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とによって入札手続を回避し、政府と直接契約を結ぶな
どの実例もある。なお、緊急を要する場合や社会秩序が混
乱状況にあるなどの場合にも同様に例外が認められてい
る。

公共入札法25条は、入札手続が不必要として免除され
る場合について規定している。すなわち、不動産などの特
定物を購入する場合、または特定の有名な芸術家や建築
家と契約をするような場合には、入札による競争が見込
めないとして免除される。日本企業が関心を示す高速鉄
道事業や原子力発電所建設事業などは、たとえ独自性の
強い技術が関係しているとしても、多くの海外の企業が
関心を示している現状から、同条により入札手続が免除
される可能性は極めて低いといえる。

なお、入札手続を経る必要があるかどうかにかかわら
ず、政府機関が民間から物やサービスを調達する際には、

概要

契約の一方当事者が国または地方等の公共部門である
という特徴をもつ政府調達契約においては、その経済合
理性、公平性、透明性を確保する仕組みが必要である。さ
らに、政府調達を国境を越えて開放することによってこ
れらの経済合理性、公平性、透明性をより高めようと各国
の取組みが行われている。96年発効の「WTO政府調達協
定」はそうした取組みの一環であるといえる。

09年8月現在において、「WTO政府調達協定」を締結し
ている国または地域は41を数えるが、ブラジルはこの協
定を締結していない注1。したがって、ブラジルの政府調達
に関する仕組みは、もっぱら国内法により整備されてい
る。しかし、経済合理性、公平性、透明性を確保する必要
性はブラジルにおいても変わらず、主に「公共入札法」（Lei 
Geral de Licitações 8.666/93）において政府調達契約の
枠組みが定められている。

本稿では、この公共入札法を中心に、入札に参加する際
に関係するブラジルの法律および制度を概観し、実際に
入札に参加する際のポイントに触れつつ、どのように経
済合理性、公平性、透明性が確保されているかについて考
察したい。

入札制度（図表1）

❶　競争入札の原則とその例外
政府機関が民間から物やサービスの提供を受ける際に

は、公共入札法に準拠することが要求され、いくつかの例
外を除いて入札手続を経なければならない。一方で、例外
として入札手続を経なくてよい場合と、不必要であると
して入札手続を経ない場合とがある。

公共入札法24条は入札手続が例外として免除される
場合について規定している。すなわち、予算が1万5,000.00
レアルより少ない額の技術サービスおよび8,000.00レア
ルより少ない額のその他のサービスを購入する場合がこ
れにあたる。この額よりわずかに少ない額で受注するこ

注1 WTO政府調達協定は、95年1月に発効した「世界貿易協定（WTO）を設立するマラケシュ協定（WTO協定）」の付属書四に含まれる複数国間貿易協定と呼ば
れる四つの協定のうちの一つであり、この付属書四に含まれる各々の協定は、WTO協定の一括受諾の対象となっておらず、別個に受諾を行ったWTO加盟国
のみがWTO政府調達協定に拘束されることとなる。したがって、かかる協定を締結していないブラジルはWTO加盟国ではあっても、WTO政府調達協定に
拘束されない。

図表1　ブラジル公共入札の流れ

日刊の
官報による公告

● 入札目論見書の開示
● 公共入札法46条によるかど

うかの決定

入札書類とともに
提案書の提出

● ポルトガル語以外の場合に
は翻訳が必要であり、翻訳
が原本として扱われる

入札委員会による、
入札した団体が
要件を満たすか
どうかの検証

● 公共入札法46条に従う場合
には技術的要件を満たすか
どうかの検証

落札者の最終決定

異議申立て
● 原則として、ブラジル市民

であればいつでも申立て可
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いくつかの基本的な要件を満たさなければならない。そ
のうち最も基本的な要件は、提示されている価格を市場
における当該物やサービスの価格と比較しなければなら
ないというものである。この要件は、購入する物やサービ
スの価格をすべてリストにする義務も含むが、設計調達
建設一括契約（EPC Turnkey Contract）の場合などはプ
ロジェクトの総額を開示すれば足り、個々の物やサービ
スの価格を開示しなければならないわけではない。

