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1．は じ め に

公共調達制度は，物品・役務を低価で調達するというだけでなく，地域の産業振興や

中小企業の育成等の様々な政策目的を実現するための手段として用いられてきた。とこ

ろが，近年，競争性を高める方向で公共調達制度の改革が行われ，調達費用が安価であ

ることが特に重視されるようになる中で，競争政策及び安価であること以外の政策ない

し価値の追求がどこまで許されるのかが問題になっている。

公共調達を通じて実現しうる競争政策以外の政策には，中小企業・地元企業振興等を

含む産業政策，環境保護，社会的平等の実現，公正な労働環境の維持・促進等がある。

これらのうち公正な労働条件の確保に関しては，公共工事の品質確保の促進に関する法
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律において，公共工事の受注者又は受注者となろうとする者は，「技術者，技能労働者

等……に係る賃金その他の労働条件，安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければ

ならない」と規定され（⚘条⚒項），中央省庁及び自治体の公共入札実務においてよく

参照される「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡

協議会モデル」（昭和59年⚓月23日，最終改正平成27年⚓月13日）第⚑及び別表第⚑・

第⚗・⚘項においては，安全管理の措置が不適切であったために工事関係者に死亡者又

は負傷者を生じさせたと認められるとき等に指名停止処分を行うものとされる等，一定

の考慮がなされてきてはいるものの，前者については努力義務を受注者に課すにすぎず，

後者については労働環境のうちでも安全にかかわるものにとどまっている。そこで，最

近では，さらに進んで，公共調達にかかる契約の相手方たる事業者に対して最低賃金等

にかかる労働基準の遵守を義務付け，労働基準を遵守する事業者とのみこの種の契約を

行うこととする条例（「公契約条例」と呼ばれる。）を設ける自治体1）やこのような法

律（「公契約法」と呼ばれる。）を制定すべきだという提言が行われるようになってきて

いる2)。

このような取り組みについては，競争政策の観点や経済的・効率的に物品等の調達を

行うべき公共入札制度の本旨からして問題があるとする見方がある3）。このような見方

は，競争政策を専ら短期的な価格競争の観点から理解している点で誤りを含んでいるこ

とが多い。また，競争政策をどのように理解するにせよ，競争政策を労働政策に当然に

優先させるべき理由は存在しない。経済性については，公正な労働環境を維持すること

は，劣悪な労働環境から生じる外部効果を考慮して長期的にみるならば経済的・効率的

1) 上林陽治「公契約条例ならびに公契約基本条例をめぐる論点」自治総研435号⚑
頁以下（2015），小畑精武「公契約条例のひろがりといくつかの課題：賃金・労働
条項をめぐって」労働法旬1820号47頁以下（2014），勝島行正「公契約条例の到達
点と今後の課題」自治総研411号27頁以下（2013）参照。

2) 日本弁護士連合会「公契約法・公契約条例の制定を求める意見書」（2011年⚔月
14日），大阪弁護士会「公契約法及び公契約条例の制定等を求める意見書」（2013年
⚗月17日）等。

3) 公契約条例の制定が独禁法に違反することはない。独禁法は，事業者――公共入
札においては受注者側――が意思の連絡等を行い競争を制限することを規制するも
のであって（⚒条⚖項，⚓条後段等），自治体等発注者側が一定範囲で競争を制限
することとなるよう公共調達制度を設計する行為には適用されない。また，買手は，
独禁法上，どのような方法で購入を行うか―競争的な方法で調達先をみつけるか，
特定の事業者から購入することにするか――を原則として自由に決定することがで
き，競争的調達方法を採用する義務は独禁法上は存在しない。
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であるとみることができる場合もあるものと考えられる。これらの理由から，公契約条

例に対する上記の疑義ないし批判は妥当なものとは考えられない。しかし，このような

疑義等が度々，示されてきたことは確かである。調達機関が予算をできる限り効率的に

使用するような一定の規律が働くべきことと，低価であること以外を考慮して発注先を

選択することにすると裁量の余地が大きくなり公共調達制度の公正性・透明性が損なわ

れるおそれがあるという別の理由からも価格以外の考慮要因を重視することに慎重さが

求められべきことも確かではある。

本稿では，EU 及び加盟国におけるこの問題に関連する法令・判決等の展開について

検討する。EU において公共調達制度における各種制限・条件等を設定することについ

ては，安価に物品等を調達するという要請に加えて，域内における物・サービスの自由

移動及び設立の自由保障原則との相克が問題となる。しかしながら，公共調達における

参加資格等を制限することについては，他加盟国の事業者を差別することなく扱い，透

明性を確保する限り，公共調達先の選定及び公契約中の条件において労働者保護等の社

会的側面を考慮することが一般的・抽象的に認められてきた4）。なかでも最低賃金につ

いては，欧州司法裁判所 Rüffert 事件判決（2008年）以降，自治体が調達先に一定の額

以上の賃金支払いを義務付けることやかかる支払を選定の基準等とすることが許される

のかが問題となっていたが，昨年（2015年），欧州司法裁判所は，自治体が一定の場合

で一定の方式で最低賃金を設定し義務付けたり選定の基準としたりすることが可能であ

ることを明らかにした（Regiopost 判決)5）。さらに，近年，労働条件を含む社会的事項

を考慮しやすい方向での指令改正が行われた。これらのことからEUでは傾向として，

公共調達過程において公正な労働条件等の社会的考慮を取り込みやすい状況が生じてい

る。このような欧州での一連の動きは，日本における公共調達制度のあり方を考える

上で参考になるものと考えられる。

以下では，加盟国における公共調達制度に関係する EU 法の内容及び労働条件に関

連する EU 法の規定を確認した後に，公共調達を行う際に遵守されるべき原則ならび

に調達方法の選択，競争的な競争方法を選択した場合の調達の各過程及び調達機関が発

注先事業者と締結する契約（公契約）に関して，競争性の維持と公正な労働条件の確保

等についてどのようなルールが存在するかを検討する。この検討は，EU 公共調達指令

（2014年）及び欧州司法裁判所判決を中心とするが，欧州委員会が発行した「Buying

4) See, e.g., Case C-225/98 Commission v France (Nord-pas-de-Calais) [2000] ECR
I-7445 ; Case C-31/87 Beentjes v State of the Netherlands [1988] ECR 4635.

5) これらの判決については，後出注(25)-(27)を参照されたい。
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social」（2010年）（以下，「社会的調達ガイド」という。)6）にも適宜触れる。このガイド

は，指令が改正され欧州司法裁判所の上記重要判決が出される前に出された法的拘束力

をもたない参考文書（guide）であるものの参考になる部分を含む。これらについで主

として英国（スコットランドを除く英国及びスコットランド）を例にこれら一連の EU

法が加盟国においてどのように具体化されているかを紹介する。

2．公共調達と EU 法

⑴ 関係する法令

① EU 公共調達指令及び適用範囲

EU では，指令により加盟国に対して加盟国政府機関（自治体を含む。）が公契約を

締結する際に一定のルールが守られるようにすることを義務付けている。公契約にかか

る EU 指令には，政府機関による物品・役務の調達に関わる指令，公共施設運営権付

与に関わる指令（Concession Directive），エネルギー・交通・下水道等の公益事業を行

う事業体（public utilities）による調達に関わる指令（Utilities Directive）等がある。

これらのうち第一の指令が，政府機関による物品・役務の調達一般に関わる指令である。

この指令は，公契約にかかわる他の指令と区別して，「Public Sector Directive」，

「Classical Directive」等と呼ばれることがある。

公共調達一般にかかわる指令は何度か改正されており，⚒年前にも改正があった。以

下では，政府機関による物品・役務の調達に関わる指令であって2016年⚔月18日に発効

する公共調達に関わる新指令 2014/24/ EU 号7)（以下，「公共調達指令」という。）につ

6) European Commission, Buying Social−A Guide to Taking Account of Social
Considerations in Public Procurement (2010), available at <http: //ec. europa.
eu/social/main. jsp? langId=en&catId=89&newsId=978> accessed 12 March 2016
(hereinafter referred to as ‘Buying social guideʼ). この文書は，欧州委員会が，
ディーセント・ワーク（decent work）の促進を含む社会的要請に配慮した公共調
達――「社会的責任ある公共調達（socially responsible public procurement）」
――に対する関心を深めるとともに，このような調達方法の採用を EU 法下でい
かに行うことができるかを具体的に示すことを目的として出されたものである。
ibid 5-9. 指令改正により，例えば，労働条件に関係した技術的仕様を設けることは
およそ許されないかのように述べた部分（32頁）などについては，今後も通用する
内容であるのかどうかが疑問となるように思われる。

7) Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council on public
procurement and repealing Directive 2004/18/EC (2014 Public Procurement
Directive) [2014] OJ L94/65.

