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<要旨>

この数年, 環境分野では, 民事訴訟においても, 行政訴訟においても, いくつかの重要判決が下され

ている。民事訴訟では国の規制権限の不行使に関する国家賠償訴訟や原発の差止訴訟があり, 行政訴訟

では, 基地騒音の差止訴訟や規制の義務付け訴訟等, 取消訴訟以外の多様な類型が用いられている。

もっとも, これらは何れも健康被害に係る訴訟である点に特徴があり, 自然保護訴訟等が機能不全であ

ることに変わりはなく, その改善には環境公益訴訟の導入が必要である。また, 判決の実効性が課題と

なる事例も出てきており, 何らかの立法的手当を含めた対応が検討されるべきである
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Ⅴ. おわりに

Ⅰ. 相次ぐ重要判決と環境訴訟の類型

2014年5月21日, 横浜地裁と福井地裁において, 2つの画期的判決が下された。前者

は, 国に対し, 厚木基地における自衛隊機の運行差止めを求めた行政訴訟(厚木基地訴

訟)であり, 後者は, 関西電力に対し, 大飯原発の運転差止めを求めた民事訴訟(大飯原

発差止訴訟)であり, 何れも原告の請求が認められた。また, 昨年は, 最高裁が水俣病

認定義務付け訴訟で請求を認容し, 年末には大阪高裁判決がアスベスト国家賠償訴訟で

国の責任を認めるなど, 最高裁および下級審において, 重要な判決が相次いでいる。最
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近, マスコミでは, ｢司法の復権｣ということばも聞かれるようになった。そこで, 本稿

では, これら最近の重要環境事件について検討することとする。

日本の主な環境訴訟は, 民事訴訟と行政訴訟に大別される。このうち, まず, 民事訴

訟は, 損害賠償と差止訴訟から成る。歴史的に見ると, 日本の公害ㆍ環境裁判は, 高度

経済成長期の激甚な公害を受けて, 民法上の不法行為(709条)に基づく損害賠償訴訟か

ら始まった。4大公害訴訟がその典型例であるが, 大阪空港訴訟のように, 道路公害, 

空港公害等, 公の営造物の設置ㆍ管理の瑕疵による被害については, 国家賠償事件と

して, 国家賠償法2条が適用される。また, 近年, 水俣病やアスベスト事件に見られる

ように, 事業者に対する規制権限の遅れや不行使により被害が拡大したとして, 国家

賠償法1条に基づいて, 国や自治体の損害賠償責任を問う事例も増えており, 実際いく

つかの原告勝訴判決が下されている。

また, 差止訴訟の多くは人格権を根拠としてきたが, とくに公共施設に関してはそ

の公共性が重視され, 差止請求が認容される事案は限られている。1990年代には, 廃

棄物処分場に関し, 平穏生活権の侵害等を理由に差止請求を認める判決が続き1), また, 

道路公害に関しては, 21世紀に入り, 2つの差止判決2)が下されているが, その後は, と

くに注目すべき判決は見られなかった。大飯原発差止判決は, 社会的に重要な事件に

おける久しぶりの差止認容判決である。

次に, 日本の行政訴訟は, 長年に亘り, その機能不全が指摘されてきた。従前, 行政

訴訟の中核を成すのは抗告訴訟, とくに行政処分の取消訴訟であったが, 原告適格や

処分性が認められずに却下されることも少なくなかった。そのため, 2004年に行政事

件訴訟法(以下｢行訴法｣という)が改正され, 義務付け訴訟と差止訴訟が抗告訴訟の類型

として新たに法定され, 原告適格の実質的拡大も図られた。しかし, とくに自然ㆍ景

観ㆍ文化財訴訟等では, 依然として原告適格が否定される事案が後を絶たず, 環境行

政訴訟が有効に機能しているとは言いがたい。そのため, 行訴法改正後も, 行政訴訟

の数が劇的に増えることはなく, 5000件を遙かに下回る状況が続いている。ただし, 最

近では, 義務付け訴訟等, 新たな訴訟類型を積極的に活用しようとする試みが認めら

れ, 実際, 認容例が出始めていることは注目すべき現象である。そこで, 以下, まず, 

これら環境行政事件に関する注目すべき判例を取り上げる。

 1) 仙台地決1992年2月28日判時1492号109頁等。

 2) 尼崎訴訟に関する神戸地判2000年1月31日判タ1726号20頁および名古屋南部訴訟に関する2000
年11月27日判時1746号3頁。
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Ⅱ. 行政訴訟