さらに、公共入札法46条は、知的財産にかかわる事業に
おいて、技術の優位性などを考慮して、客観的な価格だけ
でなく、主観的に総合的に評価した上で落札者を決める
ことができることを定めている。入札において少しでも
優位に立ちたいと思うのであれば、入札希望者は、自身が
有する技術の優位性を訴え、総合評価により入札者を決
めてもらうよう政府機関を説得することが有益である。

❷　入札委員会の組成
入札手続においては、入札ごとに、3名の委員で構成さ

れる入札委員会（Comitê de Supervisão de Licitação）が
組織される。入札委員会は、入札に必要な書類を作成した
り、入札に参加する組織が提出する書類を検証したり、入
札における主要な役割を担当することになる。

入札委員会の任務は、入札に関するすべての任務が完
了するまで継続する。各委員の任期は1年で、1名または2
名の委員は任期満了により新たな委員と交代することに
なるが、業務が滞らないようすべての委員が一度に新た
な委員と交代することはないこととなっている。つまり、
入札委員会は、1年を超えるプロジェクトの場合であって
も、委員のメンバーの入れ替わりがありながらも、メン
バー交代による影響なく、一貫して入札に関する権限を
行使できる仕組みとなっている。

❸　入札対象の物またはサービスの開示
入札対象となっている物またはサービスは、D.O.Uと呼

ばれる日刊の官報に公告され、どのような物やサービス
を政府機関が必要としているかを誰でも知ることができ
る。これは、州または市が行う場合も同様であり、州また
は市の日刊の官報に、入札対象となっている物または
サービスが掲載されることとなっている。

❹　入札目論見書（Prosta）の開示
入札手続において、政府機関は入札目論見書（Prosta）

を作成し、これを公表しなければならない。公共入札法41
条は、入札目論見書が作成され、公表された後は、この入
札目論見書を変更してはならないと定めている。すなわ
ち、入札目論見書は、政府機関と入札希望者の双方に対し
て法的拘束力をもつことになる。この点については裁判
例によっても明確にされている注2。

ただし、公共入札法を中心とした入札に関する規則や
原則に反するとの理由で、入札目論見書の条項に対して
異議を唱えることは可能である。このような異議が認め
られた場合には、入札目論見書は無効となる。

❺　入札において必要とされる書類
公共入札法において要求される、入札の際の必要書類

の代表的なものとしては、定款等の会社の基本的な統治
に関する書類のほか、納税者番号、有効に設立され公租公
課を支払っていること（Good Standing）の証明、入札の対
象となる物やサービスの納入が可能であることを証明す
る書類などが挙げられる。さらに、入札目論見書におい
て、プロジェクトを完了できるだけの経験と資力を有し
ているかどうかを見定めるために追加の書類を要求され
ることもある。

これらの入札に関する書類はすべてポルトガル語に
よって作成されることが必要である。すなわち、ポルトガ
ル語以外の言語によって作成されているものはすべてポ
ルトガル語に翻訳する必要がある。その翻訳は、認定され
た翻訳家によって行われなければならず、公証や領事館
における認証なども要求される。このような翻訳サービ
スは、認定され独立した翻訳会社によって行われること
が必要であり、ブラジルの法律事務所がこの翻訳サービ
スを提供することはできない。しかし、一般的に、このよ
うな翻訳会社による翻訳は必ずしも質の高い翻訳とはい
えない。そのため、現実的には、法律事務所が翻訳をし、そ
れを認定された翻訳会社に提示して、彼らがそれを翻訳
として正しいことを証明するというのが一般的である。
なお、認定された翻訳業者によって、英語からポルトガル
語へ翻訳をする場合、約480ワードあると仮定した場合に
1ページ当たり多くて133レアルほどかかる。ただし、余裕

