
 

 

 

       主   文 

 

 １ 第一審原告らの控訴及び第一審被告の控訴に基づいて，原判決を以下のとおり変更する。

  （１） 第一審被告は，第一審被告補助参加人中山賢一に対し４００７万４４０５円，同Ａ１株式

会社に対し３２１８万３４４５円，同株式会社Ｂ１に対し１２６万４２００円，同Ｃ１株式会社に対し３１

１万２７２５円，同株式会社Ｄ１に対し５８万２８５５円，同Ｅ１株式会社に対し１０９万７３５５円及び

同株式会社Ｆ１に対し１８３万３８２５円並びに前記各金員に対する平成１８年１月１日から支払済

みまで年５分の割合による金員の支払を請求せよ。 

  （２） 第一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用（補助参加によって生じた費用を除く。）は，第１，２審を通じてこれを５分し，その２

を第一審原告らの，その余を第一審被告の各負担とし，補助参加によって生じた費用は各補助

参加人らの各負担とする。 

 

       事実及び理由 

 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 第一審原告ら 

  （１） 原判決中，第一審被告補助参加人中山賢一に対する支払を求める請求を棄却した部

分を取り消す。 

  （２） 第一審被告は，第一審被告補助参加人中山賢一に対し，９９３５万３１００円及びこれに

対する平成１８年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 

 ２ 第一審被告 

  （１） 原判決中，第一審被告敗訴部分を取り消す。 

  （２） 第一審原告らの請求を棄却する。 

第２ 事案の概要 

 １ 事案の要旨 

  （１）ア 第一審被告補助参加人中山賢一（以下「中山」ともいう。）は，平成１７年１月２８日か

ら平成１８年３月１４日まで，山梨県北巨摩郡小淵沢町（以下「旧小淵沢町」という。）の町長であ

った。 

   イ 鈴木隆一（以下「鈴木」という。）は，平成５年１月から平成１７年１月２７日まで，旧小淵

沢町の町長であった。 

   ウ Ｇ１（以下「Ｇ１」という。）は，昭和５１年４月１日から平成５年３月３１日まで旧小淵沢町

の建設課に勤務し，中山町長により平成１７年４月１日付けで建設課長に任ぜられた。 

【ＩＤ番号】 ０６６２０１５１

      損害賠償請求控訴事件

【事件番号】 東京高等裁判所判決／平成２０年（行コ）第４１０号

【判決日付】 平成２３年３月２３日

【判示事項】 １ 町の発注した公共工事について受注業者の談合があり，町長が談合を幇助

していたとして受注業者と町長の損害賠償責任が認められた事例

      ２ 公共工事の談合により町が被った損害額につき，民事訴訟法２４８条を適用

して合理的な根拠をもって実際に生じた損害額に も近いと推測できる額を認

定すべきであるとして，契約金額の７％が認定された事例

【参照条文】 地方自治法２４２の２－１

      民法７０９

      民法７１９

      民事訴訟法２４８

【掲載誌】 判例タイムズ１３６５号８４頁

      判例時報２１１６号３２頁

      ＬＬＩ／ＤＢ 判例秘書登載
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   エ 旧小淵沢町は，平成１８年３月１５日，山梨県北杜市（以下「北杜市」という。）との合併

により，第一審被告である北杜市がその事務を承継した。 

   オ 第一審原告らは旧小淵沢町，現北杜市の住民である。 

   カ 第一審被告補助参加人Ａ１株式会社（以下「Ａ１」という。），同株式会社Ｂ１（以下「Ｂ１」

という。），同Ｃ１株式会社（以下「Ｃ１」という。），同株式会社Ｄ１（以下「Ｄ１」という。），同Ｅ１株式

会社（以下「Ｅ１」という。），及び同株式会社Ｆ１（以下「Ｆ１」という。以下，Ａ１外５名の会社を「補

助参加人会社ら」という。）は，旧小淵沢町の公共工事の入札に参加した建設業を営む業者であ

る。 

  （２） 本件は，第一審原告らが，平成１７年度における旧小淵沢町の発注工事（平成１７年４

月２７日から同年１１月１０日までの入札実施分。以下，特に断らない限り，「平成１７年度の旧小

淵沢町の発注工事」とは，この期間のものを意味する。）のうち，原判決別紙３損害一覧表記載

の２２件の各工事について，①補助参加人会社らが，入札に参加した他の入札業者と談合し，こ

れにより落札予定業者とされた業者が落札価格により落札するという不法行為を行った結果，

旧小淵沢町に公正な競争によって形成されたであろう落札価格と現実の落札価格との差額相当

額である上記損害一覧表記載の損害を生じさせた，②また，旧小淵沢町の町長であった中山

が，入札業者の指名権を濫用して談合を容易に実行することのできる指名業者の組み合わせを

実現した上，自ら又は職員を介して，設計価格又は予定価格をＡ１に漏えいして談合に加担した

として，旧小淵沢町の執行機関の訴訟承継人である第一審被告に対し，地方自治法２４２条の２

第１項４号本文に基づき，補助参加人会社ら及び中山に対し，民法７０９条及び７１９条に基づく

上記損害及び弁護士費用相当分の損害及びこれに対する不法行為の後である平成１８年１月１

日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める

住民訴訟である。 

  （３） 原判決は，補助参加人会社らの談合を認定した上，第一審原告らの請求につき，補助

参加人会社らに原判決別紙１談合工事一覧表記載の損害額の支払を請求するように求める限

度で認容（弁護士費用相当分については棄却）し，補助参加人中山について，設計価格又は予

定価格を漏えいしたことを認める的確な証拠がないとして，補助参加人中山に対する第一審原

告らの請求を棄却した。そこで，補助参加人会社らが，敗訴部分を不服として，また第一審原告

らが，補助参加人中山に対する請求が棄却されたことを不服として，それぞれ控訴をしたもので

ある。第一審原告らは，当審において，中山の行為は，談合の幇助である旨の主張に変更した。

 ２ 前提事実，争点及び争点についての当事者の主張 

   前提事実，争点及び争点についての当事者の主張については，３に「当審における当事者

の主張」を付加し，以下のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」中「第２ 事案の概

要」の「２ 前提となる事実」，「３ 争点」及び「４ 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりで

あるから，これを引用する。 

  （１） 原判決５頁１８行目の「（甲７）」を「（甲７ 小淵沢町作成の「小淵沢町建設工事競争入

札参加者の資格及び選定要綱」《以下「選定要綱」という。》の３条１項）」に改める。 

  （２） 原判決７頁１行目の「金入り設計書」を「設計価格（単価，金額）が記載された設計書（以

下『金入り設計書』という。）」に改める。 

  （３） 原判決７頁８行目から１４行目末尾までを以下のとおりに改める。 

   「（３） 平成１７年度における旧小淵沢町発注工事（平成１７年４月２７日から同年１１月１０

日までの入札実施分。ただし設計を除く。） 

      旧小淵沢町は，別紙２（本判決添付のもの）平成１７年度落札結果表記載の各工事（平

成１７年４月２７日から同年１１月１０日までの入札実施分８７件の工事。ただし，設計を除く。以

下，同表記載の工事番号を付して当該工事を特定する。）について，それぞれ指名競争入札を

実施し，別紙２平成１７年度落札結果表の指名業者１（落札業者）欄記載の各業者が落札した。

各工事の設計価格，予定価格，落札価格，落札率（予定価格に対する落札価格の割合。小数点

３桁以下は四捨五入する。），工種，入札に参加した各指名業者及び落札業者の業者名，入札

価格（設計価格，予定価格，落札価格及び入札価格はいずれも消費税抜きの価格であり，契約

価格は落札価格に消費税が加算されたものとなる。）は，別紙２平成１７年度落札結果表記載の

とおりである（甲５，７０の１ないし１４，８８の１及び３，丁２０，弁論の全趣旨）。 

    （４） 平成１６年度における旧小淵沢町発注工事（ただし，設計を除く）の落札結果 

      旧小淵沢町は，別紙３平成１６年度新・落札結果要旨表記載の各工事について，それ
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ぞれ指名競争入札を実施し，同表記載の指名業者１（落札業者）欄記載の各業者がそれぞれ落

札した。各工事の設計価格，予定価格，落札価格，落札率（予定価格に対する落札価格の割

合。小数点３桁以下は四捨五入する。），属性（工種），入札に参加した各指名業者及び落札業

者の業者名，入札価格（設計価格，予定価格，落札価格及び入札価格はいずれも消費税抜きの

価格であり，契約価格は落札価格に消費税が加算されたものとなる。）は，別紙３平成１６年度

新・落札結果要旨表記載のとおりである（甲３５，弁論の全趣旨）。」 

  （４） 原判決７頁１５行目の「（４）」を「（５）」に改め，１７行目の「原告らが談合であると主張す

る」の次に「平成１７年４月２７日から同年１１月１０日までの入札実施分の」を加える。 

  （５） 原判決１４頁２０行目から２１行目の「の証言によれば，以下の事実が認められる。」を

「は，次のとおり証言する。」に改める。 

  （６） 原判決１５頁４行目の「事実が認められる」を削る。 

  （７） 原判決１６頁１６行目の「同年４月４日（月）に，」を削り，１８行目の「作成した。」の次に

「その作成年月日は，同年４月４日ではなく，その後に本件町外５業者及び舗装の入札参加業者

としてＡ１を含む補助参加人会社らが確定した後に作成された。」を加え，１９行目から２０行目の

「と主張する」を削る。 

  （８） 原判決１６頁２１行目の「中山が主張する」を「中山が行った」に改める。 

  （９） 原判決２０頁１４行目から１５行目の「設計価格（単価，金額）が記載された設計書（以下

「金入り設計書」という。）」を「金入り設計書」に改める。 

  （１０） 原判決２３頁１８行目の「（以下「Ｈ１南諏訪支店」という。）」を「（以下「Ｈ１南諏支店」と

いう。）」に改める。 

  （１１） 原判決３０頁２０行目の「上記平成１６年度の舗装工事を除いた他の工事の平均落札

率」を「上記平成１６年度の舗装工事を除いた他の工事の平均落札率（７６．７７％）」に，２２行目

の「上記平成１６年度の舗装工事の平均落札率」を「上記平成１６年度の舗装工事の平均落札

率（５６．７２％）」にそれぞれ改める。 

 ３ 当審における当事者の主張 

  （１） 第一審原告ら 

    中山は，以下の行為を行い，Ａ１を含む入札業者が談合を行うことを幇助した。この中山

の責任の根拠につき，民法７１９条１項前段に基づく責任を主張したが，控訴審においては，中

山の責任の根拠を民法７１９条２項の「幇助」に変更する。 

   ア 不正業者指名について 

     中山は，Ａ１が入札参加業者に談合の働きかけをすることを知りながら，Ａ１から入札参

加業者の組み合わせの指示を受け，Ｇ１建設課長にＡ１の指示どおりの選定をした指名業者案

を作成させ，入札業者の指名権を濫用して談合を容易に実行することのできる指名業者の組み

合わせを実現し，もって談合を幇助した。 

   イ 設計価格又は予定価格の漏えいについて 

     中山は，みずからあるいはＧ１建設課長その他の職員を介して，Ａ１をはじめ特定の業

者に設計価格又は予定価格を漏えいした。また，設計価格の記載された指名案を役所内にて回

覧させ，事実上公開するなどして指名業者名，設計価格又は予定価格を漏えいし，もって談合を

幇助した。 

     原判決は，設計価格については，中山のほか，Ｇ１や設計を担当した業者の関係者も知

り得る立場にあったことから，中山がＡ１に対して本件工事７６の設計価格又は予定価格を漏え

いした事実を認めなかったが，Ｇ１は，本件では一貫して中山の指示の下に行動しているのであ

り，Ｇ１が関与したのであれば，それは中山の関与を物語る。設計を担当した業者の関係者等が

知り得るというのは抽象的な可能性にすぎず，このことからＧ１，中山の関与を排除したのは，事

実認定に関する経験則，条理に反している。 

  （２） 第一審被告 

   ア 北杜市における平成１７年度及び平成１８年度の平均落札率は，９５．６％，平成１９年

度は９５．３％，平成２０年度も９５．９％であって９５％を超えている。原判決が「公正な競争がな

された場合の平均落札率は８０％が相当である」と判断したが，これは北杜市において入札業務

に携わる担当者の実務感覚と大いに異なっており，この点は誤りである。 

   イ 仮に，第一審被告に損害が発生していると認められる場合には，公正な競争によって決

定される落札価格は談合の結果，実際には形成されなかったものであり，また，その落札価格
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は，当該具体的な工事の種類，規模，場所，内容，入札当時の経済情勢及び各社の財務状況，

