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第１号 

 

 報  告  書 
 

   

 

 

   

苦情申立人 匿名 

 

 

神奈川県横浜市中区本町６丁目50番地の10 

関係調達機関 横浜市(こども青少年局青少年部青少年育成課) 

   代表者 横浜市長 林   文 子 

   代理人   遠 藤 寛 子 

       梶 原  敦 

       山 田 陽 子 

   岩 附 健 治 

       田 中 雄 英 

   伊 東 拓 馬 

 

 

参加者 匿名 
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第１ 苦情申立人及び関係調達機関の求める判断 

１-１ 苦情申立人 

関係調達機関が行った「横浜こども科学館におけるプラネタリ

ウム投影システム 一式の借入」の調達（以下「本件調達」という

。）に係る入札手続について、苦情申立人が製造する機器（以下

「機器Ａ」という。）を扱うリース会社（以下「リース会社Ｂ」

という。）の入札への参加を求める。 

１-２ 関係調達機関 

苦情申立人の苦情申立て（以下「本件申立て」という。）は、認

められない。 

 

第２ 事案の概要 

２-１  令和３年４月６日、関係調達機関は、本件調達の入札公告を

行った。本件調達の仕様書のうち、本件申立てに関係する主な部

分は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様書別紙２「性能及び機能に関する要件」（抄） 

２ 光学式プラネタリウム投影機による恒星の投影機能 

(3) 投影方式は、32分割又は12分割を基本とする。 

(9) 部分的に調光する、しゃ光する等の調整が可能なこと。部分的な調光やしゃ

光は(3)で定める分割数を 低数として、より多分割できることが望ましい。 

(13)プラネタリウム内で投影される恒星数は、２(11)の 新観測成果に基づき、

10億個を超える恒星数が投影できること。 

４ 各投影機の運動機能 

(1) 恒星投影機は、少なくとも３軸の回転軸を有し、経度（日周）、緯度、方

位、歳差の４軸について、自由に操作できること。 

(2) 恒星投影機の動作は、制御上発生する特異点やそれを回避する仕様などによ

って不自然な動作をすることなく、地球上のどの場所であっても、年月や動作

の種類、方向を問わず正確に動作できること。 

(5) 回転する３軸の 大回転速度は、180度の回転を約５秒以内に行える高速動

作が可能であること（６rpm 程度以上）。 

デジタル式プラネタリウムとの連携を充実させるため、180度の回転を３秒

以内に行える高速動作が可能であることが望ましい。 

(6) 恒星投影機と太陽、月、惑星投影機が運動して動作する場合の 高速度は、

180度の回転を約10秒以内に行える高速動作が可能であること（３rpm程度以

上）。 
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２-２ 令和３年４月23日、リース会社Ｂは、関係調達機関に対し、

