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日本は優 れた技術 により建設事業の生産性 と品質
を誇 って きました。 ひと頃 までは公共工事 において
fま
発注者 設計者 施工者な ど関係者力減 術 を結
実 して工いにつF鋒 していました。 しか し 今 では関
係者間の技術対話力瑞 溝 となって しまっていましたc
【ヽ米 をは じめ海外 で は今 は多様 な調達方式 を導入
し そこに BIM/CIMに よる 3次 元デー タを関係者
罰で共有することによ り技術 を結集する取 り和1み を
:と めています。 わが 国 も関係者力
波 1,を 結集す る公
共 調達 の仕組 み を取 り戻 して DIM/CIMの 導入 を
進めなければ IL界 の潮流に取 り茂 されかねません。
わが 回 の公共工事 の入オL契 約手続 きを規定 して
い るのは 国の契約 については明治 22年 以来基本
的枠組みが変わっていない会計法であ り 地方公ナ〔
団体 の契約 については会言法 と同様 の枠組み を定め
た地方 白治法です。 これ らの規定は 明治初期 にお
ける西洋諸国の会計法に倣 った ものです。日等が訓
進する場合は最 も低価格の札 を入れた者 を 売却す
る場合 は最 も高いオしを入れた者 をF4V約 相手 とす ると
い う一般競争入札を用いることを原則 としています。
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入lL原 則の規定があ りなが ら 実際は指名競争入オし
を多用 し 随意契約 も活用 しなが ら 発注者 と受注
者 あるいは設計者 と施工者 の間の意思疎通 を行 う
ことによって技初iを 結集 し 互 いの技術 を研鎧 しな
力｀ら生産性 を高め 品質 をtIF保 していま した。
ところが,平 成 5年 のゼ ネ コ ンス キ ャ ングル を
契機に この ような意思疎通 は妊若であ り談合 など
の不正 の原因になっているとして批判 を,子 ぶことと
な り 建 て前 どお りに
「71治 以来の法制度に従 って価
格 を競 う一般競争 大オとに よるこ とが求 め られ ま し
た。発注者 設計者 施工者の lF9の 対話が不透明で
あったがために罪悪祝 され 技術 の結集が困難にな
りました。
平成 17年 には 一般競争入札 による価格 のみの
競争では工事の品質が懸念 されたことか ら公共工事
品質碓保促進 法が制定 され 公チヽ
工事 に価格 と品質
の結合 Hf価 によ り落札者 を決める方式 を取 り入れる
ことな どが定め られ ました。 さらに平成 26年 改正
によ り 高度な技術 を要す る工事 に交渉を取 り入れ

かつ て明治会計法制定当時の西洋 においてはこれが

るなどの改革力泄 め られています。171え 1式 仕様の
確定が内部なIに 事 に技術提案 交渉方式 を導入 して

標準で した。
けれ ども 同等が調達する場合 と売却する場合の
いずれにお いて も価格 を競 う一般競争入札 を原月‖と

設司投 階か ら施[1者 の技liを 取 り入れること (欧 米
で1よ ECI!Early Contractor lnvo片 enentと 呼ばれ
る方式)な ども一部行われるようにな りました。 し

することとして一つ の条文に規定 してい るような例
は 今 で は途上 回 を含 めて世 界中に見 あた りませ
ん。海外では 先却 とは分 けて調達のための法今 を

か し まだ多 くの工事 では 技術対話や技術の結集
が困難な状況です。

者備 して多様な入札契約方式 を用意 してい ます。
またす建設工 事 は1物 品 の焼入 と奨 な り契約 H3
で
点 成米物が存在 しない現地一辞1生 産です。一般競
争入オしを適用す ること力物 品購入では合理 的であっ
て も 挫設工事では行 き過 ぎた安値競争によ り疎漏
工事 となった り 契約変更で トラブルカ辻 じた りと
いつた さまざまなり拒
告が生 じます。海外 の多 くの国

海外 で は 公共調達 にお ける技術重視 の流れが
加 速 してい ます。EU調 達指令 の 2014年 改正で は
交渉方式の規定が さらに追加 されす加盟諸国はそれ
に適合す るよう公共調達法令 を改正 しました.英 国
では Colaborative 3D BIMと 称 して,関 係者が 3
次元デー タを共有す る技術村集の取 り組みを進めて

では 今では調達の 目的物 に応 じて交渉方式 を含む
多様な人オL契 約方式が送べ るようになってい ます。

い ます。米国で も ECI方 式の活用など交渉方式 を重
視す るようにな り 3次 元デー タの活用 に よ り技術
対話 と技術結集 (communた atOn and colbboraton)
を推進 してい ます。わが国 も透明性 を確保 して技術

わが 国ではFIJ治 会計法制定以来制 度の枠組 み を
変えない まま 長年 にわたって現実 に即 した運用 を

を結 集 す る仕組 み を取 り入 れ る と ともに BIM/
CIM等 の IT技 術 の導入を進める必要があ ります。

行 うことで工 夫 してい ました。すなわち 一般競争
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