注2 入札目論見書は、ブラジル政府機関および入札企業の両者を拘束し、記載されている条項の意味を超える意図を持って、もともと記載されている条項の意
味を拡張することは許されないとの近時の裁判例がある。Petition 24.555/DF,21.02.02006, DJ31.03.2006
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を持った計画を立て、急ぎの翻訳でなければ交渉次第で
翻訳に要する額を減らすことが可能である。

なお、ブラジルでは、外国企業に参入制限があったり、
軍事に関わることなど政治的な理由による場合を除き、
国内企業のみに特に開かれているという公共入札の分野
はない。原則として国内外の企業は平等に扱われる。ただ
し、外国企業の場合には、上記のとおり、書類によっては
翻訳が必要となり、さらにブラジル国内でどの程度定期
的に事業を行っているかを示す書類が必要となる。なお、
これまでまったくブラジル国内で活動を行ったことのな
い企業の場合には、ブラジル領事館において宣誓や会社
の存在を示す書類の提出なども求められる。

❻　入札保証および保険
政府機関はその自由裁量において、入札事業の履行の

確保のため保証を提供することを入札希望者に要求する
ことができる。契約履行保証、銀行保証、現金の供託など
さまざまな保証の形態がある。保証の額は公共入札法に
定めがあり、契約金額の総額の5％が原則であるが、複雑
かつ政府機関が大きな財政的リスクを伴うような場合に
は、契約金額の総額の最大10％までの保証を求めること
ができる。

入札に際して、生命および財産を守るための保険に加
入することは、公共入札法上要求されていないが、入札目
論見書においてほとんどの場合、保険に加入することを
要求している。

❼　企業連合の形成
地下鉄、水力発電、上下水道工事等など比較的大きな入

札が行われる際には、企業連合（Consórcio）が形成される
のが一般的である注3。この企業連合については、ブラジル
会社法（Lei das Sociedades por Ações Law 6.404）に規定
がある。ブラジル会社法278条により、企業連合は、法人格
を有するものではなく、参加企業は連帯責任を前提とせ
ず、各企業が各自の責任を負うものとされている。ただ
し、政府入札にあたってはかかる原則が修正され、参加企
業が連帯責任を負うものとされているので注意が必要で
ある。

企業連合を形成するにあたって作成される企業連合契
約は、本店を有する地域を管轄する商業登記所にて登記

を行う必要がある。また、企業連合契約には、①企業連合
の名称（もしあれば）、②企業連合が達成しようとする目
的、③企業連合が継続する期間、住所、主要な営業所、④参
加企業の責任と役割の範囲、⑤収入の受け取り、ならびに
利益および負債の分担に関する規則、⑥企業連合の運営、
会計、代表および運営費用に関する規則、⑦意思決定方法
と各参加企業に与えられる投票数、および⑧各参加企業
が企業連合のために拠出した必要経費等の額（もしあれ
ば）等を定めなければならない。登記を怠り、また企業連
合を形成するための特定の目的および（または）特定の期
間を定めていないとされた場合には、法人格のないジョ
イントベンチャー、または場合によっては事実上の会社

（Sociedade de Fato）とみなされる可能性もあるので注意
を要する。

企業連合が形成された場合には、その企業連合は、参加
企業の中で主導企業を定めなければならず、その主導企
業が入札目論見書に記載されている主導企業の要件を満
たしていなければならない。さらに、ブラジル企業と外国
企業が企業連合を形成する場合には、主導企業は必ずブ
ラジル企業でなければならないと公共入札法によって定
められている。それ以外は、入札目論見書に記載されてい
る要件を満たす限り、参加企業間でどのような企業連合
契約を締結するかは、原則として自由である（図表2）。