公正な労働条件の確保と競争・入札制度（和久井)

(法雑 ʼ16）62―3・4―127

六
五
六



いて主として説明し，必要に応じて改正前の指令（2004/18/EC 号）（以下，「旧指令」

という。）にも触れる。

公共調達指令は，政府機関による調達手続きにかかるルールを定めるものである（⚑

条⚑項）。政府機関には，加盟国，加盟国内の地域若しくは地方政府機関（regional or

local authorities），公法（public law）に服する機関又はこれらの機関若しくは団体の

連合体が含まれる（⚒条⚑項⚑号）。「調達」とは，これらの政府機関が選んだ事業者

（economic operators）から，公契約（public contract）により，工事（works），［物

品］供給（supplies）又は役務（services）（以下，本稿においてこれらを「工事等」又

は「工事・物品等」という。）を得ることを意味する（⚑条⚒項）。なお，公契約とは，

調達機関が工事の実施（execution of works），物品の供給（supply of products）又は

役務の提供（provision of services）を行うために締結する契約を意味する（⚒条⚕項）。

公共調達指令は，一定の基準額以上の契約に適用される（⚑条⚑項）。基準額は工事

について518.6万ユーロ，一定の役務について75万ユーロ又は13.4ユーロ，物品調達等

について20.7ユーロ等と定められている（⚔条）。ただし，水道，エネルギー，交通，

郵便の供給については，別の指令が適用され，公共調達指令の規定は適用されない（⚗

条）。また，指令では，法律業務，金融業務，国防等のうち一定の事項については，本

指定の規定は適用されないことも規定されている（⚘-17条）。

② 競争性確保に関する EU 条約上の規定

公共調達指令の適用範囲は調達額等により限定されているが，EU 機能条約上の規定

についてはこのような限定が存在せず，指令が適用されない公共調達にも適用される8)。

EU 機能条約（Treaty of the Functioning of the European Union, TFEU）の規定の

うち，公共調達に関連する主な規定は，34条（加盟国間における輸入数量制限の禁止），

49条（設立ないし開業（establishment）の自由）及び56条（サービス提供・受領の自

由）である9）。これらの規定は，契約の種別や契約額等に関わらず一般的に適用される。

EU 機能条約の性質からして，加盟国間通商にかかわらない純粋に国内的事項ないし

「国境を超える利益（cross-border interest）」に関わらない事項については，これら

の規定は適用されないが10），欧州司法裁判所は，公共調達が関係する状況においては

8) See, e.g., Case C324/98 Telaustria and Telefonadress [2000] ECR I-10745.
9) このほかに106条（加盟国が特別ないし排他的権限を付与した企業に関する規定），

107条（国家補助に関する規定）並びに日本の独禁法上の規定（独禁法⚓条）に相
当する101条及び102条も関係することがある。

10) Case C-507/03 Commission v Ireland [2007] ECR I-9777, para 29.
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国境を超える利益の存在を広く認める傾向がある。たとえば，国境を超える利益の存在

を認める上では，ある加盟国が実施する公共入札において他加盟国の企業が現に応札す

ることや加盟国の措置が他加盟国企業の応札を現に阻害したことなどは必要なく，この

ような潜在的可能性があればよいとされてきている11）。

③ EU法と労働者保護

公共調達指令には，競争性及び自由移動を確保するための規定のみならず労働者保護

等に関連する規定がおかれている。この内容は次項で検討することとする。

より一般的に，EU では労働者保護に関してどのようなルールが設けられているだろ

うか。

まず，欧州連合基本権憲章（Charter of Fundamental Rights of the European

Union）では，性別等による差別の禁止（21条），不当な解雇からの保護（30条），公正

かつ公正な労働条件に対する権利（32条），社会保障を受ける権利等（34条），結社の自

由（12条），団体交渉及び行動を行う権利（28条）等を規定している。また，EU 機能

条約は，労働者の自由移動を保障している（45条）。

EU 機能条約上，加盟国は，性別による差別を行うことなく同一労働に対して同一賃

金を支払うべき原則が貫徹されるようにする義務を負っており（EU 機能条約157条⚑

項），この規定等に基づいて出された指令として，指令 2006/54/EC 号（雇用及び職業

に関する男女雇用機会均等原則及び均等待遇原則の実施にかかる指令）がある。また，

理事会は，性別，障害等を理由とする差別をなくすための措置をとる権限を有し（EU

機能条約19条⚑項に基づく。），この権限に基づいて出された指令として，指令

2004/113/EC 号（商品・役務へのアクセス及び提供にかかる男女均等待遇原則の実施

にかかる指令）がある。

EU 機能条約はまた「EU 及び加盟国は，持続的な高雇用率と［社会的］排除撲滅の

ために，雇用促進，生活・労働条件の改善，適切な社会保障，労使間対話，人的資源の

開発をめざす」ものとし，EU と加盟国は，このための措置をとるものとしており，

（EU 機能条約151条），この規定に基づいて指令 92/85/EEC 号（妊娠中及び出産直後

又は授乳期の女性の安全衛生改善促進措置の導入に関する指令）が出されている。さら

に，同条約は，EU は「151条の目的を達成するために」，「労働者の衛生安全を保護す

るための労働環境の改善，労働条件，社会保障及び労働者の社会的保護（social

protection），雇用契約終了後の労働者の保護，労働者に対する情報提供及び意見を述

11) Sue Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement : Regulation in
the EU and UK I (3rd edn, Thomson Reuters 2014) 4.12-18.
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べる機会の提供（consultation），労働市場から排除された者の統合（integration），労

働市場における機会及び労働における待遇にかかる男女平等，社会的排除の解消，社会

的保護の近代化［等］の分野において加盟国の活動を支援及び補完（complement）す

るものとし（EU 機能条約153条⚑項），このために欧州議会及び理事会は措置をとるこ

とができる（同⚒項）（ただし，本条の規定は，賃金，結社の権利（right of association），

ストライキを行う権利及びロックアウトを行う権利には適用されない。（同⚕項））とす

る。この規定ないし旧条約下において存在した類似の規定に基づいて出された指令とし

て，指令 89/931/EEC 号（労働安全衛生の改善促進のための措置導入にかかる［枠組］

指令），指令 91/533/EEC 号（被用者に労働条件を通知する使用者の義務にかかる指令

（労働条件通知指令）），指令93/104/EC号（労働時間指令）指令，2008/104/EC号（派

遣労働者（temporary agency work）にかかる指令）がある。

EU 機能条約上，労使が希望する場合には，EU レベルでの社会的対話（social

dialogue）を通じて契約関係ないし合意を形成することができ（EU 機能条約155条⚑

項），この合意は加盟国の手続きに従い又は理事会の決定により実施されるものとされ

ている（同⚒項）。この規定に基づいて出された指令として，指令 2010/18/EU 号（育

児休暇にかかる労使間基本合意実施にかかる指令），指令 1999/70/EC 号（有期雇用契

約にかかる労使間基本合意の実施にかかる指令）があり，この規定に似た枠組みの下で

出された指令として，指令 97/81/EC 号（パートタイム労働にかかる労使間基本合意実

施にかかる指令）がある。

これらのほか，EU は，加盟国の法，規則等を近接化させるための措置をとる権限に

基づいて指令 98/59/EC 号（大量解雇（collective redundancies）にかかる加盟国間の

法令の近接化にかかる指令）を出している。

また，資本の自由移動をはかるための措置として採択された指令 96/71/EC 号（役務

提供のための労働者［海外］派遣（posting of workers）にかかる指令（「Posted

Workers Directive」と呼ばれる。以下，「海外派遣労働者指令」という。）も重要であ

る。この指令は，建設・工事等の一定の業務に関して通常勤務する加盟国とは別の加盟

国において一時的に勤務する労働者（海外派遣労働者）の労働条件等について定めたも

のであり（⚒条⚑項，附則），加盟国に対して，労働者を派遣する事業者が当該加盟国

内に派遣された海外派遣労働者に対して，最低賃金，労働時間，労働安全衛生，均等待

遇 等 に か か る 労 働 条 件 に つ い て ① 法 律，規 則 又 は 行 政 機 関 の 定 め る 法 令

（administrative provision）及び／又は ② 一般的に適用されるべきものと宣言された

（declared universally applicable）労働協約等により規定された事項が遵守されるよう
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にされるべき措置をとることを義務付けている（⚓条⚑項）。一般的に適用されるべき

ものと宣言された労働協約とは，協約がカバーする地域及び職業または産業分野におい

て全ての事業者に遵守が義務付けられている労働協約を指す（⚓条⚘項）。この指令は，

限定された範囲においてではあるが，賃金の安い加盟国から高い加盟国に対して労働者

を派遣することで発生する社会的ダンピング（social dumping）を防ぐ機能をもってい

る12）。上記の規定は最低限守られるべき条件を規定したものであり，労働者に対して

より有利な労働条件が適用されることを妨げるものではないが（⚓条⚗項），他方で

EU には加盟国間の自由移動が妨げられてはならないという原則があることから，加盟

国は⚓条⚑項に規定される条件よりも労働者にとって有利な条件を設定することを当該

加盟国における役務提供等の条件としてはならないと解されている13）。

EU 機能条約153条⚕項の規定（上記）のために，EU は，賃金について指令を出す

等の措置をとることはできないという限界がある。また，ルールの多くが指令の形式を

とっていてルールの具体化及び執行は基本的に加盟国に委ねられており，指令を国内法

化する上で加盟国には相当の裁量が認められていること，他方で直接効果をもつ欧州連

合基本権憲章は抽象的であることなども EU が労働分野で果たしうる機能を制限して

いる。しかし，EU 創設時に比較すれば，EU は，労働者の保護に関して相当程度に包

括的なルールを備えるようになってきているといえる。

⑵ 公共調達指令－原則

加盟国は，公的目的達成のためにいかなる工事・物品等をいかなる方法で調達するか

を原則として自由に決定することができるが（公共調達指令⚑条⚔号，前文⚕ないし⚗

項参照），物，サービス等の自由移動等を規定する EU 法には従う義務がある。公共調

達指令では，調達機関は，事業者を，差別することなく平等に扱い，行動の透明性及び

適切性を維持する義務を負うと規定する（18条⚑項）。そして，なかでも調達機関が人

為的に競争の範囲を狭める意図をもって調達方法を設計してはならないとし，一定の事

業者を不当に有利又は不利に扱う意図をもって調達方法を設計する場合には競争が人為

的に狭められたと考えられるとする（同）。

公共調達指令18条は，同時に，加盟国に対して，公契約の履行において，事業者が環

境法，社会法及び労働法に関して，EU 法，加盟国法，労働協約及び附則に規定される

12) Roger Blanpain, European Labour Law (14th edn, Kluwer Law International
2014) 511.

