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はじめに 

本稿は、公共調達契約 1）からのネットワークによる排除を検討の対
象とする。本稿にいう「公共調達契約からの排除」とは、公共調達主体
と私人（企業または個人）との間に締結される公共調達契約において、
公共調達主体が私人に対して行う、公共調達契約への参加資格の停止（指
名競争入札への指名停止を含む。）、取引の停止、あるいは、参加資格お
よび取引を停止すべき欠格事業者であることの宣言をさす 2）。

公共調達契約からの排除は、従来、単独の公共調達主体と単独の私人
との間で、個別に行われてきた。しかし、現在では、個別の排除に加え
て、ネットワークによる公共調達契約からの排除が行われている。すな
わち、多種・複数の公共的主体 3）がネットワークを形成し、このネッ
トワークを通して、これを構成する公共調達主体が一斉に、ただし、そ
れぞれが個別に、特定の一私人（企業・個人）を公共調達契約から排除
しているのである 4）。
従来から存在する公共調達契約からの個別の排除は、一国家の内部で

のみ生じる事象であった。なぜなら、公共調達契約は、一国家の政策目
的を実現するために締結される契約であり、かつ、公共調達契約を締結
する主体は、一国家の内部において、当該国家の行政活動を担うアクター
の一つだからである 5）。日本における個別の公共調達契約からの排除は、
国においては府省庁および独立行政法人等がそれぞれ、地方においては
地方公共団体がそれぞれ行っている 6）（図Ⅰ参照）。
しかし、現在、ネットワークによる公共調達契約からの排除が登場し

ている（図Ⅱ参照）。このネットワークによる排除は、国内空間に複数
存在している 7）。これと同時に、国境を超えたグローバルな空間にも複
数存在している 8）。さらに、国内空間における排除のネットワークと、
グローバル空間における排除のネットワークとは、それぞれに接合して
もいる 9）（図Ⅲ参照）。
このように、公共調達契約からの排除のネットワークが、国内空間だ

けでなくグローバル空間にも存在することとなったのは、このネット
ワークの構成主体、および、これら主体をつなぐ形式が、多種・複数で
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あることに因る。
すなわち、この排除ネットワークを構成する主体は、公共調達の契約

当事者である公共調達主体（国の府省庁、地方公共団体、独立行政法人
等）に限られない。前述のように 10）、国際機構、NGO、NPO等の、公
共調達の契約当事者ではないが公共調達に関わる多種・複数の公共的主
体もまた、公共調達契約からの排除ネットワークの構成主体である 11）。
公共調達主体ではない公共的主体、たとえば国際機構である国際開発金
融機関（Multilateral Development Banks: MDBs）は、公金の不正使用の
抑止等の観点から、「参加資格および取引を停止すべき欠格事業者であ
ることの宣言」という形式での排除を行っている 12）。ネットワークを
通して、上述した多種・複数の公共的主体は、一私人（企業・個人）に
対して、公共調達契約からの排除を行うのである。したがって、排除ネッ
トワークを構成する主体が、一国家の一行政アクターに限られないこと、
そして、これらアクターが国境を超えて、あるいは国境を超えたところ
で活動することにより、排除ネットワークが存在する空間は広がるので
ある。
また、それぞれの公共的主体を相互に接合させ、ネットワークをつく

る形式も、多種・複数である。すなわち、ネットワークをつくる形式に
は、法（法律およびそれに基づく命令）、法的合意（条約、契約）、「法」
（公共的主体内部で定立された内部ルールおよびそれに基づく命令）、
「法」的合意、法および「法」に基づくことのない事実上の参照行為が
ある 13）。法以外の形式、すなわち、法的合意、「法」、「法」的合意、「法」
に基づくことのない事実上の参照行為という形式は、国境を超える力を
持つ。なぜなら、法的合意は複数の国家による合意であるからであり、
そして、「法」・「法」的合意・「法」に基づくことのない事実上の参照行
為は個々の国家の承認を必要としない形式であるからである。
公共的主体を接合させる形式の多種・複数さは、公共調達からの排除

ネットワークに国境を超える力をつけさせるだけでなく、ネットワーク
の外延、すなわち、排除措置の適用範囲を確定しないものにしている。
国家が承認した法、すなわち制定法令、国際約束は、法の適用範囲が

明確である。したがって、これらの形式で接合する排除ネットワークは、
その適用範囲・外延が明確である。しかし、制定法令であっても、その
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制定法令が、排除のネットワークに参加するか否かについて、公共的主
体に対し裁量を与える場合がある（discretionary debarment）14）。この場
合には、公共的主体は、他の公共的主体が排除している企業・個人を、
自らも排除するか否かを自由に決定できることから、このような主体が
ネットワークに入ってくるときには、あらかじめ、排除のネットワーク
の外延を確定することは難しい。同様に、ネットワークによる排除に自
らも加わるか否かを自由に決定できることのできる、国家の承認とは無
関係に存在する法である内部ルール、および、法の形式を用いることの
ない事実上の参照という形式が用いられる時にも、あらかじめ、排除の
ネットワークの外延を確定することは難しく、ネットワークの外延は不
明瞭なものとなる。

上述した特徴をもつ排除のネットワークは、しかし、そのままではシ
ステムとして存在するだけである。システムとして存在しているネット
ワークを、ネットワークとして作動させ、現実に公共調達契約からの排
除を行わせるものは、情報である。すなわち、「排除のネットワークを
構成する公共的主体の一つが他の公共的主体に先駆けて行った、特定の
企業・個人に対する公共調達契約からの排除決定」（以下、「始原的排除
情報」という。）である。始原的排除情報が、形として存在するネットワー
クに、生命を吹き込むのである。この始原的排除情報がどこまでも伝播
し、その結果として、公共調達契約からの排除が一斉に行われる。した
がって、公共調達契約からの排除のネットワークを構成する主体とこれ
ら主体をつなぐ形式とは、多種・複数であるのに対して、このネットワー
クの諸形式のなかにうめ込まれ流通する内容は、単一の、始原的排除情
報である。公共調達契約からの排除のネットワークは、単一の情報が伝
播し共有されることの結果として生じている。
公共調達契約からの排除は、それが個別の排除であっても、「企業を
死に至らしめるほどの制裁」（corporate death penalty）であるといわれて
きた 15）。このような排除が、ネットワークを通して大規模に一括して
行われることは、排除される私人（企業・個人）にとって死活的な影響
を及ぼすこととなる。したがって、ネットワークによる排除の名あて人
の救済は、重要な問題となる。しかし、この救済の問題は、後述するよ
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うに、公共調達契約からの排除がネットワークを通して行われることか
ら発生する排除のネットワークに固有の問題ではない。公共調達契約か
らの排除に関わる情報は、ネットワークの構成主体間で共有されている
が、当該排除からの救済に関する情報は、排除ネットワークの構成主体
のなかで共有されていないからである。
本稿は、公共調達契約からの排除が、公共的主体と企業・個人との間

で個別に行われるのではなく、情報共有ネットワークをとおして、一斉に、
ただし、排除自体は個別に行われていることに伴って生じる法的諸問題、
すなわちネットワークによる排除に固有の法的諸問題を明らかにし（第 1
章）、ネットワークによる排除に固有の法的問題のうち、他の公共的主体
が作成した情報を利用し、この情報をもとに自らの決定を行う（すなわ
ち「内部化」する）際の法・「法」の構造を明らかにする（第 2章）。

第 1章　情報共有に基づく公共調達契約からの排除をめぐ
る法的問題

本章では、公共調達契約からの排除が、公共的主体と企業・個人との
間で個別に行われるのではなく、情報共有ネットワークを通して一斉に
（ただし、排除自体は個別に）行われる際に生ずる法的諸問題について、
これを、ネットワークによる排除に固有の問題とはなにかという観点か
ら整理する。
前述のように、公共調達契約からの排除のネットワークは、単一の情

報が伝播し共有されることの結果として生ずるネットワークである。し
たがって、公共調達契約からの排除がネットワーク化されていることに
よって生ずる法的諸問題は、ネットワークの中で生成し伝播する始原的
排除情報の流れに関わって生ずる。そこで、本章では、法的諸問題の整
理について、これを、公共的主体が情報を形成し、その情報を別の公共
的主体が受け、そして、さらに他の公共的主体へと渡していくという過
程にそって、換言すれば、時間が流れるとともに、情報も生成し伝播し
ていくという流れにそって行うこととする。

1 　始原的排除情報の公共的主体による生成
始原的排除情報は、ネットワークを構成する公共的主体のうちの一つ
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によって作成され、続いて発信される。この始原的排除情報の発信が、
排除のネットワークを起動させる。そして、この単一の始原的排除情報
が、ネットワーク内を伝播し、ネットワークを構成する公共的主体によっ
て入力・内部化・出力されるというプロセスが繰り返される限り、この
公共調達契約からの排除のネットワークは維持され、場合によっては拡
大することもある。したがって、最初に作成されネットワークを起動さ
せる始原的排除情報が公正な情報であるか否か、換言すれば、ネットワー
クを構成する公共的主体が行った企業・個人を公共調達契約から排除す
るというその決定が公正な決定であるのか否かは、排除される企業・個
人の権利保護にとって、きわめて重大である。
始原的排除情報の公正さは、その排除情報が、どのような内容をもつ

か、そして、どのような手続を経て作成されたかによって決まる。すな
わち、始原的排除情報の公正さは、①公共的主体は、一般的抽象的な規
範として、排除の基準およびその手続を定立しているか、その基準およ
び手続は誰がどのように定立したのか 16）、②公共的主体は、たとえば
個別具体的な不正・汚職案件に接したとき、当該公共的主体のなかの誰
がどのように不正・汚職を調査し、根拠となる事実を認定し、当該事実
への基準の適用を行ったのか 17）、に依存することとなる。そして、始
原的排除情報は、ネットワークを構成するどの公共的主体であっても作
成しうることから、始原的排除情報の公正さを確保することは、どの公
共的主体にも要請されることとなる。この点で、実体および手続の公正
さの確保は、排除に関して法的なコントロールを行う際の重要な課題と
なっている。
しかし、この始原的排除情報の作成時の公正さという課題は、ネット

ワークによる排除に固有の課題ではない。これは、従来から行われてい
た個別の排除にも共通して存在する。当該公共調達主体限りでなされる
排除か、それとも、他の公共的主体による一斉排除の端緒となるもので
あるかの違いはあるが、最初の排除に、したがって、始原的排除情報の
作成時に公正さが要求されることには変わりはない。これに対して、次
に述べる、ある公共的主体が作成・発信した始原的排除情報を他の公共
的主体が入力する際に生じる法的諸問題、および、他の公共的主体から
受信した始原的排除情報をある公共的主体が内部化する際に生じる法的
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諸問題は、ネットワークによる排除に固有の問題である。

