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世界の視点から低入札問題を考える
公共工事の入札契約の落札基準 は、価格 だけでな

めと思われます。

く品質 を含めた総合評価 を基本 としていますが、依

当時、道路工事執行令 に代 えて最低制限価格制度

然 として価格 は大 きな要素です。競争が働 くのは望

を建設業法 に規定することが検討 されま したが、大

ましいことですが、行 き過ぎた価格競争では工事の

蔵省や会計検査院の抵抗 によ り実現 しませんで した。

品質が損なわれかねません。これは世界共通の問題

結局、 自由党の回中角柴議員や 日本社会党の日中一

意識です。

議員 らの熱心な取 り組みに押 され、昭和36年 (1961

わが国では、フランス、イタリア及びベルギーの

年 )に 大蔵省が会計法 を改正するに至 りま した。 し

会計法に倣 つて一般競争入札 を原則 とする会計法 を

か し、会計法 に規定 されたのは、建設省や議員 らが

明治23年 (1890年 )に 施行 してか ら、異常 な低価

求めて いた最低制限価格制度ではな く、著 しい低価

格の落札 による手抜 き工事が横行 しました。大混乱

格入札 について契約の内容 に適合 した履行がされる

に陥 ったのです。 このため、明治33年 (1900年

か否かを調査するという低入札価格調査制度で した。

)

に「無帝1限 の競争 に付するを不利 とするときは指名

低入札価格調査帝」
度 によって低入札 を排 除するの

競争 に付する ことを得Jと する勅令が帝1定 され、大

は、実際には極めて困難で した。なぜならば、会計

正 10年 (1921年 )に は会計法 に指名競争入札が規

法の施行のための政令 に相当する予決令

定 されま した。

及 び会計令 )に 、
最低価格入札者 を落札者 としなかっ

さらに、異常な低価格の入札 を無効 とするよう、

た場合 に、発注者 は大蔵大 臣

(予 算決算

(現 在は財務大臣)及

大正 9年 (1920年 )に 内務省が 「予定価格 の 3分

び会 Hl検 査 院へ理由等を記載 した書面 を提 出する こ

の 2を 下 らざる最低価格 の入札 を為 したる者 を以て

とと規定されたか らです。低入札の排除について、

落札人 とすJと する最低制限価格制度 を道路工事執

発注者は事実上個別に財務省 の同意 を得 る必要があ

行令 に規定 しま した。 これは、実際には道路だけで

りま したが、それは極めて困難だったのです。

なくすべ ての公共工事 に適用 されたようです。 とこ

平成 18年 (2006年 )12月 か らは、国土交通省が

ろが、昭和27年 (1952年 )に 新道路法が施行 され

低入札防止策 として、総合評価落札方式 において調

るに伴い、この規定が失効 とな りま した。これは、

査基準価格 を下回る入札 に施工体制評価点を与えな

最低制限価格制度 に対 して政府内で異

いことで低入札 を排除 しま した。 これによ りようや

Hm‐

があったた
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く低入札価格調査制度が機能するようにな りま した。
調査基準価格 は、ほ入札価格調査 を行 う基準 となる
価格であ り、現在 は予定価格 の10分 の75か ら10分
の92の 範囲 とされています。
なお、地方公共団体 については、昭和33年 (1963
年 )8月 に改正 された地方 自治法施行令 によ り、低
入札価格調査制度 または最低制限価格制度の どち ら
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も用いることができるとされています。
ョーロ ッパ では、EU公 共調達指令 によ り、発注
者は低入札 に対 して説明を求めて審査 したうえで排

問題 はすべて解決するので しょうか ?最 低制限価格

除することができます。低入札の定義や基準 は国毎

や調査基準価格 が下限 として機能 していれば、受注

に異 な りますが、低入札が頻発するような状況はほ

希望者は下限価格 を類推 してその直上 に札 を入れる

とんどあ りません。多 くの国では、技能者 の賃金が

ことにな ります。工事需要が少ない状況が続 くと、

法令 または労働協約 によって職種別

落札価格 は下限価格 に張 り付 く状態 にな ります。 こ

習熟度別にき

め細 か く規定 されているため、低入札の歯止めとし
て機能 しているのです。
アメ リカで も、デー ビス

第一 に、建設業者が施工方法等 を工夫 して競争 し
ベー コ ン法 (Davis

た結果 として落札価格が決まるのでな く、発注者が

Bacon Act of 1931)に よ り職種別 習熟度別 に

定めた下限価格 によって落札価格が決まることにな

きめ細か く技能者の最低賃金が定め られています。

ります。これでは、
建設業者の技術開発イ ンセ ンティ

ユニオン協定においても詳細 に最低賃金が定め られ

ブが起 きにくくな ります。

てお り、 これ らが低入札の歯止めとなっています。

第二 に、落札価格が下限に張 り付 く状況が続 くと

さらに、ボン ド会社 による事前審査が著 しい低価格

その後の予定価格は低下傾向とな ります。発注者 は

による入札 を抑制 しています。

実勢価格 をもとに予定価格 を設定するか らです。す

一方、わが日では、工事需要が少ない時には過当
競争が発生 しやすい状況です。元請が下請業者への

ると、デフレスパイラルとな り、建設業者や労働者
はどん どん疲弊 します。

支払 い額 を決定 し、その結果技能者 の賃金が決 まる

このような問題が生 じないよ う、工事需要 が少 な

という上流 から下流へ価格 を決定する構造があるた

い時でも、技術競争 によ り優れた企業が生 き残るこ

め、低入札が生 じゃす く、末端労働者 に しわ寄せが

とができ、末瑞労働者 に しわ寄せが生 じないような

起 きやすいのです。そのため、最低制限価格や調査

競争環境が必要です。 日本は海外の例 を参考 にして、

基準価格 といった下限を発注者が定める必要がある

公共工事の価格の決ま り方や入札契約の仕組みを見

のです。

直す必要があるのではないで しょうか。

しか し、このような低入札防止策 を講 じるだけで

3び

れには大 きく 2つ の問題 があると思 います。
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