当該工事に係る入札への参加者数並びに地域性と多種多様な要因が複雑に絡み合って形成さ

れるものであるから，これを証拠に基づき具体的に認定することは極めて困難である。したがっ

て，賠償額の算定に当たってはある程度手堅く控えめな金額をもって認定されることもやむを得

ないのであり，本件に現れた一切の事情を考慮すれば，第一審被告の被った損害額は，各工事

の契約金額の５％に相当する金額を損害として認定すべきである。 

  （３） 補助参加人会社ら 

   ア 旧小淵沢町の入札制度において，談合は不可能ないし著しく困難である。 

     平成１７年度の旧小淵沢町の入札制度は，①「指名競争入札通知書」は業者ごとに個別

に渡され，現場説明会は，複数の案件について同一会場で同時に実施されるなど，特定の工事

の指名業者の組み合わせは分からないようにされていること，②入札書とともに積算内訳（見積

書）の提出が義務づけられ，予定価格調書作成時には，業者は既に入札会場に集まっている時

間となっており，町長が当該工事の設計価格を知るのは，入札直前であり，設計価格をＡ１に漏

えいする暇がないこと，③予定価格は，業者が入札会場に集まっている時間帯に設計価格から

何％かを切り下げて決められ，しかも，その切り下げる割合は工事毎に異なるから入札参加業

者がこれを正確に知ることは不可能である。 

   イ Ｉ１株式会社（以下「Ｉ１」という。）の代表者Ｊ１（以下「Ｊ１」という。）の証言は信用出来な

い。 

     Ｊ１は，Ａ１らが入札参加業者に指名されなければ，Ｉ１が従前どおり舗装工事を受注でき

るという関係にあり，中山とＡ１を陥れる強い動機がある。またＪ１がＡ１を訪ねた日時より以前で

ある平成１７年４月４日には，指名業者が格付表により決められていて，既に，Ｉ１が指名業者か

ら外されていた。さらに，Ｉ１が平成１６年度に落札した舗装工事はダンピングの疑いが強い。この

ような事実からＪ１の証言は信用できない。 

   ウ 平均落札率の上昇には合理的な理由があること 

     平成１６年度の舗装工事はダンピングの疑いがあり，平成１７年度の平均落札率の上昇

には合理的理由があるから，平成１６年度と平成１７年度の落札率の安易な比較は誤っている。

落札率は，当該工事の個別具体性により高くも低くもなるのであり，落札率の高さは，あくまで談

合が存在した事実と矛盾しないというにすぎない。旧小淵沢町を除く北杜市の発注した舗装工

事，山梨県の峡北林環部，峡北農務部，峡北林建設部の発注した舗装工事の平均落札率は，

北杜市が９７．３７％，峡北林環部が９８．０８％，峡北農務部が９５．８７％，峡北林建設部が９

６．４４％であり，９０％台の落札率は適正な価格であって不自然ではない。一方，旧小淵沢町の

平成１５年度の水道工事において，有限会社Ｌ１（以下「Ｌ１」という。）が落札率９６．４７％で（丁２

の３），また平成１６年度の水道工事において，株式会社Ｍ１（以下「Ｍ１」という。）が９５．７７％，

株式会社Ｎ１が９７．０６％，又は９８．００％の落札率で（甲３３の３，３５），それぞれ落札している

のであり，落札率の高さは結果論にすぎない。 

  （４） 補助参加人中山 

   ア 中山は，Ｇ１課長に入札参加資格基準及び建設業者格付表の作成を指示するに当た

り，その内容について特段の注文は付けていない。中山はＧ１の選定につき，特段不自然なもの

でないためこれを承認した。 

     原判決が，落札率が９５％以上に上昇したことにつき談合によるものであり，町外業者を

指名し，落札率が低い町内業者の指名を減少させたことにより，談合が容易にできる環境を作っ

たものと断定しているが，これは入札参加業者の指名につき，業者の格付表及び入札参加資格

表を機械的に適用して指名した結果にすぎず，これを談合を容易にする意図的なものとみること

は不当である。 

   イ 予定価格の決定も，入札会場に業者が入った後，入札の３０分前ころに決定しており，

それ以前に業者に漏えいすることはできない。 

 ４ 争点 

   本件の争点は，①補助参加人会社らは，平成１７年度の旧小淵沢町の発注工事のうち，第

一審原告らが指摘する原判決別紙３損害一覧表記載の２２件の各工事について，入札に関し談

合をしたか（争点１－談合の有無），②中山は，上記２２件の各工事の入札に関し，指名権を濫

用してＡ１の意に沿った指名業者を決定し，また指名業者名，設計価格又は予定価格を漏えい

するなどして，公正な自由競争を妨げる補助参加人会社らの談合を幇助したか（争点２－中山
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の談合幇助の有無），③談合又はこれに対する加担（幇助）が認められる場合に旧小淵沢町に

発生した損害額はいくらか（争点３－損害額）である。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所は，第一審原告らの請求は，第一審被告が，補助参加人中山に対し，４００７万４

４０５円，同Ａ１に対し３２１８万３４４５円，同Ｂ１に対し１２６万４２００円，同Ｃ１に対し３１１万２７２

５円，同Ｄ１に対し５８万２８５５円，同Ｅ１に対し１０９万７３５５円及び同Ｆ１に対し１８３万３８２５円

並びに前記各金員に対する平成１８年１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支

払を請求すべきことを求める限度において理由があり，その余は理由がないものと判断する。 

   その理由は，後記２ないし５のとおり付加し，以下のとおり補正するほかは，原判決の「事実

及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」の１項に記載のとおりであるから，これを引用する。 

  （１） 原判決３１頁１４行目，７０頁４行目の「一番の」をそれぞれ「 大手の」に改める。 

  （２） 原判決３２頁１２行目の「立候補を反対し」を「立候補に反対し」に改める。 

  （３） 原判決３４頁１３行目の「Ａ１の支援を受けた」を削る。 

  （４） 原判決３８頁８行目，４１頁１４行目，４２頁１４行目において引用された「別紙５」を本判

決添付の「別紙５」に改める。 

  （５） 原判決４１頁１０行目の「証拠（甲３２）」を「証拠（甲３２の１・２）」に改める。 

  （６） 原判決４３頁８行目の「本件格付表（甲３６）」を「本件格付表（甲３６の４枚目以下）」に改

める。 

  （７） 原判決４６頁１２行目から１３行目の「舗装工事を除いた平均落札率をみても，平成１６

年度は７６．７６％である」を「旧小淵沢町の平成１６年度における舗装工事を除く，各工事全部

の予定価格の合計は７億８６７７万８０００円であり，その落札価格の合計は６億０４００万円であ

るから，平成１６年度の舗装工事を除く全工事の平均落札率は７６．７７％（小数点３桁以下，四

捨五入）である」に改める。 

  （８） 原判決４７頁１行目の「７６．６％」を「７６．７７％」に改める。 

  （９） 原判決４７頁５行目，１４行目，４８頁１２行目，１８行目，４９頁１行目，５０頁１２行目，５

１頁２５行目，５２頁１０行目，２３行目，５６頁９行目，１３行目，２４行目，５７頁１３行目，５８頁１

行目，６２頁１８行目，６３頁１行目，１３行目，１７行目，６４頁１行目，２３行目，６５頁４行目，６９

頁１２行目，７１頁８行目，７２頁１８行目，７３頁１８行目の「推認」をそれぞれ「推計」に改める。 

  （１０） 原判決４７頁９行目の「以下，各工事」を「以下，平成１７年度の各工事」に改める。 

  （１１） 原判決４７頁２０行目の「８６．６％」を「８６．５８％」に改める。 

  （１２） 原判決４９頁１４行目の「３５５万円ないし３７４万円」を「３５５０万円ないし３７４０万円」

に，１５行目の「４３０万円」を「４３００万円」に，それぞれ改める。 

  （１３） 原判決５０頁２５行目の「９７．６％」を「９７．５７％」に改める。 

  （１４） 原判決５１頁６行目の「いずれも高率であり」の次に「この４件の工事の予定価格の合

計は１億２５６０万円で，落札価格の合計は１億１８２０万円であるから」を加える。 

  （１５） 原判決５２頁１２行目の「経費率は３０ないし４０％と高く」の次に「（証人鈴木４０頁，丙

１資料１０－１）」を加える。 

  （１６） 原判決５２頁１７行目の「証拠（甲４１）」を「証拠（甲４１資料１）」に改める。 

  （１７） 原判決５７頁２２行目の「９５．５６％」を「９５．６７％」に改める。 

  （１８） 原判決６０頁１６行目，６１頁２５行目及び７０頁２１行目から２２行目の「安全性点数」

をそれぞれ「安定性点数」に改める。 

  （１９） 原判決６４頁２０行目の「９８．７２％」を「９７．７２％」に改める。 

  （２０） 原判決６５頁２６行目の「Ｏ１・Ａ１ ＪＶ」を「Ｋ１・Ｏ１ＪＶ」に改める。 

  （２１） 原判決６６頁１８行目の「受注価格の低落を図るため」を「受注価格の低落防止を図る

ため」に改める。 

  （２２） 原判決７５頁２行目から３行目の「『小淵沢町建設工事競争入札参加者の資格及び選

定要綱』第７条（６）（甲７）」を「選定要綱７条（６）号（甲７）」に改める。 

  （２３） 補助参加人会社らは，当審において，第２の３（３）のとおり，本件工事の入札が談合

によるものでなく正当な競争入札に基づくものである旨の主張反証等を行った。そこで，原判決

の以下の部分を削除する。 

   ①原判決４８頁６行目の「このように」から１０行目の「主張反証等を行っていない。」 

   ② 同４９頁５行目の「このように」から９行目の「主張反証等を行っていない。」 
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   ③ 同５０頁２行目の「このように」から６行目の「主張反証等を行っていない。」 

