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C3 住宅設計一体化技術と管理の検討 
 

中国建築設計研究院 上海中森建築・エンジニアリング設計コンサルタント有限会社 

高級建築師  李  昕 
 

P１ 
 みなさんこんにちは。 
 今回の会議に参加できて大変光栄に存じます。私の発表によって、中国とりわけ上海を代表と

する華東地区の建築師が現在の政策と建築市場環境の下で住宅分野において行ってきた仕事につ

いて、より一層ご理解が深まれば幸いに存じます。 
 これからご紹介するテーマは住宅設計一体化技術と管理に関する検討でございます。 
 
P２ 
 第一部では、僭越ながら中国建築設計研究院上海中森についてご紹介させていただきます。 
 
P３ 
 上海中森は中国建築設計研究院の華東地区における全額出資子会社でございます。現在上海常

駐の職員が 150 数名おります。設計研究院の文化を継承しつつ、取扱業務といたしまして、計画、

建築、室内設計コンサル及び設計元請け管理などがございます。 
 現在、不動産業の数多くの国内著名ブランド企業と長期的戦略的協力関係を結んでおります。

例えばみなさんよく御存じの万科地産のほかに、金地、中海などがございます。ここに並ぶ写真

は、こうしたデベロッパーと協力して開発したプロジェクトです。 
 
P４ 
 第二部では、内装付き住宅一体化設計の技術と管理についてご紹介したいと存じます。三つの

内容に分けてお話ししたいと思いますが、その一として、住宅一体化設計の概念と内容について

お話しいたします。 
 
P５ 
 内装付き住宅一体化設計技術とは、住宅プロジェクトの開発過程において、各種設計資源と技

術資源を整理統合し、プロジェクト開発の全過程を通じて、開発の進度に合わせつつ、資源の配

置と製品の性能を 適化する設計方法である、というふうに私どもは考えております。住宅の設

計過程において、計画設計、建築設計、内装付き設計、造園景観設計、設備の高精度設計、部品・

部材の標準化設計およびサプライヤー製品の設計を全方位的に統合することによって、クライア

ントに 終設計製品あるいはサービスを提供することです。 
 
P６ 
 次に、一体化設計のメリットをいくつかご紹介いたします。メリットの一つめは位置が正確に

決まることです。建築と内装の設計を同時に進行させることで、不整合問題を設計段階で解消し、

土木建築と内装、あるいは内装と部品の間における不整合と通弊を削減することができます。 
 右側の写真は従来の設計方式による仕上がり結果ですが、このようにエアコンのパイプが露出