機器Ａに関する引受証明書及び仕様適合確認書を提出した。 

２-３ 令和３年４月30日、関係調達機関は、リース会社Ｂに対し、

仕様を満たしている根拠となる追加資料の提出を要請した。 

２-４ 令和３年５月10日、苦情申立人は、リース会社Ｂを通じて、

関係調達機関に対し、追加資料を提出した。 

２-５ 令和３年５月13日、関係調達機関は、リース会社Ｂに対し、 

機器Ａが仕様を満たさない旨、連絡した。 

２-６  令和３年５月14日、苦情申立人は、リース会社Ｂを通じて、

関係調達機関に対し、仕様に合致する旨等の追加資料を提出した。 

  同日、関係調達機関は、リース会社Ｂに対し、再度、機器Ａが

仕様を満たさない旨、連絡した。 

２-７ 令和３年５月17日、関係調達機関は、リース会社Ｂに対し、

「資格なし」とする一般競争入札参加資格確認結果通知書を送付

した。 

２-８  令和３年５月21日、苦情申立人は、横浜市入札等監視委員会

（以下「委員会」という）に対し、本件申立てを行った。 

２-９  令和３年５月24日、委員会は、関係調達機関に対し、苦情処

理に係る期間内は本件調達に係る契約を締結すべきでない旨、文

書により要請した。入札期間中であったところ、これを受けて、

関係調達機関は、苦情処理の手続が終了するまで入札期間を延期

することを決定し、公告した。 

２-10  令和３年５月28日、委員会は、苦情申立ての受理を決定し、

仕様書別紙２「性能及び機能に関する要件」（抄） 

５ 光学式・デジタル式プラネタリウム連携機能 

（4）デジタル式プラネタリウムから投影される地上風景などと光学式プラネタ

リウムから投影される星が同じ位置に投影される場合には、光学式プラネタ

リウムの設定などによって地上風景に星空が隠されるように自然な重なり合

いが実現できること。 
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同月31日に苦情申立人及び関係調達機関に対し、受理したことを

通知するとともに、苦情申立ての受理に関する公示を行った。 

２-11 令和３年６月７日、本件申立てに係る調達に利害関係を有

する供給者が本件苦情処理手続に参加する意思を委員会に通知し

た。 

 

第３ 争点及び争点に係る主張 

本件申立ての争点は大別すると、 

① 仕様書別紙２の４（２）における恒星投影機の動作に係る仕様

について 

② 仕様書別紙２の５（４）における地上風景と星空の重なり合い

について 

③ 本件調達の仕様書が特定の光学式プラネタリウム製造業者（以

下「製造業者」という。）を念頭に作成されたかどうかについて 

であり、これらの争点に関する苦情申立人及び関係調達機関の主

張は、要約すると以下のとおりである。 

 

３-１ 争点１「仕様書別紙２の４（２）における恒星投影機の動

作に係る仕様について」 

３-１-１ 苦情申立人の主張 

仕様書別紙２の４（２）では、「恒星投影機の動作は、制御上

発生する特異点やそれを回避する仕様などによって不自然な動作

をすることなく、地球上のどの場所であっても、年月や動作の種

類、方向を問わず正確に動作できること。」とされているが、機

器Ａはシステム制御において、地区緯度が高くなり極に近づくに

つれ、特異点動作をキャンセルする仕様としており、不自然な動

作をせず極を通過する制御仕様となっている。なお「不自然な

動作」とは緯度回転において極を通過する際の方位やその他軸

の不自然な高速動作のことと認識している。さらに、機器Ａを
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導入した施設では全て対応しており、支障なく動作していること

を説明している。それにもかかわらず、関係調達機関は、機器Ａ

の性能を検証せず、不具合があると主張しており、失当というほ

かない。 

また、３軸の回転軸において特異点を回避するためには回転速

度を遅くすることが必須であるが、仕様書別紙２の４（１）では

「少なくとも３軸を有し」と３軸を許容している一方で、仕様書

別紙２の４（２）の不自然な動きを回避できる方法があれば可と

しており、特異点を回避する際の速度についての制約をしない趣

旨なのは明白である。関係調達機関は、速度を落とした特異点回

避行為は仕様書別紙２の４（５）及び（６）にある速度要件を充

足していないと主張しているが、仕様書別紙２の４（５）は「３

軸の 大回転速度」と 大速度の下限を定めたものであり、仕様

書別紙２の４（２）の特異点回避に係る動作速度の下限を定めた

ものではない。仕様書別紙２の４（６）も同様に、４（２）の回

避時動作の 低速度を要求するものではない。 

仮に減速せずに特異点を回避することを求めるのであれば、３

軸では実現不可能であって、「少なくとも３軸の回転軸を有し」

とする回転軸の機能に関する仕様書の記載と矛盾するものである。 

 

３-１-２ 関係調達機関の主張 

苦情申立人の説明する「地区緯度が高くなり極に近づくにつ

れ、特異点動作をキャンセルする仕様」とは、軌道に特異点（コ

ンピューター制御における構造的に制御できない姿勢を指す。）

が含まれている場合、機器が特異点近傍で高速に動作したり、暴

走したり、動作できなくなったりするものや、その特異点を避け

るために星の動きが高速で湾曲する等の動作を示していると考え

られるため、仕様に適合していない。また、苦情申立人の回答
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は、極点の通過に関する言及しかしておらず、仕様書に記載した

