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交渉や対話の重視 は世界の潮流
公共工事の調達にあた つてバ リュー
ネー

フォー マ

れています。なお、従来か らの事前公開式交渉方式

(価 格 に対す る価値 )を 最大化すべ く、世界的

は、入札が不調 となった場合 や、研究開発 目的の場

に公共調達 に交渉や対話 を導入する流れが拡大 して

2004年 以降、交渉や対話 を公共調達 に導入 しや

います。
ョーロッパでは、域内の市場統合 に向けて公共工

すいよう調達ルールを弾力化すべ きとの議論があ り、

事 の調達 ルールの整備 が 1971年 のEC公 共調達指令

2014年 にはEU公 共調達指令 が大幅に改正 されま し

制定以来進 め られてきま したが、当初 より、非常時

た。 これによつて、事前公開式交渉方式 に代 え、従

や、仕様が確定できない場合 などの例外的なケース

来 か ら規定 されていた競争的対話方式に加えて交渉

ではあ りますが、交渉方式が認め られていま した。

付 き競争 方式 (compctitivc procedure with ne

2004年 のEU公 共調達指令 においては、交渉方式

gOhatiOn)が 導入 され ま した。 この方式では、1

として、従来か ら規定 されていた事前公聞式交渉方

回目の入札 の後 に発注者 は応札者 と交渉 を行 う権利

式 (nc30thted procedure、

を有 しますが、1回 目の入札結果 によ り契約相手 を

vith pデ ior publica―

cc)に 加 えて、高度 な技術

決定する ことができると発注者が考 える場合 は交渉

を要する工事等 に対 し選定 された業者が発注者 と対

を行わな くてもよいものです。交渉 を行 う場合 は交

話 を行 つたうえで入札 する とい う競争 的対話方式

渉終了後 に残 つた入札者が再度入札 を行 い、発注者

tion oF a contract noは

導入 され
(competitive dialo8uc prOcedure)力 ヽ

3び

合などに限 つて用 いることとしています。

は最終の入札結果 に基づいて契約相手 を決定 します。

ま した。この方式 を用 いる場合 は、発注者 は企業の

つ ま り、発注者 の裁量 を増や して、発注者が有用 と

関心表明 を求 めて資格審査 により選定 した企業 と対

考 える場合 に交渉 を導入することができるとい う、

話 を行 いつつ、仕様 の絞 り込 みを行 います。その上

発注者 にとって便利な方式 です。 ヨーロッパでは、

で発注者 が落札基準 を明睦 に して改めて入札公告 を

この方式が広 く利用 されることが期待 されています。

行 い、落札基準に基づいて最高点の者 を決定 して再

アメ リカで も近年、交渉方式の適用を拡大 してい

び内容 の確認等の交渉 を行 うことができます。 こう

ます。合衆国誕生以来、連邦政府 による公共工事発

した受注者選定プ ロセスは詳細 に記録する こととさ

注には、設計や仕様 を詳細 に定めた上で施工者 を価
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格 による競争入札 によつて決定する方式が長 く用 い
られました。ところが、この方式で は落札価格 は低
くなるものの、契約後紛争が生 じやす く、受注者 か
らの変更増要求による最終契約額の大幅増、手抜 き
工事の発生、工劇 の遅 れなどの弊害が 目立 ちま した。
このため現在 では設計 か ら施工 までを一括発注する

日本大学 危機管理学部 教授

来持 議亀

デザインビル ドや、あるいは設計段階で施工者 のノ
ウハ ウを取 り入れるCM/GC(Constrtlchon

M航 ―

ageフ Genclal Col■ tractor)契 約 方 式 を導 入 す る

リュー方式では、価格、品質、過去 の成績等 が評価

ケースが増 えてきま した。受注者の決定は、単なる

要素 です。最近 は、価格 のみによる競争では公共の

価格競争でなく過去の実績や技術提案 を評価す るな

利益 を損 ないかねないとの考 えか ら、技術重視で受

ど品質重視で行われます。

注者 を選定 して効率的に良質な成果 を得 ようとデザ

連邦政府の調達制度の変遷 をみると、戦後、 1947

イ ンビル ドやCWレ GCの 適用が拡大 しています。

年軍調達法 と1949年 連邦財庭管理業務法 に枠組みが

一 方、わが国にお いては、 明治22年 に会計法 を

定め られま したが、1984年 契約競争法 により公共工

制定 して以来、会計法令等 に交渉 の定 めがないこと

事の調達 に交渉方式が認め られると、陸軍工兵隊等

か ら、公共調達 において交渉や対話 を導入すること

の軍 の契約 を中心 にデザイ ンビル ドや複数年 にわ

は困難 な状況です。平成 17年 に制定 された公共エ

たって包括的な契約 を行 う方式の導入が始 ま りま し

事 の品質確保 の促進 に関する法律 が平成 26年 に改

た。デザイ ンビル ドは、GSA(一 般調達局 )が 小

正 されて、仕様 の確定 が困難 な工事 を対象 に初めて

規 模な公共建築 に適用 したことによってさらに普及

交渉方式が導入されま した。民間のノウハ ウを活用

し、 1991年 にOSAが デザイ ンビル ドに関する指針

すべ く企業 からの技術提案 を受けて交渉権者 を絞 り

を発行す ると他の省庁にも拡が りま した。

込んで交渉 を行 う方式です。工事の仕様 を確定 して

現 在、連 邦 の調 達 ル ール を と りま とめ て い る

契約相手 と契約価格 を固めたうえで、会計法令や地

FAR(連 邦調達規則 )で は、調達方式 は封 印入札

方 自治法令 の手続 きとして随意契約 を適用すること

(Sealed Blddin3)( 般 競争入札 に相当)と 交渉

にな ります。対象が限定 されるものの交渉方式導入

契約 (NcBohaに d COntttct)に 分 けられています。

の第一歩 を踏み出 したものです。今後 さらに発注者

わが国の随意契約 に近 い単独調達 (Sole
交渉契約 は、

の裁量 を拡大 してバ リュー

Source Acqtlisinon)の ほか、プ レゼンテーション

化できるよう交渉方式の適用が拡大 されることを期

(Or』 Prcscntよ lon)と ベ ス トパ リュー方式 (Best

フォー マネーを最大

待 します。

vaue cOntinuum)に 分 け られ ます。 ベ ス トバ
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