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土 木・建築 の魅力が 伝わ る広報 ヘ
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 (中 編 )〜

サイクリング王国わかやま(和 歌山県)

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

世界をリードする
イギリスの公共調達の変遷
公共調達について世界 を リー ドする国の一つイギ

に対する価値 )を 高めるべ きとして、価格のみの競

リスの変遷をみてみましょう。 日本 とは対照的な道

争でなく企業の業績 を含む総合的な評価 によって契

筋 を迪 っています。イギ リスは一般競争入札の歴史

約相手 を決めるべ きと提唱 しま した。さらに、政府

が古 く、第二次世界大戦前後 まで数百年 にわたって

が建設業者名簿 を保持すべ きことや建設業者 の成績

公共工事の契約 はほとんどが一般競争入札 によって

評定 を重視すべ きことを求めたほか、受発注者の協

いま した。 しか し、一般競争入札 によって客観性や

力関係 を改善するためにパー トナ リングを導入する

競争性が確保 されて最 も安い価格で契約 しても、工

ことを推奨 しま した。パ ー トナ リングとは、利害が

j「

まると、手抜 きが行われた り、契約二期が守

対立 しがちな受発注者 が、工事遂行のために第二者

られなかったり、あるいは変更増額要求により最終的

であるファシ リテー ターの進行 によ り話 し合いをも

な支払額が大 幅 に増加 した り、受発注者間で紛争が

つ仕組みをいいます。 日本では当た り前 に行われる

生 じ訴訟に至 った りという トラブルが多発 しま した。

話 し合 いを、わざわざ費用をかけて導入するもので

このため、戦後は、契約履行能力が十分な者 を厳

す。業者名簿や工事成績評定 も日本 では古 くか ら取

選 して限 られた数の業者 に入札 を求 める指名競争入

り入れ られていますが、 日本では当然であったこの

札が多 く用 い られるようにな りま した。一般競争入

ような仕組みが欧米で取 り入れ られるようになった

札 に比 し、指名競争入札 は、能力ある業者 に入札 さ

のは、1990年 代以降の ことです。工事成績評定は、

せることができるとしてlL奨 されたのです。さ らに、

日本 では建設省が1967年 から統一 的に取 り入れてい

建設業者 に設計段階か ら関与 を求めるデザインビル

ま した。業者 の実績重視や受発注者間の協調関係構

ド等 においては、技術交渉を取 り入れて二段階で業

築 という点では日本 がはるかに先行 していたのです。

事が

者選定 を行 う方式が推奨 されま した。

1994年 に レイサムjll(Sir Michael Latharn)が
政府 と建設産業界 に託 されてとりまとめた公共調達
に関す る レポー トでは、value for MOncy(費 用

1998年 のイーガ ン L/ポ ー ト (Egan Report)
で は、 業 界 全 般 に わ た る 業 績 評 価 シ ス テ ム

vide
(Industry一 、

perfOrmance meastlrement

system)の 整備 の必要性 が提唱され、翌 1999年 に
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政府 は、建設関係企業の工事実績や成績評定 などを
デ ー タベ ース化 したConstmcnOnlineと い う事前
審査 システムの運営を始めま した。このシステムは、
当初政府 が所有 して運営 を民間 に委託 していま した
が、2015年 以降売却 され民間主体 によ り運営 され
ています。今では、最低限の事前審査要件 を満たす

日本大学 危機管理学部 教授

4万 6,000を 超 える建設業者や建設 コ ンサルタン ト

来千 説也

など建設関係企業が登録 してお り、4,000を 超 える
公共及び民間の発注機関が、業者選定の際に利用 し
ています。

視するわが国独特 の文化 が生産性向上 に寄与 してい

また、 レイサム レポー トとそれに続 くイーガン

ると評価 されま した。このようにイギ リスでは、 日

レポー トによつて、受発注者 の長期間にわたる協調

本 の習慣や手法は見習 うべ きとして注 目されていま

関係 を改善 する ことが求 め られたため、パ ー トナ

した。

リングに加 えフレームワーク合意方式 の導入が促進

これに対 し、わが国では1993年 のゼネ コン汚職

されました。フレームヮーク合意方式 とは、企業 グ

を契機 に入札契約の大改革 がなされ、指名競争入札

ループ と長期 にわた り取引関係 を継続する方式であ

は発注者 の恣意 的な判断が入 りやす いとして、会計

り、向 こう数年間の発注予定案件 についての契約額

法や地方 自治法の原則 に立ち返 つて一般競争入札 の

や契約相手などの決定方法 について発注側 と受注側

導入 を拡大するようにな りま した。そ して、受発注

企業 グループがあらか じめ包括的 に合意す る方式 で

者 間 の話 し合 いな どは忌避 され、イギ リスなどが

す。長期 にわたる取引関係 を重視する日本的な仕事

羨 んでいたわが国の受発注者間の良好な協力関係や

のや り方が、透明性 を確保 した形で広 く利用 される

長期 にわたる取引関係 を重視する考 え方 をむ しろ壊

ようになったのです。

して しまう方向に陀を切 つて しまいま した。こうし

2002年 にイギ リスの研究者 が 日 英 米の建 設

て世界の流れ と逆行 して しまったために、わが国 は、

工事の効率性 を比較 した論文では、各国の建設業者

今 は蔦び技術力や対話 を重視する方向に軌道 を戻す

が同 じ6階 建RC造 のビルを建設 するとした場合、

のに者慮 している状況 です。

平均的 には 日本 が最 も短 い46週 で完成 させ るのに

イギ リスは、21世 紀 に入 つてか らも、関係者 が

対 し、イギ リスは47週 、アメ リカは53週 を要す る

技術 を結集するための仕組みの構築など公共調達の

とのことで した。 さらに、工期の確実性や発注者の

改革 を進めています。最新の情勢については、機会

満足度 に関する指標 についても、 日本が最 も優 れて

を改めて説明 したいと思 います。

いるとされま した。受発注者間や元請 下請間の協
力関係が良好 であ り、長 いつ き合 いと信頼関係 を重
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