1. 義務付け訴訟

行訴法改正で導入された義務付け訴訟には, 非申請型と申請型の2種類がある(3条6

項)。申請型の義務付け訴訟は, 法令に基づき, 一定の処分を求める申請をしたにもか

かわらずこれがされないときに, 当該申請者が提起する訴訟である。申請型は, さら

に, ①申請を放置された場合の訴訟(不作為型)と, ②申請を拒否された場合の訴訟(拒

否処分型)に分けられる(その要件については, 37条の3)。例えば, 公害病の認定申請が

放置されたり, 拒否された場合は, 申請型を用いることになる。また, 非申請型の義務

付け訴訟は, 法令に基づく申請権が定められていないときに, 行政庁に対し一定の処

分をするよう求める訴訟である。通常, 周辺住民等に規制の発動を求める申請権は認

められていないから, 規制権限の発動を求める場合には, 非申請型を用いることにな

る。ただし, 非申請型の義務付け訴訟を提起するためには, ①一定の処分がされない

ことにより重大な損害を生ずるおそれがあること, ②その損害を避けるため他に適当

な方法がないこと, ③法律上の利益を有する者であることが必要である(37条の2)。

以下では, 申請型の例として水俣病事件, 非申請型の例として不法投棄事件を取り

上げる。

(1) 水俣病認定義務付け熊本訴訟最高裁判決

水俣病に関しては, 加害企業であるチッソに対する損害賠償訴訟のほか3), 国ㆍ県の

規制権限の不行使に関する国家賠償訴訟が提起され(水俣病関西訴訟)4), 何れも原告が

勝訴している。国ㆍ県の不作為責任が肯定されたことは画期的なことであったが, 水

俣病の公式発見から50年以上を経ても, 根本的解決には至っていない。

もともと, 公害健康被害については, 時間と手間のかかる裁判よりも簡易ㆍ迅速な

救済を図るため, 1969年の(旧)｢公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法｣制定

以降, 申請に基づき指定疾病の認定を受けた者に, 療養費等を給付する仕組みが設け

られている。1973年には, 同法に代わり｢公害健康被害の補償等に関する法律｣(以下｢

公健法｣という)が成立し, 給付内容の充実が図られた。それにもかかわらず, 解決が長

 3) 熊本水俣病第一次訴訟に関する熊本地判1973年3月20日判時696号15頁等。

 4) いわゆる水俣病関西訴訟に関する最判2004年10月15日民集58巻7号1802頁。
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引いている原因の1つは, 水俣病の認定に時間がかかり, また認定条件が厳しいために, 

認定されない患者が数多く存在することである。すなわち, 激甚な水俣病患者は, 言

語障害, 歩行障害, 視野狭窄等の複数の症状の組み合わせが見られることが多い。こ

れに対し, 認定においてとくに問題となるのは, 四肢末端優位の｢感覚障害のみ｣が見

られる患者の認定である。従来の認定基準では, 感覚障害のみでは水俣病と認定され

てこなかった。しかも, 場合によっては, 損害賠償訴訟により請求が認容され, 訴訟で

は水俣病患者であると認められたにもかかわらず認定申請が棄却され, 公健法上の救

済が得られないケースも存在した。その意味で, より簡易ㆍ迅速であるはずの行政救

済と司法救済の間に逆転現象が存在し, 本来の行政救済の理念との間に乖離が生じてい

た。

このような中, 2013年4月16日, 最高裁により, 2つの重要な判決が下された5)。1つ

は, 前掲水俣病関西訴訟の勝訴原告Ａが, 水俣病の認定を求めた義務付け訴訟であり, 

最高裁は, 請求を棄却した高裁判決を破棄差し戻して, 原告勝訴の判決を下した6)。そ

の後, Ａはすぐに認定され, 実際には, 差戻審判決が出されることなく, 訴訟は終結し

た。もう1つは, 長年認定を放置された後に, 認定を拒否されたＢに関する判決であ

る7)。すなわち, Ｂは, 1974年に水俣病認定申請を行ったが, 認定が留保されたまま

1977年に死亡した。その後, 申請から21年後の1995年8月に至り, 認定申請棄却処分が

なされたことに対し, Ｂの子である承継人が, 当該処分の取消しを求めるとともに, 熊

本県に対し, 水俣病である旨の認定の義務付けを求めたものである。Ｂ判決は, 最高

裁が, 水俣病認定義務付け請求を認容した初めての事案であるため, 以下, Ｂ訴訟につ

いて記述する。

本件の争点は, 感覚障害のみの水俣病が存在するかということと, 裁判所による認

定処分の審理方法である。第1審8)が原告の請求を退けたのに対し, 福岡高裁9)は請求を

認容した。

 5) 両判決の評釈として, 例えば, 林俊之ㆍジュリ1467号(2014年)70頁, 越智敏裕ㆍジュリ1466
号(2014年)38頁, 深澤龍一郎ㆍ法教402号(2014年)5頁, 大塚直ㆍLaw&Technology 62号
(2014年)52頁, 礒野弥生ㆍ環境と公害43巻2号(2013年)52頁, 島村健ㆍ法教396号(2013年)58
頁ㆍ法教397号43頁, 原島良成ㆍ新判例解説Watch環境法39号(2013年)1頁, 山下竜一ㆍ法セ
ミ704号(2013年)111頁参照。

 6) 最判2013年4月16日民集67巻4号1115頁。

 7) 最判2013年4月16日判時2188号42頁。

 8) 熊本地判2008年1月25日訟月59巻2号282頁。

 9) 福岡高判2012年2月27日訟月59巻2号209頁。
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第1に, 水俣病の意義について, 本最高裁判決は, 公健法にいう水俣病とは, ｢魚介類

に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患｣をいうと述べ, 

このような客観的事象よりも, 殊更に公健法上の水俣病を狭義に限定して解釈すべき

法的根拠は見当たらないと判示し, 客観的事象としての水俣病と救済法上の法概念と

しての水俣病は同義であることを確認した。そのうえで, 感覚障害のみの水俣病が存

在しないという科学的実証はないとして, 感覚障害のみの水俣病の存在を認め, 水俣

病の病像論に司法として決着をつけた。

第2に, 認定処分の司法審査の方法に関しては, 行政の要件裁量が認められるか否か

が争われてきた。Ａ事件の高裁判決が, 伊方原発訴訟に関する最高裁判決10)と同様の

判断枠組みに立って行政の判断を尊重する立場を示したのに対し, 本判決は, 認定自

体は, ｢現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為｣であるから行政の裁量に

委ねられるべきではなく, ｢審査の対象を殊更に狭義に限定して解すべきものともいえ

ない｣と明言した。そして, 処分行政庁の判断の適否に関する審理ㆍ判断は, 処分行政

庁の判断基準や判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきもので

はなく, ｢裁判所において, 経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証

拠を総合的に検討し, 個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有

無等を審理の対象として｣判断すべきであると判示した。

すなわち, 本判決は, 認定処分の司法審査を事実認定の問題として処理したもので

あり, Ａ事件大阪高裁判決の考え方を否定し, 原子炉許可審査の場合とは明確に一線

を画した。本件のように確定事実に関する因果関係の有無の審査と, 事前規制である

原子炉許可の審査とは明らかに性質が異なるから, 本判決の考え方が妥当である。

本判決後, 認定に関する不服審査を担当する公害健康被害補償不服審査会は, 従来

の運用を変更し, 感覚障害のみの患者について, これを水俣病と認定する裁決を行っ

た11)。さらに, 環境省は, 昨年, 感覚障害のみでも認定可能な場合がある旨の環境省通

知を発出した12)。もっとも, これは, あくまでも従来の認定基準を補足するものと位

置付けられているため例外的な場合に限られるとみられており, 感覚障害のみを有す

る多くの患者について, 大幅に認定範囲が拡大されることはないと予想されている。

10) 最判1992年10月29日民集46巻7号1174頁。
11) 公害健康被害補償不服審査会裁決2013年10月25日。その概要について, http://www.env.go.jp/ 