13) Case C-346/06 Rüffert v Land Niedersachsen (Rüffert), para 33.
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国際環境・社会・労働法上負う義務を遵守するようにすべきことを規定している（18条

⚒項）。そして，附則では，国際労働法として，国際労働機関（International Labour

Organization, ILO）・結社の自由及び団結権保護条約（第87号），同・団結権及び団体

交渉権条約（第98号），同・強制労働条約（第29号），同・強制労働廃止条約（第105号），

同・最低年齢条約（第138号），同・差別待遇（雇用及び職業）条約（第111号），同・同

一報酬条約（第100号），同・最悪の形態の児童労働条約（第182号）を挙げている（附

則10）。

公共調達指令前文では，事業者にこれらの規定を遵守させるための方法として，調達

機関・事業者間の契約中で定めを置くこと，及び，入札等の資格停止の基準とすること

ができる旨のことが特に述べられている（39項）。

労働法等は，契約の相手方たる事業者のみならず，その下請事業者によっても遵守さ

れる必要がある。公共調達指令71条⚑項では，18条⚒項に規定される義務の下請事業者

による遵守は，規制権限を有する加盟国機関の措置により確保されるべきことが定めら

れている。

欧州委員会「社会的調達ガイド」では，社会的要請を考慮した調達方法を制度的に採

用した具体例――スペイン・バスク地方政府の例――が挙げられている。ガイドによれ

ば，バスク地方政府は，同政府及び同地方内の公的機関（public entities）は公共調達

の実施について社会，環境その他公的政策上の考慮を行うべきであるとする指針

（instruction）を公表し，この指針中で，① 雇用・社会的包摂（social inclusion）・社

会的事項及び環境にかかわる政府部局が定期的に調達にかかる状況，なかでも仕様書，

契約相手方の選定及び公契約上の条件をチェックすることとし，② 事業者が公契約履

行上，国際労働機関（ILO）労働条約中，中核的労働基準を自ら遵守するとともに，こ

の基準がサプライチェーンにおいて遵守されるようにすることを確約しなければならな

いとする規定や契約を履行する従業員中に雇用困難な失業者を一定割合で含めるべきこ

とを定める規定を公契約上設けることを求めた14）。

透明性確保義務に関連して，公共調達指令では，選定手続きの種別及び手続きの各段

階について，開示すべき情報の内容，開示方法，時期等を規定している（48ないし55

条）。競争的な契約先選定方法を用いる場合には，特定の案件について参加を募る入札

公告の段階で，入札資格，選定方法を開示することに加えて，選定された場合に契約中

で課されることになる契約履行上の条件についても開示することが適切な場合にはそう

14) Buying social guide, 21.
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することが義務付けられる（附則Ｖ・Ｃ部参照）。

公共調達において，事業者の国籍や所在地，主要営業地域等を根拠にして，入札等へ

の参加を制限したり契約先選定を行ったりすることは，EU 法上の原則に反し原則とし

て許されない15）。公共調達指令では，とくに仕様書について，契約の対象の性質によ

り正当化されない限り特定の事業者らが供給したものであることや特定の供給源

（origin）から調達したものであることを定めることにより事業者又は商品を有利に

扱ったり排除したりすることが禁じられている（42条⚔項）。また，入札等に参加する

資格の設定について，資格を与えないこととする基準として加盟国が採用することので

きるものを制限的に列挙しているが（59条），この中で国籍・所在地等はこのような事

由として挙げられていない（つまり，国籍・所在地による制限は許されない。）。資格を

付与する基準についても基本的に同様であり（60条），明示的に資格付与条件とするこ

とができると規定されているのは，業務遂行上，製造等を行う国（country of origin）

において認可を受け又は一定の機関に所属していることが必要な場合にこれらを有する

ことを条件とすることに限られている（58条⚒項）。

⑶ 調達方法の選択

契約の相手方を選定する方法について，公共調達指令では，「公開方式（open

procedure）」，「制 限 的 方 式（restricted procedure）」，「交 渉 を 伴 う 競 争 的 方 式

（competitive procedure with negotiation）」［交渉付競争入札方式］，「競争的対話方式

（competitive dialogue）」，「イ ノ ベー ショ ン・パー ト ナー シッ プ（innovation

partnership）」及び「交渉方式（事前の情報開示を伴わない）（negotiated procedure）」

の⚖種類を規定している（27ないし32条）。公開方式は一般競争入札（制限的一般競争

入札を含む。）にほぼ対応し，制限的方式は指名競争入札方法に似ている。これら⚖種

の方法のうち交渉方式を除く⚕種類は，調達機関がどのような物品等を必要としている

か，契約の相手方をどのような基準で選定するか等を明らかにした上で，原則としてあ

らゆる事業者が少なくとも選定手続きの最初の段階には参加できる点で，競争的な調達

方式であるということができる16）。これに対して，交渉方式は，日本における随意契

15) C-324/98, para 60 ; Case C-360/89 Commission v Italy [1992] ECR I-3401,
paras 11-13 ; Case C-234/03 Contse and Others [2005] ECR I-9315, paras 35-46,
49-79 ; Case C-3/88 Commission v Italy [1989] ECR 4035, paras 6-16.

16) 制限的方式においても，調達機関からの競争に向けた呼びかけ（call for
competition）に応じてエントリーをすることはできる（28条⚑項）。他方で，公 →
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約にほぼ相当し，情報を事前に開示して調達先を募ることなく調達機関が選んだ事業者

と契約することになるものであって，過程において競争が行われることは予定されてい

ない。公共指令調達では，業務の特殊性，技術的理由から競争が存在しないことなどの

ために特定の事業者しか当該工事を行いえない場合などの一定の場合に限って交渉方式

を用いることができるとしている（32条）。つまり，原則として，公共調達は競争的な

方式によって行われるようにしている。

⑷ 入札等資格の設定

入札等に先立ち，調達機関は，一定の基準等を設けて入札等を行うことができる事業

者に限定を加えることができる。これらは，① 一定の事業者をあらかじめ排除し，又

は，② 一定の事業者を選択することにより行われる17）。公共調達指令では，①の方法

を「排除（exclusion）」，②の方法を「選択（selection）」と呼んでいる。ここでの「選

択」は，最終的な調達先の選定（award）とは異なる。以下では，便宜上①を入札等資

格停止，②を入札等資格の付与と呼ぶこととする。

なお，調達機関が一定地域内に拠点を有することを入札等参加資格とすることは EU

法上，原則として許されないが，発注先として選定された事業者に対して，発注契約上，

一定地域内に拠点を持つようにすることを義務付けることは，当該契約を履行する上で

必要がある場合に限って許される18）。

① 入札等資格停止（exclusion）

資格停止事由（exclusion grounds）について，公共調達指令では，[1］調達機関が

必ず設定すべき資格停止事由と［2］加盟国が任意に設定することのできる資格停止事

由の⚒種を規定している。

第⚑の事由のうち労働・社会法にかかわる事由としては，児童労働その他人身売買で

あって EU 指令 2011/36/EU 号⚒条に規定する行為を行ったことを理由とする有罪判

決が確定した場合（57条⚑項⒡）及び社会保障料（social security contribution）の支

払いにかかる義務に反したことが司法・行政判断において明らかにされた場合（同⚒
→ 開方式を含めて競争的方式であっても，入札等に参加させる候補者数を制限するこ

とができる（65条⚑項）。これらのことから，選定手続きの最終過程（入札等）に
おける競争の範囲・程度は手続き及び調達機関の方針により異なりうる。

17) 公開方式を含めて競争的方法を用いる場合であっても，あらかじめ参加資格基準
を設け，この基準を満たした者だけを入札等の手続きに参加させることができる
（58条⚑項）。

18) Case C-234/03 ; Buying social guide, 25.
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項）がある19）。

第⚒の事由には，重大な業務上の不正行為（grave professional misconduct）を行い，

信用に疑義が生じている場合（同⚔項⒞）が挙げられている。重大な不正行為（grave

misconduct）について，指令前文では，原則（前記⑵）に挙げる EU 又は加盟国法上

の規定，とりわけ環境，社会又は労働法上の義務違反（労働協約違反を含みうる。）の

場合に，これを認めることができる旨のことを規定している（37・38項）。

② 入札等資格付与（selection）

入札等に参加することができる事業者を選択する基準（selection criteria）について，

指令では，［1］業務を遂行する上での適性（suitability to pursue the professional

activity），［2］経営・財務状況（economic and financial standing）及び［3］技術力・

専門的能力（technical and professional ability）に関連する基準を設定することができ

る（ただし，いずれについても契約の対象に関連し比例的でなければならない）とする

（58条⚑項）。技術力・専門的能力については，調達機関は，事業者が十分な人員，技

術力及び経験を有することを条件とすることができるとする（同⚔項）。

⑸ 発注先の選定（award）

契約の相手方として選ぶことは，公共調達指令上，「award」と呼ばれる。選定の基

準においては，事業者が一定のラベル（認証）を得ていることを選定基準とすることが

できる。ラベルにかかる規定は，技術仕様の設定等，調達過程の別の段階にも関係する

が，便宜上，ここで説明する。

① 選定基準（一般）

⒤ ｢最も経済的に条件の良い（most economically advantageous）」選定基準と労働条

件の考慮

契約先（発注先）を選定する基準（contract award criteria）について，指令67条⚑

項は，調達機関は，「最も経済的に条件の良い（most economically advantageous）申

込（ないし入札，tender）」を行った者を選定するものとすると規定する。指令では，

これに続けて，「最も経済的に条件の良い」申込みについて，次のように規定する（同

⚒項）。

19) なお，調達機関は，司法・行政判断が確定しない場合であっても調達機関が社会
保障料支払いにかかる義務に反したことを明らかにした場合を資格停止事由に加え
ることができる（57条⚒項）。
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「調達機関からみて最も経済的に条件の良い申込みであることは，68条に規定す

るライフサイクル・コスト計算20）などの費用対効果アプローチに基づいて，価格

又は費用に基づいて明らかにされるものとし，品質価格比（price-quality ratio）

が最も優れているものを含みうるものとする。なお，品質価格比は，質（qualita-

tive），環境ないし社会的側面にかかわる側面にかかる基準を含む基準（criteria）

であって，公契約の対象（subject matter）に関係するものに照らして評価するも

のする。この基準は，たとえば，次の事項により構成することができる。

⒜ 品質（技術的性能，美的・機能的性質，使いやすさ，利用者全てが［使いや

すい］デザイン，社会上，環境上若しくは技術革新上の特性（social, environ-

mental and innovative characteristics）又は取引及びその条件（trading and

its condition）を含む）

⒝ 契約履行を担当する人員（staff）の組織（organisation），資格（qualifica-

tion）及び経験（ただし，当該担当人員の質が契約履行の水準に相当の影響を

持ちうる場合）……

加盟国は，調達機関が唯一の選定基準として価格のみ（price only）又は費用の

み（cost only）の基準を設定することを禁止し，又は，一定の種類の調達機関又は

契約についてこれらの基準を用いることを制限することができる。」［下線筆者］

以上のように，公共調達指令では，経済的に最も条件が良いことを選定基準とすべき

ことを規定した上で，最も良い条件かどうかを検討する上で社会的側面の考慮を行うこ

とを認めている。これは，旧指令からの重要な改正にあたる21）。旧指令第53条⚑項⒜

20) 68条では，環境について，環境上の外部効果も考慮した上でライフサイクル・コ
スト計算をすることができることを規定している。指令では，事業者が賃金を低く
することで社会的に生じる負の外部効果については言及がない。欧州議会は，社会
的外部性をライフサイクル・コスト計算に含めるべきことを提言していた。
European Parliament legislative resolution of 15 January 2014 on the proposal for
a directive of the European Parliament and of the Council on public procurement
(Final) 15 January 2014 <http: //www. europarl. europa. eu/sides/getDoc. do?
pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0007 + 0 +DOC+XML+V0//EN>
accessed 9 March 2016. しかし，指令最終案ではこの意見は採用されなかったと
のことである。Paula Bordalo Faustino, ‘Award Criteria in the New EU Directive
on Public Procurementʼ [2014] 23 P.P.L.R. 124, 128.