2 　始原的排除情報の公共的主体による入力
ある公共的主体が、受信者となって、他の公共的主体の作成・発信し

た始原的排除情報を取り込む際、すなわち、始原的排除情報の入力時の
法的問題として、正統性の問題がある。従来からの個別の排除は、それ
ぞれの公共的主体の独自の判断に基づいて行われている。公共的主体そ
れぞれによる公共調達契約からの排除は、各公共的主体の主権、民主主
義、自治等によってそれぞれ正統化することができる。公共的主体は、
それぞれの公共的主体の存立目的や活動目的に照らして、何が排除事由
に当たるかを決定するのである。
しかし、ネットワーク化された結果、多種・複数であった排除事由は、

ネットワークを構成する公共的主体間において単一の排除事由となる傾
向にある。たとえば、従来、公共的主体 Aは刑事罰の賦課を排除事由
としており、公共的主体 Bは虚偽記載を排除事由としていたところ、
排除ネットワークが形成されたことにより、公共的主体 Bが虚偽記載
を理由に排除するとき、公共的主体 Aは、刑事罰の賦課ではなく従来
であれば排除事由ではなかった虚偽記載をもって、虚偽記載を理由に排
除を行うこととなる。
なぜ、他の公共的主体の排除事由を自らのものとすることが認められ

るのだろうか。ある公共的主体が他の公共的主体の排除事由を自らの排
除事由とする場合には、それぞれの公共的主体は、排除の名あて人であ
る企業・私人に対して、また、自らの構成員に対して（場合によっては、
公共的主体の外部に対しても）、なぜ、他の公共的主体の排除事由を自
らのものとするのかを説明することが要請されるだろう。これが正統性
の問題である。この点で、正統性の問題は、排除に関して法的なコント
ロールを行う際の重要な課題となっている 18）。そして、このような正
統性の問題は、情報の伝播に伴って生ずる問題であり、したがって、ネッ
トワークによる排除に固有の問題である。

3 　始原的排除情報の公共的主体による内部化
公共的主体による始原的排除情報の内部化とは、これを現象としてみ
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るならば、たしかに、他者が作成した情報を利用し、この情報を基に自
らの決定を行うことである 19）。ある公共的主体が、受信者となって、
他の公共的主体の作成・発信した始原的排除情報を自らに入力した後（当
該入力自体の正統性は説明できたとしても）、その情報を自らのものと
して内部化する際には、受信者である公共的主体が始原的排除情報を用
いて行う排除が公正な決定であるのか、情報に即していうならば、受信
者である公共的主体が当該主体の内部で作成した排除情報は公正かとい
う、公正さの問題が、（始原的排除情報の生成時と同様に）再びたちあ
がる。始原的排除情報は、その情報が伝達された先の公共的主体におい
て、再び、その公正さが問われるのである。
しかし、本節で述べている公正さは、情報の「利用」に関する公正さ

であるのに対し、前節 1で述べた公正さは、情報の「作成」に関する公
正さである点で、異なっている。情報を生成する際に要求される公正さ
と、情報を利用する際に要求される公正さは、どのように同じであり、
あるいは異なっているのだろうか。
さらには、誰にとっての公正さなのか、という点も本節で述べている

公正さと前節 1で述べた公正さとでは異なっている。すなわち、最初に
排除を行った公共的主体が、実体的手続的に、公正な排除を行っていた
としても、すなわち、始原的排除情報が公正なものであったとしても、
その公正さは、最初に排除を行った公共的主体にとってのみの公正であ
るにすぎない。ある公共的主体にとっての公正さが、他の公共的主体に
とっての公正さと等しいとは限らない。したがって、排除のネットワー
クを構成している公共的主体にあっては、ネットワークを構成していな
い時と同様に個別に、始原的排除情報を入力するその都度、当該排除の
公正さ、すなわち排除情報の公正さが問いなおされることとなるだろう。
しかし、本稿が検討対象としているネットワークによる公共調達契約

からの排除において、排除事案毎に始原的排除情報の生成者とも受信者
ともなりうるそれぞれの公共的主体は、既にネットワークの形成時に、
「他の公共的主体が、特定の企業・個人を公共調達契約から排除した」
という情報を自ら内部化すること自体に同意しているのである。した
がって、受信者としての公共的主体にとって、受信する情報が公正であ
ることは、既に前提となっている。受信者としての公共的主体が自ら確
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保しなければならないのは、排除の手続に関する公正さ、すなわち、自
らの排除決定手続のどの段階に、どのような情報として、当該始原的排
除情報を組み込むのかという問題になるだろう。このような始原的排除
情報の利用時の公正さは、始原的排除情報の生成時の公正さとは異なり、
ネットワーク化された排除の仕組みに固有の課題である 20）。

4 　始原的排除情報の公共的主体による出力後
ある公共的主体が、他の公共的主体によって作成・発信された始原的

排除情報を受信し内部化した後、次に、発信者となって、その決定を他
者に向けた情報として出力した後に生じる法的問題には、たとえば、排
除された企業・個人の救済の問題がある。すなわち、公共調達契約から
排除された企業・個人が、どのような法的手段を用いてこの排除を争う
ことができるか（救済の可否）、および、救済可能な場合にどのような
救済が与えられるのか（救済の手法）である。これらは、排除の相手方
である企業・個人の権利を保護するために重要な問題である 21）。
公共調達契約からの排除がネットワーク化される以前、排除に対する

救済は、公共的主体毎に異なる救済制度が整備されていた。したがって、
救済の可否、および、救済可能な場合におけるその手法は、どの公共的
主体の決定を争うかによって異なっていた 22）。たとえば、公共的主体
Aによる公共調達契約からの排除は、行政上の不服申立て、国内裁判所、
国際裁判所、国内外の調停、あるいは、公私による調停のいずれによっ
ても救済されず、公共的主体 Bによる公共調達契約からの排除は、上
記救済システムの一つあるいは複数によって救済されるということがあ
り得たのである 23）。
そして、この点は、公共調達契約からの排除がネットワーク化した後

も、状況に変化はない。排除に対する救済の可否、および、救済可能な
場合におけるその手法は、依然として、どの公共的主体の決定を争うか
によって異なるという状況は、そのままである。なぜなら、一方で、公
共調達契約からの排除はネットワーク化されているのに対し、他方で、
その排除に対する救済はネットワーク化されていないからである 24）。
情報に注目して換言すると、公共調達契約からの排除のネットワークに
おいて、排除を行うための情報は共有されているが、排除に対する救済



90

論　　説

を行うための情報は共有されていない。したがって、排除については、
排除のネットワークを通して、ある公共的主体が他の公共的主体の排除
事由を自らの排除事由とするのに対し、救済については、ある公共的主
体は、他の公共的主体における救済を理由に、自らも当該企業・個人を
救済するということはない。その結果、排除に対する救済のレベルでは、
どの公共的主体の排除を争うかによって、与えられる救済が異なってく
るのである。このように、排除は、情報共有のネットワークを介して一
斉に行われるのに対し、救済は、情報共有のネットワークはなく、した
がって、一斉には行われないという点は、公共調達契約からの排除ネッ
トワークが有する一つの特徴である。
とはいえ、救済の問題は、この排除ネットワークに固有の問題群のな

かには入らないものである。なぜなら、救済に関する情報が共有されて
いない、すなわち、そもそも救済に関する情報共有のネットワークが存
在しないからである。たしかに、公共調達契約からの排除がなされれば、
すべての事案において当該公共的主体と名あて人との間に、救済の問題
は生ずる。しかし、救済の問題が生じたことと、始原的排除情報を利用
したか否かという問題とは、さしあたり関係がない。なぜなら、公共調
達契約からの排除が個別のものか、それともネットワークによるものか
に関わらず、また、ネットワークによる排除において、始原的排除情報
を生成した公共的主体が当該情報を出力したか、それとも当該情報を利
用した公共的主体が当該情報を出力したかに関わらず、個別の排除主体
における固有の救済の問題として、それは生じるからである。

5 　二つの視点
公共調達契約からの排除に関する法的諸問題には、これまでであれば、
ネットワークを構成する公共的主体のそれぞれが、個別に、その組織の
なかで取り組んできた 25）。排除のネットワークが構成された後であっ
ても、公共調達契約からの排除に関する法的諸問題には、従来通り、個々
の公共的主体限りで取り組む、と考えることはできる。すなわち、公共
調達契約からの排除は、個々の公共的主体自身の問題と考えるのである。
このとき、まず、ネットワークを構成する公共的主体間の「関係」は措
いて、それぞれの公共的主体の法制度および法理論の個別具体的な発展
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をめざすことになる。たとえば、救済について、公共的主体 Aによる
排除は裁判所による救済は得られない傾向にあり、他方、公共的主体 B、
C、D…による排除は裁判所による救済が得られる傾向にあることをそ
れぞれ分析する。そして、その次の段階で、ネットワークを構成するこ
れら二つ以上の公共的主体の法制度や法理論を比較し、一方の公共的主
体の法制度や法理論が他方の公共的主体のそれに与える意味を考えると
いった思考方法である。これは、「公共的主体の一つ一つ」に焦点をあ
てて考える方法であった。
しかし、このような検討方法ではなく、公共調達契約からの排除に関

する情報共有のネットワークが構成されたことそれ自体を重視し、ネッ
トワーク全体を通した排除の「過程」に焦点をあてて、公共調達契約か
らの排除に関する法的諸問題を考えることもできる。ネットワークのも
とにおける公共調達契約からの排除の過程に焦点をあてると、公共調達
契約からの排除という決定に至る手続に参加する公共的主体は、複数存
在すること（そして、これら公共的主体は、詳細は後述するが、まず、
組織により接合し、続いて、手続により接合していること）がわかる。
排除の過程を中心に考える思考方法とは、ある公共的主体は、公共調達
契約からの排除という領域と過程のなかに登場する多種・複数のアク
ターのひとつであると捉え、その上で、ネットワークを構成する公共的
主体はそれぞれ、公共調達契約からの排除の手続のどの要素・段階を担っ
ているのかを考察し、この手続の組み合わせのあり方をみることで、公
共調達契約から一斉に排除することへと帰結する諸手続に対する法的コ
ントロールを試みる方法である。この場合、検討対象は、たとえば、従
来の研究が注目したネットワークの主体や救済の段階の問題群にとどま
ることなく、公共調達契約からの排除に関する情報共有ネットワークの
全体ということになる 26）。
また、事実として存在しているにすぎない公共調達契約からの排除ネッ

トワークもある。これは、特定の公共的主体自身が自発的に将来ネット
ワークへと成長するであろう網目をつくり、そのそれぞれが徐々に接合
していくことで結果として生成するネットワークであり、いわば、特定
の公共的主体自身に公共調達契約からの排除のネットワークが潜在的に
存在しているものである。このように、自らのなかに自生するネットワー
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クを組み込んだり、あるいは構成したりする公共的主体に共通する課題
は、「ネットワークを組み込んだり構成したりする公共的主体が、自ら、
取り込むことになる他の公共的主体によって発信された始原的排除情報
に対して、いかに『主体的に』対応するか」という課題である 27）。この
課題に応えるにあたり、以下では、上述の二つの思考方法のうち、排除
する公共的主体の一つ一つを中心に捉える思考ではなく、排除の過程全
体を捉える思考に基づいて、この情報共有ネットワークによる公共調達
契約からの排除を分析することとする。