また、既に述べたとおり、公共入札法46条により、総合

注3 企業連合による入札が認められるのが一般的であるが、場合によっては落札企業連合に株式会社等の組織形態を採用することを要求することがある。

図表2　企業連合契約において一般的に定められる項目

◦	企業連合の名称
◦	企業連合の目的
◦	企業連合が継続する期間
◦	住所および裁判管轄地
◦	参加企業の責任と債務負担
◦	収益の分配
◦	運営および会計・経理等の基本的
なルール

◦	利害対立の解決方法および議決権
の比率

◦	必要経費等の負担に関する取決め
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評価基準による入札方法を採用し、自身の得意とする技
術を有しているかどうかを入札の際の基準として判断し
てもらえれば、落札できる可能性も高くなる。この観点か
ら、自身の有している特別な技術要件を入札の基準とし
てもらえるよう、入札の予備段階から効果的にかつ説得
的に政府機関にアプローチできる地元のパートナーと企
業連合を組むことが、ビジネス上の重要な鍵となる。さら
に、後述するとおり、政府機関が作成した契約書の内容に
ついては変更が難しいため、事前に政府機関と折衝をし
ておくことは欠かせない。同時に、かかる段階で最も汚職
や談合など違法な手法が用いられる可能性も高いため、
企業連合を組む地元のパートナーの素性のチェックと監
視も欠かせないだろう。

公共契約の内容と
その交渉

❶　契約の交渉と変更
公共入札法38条および39条により、まずは関係政府機

関が契約書の草案を作成することとなっている。しかし、
落札した入札参加者が正当な理由なく契約への署名を拒
んだ場合には罰則も与えられるため、実際には、どういう
条件が組み込まれるべきか、入札参加者側で契約書の草
案も添えて入札するのが一般的である。

入札が完了する前の段階で、入札に関心を示す当事者
は、契約書に盛り込むべき条項等についてその必要性を
示し、説得しなければならない。入札参加者は、この説得
作業において、最終的な契約書に希望どおりの内容を盛
り込み、事前のリスク計算と契約書により負うこととな
るリスクとが整合するように調整しなければならない。

入札を実施する政府機関は、契約書の変更をする際に
はパブリックヒアリングを行うことが法律上要求されて
いるものの、必要がないとの判断により行わないことも
多い。しかし、原子力発電所の建設や高速鉄道建設等の社
会的注目度が高く、世界からも注目されている事業に関
しては、忠実に公共入札法に従い、契約の変更を落札当事
者が希望する場合には、パブリックヒアリングが行われ
るものと思われる。変更が行われる場合には、落札できな
かった当事者および一般公衆がかかる変更に対して異議
を申し立てることが可能となる。一方で、パブリックヒア

リングを行わずに契約の変更を行った場合には、落札自
体が無効とされるリスクを負うことになるので注意が必
要である。

❷　知的財産権の取扱い
ブラジルにおいても、特許権、著作権、商標権およびそ

の他の知的財産権の概念が存在し、これらを所有するこ
とが認められている。公共入札法111条は、政府機関がこ
れら知的財産権に関する法律を遵守することを要求して
いる。すなわち、政府機関は、民間において行われる契約
と同様、知的財産を使用するために必要な権利を取得し、
知的財産を使用しまたは処理するために必要な費用を支
払わなければならない。入札目論見書には、知的財産の権
利の移転に関する項目も盛り込まれているのが一般的で
ある。ブラジル知的財産当局（Insitiuto Nacional da 
Propriedade Industrial）に登録を要さない知的財産（例え
ば、ノウハウや営業秘密等）についても、政府機関は、同様
に必要な情報等の移転を要求することになる。

❸　契約書の公開
入札手続および入札に関して締結された契約等は、公

共入札法上、公開されるのが原則である。実際には、政府
機関の協力が得られず困難を要する場合もあるが、法律
上はすべての契約書は公開されることとなっている。す
べての国家レベルの入札を監督する政府機関である、国
家会計裁判所（Tribunal de Contas da União）は、守秘義務
に関する規定を契約書に盛り込むことを禁止している。