21) See, e. g., Crown Commercial Service (UK), A Brief Guide to the EU Public
Contracts Directive (2014) (October 2015) 5. 20, 5. 22 ; Constant De Koninck, →
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では，調達機関が選定にあたり環境上の特性（environmental characteristics）を考慮

してよいとされるにとどまり，社会的側面（social aspect）からの考慮を行ってよいこ

とや，考慮される品質には社会的特性（social characteristics）が含まれうることは明

記されていなかった。

旧指令においては，発注先選定は［1］経済的に最も条件がよいこと，又は，［2］最

も低い価格を提示していること（the lowest price only）のいずれかを基準とすべきで

あるとされていた（53条⚑項）。改正により，最も低い価格をつけているという上記

［2］の表現は，選定基準にかかる規定内では明示的には用いられなくなった。ただ，

この変更は，旧指令における上記［2］の基準，すなわち専ら価格の低さだけを選定基

準とすることを調達機関に対して一般的に禁じる趣旨のものではない。公共調達指令前

文90項では，経済的に最も条件がよいかどうかの判断を専ら価格ないし費用22)（price

or cost effectiveness only）に照らして判断することができると述べられている。加盟

国が，67条⚒項（上記）の規定に基づいて，当該加盟国の調達機関が価格のみ又は費用

のみを考慮することとする選定基準の採用を禁止した場合に限って，当該加盟国の調達

機関は，専ら価格・費用が低いことを選定の基準とすることができなくなる23）。

→ Thierry Ronse and William Timmermans, European Public Procurement Law
(2nd edn, Kluwer Law Intʼl 2015) 50-53. 新たに設けられた規定は，欧州司法裁判
所の判決（後記）を成文化したものであると説明されることがある（See, e.g.,
Koninck and others, n *, 50-53）が，判決の中には，加盟国等の調達機関が労働条
件等を考慮して選定することに制約を課す内容のものも含まれており，このような
考慮が許される場合は限定されるとみることも不可能ではなかったのであるから，
このような考慮が可能であり，しかも契約対象との関連性も広い範囲で認める内容
の規定が設けられたことは，やはり意義があったといえる。To that effect, see
Arrowsmith (n 11) 744-47.

22) ここで「価格」は調達対象の価格をさし，「費用」はこの意味での価格に調達の
ために必要な他の経費を足したものをさす。See, e.g., Crown Commercial Service
(UK), The Public Contract Regulations 2015 : Guidance on Awarding Contracts,
available at <https: //www. gov. uk/guidance/transposing-eu-procurement-direc
tives> accessed 18 March 2016 (hereinafter referred to as ‘CCS award guidanceʼ),
7.

23) 価格ないし費用のみを基準にして選定を行うことが禁じられているわけではない
ことについては，このほか，CCS award guidance 3 参照。公共調達指令では電子
入札の方法を用いる場合には，専ら価格のみに基づいて選定することができること
が明示的に規定されており（35条⚓項⒜），このことからも指令が専ら価格の低さ
だけを考慮して契約先を決定することに対して一般的に否定的な態度をとってい →
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前文では，この点について，さらに，「フェア・トレード品（fair trade products）」

であることを選定基準に加えることができることを明らかにするとともに（97項），最

低賃金の支払いを含む労働条件についての規定を選定基準に加えることができることを

示唆している（98項）。また，欧州委員会「社会的調達ガイド」では，次の具体例をあ

げて説明が行われている24）。例えば，障害者ケア・サービスを調達する場合に年齢，

性別，社会的困難などに応じてユーザー特有のニーズにあわせて必要な事項を考慮する

よう選定基準を設定したり，公的セクターでの採用試験等サービスを調達する際に入札

者に対して当該試験等サービスが参加者に年齢，性別，人種，宗教等により差別するこ

となく平等な機会を保障するものとなっているかどうかを尋ねたりすることは許される。

これに対して，例えば病院建設にかかる契約中で，一定地域における雇用機会創出・促

進のために契約者が［当該病院で用いられる］設備を当該地域から購入するように選定

基準を設定することは，病院の建設という契約対象とは関係がない上に，当該地域から

設備購入を行う者をそうしない者よりも有利に扱う点で差別的であることから，許され

ない。

⛷ 労働条件・最低賃金について

このように改正後の指令は，労働条件を選定において考慮することを認める方向性が

とられている。もっとも，限界がないわけではない。指令前文は，特に，指令 96/71 号

（海外派遣労働者指令）（前記）に従う必要があるとし，この指令の規定からして加盟

国は最低賃金については同指令にいう加盟国の法令又は労働協約により設定された水準

としなければならないと述べている（102項）。

海外派遣労働者指令と公共調達・公契約上の労働条件（なかでも最低賃金）の設定方

法との関係については，欧州司法裁判所判決により，［1］自治体等調達機関が所在する

加盟国が最低賃金を設定していない場合又は当該加盟国において当該自治体等調達機関

が設定しようとする最低賃金水準を下回る最低賃金が法定されていない場合には，自治

体等加盟国内の調達機関は，法令ないし条例（公共調達にかかる法令等を含む。）によ

り，一定水準以上の賃金を支払うことを選定の基準としたり公契約上義務付けたりする

ことができること25），[2］他方で，法令定められた最低賃金も一般的に適用されるべ

→ るわけではないことがうかがえる。
24) Buying social guide, 38.
25) Case C-115/14 Regiopost v Stadt Landau（ECR 未登載）．ドイツ・ラインラン

トプファルツ（Rhineland-Palatinate）州が州法において時間当たり8.5ユーロ以上
の賃金を支払うことを書面により確約する事業者（下請事業者を用いる場合に →
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きものと宣言された労働協約上の最低賃金も存在しない場合において，調達機関が設定

した最低賃金以上の支払を行うことを選定基準としたり公契約上強制したりすることは

許されないこと26）は明らかになっている27）［下線筆者］。

→ は，当該下請事業者にも最低賃金の支払いを遵守させ下請事業者から書面による確
約書を得て提出する事業者）でなければ調達先として選定することができないと規
定していることについて，これらの規定は，海外派遣労働者指令上の最低賃金を定
める法令に該当するのであり，同法に基づいて同州内のランダウ・イン・デア・プ
ファルツ（Landau in der Pfalz）市が上記の確約書を提出しない事業者を選定しな
かったことは海外派遣労働者指令に反しないとした。欧州司法裁判所は，Rüffert
事件判決（次注）に触れて，Rüffert 事件での最低賃金は建設業における公共工事
のみに適用されていたのに対して本件では業種を問わず最低賃金を定めるものであ
ること，Rüffert 事件では最低賃金を法令により定めているとは認められなかった
のに対して本件では法令上最低賃金を定めているものと認められることなどから状
況が異なると述べた。また，判決では，確約書を提出しない事業者を調達手続から
排除することも違法ではないとした。

26) Case C-346/06 Rüffert v Land Niedersachsen (Rüffert) [2008] ECR I-01989 ド
イツ・ニーダーザクセン州が州法上，公共工事のみに適用される労働協約上で定め
られる最低賃金の支払いを行うことを確約した事業者を調達先として選定すること
としていることについて，このような法令は海外派遣労働者指令上の最低賃金を定
める法令にあたらず，一般的に適用されることが宣言された労働協約に基づくもの
ともいえないのであるから，同指令⚓条⚑項及び同⚘項に規定される最低賃金には
あたらないとした。そして，設立（開業）の自由を規定した欧州機能条約49条の規
定に照らして海外派遣労働者指令を解釈するならば，⚓条⚑項上，加盟国に遵守確
保が義務付けられた最低賃金を上回る条件を事業者が遵守することを当該加盟国内
における役務提供の条件とすることは同指令に反し許されないとした。

27) Regiopost 判決（Case C-115/14）では，前出注(25)のとおり判断を下す中で，
当時，ドイツにおいて最低賃金を定める法令が存在しなかったことにも着目し，ド
イツ海外派遣労働者法その他ドイツの法令において「郵便事業分野においてより低
い賃金の支払いを義務付けるものは存在しなかった」（パラ62）と述べた。そこで，
この判示が，加盟国が国レベルで法令により最低賃金を設定している場合であって，
海外派遣労働指令上の一般的に適用される労働協約も存在しない場合には，加盟国
が設定する最低賃金を上回る最低賃金を一定地域ないし一定分野について自治体等
が条例等で設定した上で，その遵守を選定上考慮したり公契約上義務付けたりする
ことはできないことを含意するものなのかどうかが問題となることとなった。この
点についての解釈はまだ明らかとなっていないように思われるが，そのように解釈
する者（つまり，加盟国法上設定された最低賃金を上回る賃金支払を自治体が条例
により義務付けることはできないとする者）がある。See, e.g., Joosje Hamilton
and Brendan Ryan, ‘Minimum wage special conditions in public procurement →
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海外派遣労働者指令が及ばない場合には，自由移動原則との抵触も問題になりうる。

欧州司法裁判所は，使用者が調達機関とは異なる加盟国において労働者を業務に従事さ

せる場合において，調達機関が自国の最低賃金法の遵守を当該使用者に義務付けること

は，自由移動原則及びこれを規定した条約に反し許されないことを明らかにしてい

る28）。

⛸ ｢契約対象に関係すること」の要件

選定基準が「公契約の対象に関係する」かどうかについて，指令は，契約に基づいて

提供される工事等のいずれかの側面ないしライフサイクルのいずれかの段階（なお，こ

れらには，工事等の製造，提供若しくは取引の一定の過程（specific process）又はライ

フサイクルの他の段階に関係する一定の過程にかかる要素が含まれる。これらの要素が

労務等の内容（material substance）を構成するものではない場合も同様である。）に関

係すれば，かかる関係性が存在すると認められるとする（67条⚓項）。

関係性の有無の判断は，容易ではないようにみえる29）。事業者が一般的に企業の社
→ tender processes : Regiopost v Stadt Landau (Case C-115/14)ʼ (Norton Rose

Fulbright, February 2016) <http: // www. nortonrosefulbright. com/ knowledge/
publications/136611/minimum-wage-special-conditions-in-public-procurement-
tender- processes- regiopost- v- stadt- landau- case- c- 1151> accessed 18 March
2016.