   ④ 同５３頁７行目の「このように」から１２行目の「主張反証等を行っていない。」 

   ⑤ 同５６頁１行目の「このように」から５行目から６行目にかけての「主張反証等を行ってい

ない。」 

   ⑥ 同５８頁１３行目の「このように」から１６行目から１７行目にかけての「主張反証等を行っ

ていない。」 

   ⑦ 同５９頁２３行目の「このように」から同６０頁１行目から２行目にかけての「主張反証等

を行っていない。」 

   ⑧ 同６１頁９行目の「このように」から１３行目から１４行目にかけての「主張反証等を行っ

ていない。」 

   ⑨ 同６４頁１０行目の「このように」から１５行目の「主張反証等を行っていない。」 

   ⑩ 同６８頁１１行目から１２行目にかけての「にもかかわらず」から１６行目の「主張反証を

行っていない」 

   ⑪ 同６９頁２２行目の「このように」から２６行目の「主張反証等を行っていない。」 

   ⑫ 同７１頁１８行目から１９行目にかけての「にもかかわらず」から２１行目から２２行目に

かけての「主張反証等を行っていない」 

   ⑬ 同７２頁２６行目から同７３頁１行目にかけての「にもかかわらず」から３行目から４行目

にかけての「主張反証等を行っていない」 

   ⑭ 同７４頁３行目の「このように」から７行目の「主張反証等を行っていない。」 

 ２ 本件の特色と事実認定・判断のあり方 

   本件は，住民が法と証拠に基づき地方公共団体の財政規律の是正を求めるという住民訴

訟本来の目的を有するものである。本件の対象は，公共工事の談合であるが，公正取引委員会

の審判手続による審決がされているものではなく，刑事手続が先行しているものでもない。すな

わち，本件においては，直接証拠はない。そこで，住民である第一審原告らとしては，文字どおり

徒手空拳の状態で資料を収集・分析し，事実を推理して主張を展開し，裁判所の判断を求める

ほかないのである。これは困難な作業であるが，第一審被告補助参加人らの立場を考慮する

と，本件要証事実についても，通常の民事訴訟と同じく，高度の蓋然性が認められるレベルで証

明されることが必要であり，証明度を軽減することは相当とは解されない。 

   このような場合には，裁判所としては，第一審原告らにおいて主張し証明しなければならな

い事実（要証事実）に関し証拠及びそこから導かれる間接事実から推認することができるかにつ

いて，経験則を駆使し，洞察力の限りを尽くして，事実認定・判断をしていくことが必要である。す

なわち，本件の特色に即した事実認定・判断が求められるのである。 

   以下に説示するところは，当裁判所として，上記のような姿勢で，中立的な立場に立ち，事

柄を虚心に捉え，どのような事実があったと考えるのが経験則に合致し，合理的であるかを，慎

重の上にも慎重に認定・判断したものである。 

 ３ 争点１（談合の有無）について 

  （１） 関係証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

   ア 旧小淵沢町における公共工事の入札手続 

    （ア） 旧小淵沢町では，公共工事の入札においては，平成１７年度及びそれ以前の数年

間も含め，指名競争入札による設計価格及び予定価格（設計価格から一定の割合を歩切りした

価格），指名業者の組み合わせを公表しない 低価格自動落札方式が採用されていた（甲３２

の１・２）。 

    （イ） 旧小淵沢町の公共工事については，選定要綱が定められ，入札参加を希望する業

者は，あらかじめ選定要綱の第２条ないし第４条等の手続を履践し，入札参加者名簿に登載さ

れる必要があり，また工事を執行しようとする所管課長は，選定要綱に基づき，資格審査一覧表

（別表１）及び入札参加資格基準審査一覧表（別表２）を作成して小淵沢町競争入札参加業者選

定委員会の審査を経ることとされていた（甲７）。ただし，実際には年度ごとに選定要綱どおりの

別表１，２が作成されていたのではなく，前年までの別表１に記載された業者について選定委員

会の構成員の意見を聞き，問題がなければ，入札参加業者として決定することとされていた（甲

８）。 

    （ウ） Ｇ１の前任者にあたる平成１６年度の建設課長であるＰ１は，年度の初めに工事工

種ごとにそれまでの実績等を基にして入札指名の候補となるべき業者の一覧表を作成し，総務

6/23 ページ

2012/12/07https://www.hanreihisho.jp/docs/HANREI/HSRD0L/6620/06620151.html



課長に渡していた（甲４９）。平成１３年度，平成１４年度の建設課長であり，平成１６年度，平成１

７年度の総務課長であったＱ１は，建設課長のときには，①山梨県土木発行の経営審査書に基

づき「入札参加者名簿」を確認し，②年度ごとに「当該業者の総合数値，等級」を記載した「候補

者」の名簿を作成し，総務課長に公文書としてではなく手持ち資料として渡していた（甲８１の１・

２，丁４９）。工事の所管課長は，建設課長が作成した「候補者名簿」を参考にして入札指名業者

案を作成していた（弁論の全趣旨）。 

    （エ） 鈴木町長は，町長自身は入札参加業者の選定には関わらないことが望ましいと考

え，所管課から業者選定案が作られて入札手続担当課である総務課に提出され，総務課の意

見が付された上，指名検討委員会を経て町長の決裁をするという方式を採用していた（証人鈴

木，１７頁）。これに対して，中山町長は，所管課長が指名参加資格のある業者の中から指名業

者案を作成した段階で，入札担当課である総務課の課長に提出される前に，所管課長から工事

内容及び入札参加業者の説明を受けていた（第一審被告自認，原審準備書面（２），第１，１，当

審中山）。 

    （オ） 平成５年１月に鈴木が町長となる前の坂本前々町長の時代には，旧小淵沢町の公

共工事の多くは３回まで行われる入札においてすべての入札参加者が予定価格より高い価格で

入札し， 終的にＡ１が随意契約でほぼ予定価格と同額で契約するという方法で落札されてお

り，平均落札率は９９％以上であった（甲１４）。その当時の建設課長は中山であり，Ｇ１は建設課

に勤務し，一時係長であった。 

    （カ） 鈴木は，平成５年に町長に就任後，公共工事の入札で談合をさせないため，指名競

争入札において業者の数を多くして指名業者を分からなくする，追加指名を行う，同一工事の二

度入札・同時開札，確実に談合に応じないと見られる業者を指名業者に入れるなどのさまざまな

工夫を実践した。その結果，随意契約は例外的なもの以外はなくなり，落札率（落札価格／予定

価格）は，平成５年が９０．７％，平成６年が９１．９％，平成７年が９２．２％，平成８年が９２．

９％，平成９年が９３．４％，平成１０年が８９．６％，平成１１年が８７．５％，平成１２年が９０．

０％，平成１３年が８５．６％，平成１４年が８８．２％，平成１５年が８６．６４％，平成１６年が７５．

４３％と低下した（甲１４，丁２の２・３）。 

   イ 本件格付表の作成経緯，作成方法及びその運用結果 

    （ア） 平成１７年１月２８日から旧小淵沢町の町長が，鈴木から中山に替わった。中山は，

鈴木町長時代の入札執行のあり方に批判的見解を持っていたことから，町長就任後，全体を見

直すとして同年３月まで公共工事の入札を実行しないことを課長会議で決定し，Ｇ１を建設課長

に任じた上，本来は，Ｑ１総務課長がすべき業務ではあったが，Ｇ１に指示をして，入札参加基

準を北杜市の基準に合わせるべく変更するとともに，併せて入札参加業者の入れ替えをした（丙

１，当審中山）。 

    （イ） Ｇ１は，中山の指示に基づき，本件格付表を作成した。本件格付表には，舗装工事

の業者名のうち，Ａ１を除く補助参加人会社らの業者名の横にレ印が付けられている（甲３６）。 

    （ウ） 平成１７・１８年度入札参加資格申請受付簿によれば，Ｄ１の入札参加申請が受け

付けられた順番は，１０９４番中の１０８４番である（丁２１）。 

    （エ） Ｇ１は，平成１７年４月１４日付けにて本件工事１，２，３，５，６の５件の工事の外１件

の設計業務について入札執行依頼書を作成した（甲７７）。この入札執行依頼書には，現場説明

日時，入札日時，工事名，事業量，工期，指名業者名，設計価格までが記載されているが，各工

事の設計価格は，別紙２平成１７年度落札結果表記載の各工事の設計価格と異なっている。こ

のうち，本件工事６の設計価格について，同依頼書には１２８５万７１４３円（税抜）と記載されて

いる（甲７７）。 

   ウ 旧小淵沢町における平成１６年度及び平成１７年度の入札及び落札結果 

    （ア） 旧小淵沢町における平成１６年度及び平成１７年度（平成１７年４月２７日から同年１

１月１０日までの入札分）の指名業者と落札回数は別紙５のとおりである（平成１７年１２月及び

平成１８年１月分の入札を加算すると各業者の指名回数と落札回数が別紙５と若干異なるが，

第一審原告らが監査の対象としたのは，平成１７年１１月１０日の入札分までであるので，平成１

７年１２月及び平成１８年１月分は審理の対象ではない。以下，「平成１７年度」とあるのは，入札

結果に関するものは，平成１７年１１月１０日の入札分までを意味する。）。 

    （イ） 平成１７年度には，入札参加業者が大幅に入れ替えられ，Ａ１の外，Ｆ１，Ｄ１，Ｅ１，

Ｂ１，有限会社Ｒ１（以下「Ｒ１」という。），有限会社Ｓ１（以下「Ｓ１」という。），Ｔ１株式会社（以下
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「Ｔ１」という。），Ｕ１株式会社（以下「Ｕ１」という。），Ｖ１株式会社（以下「Ｖ１」という。）が新たに指

名業者となった。上記の業者は，Ａ１以外は，いずれも町外の業者である。 

    （ウ） 平成１７年度における入札及び落札結果は，別紙２平成１７年度落札結果表記載の

とおりである。Ａ１を除く上記９業者は，それぞれ８回から十数回指名され，１回から数回落札し

た。これ以外に落札した町外業者は，本件工事４５（建築工事）の株式会社Ｗ１（以下「Ｗ１」とい

う。落札率９９．０２％）だけである。 

    （エ） Ｃ１は，平成１６年度も舗装工事で指名されていた町外業者であるが１回も落札でき

なかった。ところが，平成１７年度には舗装工事その他で１３回指名され，舗装工事を４回落札し

た。 

    （オ） Ａ１は，平成１６年度までは入札参加業者に指名されていなかった。ところが，平成

１７年度においては土木，建築，舗装，管工事のすべての工事について，入札参加業者として指

名され，合計３０件の工事について指名を受けて，うち１１件を落札した。 

    （カ） Ｚ１株式会社（以下「Ｚ１」という。）は，土木，建築，舗装，管工事の建設工事の許可

を有する町内業者であり，平成１６年度も土木，管工事の入札参加業者に指名されていたが，平

成１７年度は土木で１４回指名されて４回落札し，管で３回指名されて１回落札した（甲５，６，丁２

１）。平成１７年度においては，本件格付表に管工事業者として１社のみ入札参加業者として選

定されていたのにもかかわらず，管工事である本件工事１９，４２，５０には指名されなかった（甲

５，３６）。 

   エ 業者の積算ソフトの利用 

     入札に参加する業者は，積算ソフトを利用して工事価格を算出する。そして，積算ソフト

の利用により，旧小淵沢町の想定する工事の設計価格の近似値を推計することができ，その誤

差は±５％程度である（甲６４，丁３０）。また，設計価格からの歩切りの割合は数％であるから，

予定価格の推計は必ずしも困難な作業ではない（証人Ａ２，同Ｂ２，代表者Ｃ２，同Ｄ２）。 

   オ 平成１７年度における入札及び落札結果の分析 

    （ア） Ａ１の落札率は，本件工事３５を除くと９７．３６％であり，これを含めても９６．６１％

である。 

    （イ） 本件工事３５にはＺ１が指名業者として入札に参加した。Ｚ１が指名業者として参加

した工事は，別紙４平成１７年度Ｚ１（株）入札参加分記載のとおりである。これらの各工事の落

札率は，本件工事２が７１．９４％，本件工事５が７４．０３％，本件工事１４が８７．２７％，本件工

事１６が８７．９３％，本件工事２８が８３．０２％，本件工事２９が７９．２３％，本件工事３１が７２．

４５％，本件工事３５が７２．２６％，本件工事４０が６６．６７％，本件工事４４が７８．９９％，本件

工事４６が８９．６０％，本件工事４７が９６．０３％，本件工事５６が８３．４８％，本件工事６６が８

４．６４％，本件工事７０が７１．４０％，本件工事７７が７７．３５％，本件工事７８が８５．４７％，本

件工事８１が８５．０５％，本件工事８２が７９．２６％である。また，Ｚ１が入札に参加した１９件の

工事の平均落札率は７９．０２％であり，Ｚ１が落札した工事５件の平均落札率は８０．６６％であ

る。 

    （ウ） Ｆ１，Ｄ１，Ｅ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｒ１，Ｓ１，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１，Ｗ１はいずれも町外業者である

が，原判決別紙４記載のとおり，平成１７年度の上記町外業者が落札した全工事の落札率は９

５．９１％である。平成１６年度の町外業者の落札率は６５．８１％であったのに対し，同１７年度

は３０％以上上昇した。 

    （エ） 平成１６年度の旧小淵沢町発注工事の平均落札率は，７５．４３％であった（別紙３

平成１６年度新・落札結果要旨表）。これに対し，平成１７年度の旧小淵沢町発注工事の平均落

札率は，９４．０８％であり，１８．６５％上昇した。 

  （２） 上記認定事実に基づき，原審及び当審において，補助参加人会社らが主張するところ

にも言及しながら，談合の有無について判断する。 

   ア 平成１７年度発注工事の平均落札率が９４．０８％であることの意味 

     上記（１）オ（エ）のとおり，平成１６年度の旧小淵沢町発注工事の平均落札率が７５．４

３％であったのに対し，平成１７年度の旧小淵沢町発注工事の平均落札率は，９４．０８％であ

り，１８．６５％上昇したことが認められる。そして，平成１６年度と平成１７年度の違いとしては，

①談合の阻止に意欲的であった鈴木町長が退任し，中山町長となってから途端に平均落札率

が上昇していること，②平成１７年度においては，平成１６年度と対比して，町外業者の平均落札

率が著しく増加し，殊に落札率９５％以上の工事の大半は平成１７年度に新しく入札参加業者に
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指名された町外業者によるものであること，③Ａ１は平成１７年度に実施された各工事の入札の

うち，合計３０件の工事につき入札参加業者として指名され，うち１１件を落札し，その落札率は，

本件工事３５を除くと９７．３６％であり，有意的に高いこと，④入札指名業者が減少し，談合する

ことが従前よりも容易にできる環境が形成されたこと，⑤追加指名などの談合防止施策が採られ

なかったことなどがある。平均落札率が高いという事実は，補助参加人会社らも認めるとおり，

談合があったことと矛盾しない事実である。 

     これに対して，平成１７年度においても，Ｚ１が指名業者として入札に参加した工事につ

いては，上記（１）オ（イ）のとおり，１９件の工事の平均落札率は７９．０２％，Ｚ１が落札した５件

の工事の平均落札率は，８０．６６％である。ただし，本件工事４７はＺ１が入札参加業者として入

札に参加しているものの落札率は９６．０３％と高率であり，この落札率からみれば，本件工事４

７については，談合が成立していたことと矛盾しないこととなる。しかし，この本件工事４７を含め

ても，上記のとおりＺ１が入札参加業者として入札に参加した工事の平均落札率は７９．０２％，Ｚ

１が落札した５件の工事の平均落札率は８０．６６％であって発注工事全体の平均落札率９４．０

８％と比べて有意的に低い。これらの事実からすると，少なくとも，Ｚ１は，平成１７年度の大部分

の工事において談合に応じることなく，競争による入札をしたものと推認することができる。した

がって，Ｚ１が指名業者として入札に参加した各工事（本件工事４７を除く。）の入札においては，

談合がされずに競争があったものと認められる。 

   イ Ａ１の工事落札の特徴 

     平成１７年度の入札及び落札結果において，特に際立つことは，Ａ１が平成１７年度に実

施された各工事の入札のうち，合計３０件の工事につき入札参加業者として指名され，うち１１件

を落札したことである。他にそのような業者は見当たらない。この３０件の工事について，設計価

格，予定価格とＡ１の工事価格，入札価格，及び落札価格，落札率（落札価格／予定価格）をま

とめると別紙６のとおりとなる。これによると，Ａ１は，設計価格を概算した工事価格が設計価格

に比して，１０７．６２％から９１．４４％の間に分散しているが，入札価格は予定価格に比して，１

０２．７１％から９４．０９％の間に収斂し，さらに落札価格は予定価格に比して，９８．３２％から９

５．０５％に収斂している（ただし，設計価格が変更となった本件工事６とＺ１が指名業者として参

加した本件工事３５を除く。）。上記のとおりＡ１の工事価格は，設計価格と＋７．６２から－８．５６

の誤差があり，平成１７年度の旧小淵沢町の舗装工事の歩切り率（予定価格／設計価格）は４．

５２％から３．０７％の間に分散している（別紙２から算出）ことからすると，Ａ１が落札した工事の

落札価格が，予定価格の９８．３２％から９５．０５％に収まるということは通常では考え難いこと

であり，Ａ１は予定価格を知っていたのではないかとの合理的な疑いを生じさせる。また，Ａ１がこ

のような高い落札率で落札することを可能にするためには，他の入札参加業者がそれより低い

入札価格を入れないことが必要であるから，Ａ１は他の指名業者が誰であるかを知り，その業者

らとの間で談合が成立していたのではないかとの合理的な疑いを生じさせる。 

     そこで，第一審原告らが談合があったと主張するＡ１が落札した１０件の工事（本件工事

３５を除く。）及び舗装工事１２件（Ａ１が落札した２件の舗装工事は先の１０件に算入している。）

の計２２件の工事の入札について，Ａ１と他の入札参加業者との間で談合がされたものと推認す

ることができるか否かについて判断する。 

   ウ 第１回目の平成１７年４月２７日の入札について 

    （ア） 第１回目（４月２７日）には，土木工事である本件工事１，２，３，管工事である５，６

の入札及び落札があった。これらの工事の所管課は建設課であり，指名業者案はＧ１が作成

し，中山が決裁した（当審中山）。第一審原告らは，本件工事３と６には談合があったと主張す

る。そこで，この点について検討する。 

      本件のような公共工事の指名競争入札における談合とは，指名された入札業者が互

いに通謀し，ある特定の落札希望者をして契約者とするために他は一定の価格以下に入札しな

いことを協定することである。したがって，談合を成立させるためには，設計価格を正確に積算す

ることができれば，予定価格を知ることまでは必要ではないが，入札に参加する業者間で「契約

者とする落札希望者」と「落札価格」についての協定を行うのであるから，まずは指名された入札

業者が誰であるかを知ることが必要となる。また，指名業者が判明後，業者間で上記協定をする

のであるから，談合が成立するためには，この指名業者とされた業者の中に談合に応じない業

者がいないことが必要となる。 

      この点について，補助参加人会社らは，旧小淵沢町においては，指名競争入札通知
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書は業者ごとに個別に渡され，現場説明会は，複数の案件について同一会場で同時に実施され

