QS の専門職能を確立するマレー

シアの試みをサポートすることにも同意した。そ

のような認知は現在必要とされているが、QS の職

能と認識されていない領域へと拡大してゆくこと

ができる。 
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The Pacific Association of Quantity Surveyors 
(PAQS) is an international association of national 
organizations representing Quantity Surveyors in 
the Asia and Western Pacific region. 

The Mission of the PAQS is: 

  The promotion of the practice of quantity 
Surveying (QS) in the region. 

  The promotion of “best practice” for QS in the 
region. 

  The promotion of dialogue between member 
organizations. 

  Encouragement of regional co-operation in 
the practice of QS. 

  Fostering of research appropriate to the 
better understanding of building practice in the 
region. 

  Rendering of assistance to members of 
member organizations working in each other’s 
countries. 

History of the Pacific Association of Quantity 
Surveyors  

In the early 1990s a number of professional QS 
and academics in various countries of the Pan 
Pacific region started to discuss the feasibility and 
benefits of closer co-operation between members 
of the profession in different countries. On the 
invitation of the AIQS and the NZIQS, a number of 
professional organizations representing QS in 
their countries, attended a regional Co-operation 
Workshop in Fremantle, Western Australia on 20 
May 1994. The outcome of that Workshop was the 
signing of a Letter Of Understanding by the 
attendees, which set in progress the formation of a 
regional QS organization. 

The original signatories to that Letter were: 
Mr Michael Langley for the Australian Institute of 

Quantity Surveyors (AIQS),  

Mr Adrian Smith for the Hong Kong Institute of 
Surveyors (HKIS), 

Mr Isao Tokunaga for the Building Surveyors 
Institute of Japan (BSIJ), 

Mr Theo Marlow for the New Zealand Institute of 
Quantity Surveyors (NZIQS), and  

Mr Andrew Heng for the Singapore Institute of 
Surveyors and Valuers (SISV), 

A copy of this letter is shown elsewhere on this 
page. 

Following the 1994 Workshop, the AIQS hosted 
a Pan Pacific Congress at the Gold Coast in 
Queensland in May 1995 and all the signatories to 
the 1994 Letter were invited to attend. At this 
meeting it was agreed to form the Pacific 
Association of Quantity Surveyors and to establish 
various working groups to prepare for the formal 
establishment of the new body. Approximately 250 
delegates attended the technical program which 
followed the representatives meeting. 

In May 1996 another PAQS meeting and 
professional seminar were held in Hong Kong, 
during which the Chairman was appointed and a 
draft Constitution prepared by the NZIQS was 
formally accepted for the establishment of the 
Pacific Association of Quantity Surveyors (PAQS). 
Professor Dennis Lenard from the AIQS, who had 
chaired the meeting in 1995, was confirmed as the 
first Chairman of the PAQS and the AIQS 
accepted the role of the PAQS Secretariat. The 
AIQS General Manager Mr. Terry L Sanders 
became the PAQS Secretary/Treasurer and 
Newsletter Editor. In December 1996 the first 
issue of the PAQS Newsletter was published and 
10,000 copies were distributed throughout the 
region.  

The 1st PAQS Congress was held in Singapore 
in June 1997 and this included the PAQS Annual 
Board meeting and a technical and social program. 
The Congress was opened to delegates from all 
the PAQS member countries and approx 160 
attended the program. At this meeting the 
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Institution of Surveyors Malaysia attended 
officially for the first time as a full member and Mr. 
Edward Tang from the SISV was elected as the 
PAQS Chairman and he assumed the Chair at the 
conclusion of the Congress. At this meeting the 
member countries agreed to support a research 
project by the HKIS into Professional Ethics in the 
Region and also established the annual rotation of 
the PAQS Congress between the member 
countries. The AIQS continued as the PAQS 
Secretariat and Mr. Peter Smith of the University 
of Technology Sydney was appointed as the new 
Editor of the PAQS Newsletter. Mr. Trevor Main of 
the AIQS presented a report on the QS 
Professional Services Survey conducted in the 
previous year and noted the commonality of 
services between most countries. 

New Zealand hosted the 2nd PAQS Congress 
and Board meeting at Queenstown in June 1998 
and some of the delegates experienced snow for 
the first time. Approximately 120 delegates 
attended the Congress program. During this 
meeting it was agreed that there be amendments 
to the PAQS Constitution to establish Associate 
and Observer categories of membership. The 
Association of South African Quantity Surveyors 
was then admitted as an Observer Member and 
the ASAQS representative Dr Solly Preller was 
formally welcomed to the meeting. Also at this 
meeting the PAQS logo presented by Mr. Edward 
Tang was accepted and the Minimum Conditions 
for PAQS Membership as prepared by the SISV 
were presented for acceptance by Mr. Khoo Boon 
Keng. The AIQS presented a draft set of QS 
Competency Standards for the region which was 
based on the results of the Professional Services 
Survey. A discussion paper on a regional 

accreditation scheme for university courses was 
also discussed. 