「地球上のどの場所であっても、年月や動作の種類、方向を問わ

ず正確に動作できること」の仕様を満たしていることが確認でき

ない。なお、「少なくとも３軸の回転軸を有し」という文言につ

いては、回転軸を３軸にしなければいけないという仕様ではな

く、もし機器Ａの機能において、３軸では不自然な動作を回避す

る手段がないのであれば、４軸以上にすることを妨げるものでは

ない。 

また、機種によっては、特異点付近で投影機の動作を遅くする

ことにより、特異点を回避するために星が高速で湾曲する不自然

な動作を軽減できるが、仕様書別紙２の４(５)及び(６)では

「180度の回転を約５秒以内に行える」、他の投影機と連動して

動作する場合は「180度の回転を約10秒以内に行える」高速動作

を求めているため、回転速度を減速して特異点での湾曲した不自

然な動きを回避することは仕様を満たしていない。 

横浜こども科学館では、これまでも１周30秒程度の速さで恒星

を投影する演出を行っているほか、今後の学習活動等を見据えて

仕様で示した速さを求めたものであり、特異点に近づくと動作が

遅くなる場合、これを認めることはできない。 

 

３-２ 争点２「仕様書別紙２の５（４）における地上風景と星空

の重なり合いについて」 

３-２-１ 苦情申立人の主張 

  仕様書別紙２の５（４）の、「デジタル式プラネタリウムか

ら投影される地上風景などと光学式プラネタリウムから投影され

る星が同じ位置に投影される場合には、光学式プラネタリウムの

設定などによって、地上風景に星空が隠されるように自然な重な

り合いが実現できること。」という仕様について、そもそも仕様

書とは公平、公正な入札を実現するにあたり、調達物がどのよう
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な仕様を備えるべきかを不特定多数の入札参加希望者へ伝えるも

のであり、客観的かつ明確な基準でなければならないが、「地上

風景に星空が隠されるように自然な重なり合い」という極めて抽

象的かつ情緒的・感覚的に書かれており、具体的にいかなる情景

であればかかる基準を充足するのかは極めて個人の主観によると

ころが大きく、不明確かつ特定性に欠けるため、本条項は無効と

なるべきである。 

仕様書別紙２の５（４）で規定する機能及び関係調達機関が４

月30日に提示した参考画像のような建造物等に星を透過させず、

また建造物等の間に星を映し出す機能は、仕様書別紙２の２（３）

及び（９）によって可能となるものである。しかし、仕様書別紙

２の２（９）では「できることが望ましい」と記載され、仕様適

合確認書には「仕様適合かを判断する項目ではありません」と記

載されているにもかかわらず、仕様書別紙２の５（４）及び建造

物等に星を透過させず、また建造物等の間に星を映し出す機能を

課していることは、仕様書別紙２の２（９）の機能が必須である

ことを意味するため矛盾が生じており、これは仕様適合確認書提

出後に生じた仕様の追加、あるいは仕様の変更が生じたと認識し

ている。機器Ａは、仕様書別紙２の２(３)で提示した分割数の範

囲内で仕様書別紙２の５（４）の機能を実現できるものであり、

当初仕様に合致するものである。 

     また、この追加されたとみられる投影技術は、投影される恒星

について各恒星単位で投影をオンオフできることを特徴とする装

置によって実現できるものであり、またシャッターによる遮光で

地上風景が星空に隠される機能だけでなく、高さや形状が均一で

ない建造物等の地上風景と同じ形で恒星投影画をマスキングする

ことも要しており、これは特定の製造業者（以下「製造業者Ｃ」
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という。）の特許技術でしかできないものであるため、政府調達

に関する協定を改正する議定書（以下「改正協定」という。）第

10条第４項に違反する。 

 