第 2章　複数の公共的主体が有する排除手続の関係

1　公共的主体の排除手続に共通する要素・段階： 基準適合性審査
前述のように、公共調達契約からの排除のネットワークは、国の府省

庁、独立行政法人、国際機構等といった多種・複数の公共的主体から構
成されていた。そして、それぞれの公共的主体は、法（法律およびそれ
に基づく命令）、法的合意（条約、契約）、「法」（公共的主体内部で定立
された自主法およびそれに基づく命令）、「法」的合意、法および「法」
に基づくことのない事実上の参照行為といった多種・複数の形式のうち、
それぞれ、自らが選択した形式で、他者と接合していた。したがって、
本稿が扱う、情報の共有を通した公共調達契約からの排除のネットワー
クは、まず、多種・複数主体が、多種・複数の形式で、組織のレベルで
接合しているということができる。
しかし、前述のように、そもそも、公共調達契約からの排除は、従来、

個別の公共的主体がそれぞれ独自に、法または「法」に基づいて、排除
のための組織、基準および手続を定めて行ってきた。個別の公共的主体
が定めた排除のための基準および手続は、当然、多様であるが、しかし、
一般には、以下のような共通の手続を経ている。すなわち、公共調達契
約からの排除は、①排除に関する基準および手続の定立、②排除事案の
審査――(a)調査、(b)根拠となる事実の認定、(c)当該事実への基準の
適用、③基準適用の結果としての排除決定、④排除決定の公表（排除さ
れる企業・個人の公表）という基準適合性審査の手続を経ているのであ
る 28）。
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ある公共的主体が、組織で接合し、その結果排除ネットワークの構成
主体となっても、当該公共的主体は、それ自身、排除のための基準適合
性審査の手続を有したままである。したがって、そのネットワークのな
かのいずれかの公共的主体が作成した始原的排除情報を、ある公共的主
体が、当該公共的主体内部に入力した後には、形式的には、当該公共的
主体が従前から有していた排除のための基準および手続に基づいて、排
除が行われる。
しかし、排除のネットワークは、情報共有の結果つくられたネットワー

クであった。この情報の共有によって、実際には、公共的主体からみれ
ば、それぞれの公共的主体が従来から装備していた、排除のための基準
適合性審査の諸要素・段階のいずれかが省略されることになる。これを、
ネットワーク全体を通した排除の過程からみれば、この排除に至る過程
で用いられる基準適合性審査の諸要素・段階が、複数の公共的主体によっ
て分業して担われることになる。
以下では、このような排除のための基準適合性審査の諸要素・段階の

「省略」と「分業」の構造を明らかにする。

2 　基準適合性審査における始原的排除情報の共有
公共調達契約からの排除のネットワークは、このネットワークの構成

主体とこれら主体をつなぐ形式とが多種・複数であるのに対し、このネッ
トワークの諸形式のなかにうめ込まれ流通する内容は、始原的排除情報
一つであった。そして、この始原的排除情報が、各公共的主体間を移動
しながら、基準適合性審査の諸要素・段階を駆け抜けてゆくのであった。
始原的排除情報は、具体的にはどのような仕組みで、ネットワークを

構成するそれぞれの公共的主体によって共有されていくのだろうか。
前述のように、個別の公共的主体は、公共調達契約からの排除を、①

排除に関する基準および手続の定立、②排除事案の審査――(a)調査、(b)
根拠となる事実の認定、(c)当該事実への基準の適用――、③基準適用
の結果としての排除決定、④排除される企業・個人の名および排除決定
の公表、という段階を踏む手続によって行う。公共調達からの排除のネッ
トワークは、まず、このネットワークを構成する公共的主体のなかの一
つが始原的排除情報を発信することで作動する。始原的排除情報を発信
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する公共的主体は、情報を発信する前に、当然その公共的主体の内部で
当該始原的排除情報を作成する。この始原的排除情報は、上述の①から
③までの手続の全ての段階を踏んで作成される。そして最後に、④の手
続である公表、すなわち、始原的排除情報の発信に至るのである。
次に、始原的排除情報が発信されると、この始原的排除情報は、始原

的排除情報を発信した公共的主体とネットワークを構成するその他の公
共的主体とをつなぐ多種・複数の形式のなかに埋め込まれ流通し、その
他の公共的主体によって受信される。この始原的排除情報を受信したそ
れぞれの公共的主体は、当該情報について、これを自らの排除手続を開
始する合図（シグナル）として位置づけ、この始原的排除情報を作成し
た他の公共的主体における排除事案を、自らの排除事案に転換するので
ある 29）。
自らの排除事案への転換の仕方として、ここでは、主要なものである

二つの型をとりあげる（図Ⅳ参照）。
第一の型は、以下のものである。始原的排除情報を受信する公共的主

体は、自らが既に①「排除に関する基準および手続の定立」という手続
によって定立している自らの排除の基準と手続を用いて、②「排除事案
の審査」および③「基準適用の結果としての排除決定」の手続を進める。
このとき、他の公共的主体によって公表された始原的排除情報を受信し
た公共的主体は、その内部で自らの手続を用いて、自らの排除情報を作
成するのである。しかし、②「排除事案の審査」手続は全く形式的なも
のとして行われる。なぜなら、ネットワークにおける受信者としての公
共的主体は、自らの手続を用いて、② (a)「調査」、② (b)「事実認定」
を行ってはいないからである。この受信者としての公共的主体は、自ら
は関与していない、ネットワークを構成する他の公共的主体が行った②
(a)「調査」および② (b)「事実認定」をそのまま参照するだけである。
そして、この参照した事実に自らの基準を適用し（すなわち、② (c)「当
該事実への基準の適用」という要素・段階を経て）、その結果として自
らも③「排除決定」を行っているのである。そして、最後に、この決定
を自らの決定として④「公表」するのである。
したがって、この型は、受信者としての公共的主体が、排除事案の審

査における② (a)「調査」および② (b)「根拠となる事実の認定」という
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二つの要素・段階を、自らの手続から省略し、他者にその手続を分業さ
せるのである。
第二の型は、以下のものである。すなわち、始原的排除情報を受信す

る公共的主体は、第一の型とは異なり、自らが①「排除の基準および手
続を定立」することもなく、または、これら基準および手続を自ら定立
していてもその「適用を除外」して、この始原的排除情報を作成した他
の公共的主体が定めている排除の基準および手続を「借用」することに
よって、②「排除事案の審査」の手続を進める。ここでも、他の公共的
主体によって公表された始原的排除情報を受信した公共的主体は、その
内部で自らの手続を用いて、自らの排除情報を作成する。この型の場合、
しかし、第一の型とは異なり、②「排除事案の審査」の手続だけではな
く、①「排除の基準および手続の定立」の手続についても、全く形式的
なものとして行われる。なぜなら、この公共的主体は、自ら①「排除の
基準および手続の定立」を行うわけではなく、また、これを定立してい
てもその適用を除外し、さらに、② (a)「調査」、② (b)「根拠となる事
実の認定」、および、② (c)「当該事実への基準の適用」も行わないから
である。他の公共的主体が発信した始原的排除情報を、自らの排除事案
にまるごと転換するこの型に属する公共的主体は、始原的排除情報を作
成した他の公共的主体の行った排除決定を、まさに② (c)の段階におい
て、そのまま自らの排除決定に代えているのである。そして、自らの決
定となったこの決定を公表しているのである。
したがって、この型は、受信者としての公共的主体が、排除事案の審

査における①「排除の基準および手続の定立」、② (a)(b)(c)「排除事案
の審査」という四つの要素・段階を、自らの手続から省略または適応除
外し、他者にその手続を分業させるのである。

3 　始原的排除情報の借用と排除手続における分担・参加
前節において明らかになったことは、始原的排除情報は、情報共有お

よび排除のネットワークの各構成主体による基準適合性審査の手続の一
部である要素・段階のいずれかにおいて、排除主体と排除主体の手続が
接合したとき共有情報となる、という点である。前述のように、基準適
合性審査は、①排除に関する基準および手続の定立、②排除事案の審査
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――(a)調査、(b)根拠となる事実の認定、(c)当該事実への基準の適用
――、③基準適用の結果としての排除決定、④排除される企業・個人の
名および排除決定の公表という手続の要素・段階に分解することができ
る。これら基準適合性審査の要素・手続のいずれにおいて共有情報とな
るかは、始原的排除情報を作成した他者としての公共的主体（以下、「他
の公共的主体」という。）における排除事案を、自らの排除事案に転換
する仕方によって異なる。本稿が示した二つの型のうち、第一の型の場
合の共有情報は、他の公共的主体が行った、②排除事案の審査の (a)調査、
および、(b)根拠となる事実の認定の段階において作成されたものであ
る。第二の型の場合の共有情報は、始原的排除情報を作成した他の公共
的主体が行った、①排除に関する基準および手続の定立、②排除事案の
審査――(a)調査、(b)根拠となる事実の認定、(c)当該事実への基準の
適用――、③基準適用の結果としての排除決定という段階全てを経て、
他の公共的主体が作成したものである。
始原的排除情報を排除手続の各要素・段階で共有し排除を行うネット

ワークを、「ネットワークによる排除過程全体に配置された排除主体」
という視点 30）から分析すると、以下の二点が指摘できる。
第一に、①他の公共的主体が作成・発信した始原的排除情報を受信す

るそれぞれの排除主体は、自らが行う排除手続の一部を省略し、または、
適用除外している。そして、②この省略し、または、適用除外した手続
要素・段階において、本来であれば自ら作成しなければならない情報を、
他の公共的主体の始原的排除情報から借用している。
第二に、①ある企業・個人に対する排除手続は、このネットワークを

構成するそれぞれの公共的主体において、形式的には、一連の要素・段
階の全ての手続が踏まれている。しかし、②その内容においては、排除
手続の各要素・段階において判断を行った公共的主体が異なっている、
すなわち、最終的な排除主体とは別の他の公共的主体が既に内容を判断
している。換言すれば、こうした判断を行った他の公共的主体が、あた
かも当該判断をもって、この公共的主体の排除手続を分担、あるいは、
その排除手続に参加している、とみることができる。
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4 　同時かつ多発的な排除過程において情報が獲得する支配性
以下では、始原的排除情報を共有し排除を行うネットワークを、前節

で述べた「ネットワークによる排除過程全体に配置された排除主体」で
はなく、「ネットワークによる排除過程全体を貫く排除手続」という視
点から分析する。
前述のように、この情報共有・排除のネットワーク全体からみると、