るから，特定の工事の指名業者の組み合わせは分からず，談合は不可能である旨主張する。 

      別紙２平成１７年度落札結果表によると，平成１７年４月２７日の５件の工事の入札に

ついて，同時に行われたという同年４月２０日の現場説明会（丁２３）には，合計１７業者が参加し

たこととなる。 

      この５件の工事のうち，Ｚ１は，土木工事の本件工事２と管工事の本件工事５の入札に

参加し，本件工事２は７１．９４％で町内業者の有限会社Ｅ２（以下「Ｅ２」という。）が，本件工事５

は７４．０３％でＺ１が落札している。これらの落札率が発注工事全体の平均落札率９４．０８％よ

りも低率であることから，本件工事２，５については競争が行われたことが推認され，したがっ

て，談合は成立していないとみてよい。一方，本件工事１，３，６は，Ｚ１が入札に参加せず，Ａ１

が入札に参加しており，本件工事１は８８．３７％で町内業者である有限会社Ｆ２（以下「Ｆ２」とい

う。）が，本件工事３は９８．３２％でＡ１が，本件工事６は９６．７０％でＡ１が落札している。 

      補助参加人会社らは，（１）エのとおり，積算ソフトを利用して工事価格を算出し，予定

価格の推計は容易にできるのであるから，本件工事１，３，６の入札において，真に競争が行わ

れたのであれば，設計価格及び予定価格を予想し，少なくとも予定価格以下で入札をするのが

入札参加業者としての合理的行動であると解される。ところが，本件工事１，３，６については，

落札業者以外はいずれも予定価格を超えた価格で入札しており，真に工事の落札を目指す者

の行動としては，不自然，かつ不合理である。本件工事１，３，６と本件工事２，５との落札率の相

違は，同一の機会に行われた入札の結果としては，奇異なことというほかない。 

      一方，談合が成立するためには，上記のとおり指名業者とされた業者の中に談合に応

じない業者がいないことが必要となる。本件においては，これらの５件の工事の現場説明会が同

時に行われ，その場に談合に応じることなく入札していたＺ１がいた。Ｚ１は本件格付表の土木と

管の両方に有資格業者として選定されており，現に本件工事２の土木工事，５の管工事の両方

に指名を受け現場説明会に出席した。Ｚ１は，５件の工事の設計価格は公開されていないから，

本件工事１，３，６についても指名を受ける資格を有し，実際に指名を受けている可能性がある。

Ｚ１が本件工事５を７４．０３％で落札し，本件工事２についても８５．３２％（入札価格／予定価

格）で入札していることからすると，Ｚ１が本件工事１，３，６の工事のいずれかに指名された場合

には，同様に予定価格よりもかなり低い率で入札していたとみられるところ，そのようにした場合

には，Ｆ２の８８．３７％，Ａ１の９８．３２％，９６．７０％という高率での落札は成立しないこととな

る。 

      ところが，上記５件の工事について現場説明会が同時に行われ，同じ町内業者であ

り，談合に応じないＺ１が同席していたのにもかかわらず，Ａ１は，本件工事３及び６について，９

８．３２％，９６．７０％という高率の入札をした上，この２件をいずれも落札しており，しかも，落札

業者以外はいずれも予定価格を超えた価格で入札している。この本件工事１，３，６の入札に参

加した業者の入札にかかる行動は極めて不自然，かつ不合理であり，これらの業者，特に，Ａ１

は，Ｚ１が本件工事１，３，６については指名されていないこと，すなわち，Ｚ１がこれらの５件の工

事のうち，どの工事に指名され，どの工事に指名されていないかを知っていたというほかに合理

的な説明が困難である。 

    （イ） 本件工事６の入札参加業者は，８８０万円で落札したＡ１，辞退したＭ１，町内業者

のＧ２，Ｈ２，Ｌ１の５業者である。Ｍ１は，本件工事５にも指名されており，本件工事５につき１２２

０万円の入札をしているが，本件工事５が設計価格７９５万円，予定価格７７０万円の工事である

ことからすれば，Ｍ１は本件工事５の入札に間違って本件工事６の入札書類を提出したものと解

される（甲８８の６，９０）。そうすると，本件工事６の指名参加業者らの入札価格は，Ｍ１が，本

来，本件工事６の入札として予定していた金額は１２２０万円であり，Ｇ２が１２７０万円，Ｈ２が１２

４５万円，Ｌ１が１２３１万円であり，またＡ１の工事積算価格も１２９６万８０８２円（丁１２，２１頁）

であるから，設計価格９４０万円，予定価格９１０万円の工事としては，指名参加業者らの入札価

格及び工事積算価格は，いずれも設計価格を遙かに超えた高額なものとなっている。指名参加

業者は，積算ソフトを使用して工事価格を積算しているのであるから，本件工事６の入札に参加

した指名参加業者の全員が設計価格より異常に高い価格で入札をすることは，通常は考えられ

ない。 

      ところで，Ｇ１が作成した平成１７年４月２７日の入札分の５件の工事の入札執行依頼

書（甲７７）によると，本件工事６についての設計価格が１２８５万７１４３円とされていることが認
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められる。この点につき，第一審被告は，Ｇ１がダクタイル鋳鉄管の単価を誤って２万５０００円／

ｍとして計算し，入札執行依頼書にその単価に基づく計算結果を記載したものである旨主張す

る。しかし，実際に行われた本件工事６の設計価格は，その設計概要（丁５２の１）に明らかなと

おり，ダクタイル鋳鉄管の施工を前提にダクタイル鋳鉄管の単価を３０２５円／ｍとして工事価格

９４０万円と積算されており，この工事価格は単価等を含め正しいものといえる（甲８９の１・２，９

０）。ところが，Ｇ１が一旦作成した入札執行依頼書の設計価格１２８５万７１４３円という金額は，

その根拠は不明ではあるが，Ｍ１，Ｇ２，Ｈ２，Ｌ１が本件工事６の入札において提示した入札価

格に近似したものとなっている。また，同様にＡ１が本件工事６について積算した工事価格とも近

似している。これらの本件工事６の指名参加業者が一様に本件工事６の予定価格９１０万円を超

過して，積算ソフトを使用した工事価格としては考えられない金額である１２２０万円から１２７０

万円を入札価格とし，Ａ１も同様な工事価格を積算しているのは甚だ奇妙というほかない。もっと

も，本件工事６について，Ｇ１が作成した甲７７の入札執行依頼書に記載された本件工事６の設

計価格１２８５万７１４３円という数字を入札参加業者が知っていた，換言すれば，この数字が漏

えいされていたとすれば，この事態を合理的に説明することができる。 

      さらに，Ａ１は，本件工事６について，１２９６万８０８２円で積算しておきながら，本来の

予定価格である９１０万円に近似した８８０万円で入札し，落札している。これは積算した工事価

格から４１６万円余も値引きするものであり，競争入札に参加する工事業者の行動としては不可

解極まりない。この点について，Ａ１は，当初の工事価格の積算において，直接工事費を高く見

積もりすぎた積算ミスがあったと言い，その積算のデータは処分してしまって残っていない旨弁

解する（丁５４）。しかし，これは，第一審原告らから甲７７を前提とする主張がされるまでは，積算

ソフトを使用し自社で算出すれば，役所の設計価格に限りなく近い価格を算出することができる

と陳述していたこと（丁３０）と明らかに矛盾する。そもそも，Ａ１の積算価格の根拠は薄弱である

上，積算ミスの内容も不明であり，減額の幅が極めて大きいにもかかわらず，結果として予定価

格に近い入札価格となったことの説明としては，全く不十分である。また，真に積算ミスであると

すれば，Ｍ１，Ｇ２，Ｈ２，Ｌ１も同様に積算ミスをしていたことになり，これまた経験則上極めて不

自然であり，このような弁解を信用することはできない。 

      以上によれば，指名参加業者が一様に本件工事６の入札価格及び工事価格を１２２０

万円から１２７０万円の高額なものとしながら，Ａ１が入札価格を８８０万円と４１６万円も値引きを

して入札した事実は極めて不可解であるが，甲７７の入札執行依頼書の設計価格１２８５万７１４

３円がＡ１ほかの入札参加業者に伝えられた後，その後に誤りに気付いた者から，入札直前にＡ

１だけに正しい予定価格が伝えられたと考えれば合理的に説明することが可能である。 

    （ウ） 以上の検討によると，第１回目（４月２７日）の入札の評価に当たっては，①土木工

事の本件工事１，２，３，管工事の５，６の５件の工事について現場説明会が同時に行われ，Ｚ１

が入札に参加した工事の落札率は本件工事２が７１．９４％，本件工事５が７４．０３％であるの

に対し第一審原告らが談合があったと主張する本件工事３の落札率は９８．３２％，本件工事６

の落札率は９６．７０％であり，同時に行われた入札における同種の工事の落札率との間に２

０％以上という有意的な差があること，②役所の設定する設計価格は，積算ソフトを使用すれ

ば，誤差数％程度で容易に算出でき，予定価格の歩切り率もある程度推測が可能であるにもか

かわらず，本件工事１，３，６の入札に参加した業者のうち，落札業者以外が，いずれも予定価

格を超えた入札価格で入札をしていて，真に競争入札に参加している業者の行動としては不自

然，かつ不合理であること，③同一の現場説明会の会場に談合に応じていなかったと認められ

るＺ１が同席しており，Ｚ１も本件工事１，３，６の工事に指名される資格を有し，どの工事に入札

するのかが分からないとすれば，本件工事１，３，６の入札に参加する業者もＺ１の入札価格を意

識した入札をするのが入札に参加する業者としての合理的行動であるのに，特に，本件工事３と

６について，Ａ１は，Ｚ１が指名されていないことを知っていたとしか説明できない高率の入札価

格で入札し，他の指名参加業者も予定価格を超えた価格で入札し，Ａ１が落札する結果になって

いること，④本件工事６は，設計価格９４０万円，予定価格９１０万円の工事であるところ，この入

札に参加または参加予定の業者の入札額及びＡ１の工事積算価格が積算ソフトを使用して算出

した工事価格としては考えられない金額である１２２０万円から１２７０万円であり，これらの入札

に参加または参加予定の業者の入札価格及びＡ１の工事積算価格が，Ｇ１が作成した入札執行

依頼書（甲７７）の設計価格１２８５万７１４３円と近似していること，⑤ところが，Ａ１は，本件工事

６について，積算した工事価格から４１６万円も大幅な値引きをして８８０万円で入札し，これを落
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札しており，工事業者の合理的な経済行動としては極めて不可解であること，⑥このＡ１の入札