In August 1999, the ISM hosted the 3rd PAQS 
Congress and Board meeting at the Sunway 
Lagoon Resort Hotel. Approximately 180 
delegates attended the Congress program. The 
Congress was preceded by a PAQS Workshop on 
QS Competency Standards and Accreditation 
System for the region, chaired by Prof Dennis 
Lenard. The meeting resolved to circulate the 
Workshop results to the PAQS members for 
consideration. The Fiji Institute of Quantity 
Surveyors (FIQS) attended the meeting for the 
first time as Associate Members. At the meeting 
the NZIQS representative Mr. Peter Beddek 
presented a proposal to introduce a PAQS 
Awards system to recognize significant 
international contributions to the profession by 
individuals within PAQS members. Mr. Beddek 
was elected PAQS Chairman and assumed the 
appointment at the conclusion of the Congress. 
The NZIQS also accepted responsibility for the 
PAQS Secretariat and the NZIQS Executive 
Director Mr. Kale Bale was appointed Secretary. 
Following the PAQS Congress, a delegation of 
PAQS members visited China at the invitation of 
the China Engineering Cost Association. 

The AIQS hosted the 4th PAQS Congress and 
Board meeting at Cairns in June 2000. 129 
delegates attended the Congress and the PAQS 
Board meeting was attended by the Institute of 
Quantity Surveyors Sri Lanka (IQSSL) for the first 
time as Associate Members. Upon his resignation 
from the NZIQS, Mr. Bale was replaced as PAQS 
Secretary by Mr. John Granville. Mr. Bale’s 
contribution to the formation of the PAQS was 
acknowledged at the meeting. The regional 
competency standards for QS and the possible 
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accreditation of university degree courses were 
again considered by the PAQS Board. A 
delegation from China attended and observed the 
Board meeting and Congress, having been invited 
by the PAQS Chair Mr. Beddek and AIQS 
President Mr. Main in Beijing the previous year. At 
the Congress Dinner, the inaugural PAQS Medal 
was presented by the PAQS Chairman to Mr. 
Michael Langley (see the PAQS Award page for 
details of this award). A 4th PAQS Congress 
presentation was also made to the 84 year old Mr. 
Toshiyuki Iwata of the BSIJ for his excellent record 
of attendance at all the PAQS Congresses held to 
date. 

The 2001 PAQS Board meeting was hosted by 
the HKIS and held in May in Hong Kong. It was 
followed by a half day PAQS professional seminar 
at which over 100 attended, after which delegates 
moved to Beijing for the International Conference 
on Project Cost Management attended by approx 
300 delegates. At the PAQS Board meeting the 
ten QS competencies were confirmed as accepted 
by the members and a further commitment to 
establishing a regional accreditation scheme was 
made but only after individual members had 
completed their own initial assessment 
procedures and visits as necessary. Dr Anita Liu 
and Ellen Lau from the HKIS presented the 
findings on the Ethics Research project (see the 
PAQS Activities page for this report). At this 
meeting Mr. TT Cheung of the HKIS was elected 
the new Chairman of the PAQS and the HKIS 
accepted responsibility for the PAQS Secretariat 
with Ellen Lau being appointed the Secretary and 
Margaret Yung managing the Secretariat. TT 
Cheung presented the second PAQS Medal to 
Prof Dennis Lenard and the PAQS Education 
Award to Dr Anita Liu, during the closing session 

of the Beijing Conference. 
 
In April 2002 the AIQS hosted in conjunction with 
the NZIQS and the Australian Society of Cost 
Engineers, the 17th ICEC and 6th PAQS 
Congresses in Melbourne. The joint world 
Congress was a great success with some 300 
delegates attending. During the Congress the 
Chairman TT Cheung presented the PAQS Medal 
to Mr. Edward Tang from Singapore and the 
inaugural PAQS Service Award to Mr. Terry 
Sanders from Australia. At the PAQS Board 
meeting it was agreed that PAQS should publish a 
regional Members' Business Register for QS firms. 
A delegation from China also attended the 
Congress and confirmed China's position as an 
Observer member while their application for 
further Membership was processed. 
 
The 2003 PAQS Annual Board meeting and the 
7th PAQS Congress were hosted by the BSIJ in 
Tokyo from 30 October to 3 November. The SARS 
outbreak had caused the postponement of the 
Congress from mid June until early November. At 
the meeting the CECA was formally welcomed as 
a full member and the CIQS later also admitted as 
a new full member. Mr. Ong See Lian from 
Malaysia was elected as the new PAQS Chairman 
with Mr. K Sato from Japan as first Vice Chair and 
Mr. Trevor Main from Australia as second Vice 
Chair. The Board also resolved that it strongly 
supported the concept of local national Institutes 
co-operating in a United Nations style association, 
rather than a single dominant global body for the 
development of the profession. Prior to the Board 
meeting, the PAQS Education Committee 
continued its work on regional competency 
standards and an accreditation scheme. The 
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Board later approved PAQS accreditation to any 
university that had all of the Australian, Hong 
Kong, and Malaysian and Singaporean 
accreditations. 
 
On 17 April 2004 the PAQS Board met in Cape 
Town in conjunction with the ICEC meeting. The 
8th PAQS Congress was concurrently held with 
the ICEC Congress as in 2002. Being only 6 
months since the Tokyo meeting, the PAQS Board 
was able to continue the work agreed in 2003 and 
a time table was set for the revision of the 
competency standards and the introduction of the 
proposed joint accreditation scheme for university 
courses. The PAQS members once again 
confirmed their belief in the "United Nations" 
approach to global co-operation and 
standardization of professional practice, rather 
than the RICS global domination strategy. It was 
also agreed that PAQS should support Malaysia’s 
attempts to have the professional category of QS 
recognized in the United Nations catalogue of 
occupations. Such recognition could open up UN 
project work in areas which currently need but do 
not recognize the QS profession.  

 