ある企業・個人に対する排除手続は、このネットワークを構成するそれ
ぞれの公共的主体において、形式的には、一連の要素・段階の全ての手
続が踏まれているが、しかし、その内容においては、排除手続の各要素・
段階において判断を行った公共的主体が異なっている、すなわち、最終
的な排除主体とは別の他の公共的主体が既に内容を判断している。ここ
では、排除に関する基準適合性審査の要素・段階のなかのある要素・段
階において、他の公共的主体が作成した始原的排除情報（「他者の情報」）
を、当該の他の公共的主体と共に、一つのネットワークを構成するそれ
ぞれの公共的主体が、「自らの情報」として内部化するのである。
この公共的主体間における「情報」の伝達（mediation）をみると、情

報は、それぞれの公共的主体自身が有する基準適合性審査の要素・段階
のなかにおいて、ある要素・段階にあっては、「自らの要素・段階」に
代えて、他の公共的主体の要素・段階（「他者の要素・段階」）において
確定した情報が伝達されている。すなわち、他の公共的主体の情報の内
部化（incarnation）は、自らが用いる手続全体のなかのある段階に他者
が用いる手続を接合し、その結果、複数の主体による複数の手続が混成
して、一連の排除手続を構成するという、「異種混成手続」を通して行
われるのである。以上の点から、情報の共有・内部化による公共調達契
約からの排除ネットワークにおける排除手続の特徴は、異種混成手続で
あることがわかる。
異種混成手続は、第一に、どのような主体についても、特定・単独の

私人（企業・個人）に対する公共調達契約からの排除のネットワークに
おいて、その構成主体、すなわち、排除主体となることを妨げない。ま
た、異種混成手続は、第二に、構成・排除主体の間を接合させる形式（法・
「法」・事実上の行為）についても、これを問題としていない 31）。さらに、
異種混成手続は、第三に、ネットワークの構成主体・排除主体に対して、
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始原的排除情報を、自らの排除手続のどの段階で用いるかの決定を強い
ることもなく、何も要求しない。このような異種混成手続により、行政
機関、独立行政法人、国際機構等は、その公共的主体の区別に関わりな
く、自らが選定した形式を用いて、排除の審査手続のいずれの要素・段
階（排除の基準のおよび手続の定立、排除事案の審査（調査、事実認定、
当該事実の基準への適用））にあっても、始原的排除情報を組み入れる
ことができるのである。
しかしながら、この異種混成手続には、固有の問題点がある。その問

題は、「排除事案毎に始原的排除情報の生成者とも受信者ともなりうる
それぞれの公共的主体は、既にネットワークの形成時に、『他の公共的
主体が、特定の企業・個人を公共調達契約から排除した』情報について
自ら内部化すること自体に同意している」ことから生じる 32）。受信者
である公共的主体は、受信する情報が公正であることを前提として、手
続を開始する。これは、「主体がある対象によって、つまり自ら内面化
しながらも、自ら統御することができないような『何ものか』によって
規定される」33）状態である。したがって、異種混成手続は、「『自立し
た主体』なき過程」であり、この手続を用いる主体が自ら確保しなけれ
ばならない課題は、受信後の手続に関する公正さをいかに「自立した主
体」として再び保障することができるかどうかである。
なお、組織レベルで接合し、続いて手続レベルでも接合したこのネッ

トワークは、公共調達契約からの排除という機能に限定されたものとし
て登場している。したがって、このネットワークのなかを、一つの排除
案件に関する他者の始原的排除情報が伝播し、それぞれの公共的主体が
自らの「情報」へと変態して取り込むという「情報」の流通が止まると、
当該案件について形成されていたネットワークそれ自身は消滅するので
ある 34）。

おわりに 

公共調達契約からの排除が、ネットワークを通して行われている。こ
のネットワークは、多種・複数の公共的主体によって、多種・複数の形
式を用いて構成されたものである。しかし、このネットワークは、その
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ままではシステムとして存在するだけである。システム自らが、そこに
配置されているネットワークを、ネットワークとして作動させるのであ
るが、このプロセスにおいて、公共調達契約からの排除を行わせるもの
は、始原的排除情報であった。単一の情報が、多種・複数の公共的主体
に伝播し、それぞれの公共的主体が、それぞれの権限に基づいて特定の
企業・個人を公共調達契約から排除するのである。

情報の共有がもたらす一斉排除のネットワークは、その構成主体およ
びこれら主体をつなぐ形式が多種・複数であることから、国境を超えて
存在するという特徴をもつ。そして、それだけでなく、排除のネットワー
クの外延が確定しないという特徴、さらには、排除を行うための恒常的
な中心も存在しないという特徴をもつ。
すなわち、従来の排除は、特定の公共調達主体が特定の企業・個人を
排除することで完結していた。しかし、公共的主体が情報共有ネットワー
クを構成した結果生ずる新しい排除は、閉ざされたものではない。多数・
不特定の公共的主体による、「法」、「法」的合意、法および「法」に基づ
くことのない事実上の参照行為は、法 35）および法的合意によりも柔軟か
つ迅速に、公共的主体をネットワークに参加させ、あるいは脱退させる
ことのできる形式である。これらの形式を用いて、公共的主体は、そし
て時には私企業さえもが、始原的排除情報を参照し、始原的排除情報を
作成した公共的主体のあずかり知らぬところで、排除のネットワークに
参加する。このようにして、「法」、「法」的合意、法および「法」に基づ
くことのない事実上の参照行為は、ネットワークの外延を時には拡大し、
時には切り詰める効果をうむ。これら「法」、「法」的合意、法および「法」
に基づくことのない事実上の参照行為は、公共的主体（および私企業）
の自律的判断に基づいて用いられたり行われたりするため、そのネット
ワークがどこまで広がるか、または狭まるかは、ほぼ予測不能である。
また、当該ネットワークには、ルールは元々なく、将来システムとして
作動するという予測だけが存在している。そして、このシステムが作動
することでルールがつくられているという、自己組織化していくネット
ワークなのである。
さらに、この公共調達契約からの排除のネットワークにおいて、どの
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公共的主体が始原的排除情報を作成するかは、あらかじめ決まっている
わけではない。この点で、このネットワークには、恒常的な中心（ハブ）
は存在していない。排除事案ごとに、ネットワークを構成しているなか
の異なる公共的主体が、瞬時の中心として、始原的排除情報を生成して
いるのである 36）。すなわち、このネットワークを構成する諸公共的主
体の一つが特定の企業・個人を公共調達契約から排除すると、当該企業・
個人は、ネットワークを構成する不特定多数の公共調達主体の公共調達
契約から排除され、その結果、排除は、ネットワークのなかで、同時か
つ多発的に生じるのである。

公共調達契約からの排除が、公共的主体と企業・個人との間で個別に
行われるのではなく、情報共有ネットワークをとおして一斉に、ただし、
排除自体は個別に行われることに伴って生じる法的諸問題、すなわち
ネットワークによる排除に固有の法的諸問題には、主に、以下の二点が
ある。第一は、他の公共的主体が作成・発信した始原的排除情報を、あ
る公共的主体が自らに入力する際に生じる、正統性の問題、すなわち、「他
の公共的主体の排除事由を自らのものとすることが認められるのか」と
いう問題である。第二は、他の公共的主体が作成した情報を利用し、こ
の情報をもとに自らの決定を行う際に生じる、内部化の問題、すなわち、
「ネットワークを組み込んだり構成したりする公共的主体が、自ら、内
部化することになる他の公共的主体によって発信された始原的排除情報
に対して、いかに『主体的に』対応するか」という問題である。
本稿は、上記の二つの問題のうち、第二の問題に取り組むために、公

共調達契約からの排除に関する情報の共有を通したネットワークによる
排除の過程全体という視点から、排除手続の法・「法」構造を分析した。
その結果、以下の点が明らかになった。ネットワークによる公共調達契
約からの排除については、構成主体間で、始原的排除情報の共有が生ず
るが、この情報の共有は、各構成主体が排除に関してそれぞれに装備し
ている基準適合性審査手続を通して行われる。すなわち、個別の公共的
主体は、公共調達契約からの排除を、①排除に関する基準および手続の
定立、②排除事案の審査――(a)調査、(b)根拠となる事実の認定、(c)
当該事実への基準の適用――、③基準適用の結果としての排除決定、④
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排除される企業・個人の名および排除決定の公表、という段階を踏んで
行う。しかし、この手続の全てを踏んで、公共調達契約からの排除決定
を行うのは、始原的排除情報を作成する公共的主体だけである。この始
原的排除情報を受信する各公共的主体は、形式的には、上述の基準適合
性審査手続を用いて、当該構成主体の排除決定を行うが、しかし、受信
者である各公共的主体は、排除のための基準適合性審査の諸要素・段階
のいずれかを、実際には、「省略」あるいは「適用を除外」する。そして、
始原的排除情報を生成した他の公共的主体が定めている排除の基準およ
び手続を「借用」する。このように、ネットワークを構成する多種・複
数の公共的主体間で、自らの基準適合性審査の諸要素・段階の一部を「省
略」・「適用除外」し、それに代わって他者のそれを「借用」する手続を、
本稿では、「異種混成手続」と称することとした。
この異種混成手続は、情報の共有・内部化による公共調達契約からの

排除ネットワークにおける排除手続の特徴である。異種混成手続は、基
準適合性審査において、「情報」を形成し流通させる手続でもある。こ
のネットワークによる排除過程の全体のなかで、この公共的主体間にお
ける「情報」の伝達（mediation）をみると、情報は、それぞれの公共的
主体自身が有する基準適合性審査の要素・段階のなかにおいて、ある要
素・段階にあっては、「自らの要素・段階」に代えて、他の公共的主体
の要素・段階（「他者の要素・段階」）において確定した情報が伝達され
ているのである。
このような異種混成手続には、しかし、固有の問題がある。それは、

受信者である公共的主体が、受信した情報について自ら直接点検するこ
となく、これが公正であることを前提として、自らの手続を開始すると
いう問題である。これは、「主体がある対象によって、つまり自ら内面
化しながらも、自ら統御することができないような『何ものか』によっ
て規定される」 状態から生じている問題である。したがって、異種混成
手続は、「『自立した主体』なき過程」であり、この手続を用いる主体が、
自ら確保しなければならない課題は、受信後の手続に関する公正さをい
かに「自立した主体」として再び保障することができるかどうかという
ことにある。
これまで述べてきたように、公共調達契約からの排除が、情報共有の
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ネットワークを通して異種混成手続を用いて行われている。ところが、
個別の救済のレベルにまで視野を広げると、このネットワークを介して
行われる個別の排除に対する救済は、情報の発信・共有のネットワーク
も、それを前提とする異種混成手続も存在せず、それぞれの公共的主体
が有する閉ざされた個別の救済に留まっている。したがって、この点で、
公共調達契約からの排除の手続・要素とそれに対する救済の手続・要素
について、全体として包括的な一つの手続・要素を構成するものとみる
ならば、そこには、ネットワークを「情報」が伝播・流通する新しい手
続・要素と、「情報」が伝播・流通することのない、閉ざされた古い手続・
要素とが接合する姿をみることができるのである。したがって、まず、
①公共的主体のそれぞれは、独立し分散して存在している、ところが、
②公共調達契約からの排除という機能において、これらの公共的主体が
ネットワークを形成して統合している。この二項対立の構図は、最後に、
③公共調達契約からの排除に対する救済という機能においては、再び、
公共的主体のそれぞれが独立し分散して救済を行っているのである。救
済機能は再び独立し分散している公共的主体に担われるが、その救済の
際に問題となる排除決定の内容は、もはや単独の公共的主体内部のみで
作られたものではなくなっているのである。
したがって、排除ネットワークのプロセス全体をみるとき、そこには、