したり、開口部への動線が極めて不合理であったりという状況が生じていました。 
 
P７ 
 内装一体化設計では、エアコンの位置を決めた後、パイプを LGS 石膏ボードの間仕切り壁の中

を通して室外に直接出すように、エアコンの後ろの壁にパイプ穴や電気コードの位置をとって設

計しましたので、パイプは露出しませんし、またコンセントも目立たないように隠すことができ

ました。これがその写真です。 
 



P８ 
 二つ目の事例は、バルコニーの設計です。このプロジェクトは日本の大成建設の技術サポート

によりまして外壁に PC 技術を採用していますが、バルコニーのすべてのパイプも PC の中に納

まるように工場で直接加工されていますので、実際の効果として、これまでのように雨水管や下

水管などの縦管が露出することもなく、蛇口の位置もきちんと納まるように直接位置決めができ

ますので、バストイレルームもすべてこのようにいたしまして、その効果は非常に優れておりま

す。 
 
P９ 
 もう一つ、正確な位置決めの事例としては、主寝室の３路スイッチ設置とか、バストイレルー

ムのコンセントとか、客室の壁の埋設配線など、電線がすべて隠れています。 
 
P10 
 メリットの二つめは、標準化部品と室内空間の寸法统一です。部品設計と建築設計、室内設計

が同時進行しますので、設計段階で整合化され、室内空間との寸法統一が保たれ、統一性、資源

の共有、設計コスト節減を実現し、同時に部品の品質も高めることができます。例えば工業化ユ

ニットキッチン、造り付け家具、木質ドア等があります。 
 
P11 
 メリットの三つめは空間細部のヒューマナイズがあります。室内設計を予め行うことによって、

設計段階で、機能空間、例えばキッチン、バストイレ、貯蔵収納スペースなどの一度に正確な位

置決めが可能となります。 
 
P12 
 これは外窓に安全ガラスを採用した事例です。左の写真は従来の設計で安全のため防護柵を付

けたものですが、美観が損なわれ、使いにくいものになっています。一体化設計では、このよう

なデメリットを入居者に残すこともなくなります。設計の前段階でサッシメーカーに働きかけ十

分に検討し、 終的には建築士が主導して、工場で一度に加工成形いたしました。この写真から

もお分かりになるように、見た目にもすっきりし、且つ安全性も確保されております。このやり

方は、上海で私どもが初めて採用したのですが、上海万科のプロジェクトで実施してみたところ

デベロッパーと入居者から非常に好評でしたので、上海万科はこれを標準仕様にしました。 
 
P13 
 メリットの四つめは、設備配置の合理化と組合せの統一化です。計画の早い段階から私どもは、

新技術と新設備を設計の全プロセスで導入いたしました。それによって、 終的な使用効果を実

現し、住宅の使用性能を高めました。例えば、セントラルエアコン、床暖房、浄水軟水システム、

インテリジェント設計、スラブ上排水等です。これはプロジェクトで採用したスラブ上排水シス

テムです。これは現場の写真です。 
 
P14 
 これは採用したヘッダー給水システムです。 
 
P15 
 同時に、新技術の普及と応用についても私どもは非常に重視しております。これも政府とデベ

ロッパーの強力なサポートのおかげです。例えばドライ工法を採用しましたがこれは SI 工法の一

部分です。私どもが採用した部分には例えば壁システムがあります。このシステムは、LGS 石膏

ボード間仕切り壁、石膏ボードドライウォールシステム、ALC パネルウォール、それに EPS 内

断熱システムなどがあります。それに LGS 天井システム、置き床遮音システム、タイルドライ工

法システムも採用しました。この強度は従来のセメントで貼る方法の 5 倍くらいあります。 
 



P16 
 これが現場の写真です。 
 
P17 
 採用した新技術の二つ目は PC 技術です。これは試みの一つなので、外壁のみ PCF 技術を使い

ました。PC は主に外ドア窓、バルコニーとエアコン板に採用し、室内では階段部分のみ PC を採

用しました。これによって外壁の平坦性、緻密性といった美観や防水性などが飛躍的に良くなり

ました。この技術は上海万科プロジェクトで実施したものですが、ここでも日本の大成建設から

多くの技術サポートを得ております。 
 
P18 
 今回私どもは、日本と香港の PC 技術を研究したうえで、国内で初めて工事プロジェクトの中

で両者の PC 工法を融合し、間取りの特徴に合わせ、中国特有の PC を作りました。PC の採用状

況は主に以下の諸点です。構造主体はやはり耐力壁システムを採用しました。PC は純外掛けとし、

主体の耐力に関与していません。日本 PC 工法のメリットを活かしたので細部の接合部処理の安

全性と防水性が向上しています。 後に香港 PC の配筋様式を採用してコストを下げ、外壁厚を

薄くして使用空間を拡げました。 
 
P19 
 これは私どもが 終的に完成させた PC の設計図面です。 
 
P20 
 これはバルコニー接合部の詳細図です。 
 
P21-27 
 第三部では、住宅一体化設計と管理の設計フローについてご紹介します。一体化設計を実現す

るフローには二つのやり方があると思っております。 
 一つは、従来の設計プロセスにおいて内装一体化構想を優先し、プランから施工図面まで一貫

して同時進行し、様々な接合部はそれぞれに従って設計内容を調整します。従来のように施工図

面ができてから内装設計をするというやり方は採りません。これまでの設計では、設備図面が往々

にして内装段階で全く使えず初めから設計しなおすとか、建築や構造にも様々な修正が生じ、絶

えず現場変更で施工し直したりするため工期が長引くという問題があったからです。私どもはこ

の同時進行の設計プロセスにモデルルーム工事を加えました。その主な目的は、この段階で図面

内容を検討することにより、大規模工事段階での変更をできるだけ少なくし、工期を短縮してコ

ストを節約することです。また同時に品質的にも根本的な保証が得られます。 
 もう一つの設計フローでは、先に製品の開発を行います。 初に間取りプランを確定してから、