28) Case C-549/13 Bundesdruckerei v Stadt Dortmund (Bundesdruckerei)（ECR 未
登載）．邦語での判例評釈に山本志郎「EU 国外事業者への州公契約法上の最賃規
制の EU 法適合性：ECJ judgment of 18. 9. 2014, Case C-549/13 [Bundesdruc-
kerei］」労働法旬1850号32頁以下（2015）がある。この事例においてドイツ・ノル
トライン＝ヴェストファーレン州は，州法上，事業者が時間当たり8.62ユーロの最
低賃金を支払うことを書面により確約しない限り当該事業者を調達先として選定す
ることはできないこととしていた。同州内のドイツ・ドルトムント市が都市計画に
かかる書類のデジタル化及び改変業務の調達について，ドイツ外（ポーランド）に
設立された下請事業者により業務が遂行されドイツへの労働者派遣が行われない場
合であっても当該下請事業者が週法上規定された最低賃金を支払うようにしなけれ
ば調達先として選定しないとしたことについて，欧州司法裁判所は，本件において
は海外派遣労働者指令の適用はなく，下請事業者に州法上の最低賃金を守らせるこ
とを要求することは EU 機能条約56条（サービス提供・受領の自由）に反すると
した。

29) 環境にかかる考慮に関しては関連性の判断において参考になる判決がいくつかあ
るが，社会的側面については，企業の社会的責任には関係性がないとした事例（後
述注(32)参照）以外には例が殆どないようである。Christopher H. Bovis, The
Law of EU Public Procurement (2nd edn, OUP 2015) 11.21-29.
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会的責任を果たしているかどうかを考慮することには，契約対象との関係性は認めにく

いものと思われる30）。指令前文でも，企業の一般的方針について基準・条件を設定す

ることには契約対象との関係性が認められず，調達機関は，事業者に対して一定の社会

的・環境上の責任にかかわるポリシー（corporate social or environmental responsibi-

lity policy）を備えるよう要求することはできないとしている（97項）。また，欧州委員

会「社会的調達ガイド」も，会社が一般的な方針として障害者や女性などを採用してい

ることなどには関係性が認められないものと考えられるとする31）。

⛹ 情 報 開 示

調達機関は，最も経済的に有利な申込であるかどうかを判断する際に，選定基準とし

て採用した考慮事項がそれぞれどの程度の重要性（重み）を判断全体の中で有するのか

を明らかにしなければならない（ただし，価格のみを基礎としてこの判断を行うことと

する場合はこの限りでない）（67条⚕項）。重要性は，最大でおよそどの程度の重みをも

ちうるのかを示すことにより行うことができる（同）。客観的理由により重要性を示す

ことができない場合には，調達機関は，重要な順番に考慮要因を列挙することにより基

準を示さなければならない（同）。

② ラベル（認証）について

一定の環境，社会，その他特性にかかわる工事・物品等の調達を行う場合には，調達

機関は，選定基準，契約履行上の条件（contract performance conditions）又は仕様書

において，サービス等が当該要求される特性を有するものであることを証明する手段と

して，一定の「ラベル（label）」を取得していることを要求することができる（43条⚑

項）。この「ラベル」とは，問題の工事等，プロセス（process）又は手続きが一定の条

件を満たすものであることを証明する書類，認証又は証明書を指す（⚒条⚑項23号）。

調達機関が，このようにラベル取得を要求する場合には，次の条件の全てが満たされて

いる必要がある：① ラベルを取得する上での条件（label requirements）（⚒条⚑項24

号参照）が，契約対象に関係する基準のみにかかわるものであり，かつ，契約対象であ

る工事等の特性を定義する上で適切なものであること，② ラベル取得上の条件が，客

観的に検証可能で非差別的な基準に基づいて設定されていること，③ ラベルが公開さ

れた（open）透明な手続きにより付与され，かつ，この手続きには，政府機関，消費

者，社会的パートナー（social partners），製造業者，流通業者，非政府機関（non-

governmental organisations, NGOs）の参加が可能であること，④ 利害関係を有する

30) 後記注(32) MAX HAVELAAR (C-368/10) 判決参照。
31) Buying social guide, 29.
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者すべてがラベルを取得可能（accessible）であること，⑤ ラベル取得上の条件が，ラ

ベルを得ようとする事業者が決定的な影響を行使することができない第三者によって設

定されていること（43条⚑項⒜ないし⒠）。

調達機関がラベル取得上の条件すべてに工事・物品等が準拠していることを要求しな

い場合には，調達機関は，ラベル取得上の条件のうちどの部分について述べているのか

を明らかにしなければならない（同⚑項）。また，一定のラベル取得を要求する場合に

は，調達機関は，工事・物品等が同等のラベル取得上の条件に準拠するものであること

を明らかにするものである限り，これら全てのラベルを受容しなければならず（同），

事業者に帰すべき以外の事由により適切な期間内に事業者が一定のラベルないしこれと

同等のラベルを取得することができないことを明らかにする場合には，調達機関は，他

の適当な方法により工事・物品等が当該ラベル取得上の条件に合致するものであること

を証明することを認められなければならない（同）。

旧指令と比較すると，旧指令では環境に関するいわゆる「エコラベル」について明示

的な言及があるにとどまっていたのに対して，改正後の指令では公共調達指令上で社会

的な側面から一定の特性を備えることを要求する場合にもラベル取得要求ができると明

示的に規定されていることに違いがある。この点及び改正後のラベルに関する規定のう

ち他の部分も，欧州司法裁判所 MAX HAVELAAR 事件判決（2012年）に沿った内容

となっている32）。

32) C-368/10 Commission v Netherlands (MAX HAVELAAR) available at <http:
//curia.europa>. この事件においては，オランダの調達機関が，紅茶・コーヒー
等の調達にあたり「MAX HAVELAAR」ラベルかこれと同等のラベルが付されて
いることを要求し，欧州委員会はこのような要求を行うことは，透明性，均等取扱
い及び差別禁止という基本原則等に違反すると主張した。「MAX HAVELAAR」
ラベルは，いわゆるフェア・トレード製品であることを示すラベルであって，開発
途上国における小規模事業者によって構成される機関によって市場価格よりもより
有利な価格その他取引条件で購入される等の条件を満たした商品であることを示す
ラベルだった。欧州司法裁判所は，旧指令に照らして検討を行い，調達機関が「最
も経済的に有利な条件」を提示した者を選定することとした場合には指令に従って
判断を行わなければならないが，指令で判断の際に考慮すべき事項について規定し
た部分では「例えば」という文言が用いられており，指令に述べられた事項に判断
の基礎とすることができる事項が指令上限定されているわけではないとした（パラ
84）。そして，選定基準は，経済的（economic）なものでなければならないわけで
はなく，質にかかわる（qualitative）なものであってもよいのであって，調達機関
は，契約の対象にかかわる人々であって社会的に特に不利な立場におかれ →
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⑹ 低 入 札

低入札について，異常に低い価格が提示された場合に調達機関は事業者に価格又は費

用について説明を求めるべきこと（69条⚑項），この際には本指令18条⚒項（上記）に

規定する義務遵守等についての説明を求めることができること（同⚒項），調達機関は

18条⚒項に規定される義務違反のために価格が以上に低くなっていることを認定した場

合には申込を拒否すべきこと（同⚓項）が規定されている。

これらのうち第⚑項は義務的規定であり，本規定に基づいて調達機関は必ず説明を求

めることになる（前文103項）。また，義務違反が明らかになった場合には，上記⚓項の

規定より，調達機関は低入札を行った者を調達先として選定することができなくなる。

旧指令では，義務違反による低入札者を調達先として選定しないことができることが示

唆されるにとどまっており（55条），調達先としての選定禁止規定挿入は改正により変

更された点である。

⑺ 契約内容ないし契約履行上の条件

調達機関は，契約の履行に関して一定の条件（special condition）を設定することが

できる（ただし，この条件が，指令67条⚓項の規定（上記）の意味で契約対象と関係し

ている場合に限る。）（70条）。この条件には，経済的事項，技術革新に関連する事項

→ た人々のニーズに応じて社会的必要性（social requirement）に合致するような選
定基準を設けることができるのであり，調達機関は，契約の対象となる人々その他
人々にかかわる社会的性質（social nature）の考慮に基づいて選定基準（award
criteria）を設けることができるとした（パラ 85）。選定基準は契約対象と関係性
がなければならないが，この点については，選定基準は製品の内在的性質
（intrinsic characteristic），つまりその物的性質（material substance）に関わるも
のである必要はなく，その製造過程に関わるものであってもよいのであり，フェ
ア・トレード品であることが契約対象と関係がないとする委員会の主張は受け容れ
られないとした（パラ 89-92）。他方で，調達機関は，精確性及び客観性の原則
（principles of precision and objectivity）に則って調達を行わなければならないと
ころ，調達機関が一定の基準を満たすことを他の方法により証明することを認める
ことなく特定のラベルないし特定のラベル及びこれと同等のラベルが付されている
かどうかにより選定を行うことは許されないとした（パラ 93-97）。また，事業者
に対して，「サステナブルな購入」を行い，「社会的責任を果たすよう事業を行って
いる（socially responsible business）」ことを仕様書において求めることについて
は，商品の品質に関する基準を定めているものとみることはできず，透明性も欠く
とした（パラ 105 以下）。
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［又は］環境，社会若しく雇用に関連する事項（environmental, social or employment-