行動を合理的に説明するとすれば，甲７７号証の設計価格１２８５万７１４３円という数字がＡ１ほ

かの入札参加業者に伝えられて，各業者が一旦その価格に近似した見積書を作成した後に，正

しい設計価格及び予定価格がＡ１だけに伝えられたと解するほかないことなどの間接事実等が

重要である。そしてこれらを総合すれば，本件工事３及び６の入札については，Ａ１の意向に沿っ

た入札参加業者が指名され，または指名された入札参加業者名が知らされ（漏えいされ），さら

に少なくとも本件工事６の設計価格もしくは予定価格がＡ１に知らされ（漏えいされ），この２件の

工事の入札に参加した業者の間でＡ１を落札者とする談合が成立していたことが推認されるとい

うべきである。 

   エ 第２回目の平成１７年６月８日の入札について 

    （ア） 第２回目（６月８日）には，本件工事７の電気工事，本件工事１０ないし１３の４件の

舗装工事，本件工事１４の土木工事，本件工事１６の管工事の計７件の工事の入札及び落札が

あった。これらの工事の所管課は建設課であり，指名業者案はＧ１が作成し，中山が決裁した

（当審中山）。第一審原告らは，このうち本件工事１０ないし１３については談合があったと主張す

る。 

      そこで検討するに，この７件の工事のうち，本件工事１０ないし１３の４件の舗装工事に

ついては，Ａ１を含む補助参加人会社ら６業者のみが指名され，それぞれ９５．７０％，９５．６

３％，９３．６６％，９６．４１％の落札率でＥ１，Ｆ１，Ｃ１，Ｂ１が各一回ずつ，順番に落札している。

この舗装工事の落札率は，上記のとおり高率である上，特徴的であることは落札価格と他の指

名業者の入札価格との差の幅が，別紙７記載のとおり，本件工事１０が３．１５％，本件工事１１

が１．０５％，本件工事１２が５．９０％，本件工事１３が３．７３％と極めて小さいことである。この

点について，補助参加人会社らは，舗装工事は工種が少なく，また施工に必要な資材の種類も

少なく，資材単価がほぼすべて山梨県の実施設計単価表に細かく掲載されていることから，設

計価格の予測は，積算ソフトを使用することによりほぼ正確にできる旨主張し，補助参加人会社

らの各証人も同様の証言をする。しかし，設計価格がほぼ予測でき予定価格の推測も出来たと

しても，真に競争があれば，各社の努力により経費を削り，他の入札業者より少しでも安い入札

価格で入札することになるはずである。それにもかかわらず，上記のように入札価格の分散率が

低いということは，競争がされていないとの合理的な疑いを生じさせる。 

      ところで，舗装工事の見積書の工事費の内訳は，直接工事費，共通架設費（安全費＋

共通架設費《率分》），現場管理費，一般管理費からなり，このうち，調達価格等を基準に算定す

るのは直接工事費と共通架設費の安全費分であり，共通架設費（率分）は直接工事費の一定割

合，現場管理費は直接工事費＋共通架設費の一定割合，一般管理費は，直接工事費＋共通架

設費＋現場管理費の一定割合として，それぞれ算出される（甲８０，丁３０，３３の２・４・８，３５の

２ないし１３，弁論の全趣旨）。したがって，設計価格を正確に予測するには，直接工事費及び安

全費の算出を正確にすることが前提となる。本件工事１０ないし１３についての補助参加人会社

らの直接工事費について，落札業者の直接工事費を基準に比較すると別紙７のとおりであり，本

件工事１０が９．１２％，本件工事１１が８．７８％，本件工事１２が１０．３９％，本件工事１３が９．

５１％と約１０％程度のバラツキがある。舗装工事の工事費の内訳は，上記のとおりであって，直

接工事費が約１０％も相違している以上，入札価格は，それ以上の割合で相違してくるはずであ

るのに，本件工事１０ないし１３においては，逆に１．０５％から５．９０％の範囲に差が縮小してお

り，極めて不自然，かつ不合理である。このことは工事の入札に参加した指名参加業者が予定

価格を知り，かつ，落札者を誰にするかを決定していた，すなわち，談合をしていたのではない

かと強く疑わせる。 

    （イ） また，第２回目の入札の７件の工事のうち，Ｚ１は，本件工事１４の入札に参加し，同

工事は町内業者である有限会社Ｉ２（以下「Ｉ２」という。）が落札率８７．２７％で落札した（別紙２平

成１７年度落札結果表）。上記６件の工事の入札の現場説明会は平成１７年６月１日に行われた

（丁３３の８）が，当日出席した業者は，電気工事の５業者，舗装工事の補助参加人会社ら６業

者，土木工事の５業者，管工事の４業者（Ｚ１は土木工事で算入済み）の計２０業者である。しか

し，電気関係の５社は舗装工事の指名を受けているはずがなく，管工事の指名を受けて出席し

ていたＭ１，Ｌ１，Ｇ２，Ｈ２はいずれも舗装工事を受注する資格がない（甲１５，５５）。Ｆ２は，舗装

工事について経営事項審査の評価がなく，舗装の建設業の許可を有していないと解される（甲５

５）。一方，Ｊ２は，本件格付表の土木工事と舗装工事に選定されている（甲３６の３枚目以下）。Ｉ
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２は，本件格付表の舗装工事に選定されていないが，経営事項審査では舗装はＢランクである

（甲５５）。Ｚ１は，本件格付表には，土木工事と管工事に選定され，舗装工事には選定されてい

ないが，経営事項審査では舗装はＢランクである（甲３６の３枚目以下，５５）。そして，本件工事

の指名業者には，本件格付表の各工事の業者として選定されていない業者も指名されている。

すなわち，管工事はＺ１だけが選定されているが，他の業者も指名されており，建築工事である

本件工事４３で指名された町外業者の株式会社Ｋ２（以下「Ｋ２」という。），株式会社Ｌ２（以下「Ｌ

２」という。），Ｍ２株式会社（以下「Ｍ２」という。），本件工事４５で指名されたＮ２株式会社，Ｏ２株

式会社は，本件格付表の建築工事の業者として選定されていない。 

      したがって，第２回目の入札における現場説明会において，本件工事１０ないし１３の

各舗装工事の指名を受けていた可能性のある業者は，２０業者のうち，補助参加人会社ら６業

者とＪ２，Ｉ２とＺ１の９業者ということになる。また，このとき舗装工事としては，平成１７年度の第１

回目の入札であり，舗装工事の入札結果の実績がなく，どの業者が指名を受けているのか，本

来は不明なはずである。それにもかかわらず，談合に応じていないとみられるＺ１を含め補助参

加人会社ら以外の業者も指名を受けている可能性が否定できない状況下において，補助参加

人会社らが予定価格に近似した入札を行い，本件工事１０ないし１３につき，９５．７０％，９５．６

３％，９３．６６％，９６．４１％と高い落札率で落札したのであるが，このことは，競争入札の結果

としては極めて不自然である。これらのことからすると，Ａ１を含む補助参加人会社らは，本件工

事１０ないし１３の指名業者が，補助参加人会社ら６社のみであることを知っており，この６社に

おいて誰を落札者とするかを予め決定していた，すなわち，談合が成立していたのではないかと

強く疑わせる。 

    （ウ） 原判決第３，１，（１）ウのとおり，平成１６年度において，旧小淵沢町の指名を受け

ていたＩ１の代表者Ｊ１が，Ａ１を訪ね，同社の代表者Ｋ１（以下「Ｋ１」という。）に対し，平成１７年

度の旧小淵沢町発注の舗装工事における入札参加業者にＩ１を加えて欲しい旨依頼したところ，

Ｋ１が，同年度の旧小淵沢町発注の舗装工事における入札参加業者は，Ａ１，Ｃ１，Ｆ１，Ｂ１，Ｅ

１に決まっている旨述べ，Ｊ１がＩ１も仲間に入れて欲しい旨申し入れたのに対し，約１週間後にＫ

１からＪ１にＩ１の代わりにＤ１を入れる旨の電話連絡がされたことが認められる。 

      Ｊ１は，Ｋ１からの電話連絡の際，Ｋ１がＤ１の指名参加願いの提出が一番遅くなったと

話していた旨証言している（Ｊ１証言１７頁）。このＪ１証人の証言内容は，当審において提出され

た入札参加資格受付簿により明らかとなったＤ１の入札参加申請が受け付けられた順番が１０９

４番中の１０８４番であること（上記（１）イ（ウ））と一致し，またＧ１が作成し，同人が建設課長とし

て保管していた本件格付表の舗装工事業者の部分に，Ａ１を除く補助参加人会社らの業者名の

横にレ印を付していること（上記（１）イ（イ））と一致しており，Ｊ１証言は信用できる。 

      補助参加人会社らは，このＪ１の陳述及び証言内容について，その信用性を争い，Ｊ１

がＡ１を訪ねた平成１７年４月２１日ころには，本件格付表は平成１７年４月４日付けで作成され

ていたから，Ｊ１証言には矛盾がある旨主張する。そこで判断するに，甲３６号証（２枚目から９枚

目）の文書は「起案 平成１７年４月４日」とあることから明らかなように，同日に決裁が回された

「小淵沢町における公共工事入札参加資格基準について（伺い）」と題する文書（平成１７年度に

おける入札執行時の入札参加基準を北杜市の基準に準拠することについての伺い）であり，甲

３６号証の４枚目以下には「有資格建設業者格付け表」（本件格付表）が添付されているから，本

件格付表は同日には作成されていたとみることができる。そうすると，４月４日には，Ｉ１は「有資

格建設業者各付け表（舗装工事）」（甲３６の９枚目）に登載されていなかったのであるから，同日

より後にＪ１が入札参加資格業者に加えて欲しい旨依頼したところで叶わない状況になっていた

ということができる。Ｋ１はそれにもかかわらずＪ１の依頼を受けた上で，１週間後に断りの電話を

しているのであるが，このＫ１の行動をどのように理解するかが問題となる。このようにＪ１の依頼

を受けた場合，Ｋ１としては即答することはできるとしても，その場では聞き置くとして預り，後日

断りの返事をする蓋然性は経験則上高いということができる。そのように解すれば，Ｊ１証言に矛

盾がある旨の補助参加人会社らの主張は，その前提を欠くことになり，採用することができな

い。 

    （エ） 以上の検討によると，第２回目（６月８日）の入札においては，①本件工事１０ないし

１３の４件の舗装工事につき，補助参加人会社らのみが指名され，それぞれ９５．７０％，９５．６

３％，９３．６６％，９６．４１％の高い落札率でＥ１，Ｆ１，Ｃ１，Ｂ１が各一回ずつ，順番に落札して

おり，落札率が極めて高いこと及び順送りに落札していることが際立つこと，②この４件の舗装
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工事の入札に参加した補助参加人会社らの工事内訳書によると直接工事費が落札業者のそれ

を基準にすると約１０％相違しているにもかかわらず，落札価格と入札価格の差は，逆に１．０

５％から５．９０％の範囲に縮小しており，極めて不自然，かつ不合理であること，③補助参加人

会社ら以外の業者も指名を受けている可能性が否定できない状況下において，補助参加人会

社らが予定価格の近似した入札を行い，いずれも高い落札率で順番に落札したことは極めて不

自然であること，④本件工事１０ないし１３の工事の所管課は建設課であり，Ｇ１が指名業者案を

作り，中山が決裁したものであるが，Ｇ１が建設課長として作成保管していた公文書ではないが

内部文書である本件格付表の舗装工事業者の部分に，Ａ１を除く補助参加人会社らの業者名の

横にレ印を付していたこと，⑤Ｊ１がＩ１も仲間に入れて欲しいと依頼したのに対し，Ｋ１が，舗装工

事の入札参加業者は，Ａ１，Ｃ１，Ｆ１，Ｂ１，Ｅ１に決まっており，また１週間後にはＤ１を入れる旨

Ｊ１に伝えられ，本件工事１０ないし１３の舗装工事の入札指名業者は，Ｋ１の話にでたとおりで

あって，舗装工事の入札指名業者は，Ａ１の意向どおりに決定される実情にあったとうかがえる

ことなどの間接事実が重要である。ことに，②，③の事実は，補助参加人会社らにおいて予定価

格を知っていなければ合理的に説明できないものであると解される。これらに加えて，①，④，⑤

の間接事実を総合すると，本件工事１０ないし１３の入札については，指名業者名がＡ１の意を

受けて決定され，また予定価格が漏えいされて，この工事の入札に参加した補助参加人会社ら

の間で予め落札者を決定する談合が成立していたことが推認されるというべきである。 

   オ 第３回目の平成１７年６月１７日の入札について 

    （ア） 第３回目（６月１７日）には，本件工事１７の建築工事，本件工事１８の舗装工事，本

件工事１９の管工事の計３件の工事の入札及び落札があった。第一審原告らは，このうち，本件

工事１８と１９には談合があったと主張する。 

      そこで検討するに，本件工事１８の舗装工事は，補助参加人会社ら６社が指名され落

札率９１．５５％でＤ１が落札し，本件工事１９の管工事は，Ａ１のほか，Ｕ１，Ｖ１，Ｉ２の４社が指

名され，Ａ１が落札率９４．３４％で落札した。これは，平成１６年度の旧小淵沢町発注工事の平

均落札率７５．４３％と比較すると，有意的に高い落札率であるといえる。 

    （イ） 舗装工事については，第２回目の４件の舗装工事で談合が成立していると推認され

ることは上記エ（エ）のとおりである。本件工事１８の舗装工事における入札参加業者は第２回目

の４件の舗装工事における入札参加業者と同一であるが，これがＡ１の意向を汲んだものと解さ

れることは上記エ（エ）と同様であり，落札率は９１．５５％と高率であり，第１回目の入札時の４件

の舗装工事では落札していなかったＤ１が落札していることによれば，本件工事１８の入札につ

いても，指名業者がＡ１の意向どおりに指名されることにより，指名業者名が漏えいされ，入札参

加業者間に落札者をＤ１とする談合が成立していたものと推認される。 

      Ｄ１は，本件工事１８を２６０万円で落札したが，工事原価が３１２万５１１９円となり赤字

工事であった旨主張する。しかし，設計価格が２９３万円，予定価格が２８４万円であり，Ａ１を含

め補助参加人会社らがいずれも予定価格以下で入札していること，舗装工事の経費率が他の

工事に比して高率であり，これを圧縮して利益を出すことが容易であること（甲８０，証人鈴木）か

らすると，本来，予定価格以下で実行可能な工事と解される。本件工事１８について，Ｄ１の赤字

が事実とすれば，そもそもＤ１が旧小淵沢町から遠い南アルプス市に所在し，機材の搬入搬出

により多くの経費を要するという体質にあること，工事自体が予定価格２８４万円であり，利益幅

がそもそも小さいものであったこと，工期を短縮する等の適切な工事管理がされなかったことな

どによるものと解され，Ｄ１の実際の施工結果がたまたま赤字に終わったとしてもこれが談合に

よるとの前記の認定・判断を覆す根拠としては不十分であるというべきである。 

    （ウ） また，本件工事１９は管工事であるが，入札参加業者は，Ａ１，Ｕ１，Ｖ１，Ｉ２の４社で

ある。このうちＵ１とＶ１は，上記ウ（ウ）のとおり，Ａ１が落札し談合が行われたことが推認される

本件工事３の入札参加業者である。Ｉ２は，零細な町内業者であり，町内 大手のＡ１から談合に

応じることを求められたときには，これを拒絶できる状況にはないとみられ，またＦ２が８８．３７％

と高率で落札し，談合があったことが強く疑われる本件工事１の入札参加業者としてＡ１とともに

入札に参加している。さらに本件格付表に管の工事業者として１社のみ選定され本件工事５の

入札参加業者として参加していたＺ１が指名されていないが，これは極めて不自然であり，同社

が談合に加わる仲間でないことから指名されなかった蓋然性があると評価することができる。こ

れらの事実によれば，本件工事１９の入札についても，Ａ１の意向を受けて指名業者名が決定さ

れる形で指名業者が漏えいされ，入札参加業者間にＡ１を落札者とする談合が行われたものと
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推認されるというべきである。 