press/file_view.php?serial=23264&hou_id=17326。
12) ｢公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定における総合的検討について｣

(2014年3月7日環保企発第 1403072号)。
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そのため, 現在も, 認定等を求める新たな訴訟が提起され続けている。本判決は, 従来

の硬直的な取り扱いに風穴を開けたものであり, その意義は大きい。しかし, 水俣病

の全面解決に向けた道のりは, なお遠い。

(2) 不法投棄措置命令処分等の義務付け請求事件控訴審判決

申請権がなくとも活用することができる非申請型義務付け訴訟は, 周辺住民が違法

な事業者の規制を行政に求めることができる点で, 環境訴訟における有用性が期待さ

れてきた。そのような中, 産廃処分場に係る措置命令の義務付け請求を認容する初め

ての高裁判決が下された13)。本件は, 産業廃棄物の処分場周辺住民らが, 違法な廃棄

物処分により生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるとして, 処分場の所在する

福岡県に対し, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下｢廃掃法｣という)19条の5第1項

に基づく措置命令(廃棄物の撤去等)とその代執行を求める義務付け訴訟を提起したも

のである。処分場付近の井戸水や川は生活用水等として利用されており, 本件処分場

の操業者は, それまでにも廃掃法の基準違反による厳重注意, 改善命令等を受けてい

た。また, 2004年には, 本件処分場の操業を差し止める仮処分決定も下されていた14)。

第1審15)は, 重大な損害のおそれを否定し, 請求を却下した。これに対し, 控訴審で

ある本判決は, 措置命令の義務付けを認容したため, 福岡県が上告したが, 上告棄却お

よび上告不受理決定がなされ16), 控訴審判決が確定している。

本判決は, まず, 本件処分場において違法な廃棄物の処分が行われたことにより, 鉛

で汚染された地下水が周辺住民の生命, 健康に損害を生ずるおそれがあると述べ, ｢重

大な損害｣を生ずるおそれがあることを肯定した。そして, 都道府県知事の措置命令の

権限は, 周辺住民の生命, 健康の保護のために, ｢適時にかつ適切に行使されるべきも

のである｣ことを前提に, ①生命, 健康に損害を生ずるおそれがあること, ②地下水汚

染は遅くとも6年以上前から進行していると推認されること, ③損害を避けるために他

に適当な方法がないことなどの事情を総合すると, ｢現時点において, 福岡県知事が法

に基づく上記規制権限を行使せず, 本件措置命令をしないことは, 上記規制権限を定

13) 福岡高判2011年2月7日判時2122号45頁。本件の評釈として, 例えば, 黒川哲志ㆍ自治研究89
巻3号(2013年)150頁, 神橋一彦ㆍ判時2163号(2012年)153頁, 飯島淳子ㆍジュリ1440号(2012
年)48頁, 大久保規子ㆍ法セミ697号(2011年)129頁, 越智敏裕ㆍ民事判例Ⅲ(2011年)168頁, 
筑紫圭一ㆍ新ㆍ判例解説Watch10号(2011年)299頁参照。

14) 福岡地飯塚支決2004年9月30日判例集未登載。
15) 福岡地判2008年2月25日判時2122号50頁。
16) 最決2012年7月3日LEX/DB25482345。
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めた法の趣旨, 目的や, その権限の性質等に照らし, 著しく合理性を欠くものであっ