related considerations）を含めることができる（同）。

社会又は雇用に関連する事項について，指令前文では，より具体的に，EU 法，加盟

国法，指令附則Ｘ（前記）に規定する国際条約又は労働協約上の義務であって，社会又

は労働法分野における義務に契約の相手方たる事業者及びその下請事業者が従うべきこ

とを契約中で定めることができることを明らかにしている（37・38・97・105項)33）。

ただし，とりわけ労働条件については，特に指令 96/71/EC 号（前記，海外派遣労働者

指令）に反しないようにする必要があり，最低賃金は同指令で認められた水準以上のも

のを設定することは許されないとしている（98項）（下線筆者）。

この前文でも言及があるように，加盟国は，下請事業者にもこれらの契約条件が遵守

されるようにするための措置を採用することができる。公共調達指令において労働法遵

守等の原則の下請事業者による遵守確保を，規制権限を有する加盟国機関がとるように

すべきことが規定されていることは前記のとおりである（71条⚑項）。

欧州委員会「社会的調達ガイド」には，調達機関は，契約履行上の条件中で最低賃金

支払義務，安全衛生上の要求や，より一般的にディーセントな労働基準を維持すべきこ

となど，社会的な考慮事項にかかわる条項を含めることができるとの説明がある34）。

ガイドでは，さらに，調達機関の一部は下請事業者が強制労働の禁止義務等を遵守する

ことを要求するようになっている（ただし，このような問題が生じそうな場合）ことが

指摘されている35）。

ただし，労働条件の設定については一定の制限がある。前文では，上記の通り，最低

賃金の設定について加盟国の裁量には指令 97/71/EC 号との関係で限界があることを明

らかにしている。また，下請事業者に条件を守らせることについて，下請事業者が調達

機関が存在する加盟国の外に存在する場合に調達機関が所在する国の法令遵守を義務付

けることができるのか及び71条⚑項上の「規制権限を有する機関」が何であるのかが問

題になる。これらの点については，上記⑸①⛷ないしここで引用した判決が参考になる。

また，ここでも条件は契約対象と関係があるものであることが求められる。契約対象

との関係性について，欧州委員会「社会的調達ガイド」では，関係性が認められない例

33) 欧州委員会「社会的調達ガイド」45頁では，スウェーデン道路管理局が公契約中
で国際労働機関（ILO）労働条約のうち中核的労働基準の遵守を事業者に義務付け
た例が紹介されている。

34) Buying social guide, 47.
35) ibid 47.
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として，別の契約で一定率の障害者を雇用することを求めるなど他の契約において事業

者が行うことを制限する場合，障害者用センター建設向けに寄付を行うことを求める場

合，及び，工事を行う事業者に対して調達機関のスタッフ向けに託児所を設けることを

要求する場合をあげている36）。

⑻ 小 括

ここまでで見てきたように，EU は，公正な労働条件の確保，なかでも一定水準以上

の賃金を契約先事業者（契約先が下請を行う場合には下請先事業者を含む。）が支払っ

ているかどうかを公共調達の契約先として選定する際に考慮することを認めている。さ

らに，公契約においてこれらの事項について規定をおくことを認めている。ただし，い

ずれの場合であっても，これらの基準・条件が契約対象と関係している必要がある。ま

た，最低賃金にかかる基準・条件を設定することについては，条約，指令及び判例法上

の制約がある。さらに，EU は，このような考慮を行ったり規定をおいたりすることを

加盟国ないし加盟国調達機関に義務付けることはしておらず，加盟国等にはこれらの事

項に関して裁量が認められている。そこで，加盟国がどのようにこの裁量を行使してい

るかが問題となる。次節では，英国を例にしてこの点を検討することとする。

3．英 国

⑴ は じ め に

公共調達指令では，一定の事項について加盟国に明示的に裁量を与えている。また，

抽象的な規定をしていることから様々な解釈・運用の余地が残っている部分がある。加

盟国においては，裁量をどのように行使し，どのように国内法化を行っているのだろう

か。本節では，英国を例にして検討を行う。

公共調達指令の国内法化は，スコットランドを除く英国については2015年公契約規則

（The Public Contracts Regulations 2015）により，スコットランドについては2015年

公契約（スコットランド）規則（The Public Contracts Regulations (Scotland) 2015）

により行われた。また，スコットランドでは，これに先立ち2014年調達改革法（Pro-

curement Reform (Scotland) Act 2014）及びこれに基づく指針等が公共調達指令に沿う

形で定められた。スコットランドを除く英国とスコットランドでは，最低賃金について

36) ibid 43. 託児所の例については，このようなサービスは工事の履行には関係が
ないとし，このようなサービスが必要なのであれば別途，調達手続に付すべきであ
るとしている。ibid.
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対照的なアプローチをとっている部分がある。また，スコットランドで出された指針で

は契約の対象との関係性について具体的な説明を行っている箇所があり興味深い。

これらの法律・規則等の内容を検討するに先立ち，英国における労働者を保護する法

令等の内容を確認しておく。英国における個別的労働関係法には，最低賃金法に相当す

る1998年全国最低賃金法（National Minimum Wage Act 1998）及びこれを部分的に改

正する2016年全国最低賃金（改正）規則，労働条件の文書による明示義務，賃金の減額

禁止等を定める1996年雇用権利法（Employment Rights Act 1996），労働時間，休憩等

及び割増賃金について規制する1998年労働時間規則（Working Time Regulation 1998），

賃金について差別を禁止する同一賃金法（Equal Pay Act 1970），雇用機会の提供及び

賃金以外の労働条件等について差別を禁じる2010年平等法（Equality Act 2010），1974

年職場安全衛生法（Health and Safety at Work etc Act 1974），2000年パートタイム労

働者（不利益取扱い防止）規則（Part-Time Workers (Prevention of Less Favourable

Treatment) Regulation 2010），2010年派遣労働者にかかる規則（Agency Workers

Regulations 2010），解雇制限及び手続きにかかる判例法などがある。賃金について，

1998年全国最低賃金法により労働者は全国最低賃金以上の賃金の支払いを請求する権利

を有する（⚑条・17条）。2015年の全国最低賃金（national minimum wage）（21歳以

上）は，6.7英ポンドだった37）。2016年⚔月⚑日には，1998年法を改正する2016年規則

が発効し，同日以降は「National living wage（生活保障賃金）」（25歳以上）である7.2

ポンドが賃金の最低額となる（規則第⚓条）（以下，2016年規則上の生活保障賃金を

「英国規則法上の生活保障賃金」という。）。労働時間については，1998年規則により週

48時間（残業時間を含む。）と規定されており（⚑条），この規定に反した使用者に対し

ては刑事罰が科される（29条）。これらの労働者保護法の内容は，スコットランドを含

めて英国全体にわたって概ね同様である。

これらの法令の他に重要な機関・制度として，Living Wage Foundation と同機関に

よる認証制度がある38）。Living Wage Foundation は，英国各地の生活保障賃金運動

（キャンペーン）の結果設立された民間の機関であり，法令及び中央政府機関とは独立

に計算された生活保障賃金を設定してその採用を促している。計算は，ロンドン外につ

いてはラフバラー大学社会政策研究所（Loughborough University Centre for Research

37) UK Government, ‘National Minimum Wage and National Living Wage ratesʼ
<https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates> accessed 16 March 2016.

38) Living Wage Foundation <http://www.livingwage.org.uk/> accessed 16 March
2016.
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in Social Policy)39），ロンドンについては大ロンドン庁（Greater London Authority)40）

が行っている。2015年の Living Wage Foundation の生活保障賃金は，ロンドン外が

8.25英ポンド，ロンドンが9.40英ポンドだった41）（以下，このようにして設定される

生活保障賃金を「Living Wage Foundation 生活保障賃金」という。）。Living Wage

Foundation は，Living Wage Foundation 生活保障賃金以上の賃金の支払いを行うこと

など，一連の基準を満たした使用者を「Living Wage Employer」として認証する活動

を行っている42）。政府機関，地方自治体等の公的機関43）や大学等の非営利組織も認証

を受けることができる。スコットランド政府（government），ロンドン内バラ・カウン

シル（borough council），英国各地のカウンティ・カウンシル（county council）等が

認証を受けている44）。公的機関が認証を受けるためには，Living Wage Foundation 生

活保障賃金以上の賃金を自ら被用者に支払うほか，契約の相手方となる事業者に対して

も法令上許される限りで Living Wage Foundation 生活保障賃金以上の賃金支払いを求

める必要がある。

39) Loughborough University Centre for Research in Social Policy <http://www.
lboro.ac.uk/research/crsp/> accessed 16 March 2016.

40) See Mayer of London, ‘Living Wage in Londonʼ <https: //www. london. gov.
uk/what-we-do/business-and-economy/london-living-wage> accessed 16 March
2016.

41) Living Wage Foundation, ‘The Calculationʼ <http: //www. livingwage. org.
uk/calculation> accessed 16 March 2016.

42) Living Wage Foundation, ‘How to become a Living Wage Employerʼ, <http:
//www. livingwage. org. uk/how-become-living-wage-employer> accessed 16
March 2016.