３-２-２ 関係調達機関の主張 

仕様書別紙２の５（４）では、「デジタル式プラネタリウムか

ら投影される地上風景などと光学式プラネタリウムから投影され

る星が同じ位置に投影される場合には、光学式プラネタリウムの

設定などによって地上風景に星空が隠されるように自然な重なり

合いが実現できること。」と具体的に示しており、正確性、特定

性に問題はない。なお、本件調達の入札の手続において、疑問が

ある場合はそれを解決する手段として、質問と回答の手続が定め

られており、これにより仕様書の文言を客観的に特定することが

可能である。 

「地上風景に星空が隠されるように自然な重なり合いが実現で

きる」機能を求めているが、この機能を実現する方法は「光学式

プラネタリウムの設定などによって」と言及しているだけで、仕

様を満たすための具体的な方法・手段を限定しておらず、「仕様

書別紙２の５（４）の機能が、仕様書別紙２の２（３）及び２

（９）の機能によってもたらされるもの」というのは、苦情申立

人独自の見解といえる。これらの仕様はそれぞれ別の目的を達成

するためのものであるため、仕様書上矛盾は生じず、また仕様の

追加・変更にはあたらない。 

機器Ａの機能のように、水平に遮光する機能によって建物より

低い位置に投影される星全てを投影できなくしてしまうことは、

「地上風景に星空が隠されるように自然な重なり合いが実現でき
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る」仕様を満たしておらず、水平に遮光する機能では、実際にそ

の場所にいるような、建物を見上げた視点等の場合は、投影でき

る星空が大幅に制限されてしまうことになり、自然な重なり合い

が実現できないこととなる。 

また、仕様書別紙２の５（４）の記載は、仕様を満たすための

方法・手段を限定しているものではないため、ある特定の特許に

よる方法・手段を用いる必要はない。他都市のプラネタリウムの

中には当該特許技術を使用せずに、地上風景に星空が隠されるよ

うな重なり合いを実現できているものがある。したがって、この

仕様については改正協定第10条第４項の「調達機関は、技術仕様

を定めるに当たり、特定の商標若しくは商号、特許、著作権、デ

ザイン、型式、産地、生産者又は供給者を要件としてはならず、

また、これらに言及してはならない。」に違反しているものでは

ない。そもそも高度な専門知識が要求される特許技術を要件にし

ておらず、単に「地上風景に星空が隠されるように」投影できれ

ば手段は問うていない。 

 

３-３ 争点３「本件調達の仕様書が特定の製造業者を念頭に作成さ

れたかどうかについて」 

３-３-１ 苦情申立人の主張 

３-２の技術は、上述のとおり製造業者Ｃの特許技術である。

関係調達機関はこれらの仕様を達成するための方法・特定の特許

技術は限定しておらず、世界中から新しい技術・アイデアが示さ

れる可能性は十分あると考え仕様を決定したと主張している。し

かしながら、製造業者の数が世界的に非常に限られていること、

本件公告後の参加申込期限を考えると、その主張は信じがたい。 

 この他にも、製造業者Ｃはあたかも自社のみが10億個以上の投 
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影が可能であるかのように宣伝していたこと、関係調達機関も製 

造業者Ｃ以外はそれができないと認識していたであろうこと、の 

２点を踏まえると関係調達機関は製造業者Ｃのみが実現できる特 

徴を踏まえ、10億個以上の投影が可能であると記した仕様書を作 

成したことが推測できる。 

また、前述の仕様書別紙２の４（１）及び（２）についても、 

高速でドームのあらゆる場所で不自然な動きを回避できるのは４ 

軸機のみであり、それを製造しているのは製造業者Ｃのみである。

この点も製造業者Ｃの特定機種を念頭に、「少なくとも３軸を有

し」と仕様書を作成したとみられる。 

これらからすると製造業者Ｃを念頭に仕様書が作成されたとみ 

られ、改正協定第10条第４項にいう特定の「特許」及び「型式」

を要件にしているものであることは明らかである。 

また、これらの技術を要件とするためには、プラネタリウムの 

装置に関する高度な専門知識が必要なものであることから、関係 

調達機関が単独で定めることができないものと考えざるを得ず、 

この仕様を定めるにあたり、関係調達機関は、商業上の利害関係 

を有する可能性があり、かつ、苦情申立人と競合関係にある製造 

業者Ｃに助言を求め、同者から助言を受け、苦情申立人の機器Ａ 

やリース会社Ｂをこの入札から排除しようとしたと考えられる。 

これは改正協定第10条第５項に違反する。 

 