て, その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められる。｣と判示した。

本判決は, 廃棄物分野において非申請型義務付け請求を認容した初めての事案であ

る。処分場をめぐる従来の主たる争訟方法は, 設置許可の取消訴訟と事業者に対する

民事差止訴訟であった。判例は, 取消訴訟では, 周辺住民の原告適格を認める傾向に

あり17), 民事差止訴訟については, 井戸水を飲用水に使用している場合に, 前述のよう

に, 仮処分の認容例が複数存在する。しかし, 多くの場合, 実際には民事差止訴訟によ

り汚染の除去を実現することは困難であるため, 本件において, 措置命令を求める非

申請型義務付け請求が認容された意義は大きい。本判決は, 規制権限の不行使に係る

国家賠償請求と類似の判断枠組みを用いて, いわゆる裁量権の消極的濫用を認め, 措

置命令の義務付けを認容した。ただし, 本件では, 代執行の義務付けは認められなかっ

た。本件のように原因者に資力がなく, 結局代執行が必要になると考えられる場合に, 

いかにこれを認めるかということが, 次の課題である。

2. 無名抗告訴訟としての差止訴訟－厚木基地騒音訴訟横浜地裁判決

2014年5月21日, 横浜地裁は, 厚木基地騒音訴訟において, 自衛隊機運航処分の差止

請求を認容する画期的判断を下した18)。これまで, 横田基地, 普天間基地, 嘉手納基

地, 小松基地等, 多くの基地訴訟が提起されてきたが, 基地の差止訴訟が認容されたの

は初めてである。ただし, 騒音被害の主原因である米軍機については, 従前の判例と

同様に請求が退けられており, 実効的な救済がなされていない状況に変わりはない。

従来の判例では, 公の営造物(公共施設)のうち, 道路については民事差止訴訟が可能

とされ, 前述のように, 実際に差止認容判決が下されてきた。これに対し, 空港騒音に

ついては, 大阪空港訴訟最高裁判決(以下｢大阪最判｣という)19)以来, 損害賠償請求は認

められても, 民事差止訴訟の扉は固く閉ざされてきた。

もっとも, その理由は民間機, 自衛隊機, 米軍機で異なっている。すなわち, 最高裁

は, 民間機については, 大阪最判において, 国営空港では, 航空行政権と国の空港管理

権が不可分一体的に行使されているから, 民事上の差止請求はできないと判示した。

これに対し, 自衛隊機については, 厚木基地第一次訴訟最高裁判決(以下｢厚木最判｣と

17) 東京高判2009年5月20日LEX/DB25441484。
18) 横浜地判2014年5月21日LEX/DB25446437。
19) 最判1981年12月16日民集35巻10号1369頁。
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いう)20)において, 自衛隊機の運航に関する防衛庁長官の権限の行使は, それに必然的

に伴う騒音等について周辺住民の受忍を義務付けることなどに鑑みれば, 民事差止請

求は当該権限行使の取消変更等を求める請求を必然的に包含するから不適法であると

している21)。しかも, これらの判例は, 行政訴訟の方法により何らかの請求をするこ

とができるかどうかも含め, 救済方法すら明示しなかった。そこで, 民事訴訟を認め

るべきであるという強い批判とともに, 仮にこれらの判例を前提とした場合に, いか

なる訴訟が可能であるかが議論されてきた。

また, 米軍機については, 国を被告とする訴訟と米国を被告とする訴訟が提起され

てきた。しかし, 最高裁は, 国を被告とする訴訟については, その支配の及ばない第三

者の行為の差止めを請求するものであることを理由に, 厚木最判および横田基地に関

する1993年の最高裁判決(以下｢横田1993年最判｣という)22)において, 上告を棄却した。

また, 米国を被告とする訴訟についても, 横田基地に関する2002年の最高裁判決(以下｢

横田2002年最判｣という)23)は, 主権的行為については, 国際慣習法上, 民事裁判権が免

除されるものであることを理由に請求を退けている。

それゆえ, 本判決が, 道路および空港に関する従来の最高裁判例に忠実に従ったう

えで, これらの判決の論理を駆使し, 自衛隊機に関し無名抗告訴訟としての差止請求

の適法性を認め, かつ, 請求を認容した意義は大きい。

具体的に言えば, 本件は, 神奈川県に所在し, 米軍および自衛隊が使用する厚木基地

の周辺住民計67名が, 厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害お

よび睡眠妨害, 生活妨害等の精神的被害を受けていると主張して, 防衛大臣の所属す

る国に対し, 毎日午後8時から翌日午前8時まで, 自衛隊機および米軍機の運航の差止

め等を求める行政訴訟を提起したものである。

厚木基地をめぐっては, 1976年以降これまでに, 過去ㆍ将来の損害賠償(第1次～第3

次)および民事差止め(第1次ㆍ2次)を求める訴訟があり, 過去の損害賠償請求のみが認

められてきた。今回も, 本件と並行して, 過去ㆍ将来の損害賠償および民事差止請求

も提起されており(第4次), 本判決と同日に, 再び国の損害賠償責任を肯定する判決が

下されている24)。

20) 最判1993年2月25日民集47巻2号643頁。
21) 大阪最判と厚木最判の判断枠組みの違いについて, 例えば, 畠山武道ㆍ環境法判例百選2版

(2011年)95頁以下参照。
22) 最判1993年2月25日判時1456号53頁。
23) 最判2002年4月12日民集56巻4号729頁。
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(1) 訴訟方法の選択

厚木最判によれば, 防衛大臣は, 自衛隊法に基づいて, 自衛隊機運行の統括権限(8

条)とその航行の安全, 航行に起因する障害の防止を図るために必要な規制権限(107条

5項)を有し, 大臣のこの権限の行使は公権力の行使であるとされている。そこで, 原告

らは, 法定差止訴訟または無名抗告訴訟のいずれかとして差止請求が認容されるべき

であると主張した。

学説では, 基地騒音についても民事訴訟を認めるべきとする意見が根強いものの, 

判例を前提にした場合の行政訴訟として, 法定差止訴訟説25), 無名抗告訴訟説26), 確認

訴訟等の当事者訴訟説27)のほか, 民事訴訟を含めてこれらを選択的に用いることがで

きるとする説28)等, さまざまな可能性が主張されてきた。2004年の行訴法改正に際し

差止訴訟が法定されたものの, 基地騒音では, 公権的な事実行為が争われているうえ, 

多様な騒音対策が考えられるため, とくに｢一定の処分｣の特定が可能かということと

の関係で, 法定差止訴訟を活用できるのかが問題となった。

この点について, 本判決は, 防衛大臣の権限行使は, 厚木基地最判により, 公権力の

行使に当たる行為であるとされている以上, 抗告訴訟を提起して争うことができなけ

ればならないということから出発し, これを｢自衛隊機運航処分｣と名付け, その根拠

を自衛隊法107条5項に求め, ｢無名抗告訴訟｣を選択すべきと判示した。すなわち, 本

判決は, 自衛隊機運航処分の特徴として, ①法的効果を伴わない事実行為であること, 

②処分の相手方が不特定多数であること, ③処分の個数を数えるのが困難であること, 

④自衛隊機運航処分の違法性の有無は, 自衛隊法の解釈ではなく, 種々様々な要素を

比較検討した結果, 騒音被害が受忍限度を超えるか否かにより決まるものであること, 

⑤被害が事実行為による騒音であるから, 取消訴訟の機能する余地はないことを挙げ

る。それゆえ, 自衛隊機運航処分は, ｢厚木基地最判という判例によってその存在が認

められた｣ものであり, ｢通常の行政処分とは性格, 内容を異にする特殊な行政処分｣で

あるとして, その例外性を強調する。そして, 自衛隊機運航処分の場合は, 差止めの範

24) 横浜地判2014年5月21日LEX/DB25446434。
25) 例えば, 岡田政則｢基地騒音の差止請求と改正行政事件訴訟法｣早法85巻3号(2013年)27頁以

