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米国

文献名

URL

連邦調達規則（FAR Federal Acquisition Regulations）

https://www.acquisition.gov/browsefar

国防省調達規則（DFARS Department of Defense FAR Supplement）

http://www.acq.osd.mil/dpap/dars/dfarspgi/current/

「公共契約法精義」碓井光明、2005年
連邦調達庁(GSA General Services Administration) について

https://www.gsa.gov/about-us/background-history/mission-and-priorities

連邦調達室 (FAS Federal Acquisition Service)について

https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service

連邦調達機関（FAI Federal Acquisition Institute）について

https://www.fai.gov/drupal/about/about-fai

連邦調達室(OFPP Office of Federal Procurement Policy)について

https://www.whitehouse.gov/omb/offices
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/about_omb/omb_org_chart.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/procurement_default

「公共サービスの調達手続に関する調査報告書」平成23年3月4日、プライス
ウォーターハウスクーパース株式会社
GAO “CHIEF ACQUISITION OFFICERS Appointments Generally Conform to
Legislative Requirements, but Agencies Need to Clearly Define Roles and
Responsibilities” July 2012.

http://www.gao.gov/assets/600/593075.pdf

Small Business Act of 1953

https://www.sba.gov/sites/default/files/files/Small%20Business%20Act.pdf

The SBA Women-Owned Business Procurement Program
トランプ大統領令によるバイアメリカン、ハイヤーアメリカン

http://corporate.findlaw.com/law-library/the-sba-women-owned-business-procurement-program.html
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/18/presidential-executive-order-buy-american-andhire-american
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446559.pdf

公共サービスの調達手続に関する調査 報告書
プライスウォーターハウスクーパース株式会社、平成23年3月4日
日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）

http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf

公共調達における政策配慮と経済性の確保－我が国及び米国連邦政府の取 http://report.jbaudit.go.jp/effort_study_mag/j54d04.pdf
組等を基にした検討－ 川澤良子、大野泰資、会計検査研究 №54、2016年9月
平成25年度政策評価調査事業(一般競争入札における一者応札に関する調査)
報告書、経済産業省委託調査 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、
2014年3月
平成２８年度政策評価調査事業（一般競争入札における者応関す調査等）調査
報告書、EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社、平成29年2月
平成２８年度質の高いインフラ・システム海外展開促進事業（海外進出拠点整備 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000133.pdf
事業インフラ輸出拡大に向けた各国調達制度等の基礎礎査））報告書
有限責任あずさ監査法人、平成29年3月
公共調達における付帯的政策（1）（米国）、Social Policy Lab.com、2016年8月23 https://socialpolicylab.com/2016/08/23/column3%EF%BC%9A%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AA%BF%E9%81%94%E3
日
%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BB%98%E5%B8%AF%E7%9A%84%E6%94%BF%E7%AD%96%EF%BC%881
%EF%BC%89%EF%BC%88%E7%B1%B3%E5%9B%BD%EF%BC%89/
公共調達制度適正化についての一考察 ―欧米諸国の制度との比較・考察を http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/wp踏まえて― 藤井聡、宮川愛由
content/uploads/2016/11/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6_%E5%85%AC%E5%85%B1%E
8%AA%BF%E9%81%94%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%AF%94%E8%BC%83.pdf
海外における関連施策、環境省
https://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/ref02.pdf
第2１次 海外調査（米国）報告書（概要版）、財団法人 建設経済研究所、平成17 http://www.rice.or.jp/other_report/pdf/overseas/21ousyu_new.pdf
年1月25日
イノベーション指向型の公共調達にむけた政策課題の検討：欧米との比較調査
を踏まえて、独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター、2007年
8月
連邦調達機関サイト (公共調達に関する人材育成サイト)
https://www.fai.gov/drupal/

英国

公共契約規則（The Public Contracts Regulations）

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made

公共調達ガイダンス（The Public Contracts Regulations）

https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy

Procurement Policy Note: Availability of Procurement Procedures (Decision
Tree) 30 July 2015、クラウン商業サービス
“The law of Public and Utilities Procurement : Regulation in the EU and UK”
SWEET & MAXWELL 2014 Sue Arrowsmith (2014.5.14改訂版)
透明性向上のための調達方針(クラウン商業サービス ガイダンスより)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454417/PPN_12_15.pdf

https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy#the-procurement-policy-framework

公共部門のバイヤー向けガイダンス(クラウン商業サービス ガイダンスより)

https://www.gov.uk/government/publications/lean-sourcing-guidance-for-public-sector-buyers