営業秘密や守秘義務を負っている情報に関する取扱い
について定めた規定は公共入札法にはない。ただし、この
ような情報が入札において開示される場合には、それな
りの配慮がなされることもあり得る。しかし、入札公開の
原則より、どのような配慮がなされるとしてもそれは極
めて限られたものとなり、さらには入札手続の不備とし
て後にその適法性について異議が申し立てられる可能性
もあるので注意を要する。

事後的救済措置

公共入札法49条により、すべてのブラジル市民にいつ
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でも入札に対して異議を申し立てられる権利が付与され
ている。

また、不公平な結果を招く入札を行ったり、入札を妨害
する行為などを取り締まるための罰則規定もある。最長
は6年の実刑であり、政府機関に対して詐欺を働いた場合
に適用される。

最後に

現在、ブラジルの市場経済は大きく発展している最中
であり、先進国への仲間入りを果たそうとする転換期に

あるといえる。この国の発展とともに国内のインフラも
整備すべく、多額のインフラ投資が予定されている。ブラ
ジル国内の技術だけですべての国内のインフラ整備を賄
うことは難しく、ブラジル国外の企業の技術も必要と
なってくる。そこに日本を含めた世界の企業のビジネス
チャンスが生まれるといえる。

前述のとおり、ブラジルの公共入札法は、経済合理性、
公平性および透明性を確保するためにさまざまな措置を
とっている。今後、WTO政府調達協定への署名も含め、世
界の企業に対してより開かれた公共入札となるか、また、
既存の入札制度の問題点などがどのように浮かび上がっ
てくるか、注目が欠かせない。

日本の入札制度との違い

❶　概要
前記のとおり、ブラジルにおいては、もっぱら国内法に

より入札制度が整備されている。
他方、日本は、国については会計法およびその下位の規

範である予算決算及び会計令（予決令）を中心とし、地方
公共団体については地方自治法および同法施行令が契約
に関する規定を設けるほか注4、WTO政府調達協定を締結
し、国内法規範として予決令および自治令の特例として
の各政令を制定し、より一層の国境を越えた政府調達の
開放を目指している。なお、入札公告に記載される情報の
うち、調達する物またはサービスの名称および数量、入札
期日ならびに契約担当者の氏名およびその所属する部局
名は、WTO公用語の一つである英語でも公表されている。

❷　日本における調達契約の相手方の選定方法
日本において政府が物またはサービスの提供を受ける

選定方式には、一般競争入札、指名競争入札および随意契

約がある。このうち指名競争入札はブラジルにはないが、
随意契約の概念はブラジル公共入札法25条に類似してい
るといえよう。

ブラジルには、常設の競争参加資格者名簿というもの
は存在しないが、日本において一般競争入札および指名
競争入札に参加するためには、事前に調達機関が行う資
格審査を受け、当該機関が作成する常設の競争参加資格
者名簿に掲載されている必要がある。

会計法29条の3第3項において定められる指名競争入札
は、契約の性質または目的により競争に加わるべき者が
少数で一般競争に付する必要がない場合および一般競争
に付することが不利と認められる場合において、競争に
参加するために必要な資格を有する者の中から政府機関
があらかじめ契約の履行について能力を有する者を指名
し、これら指名を受けた者の中で競争させることによっ
て調達機関にとって最も有利な入札者と契約を結ぶ方式
である。

会計法29条の3第4項において定められる随意契約は、
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要
により競争に付することができない場合及び競争に付

注4 その他にも、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」（昭和24年法律256号）、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律100
号）、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律127号）、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正
を害すべき行為の処罰に関する法律」（平成14年法律101号）などが入札に関する法律として挙げられる。
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することが不利と認められる場合において」、競争入札を
経ることなく、調達機関が特定の者と契約を結ぶ方式で
ある。