下。
26) 行訴法改正前の厚木最判の橋元裁判官補足意見が予防的不作為訴訟を主張していたほか, 権

力的妨害排除訴訟論について, 塩野宏 行政法Ⅱ第5版補訂版 (有斐閣ㆍ2013年)252頁以下参
照。

27) 高木光ㆍ法協112巻3号(1995年)432頁。また, 岡田｢前掲｣39頁以下も参照。
28) 須藤陽子ㆍ行政判例百選Ⅱ第6版(2012年)329頁。
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囲の限定の仕方は多種多様で, ｢一定の処分｣を観念することは困難であり, 本件は実

質的に抽象的不作為命令を求める訴訟であるとする。そこで, 法定の差止訴訟になじ

まないから, 無名抗告訴訟によるべきとしたものである。

ここで重要なのは, 本判決が, 本件無名抗告訴訟の要件に関し, 横田1993年最判を

参照し, 抽象的不作為命令訴訟を認めたことである。すなわち, 同最判は, 航空機騒音

が特定の地点において特定の時間帯に一定のレベルを超えてはならないという命令を

求める民事差止訴訟は, 請求の特定に欠けるところはないと判示している。本判決は, 

この論理が行政訴訟にも応用可能なものであることを確認した点で重要である。これ

により, 道路についても, 空港についても, また, 民事訴訟においても, 行政訴訟にお

いても, 被害の性質に応じた抽象的不作為命令訴訟を認める流れが定着してきたといえ

る。

このように, 本判決は, 従来の判例が民事差止めを不適法としていることを前提に, 

苦肉の策として無名抗告訴訟を認めたものであるが, 抗告訴訟の可能性を突き詰めた

結果, 本件訴訟の目的, 訴訟要件および認容要件は, 実質的には通常の民事差止訴訟と

極めて類似性が高いことが改めて浮き彫りになった。もともと, 大臣の権限行使は内

部的なもので, 住民に騒音の受忍を義務付ける明文規定や住民への告知手続等もない

こと等から, 処分性を認めることに対しては批判が強かったところであり29), 敢えて

大臣の権限行使を処分として構成する実益は乏しい。厚木最判, ひいては大阪最判の

再検討が求められるところである30)。

(2) 違法性

本判決は, 防衛大臣の権限行使の違法性に関しては, 国家賠償訴訟と同様の判断枠

組みに立つ。すなわち, 第1に, 防衛大臣は, 自衛隊法107条5項により, 周辺住民が受

忍限度を超えた騒音被害を被ることのないようにするため必要な措置を講ずる義務を

負い, この義務に違反する自衛隊機運航処分は違法である。第2に, その具体的な判断

に当たっては, 営造物の瑕疵(国家賠償法2条)の場合と同様に, ｢侵害行為の態様と侵害

29) 畠山｢前掲｣96頁以下, 高木｢前掲｣434頁以下, 須藤｢前掲｣329頁, 大塚直｢厚木基地第1次, 横
田基地第1, 2次訴訟最高裁判決について｣ジュリ1026号(1993年)55頁以下, 岡田正則｢公共事
業の公権力性と差止訴訟｣法時70巻6号(1998年)97頁以下, 原強ㆍ判タ1062号(2001年)146頁
以下等。

30) 本判決とこれまでの最高裁判例の関係につき, 山下竜一(2014)｢判批｣法セミ716, 115頁も参
照。
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の程度, 被侵害利益の性質と内容, 侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性の内

容と程度等を比較検討するほか, 侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況, そ

の間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容, 効果等の事情をも考慮

し, これらを総合的に考察してこれを決すべきもの｣であるとする。第3に, ただし, 賠

償責任の有無を判断する場合と差止めの要否を判断する場合とでは, その判断の仕方

に差異が生ずるというべきであるとして, 国道43号線訴訟最高裁判決31)を参照する。

そして, 具体的に, 本件の場合, 午後8時から翌日午前8時までについては, ｢睡眠妨

害の被害の程度は相当深刻｣であり, 他方, 海上自衛隊は, 午後10時から午前6時までの

時間帯においては, 自主規制を既に行っているから, 運航を差し止めたとしても, 公共

性が大きく損なわれることはないとした。これに対し, 午後8時から10時までおよび午

前6時から8時までにおいては, 起きて活動をしている人は少なくないと考えられるし, 

差し止められるとなれば, 飛行場の公共性が一定程度損なわれるとした。さらに, 自

衛隊の行動は, その性質上, 必要があればいついかなる時においてもとられなければな

らないものであることを理由に(自衛隊法76条以下), ｢やむを得ないと認める場合を除

き｣という限定を加えたうえで, 毎日午後10時から翌日午前6時までの差止めを認容し

た。

本判決の枠組みは民事訴訟ではオーソドックスなものであるが, かつて厚木最判の

原審32)が公共性を過度に重視33)して損害賠償すら認めなかったことを考えると, 基地

の高度の公共性を前提としつつも, 騒音被害の性質ㆍ内容を詳細に検討し, 認容範囲

を絞り込むことにより, 差止めを認めた意義は大きい34)。

(3) 米軍機の差止め

米軍機の差止めは, 従来からの難問である。最高裁判例は国に対する民事訴訟の可

能性を否定しているため, 行政訴訟の活用可能性が議論されてきた。しかし, 本判決

は, 処分が不存在であることを理由に抗告訴訟の可能性を否定し, また, 当事者訴訟に

ついても, 民事差止訴訟に係る厚木最判の論理に従い, これを棄却した。

すなわち, 厚木飛行場は, 1971年に日本の施設に使用転換されたものであり, 米国

は, 日米安保条約6条, 地位協定2条1項, 4項ｂおよび日米政府間協定に基づいて, 同飛

31) 最判1995年7月7日民集49巻7号2599頁。
32) 東京高判1986年4月9日判時1192号1頁。
33) 大内俊身ㆍジュリ1026号(1993年)92頁。
34) 麻生多聞ㆍ法セミ716号(2014年)114頁。
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行場の一時使用権を有する。本判決は, 使用権が日米両国間の合意に基づくものであ