   カ 第５回目の平成１７年８月１６日の入札について（第４回目の入札については，第一審原

告らは談合を主張していない。） 

    （ア） 第５回目（８月１６日）には，本件工事３５ないし３７，４０，４１の土木工事，本件工事

３８，３９の舗装工事，本件工事４２の管工事の計８件の工事の入札及び落札があった。第一審

原告らは，このうち，本件工事３６と３８，３９の入札には談合があったと主張する。そこで，この点

につき検討する。 

    （イ） 本件工事３６は，設計価格３８２０万７０００円，予定価格３６６０万円であり，Ａ１のほ

か，Ｓ１，Ｐ２株式会社（以下「Ｐ２」という。），Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１の６社が入札参加業者として指名さ

れ，Ａ１が落札価格３５５０万円，落札率９６．９９％で落札した。この落札率は，同日に入札が行

われ，Ａ１が落札した本件工事３５の落札率７２．２６％と比較すると２４．７３％もの差があり，極

めて不自然である。 

      その差が生じた原因を考えるに，本件工事３５の土木工事には，入札参加業者として

談合に応じていないＺ１が指名されていた。したがって，本件工事３５については談合が成立しな

い以上，Ａ１が落札を目指すとすれば，真に競争入札を実行するほかない。Ａ１が本件工事３５を

落札した落札率が７２．２６％であるのは，その結果であったと解するのが相当である。 

      これに対して，本件工事３６の土木工事の入札参加業者として指名された業者は，Ａ

１，Ｓ１，Ｐ２，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１の６社であり，このうち，Ｓ１，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１は，入札において談合が成

立していると推認される本件工事３の入札参加業者である。また，町外業者であるＰ２は，甲府

市所在の大手の建設業者であり，積算ソフトを使用すれば，設計価格及び予定価格を推測する

ことは相当程度可能であるのに，本件工事３６の設計価格３８２０万７０００円を大幅に超える４３

００万円で入札をしており，指名競争入札に参加した参加業者の入札行為としては極めて不自

然であり，Ｐ２は，本件工事３６について，全く落札する意思がなかったことをうかがうことができ

る。 

      これらによれば，本件工事３６については，入札参加業者間でＡ１を落札者とする談合

が行われていたものと推認される。そして，本件工事３５について，Ａ１が真に競争入札を実行し

ていることからすると，Ａ１は，本件工事３５の入札参加業者としてＺ１が指名されており，反対に

本件工事３６の入札については，Ｚ１は指名されていないこと，すなわち，指名業者が誰であるか

を知っていたことも推認されるというべきである。 

    （ウ） 本件工事３８及び３９は，いずれも舗装工事である。 

      本件工事３８については，入札参加業者として補助参加人会社らのうち，Ｄ１，Ｃ１，Ｂ１

が指名されたほか，町内業者の有限会社Ｑ２（以下「Ｑ２」という。），Ｒ２有限会社（以下「Ｒ２」と

いう。），Ｊ２が指名され，Ｄ１が９５．１８％の高い落札率で落札した。 

      本件工事３８は，このように談合が疑われる９５．１８％という高い落札率で落札されて

いること，原判決第３，１，（７）イ（イ）のとおり，Ｑ２，Ｒ２，Ｊ２は，従業員が４人から６人程度の小

規模な町内業者であり，既に第３回目までの入札において，町内 大手のＡ１が談合を実現して

いる結果を同業者として見ているのであるから，Ａ１から談合に応じることを求められたときに

は，これを拒絶できる状況にはないとみられること，他の入札参加業者はいずれも既に談合が

成立したと推認される本件工事１０ないし１３の舗装工事の入札参加業者であることによれば，

本件工事３８の入札については，談合を取り仕切るＡ１の意向に沿うように入札参加業者が指名

されるか，または指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間にＤ１を落札者と

する談合が成立していたものと推認されるというべきである。 

    （エ） 本件工事３９については，補助参加人会社らのうち，Ｃ１，Ｂ１，Ａ１が指名されたほ

か，町外業者のＳ２株式会社（以下「Ｓ２」という。），株式会社Ｔ２（以下「Ｔ２」という。），Ｖ１が入札

参加業者として指名され，Ｃ１が９３．３６％の高い落札率で落札した。 

      原判決第３，１，（７）イ（ウ）のとおり，Ｓ２とＴ２はいずれも甲府市所在の建設業者であ

るが，Ｃ１，Ｂ１，Ａ１，Ｖ１とともにいずれも山梨県建設業協会の会員であり，同協会の会長を務

めたＴ２の相談役が，平成１８年１月に山梨県東八代郡豊富村（現山梨県中央市）の排水溝工事

に関し，山梨県建設業協会の副会長や理事，豊富村長とともに逮捕されたこと，山梨県建設業

界は，平成６年にも大規模な談合を行ったことで公正取引委員会から排除勧告を受けたこと，補

助参加人会社ら間では，既に，本件工事１０ないし１３，１８，３８の各舗装工事の入札において

談合が成立していたことによれば，本件工事３９の入札についても，Ａ１の意向に沿うように入札
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参加業者が指名されるか，または指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間に

Ｃ１を落札者とする談合が成立していたものと推認されるというべきである。 

      また，以上によれば，第１回から第３回まで及び第５回の入札時において，Ａ１は談合

の中心的な役割を果たしているということになる。 

   キ 第６回目の平成１７年９月１３日の入札について 

    （ア） 第６回目（９月１３日）には，本件工事４３，４５の建築工事，本件工事４４，４６ないし

４９の土木工事，本件工事５０ないし５２の管工事の計１０件の工事の入札及び落札があった。

第一審原告らは，このうち，本件工事４３と５０には談合があったと主張する。そこで，この点につ

いて検討する。 

      本件工事４３の建築工事は，Ａ１のほか，町外の建設業者であるＫ２，Ｌ２，Ｍ２，Ｔ１，Ｕ

２株式会社，Ｖ２株式会社，Ｗ２株式会社の８社が入札参加業者として指名されＡ１が９７．９８％

の高い落札率で落札した。 

      本件工事４３の設計価格は７２３４万円，予定価格は６９４０万円であり，５０００万円を

超える建築工事であるから，本来は「Ａ」ランクの評価を受けた業者が指名されるべきで，建築に

ついて「Ｃ」ランクの評価であるＡ１には，指名を受ける資格がない。それにもかかわらず，Ａ１が

指名を受け，指名を受ける資格のある町外業者である入札参加業者らが，いずれも設計価格を

超過した価格で入札している。本来指名を受ける資格のないＡ１が指名を受け，積算ソフトを使

用すれば，設計価格の推測が相当程度可能であるのに，町外業者らが揃って，設計価格を超過

した入札価格で入札をしたことから，これらの町外業者は，真に，競争入札をする意志がなかっ

たことをうかがうことができる。 

      このことに加え，落札率９７．９８％という高率でＡ１が落札していること，第１回から第３

回まで及び第５回の入札時においてＡ１が談合の中心的役割を果たしてきたことを総合すれば，

本件工事４３の入札についても，Ａ１の意向どおりに指名業者が決められ，これらの入札参加業

者の間でＡ１を落札者とする談合が成立していたものと推認されるというべきである。 

    （イ） 本件工事５０の管工事は，Ａ１のほか，Ｌ１，Ｍ１，Ｇ２，Ｈ２が入札参加業者として指

名され，Ａ１が９５．５６％の高い落札率で落札した。本件格付表に管工事の業者として１社のみ

選定されたＺ１は指名されていないが，これは極めて不自然であり，同社が談合に加わる仲間で

ないことから指名されなかった蓋然性があると評価することができる。 

      Ｌ１，Ｍ１，Ｇ２，Ｈ２は，上記ウのとおり，談合の成立が推認される本件工事６の入札参

加業者である。このことに加え，落札率９５．５６％の高率でＡ１が落札していること，第１回から

第３回まで及び第５回の入札時において，Ａ１が談合の中心的役割を果たしてきたことを総合す

れば，本件工事５０の入札についても，Ａ１の意向に沿うように入札参加業者が指名されるか，ま

たは指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間にＡ１を落札者とする談合が成

立していたものと推認されるというべきである。 

   ク 第７回目の平成１７年１０月１４日の入札について 

    （ア） 第７回目（１０月１４日）には，本件工事５４，５５，６４の舗装工事，本件工事５６ない

し６０の土木工事，本件工事６２，６３の管工事の計１０件の工事の入札及び落札があった。第一

審原告らは，このうち，本件工事５４，５５，６０，６４の入札には談合があったと主張する。そこ

で，この点について検討する。 

      本件工事５４の舗装工事については，補助参加人会社ら６社が入札参加業者として指

名され，本件工事５５については，Ｅ１が抜けてＵ１が入札参加業者として入り，本件工事６４につ

いては，Ｆ１が抜けてＶ１が入札参加業者として入っており，本件工事５４は，Ｃ１が９３．４１％，

本件工事５５は，Ｆ１が９４．３１％，本件工事６４はＡ１が９８．１１％の高い落札率で落札した。 

      本件工事５４，５５，６４の舗装工事については，いずれも高い落札率で落札されている

こと，いずれの組み合わせにおいても既に談合の成立が推認される工事の入札参加業者である

ことによれば，本件工事５４，５５，６４の入札についても，談合を取り仕切るＡ１の意向に沿うよう

に入札参加業者が指名されるか，または指名された入札参加業者名が漏えいされ，引き続きこ

れらの入札参加業者間において，本件工事５４の入札については，Ｃ１を，本件工事５５の入札

については，Ｆ１を，本件工事６４の入札については，Ａ１を落札者とする談合が成立していたも

のと推認されるというべきである。 

    （イ） 本件工事６０の土木工事については，Ａ１，Ｒ１，Ｐ２，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１の６社が入札参

加業者として指名され，Ａ１が９５．６０％の高い落札率で落札した。 
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      本件工事６０についても，上記のとおり高い落札率で落札されていること，この工事の

入札参加業者うち，Ａ１，Ｒ１，Ｔ１，Ｕ１，Ｖ１は，談合が成立したと推認される本件工事３の入札

参加業者であり，Ｐ２も談合が成立したと推認される本件工事３６の入札参加業者であることによ

れば，本件工事６０の入札についても，Ａ１の意向に沿うように入札参加業者が指名されるか，ま

たは指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間にＡ１を落札者とする談合が成

立していたものと推認されるというべきである。 

   ケ 第８回目の平成１７年１０月２８日の入札，及び第１０回目の同年１１月１０日の入札につ

いて 

    （ア） 第８回目（１０月２８日）には，本件工事６５ないし７５の計９件の各工事の，第１０回

目（１１月１０日）には本件工事７７ないし８７の計１１件の各工事の入札及び落札があった。第一

審原告らは，このうち，本件工事６７，６８，７９，８０の各工事には談合があったと主張する。そこ

で，この点について検討する。 

      本件工事６７の舗装（土木）工事については，Ｃ１，Ｑ２，Ｒ２，Ｕ１，Ｂ１の５社が入札参

加業者として指名され，Ｃ１が９４．１１％の高い落札率で落札し，本件工事６８の舗装工事につ

いては，Ａ１，Ｒ１，Ｆ１，Ｅ１，Ｖ１の５社が入札参加業者として指名され，Ａ１が９５．０５％の高い

落札率で落札した。 

      この本件工事６７，６８の落札率が，上記のとおり高率であること，各工事の入札参加

業者は，談合が成立したと推認される本件工事３，３８の入札参加業者であることによれば，本

件工事６７，６８の入札についても，Ａ１の意向に沿うように入札参加業者が指名されるか，また

は指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間に上記各落札業者を落札者とす

る談合が成立していたものと推認されるというべきである。 

    （イ） 本件工事７９の舗装工事については，Ｂ１，Ｒ１，Ｆ１，Ｃ１，Ｕ１，Ｅ１の６社が入札参

加業者として指名され，Ｂ１が９５．４８％の高い落札率で落札し，本件工事８０の舗装工事につ

いては，Ｅ１，Ｆ１，Ｄ１，Ｃ１，Ｂ１の補助参加人会社５社が入札参加業者として指名され，Ｅ１が９

３．７０％の高い落札率で落札した。 

      これらの本件工事７９，８０の落札率が上記のとおり高率であること，各工事の入札参

加業者は，談合が成立したと推認される本件工事３の入札参加業者であることによれば，本件

工事７９，８０の入札についても，Ａ１の意向に沿うように入札参加業者が指名されるか，または

指名された入札参加業者名が漏えいされ，入札参加業者間に上記各落札業者を落札者とする

談合が成立していたものと推認されるというべきである。 

   コ 第９回目の平成１７年１１月７日の入札について 

    （ア） 第９回目（１１月７日）には，本件工事７６の管工事（大東豊第三配水池築造工事）の

１件の工事の入札及び落札があった。第一審原告らは，この本件工事７６の入札には談合があ

ったと主張する。そこで，この点について検討する。 

      本件工事７６は，大東豊第三配水池築造工事であり，工種とすれば管工事である。本

件工事７６については，株式会社Ｏ１（以下「Ｏ１」という。）・Ａ１，Ｚ２株式会社（以下「Ｚ２」とい

う。）・Ｖ１，Ａ３株式会社（以下「Ａ３」という。）・Ｕ１，Ｂ３株式会社（以下「Ｂ３」という。）・Ｆ１，Ｃ３株

式会社（以下「Ｃ３」という。）・Ｓ１，株式会社Ｄ３（以下「Ｄ３」という。）・Ｔ１の各特定建設工事協同

企業体（以下「ＪＶ」という。）が入札参加業者に指名され，Ｏ１・Ａ１ＪＶが落札価格２億１４００万

円，落札率９７．７２％で落札した。 

      本件工事７６の設計価格は２億２８２４万円，予定価格は２億１９００万円であるが，各

入札参加業者が提出した見積書の工事原価，一般管理費，工事価格及び入札価格は，原判決

別紙６記載のとおりである。これによると，Ｏ１・Ａ１ＪＶ以外は，積算した工事価格がいずれも設

計価格を超えており，しかも，Ｏ１・Ａ１ＪＶは，工事価格から約５％強の値引きをして入札価格とし

ているのに対し，他のＪＶはいずれも積算した工事価格をもって入札価格としている。積算ソフト

により，±５％程度の正確な積算ができ，旧小淵沢町の予定価格への歩切り率については既に

実施された入札結果から相当程度推定が可能であることからすると，これらのＯ１・Ａ１ＪＶ以外

の入札参加業者の入札価格は，正当に競争入札に参加し，受注を目指す入札参加業者のもの

としては不自然，かつ不合理である。 

      この本件工事７６の現場説明会は平成１７年１０月２８日午前１０時に行われているが

（丁６６の１１），当日の入札案件は本件だけであるからこれに出席した業者は，本件工事７６の

入札参加業者として指名を受けた業者をその場で認識することができる。そして，入札参加業者
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としての指名を受けた各ＪＶの地元業者は，Ａ１，Ｖ１，Ｕ１，Ｆ１，Ｓ１，Ｔ１であり，既に談合が成立

