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社 会 資 本 の 戦 略 的 な 維 持 管 理 一 iCT等 の活用による効率的な維持管理―

イノベーションが切 り拓く新時代 と国土交通行政
〜第 3回

建設技術政策懇談会を開催 しました (前 編 )〜

タウシュベツ川橋梁

一般社団法人 全日本建設技術協会
」apan Construction Engineers=Association

わが国が見習つた
フランスの入札契約制度の変遷
明治以来のわが国の入札契約制度 に大 きな影響 を

を設 ける ことと し、必 要 な場合 に限 る ことは しま

与えたフラ ンスの法制度はその後 どのように変遷 し

せんで した。 さらに1900年 勅令 によ リケースを限

たので しょうか ?わ が国の入札契約制度 が当時のフ

定 して指名競争入札 を用 いてよいこととし、これを

ランスの制度 に酷 lrし たまま変わ らないのに対 し、

1921年 会計法にも位置づ けま した。

フランスの制度がいかに変化 したかみてみま しょう。
フランスでは、既 に14世 紀 には入札 が用 い られ、

フランスでは、1964年 には、調達 の手 続 きを売
却 とは別扱 いにする こととし、調達のみを対象 とし

1830年 代 に王令 において「競争及 び公告 を以てす

た公共調達法典 を制定 しま した。これによって、公

本で いう一般競争入

開式 または制限式の競争入札 と提案募集 を定めたほ

るJと して公開式競争入札

(日

札 )が 国及 び地方政府の契約 に義務づ け られま した。

か、交渉方式 も規定 し、調達 の 目的物 に応 じて適切

わが国の大蔵省が明治20年 (1887)に 翻訳 して参

な方式 を選択できるようにしま した。制限式 という

考 に したのは1862年 二令仏国会計法です。

のは、関心 を表 明 した者のうち発注者が選定 した者

当時フランスでは、入札方式 としては調達 と売却

だけが入札 に参加する方式です。また、提案募集 と

を同 じ扱 いとしていずれも公開式競争入札 によるこ

い うのは、品質など価格以外の提案 を含めて総合評

とを原則 とし、必要 に応 じて指名競争入札 によると

価 によ り落札 を決定する方式です。 この法典で は価

していました。そ して、例外的に随意契flを 認めて

格競争である公開式 と制限式の競争入札 に限 つて予

いま した。また、必要な場合 に予定価格 による落札

定価格 による制限を設けることとしま した。

額の制限

(調 達の場合 は上限、売却の場合 は下限)

を設 ける ことができるとしていま した。

フランスでは、1990年 代 にさらに制度 の総点検 が
行 われ、2001年 公共調達法奥が制定 されました。こ

わが国 では、 この仏国会計法 にな らって、 1889

の改正 によ り価格競争の入札が廃止され、予定価格

年会計法を制定 し、調達 と売却を同 じ扱 いとして一

に関する規定 はすべて削除 されま した。公 開式 と制

般競争入札 の原則 を取 り入れ、例外 として随意契約

限式の提案募集が残され、落札基準 は総合評価によ

を認めま した。また、フランスに倣 つて予定価格 に

ることとされました。わが国の会計法 で原則 として

よる制限も取 り入れま した。ただ し、必ず予定価格

いる価格競争 による入札の規定がな くなったのです。
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その頃、すでにヨーロ ッパ の国 々では、調達 にお
ける品質重視の観点か ら交渉方式の有効性が認め ら
れ、2004年 EU調 達指令 においては、公開式 または
制限式の入札のほか、競争的対話方式や交渉方式が
位置づ けられま した。落札基準は、価格競争か総合
評価 のいずれかによることとされま した。なお、競

日本大学 危機管理学部 教授

争的対話方式は、発注者が参加要件や受注者 T価 方
「
式を示 して公告 し、参加表明 した候補者 と発注者が

来持 議亀

対話を行 つて入札参加者 を絞 り込む方式であ り、難
易度の高い工事などに用 い られるものです。
このEU指 令 に整合させるようフランスでは2004

満たない場合 )な どが定め られま した。
明治の会計法制定当時わが国が倣 つたフランスの

年公共調達法典が制定 されま した。この改正 によ り、

入札契約制度 は、 このように全 く異 なるものに変 わ

総合評価 による落札基準がただ一つ となる場合は価

りま した。一方、わが国の会計法では、い まだに調

格 でなければな らないとされたことか ら、価格競争

達 と売却を同 じ扱 いとして価格競争 による一般競争

が一つの方式 として一応復活 したのですが、対象は

入札 に付する ことを原則 とし、必 ず予定価格によ り

物品など仕様が確定 しているものに限定 されま した。

落札価格 を制限することとしています。また、交渉

さ らに2006年 公共調達法典へ と引 き継がれ、競争

方式が規定 されていないままです。工事の発注 につ

的対話方式や交渉方式など多様な方式が位置づけら

いては、 これ を是正すべ く、2005年 公共工事品質

れま した。

確保法が制定 され、落札基準を総合評価 とする原買J

EU指 令 はさ らに見 直 しが行 われ、競争的対話方

が示 され、 さ らに2014年 同法改正 によ り工 事や設

式があま り活用 されなかった反省 もあ り、交渉方式

計などの発注 にお ける技術重視が強化 されま した。

の適用 をさらに拡大すべ きとの議論があ りました。

このように制度改善 の努力が進め られていますが、

そ して、難易度の高 い工事 に限 らず発注者が交渉相

入札契約の手続 きを定める会計法などは変わってい

手を招請できるようにするため、新 たに交渉付競争

ません。このため、公共工事 品質確保法 に定めた方

方式 を位置づ けて2014年 EU調 達指令が定 められま

針 がなかなかすべ ての地方公共団体 などに徹底 しま

した。

せん。

そ してフランスで もこれに整合 させて、2016年

調達 にお ける品質重視の観点 から、今では世界 に

4月 に新 たな公共調達法典が施行 されました。調達

例 をみない入札契約制度 か ら脱却 して、予定価格制

方式 として、(1沿 開式提案募集方式、O)常 1限 式提案

度の見直 しや交渉方式の本格導入を行 うことが課題

募集方式、(3)交 渉付 き競争方式、 淳 前競争付 き交

です。そのための会計法などの見直 し、あるいは公

渉方式、(5)競 争的対話方式、(6)設 計競技、(7沈 進的

共工事品質確保法のさらなる強化 を行 う必要があ り

協調方式、(8)適 応方式 (EU指 令適用対象基 準額 に

ます。
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