り, 日米安保条約等において, 国が一方的に米国との間の合意内容を変更等し得る根

拠規定は存在しないから, 厚木飛行場に関し, 国が米国に対して使用を許可するといっ

た行政処分が存在しないと述べ, ｢本件米軍機差止めの訴えは, 存在しない処分の差止

めを求めるものとして不適法｣であると判示した。

また, 当事者訴訟についても, 本件給付請求と厚木最判の差止請求の｢目的は実質的

に同じであり, 被告に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを内容として

含む請求をするという点でも同じである｣から, 厚木最判の射程は本件に及ぶとして, 請

求を棄却した。

しかし, そうだとすると, 前述のように, 横田基地2002年最判によれば, 米国に対す

る訴訟も, 米国が自ら裁判に応じない限り認められないから35), 結果的に, 米軍機によ

る騒音被害については, 権利侵害が存在するにもかかわらず, 裁判を受ける権利が認

められないことになる。騒音被害の大半は米軍機によるものであるから, 本件自衛隊機

差止請求が認容されて, たとえ自衛隊機による騒音が軽減されたとしても, 必ずしも根

本的な原因の解決にはつながらない。

しかし, 本判決も｢厚木飛行場は防衛大臣の設置管理する飛行場であり, かつ, 防衛

大臣は厚木飛行場の使用を米軍に認めているのであるから, 防衛大臣は, 厚木飛行場

に離着陸する自衛隊機及び米軍機全体について, これによる災害を防止し, 公共の安

全を確保するため必要な措置を講ずる義務を負う｣ことを認めている。 

確かに, 米軍の基地使用について, 個別の使用許可の存在を伺わせる規定は存在し

ないものの, 違法または条約の目的に反する使用が行われた場合に, これに何らの対

応もとることができないかは別問題である36)。地位協定によれば, 日米何れか一方の

要請があるときは施設ㆍ区域使用に係る取決を再検討しなければならない(2条2項)。

仮に日本が管理権に基づいて一方的に米軍の使用を拒否ㆍ制限することはできないと

しても, 米軍も日本の法令の尊重義務を負うのであり(16条), 少なくとも一定の要望権

の行使37)等の交渉38)を行うことは可能である。実際, 米軍が同協定3条に基づき管理権

35) これに対し, 不法行為について, 主権的行為として裁判免除を認める国際慣習法が必ずしも
確立しているとはいえないことについて, 薬師寺公夫ㆍジュリ1246号(2002年), 259頁, 岩間
徹ㆍ環境法判例百選2版(2011年)103頁参照。

36) 岡田｢前掲｣(注25)61頁以下, 吉村良一｢基地騒音公害の差止め｣立命館法学292号(2003年)470
頁以下。

37) 田山輝明ㆍ判評335号(1987年)29頁以下, 大塚直｢前掲｣60頁。
38) 淡路剛久ㆍ私法判例リマークス9号(1994年)21頁, 小林秀之＝藪口康夫ㆍ判評422号(1994年) 
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を有している場合にすら, 日米合同委員会による騒音規制合意が締結されている。 

従来から, 国は共同妨害者ㆍ幇助者としての責任を負うという指摘もなされてきた

ところであり39), 本判決が, 統治行為論をとらず, また, 米軍機についても管理権に基

づく義務を認めた点は重要である。また, 憲法が保障する裁判を受ける権利は法治国

家の基本である。仮に防衛大臣の管理権が公権力の行使を含む包括的な権能であり, 

これを個々ばらばらに切り離して捉えることが困難であるとすれば, 従来の判例を前

提とする限り, 立法的な解決40)のほか, 無名抗告訴訟を認めることが最も整合的であ

ろう。 

基地騒音訴訟においては, 損害賠償は認めるが, 差止請求は認めないという状況が

続いてきた。かつて, 道路訴訟においても, 類似の状況が続き, 国は, 尼崎判決が出る

まで, 十分な健康影響調査すら怠っていた。今回, 従来の判例を駆使することにより, 

基地訴訟においても, ①行政訴訟類型の選択, ②抽象的不作為請求の可否, ③公共性の

重視という3つのハードルを乗り越えて, 自衛隊機について差止認容判決が出されたこ

とは高く評価すべきものである。当初の下級審判例には, 厚木最判原審も含め統治行

為論を採用したものもあったことを考えると, 段階的に法の支配が及んできたといえ

る。

しかし, 一連の訴訟で損害賠償が認められたにもかかわらず, 本判決が述べている

ように, 厚木飛行場の使用ㆍ供用の違法性は, ｢約40年にわたって継続している｣。厚

木基地では, 1982年に米海軍がNLP(Night Landing Practice)を始めたことで騒音が激

化し, この間, 騒音は一時減少したものの, 2010年以降は再度増加傾向にある。本判決

においても, 周辺対策および音源対策は被害の軽減効果がないか, 不十分であると評

価されており, NLP実施場所の硫黄島への一部変更はなされたものの, 空母艦載機の

移駐は遅れているなど, 近い将来における大幅な改善は見込まれていない。同様の被

害は, 他の基地周辺でも続いている。自衛隊機はもちろん, 米軍機についても, 判決の

趣旨に即した実効的対策が切に望まれる。

49頁以下。
39) 加藤雅信ㆍ法教87号(1987年)85頁, 小林＝藪口｢前掲｣49頁, 吉村｢前掲｣472頁以下参照。
40) 柳憲一郎ㆍ環境法判例百選2版(2011年)99頁参照。
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Ⅲ. 民事差止訴訟－大飯原発福井地裁判決