したと推認される本件工事３，３６の入札参加業者である。また，各ＪＶのうちＯ１，Ｚ２，Ａ３，Ｃ３，

Ｂ３及びＤ３の６社は，この６社を含むプレストレスト・コンクリート工事業を営む約２０社間におい

て，遅くとも平成１３年４月１日ころから平成１６年３月３１日ころまでの間，国土交通省の関東地

方整備局及び近畿地方整備局，並びに福島県が発注する橋梁の新設工事について，受注価格

の低落を図るために，① 上記建設業者間の話合い等により受注すべき者（以下「受注予定者」

という。）を決定する，② 受注すべき価格は，受注予定者が定め，受注予定者以外の者は，受

注予定者がその定めた価格で受注できるよう協力する旨の合意の下に，受注予定者を決定し，

受注予定者が受注できるようにし，その結果，公共の利益に反して，関東地方整備局発注の上

記橋梁工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって，これは，法２条６項

に規定する不当な取引制限に該当し，法３条に違反するとして平成１６年１１月１８日，公正取引

委員会により，独占禁止法（平成１７年法律第３５号による改正前のもの。）４９条１項に基づき審

判開始決定を受けたことが認められる（甲２１）。 

      また，平成１７年１１月９日付けで旧小淵沢町とＯ１・Ａ１ＪＶとの間で締結された本件工

事７６についての契約書によると，完成予定は平成１８年３月７日とされている（丁６７の１１）。と

ころが，調査嘱託の結果によれば，Ｏ１が，本件工事７６の入札前である平成１７年１０月３１日

付けで旧小淵沢町に，「施工計画を照査しましたところ，別紙のとおり６月末日迄の工程となりま

した。工期延期等を御検討願えますでしょうか。」との質問書を提出し，旧小淵沢町が建設課名

でＯ１に「冬季に入るので降雪，異常低温等が生じた場合は請負業者と協議対応致します。」と

回答したことが認められる。この点につき，第一審被告は，入札参加業者とされた他のＪＶに対し

ても同様の回答を送付したはずと主張するがその控えはなく，その事実を客観的に示す証拠は

ない。さらに，本件工事７６についてのＯ１・Ａ１ＪＶと下請業者との契約書では，未だ旧小淵沢町

からの工期延長の決定がなされる以前の段階で平成１８年６月３０日を完成予定とする契約が

締結されていることが認められる（甲５８の２の１）。 

    （イ） 以上の検討によれば，①本件工事７６の落札率が９７．７２％という高率であること，

②Ｏ１・Ａ１ＪＶ以外の入札参加業者の入札価格が，いずれも設計価格を超えていて競争入札に

参加する入札参加者の行動としては不自然であること，③入札対象工事は本件工事７６のみで

あり，現場説明会に出席することにより，指名を受けている入札参加業者が判明するものである

こと，④落札業者は談合の中心的役割を果たしているＡ１を含むＪＶであること，⑤入札参加業者

のうち，各ＪＶの地元業者は，既に談合が成立したものと推認される本件工事３，３６の入札参加

業者であること，⑥各ＪＶのうちＯ１，Ｚ２，Ａ３，Ｃ３，Ｂ３及びＤ３についても，関東地方整備局及

び近畿地方整備局や福島県が発注の工事において談合した事実が指摘されていること，⑦本

件工事７６についての旧小淵沢町の対応が，予めＯ１・Ａ１ＪＶに工期延長可能であることを知ら

せたが，他のＪＶにはこれを知らせた形跡がなく，正式な工期延長の前に延長を前提とする下請

契約を黙認するなどＯ１・Ａ１ＪＶが落札することを予定していると疑われかねないものであること

などの間接事実が重要である。そしてこれらを総合すれば，本件工事７６の入札については，入

札参加業者間にＯ１・Ａ１ＪＶを落札者とする談合が成立しており，これを旧小淵沢町も了解して

いたものと推認するのが相当である。 

  （３） まとめ 

    以上によれば，補助参加人会社らは，本件工事３，６，１０ないし１３，１８，１９，３６，３８，

３９，４３，５０，５４，５５，６０，６４，６７，６８，７６，７９及び８０の２２件の各工事について，それぞ

れ談合を取り仕切るＡ１の意向に沿うように入札参加業者が指名され，または指名された入札参

加業者名が知らされ，各工事の入札参加業者間でそれぞれ談合が行われて落札したものであ

り，不法行為を構成する。したがって，補助参加人会社らは不法行為に基づく損害賠償責任を負

う。 

 ４ 争点２（中山の談合幇助の有無）について 

  （１） 第一審原告らは，中山が，Ａ１が入札参加業者に談合の働きかけをすることを知りなが

ら，Ａ１から入札参加業者の組み合わせの指示を受け，Ｇ１建設課長にＡ１の指示どおりの選定

をした指名業者案を作成させ，入札業者の指名権を濫用して談合を容易に実行できる指名業者

の組み合わせを実現し，談合に加担した。また，中山が，みずからあるいはＧ１建設課長その他

の職員を介して，Ａ１をはじめ特定の業者に設計価格又は予定価格を漏えいし，もって本件談合

を幇助した旨主張する。 
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    ところで，地方自治体の首長は，公共事業の入札に当たり，適切な仕組み及び方法をとる

ことにより，業者の間で談合されることのないよう努めるべきものであるところ，特定又は不特定

の業者が談合を容易に実行しやすくなるように，一定の入札指名業者の組合せをし，どのような

組合せをしたかを業者に認識させるようにし，又は，業者の意向を受けて入札指名業者の組合

せをし，さらに，予定価格について業者に認識させるようにした場合において，談合による入札

が実施されたときは，談合を幇助したものとして，不法行為を構成するものというべきである。 

  （２） そこで，この点について判断するに，原判決は，①平成１７年度の旧小淵沢町発注工事

の入札及び落札結果は，６８件の公共工事のうち，Ａ１が３０件の工事の入札参加業者に指名さ

れ，うち１１件の工事を落札し，その落札割合は４０．２０％であり，同年の旧小淵沢町発注工事

の入札における全ての入札指名業者の中で突出した結果となっていること，②鈴木が町長にな

る前の坂本町長の時代には，中山は建設課長であり，Ａ１が落札率が９９％以上で当時の公共

工事のほとんどを独占していたこと（上記３（１）ア（オ）），③鈴木前町長の時代には，Ａ１は，旧

小淵沢町の公共工事の入札参加業者に指名されることもなくなっていたが，中山が町長となる

や旧小淵沢町の公共工事につき入札参加業者に多数回指名され，多くの工事を高い落札率で

落札していることなどの間接事実から，旧小淵沢町（ひいては，町長の中山）は，入札参加業者

を指名する際にＡ１を優遇していたものと推認している。確かに，①の事実と中山が町長となった

こととの関係について全く偶然であると考えるよりは，相関関係があるとみることが経験則上相

当であるから，中山が町長となって以降の旧小淵沢町はＡ１に対し，入札業者の指名などで特段

の配慮をしたと推認することは合理的かつ相当である。 

    これらを前提としつつ，本件事実関係においては，以下の事柄について検討が加えられな

ければならない。 

  （３）ア 本件事実関係においては，上記３（２）ウないしコに説示したとおり，本件工事３，６，１

０ないし１３，１８，１９，３６，３８，３９，４３，５０，５４，５５，６０，６４，６７，６８，７６，７９，８０の２２

件の各工事については，いずれも，指名された入札参加業者間にそれぞれ各工事の落札業者

をして落札させ，同人を契約者とするために他の業者は一定の価格以下に入札しないことを協

定する談合行為がされたものと推認することができる。 

   イ また，上記３（２）ウないしコに説示したとおり，これらの各工事において，談合が成立す

るためには，各工事について，指名された入札参加業者の組み合わせを知ることが必要である

ところ，上記２２件の各工事について，指名された入札参加業者の組み合わせが談合を取り仕

切っていたＡ１の意向を受けて決められる方法で，Ａ１あるいは入札参加業者に漏えいされてい

たと推認することもできる。 

   ウ そして，これを具体的にみると，とりわけ，①平成１７年４月２７日の入札においては，そ

の入札結果から談合に応じていないと認められる業者であるＺ１が，現場説明会に同席している

にもかかわらず，本件工事３，６の入札参加業者において，Ｚ１が指名されていないことを知って

いたとしか説明できない入札価格で入札し，いずれもＡ１が高い落札率で落札していること（上記

３（２）ウ），②本件工事６についての入札参加業者の入札価格から，甲７７号証の入札執行依頼

書に記載された誤った設計価格が，Ａ１ほかの入札参加業者に伝えられた後，Ａ１にだけ正しい

予定価格が伝えられたと解するほかないこと（上記３（２）ウ），③平成１７年６月８日の入札にお

いても，談合に応じていないＺ１が，現場説明会に同席しているにもかかわらず，本件工事１０な

いし１３の入札参加業者である補助参加人会社らにおいて，Ｚ１が指名されていないことを知って

いたとしか説明できない入札価格で入札し，補助参加人会社らのうちの４社が順番に高い落札

率で落札していること（上記３（２）エ），④平成１７年６月１７日の第３回目の入札における本件工

事１９，同年８月１６日の第５回目の入札における本件工事４２，同年９月１３日の第６回目の本

件工事５０は，いずれも管工事であるから本来，本件格付表に管工事の業者として１社のみ選定

されたＺ１が指名されるべきであるのに同社が指名されておらず（上記３（１）ウ（カ），（２）オ，

キ），これらの管工事の入札参加業者の指名は不自然であること，⑤平成１７年１１月７日の第９

回目の入札の本件工事７６については，入札対象工事をこの工事１件としていて入札参加業者

が自ずと判明する形にし，しかも，Ｏ１・Ａ１ＪＶにのみ予め工期延長可能であることを知らせ，正

式な工期延長の決定がされる前に下請業者と工期延長を前提とする契約をすることを許してい

ること（上記３（２）コ）などの間接事実が重要である。これらの間接事実のうち，①ないし③は，当

時の旧小淵沢町は，特定の業者が談合を容易に実行しやすくなるように，特定の業者の組み合

わせをし，どのような組み合わせをしたかをＡ１に認識させるようにしたか，又はそもそも 初か
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らＡ１の意向を受けた入札参加業者の組み合わせにより指名業者案を作成していたものとしか