会計法29条の3第1項の規定により、日本の公共入札制
度は、一般競争入札優先主義を採用しているものと理解
されている。しかし、会計法29条の3第5項においては、「予
定価格が少額である場合その他政令で定める場合におい
ては」、政令に定めるところにより指名競争または随意契
約によることができるとされ、大幅な政令委任がなされ
ている。

そして、一般競争入札優先主義を採用しているとはい
え、実際には、指名競争入札はかなり広い範囲で行われて
いる。指名競争入札の公平性および透明性の確保のため
には、個別の契約の競争参加者をどのように指名するか
という指名基準の明確化が不可欠である。国においては
競争参加資格を有する者のうちから競争参加者を指名す
る場合の基準を定めなければならず、それを定めたとき
は財務大臣に通知しなければならないこととされている
ものの（予決令96条）、地方においては、指名基準を定めた
場合には公表が義務付けられているが、指名基準を定め
ること自体まで義務付けられてはおらず担当官の裁量に
任されている。さらに、指名基準が設けられたとしても、
その基準が一般的・抽象的であれば基準は存在しないも
同じということになりかねない。この指名権をどのよう
に拘束するかというのが日本における指名競争入札の経
済合理性、公平性、透明性を確保するための課題といえる。

随意契約についても、一般競争入札を原則とする日本
の入札制度からすれば、例外的なものと位置付けられる
べきである。ただし、実際には、随意契約といっても、まっ
たく競争のない契約ばかりというわけではなく、極めて
多様な方式があり、一概に随意契約を悪と決め付けるべ
きではない。プロジェクトに対して広く提案を募り、提案
した者の間に交渉の優先順位をつけて第一順位の者から
順に交渉をするという方式も随意契約の一種であるが、
これらの方式の場合、多様な提案を受けて政府機関は多
くの案を検討することができ、特に建物のデザイン等の
有用性を重視するようなプロジェクトでは有用な方法で
あると思われる。随意契約の柔軟な運用とその多様性ゆ
え、統一的な手続が定められておらず、特に地方公共団体
については、自主的な規律にゆだねられている。随意契約

の長所を確保しつつ、さらに経済合理性、公平性、透明性
をどのように確保していくかが随意契約における課題と
いえる。

❸　予定価格および契約書等の公開
予定価格の事後公表に関して、東京高判平成11年3月31

日（判時1678号66頁）では、「予定価格が公表されない制度
の下で、談合組織のみが予定価格に関する情報を不正に
入手し、これを基に談合を行うことが恒常的に行われる
ようになると、談合組織は労せずして最も効率的な落札
価格を設定し得るのに対し、アウトサイダーは、多大の労
力をかけても落札できるとは限らない地位に置かれたま
まである」として、予定価格を事後公表しないことが新規
参入者を阻み、談合を助長し、さらに「予定価格が公表さ
れないことから、そのような実態にあることが一般人に
は明らかとならず」、「談合組織はますます強固となり、そ
の不正の摘発はますます困難となる」と指摘して、予定価
格の事後公表は認められるべきであると述べた。一方、第
一審の横浜地判平成9年7月16日（判タ969号171頁）は、予
定価格を事前に把握していることは談合を行う上で誘因
として機能するため、事後公表であっても将来行われる
同種工事の予定価格を推測することが容易になる、と
まったく逆の判断をして非公開事由に該当するとした。

非公開によって保護されるのは、非公開たる情報を不
正に入手できる地位にある既得権益を有する談合組織で
あり、公共入札の公平性、透明性を高めるためには何より
も情報が広く公開され、入札参加者が均等に入札に関す
る情報を持っていることが必要である。特に、WTO政府
調達協定に署名し、広く海外の企業に対しても入札の門
戸を広げるという日本の立場からすれば、情報を積極的
に開示することによって海外の企業に対しても日本の入
札事業の実態の把握を可能にすべく、情報を可能な限り
公開すべきであろう。