これら三つのトリアーデの関係を、この排除ネットワークにふさわしい
ものへといかに進化させるかが、ここでは問われているのである。
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【図Ⅰ】公共的主体による個別の排除

【図Ⅱ】ネットワークによる排除
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【図Ⅲ】国内ネットワークとグローバル・ネットワークとの接合
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【図Ⅳ】異種混成手続　（始原的排除情報の内部化）
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注
1） 公共調達契約とは、行政目的を実現するために、国の府省庁、地方公共団体、
独立行政法人等（以下、これらを併せて「公共調達主体」という。）が、私人
である企業・個人から、財やサービス（工事を含む。）を購入する契約をいう。

2） 排除には、現在の取引を停止するもの、および、将来の契約への参加資格を
あらかじめ剥奪するものがある。

3） 公共調達契約からの排除のネットワークを構成している排除主体には、公共
調達の契約当事者である公共調達主体の他、公共調達契約の当事者ではないが
排除を行う国際機構、NGO、NPO等もある。

 　本稿は、公共調達契約の当事者であるか否かにかかわらず、公共調達契約か
らの排除のネットワークを構成する主体を、「公共的主体」または「構成主体」
と称することとする。

4） 公共調達契約からの特定の企業・個人の排除は、管轄（jurisdiction）ごとに、
様々な語があてられている。たとえば、disqualification, debarment, exclusion, 
suspension, ineligibility, rejection or black-listingである。管轄からみて中立的な用
語は、disqualificationである、と Sope Williams-Elegbeは述べる。SOPE WIILIAMS-
ELEGBE, FIGHTING CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DISCUALIFICATION 
OR DEBARMENT MEASURES 31 （2012）．

 　ネットワークを通して一斉に行われる公共調達契約からの排除は、cross 
debarment, reciprocity, cross disqualification or black-listing等と称されている。

 　契約からの排除が、公共調達契約ではなく民事上の契約において、ネットワー
クを通して行われる例として、クレジットカード会社による black-listingがある。

5） 行政の活動形式の一つである「合意による行政」の際に締結される契約を、
総合的体系的に網羅するものとして、碓井光明『行政契約精義』（信山社、
2011年）。また、公共調達が非競争的な運営から競争的な運営に移行する過程
を検討するものとして、楠茂樹『公共調達と競争政策の法的構造』（上智大学
出版、2012年）。

6） 排除は、主として、公共調達契約に関する不正・汚職への行政上の措置の一
つとして行われる。日本における行政上の措置は、不正・汚職の当事者である
企業・個人および公務員の双方に対してとることが可能である。企業・個人に
対する行政上の措置のうち法律に根拠を有するものとして、違法行為を理由と
する受益的処分の撤回（建設業 29条等）、課徴金（独禁 7条の 2及び 20条の 2
から 20条の 6まで）の賦課がある。また、公務員に対しては、懲戒処分（国公
82条、地公 29条、予算執行職員 6条等）、弁償（予算執行職員 3条等）がある。

 　公共調達契約における不正・汚職に対しては、行政上の措置のほか、刑事罰の
賦課もある。たとえば、刑法「汚職の罪」が定める懲役又は罰金（刑 193条から
198条）、各行政法規（建設業 45条、46条、不正競争防止 21条、22条等）が定
める懲役又は罰金がある。また、上記の独占禁止法上の措置および刑事罰の賦課
は、公共調達契約からの排除という行政上の措置の要件とすることもできる。

 　日本において、公共調達契約からの個別の排除は、従来から、制定法令およ
び内部ルールによって規律されてきた（本稿は、制定法令とは制定法およびそ
れに基づく命令を、内部ルールとは公共的主体が制定法令に基づくことなく自
主的に定める公共的主体内部の規則を指すこととする）。

 　一般競争入札中心主義をとる日本では 、まず、会計法（昭和 22年法律第 35
号）に基づく予算決算及び会計令（昭和 22年 4月 30日勅令第 165号）（以下、
「予決令」という。）が、一般競争入札への参加資格に関する欠格要件を定める。
すなわち、予決令 70条が「特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締
結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者」、自治令167条の4が「当
該契約に係る契約を締結する能力を有しない者」との定めを置く。次に、予決
令 71条および自治令 167条の 4が、一般競争入札の契約関係において所定の
不適正行為を行った者等については、3年以内の期間を定めて、一般競争に参
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加させないことができることを、定めている。
 　国の各省庁は、会計法令および予決令を根拠とした内部ルールを定め、この
内部ルールが定める公共調達契約からの排除の要件・効果および手続にした
がって、公共調達契約からの排除を行っている。たとえば、文部科学省（文部
科学本省、文化庁、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所、日本学士院を
含む。以下、「文科省」という。）は、建設工事、および、物品の購入及び製造、
役務その他の契約に関し、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契
約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止等の措置（以下「取
引停止措置」という。）を講ずる必要が生じた際には、下記二つの取扱要領に
基づき取引停止措置を講じることとしている。すなわち、物品購入等契約につ
いては、「物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領の制定について（会計
課長通知）」（18文科会第 598号平成 18年 12月 20日）（http://www.mext.go.jp/b_
menu/houdou/22/11/attach/1299562.htm、最終確認は 2015年 6月 26日。以下同じ。）
が、その排除要件として、贈賄、独占金違法違反行為、競争入札妨害または談
合、不正又は不誠実な行為を定めている。また、建設工事の請負契約について
は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について（文教施設企
画部長通知）」（17文科施第 345号平成 18年 1月 20日）が、指名停止等を定め
ている（http://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/kitei_detail.asp?tsuchiId=88）。
この通知に基づく排除要件は、贈賄、独占金違法違反行為、競争入札妨害また
は談合、不正又は不誠実な行為、虚偽記載、過失による粗雑工事である。そして、
建設工事については、取引停止の措置を講じた案件をweb上で公表している。「文
教施設工事情報調達情報公開・収集システム　文部科学省大臣官房文教施設企
画部施設企画課契約情報室」（http://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/MF000.
asp?BT=M）。

 　独立行政法人や国立大学法人等の政府関係諸機関は、公共調達契約に関する不
正・汚職に対して、それを理由とする受益的処分の撤回、課徴金の賦課等の行政
処分を行うことはできない。しかし、独自の内部ルールを定め、これに基づいて、
公共調達契約からの排除を行っている。たとえば、国立大学法人名古屋大学は、「国
立大学法人名古屋大学が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」（平成 16年
4月 1日要領第 2号）に基づいて、工事または物品売買の契約において、事故等（虚
偽記載、過失による粗雑業務、契約違反、公衆損害事故、履行関係者事故その他）、
贈賄または不正行為等（独占禁止違反行為、談合、不正又は不誠実な行為その他）
があった場合に、競争参加資格を停止している（http://www.nagoya-u.ac.jp/extra/
kisoku/act/frame/frame110000244.htm）。そして、工事の請負契約に関する排除事案
web上で公表している。「指名停止措置業者一覧」（http://web-honbu.jimu.nagoya-
ac.jp/fmd/2skikakuka/kouji_keiyaku/simei_teisi_itirann.html）。

 　また、独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」という。）は、JICAが定義
する「腐敗又は不正行為」を行った者に対する措置規定をおいている。JICAが
契約当事者となる契約の相手方となる者に対する措置を定めるものとして、「独立
行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規定」（平成 20年 10月 1日規
定（調）第 42号）（http://association.joureikun.jp/jica/act/frame/frame110000942.htm）、
JICAが実施する資金協力事業において資金協力受益国の実施機関が締結する契
約の相手方となる者に対する措置を定めるものとして、「独立行政法人国際協力機
構が実施する資金協力事業において不正行為等に関与した者に対する措置規定」
（平成 20年 10月 1日規定（調）第 43号）（http://association.joureikun.jp/jica/act/frame/

frame110000943.htm）がある。上記二つの規定において、JICAが定める措置要件は、
調達関連書類等の虚偽記載、過失による粗雑業務、契約違反、公衆損害事故、業
務関係者事故、贈賄、独占禁止違反行為、談合、不正又は不誠実な行為である。
さらに、「JICA不正腐敗防止ガイダンス」（2014 年 10 月）を参照（http://www.
jica.go.jp/information/info/2014/20141009_01.html）。そして、JICAは個別の排除事
案を web上で公表している。「措置の実施について」（http://www.jica.go.jp/
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information/info/2014/20150311_01.html）。
 　以上のように、日本の公共調達主体は、制定法令およびそれに基づく命令ま
たは内部ルールに基づき、それぞれ自律的に決定し、個別に排除を行い、この
排除決定を公表する。

7） 国内空間で、行政機関の内部ルールに基づいて行われる、ネットワークを用
いた公共調達契約からの排除には、①ある公共的主体による排除が行われると、
web pageやメーリング・リスト等を用いて、当該排除情報が直ちに共有され、
他の公共的主体も排除を行うもの（以下、「情報共有型」という。）と、②ある
公共的主体による排除が行われても、直ちに自らも排除するのではないが、し
かし、自らの公共調達への参加資格の欠格要件の一つとして、他の公共的主体
からの排除を挙げるもの（以下、「前歴情報利用型」という。）がある。

 　①情報共有型の例としては、文科省およびその関係諸機関が行うものがある。
 　国は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」4条 2号に
基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平
成 23年 8月 9日閣議決定）において、公共工事受注者の選定に当たっては、
各発注者が保有する具体的な情報を相互に交換することにより、不良・不適格
事業者を排除し、指名停止等の措置を行うに際しては、発注者相互が強調して
これらの措置を実施することでより高い効果が期待できる、と述べる（http://
www.mlit.go.jp/common/001056176.pdf ）。

 　文科省は、「物品購入等契約に係る取引停止について」（平成 18年 11月 27
日文科省大臣官房会計課政府調達室長事務連絡）において、前掲注（6）の「『文
部科学省における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領の制定につい
て』（平成 18年 12月 20日会計課長通知）に基づき取引停止措置を講じたとき
には、文部科学省関係機関（国立大学法人、大学共同利用機関法人、所管独立
行政法人、日本私立学校振興・共済事業団、放送大学学園）においても同様の
取引停止措置を講ずる必要がある場合がある」として、相互通報の体制を整備
している。この相互通報の体制は、文科省大臣官房会計課総務班が各機関の措
置状況に係る情報を収集の上、各関係機関に情報提供を行うものである。

 　この文科省の事務連絡、すなわち内部ルールによって、文科省と国立大学法
人等の文科省関係機関とは接合し、公共調達契約からの排除のネットワークが
形成されることとなった。