３-３-２ 関係調達機関の主張 

プラネタリウムは横浜こども科学館の目玉であり、今後長期間 

にわたり新たな機器で他のプラネタリウムと競争していくことに 

なるため、施設の経営面、さらにはシビックプライドの醸成や都 

市ブランドの向上といった政策的な観点からも、現時点で 高水 



11  

準の機器となるよう調査・検討を重ね、仕様を決定したものであ 

る。 

今回の苦情申立てにおいて、例えば特異点における不自然な動 

作を回避する仕様に関しては、苦情申立人の主張にもあったよう 

に解決方法の一つとして回転軸を４軸にすることが考えられるが、 

現在、苦情申立人は４軸のプラネタリウムを製作していない。苦 

情申立人も以前は４軸のプラネタリウムを製作していたが、会社 

の経営判断として４軸をやめて現在は３軸のプラネタリウムに機 

種を絞ったもので、残念ながら関係調達機関の求める性能とは合 

わなかったといえる。地上風景等と星空の自然な重なりについて 

も、苦情申立人は過去に特許を出願したことからも分かるように、 

必要性を認識しながらもその後の製品化には至らなかったことか 

らも、関係調達機関の求める性能と苦情申立人の技術あるいは経 

営判断が単に合わなかったといえる。 

また、苦情申立人が特許技術を課したと主張する仕様書別紙２ 

の５（４）の機能については、「地上風景に星空が隠されるよう

に」投影できれば、その仕様を満たすための方法・手段を限定し

ておらず、高度な専門知識が要求される特許による方法・手段は

問うていない。本件仕様については、実際に横浜こども科学館で

日々プラネタリウムを運営している民間企業の専門スタッフへの

ヒアリング等により作成したもので、製造業者Ｃの助言を受けて

仕様を決定したものでは断じてなく、改正協定第10条第５項に違

反するものではない。 

以上のことから、本件申立ての内容は、単に苦情申立人のプラ 

ネタリウムが関係調達機関の求める性能・水準ではなかったこと 

に起因するものであり、苦情申立人が主張していたような特定の 

製造業者・機種を念頭に作成した仕様書ではない。 
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第４ 提出資料  

 ４-１ 苦情申立人 

 令和３年５月21日付け 苦情申立て書 

 令和３年６月15日付け 相手方反論に対する再反論 

 令和３年７月２日付け 相手方意見陳述を踏まえた主張 

   

４-２ 関係調達機関  

 令和３年６月７日付け 苦情申し立てに係る報告書 

 令和３年６月25日付け 苦情申し立てに係る意見陳述書 

 令和３年７月５日付け 苦情申し立てに係る追加資料 

 
令和３年７月８日付け 横浜市入札等監視委員会事務局から

の照会に対する回答 
 

令和３年７月14日付け 横浜市入札等監視委員会事務局から
の照会に対する回答（その２） 

 

第５ 委員会における検討 

５-１ 委員会は、苦情申立人の令和３年５月21日付け本件申立て

について、同月28日に受理し、同月31日に本件申立てを受理

した旨、公示した。 

５-２ 令和３年６月28日に委員会を開催し、検討を開始した。 

５-３ 委員会での検討経過 

第１回 令和３年６月28日 

 （苦情申立人及び関係調達機関が意見を陳述した。） 

第２回 令和３年７月６日 

第３回 令和３年７月15日 

第４回 令和３年７月27日 

第５回 令和３年８月２日 
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第６ 委員会の判断 

６-１ 改正協定の適用について 

関係調達機関は、改正協定附属書Ⅰ付表２の地方政府の機関「地方

自治法の適用を受ける全ての都道府県及び指定都市」に該当するこ

とから、改正協定の適用対象となる。 

また、本件調達は、20万特別引出権を超える価格の調達に係る

ものであり、かつ、改正協定第３条に該当しないことは明らかで

あるから、改正協定の対象となる。 

 

 