契約書の公開については、情報公開条例、行政機関情報
公開法との関係において議論されているにすぎず、特に
入札に関する契約書に限定してこれを公開すべきとする
法律はない。一方ブラジルについては、契約書を含め、契
約に関する文書はすべて公開が原則となっており、この
点についてはブラジルの入札制度のほうが透明性が高い
と評価できよう。
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日本企業が留意すべき点

❶　企業連合の形成
日本においては入札にあたって共同企業体が形成さ

れ、特に大規模公共事業においては、個別の建設工事ごと
に、その工事の特性に着目して結成される特定JVと呼ば
れる共同企業体が編成されることが多い。前述のとおり
ブラジルにおいても、ブラジルの現地の企業と企業連合
を形成し、入札に参加するのが一般的である。経験豊富で
情報収集能力があり、かつ政府機関と折衝して説得でき
る力と経験を有するビジネスパートナーをいかに見つけ
て企業連合を形成できるかというのが、ビジネス上の成
功の鍵となろう。

ブラジル企業と企業連合を形成するにあたっては、利
益、責任、役割および出資の分担をどのように行うかにつ
いて詳細を取り決めておくことはもちろん、意思決定の
方法、情報および知的財産の取扱い、会計方法、監査方法、
さらには企業連合を解消する際に起こり得る問題を事前
に把握し、現地の弁護士とも相談の上、これらについて
しっかりと取り決めておくことが必要であると思われ
る。汚職に関する問題については後述するが、企業連合を
組む相手方企業がこれまで汚職に関与していないかどう
かの調査および企業連合契約等の中に汚職に関与してい
ない旨の表明保証をとるなどの対応も、現地弁護士と相
談の上検討すべきである。

❷　汚職について
前述のとおり、ブラジルの入札制度は、公平性、透明性

を確保する点において日本の入札制度より優れた面もあ
る。しかしながら、ブラジルが汚職と無縁かといえばそう
ではない。むしろ、汚職は、治安の悪さと並んでブラジリ
ダーヂ（ブラジルらしさ）の一つだと揶揄されたりもする。

しかし、“郷に入っては郷に従え”とばかりに、汚職に加
担するようなことがあってはならない。また、現地法人な
どにすべて丸投げし、現地の法律や商習慣などにどのよ
うに対応するかについて日本側でまったく関知しないと
いう態度も好ましくない。汚職に関しては、たとえブラジ
ル国内の問題であっても思わぬ形で飛び火する可能性が
ある。

日本においては、不正競争防止法18条1項において、外
国公務員等に対し、営業上の不正の利益を得ることを目
的として、金銭その他の利益を供与することを禁止してい
る。これにあわせ、経済産業省では、合弁会社の場合には、
自社が支配権を有しない場合であっても、相手方パート
ナーとの間でコンプライアンス体制について意見交換す
ることや、現地の法律についても十分に情報を収集して適
切な措置をとることなどが推奨されている注5。したがっ
て、ブラジルにおいてもコンプライアンス体制の確立や
現地の法律等について現地弁護士と綿密に協議しておく
必要がある。

さらに、米国にて事業を行っている企業であれば、海外
腐敗行為防止法（The Foreign Corrupt Practices Act）に
も注意する必要があろう。

今後の展望

ブラジルでは、14年にはワールドカップが開催され、16
年にはオリンピックが開催される。日本や欧米諸国が不
況に苦しんでいる中、好調な経済発展をみせている。今後
予定されている公共事業において、ブラジルの公共入札
制度がどのようにその役割を果たしているか注目してい
きたい。日本の公共入札制度の見直しにも大いに役立つ
ものと思われる。

〔参考文献〕
碓井光明『公共契約法精義』（信山社、2005）

注5 経済産業省「外国公務員贈賄防止指針」（平成16年5月26日（平成19年1月29日改訂））
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