 　なお、この相互通報の体制は、事務連絡が出された平成 18年以降、文科省
大臣官房会計課総務班が各機関の措置状況に係る情報を収集の上、関係機関に
情報提供を行うという方法であった。このような情報共有の方法は、「物品購
入等契約に係る取引停止に係る情報提供について」（平成 26年 3月 28日文科
省大臣官房会計課会計課総務班主査事務連絡）により、現在では、当該総務班
から提供されたメーリング・リストを通した、文科省及び文科省関係諸機関へ
の直接提供方式に変更された。メーリング・リストを通した情報提供の内容に
ついて、文科省が参考として提示した様式は、①契約の概要（件名、契約相手
方等）、②事実関係の概要、③措置の内容、④措置の根拠、⑤その他（参考資
料等）である。現在、メーリング・リストに登録されている関係機関は 80以
上にのぼっており、80を上回る文科省関係諸機関の一つが排除を決定すると、
他の諸機関も、一斉に、ただし個別の関係諸機関の権限に基づいて、排除を行
う仕組みになっている。

 　このようにして、国立大学法人と文科省等はともに、情報共有型ネットワー
クを形成し、公共調達契約からの排除を行っているのである。

 　②前歴情報利用型のネットワーク、すなわち、自らの公共調達の競争参加資
格の欠格要件に、他の公共的主体による排除を挙げることで、結果として排除
ネットワークが形成されるタイプの例として、内閣及び内閣府所管の建設工事
等がある。

 　内閣は、「競争参加者の資格に関する公示」（平成 26 年 10 月 27 日内閣官房
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内閣総務官室会計担当内閣参事官内閣府大臣官房会計課長）では他の公共的主
体による排除について何も述べていない（http://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/
shinsei/sankashikaku-koji27-28.pdf）。しかし、「平成 27・28年度建設工事競争参
加資格審査申請書提出要領」（内閣府）の「申請時の注意事項」には、欠格者
となりうる者として、「過去 3年以内」に、「契約の履行に当たり、故意に工事
若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為を
した者」、「公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の
利益を受けるために連合した者」が挙げられている（http://www.cao.go.jp/
chotatsu/shikaku/shinsei/kensetsukoji-youryou27-28.pdf）。

 　上記のように、建設・コンサルティングに係る一般競争（指名競争）の入札
参加資格については、各発注機関が決めている。しかし、物品の製造・販売等
に係る一般競争（指名競争）については、全省庁統一資格（各省庁の全調達機
関において有効な入札参加資格）がある。全省庁統一資格では、会社の規模に
より A～ Dランクに分けられ、ランクごとに入札できる案件が異なるが、こ
の全省統一資格の欠格要件には、他の公共的主体による排除は挙がっていない
ようである（https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/h27-KOUJI.html）。

 　情報共有型ネットワークは、現在の排除情報を扱うが、前歴情報利用型ネッ
トワークの場合は、過去の情報を扱うため、前歴情報利用型は、本稿の検討の
対象としない。なお、事実上の参照については、現在の排除情報を参照する場
合も、過去の排除情報を参照する場合もある。かつて排除されたという過去の
情報を参照する場合は、前歴情報利用型に分類することとする。
　 独立行政法人の内部ルールに基づいて、情報を共有し、公共調達契約からの
排除のネットワークを形成する例としては、JICAが円借款事業に関してその
関係諸機関とともに構成するネットワークがある。

 　JICAの内部ルールである「円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイド
ライン」（2012年 2月）は、コンサルタントや施工業者が、他の円借款事業また
は他の日本の ODA事業の契約選定手続中または契約実施中に、JICAが定義する
「腐敗または不正行為」に関与したと認められる場合、JICAが定める一定期間、
円借款事業の契約者として不適格であるとみなす規定を設けている。コンサルタ
ント雇用については、第 1章第 1.06条第（1）(b)項、調達については、第 2章第 1.06
条第（1）(b)項を参照（http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/
guideline/handbook/english_2012.html）。

 　制定法令に基づいて、不良・不適格業者に関する情報の共有ネットワークを
構成し、公共調達契約から排除する例は、日本にはない。しかし、アメリカ合
衆国を例にとれば、連邦および各州におけるクロス・デバーメントを定める連
邦規則がある。Federal Acquisition Regulation, 48 C.F.R. §9.400-9.409 （2011）. See 
also Christpher R. Yukins, Cross-Debarment: A Stakeholder Analysis, 45 GEO. WASH. 
INT’L L. REV. 219 219-26 （2013）.

8） グローバルな空間における公共調達契約からの排除のネットワークの例として、
たとえば、国際約束に基づき、国際開発金融機関（Multilateral Development 
Banks．以下、「MDBs」という。）が形成するものがある。ここでいうMDBsとは、
世界銀行（the World Bank）、アフリカ開発銀行 （AfDB）、アジア開発銀行 （ADB）、
欧州復興開発銀行 （EBRD）、米州開発銀行（IADB）を指す。MDBsは、国際約束
を締結し、この国際約束にもとづいて排除のネットワークを形成している。すな
わち、この五つのMDBsのうちの一つが、自らの基準および手続に基づきある企業・
個人を排除すると、自動的に、残り四つのMDBsも当該企業・個人を排除するの
である。Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions （Apr. 9, 2010）, 
para 4. （http://www.ebrd.com/downloads/integrity/Debar.pdf）．

9） 国内空間の排除ネットワーク（前掲注（7）参照）と、グローバル空間での排除の
ネットワーク（前掲注（8）参照）は、たとえば次のような形式で接合する。

 　独立行政法人の内部ルールで各ネットワークが接合する例としては、前掲注（7）
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で述べた JICAの「円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン」
（2012年 2月）（以下、「雇用ガイドライン」という。）がある。JICAは、当該雇用
ガイドラインに基づき、MDBsによるクロス・デバーメントを受けた企業・個人に
対しては、JICAの受注資格も失格としている。円借款事業のコンサルタント雇用
における腐敗または不正行為については、第 1章第 1.06（1）(c)条、円借款事業の
調達における腐敗または不正行為については、第 2章第 1.06（1）(c)条を参照（http://
www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/procedure/guideline/handbook/
english_2012.html）。すなわち、上記雇用ガイドライン第 1章および第 2章の第 1.06
（1）(c) 条は、MDBsが特定の企業・個人を公共調達契約から排除した場合、JICA
も同様に、公共調達契約から排除することを定めている。MDBsはグローバル空
間でクロス・デバーメントを行っており、JICAも国内空間でクロス・デバーメン
トを行っている。したがって、上記雇用ガイドライン第 1章および第 2章の第 1.06
（1）(c)条という JICAの内部ルールが、グローバル空間における排除ネットワーク
と、国内の排除ネットワークとを接合させるのである。

 　法的合意（契約）で各ネットワークが接合する例としては、国際機構である
MDBとMDBによる融資対象国との融資契約がある。各MDBは、国等とは異
なり、自ら公共調達契約権限を有しているのではないため、自らが契約当事者
として、企業・私人を公共調達契約から排除することはできない。各MDBは、
融資対象国とのそれぞれの融資契約において、融資対象国がMDBの融資に関
連した公共調達を行う場合には、MDBsから排除されている企業・私人との公
共調達契約の締結を禁ずる契約条項を設ける。この点で、MDBsは、国との間
の個別の法的合意（融資契約）を用いて、将来的かつ間接的に、公共調達契約
からの排除を行っている（ただし、各MDBが当該機構を維持するため契約当
事者となって私人との間で調達契約を締結する場合には、各MDBは、公共調
達主体となる。）。

 　事実上の指導を通して各ネットワークが接合する例としては、OECDの勧告が
ある。OECDは、「2006 Recommendation on Bribery and Officially Supported Export 
Credits」によりOECD加盟国に対して、MDBsの排除者名リストを参照するよう
勧告を行い（http://www.oecd.org/of　ficialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cot
e=td/ecg（2006）24&doclanguage=en）、MDBsの web pageへのリンクを OECDの
webで示している（“Debarment lists of the major international financial institutions” 
http://www.oecd.org/tad/xcred/debarmentlistsofthemajorinternationalfinancialinstitutio
ns.htm.）。この OECD勧告をうけて、OECD加盟国は、自発的に、MDBsによる
排除ネットワークを参照し使用する。前述の JICA雇用ガイドライン第 1章および
第 2章の第 1.06（1）(c)条はこの例である。その他、The Swedish International 
Development Cooperation Agency（SIDA）やAgence française de développement（AFD）
も同様の仕組みを置いている。

10） 前掲注（7）（8）（9）参照。
11） さらには、公共的主体（公共調達主体、および、国際機構や NGO等）だけ
でなく、私企業も、この公共調達契約からの排除のネットワークに加わること
がある。私企業が公共調達契約からの排除のネットワークに参加する目的は、
安全な取引、企業のイメージ向上、あるいは、企業の社会的責任（Corporate 
Social Responsibility: CSR）を考慮しながら、利潤の獲得をめざすためである。
これに対して、公共的主体にとっての公共調達契約（またはそれからの排除）は、
公益を達成するための手段である。この点で、公共的主体は、私企業のように、
自己利益の増大を追求するものではない。

 　また、私企業がネットワークの構成主体となるために用いる形式は、たとえ
ば、事実上の参照や、当該企業の内部ルールである。しかし、私企業が自らの
取引相手を選定する際に、どのような基準や手続で選定するか、実際に排除し
た企業・個人名を公表するか否かといった点は、企業が自ら決定できる事項で
ある。したがって、私企業による排除の実態を正確に把握することは困難であ



111法政論集　263号（2015）

情報共有に基づく公共調達契約からの排除のネットワーク（安田）

り、たとえ把握できたとしても非公開が条件となる場合が多い。
 　以上、私企業が公共調達契約からの排除のネットワークに加わる目的は公共
的主体と異なる点、および、私企業による排除の仕組みが公表されていないと
いう点から、本稿では、私企業を取り扱わない。

 　なお、公共調達契約が公の目的を追求するとはいっても、行政法学において
は、従来から、公共調達契約は、行政が、本来の「公の行政をするに当たって、
その物的手段を整備する行為」（準備行政）にすぎないとされてきた。塩野宏『行
政法（1）行政法総論』（有斐閣、第 6版、2015年）209頁。また、野田崇「『政
策手段としての政府契約』の法問題」関学 61巻 4号（2011年）599頁以下を
参照。

12） この宣言が、将来的かつ間接的であることについて、前掲注（9）参照。
13） 前掲注（7）（8）（9）参照。非国家法として存在する法は、制定法令または裁判
判決として存在する国家法と区別するために、以下「法」と記す。

14） E.g, Federal Acquisition Regulation , 48 C.F.R § 9.406 （2011）．
15） WIILIAMS-ELEGBE, supra note 2, at 295.
16） この点は、公共的主体毎に異なっている。日本の例として、前掲注（6）参照。
 　また、国際機構である世界銀行は、公共調達契約からの排除を debarment、当
該決定手続を sanction procedureと称し、世界銀行の内部ルールで排除の根拠規定、
組織、排除要件・効果、手続を定めている。すなわち、世界銀行が排除を行う根
拠規定として、GUIDELINES SELECTION AND EMPLOYMENT OF CONSULTANTS UNDER IBRD LOANS AND 
IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS（http://siteresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_
Final_Jan2011.pdf）、および、GUIDELINES PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND NON-CONSULTING 
SERVICES UNDER IBRD LOANS AND IDA CREDITS & GRANTS BY WORLD BANK BORROWERS（http://
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/04/16/00
0356161_20120416013333/Rendered/PDF/586680BR0procu0IC0dislosed010170110.
pdf）.