６-２ 本件申立ての適法性について 

横浜市調達に係る苦情処理手続要領（以下「要領」という。）第

７条第３項によれば、次の各号に該当する場合には、申立てを却

下することができるとされている。 

   （１） 遅れて申立てが行われた場合 

（２） 国際約束（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第１条に規定

する国際約束をいう。以下同じ。）と無関係な場合 

（３） 軽微な、又は無意味な場合 

（４） 供給者からの申立てでない場合 

（５） その他委員会による検討が適当でない場合 

 

（１）について、要領第７条第１項は、「供給者は、調達手続の

いずれの段階であっても、国際約束のいずれかの規定に反する形で調

達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り、

又は合理的に知り得たときから10日以内に、書面により委員会へ苦情

を申し立てることができる。（以下、略）」とする。本件申立ては、



14  

苦情申立人が委員会に提出した、令和３年５月21日付けの「苦情

申立て書」により行われている。関係調達機関が、リース会社Ｂ

に対し、資格を満たさない旨、通知をしたのは同月17日夕方であ

り、苦情申立人がそれを知ったのは同月18日である。そのため、

申立てに遅延は無かったと認められる。 

（２）について、改正協定は、国、都道府県、政令指定都市及び

政府関係機関が調達する物品及びサービスのうち、一定金額以上の

ものの契約手続について、国際的な統一ルールを定めた協定である

が、「苦情申立て書」によると改正協定に違反している旨、記載が

あるため、国際約束と無関係な苦情申立てとはいえない。 

（３）について、「苦情申立て書」によると、仕様に関する関係

調達機関の決定により、当該事業者が入札に参加できなかったこと

及び入札参加を希望することが記載されており、軽微又は無意味な

ものとはいえない。 

（４）について、要領第４条第１項は、「供給者（調達機関が製

品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を

行った者及び行うことが可能であった者をいう。）」は苦情を申し

立てることができるとしており、また、横浜市調達に係る苦情処理

手続細則第２条第３号は、「入札手続（随意契約を含む。）に間接

的に参加する者」も供給者に含まれるとしている。そのため、供給

者からの申立てでないとはいえない。 

（５）について、その他委員会による検討が適当でない事由も特

段生じていない。 

以上のことから、本件申立ては適法になされたものである。 

 

６-３ 争点１「仕様書別紙２の４（２）における恒星投影機の動作

に係る仕様について」 
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６-３-１ 仕様書の文言の解釈について 

仕様書別紙２の４（１）及び（２）では、「恒星投影機は、

少なくとも３軸の回転軸を有し、経度（日周）、緯度、方位、

歳差の４軸について、自由に操作できること」及び「恒星投影

機の動作は、制御上発生する特異点やそれを回避する仕様など

によって不自然な動作をすることなく、地球上のどの場所であ

っても、年月や動作の種類、方向を問わず正確に動作できるこ

と」を要件としている。苦情申立人は、機器Ａは３軸の回転軸

を有し、回転速度を落とすことにより不自然な動作は行われず

に特異点を回避できると主張している。 

これに対して、関係調達機関は、仕様書別紙２の４（１）及

び（２）は、回転軸は３軸でなく４軸であることを妨げるもの

でなく、速度を落として特異点での不自然な動作を回避するこ

とは仕様を満たしていないとしている。また、「特異点での不

自然な動作」の解釈について、関係調達機関は、「制御上発生

する特異点によって生じる不自然な動作がない」及び「特異点

を回避する仕様によって生じる不自然な動作がない」の２点で

あると主張している。 

加えて、関係調達機関は演出上の理由もあり、特異点付近で

投影機の動作を遅くすることにより不自然な動作を回避するこ

とを認めない旨、主張している。 

この反論として、苦情申立人は、機器Ａには回転軸が高速で

動くような不具合を生じない制御システムが具備されており、

不自然な動作はしないと主張している。さらに特異点での不自

然な動きを回避する際の速度については、仕様書では言及され

ていないとしている。 

以上によれば、苦情申立人と関係調達機関の間に、この部分
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の仕様に関する認識の相違があることが認められる。この双方

