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地 域 活 性 化 の 推 進 〜観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に〜
インフラのインスタ映えからインパウンドヘ
観光先進国の実現に向けた魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

四国市コンピナー トの夜景 (三 重県四国市市)
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わが国と異なるアメリカの競争入札

アメ リカでは連邦政府 による公共事業 については、

3イ

封印入札では、わが国 と同様 に契約条件 を詳細に

治水、水運、水資源開発等 は主 に陸軍工兵隊が実施

定めて発注者の入札公告 に示 される条件 を満 たす者

し、道路は連邦道路庁が連邦所有地内の事業 を実施

は誰で も入札 に参加 して価格競争 を しますが、わが

しています。州政府や自治体は、連邦政府か らの補

国 と違 って落札価格 の上限 と しての予定価格 を設定

助金や州の独 自財源などによ り公共事業 を実施 して

しません。もっとも、陸軍工兵隊のように発注者側

います。連邦 に対す る州の独立性 は高 いのですが、

積算 の25%を 超 える額 で は契約 しない とい った制

連邦政府からの補13金 を財源 とする道路 などの公共

約を設けることはあ ります。また、アメ リカでは落

事業の調達は、わが国とは異 な り連邦政府のルール

札候補者の価格が妥当なものであるか、契約が履行

に従 う必要があ ります。

可能かどうかというチ ェ ックをしますので、 自動的

連邦政府の公共調達についてみると、合衆国誕生

に落札 となることにはあ りません。発注者側 は積算

以来、公共工事発注 には、設計や仕様 を詳細 に定め

を行 いますが、飽 くまで も受注者側の価格 をチ ェ ッ

たうえで施工者 を競争入札 によって決定する封印入

クす るために行 うものです。アメ リカで は契約 の

札 というわが国の一般競争入札 に似 た方式が広 く用

ベースになるのは、
受注者側 の積算 です。
契約 のベー

いられてきま した。

スという意 味は、たとえば施工段階での予期せぬ 自

1984年 契約競争法が制定 されてか らは、公共工事

然条件や周辺環境条件の変化 によって契約変更 を行

の調達に交渉方式が認め られ、陸軍工兵隊等の契約

う場合、アメ リカでは受注者 lRl積 算を基 に変更額 を

を中心 に設計 と施工 を一体 として発注するデザイン

決めるとい うことです。

ビル ドや、複数年 にわたる包括契約方式の導入が始

では、受注者 はどのように積算 して入札価格 を決

まりま した。最近では、設計段階から施工者が関与

めているので しょうか ?ア メ リカでは、元請業者は

f量
して施工の‐

仕様を確定 したうえで工事契約 を

まず下請業者が行 う工事 に必要な価格 の提示 を受 け

行 うECI方 式が用 い られるケース も増 えています。

て下請価格 を決めます。そ して元請 として必要 な費

それでも封印入札 は今 でも多 く用いられています。

用 を加 えて入札価格 を決めるのが通常 です。来瑞の
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労務賃金 は、デービス・ベーョン法 と呼ばれる法律
などで職種別習熟度別 に最低賃金が決まっているの
で、これを削減することはできません。つま り、労
務賃金は確保 され、下請契約額が決ま り、そ して元
請 による施工計画 をもとに所要額 を積み上 げるとい
うふ うに下流から上流 に向かって価格 を決めてい く
のです。そ して、落札 した暁に契約のベースとなる
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のは、 この受注者側の積算です。
けれども、わが国では、アメ リカとは反対 に、公
共工事の契約のベース となるのは発注者側の積算で

に行 います。実態 に民
「 したコス ト管理を行 います。

す。わが国の一般競争入札 においては、落札候補者

このような価格決定構造のもとに封印入札が行われ

の価格 が著 しく低 い価格 でない限 り

(最 低制限価格

ているので、設計や仕様が明確 な場合 にこの方式が

や調査基準価格 を下回 らない限 り)自 動的に落 札と

機能 しているといえます。アメ リカ以外の多 くの国

な ります。入札後 に発注者が入札価格 をチェックす

で行 われてぃる競争入札 も、基本的にはアメ リカの

ることは認め られていません。 自動的に契約 しなけ

方式 に近 いものです。

ればな りません。落 札価格は、発注者 が設定 した予

現在、わが国の一般競争入札 においては、ェ事需

定価格以下で、かつ、最低制限価格や調査基準価格

要が少 ない時には著 しぃ低入札が頻発 し、逆 に工事

を下回 らなければノーチェックです。

需要が多い時には入札者がいない不調や入札者 がい

また、契約変更の際、アメ リカでは、受注者の積

ても予定価格 を下回る入札 がない不落が発生するな

算金額 を基 に交渉 して合意するのが基本です。発注

ど、様 々な不都合が生 じています。アメ リカの公共

者側 も契 41変 更額の積算 を行 いますが、受注者側の

工事の契約の実態などを参考 に、わが国の コス ト構

積算 をチェックするための ものです。発注者が一方

造の転換や予定価格制度の見直 しについて、検討す

的 に変更契約 を設定することも認め られますが、こ

る時期 に来ているのではないで しょぅか。

の場合 は受注者が異議申 し立 てをすることもできま
す。一方、わが国では、契約変更額 について も、発
注者側が変更増減額 を積算 して変更の予定価格 を設
定 し、受注者 に入札 させて入札価格が変更額 を下回
れば変更契約成立 とな ります。
つま り、アメ リカでは、受注者側の施工実態 に損
「
して価格が決 ま り、施工段 階においても実行ベース
のコス ト管理 を行い、契約変更や支払 いもこれを基
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