43) 英国における自治体については，一般財団法人自治体国際化協会「英国の地方自
治体（概要版)――2015年改訂版」<www.clair. or. jp/j/forum/pub/docs/j51.pdf>
accessed 16 March 2016 を参照されたい。

44) 認証取得状況は Living Wage Foundation のホームページから検索することがで
きる。Living Wage Foundation, ‘Employer Mapʼ <http: //www. livingwagemove
ment.org/map> accessed 16 March 2016. 立法・課税等の面で中央政府から独立し
た権限を有する地域政府（ウェールズ，スコットランド，北アイルランド）のうち
では，スコットランド政府が最初に認証を受けた（2015年⚖月）。Living Wage
Foundation, News, ‘Scottish Government accredited as Living Wage employerʼ
<http: //www. livingwage. org. uk/news/scottish- government- accredited- living-
wage-employer> accessed 18 March 2016. スコットランド政府は地域政府の中で
は執筆時点において認証を受けた唯一の機関であるとみられる。
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⑵ 英 国（スコットランドを除く）における公共調達指令の国内法化

2015年公契約規則（以下，本項において「英国規則」ということがある。）の規定は，

基本的に，英国政府，スコットランドを除く地域若しくは地方政府機関（regional or

local authorities），公法（public law）に服する機関又はこれらの機関若しくは団体の

連合体が行う工事等の調達に適用される。規則は，主として，EU の公共調達指令上で

規定された基準額以上の公共調達に適用されるが（⚑条⚗項，⚒条⚑項，⚕条⚑項），

これらの調達機関が行う公共調達であって基準額を下回る契約についての規定もいくつ

か設けられている（109ないし112条）。もっとも，基準額を下回る契約については，情

報開示方法，契約相手方としての適切性審査方法等について一般的なルールを規定する

にとどまり，これらの規定の中には労働法の遵守や社会的事項の考慮等について明示的

に触れたものは存在しない。

EU 公共調達指令で規定された基準額以上の公共調達については，規則は，公共調達

指令の内容をほぼそのまま採用している。とりわけ，調達機関が従うべき原則，調達方

法 の 選 択，入 札 等 資 格 停 止（exclusion）事 由，入 札 資 格 付 与 の 基 準（selection

criteria），発注先の選定基準（contract award criteria），ラベルに関する規定，低入札，

契約履行上の条件について，公共調達指令の規定の内容の内容をそのままとりこみ，こ

れらの殆どの部分で文言も変えていない（それぞれ2015年公契約規則18条，26ないし32

条，57条，58条，67条，43条，69条，70条）。入札等資格停止事由について EU 公共調

達指令では明示的に加盟国の裁量にゆだねている部分があったが，労働・社会法に関し

ては，英国規則は，加盟国の裁量にゆだねられた部分を調達機関が裁量で決定できるこ

ととしている（57条⚘項⒜・⒞）。

発注先の選定基準について，EU 公共調達指令では，加盟国は調達機関に対して価格

ないし費用のみを基準として調達先を選定することを禁じることができると規定されて

いるが，英国政府は，この点についても，柔軟性を維持するためにこのような禁止規定

は設けない方針を採用し45），実際にこのような規定は設けられなかった（67条）。

英国規則は，入札等資格及び契約先の選定基準の一般原則を定めた規定（56条）にお

いて，「調達機関は，入札等が環境法，社会法及び労働法の分野において EU，英国法，

45) CCS award guidance 3. See also Government Response to the Consultation on
UK Transposition of new EU Procurement Directives―Public Contracts
Regulations 2015 (19 Sep 2014) <https://www.gov.uk/government/consultations/
transposing- the- 2014- eu- procurement- directives> (hereinafter referred to as
‘Responseʼ) 24.
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労働協約，又は公共調達指令附則10に規定された国際環境・社会・労働法に反するこ

とを立証した場合には，最も経済的に条件の良い」入札等を行った者を契約先として

選択しないことができるとする（⚒項）。この規定と文言を同じくする規定は EU 公共

調達指令には存在しないものの，内容的にこの規定は EU 公共調達指令の規定内容を

より明確な形で表現したにすぎないといえる。なお，この規定については規則制定過

程で，労働組合等から，労働法，安全衛生法等に違反した事業者を契約先とすること

を禁じる旨の規定をおくことが提案されていたが，英国政府は，調達機関が柔軟に方

針を決定することができるようにするため，このような義務的規定は設けないことと

した46）。

EU 公共調達指令18条⚒項の規定については，英国政府は，あえて公共調達指令上の

規定の文言に対応する規定を規則内に設けることを回避した。指令18条⚒項は，加盟国

に対して公契約の履行において事業者が労働法等に関して国際法，EU 法，加盟国法，

労働協約等上の義務を遵守するようにすべきことを定めた規定である。指令では，この

規定に関してさらに下請事業者により契約が履行される場合には，下請事業者もこれら

義務を果たす必要があることと義務遵守確保措置が加盟国によりとられるべきことを規

定している。もっとも指令18条⚒項では，加盟国がこれを適切な措置（appropriate

measures）により行うべきであるとしており，どのような方法で実現するかについて

は加盟国の裁量を認めている。この規定について，英国は，同国規則上18条⚒項に相当

する規定を設けないことを選択した。英国規則制定時には，特に下請に関して18条⚒項

の規定を規則上取り込むべきかどうかがの検討が行われ，18条⚒項の遵守を確保するた

めの一般的規定を規則上設けるべきだとする意見もみられたが，英国政府は指令18条⚒

項を規則に反映させて規制を行うという方法（regulatory measure）は採用せず，行政

上の措置（administrative measure）によりこの規定を実施することとした47）。このよ

うな方針を採用したのは，行政上の措置による方が柔軟に指令上の義務を果たしうるの

に対して，規則により義務付けを行うと柔軟性が失われると考えられためである48）。

そして，行政上の措置として，具体的には，調達機関に対して公契約上の条項にこれら

の義務を反映した条項を設けることを方針とすべき指針を示し，このような標準契約条

46) Response, 18.
47) Cabinet Office, Consultation Document : UK Transposition of new EU

Procurement Directives―Public Contracts Regulations 2015 (2014) B4-5 ;
Response, 101, 104.

48) Response, 104.
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項を示すとともに，特に下請についてどのような場合に下請業者を排除すべきことを要

求等することができるかの指針を示すこととした49）。

この後に英国政府が策定した下請に関する指針50）では，EU 公共調達指令18条⚒項

に触れた上で，英国政府としては調達機関は公契約上で次の条項，すなわち，公契約の

当事者（調達機関の発注先）たる事業者は下請契約において ① 下請事業者が環境法，

社会法又は労働法を遵守しなかった場合には当該下請事業者との契約を解除することが

できることを規定し，② 下請事業者がさらなる下請（再下請）を行う場合には，再下

請先との契約上，①と同趣旨の規定を設けるべきことを要求することを内容とする条項

を設けることを「推奨する（recommend）」としている。なお，調達機関に対して公契

約上の条項にこれらの義務を反映した条項を設けることを方針とすべき指針の所在は本

稿執筆時点において不明である51）。

これらの一連の法令等のほか，イングランド及びウェールズの調達機関は2012年公共

サービス（社会的価値）法を遵守する義務がある。同法は，調達機関に対して役務の調達

を行うに際して，当該調達により関係する地域の経済，社会，環境に関する福利（well-

being）の向上がいかにはかられるかを検討することを義務付けている（⚑条⚓項）。

このように英国では EU 公共調達指令改正によって加盟国に新たに認められた裁量

を用いて調達機関に対して労働条件等の考慮を積極的に促すような国内法化は行われず，

調達機関に広い裁量が残された52）。

49) ibid.
50) Crown Commercial Service, The Public Contract Regulations 2015 : Guidance

on the New Subcontracting Provisions.
51) 標準契約条項（2014年）では，事業者は公契約上の義務を履行するにあたり適用

されるすべての法令（all applicable law）を遵守すべきこと規定してはいる（⚕条
⚓項）。Cabinet Office, Procurement Policy Note−Contracting for Value−Model
Services Contract (3 March 2014) <https: //www.gov.uk/government/uploads/
system/ uploads/ attachment_data/ file/ 286311/ PPN_New_Model_Services_Cont
ract_3_march_2014.pdf> accessed 18 March 2016 ; Crown Commercial Service−
Government Legal Service, Model Services Agreement <https: //www. gov.
uk/government/publications/model-services-contract> accessed 18 March 2016.

52) このような方向で国内法化を行ったのは英国に限られず，オランダ等相当数の加盟
国が類似の方向性をとったようである。See The Italian National Anti-Corruption
Authority and Department for European Union Policies, Italy, Comparative
Survey on the Transposition of the New EU Public Procurement Package (2014)
<http://www.publicprocurementnetwork.org/docs/ItalianPresidency/documento →
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このなかで英国内の調達機関がどのような調達方針を採用しているのかについては，

さらに詳しい調査が必要であり別稿を期すこととしたい。興味深い事例が存在すること

は確かである。例えば，ケンブリッジ市カウンシル（Cambridge City Council）は，

Living Wage Foundation から Living Wage Employer としての認証を受け，公共調達

に関して，① 同カウンシル内で業務に従事する事業者については，当該事業者との公

契約中で，カウンシル内で年⚘週間以上連続して⚑日⚒時間以上業務に従事する従業員

に対して Living Wage Foundation 生活保障賃金の支払いを要求する（ただし，このよ

うな要求が法的に可能である場合に限る。）とともに，② 当該事業者が下請事業者を用

いる場合には，下請事業者も同様に Living Wage Foundation 生活保障賃金を支払うよ

うにさせることを当該事業者に求めるという方針を採用している53）。

⑶ スコットランドにおける公共調達指令の国内法化ほか関連する法令

スコットランド政府は，Living Wage Foundation から認証を受けた「Living Wage

Employer」である（認証取得2015年⚖月)54）。EU 公共調達指令の国内法化及びこれ

と並行して行われてきた公共調達制度改革を通じて，スコットランドでは，Living

Wage Foundation 生活保障賃金を活用していく方向が目指されるようになっている。

スコットランドにおける EU 公共調達指令の国内法化は，2015年公契約（スコット

ランド）規則（以下，本項において「スコットランド規則」という。）により行われた。

この内容は英国の2015年公契約規則と殆ど同一である。ただ，労働者保護ないし社会的

側面に関して，英国規則と大きく異なるところがある。発注先の選定について，英国規

則では調達機関に対して価格ないし費用のみを基準として調達先を選定することを禁止

しなかったが，スコットランド規則では調達機関がこのような基準を設定すること，す

なわち価格ないし費用のみに基づいて発注先を選定することを明示的に禁止したのであ

る（67条⚑項⒝）。この結果，スコットランドでは，調達機関は，最も経済的に条件が

→ %206.pdf> accessed 18 March 2016.
53) Cambridge City Council, ‘Procurement Strategy March 2015-March 2018ʼ, 6.12

<https://www.cambridge.gov.uk/sites/default/files/documents/Procurement%20
Strategy_FINAL.pdf> accessed 16 March 2016. ケンブリッジ市カウンシルは，
生活保障賃金の促進上際立った活動を行った機関として2015年に Living Wage
Foundation Award を受賞している。Living Wage Foundation, ‘Living Wage
Champion Awards 2015ʼ <http://www.livingwage.org.uk/living-wage-champion-
awards-2015> accessed 16 March 2016.