建築士が各専門のデザイナーを集めて多角的な検討を行います。例えば面積の正確な計算や構造

システムの経済合理性などを検討します。そして各スペースの性能、例えば日照、換気、採光、

省エネ、動線などを分析します。さらに各機能スペース、例えば収納、天井、床、バストイレ、

キッチンなどの分析も行います。同時にデベロッパーのコスト・仕入れ部門や販売部門とも相談

して、外装建材、内装建材、設備や部材の型式選定を行って、 終的な製品の位置づけを確定い

たします。 
 
P28 
 これは私どもの開発プロジェクトの外壁建材リストの一部です。 
 
P29 
 これは建築の内装建材リストの一部です。 
 
 



P30 
 このような作業を行ったうえで、施工図面の作成を進めます。設計プロセスにおいても詳細部

について改めて詳細な検討を繰り返し、 終的に全内装の施工図面を作成します。同時に開発成

果として詳しい製品リストと製品説明書をまとめます。その内容は、製品の品質、性能、コスト

概算、使用範囲、取扱いの注意事項など詳しい記述があります。このようにして開発成果として

の製品に対し綿密にコントロールします。 
 私どもが生み出した様々な住宅製品開発の成果はすでにデベロッパーに採用されて、プロジェ

クトに大きな経済的効果と品質上の効果をもたらしております。 
 
P31 
 後に、プロジェクト設計元請け管理についてご紹介いたします。 
 
P32 
 いま、開発プロジェクトの設計管理における通弊は何かと申しますと、デベロッパー１社が同

時にオペレーションするプロジェクトが多くて設計管理者も多く、対応する設計事務所も多く、

その技術タイプも複雑で、一つのプロジェクト内で細かく分散した設計事務所の間を調整する作

業が多くて、その煩雑さ、対応の難しさとプレッシャーは容易に想像できます。往々にして工期

が延びたり、 終的な製品の効果があまり芳しくなかったりということがあります。 
 
P33 
 そこで、主体施工図面の設計業者をベースとする元請管理は、設計院の専門技術スキルと技術

的判断力を十分に発揮して、分散するすべての設計事務所資源を総合することができますから、

設計院が設計窓口となってデベロッパーに対応し、デベロッパーに替わって設計段階における

様々な問題を解決します。 
 
P34 
 これは私どもの元請管理の職責範囲です。設計院は主としてデベロッパーの設計部門に協力し

て、すべての設計資源を総合し、コスト、進度、品質、意志疎通について総合管理を行い、設計

全過程の完全性を高め、開発業者の設計管理コストを削減し、プロジェクト全体の設計過程をよ

り専門化・統一化します。 
 
P35 
 これは設計元請けの管理様式と作業方式を示したものです。管理様式の特徴として、従来のプ

ロジェクトチームに加えてプロジェクト専従マネージャを設けました。作業方式には二つ特徴が

ありまして、一つは、プロジェクト専従マネージャが週 3 日は必ず施主側の職場で作業するとい

うことで、もう一つは、サービスを迅速に行うことで、技術に関する問題は全て 24 時間以内に判

断して解決策を提示することになっています。 
 具体的にプロジェクト元請管理を始めてから、デベロッパー側もその効果についてチェックを

しました。その結果、効率と品質の面で効果が非常に顕著でした。同時に、デベロッパー側は設

計院に対しより重視するようになり、さらに長期的協力の意向を取り交わすことになりました。 
 
P36 
 次に設計元請け管理の作業内容を簡単にご紹介いたします。まず、建築申請があります。次に

設計進度のコントロール、そして各下請け設計契約の統計作業を行います。 
 
P37 
 設計管理週報の作成と、 
 
P38 
 設計検査の実施、変更とりまとめの作成、製品の後期販売資料の作成、 



P39 
 各段階の経済性分析を行い、 
 
P40 
 デベロッパーに協力して材料のコストコントロールを行います。 
 
P41 
 具体的プロジェクトのオペレーティングを通じ、設計一体化技術と管理の実践過程の中で、当

院は次のように考えております。 
 第１に、住宅産業化の実現は住宅発展の必然的方向であり、設計一体化は技術統合のプロセス

であると思います。 
 第２に、内装付き住宅は設計一体化の も基本的な表れであると思っております。 
 第３に、政府の強力なサポートによって、まず設計一体化を実現し、それから住宅の産業化を

実現していきたい、というふうに私どもは考えております。 
 私の発表は以上でございます。どうもありがとうございました。 