日本では, 福島第1原発の事故以前にも, いくつもの原発訴訟が提起されてきた。そ

のほとんどが原告の請求を退けるものであり, 原告勝訴の数少ない下級審判決41)も上

級審で覆され, 勝訴が確定した事例はない。伊方訴訟, もんじゅ訴訟42)が示すように, 

高度に専門技術的な原発行政訴訟においては行政の判断が尊重され, その壁を打ち破

ることは困難であった。

その状況を一変させたのが, 福島第1原発の事故である。2011年3月以降の原発関連

訴訟は, 被害者救済訴訟と脱原発訴訟に大別される。国は, 原子力損害賠償紛争解決

センターを設置し, ＡＤＲによる簡易迅速な被害者救済を目指しており43), 確かに一

定の功を奏している。しかし, その救済内容に不満を有する被害者も少なくなく, 全

国各地の避難住民が損害賠償訴訟を提起している44)。

脱原発訴訟には, 行政訴訟と民事訴訟があり, 福島第1原発事故後, 現在までに, す

でに20以上の訴訟が提起または準備されている。その中には, 大間原発をめぐり, 函

館市自らが, 国, 電源開発を相手取って提起した全国初の訴訟も含まれている45)。2011

年7月には, 脱原発弁護団全国連絡会46)が結成され, 全国170名以上の弁護士が加盟し

ている。

それら訴訟の中の1つが福井県にある大飯原発3ㆍ4号機の運転差止訴訟である47)。

この訴訟は, 周辺住民を含む全国各地の住民らが, 関西電力に対し, 人格権等に基づい

て同原発の差止めを求めた民事訴訟である。これに対し, 2014年5月21日, 福井地裁48)

41) もんじゅの無効確認訴訟に係る名古屋高金沢支判2003年1月27日判時1818号3頁, 志賀原発の
民事差止訴訟に係る金沢地判2006年3月24日判時1930号25頁。

42) 最判2005年5月30日民集59巻4号671頁
43) 2011年8月に, 原子力損害賠償法に基づく原子力損害賠償審査会の和解仲介機能を担うＡＤ
Ｒ機関として, 原子力損害賠償紛争解決センターが設けられた。

44) 各地の損害賠償訴訟の現状については, 次のホームページ参照。http://genpatsu-jinken.net/02 
higaisya/index.html

45) 函館市の訴訟については, 兼平史｢函館市による大間原発差止訴訟｣環境と公害44巻1号(2014
年)20頁以下および同市のホームページ参照。 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/201 
4031000166/

46) 脱原発弁護団全国連絡会については, 次のホームページ参照。http://genpatsu-jinken.net/03da 
tugenpatu/index.html

47) 渡辺輝人｢大飯原発差し止めを求める京都の訴訟と運動｣環境と公害44巻1号(2014年)11頁以下, 
宮本憲一｢予防原則から再開阻止を｣環境と公害44巻1号(2014年)15頁以下参照。

48) 福井地判2014年5月21日LEX/DB25503810。
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は, 福島原発事故を踏まえて従来の考え方を批判し, 原発から250キロ圏内に居住する

原告について差止めを認容した。

すなわち, 本判決は, まず, 判断の前提として, ｢ひとたび深刻な事故が起これば多

くの人の生命, 身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には, そ

の被害の大きさ, 程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである｣と

する。また, ｢とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具

体的侵害のおそれがあるときは, その侵害の理由, 根拠, 侵害者の過失の有無や差止め

によって受ける不利益の大きさを問うことなく, 人格権そのものに基づいて侵害行為

の差止めを請求できる｣ということから出発する。

次に, 原発の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属

するものであって, 憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである

とし, 土地所有権に基づく妨害排除請求においてすら, 侵害の具体的危険性が認めら

れれば請求が認められていることに鑑みれば, 原発のような危険をはらむ経済活動は, 

｢具体的危険性が万が一でもあれば, その差止めが認められるのは当然である｣と明言す

る。そして, 新しい技術の危険性やもたらす被害の大きさが明確でない場合には, その

技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極めるが, ｢原子力

発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは, 福島原発事故を通じて十分

に明らかになった｣とする。そして, 本件訴訟においては, ｢かような事態を招く具体的

危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり, 福島原発事故の後にお

いて, この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいも

のと考えられる｣との判断枠組みを示す。

そのうえで, 本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じこめるという構造に

おいて欠陥があると認定した。とくに冷却機能の維持について, ｢この地震大国日本に

おいて, 基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観

的見通しにしかすぎない上, 基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失によ

る重大な事故が生じ得るというのであれば, そこでの危険は, 万が一の危険という領

域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。｣と判示した。被告は, 本件

原発の稼動が電力供給の安定性, コストの低減につながると主張したが, 本判決は, ｢

極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて

論じるような議論｣は許されないと明言した。

以上のように, 本判決は福島第1原発事故を通じて原発技術の危険性の本質と被害の

大きさが明らかになったと指摘しており, 大飯原発の具体的危険性について正面から
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判断したことは評価できる。裁判所は経験則を判断材料にするため, 原発事故以前は