公共調達方針ノート14/15 (クラウン商業サービス ガイダンスより)

https://www.gov.uk/government/publications/procurement-policy-note-1415-supporting-apprenticeships-andskills-through-public-procurement
フレームワーク契約 (Framework Contracts) (EU International Cooperation and https://ec.europa.eu/europeaid/funding/framework-contracts_en
Developmentホームページ)
公共サービスの調達手続に関する調査 報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000446559.pdf
プライスウォーターハウスクーパース株式会社、平成23年3月4日
日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）
平成25年度政策評価調査事業(一般競争入札における一者応札に関する調査)
報告書、経済産業省委託調査 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、
2014年3月
平成２８年度質の高いインフラ・システム海外展開促進事業（海外進出拠点整備 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000133.pdf
事業インフラ輸出拡大に向けた各国調達制度等の基礎礎査））報告書
有限責任あずさ監査法人、平成29年3月
海外における公共調達－アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでの建設事業調達 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0772.htm
－ 国土交通省 国土技術政策総合研究所、平成26年1月
公共調達制度適正化についての一考察 ―欧米諸国の制度との比較・考察を
踏まえて― 藤井聡、宮川愛由
海外における関連施策、環境省
イノベーション指向型の公共調達にむけた政策課題の検討：欧米との比較調査
を踏まえて、独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター、2007年
8月
"Public Procurement", Lorna Booth, House of Commons Library, 2015.7.3 №
6029

http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/wpcontent/uploads/2016/11/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6_%E5%85%AC%E5%85%B1%E
8%AA%BF%E9%81%94%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%AF%94%E8%BC%83.pdf
https://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/ref02.pdf
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フランス 公共契約法典
水野圭子「フランスにおける公契約」法学志林 第 113 巻 第 3 号

URL
https://www.legifrance.gouv.fr/
水野圭子「フランスにおける公契約」法学志林 第 113 巻 第 3 号

木下誠也「国際比較によるわが国建設産業の 疲弊要因に関する研究」土木学
会論文集 F4（建設マネジメント）Vol. 70, No. 4,（2014）
松浦茂「イギリスおよびフランスの予算・決算制度」レファレンス 2008年5月
Direction Des Affaires Juridiques 「LE PARTENARIAT D’INNOVATION」 Mise à https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fichestechniques/preparation-procedure/partenariat-innovation-2016.pdf
jour le (2016年3月30日号)
European Union ‘Study on “Strategic use of public procurement in promoting
green, social and innovation policies”’(2015)
法事の手引(経済・財務省ホームページ)
https://www.economie.gouv.fr/daj/partenariat-innovation
木下誠也ら「会計法における公共入札制度の歴史的考察」土木学会文集F$（建
設マネジメント）Vol.66 No.1（2010）
公共サービスの調達手続に関する調査 報告書
プライスウォーターハウスクーパース株式会社、平成23年3月4日

http://www.soumu.go.jp/main_content/000446559.pdf

日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）

http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf

海外における公共調達－アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでの建設事業調達 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0772.htm
－ 国土交通省 国土技術政策総合研究所、平成26年1月
公共調達制度適正化についての一考察 ―欧米諸国の制度との比較・考察を
踏まえて― 藤井聡、宮川愛由
海外における関連施策、環境省

ドイツ

http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/wpcontent/uploads/2016/11/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AD%A6_%E5%85%AC%E5%85%B1%E
8%AA%BF%E9%81%94%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%AF%94%E8%BC%83.pdf
https://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/ref02.pdf

米丸恒治「公共委託発注のための法根拠改正法 (ドイツ)」『立命館法学』1998年 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/98-6/yonemaru.htm
6号(262号)
原文は https://www.gesetze-im-internet.de/gwb
米丸恒治「政府契約締結の争訟的統制－EC法によるドイツ公共調達法の新展 原文は https://www.gesetze-im-internet.de/gwb
開を中心に－」『鹿児島大学法学論集』1995年及び「ドイツ公共調達法と司法審
査の保障」『立命館法学』1998年5号（261号）
連邦予算規則に関する暫定行政規定（Vorl.VV-BHO : Vorläufige
Verwaltungsvorschriftenzur Bundeshaushaltsordnung）

https://www.jurion.de/gesetze/vv_bho

建設工事発注契約規則（VOB : Verdingungsordnung für Bauleistungen）

http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/bauwesen/bauauftragsvergabe/vergabe-und-vertragsordnung-vob/

公益社団法人土木学会建設マネジメント部会「公共事業改革プロジェクト小委員 公益社団法人土木学会建設マネジメント部会「公共事業改革プロジェクト小委員会」2011年
会」2011年
国土技術政策総合研究所『海外における公共調達－アメリカ、イギリス、フラン 国土技術政策総合研究所『海外における公共調達－アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでの建設事業調達』（国土
ス、ドイツでの建設事業調達』（国土技術政策総合研究所資料第772号）2014年 技術政策総合研究所資料第772号）2014年
日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）
環境調達ブルーエンジェルについて

http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf
https://www.blauer-engel.de/

一般財団法人日本建設情報総合センター「海外標準化組織のレポート」2000年

EU

日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）
海外における関連施策、環境省

http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf

欧州連合「EU Law」

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en

公共調達戦略(Public procurement strategy)

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/strategy_en

https://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/ref02.pdf

日本貿易振興機構（ジェトロ）ブリュッセル事務所「EUによるイノベーション政策
の動向」2014年
欧州委員会（European Commission） 「Strategic Public Procurement」2017年
環境省「公共調達基準及び環境ラベル基準の品目比較」2014年
EUR-Lex EU法データベース
欧州委員会（European Commision）「Single Market Scoreboard」
日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較
大 野 泰 資、原 田 祐 平、会計検査研究 №32（2005.9）
海外における公共調達－アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでの建設事業調達
－ 国土交通省 国土技術政策総合研究所、平成26年1月
海外における関連施策、環境省

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/
http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j32d09.pdf
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0772.htm
https://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com/com03/ref02.pdf