 　第二に、排除を行う組織については、SANCTIONS BOARD STATUTE（http://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/e9a78b0049fe8983af 45bf02f96b8a3d/Sanctions_Statute.
pdf?MOD=AJPERES）、第三に、排除要件と効果については、GUIDELINES On Preventing 
and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA 
Credits and Grants（http://siteresources.worldbank.org/INTOFFEVASUS/Resources/WB_
Anti_Corruption_Guidelines_10_2006.pdf）、第四に、排除手続については、WORLD 
BANK SANCTIONS PROCEDURES （http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/
Resources/WBGSanctions_Procedures_April2012_Final.pdf）、第五に、運用指針としては、
WORLD BANK SANCTIONING GUIDELINES （http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/
Resources/WorldBankSanctioningGuidelines.pdf）を定めている。そして、第六に、排
除の制度概要を説明するものとして、THE WORLD BANK GROUP’S SANCTIONS REGIME: 
INFORMATION NOTE （http://siteresources.worldbank.org/EXTOFFEVASUS/Resources/The_
World_Bank_Group_Sanctions_Regime.pdf）を参照。

 　以上から、公共調達契約からの排除に関する内部ルールは、公共的主体毎に
異なることがわかる。

17） この点は、公共的主体毎に異なっている。たとえば、独立行政法人である
JICAは、前掲注（6）で示した、自主的に定めた内部ルールである「措置規定」
別表が定める措置基準を用い、当該基準を満たす事実があるかの調査を行う（運
用指針は定めていない）。しかし、JICAは、相手方私人に対する調査権限を持っ
ているわけではないことから、相手方に調査への協力を求めることとなる（契
約締結の際に、契約の規定に、立入検査や資料提出を定めることはできる。）。
事実について、相手方の同意（自認）があった時のみ、事実として認定する。
事実認定後、事案毎に、措置審議会（審議会長は副理事長とし、その他 3～ 4
名ほどの担当者で構成される。この審議会に、外部の者、法律家は入っていない。）
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を設置し、措置を実施する否か、実施する場合の措置の内容を決定する。措置
を実施した場合に、公表するのは前掲注（6）で述べた通りである。

 　また、世界銀行は、個別の排除を、前掲（16）の内部ルールに基づき行う。内部ルー
ルは、融資契約に盛り込んだ編入（incorporated by reference）の仕組みを通して、
融資対象国を拘束する。個別の案件において、世界銀行の職員である Integrity 
Vice Presidentは当該事実を調査し、十分な証拠があるとなると、世界銀行の職員
である Evaluation Officerに対して証拠を提出し立件する。Evaluation Officerは、
証拠に基づき、排除の可否・内容を決定する。ANNE-MARIE LEROY & FRANK FARIELLO, 
THE WORLD BANK GROUP SANCTIONS PROCESS AND ITS RECENT REFORMS 2-6 （2012）．

18） 正統性の本質は、民主的正統性（特に、議会によって伝達される正統性）に
おいて最も明瞭に示されるとしつつ、その他の形式による正統化を述べるもの
として、エバーハルト・シュミット‐アスマン著（太田匡彦ほか訳）『行政法理
論の基礎と課題　秩序づけ理念としての行政法総論』（東京大学出版会、2006年）
88-101頁。

 　他者の決定の一つであるグローバルな政策基準が、当該国自らの立法者（そ
の委任を受けた行政）を経由しない場合における正統性の問題について、これ
を「開かれた正統性」概念の問題と捉え検討するものとして、原田大樹「グロー
バル化時代の公法・私法関係論‐ドイツ『国際的行政法』論を手がかりとして」
東社 65巻 2号（2014年）30‐ 31頁がある。ただし、原田の場合、国家が、
その包括的権限に基づき、国家と接続しないグローバルな政策基準の実現をい
つでも任務領域に引き入ることができるという不介入オプションを介在させる
ことで、国家の一元的な集団的意思形成の枠内にこれを戻すことを通して、そ
の正統性の確保を試みるドイツの国際的行政法のアプローチを評価する。

 　また、藤谷は、他者の決定となるものを制定する機能的部分社会の側に正統
化メカニズムが備わっていないことが多いため、民主政的正統化の仕組みに立
脚できるのは、当面は国家のみであるという現状認識を示しつつも、この問題
を考える上で固執しなければならないことは、国家そのものではなく、それが
果たす機能であるとし、国家の機能的把握から新しい正統化の回路を探ろうと
している。藤谷武史「グローバル化と公法・私法の再編‐グローバル化の下
での法と統治の新たな関係？」東社 65巻 2号（2014年）217‐ 218頁。

19） コミュニケーションを「メディエーション」に置き換え、関係の間にあって
これを結ぶ媒介作用、すなわち、「メディエーション」に注目して、新しい造
語「メディオロジー」を提唱したレジス・ドブレ著（西垣通監修＝嶋崎正樹訳）
『メディオロジー宣言』（NTT出版、1999年）は、「（いかなる関係であっても、）
一つの体系は、体系内の諸要素だけで閉じることはできない。ある場が閉じる
ことができるのは、逆説的にその場が、自分にとって外部の要素に開かれる場
合のみなのである。外部の要素とは、創始者としての英雄であったり、起源の
神話、聖書、憲法、神との契約であったりする。それは常に、集団にとっての
聖なる者、定点、集団の基礎をなす空隙である。すなわち、はじめに失われて
おり、集団として自らを再構成するために、絶えず象徴的に与えなおさなくて
はならないものなのだ」（6頁）と述べ、媒介者（メディエーター）による媒
介作用が決定的であって、関係という伝達経路、すなわち、形式より、そこに
充填される伝達作用という内容に注目する。そして、「伝達作用（transmission）
とは……具現化（incarnation受肉）にほかならない」（8頁）と述べて、媒介者
の存在をうき出させたのであった。始原的排除情報は、公共調達契約からの排
除のネットワークの「外部の要素」にあたる、換言すれば、この情報は、公共
調達契約からの排除のネットワークという「組織化の手段」（6頁）であると
考えることができる。そして、このネットワークという関係＝形式をうめる内
容、すなわち、情報という媒介者の媒介作用にこそ、本質をみいだしている。

 　本稿は、このレジス・ドブレの見解から示唆をうけて、コミュニケーション
の道具としての情報の「利用」ではなく、メディエーションの主体すなわち媒



113法政論集　263号（2015）

情報共有に基づく公共調達契約からの排除のネットワーク（安田）

介者である情報の具体（受肉）化、すなわち「内部化」という表現を用いるこ
ととする。この点において、情報は、コミュニケーションの道具としての形式
的意味を超えて、媒介者、すなわち、ネットワークという関係において、その
主体となっている。

20） この課題は、本稿第 2章で検討する。
21） なお、研究助成については、研究不正行為と研究費不正使用による、競争的
資金への応募制限や支給打切り等の措置、および、この情報の内閣府による一
元的管理の仕組みがある。碓井光明『公的資金助成法精義』（信山社、2007年）
442頁以下。

 　情報共有ネットワークの問題ではなく、個別になされた公共調達契約からの
排除の問題に焦点をあてる研究は、日本では従来から、救済の可否（公共調達
契約からの排除を民事訴訟または行政訴訟で争うことができるか否か）につい
て検討してきた。なぜなら、日本では、民事訴訟や行政訴訟では、訴訟要件を
満たさないとされ、入り口で却下され裁判的救済が困難とされてきたからであ
る。たとえば、行政訴訟については、各省庁および地方公共団体による公共調
達契約からの排除は、行政訴訟要件である処分性をみたさないとして、行政訴
訟（取消訴訟）の途を否定する判決が多い。たとえば、大阪地判平成 25年 9
月 26日（判自 388号 55頁）は、入札参加有資格業者指名停止の処分性を否定
し、また、入札参加有資格者として指名を受ける地位にあることの確認を求め
る利益も存しないと判断した（なお、賠償請求については棄却）。学説は、概ね、
処分性を認めるものが多い。たとえば、碓井光明「公共契約締結手続の司法審
査」ジュリ 1156号（1999年）123頁以下。また、民事訴訟についても、たと
え争うことができても損害賠償請求が認められるにとどまり、入札者資格の回
復という直接的な救済を得ることは困難である。

 　個別になされた公共調達契約からの排除に対する救済の問題に関し、諸外国
との比較研究をするものとして、たとえば、碓井光明「公共契約と司法審査」
成田頼明先生古稀記念『政策実現と行政法』（有斐閣、1998年）389頁以下。
アメリカの状況を検討するものとして、たとえば、竹中勲「アメリカにおける
政府契約の法的コントロール（1‐3・完）」民商 77巻 3号（1977年）、4号（1978
年）5号（1978年）。ドイツの状況を検討するものとして、たとえば、米丸恒
治「ドイツ公共調達争訟制度の展開――契約争訟の制度設計に向けて」阿部泰
隆先生古稀記念『行政法学の未来に向けて』（有斐閣、2014年）589頁以下。

 　このような判例・学説状況であることから、日本では、公共調達契約からの
排除は、個別の公共調達契約から排除された企業・私人が、どのような法的手
段を用いて争うことができるか（そして外部コントロールのための制度設計）
という問題に、その関心を集中してきた。

22） 「公共調達契約から排除されたことが権利侵害に当たると主張する企業・個
人に対して、裁判所が法的に救済できるか否か、裁判所がどのような形式の法
的救済を与えることができるかという問題は、当該企業・個人が、どの公共的
主体の決定を争うかによって、異なる答えがでるのである」。WIILIAMS-ELEGBE, 
supra note 2, at 274.