の認識の相違は、仕様書での「不自然な動作をすることなく」

や「正確に動作できること」などの文言が用いられたことや特

異点を回避する際の速度への言及がないことが要因と考えら

れ、仕様書は関係調達機関の目指す仕様・機能を的確に具体的

に表現したものとはいえない。関係調達機関は、機器Ａは仕様

を満たしておらず、資格を満たしていないと判断したが、今回

の苦情処理の過程で、令和３年６月７日に関係調達機関から提

出された「苦情申し立てに係る報告書」の中で説明した、特異

点を回避する仕様によって生じる不自然な動作がないこと、３

軸の回転軸の機器での特異点を回避する際の速度の指定など

は、仕様書の文言からは読み取ることができるとはいえない。 

 

６-３-２ 国際約束の違反について 

改正協定第10条第７項は、「調達機関は、供給者がその有効

な入札書を準備し、かつ、提出するために必要な全ての情報を

含む入札説明書を入手することができるようにする」とし、入

札説明書には、「調達（調達されるべき物品又はサービスの特

質及び数量（数量が不明な場合には、数量の見積り）並びに満

たすべき要件（技術仕様、適合性評価の証明、設計図、図案又

は解説資料を含む。）を含む。）」（同項（a））についての

「完全な説明を含める」こととしている。 

６-３-１のとおり、仕様書の文言からは、本苦情処理の過程

で関係調達機関が要求する特異点での不自然な動きに関する正

確な意図や回転軸の速度に関する要件は読み取れないことか

ら、仕様書では、改正協定第10条第７項で定められた「満たす

べき要件」に関する「完全な説明」が含まれているとはいえな
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い。 

 

６-４ 争点２「仕様書別紙２の５（４）における地上風景と星空の

重なり合いについて」 

 ６-４-１ 仕様書の表現について 

地上風景と星空との関係について、仕様書では「地上風景に 

星空が隠されるように自然な重なり合いが実現できること」と 

記載されている。 

苦情申立人は、かかる要件が、不明確かつ特定性に欠ける要 

件であると主張している。 

他方、関係調達機関は、「自然な重なり合い」とは、地上風 

景にある建物の形状に沿って、空の部分にはまんべんなく星を

投影し、建物や山などで空が隠れる部分には一切の星を映さな

い機能であり、これは製造業者にとって一般的な解釈であると

主張している。 

この点、仕様書の「地上風景に星空が隠されるように自然な 

重なり合い」という表現は、製造業者にとって、満たすべき要

件を具体的かつ明確に示しているとはいえない。特に、関係調

達機関が主張するように、この表現から、一意的に「空の部分

にはまんべんなく星を投影し、建物や山などで空が隠れる部分

には一切の星を映さない機能」という趣旨を読み取ることは、

製造業者にとっても困難といわざるを得ない。 

 

６-４-２ 国際約束の違反について 

改正協定第10条第７項は、「調達機関は、供給者がその有効

な入札書を準備し、かつ、提出するために必要な全ての情報を

含む入札説明書を入手することができるようにする」とし、入

札説明書には、「調達（調達されるべき物品又はサービスの特



18  

質及び数量（数量が不明な場合には、数量の見積り）並びに満

たすべき要件（技術仕様、適合性評価の証明、設計図、図案又

は解説資料を含む。）を含む。）」（同項（a））についての

「完全な説明を含める」こととしている。 

６-４-１のとおり、仕様書の文言からは、本苦情処理の過程

で関係調達機関が説明した要件は読み取れないことから、仕様

書では、改正協定第10条第７項が定める「満たすべき要件」に

関する「完全な説明」が含まれているとはいえない。 

 

６-４-３ 要件における特定の特許技術について 

   ６-４-１のとおり、仕様書の表現が不明確である以上、苦情

申立人が主張するように、特許技術によらなければ仕様が実現

できないかどうかは判断できない。 

   関係調達機関は、求める仕様として、光学式プラネタリウム

での投影技術はシャッターによる遮光で地上風景近辺の星空が

隠されるのではなく、建造物等の地上風景と同じ形で恒星投影

画を覆い隠し、建造物等に星が投影されず、空を背景とする部

分は星の明るさにかかわらず複数の星を投影することができる

必要があるが、これは特定の特許を用いなくても実現可能であ

ると主張している。他方、苦情申立人は、苦情申立人の主張す

る特許技術でしかかかる要件は実現できないと主張している。 

   そこで、念のため、かかる要件について、苦情申立人の主張

が認められるかを検討する。 

   改正協定第10条第４項は、「調達機関は、技術仕様を定める

に当たり、特定の商標若しくは商号、特許、著作権、デザイ

ン、型式、産地、生産者又は供給者を要件としてはならず、ま

た、これらに言及してはならない」とする。本件仕様は特定の
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特許に言及していないが、実質的に特定の特許技術に限定して