54) 前出注(44)参照。
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よい入札等を選定しなければならないが，この判断を専ら価格・費用の観点から行うこ

とは不可能となっている（67条⚑項）。

スコットランドでは，公共調達指令の国内法化と並行して，一連の公共調達改革が行

われ，2014年調達改革法（以下，本項において「改革法」という。）が制定された。改

革法では，⚘条において，一般的な義務（general duties）として，調達機関は「サス

テナブルに調達を行う義務（sustainable procurement duty）」を遵守しなければならな

いと規定する（⚒項）。「サステナブルに調達を行う義務」とは，調達実施に先立ち，調

達手続の実施により，① 調達機関の地域において経済的，社会的又は環境上の厚生

（wellbeing）の改善，② 調達手続に中小企業，第三セクター機関及び援助を受けてい

る事業（supported businesses）の関与拡大並びに ③ 技術革新の促進をいかに行うこ

とができるかを検討し，この検討により明らかになった改善等を行うことができるよう

に公共調達を実施する義務を意味する（⚙項⚑項)55）。ただし，この際に考慮すること

ができるの調達されるものに関連性がある事項に限られる（同⚒項）。また，これらの

考慮は比例的な限度で行われる（同）。

改革法15条⚑項では，公共調達額の総額が年あたり⚕百万英ポンド以上の相当な規模

に上ることが予想される調達機関は調達方針（procurement strategy）を定め，方針の

見直し（review）を行わなければならないと規定するが，この調達方針においては，

なかでも調達機関が ⒤ 機能・目的の達成，⛷ 費用にみあった価値（value for

money）の確保，⛸ ⚘条（上記）に規定する義務の遵守をいかに行うかを明らかにし

なければならないとし（同⚕項⒜），さらに，① 調達の対象（subject matter）の製造，

供給又は建設に携わる人に対する生活保障賃金（living wage）の支払，② 公正かつ倫

理的に（fairly and ethically）取引された商品・役務の調達等にかかる一般的な方針

（ないし原則，general policy）に関する調達機関の説明（ないし声明，statement）を

含めなければならないとする（同⒝⛸・⒱）［下線筆者］。上記①の「生活保障賃金」は，

改革法上は，認容できる（acceptable）生活水準を保障するのに十分な報酬を意味する

と規定されている（15条⚗項）。

改革法29条では，スコットランド大臣は，基準額――工事については200万英ポンド，

物品・役務については⚕万英ポンド（⚓条）――以上の調達を行う場合について，事業

者に対する参加資格付与（selection）及び契約相手方の選定（award）について指針

55) イングランド・ウェールズの2012年公共サービス（社会的価値）法（前記⑵）に
似ているが，改善等を行うことができるように公共調達を実施する義務を課してい
る点で改革法の方が踏み込んでいる。

研 究 ノ ー ト

(法雑 ʼ16）62―3・4―152

六
三
一



（guidance）を定めることができること（⚑項），この指針では生活保障賃金を含む報

酬等について説明することができること（⚒項），調達機関はこの指針を尊重（have

regard）しなければならないこと（⚓項）を規定している。この規定に基づいて出され

た指針として，「入札資格付与及び選定に関する指針――調達における生活保障賃金を

含む公正な労働条件（fair work practices）について」（2015年10月⚖日）（以下，本項

において「指針」という。)56）がある。スコットランドは，調達機関に対して，基準額

を下回る調達においてもこの指針を適用するよう促している57）。

指針では，「生活保障賃金」を Living Wage Foundation の設定する賃金であるとし，

これが改革法15条⚗項上の生活保障賃金にあたるとしている（附則（Annex）B）。

そして，次のように原則的な考え方が示されている58）。

使用者が公正な労働慣行を採用しているかどうかが役務，さらには物品又は工事の

質に直接的な影響をもつことがある。

公正労働慣行が役務等の質に対して関係性をもつ場合には，入札者が公契約履行上

自ら使用する労働者及び下請等系列取引（sub-contracting chain）の両方に関して

公正労働慣行についていかなる方針を用いているのかを調達において検討する必要

がある。

公正かつ平等な賃金（生活保障賃金を含む。）を支払っていることは，入札者が公

正な労働慣行を採用しているかどうかを評価する上で積極的に評価される。このこ

とは，公正労働慣行を採用していることを最も明確に示すものでもある。

調達機関は，関係する公契約において公正労働慣行を促進する方針を採用すること

により，改革法⚙条上のサステナブルに調達を行う義務のうち社会的厚生の改善を

行うことができる。

調達機関が公正労働慣行についてどのような方針を採用しているかの考慮は，契約

履行の性質，範囲，規模，場所等に照らして比例的に行わなければならない。

調達機関は，入札者が公正労働慣行に対して全体としてどのような方針を採用して

いるかを考慮しなければならず，かつ，すべての入札を平等に扱わなければならな

56) The Scottish Government, Statutory Guidance on the Selection of Tenderers
and Award of Contracts ; Addressing fair Work Practices, including the Living
Wage, in Procurement (October 2015), <http://www.gov.scot/Publications/2015/
10/2086/0> accessed 12 March 2016 (hereinafter referred to as ‘Scottish
Government guidanceʼ.

57) Scottish Government guidance, 2-3.
58) ibid 2.
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い。この考慮を行う際には，なかでも採用，報酬，労働の条件，専門的能力の利用

状況，雇用の維持，労働者代表制ないし労働者の意見の反映（worker representa-

tion）に関連する証拠の全てを考慮しなければならない。入札者の公正労働慣行に

ついてどのような方向性を採用するかは，入札者の規模及び契約の範囲に応じて違

うものでありうる。

この上で，指針では，とくに調達機関が改革法15条に規定される生活保障賃金等にか

かる方針を策定する上で関連する考慮事項について説明し，競争的調達手続において法

令により規定される最低賃金――具体的には全国最低賃金法に基づいて定められる全国

最低賃金――を上回る賃金を支払うことを義務的に要求することは EU 法上許されな

いが，入札者が公正労働慣行を採用しているかどうかを考慮する上で，改革法上の生活

保障賃金の支払いを行っているかどうかを考慮することはできる（ただし，専ら生活保

障賃金の支払いを行っているかどうかだけで公正労働慣行採用の有無を判断することは

許されない。）としている59）。

指針のうち改革法⚙条の「サステナブルに調達を行う義務」について説明した部分で

は，「原則的な考え方」として述べられたことのいくつかを繰り返した上で，公正労働

慣行が契約対象とどの程度関係性をもっているかどうかを考慮する必要があるとす

る60）。そして，工事及び役務の調達における契約対象との関係性については，公正労

働慣行は，契約を履行する労働者の質が役務又は工事の質に直接に影響する場合（care

and support service 等の場合）に特に関係をもつなどと説明する。また，物品調達に

ついては，物品の品質・機能が選択の基準になる場合には公正労働慣行は重要な考慮事

項とはなりにくいものの，労働者の物品供給への関わり方が質に影響を及ぼす場合（手

工業品の場合等）には公正労働慣行が考慮されるべきであるとする61）。また，公正労

働慣行が質に影響するかどうかを検討する際には，なかでも次の事項について考慮すべ

きであり，以下の事項のうちいずれかが認められる場合には公正労働慣行が契約を行う

上で関係性をもつ考慮事項となると考えられるとする62）。

不公正な労働慣行（poor work practices）（賃金等労働条件に関する慣行を含む。）

が質に影響したことがあること

事業分野において低賃金又は差別的賃金の支払いが行われたことがあること

59) ibid 5-6.
60) ibid 7.
61) ibid 7-8.
62) ibid 8.
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契約を履行する者に対して，ゼロ時間契約（zero-hours contracts）の不適切な使

用，傘下企業（umbrella company）を利用した間接雇用をその必要性がないにも

行うこと，在宅介護事業において就業中の移動時間に対する支払いを行わない場合

等のように雇用関係又は労働時間を不安定化させる形で時給制を用いること等の搾

取的慣行が行われる危険性があること

労働条件が採用又は保持（リテンション）を不適切なものとするものであることが

明らかであること

事業者が賃金を含む労働条件を悪化させることにより費用削減を行おうとしている

こと

労働者が直接に調達機関の被用者又は市民と接触することを求められ，又は，労働

者が調達機関の事業所に留まることとなる場合（時間の長短を問わない。）

スコットランド政府は，これらの方針―中でも，Living Wage Foundation 生活保障

賃金に言及した方針――を策定するにあたり，かかる方針が欧州委員会に対して EU

法に抵触しないかどうかの確認を行った63）。欧州委員会は，全国最低賃金法に規定さ

れる賃金を上回る賃金の支払いを事業者に強制することは EU 法に抵触するという方

向で回答を行い，スコットランド政府はこの回答内容に沿って Living Wage

Foundation 生活保障賃金を一考慮要因とするにとどめる内容の方針を採用した64）

欧州司法裁判所が2015年に判決を下したドイツの事例65）と異なり，英国（スコット

ランドを含む。）では最低賃金が法令により規定されており，この賃金水準は Living

Wage Foundation 生活保障賃金よりも低い。欧州司法裁判所2015年判決によるならば，

このような英国法令が存在しなければスコットランドでは Living Wage Foundation 生

活保障賃金の支払を義務付けることができることになる。EU 法上，加盟国の法令上，

賃金水準が定められているときに，加盟国内の自治体等が労働者にとってより有利な最

低賃金を発注先事業者に強制できるのかどうかはまだ十分に明らかとなっていないと考

えられる66）。今後の EU 法及びスコットランドを含む加盟国法がどのように展開して

63) スコットランド・欧州委員会間の交信書面は公開されている。The Scotland
Government, ‘Living wage clarification from the European Commissionʼ <http://
www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/freedom-of-information/recent
-disclosures/FoI2014/LivingWageEuropeanComm/livingwagecontentsofcomms>
accessed 16 March 2016.

64) ibid. See also Scottish Government guidance, 5-6.
65) 前出注(25)参照。
66) 前出注(27)参照。
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いくかが注目される。

以上

＊本研究は JSPS 科研費 15KO3156 の助成を受けたものである。
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