23） たとえば、外務省は、所管の工事請負契約等に係る指名停止等の措置につい
て、苦情処理制度を置いている。すなわち、「外務省所管の工事請負契約等に
係る指名停止等の措置に係る苦情処理手続要領」は、全 8条からなる。苦情処
理の対象となる措置は、外務省所管の工事請負契約等に係る指名停止であり（第
1条）、会計課長は、指名停止の理由の明示及び不服の申出、苦情申立てにつ
いて教示し（第 3条）、不服の申出があった場合は回答（第 4条）する。指名
停止の措置を受けた者で、会計課長の回答について不服がある場合には、当該
回答について、書面により苦情を申し立てることができる（第 5条）。会計課
長は、苦情申立てに対して、7日以内に書面により回答する（第 6条）。http://
www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/pdfs/shikaku_kujyo.pdf.
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 　一方、JICAは、円借款事業に関わる契約等に係る指名停止等の措置につい
ては、不服申立制度を置いていない。この点について、JICAによれば、当該
措置を、罰則ではなく JICAが契約相手方を選定するための判断材料として位
置づけており、また、事実は相手方の同意を得たのちに認定していることから、
措置後の不服申立制度を置いていない、とのことである。

 　国内の各公共調達主体の救済制度は、上記のように、それぞれ異なっている。
前掲注（21）で述べたように、日本における公共調達契約からの排除は、裁判所
による救済が困難であることから、個別の不服申立ての仕組みによる救済が期
待される。

 　なお、国際機構による公共調達契約からの排除も、国家の裁判所による救済
が見込めないが、たとえば、世界銀行は、前掲（16）の内部ルールに基づき、個
別の排除に対する不服申立て制度を置いている。すなわち、個別の排除決定を
不服とする企業・個人は、サンクション・ボード（世界銀行の職員 3名と外部
の者（裁判官や企業幹部等）4名の計 7名で構成される。）に不服を申し立て
ることができる。サンクション・ボードは、de-novo reviewを行い、申立人の
請求があった場合にはヒアリングを行うことができる。See also LEROY & 
FARIELLO, supra note 16, at 2-6.

  また、排除に対する救済は、複数の公共的主体が配置されている個々の領域
ごとに異なってもいる。たとえば、スポーツ競技への参加資格の剥奪等に関す
るスポーツ紛争の解決という領域では、スポーツ仲裁裁判所および各国におけ
るスポーツ仲裁機構のような、個々の公共的主体を横断し統一的な紛争を解決
するシステムが存在している。日本スポーツ仲裁機構（公益財団法人）による
紛争解決制度の特徴、および、日本スポーツ仲裁機構と裁判所との管轄を、法
律上の争訟（裁判所法 3条）の観点から分析するものとして、Dai Yokomizo, 
Sports Arbitration in Japan 7（2）CONTEMP. ASIA ARB. J. 341（2014）.他方で、このよう
な横断的統一的な救済システムを有しない公共調達契約からの排除に対する救
済は、国家の裁判所における救済も困難な場合が多いことから、いっそう、公
共的主体の内部での救済、それぞれの公共的主体を超えたレベルにおける救済
（たとえば、国家の枠を超えたリージョナル・レベルでの救済機関である
European Court of Human Rights）による救済や、他の管轄（jurisdiction）での救済
可能性を追求する方法（forum shopping）が検討されることとなる。

24） 救済における情報の共有という方法ではなく、しかし、国境を超えて、さら
には、主体の多様性を超えて、救済の標準化を図る方法もある。それは、国際
条約の国内実施、モデル法を示し誘導する方法、機能領域の内部に紛争解決制
度を置く方法等である。
　 国際条約の国内実施の例としては、WTO 政府調達協定による不服申立制度の
設置の義務づけがある（https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_
e.htm.）。

 　モデル法を示し誘導する方法の例としては、UNCITRAL による公共調達の
ためのモデル法がある。Model Law on Public Procurement UNITED NATIONS COMMISSION 
ON INTERNATIONAL TRADE LAW （2011）（http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/
ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf）．また、特定
の領域の内部に紛争解決制度を置く方法の例としては、前掲注 23）で述べた、
スポーツ法領域において制度化されているスポーツ仲裁裁判所による紛争解決
制度がある。

25） たとえば、前述のように、公共調達契約からの排除に関する研究は、従来、
個別の公共調達契約から排除された企業・私人が、それぞれの公共調達契約か
らの排除との関係で、どのような法的手段を用いて争うことができるかという
問題にその関心を集中してきた。

 　これらの先行業績に対して、本研究は、個別の公共調達契約における排除だ
けではなく、それが構成する多極的な情報共有・排除のネットワークにおいて、
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同時かつ多発的に行われている排除を検討するものである。
26） ドブレは、前掲注（19）書において、「伝達作用は、『集団的』プロセスである。
点同志の間、回線上に世界があるだけではない。話す個人と聞く個人は、歴史
（＝時間。筆者による。）的に構造化された、人格化した社会組織でもある」（同

56頁）、「『無痛の伝達というものもない』……『伝達するとは、組織すること』
だからである。そして、組織するとは『ヒエラルキー化する』ことなのである。
よってそれは必然的に排除すること、従属させることでもある」（同 57頁）と
述べている。

 　このドブレの観点に注目するならば、ヒエラルキーとしての支配・従属関係
から構成される行政組織、そして、これと対極にある水平的関係から構成され
るネットワークとしてのガバナンス組織という、従来の支配的見解が、表面的
な形式とそのプロセスの一部のみをみていることがわかる。

27） 権力への抵抗を動的生成の観点から検討する佐藤嘉幸『権力と抵抗　フー
コー・ドゥルーズ・デリダ・アルチュセール』（人文書院、2008年）は、「主
体（は）ある対象によって、つまり自ら内面化しながらも、自ら統御すること
ができないような『何ものか』によって規定される」（10頁）と捉え、「主体は、
自ら内面化し、取り込んだ権力にいかにして抵抗することができるのか」（18
頁）という問いをみいだしている。

 　この見解は、媒介者としての情報、すなわち、佐藤がいうところの「権力」
としての情報を考える際にも、その示唆するところは大きい。

28） 前掲注（6）参照。
29） Edward L. Rubinは、複数のユニットがネットワーク状に結びついて、他者
に対するシグナルを発信、受信または変換するする機能・作用の総体について、
これを authorizationと定義づける。統治システムを捉える際に、従来からの視
点である powerに代えて、 authorizationという視点に立つことは、政府組織だ
けでなく非政府部門を、そして、民主的正統性だけでなく専門的正統性を、視
野に収めることができる、と Rubinは述べる。EDWARD L. RUBIN, BEYOND CAMELOT: 
RETHINKING POLITICS AND LAW FOR THE MODERN STATE, 97-98 （2005）．この Rubinの power
＝権力・権限と authorization＝権威・権能を慎重に区別する見地は、媒介者と
しての情報を検討する際には、情報が有する様々な権威が、関係を構成する者
に自発的な従属をもたらすことへの注目へとつながる。

 　また、山本隆司は、自己（公的組織）の利益以外の利益に関する情報を（も）
収集・形成・提示することを私的主体に委ねる現象について、公私の観念を前
提とする「協働」と定義づけている。山本隆司「日本における公私協働」藤田
宙靖先生退職記念『行政法の思考様式』（青林書院、2008年）176‐ 192頁。
　さらに、角松は、私人による「情報の入力」と「公的決定」とをつないでい
る、情報の処理・加工過程に注目し、これをコミュニケーションの場として構
想、制度設計することが、従来の決定手続とは異なることを指摘している。角
松生史「手続過程の公開と参加」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅱ』（有斐閣、
2008年）289頁以下。

 　本稿の問題関心は、上記の論者のそれと共通している。また、小寺彰ほか「法
的観点からみた TPP」ジュリ 1443号 12頁以下〔斎藤誠発言〕（2012年）、小
畑郁ほか「グローバル化による法の変容」法時 86巻 11号 76頁以下（2014年）
を参照。

30） 本稿第 1章 5参照。
31） グローバル・ガバナンスを検討する際、国内法と国際法、および、公法と私
法とを止揚する法理論として、近時、Multipolar Administrative Law （多極行政法）
が提唱されている。この提唱者の一人である Stephen W. Schillは、その著書で
ある Transnational Legal Approaches to Administrative Law: Conceptualizing Public 
Contracts in Globalization, 05/13 Jean Monnet Working Paper Series （JMWP） NY 
Uni. School of law 3 （2013）．において、グローバル・ガバナンスにとっては、
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伝統的な法源ではなく、アクター、手段そして議論に焦点をあてること、そし
て、多数のアクターによる合意（契約）という手法が、合意（契約）の中に新
たな法規範を生み出していることが重要であると述べている。スティーブン・
ゴールドスミス＝ウィリアム・D・エッガース著（城山英明ほか監訳）『ネッ
トワークによるガバナンス　公共セクターの新しいかたち』（学陽書房、2006
年）も参照。

32） 本稿 1章 5参照
33） 佐藤・前掲注（27）10頁。そして、「『真の意味で基本をなす何ものか』が、
主体によって内面化された権力に相当するとすれば、権力によるこの服従化に
対して主体はどのように抵抗することができるのだろうか」（同 12頁）と述べ
る。

34） このように、一つの情報を入力すると、意図していたところではなく、意図
していなかったところまで情報が伝わり、これは、あたかも混沌とした動きに
みえる。しかし、この情報が到達した場所毎に、情報はそれぞれ固有の手続に
従って流れ、秩序が作られるという状態が生じ、そして、情報が入力され続け
る限り、この状態は維持されるのである。この状態を、「散逸構造」（dissipative 
structure）と、I. プリゴジン = I. スタンジェール（伏見康治ほか訳）『混沌から
の秩序』（みすず書房、1987年）49頁は呼んでいる。

 　公共調達契約からの排除のネットワークの外延は、前述のように、「法」や
事実上の参照行為が、公共的主体を組織的に接合させていくため、不明瞭なも
のとなっており、これは散逸構造の一つとみることができる。

35） 行政法の核心、すなわち、民法との違いは、これまでは、「法律による行政」
にあるとされてきた。しかし、この「常識」に捉われないで、非国家法や不文
の法（条理や慣習法）を法源として位置づけることを検討するものとして、遠
藤博也「行政法における法の多元的構造について」田中二郎先生追悼『公法の
課題』（有斐閣、1985年）77頁以下、同『行政法スケッチ』（有斐閣、1987年）
46‐ 48頁、があり、これは、行政法の世界のなかに法多元主義を看取するも
のといえる。

 　また、近時の業績としては、たとえば、法律による行政の原理が有する枠組
みを外して、行政法を法多元主義的思考からみるものとして、市橋克哉「行政
の変化と行政不服審査法改正―多治見市是正請求審査会の経験をふまえて」自
研 90巻 12号（2014年）43頁以下。

36） このネットワークは、始原的排除情報を作成した公共的主体による、当該情
報の発信をきっかけとして形成されるという点では、その限りにおいて中心（始
原）を有する。始原的排除情報は、どの公共的主体であっても作成することが
できる。すなわち、ネットワークを構成するすべての公共的主体は、情報共有
というプロセスのなかで、発信というその瞬時において中心（始原）となりうる。
＊　本稿は、ドイツ・シュパイヤー行政大学院において開催された、「日独共同
シンポジウム－ネットワークのなかの行政（Deutsch-japanisches Symposium
“Verwaltung in Netzwerken”）」（2015年 2月 26・27日）における報告 “Heterarchy 
Procedure of Network Disqualification in Public Procurement through Sharing 
Information” をその一部としている。また、科学研究費基盤研究 (c)「グローバ
ル空間において多極的な法のネットワークが構成する公共調達の法」の成果の
1つでもある。
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