いるか否かが問題となる。 

   証拠資料によると、確かに当該特許技術による光の制御に

より、関係調達機関が主張する要件が実現されていることは

認められるが、他の代替技術等によって、この投影が一切達

成できないと判断するには、今回、苦情申立人が提出した資

料や説明だけでは根拠として十分でない。 

また、関係調達機関は、他都市のプラネタリウムの中には

当該特許技術を使用せずに、地上風景に星空が隠されるよう

な重なり合いを実現できているものがあると主張している

が、関係調達機関から十分な根拠は示されておらず、関係調

達機関の主張も採用できない。 

 

６-５ 争点３「本件調達の仕様書が特定の製造業者を念頭に作成され

たかどうかについて」 

この争点について、苦情申立人は、前述の仕様書別紙２の５

（４）での特許技術の他に、仕様書別紙２の２（13）において、10

億個以上の星が投影可能であること、仕様書別紙２の４（１）及び

（２）において、４軸の回転軸でしかできない速度を落とさずに特

異点を回避する機能を求める一方で、仕様書別紙２の４（１）が

「少なくとも３軸の回転軸を有し」としていることを挙げ、これら

は製造業者Ｃの機器のみが有している、又は関係調達機関がそのよ

うに認識していた可能性の高い機能であるため、製造業者Ｃのみが

仕様を満たせるように仕様書が作成されたと主張している。 

改正協定第10条第４項は、「調達機関は、技術仕様を定めるに当

たり、特定の商標若しくは商号、特許、著作権、デザイン、型式、

産地、生産者又は供給者を要件としてはならず、また、これらに言
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及してはならない」とする。本件において、製造業者は世界に４者

しか存在しないところ、関係調達機関が４者それぞれの製品の技

術・性能を念頭に入れながら、意図的に製造業者又は機種を特定す

るような機能を仕様として課したのであれば、この条項に抵触す

る。 

６-４-３のとおり、仕様書別紙２の５（４）で特許技術を課した

とはいえないし、また、投影可能な恒星の数、回転軸についての主

張は、苦情申立人が提出した資料や説明では、それを認めるには足

りない。 

また、改正協定第10条第５項は、「技術仕様の立案又は制定に利

用し得る助言を、競争を妨げる効果を有する方法により、当該調達

に商業上の利害関係を有する可能性のある者に対し求めてはなら

ず、また、当該者から受けてはならない」とする。苦情申立人の主

張は、推測の域を出ず、それを判断するための客観的な根拠が十分

でない。 

限られた数の製造業者の各機器を比較検討しながら、求めるプラ

ネタリウムの機能を決定していく中で、特定の製造業者のみが実現

可能、若しくはそう推測され得る機能が複数課されたのであれば、

特定の製造業者や特許技術を意図したことを疑わせるものである。

しかしながら、この点についても、６-４-３と同様に、具体的な根

拠が十分でない。したがって、特定の「生産者」を限定していると

まではいえず、改正協定第10条第４項の違反を認定するには至らな

い。 

 

第７ 結論 

７-１ 以上の検討を踏まえると、本件調達において、仕様書の説明 

が完全でなかったことは、改正協定第10条第７項に違反する。 
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７-２  よって、本件は、調達の根幹をなす仕様に国際約束違反があ 

るため、調達手続が適当なものでなかったといえる。そのため、 

要領第８条第２項に基づき、関係調達機関が「新たに調達手続を 

行う。」ことを提案する。 

  ７-３ なお、新たな調達手続においては、地方自治法第234条が義務

付ける一般競争入札の制度趣旨を踏まえ、供給の対象となる製品の

生産者が、不当に限定されることのないよう配慮が望まれる。 
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