説明することができない。そして，そうすることができるのは，旧小淵沢町長であった中山であ

る。したがって，中山が，Ａ１が談合を容易に実行しやすくなるように，特定の業者の組み合わせ

をし，どのような組み合わせをしたかをＡ１に認識させるようにしたか，又はそもそも 初からＡ１

の意向を受けた入札参加業者の組み合わせにより指名業者案を作成していたと推認せざるを

得ないのである。また，④⑤の間接事実は，中山において，Ａ１が談合を容易に実行しやすくな

るように行動した事実と整合するものと評価することができる。 

     さらに，本件工事６については，Ａ１は予定価格を明らかに認識していたと認められると

ころ，予定価格を決定できるのは中山であるから，中山はＡ１に対し，本件工事６の予定価格を

自ら又はＧ１を介するなどして知らせたものと推認することが相当である。 

     そうすると，中山は，公共事業の入札に当たり，適切な仕組み及び方法をとることによ

り，業者の間で談合されることのないよう努めるどころか，業者が談合を容易に実行しやすくなる

ような入札指名業者の組合せをし，これをＡ１に認識させ，又は，Ａ１の意向を受けた入札指名業

者の組合せにより指名業者案を作成したものであり，さらに，本件工事６については予定価格を

Ａ１に認識させたものであり，談合による入札が実施されたのであるから，これらの行為により，

談合を幇助したものと評価せざるを得ないのである。 

     ところで，中山が２２件の工事すべての入札談合を幇助したと認定してよいかについて

は問題になるが，本件の入札談合は，Ａ１を中心とした一定の仲間を加えた構造的なものである

ことを考えると，特段の事情の認められない限り，２２件の工事すべてについて中山が談合を幇

助したものと推認することが相当である。そして，本件事実関係の下においては，そうした特段の

事情は，これを認めることはできない。 

   エ この点について，中山は，入札参加業者の指名につき，業者の格付表及び入札参加資

格表を機械的に適用して指名した結果にすぎず，これをもって談合を容易にする意図的なものと

みることは不当である旨主張する。 

     そこで判断するに，上記３（１）イ（ア）のとおり，中山は，町長就任後，全体を見直すとし

て平成１７年３月まで公共工事の入札を実行しないことを課長会議で決定し，Ｇ１を建設課長に

任じ，本来はＱ１総務課長がすべき業務であるのにＧ１に指示をして，入札参加業者の入れ替え

をした上，上記３（２）ウないしコのとおり，極めて不自然な落札結果となった入札参加業者の指

名をしているのであり，この旧小淵沢町が行った平成１７年度の公共工事の入札についての入

札参加業者の指名は，業者の格付表及び入札参加資格表を機械的に適用して指名したものと

評価することは困難である。さらに，上記３（１）ア（エ）のとおり，中山は，所管課長が指名参加資

格のある業者の中から指名業者案を作成した段階で所管課長から工事内容及び入札参加業者

の説明を受けており，この時点で指名業者案の内容を知る機会があり，その際町長としての意

見を言うことも可能である。そうすると，中山及び第一審被告の上記主張は採用することができ

ない。 

     また，中山は，予定価格の決定も，入札会場に業者が入った後，入札の３０分前ころに

決定しており，それ以前に業者に漏えいすることはできない旨主張する。 

     そこで判断するに，前記のとおり，中山は，所管課長が指名業者案を作成した段階で工

事内容等につき所管課長からの説明を受けており，その際工事内容に照らして予定価格案につ

いての心づもりを形成することは可能である。したがって，それ以降において，心づもりを形成し

た予定価格案を業者に認識させる（知らせる）ことは，十分することができたものと解される。そう

すると，中山の上記主張は採用することができない。 

  （４） 以上によれば，中山は，談合のあった２２件の本件各工事について，Ａ１が談合を容易

に実行しやすくなるような入札指名業者の組合せをし，これをＡ１に認識させ，又は，Ａ１の意向

を受けた入札指名業者の組合せにより指名業者案を作成し，さらに，本件工事６については予

定価格をＡ１に認識させるなどして，Ａ１が取り仕切った談合に協力し，これを幇助したものであ

り，不法行為を構成する。したがって，中山は，不法行為に基づく損害賠償責任を負うことにな

る。この点の第一審原告らの主張は，理由がある。 

 ５ 争点（３）（損害額）について 

  （１） 責任原因 

    以上のとおり，本件事実関係の下においては，補助参加人会社らは，本件工事３，６，１０

ないし１３，１８，１９，３６，３８，３９，４３，５０，５４，５５，６０，６４，６７，６８，７６，７９及び８０の２
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２件の各工事の入札ついて，談合して落札したことにより不法行為責任を負い，また，中山は，

談合を幇助したことにより不法行為責任を負うものである。 

    したがって，補助参加人会社らは，当該入札において，「談合がなければ公正な自由競争

によって形成されたであろう落札価格に基づく契約金額」と「補助参加人会社らが談合の上入札

したことにより現に締結された請負契約の契約金額」との差額分について，旧小淵沢町に対し，

損害を与えたこととなり，これを賠償をすべき責任がある。なお，本件工事７６は，Ｏ１・Ａ１ＪＶが

落札したものであるが，上記３（２）コのとおり，ＪＶを構成する両社が談合に関与していたと推認

されるから，共同不法行為者のＡ１は，その利益配分の割合にかかわらず，本件工事７６につ

き，談合が行われたことにより，旧小淵沢町が被った全損害を賠償すべき責任がある。 

    また，中山も，談合が認められる上記２２件の本件各工事について，落札業者である補助

参加人会社らとそれぞれ連帯して，旧小淵沢町が被った上記損害を賠償すべき責任を負うべき

こととなる。 

  （２） 損害額 

    そこで，旧小淵沢町が被った損害額について検討する。 

   ア 談合がなければ公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格は，談合の結

果，現実には形成されなかった価格であり，しかもこの想定落札価格は，当該工事の種類，規

模，特殊性，地域の特性，入札参加者の数及び各業者の受注意欲・財政状況，入札当時の経

済情勢等の多種多様な要因が複雑に絡み合って形成されるため，証拠に基づいて具体的に想

定落札価格を認定することは極めて困難である。 

     そうすると，本件においては，旧小淵沢町に損害が生じたことは認められるものの，損害

の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに該当するといえるから，民事訴訟法２

４８条を適用して，相当な損害額を認定するのが相当である。この場合において，認定すべき損

害額は，証拠資料からここまでは確実に存在したであろうと考えられる範囲に抑えた額ではな

く，合理的に考えられる中で実際に生じた損害額を も近いと推測できる額をいうと解すべきで

ある。そして，本件においては，平成１７年度と平成１６年度以前とでは，旧小淵沢町の町長が交

代したほか，町の体制が変化したこと以外には，公共工事の設計価格の積算ソフトに格段の進

歩があったなど入札価格に変動を与えるような特段の事情の変化が生じたことは証拠上認めら

れないから，損害額の算定にあたっては，入札価格の変化によってもたらされた落札率の相違

を基礎に考えるのが合理的である。 

   イ 第一審原告らは，この損害額の算定につき，旧小淵沢町の平成１６年度の測量・設計及

び舗装工事に関する入札を除いた工事の入札における平均落札率が７６．７６％（正しくは７６．

７７％）であること，また平成１７年度の旧小淵沢町の公共工事の入札においても談合に応じて

おらず正当な競争入札を行った会社と認められるＺ１が入札に参加し，他の入札参加業者も公

正な自由競争をせざるを得なかった１９件の工事（本件工事４７を含む。）の平均落札率が７９．０

２％であること，さらに多くの談合事案が含まれていると考えられるが，平成１７年度の旧小淵沢

町の公共工事の入札のうち，Ａ１を除く町内業者が落札した工事の平均落札率が８５．４２％であ

ることから，平成１７年度の平均落札率としては，予定価格の８０％，少なくとも８５％が妥当であ

り，これを超える部分が損害となる旨主張する。 

     これに対し，補助参加人会社らは，落札率は，当該工事の個別具体性により高くも低くも

なること，平成１６年度の舗装工事はダンピングの疑いがあり，平成１７年度の平均落札率の上

昇には合理的理由があり，平成１６年度と平成１７年度の落札率の安易な比較は誤っているこ

と，旧小淵沢町を除く北杜市の発注した舗装工事の平均落札率は９７．３７％であり，山梨県の

峡北林環部，峡北農務部，峡北林建設部の発注した舗装工事の平均落札率は，９８．０８％，９

５．８７％，９６．４４％であり，９０％台の落札率は適正な価格であって不自然ではない旨反論す

る。 

     確かに，補助参加人会社らの指摘するとおり，平成１６年度の舗装工事における平均落

札率は５６．７２％であり，鈴木前町長時代の平成１５年度の舗装工事の平均落札率が８１．３

２％であることと比較してもかなり低く（甲４１資料１），平成１６年度の他の工種の工事の各平均

落札率（土木８６．５８％，水道８７．０７％，建築６６．７９％）と比較しても相当低い率である（甲３

３の３）。また，平成１６年度の舗装工事を落札した業者はＩ１とＨ１南諏支店であるが，両社はい

ずれも長野県の業者であり，長野県諏訪郡富士見町が平成１５年度及び平成１６年度に発注し

た舗装工事では，上記両社がいずれも９０％以上の落札率で落札し，また長野県岡谷市が平成
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１７年度に発注した舗装工事では，Ｈ１南諏支店がやはり９０％以上の落札率で４件を落札して

いること（丙１資料１５，１６，１８）からすると，平成１６年度の旧小淵沢町の発注にかかる舗装工

事において上記両社のみが落札した結果形成された落札率は正当な競争入札により形成され

た結果としては，低すぎるというべきである。したがって，平成１６年度の平均落札率を算定する

に当たっては舗装工事分を含めるのは相当でないと解される。 

     ところで，町の発注にかかる公共工事について当該年度の全工事をすべて合計して落

札率を算出したときには，当該年度にたまたま１件，その年度の総工事費のうちの相当の割合を

占める巨額な設計価格の工事があった場合には，その工事についての落札率の高低が当該年

度の全工事の落札率の高低を左右することとなる。実際にも平成１６年度の旧小淵沢町の発注

にかかる公共工事（設計を除く。）の全工事の総予定価格は８億４３０３万円であるのに対し，同

年度の工事②（町立小淵沢小学校耐震補強・大規模改修・増築工事）の予定価格は３億５１００

万円であり，同年度全体の予定価格の４１．６４％に達し，その落札率は６４．９６％であるから同

年度全体の落札率を低下させている。一方，平成１７年度の旧小淵沢町の発注にかかる公共工

事（設計を除く。）の全工事の総予定価格は１１億８４０９万３０００円であるのに対し，同年度の本

件工事７６（大東豊第三配水池築造工事）の予定価格は２億１９００万円であり，同年度全体の

予定価格の１８．５０％に達し，その落札率は９７．７２％であるから同年度全体の落札率を上昇

させている。 

     本件においては，上記２２件の工事につき談合がされたと認められるものであるが，これ

らの工事のうち本件工事７６以外は，予定価格が比較的低い工事であり，これらの各工事の工

種，規模，落札率にはそれぞれ相当程度の差異があり，単純に全体の落札率をもって損害額を

算出するのは相当ではないと解される。すなわち，民事訴訟法２４８条を適用して相当な損害額

を算定する場合においても，その算定に当たっては合理的な根拠をもって実際に生じた損害額

に も近いと推測できる額を認定するのが相当である。 

   ウ 上記の見地から，本件について具体的な損害額を検討するに，平成１７年度の旧小淵

沢町の公共工事の入札のうち，Ａ１を除く町内業者が落札した工事の平均落札率が８５．４２％

であり，また，平成１６年度の旧小淵沢町の発注にかかる公共工事（設計を除く。）のうち舗装工

事分を除き，さらに上記工事②（町立小淵沢小学校耐震補強・大規模改修・増築工事）を除いた

場合の平均落札率は，８６．３３％である（丁１４）。一方，平成１７年度の旧小淵沢町の発注にか

かる公共工事（設計を除く。）のうち本件工事７６を除いた場合の平均落札率は９３．２５％であ

る。これらの落札率の差をみるに，平成１７年度の旧小淵沢町の公共工事の入札のうち，Ａ１を

除く町内業者が落札した工事の平均落札率と同年度の各工事のうち本件工事７６を除いた場合

の平均落札率との差は，７．８３％であり，また前者と平成１６年度の旧小淵沢町の発注の公共

工事のうち，設計，舗装工事及び工事②（町立小淵沢小学校耐震補強・大規模改修・増築工事）

を除いた場合の平均落札率との差は６．９２％である。 

     この６．９２％ないし７．８３％という落札率の差は，談合のあった平成１７年度の２２件の

本件各工事のうち，特殊な要素を除いた場合の平均落札率と談合が一応ないと解される旧小淵

沢町の公共工事の入札にかかる特殊な要素を除いた場合の平均落札率との差であるから，本

件における談合による損害額を算定するについては，これらの落札率の差を採用すべきであ

る。そうすると，本件において旧小淵沢町が補助参加人会社らによる２２件の本件各工事の入札

の談合により被った損害額は，本件各工事の契約金額（落札価格に消費税を加えたもの）の

７％に相当する金額であると算定するのが相当である。 

   エ 以上によれば，本件工事３，６，１０ないし１３，１８，１９，３６，３８，３９，４３，５０，５４，５

５，６０，６４，６７，６８，７６，７９及び８０の各入札について，旧小淵沢町が被った損害額は，別紙

１談合工事及び損害額一覧表記載の損害額欄記載のとおりであり，補助参加人会社らは，各会

社の小計欄の金額の，補助参加人中山は全部の合計欄の金額につき損害賠償義務があるとい

うべきである。 

  （３） まとめ 

    よって，別紙１談合工事及び損害額一覧表記載の損害額欄記載のとおり，第一審被告補

助参加人中山は４００７万４４０５円，同Ａ１は，３２１８万３４４５円，同Ｂ１は１２６万４２００円，同Ｃ

１は３１１万２７２５円，同Ｄ１は５８万２８５５円，同Ｅ１は１０９万７３５５円及び同Ｆ１は１８３万３８２

５円，並びに各金員に対する不法行為の後である平成１８年１月１日から支払済みに至るまで民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払義務があるというべきである。 
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 ６ 結論 

   以上によれば，第一審原告らの請求は，第一審被告が，第一審被告補助参加人中山に対

し４００７万４４０５円，同Ａ１に対し３２１８万３４４５円，同Ｂ１に対し１２６万４２００円，同Ｃ１に対し

３１１万２７２５円，同Ｄ１に対し５８万２８５５円，同Ｅ１に対し１０９万７３５５円及び同Ｆ１に対し１８

３万３８２５円並びに前記各金員に対する平成１８年１月１日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員の支払を請求すべきことを求める限度において理由があり，その余は理由がない。これと

異なる原判決は一部失当であって，上記限度で，第一審原告らの控訴は理由があり，第一審被

告の控訴は理由がある。したがって，原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決

する。 

    東京高等裁判所第２２民事部 

        裁判長裁判官  加藤新太郎 

           裁判官  柴田 秀 

           裁判官  加藤美枝子 
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