原発の危険性を証明する明確な手がかりがなく, こうした判決を出すのは難しかった。

事故を踏まえた判断が示されたことで, 係争中の他の原発訴訟にも影響を与えるので

はないかと考えられる。

Ⅳ. 国家賠償訴訟－泉南アスベスト事件

2013年12月25日, 大阪高裁は, 泉南アスベスト国家賠償第2陣訴訟において, 国の責

任を認める判決を下した49)。泉南アスベスト被害をめぐっては, 同判決以前に, 泉南

アスベスト国家賠償第1陣第1審判決50)(以下｢①判決｣という), 同控訴審判決(以下｢②判

決｣という)51), 第2陣第1審判決(以下｢③判決｣という)52)が出されているが, 国の責任を

全面的に否定した②判決を除き, 何れも原告の請求を一部認容した。

本判決は, 高等裁判所として, 石綿被害に関する国家賠償責任を初めて認めたもの

であり, また, 1958年から1995年まで, 37年という長期にわたる国の不作為の違法を

認定した点で画期的である。さらに, 国の責任範囲を2分の1としたことなど, 重要な

判示を含んでいる53)。

本判決は, 国民の生命ㆍ健康の保護と法治主義の貫徹というシンプルかつオーソドッ

クスな論理により国の責任を認めており, その内容は, そのまま②判決に対する鋭い批

判としても妥当する。

大阪泉南地域では, 1900年代初めから石綿紡織業が地場産業となり, 最盛期には200

以上の小規模な石綿関連工場が集積していた。工場のほとんどが従業員10名以下の小

規模零細工場であり, それらが工場の社宅を含む住宅地や農地の間に点在していた。そ

のために, 工場労働者が罹患する労災型のほか, 周辺住民が罹患する公害型も含め, 地

域ぐるみの健康被害が顕在化している。そこで, これら石綿工場の元労働者とその遺

族等(第1陣被害者数26名, 第2陣被害者数33名)は, 国が労働法規, 環境法規等に基づく

49) 大阪高判2013年12月25日LEX/DB25502748。
50) 大阪地判2010年5月19日判時2093号3頁。
51) 大阪高判2011年8月25日判時2135号60頁。
52) 大阪地判2012年3月28日判タ1386号117頁。
53) 大久保規子｢泉南アスベスト国賠第2陣訴訟高裁判決の意義｣環境と公害44巻1号(2014年)22頁

以下参照。
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各種の規制権限を適切に行使しなかったことにより石綿粉じんにばく露し, 石綿肺, 肺

がん, 中皮腫等の石綿関連疾患に罹患したとして, 国家賠償法に基づき健康被害また

は死亡による損害(慰謝料)の賠償を求めた。石綿被害は, 潜伏期間が長く, 被害がすぐ

に顕在化しないという特徴があり, 泉南地域でも, すでにほとんどの事業者が廃業し

ている。

裁判の過程では, 泉南地域において, すでに1937年の内務省保険院による労働者実

態調査により, 石綿肺またはその疑いのある事例が報告されていたことなど, 戦前か

らの被害発生状況が次々に明らかとなった。そこで, 原告らは, ｢国は 知ってた , で

きた , でも やらなかった ｣として, その責任を追及した54)。

①判決は, 工場労働者の石綿被害について国の責任を初めて認めた画期的な判決で

あったが, ②判決はこれを取り消して, 原告の請求をすべて棄却する原告全面敗訴の

判決を下した。これに対し, ③判決は再度国の責任を認めたが, 権限の不行使が違法

とされた期間は1960年から1971年までであり, その責任範囲も3分の1に限定されたた

め, 大阪高裁判決の行方が注目されていた。

1. 違法性の判断基準

本判決は, 違法性の判断にあたり, まず, 従来の最高裁判決55)を参照し, 規制権限を

定めた法令の趣旨, 目的, 権限の性質等に照らし, 具体的事情の下において, その権限

の不行使が著しく不合理と認められるときは違法になるとする。次に, 旧労働基準法

および安全衛生法の目的は｢労働者の身体と生命に対する危害の防止等｣であるとした

うえで, 両法が事業者に対する具体的措置の内容を労働省令に包括的に委任した趣旨

は, ｢事業者が講ずべき措置の内容が多岐にわたる専門的, 技術的事項であり, また, 

その内容をできる限り速やかに, 技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに

改正していく必要がある｣ためであるとし, それゆえ, 労働大臣の権限は, ｢適時にかつ

適切に｣行使されるべきであると判示した。

②判決は, いつ権限を行使するかについて行政の裁量(時の裁量)を認めたが, これに

対しては, 最高裁判例の到達点を根底から覆すものである56)などの強い批判がなされ

ていた57)。本件は, 労働安全に係る事案であり, 省令委任の趣旨が専門性とともに迅

54) 村松昭夫｢アスベスト国賠訴訟の成果と課題｣行政法研究5号(2014年)156頁。
55) 筑豊じん肺訴訟に関する2004年4月2日民集58巻4号1032号等。
56) 村松｢前掲｣160頁, 高木光｢省令による規制権限の 性質論 ｣ＮＢＬ984号(2012年)43頁。
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速性の要請にあることに違いはなく, 本判決の判断が妥当である。

次に, 本判決は, 労働大臣がとった規制措置が行政指導である場合には, 相手方の任

意の協力を得て行われる行政指導と, 罰則によって実効性を担保した省令による規制

とでは実効性に大きな違いがあることを踏まえるべきであるとして行政法の基本に関

する説示を行い, 通達に基づく行政指導だけでは不十分であることを明確にした。

以上のように, 本判決は, 監督と罰則により事業者に対する義務付けを担保する古

典的規制システムの基本に即して実効的な法執行を求めたもので, 法治主義の徹底と

いう姿勢が表れている。

2. 権限不行使の違法

石綿被害を防止するための具体的な対策としては, 一般的に, 粉じんの発生防止, 飛

散防止, 曝露防止のほか, 粉じん対策を行う前提となる安全教育等が考えられる。本

件においては, 主に, ①局所排気装置の設置, ②抑制濃度の強化, ③濃度測定報告の義

務付け, ④粉じんマスクの使用, ⑤特別安全教育に関する規制権限の不行使, ⑥適切な

情報提供の懈怠が争われた。従来の最高裁判例は, 規制権限不行使の違法を具体的に

判断するにあたり, 主に侵害利益の重要性, 予見可能性, 結果回避可能性を総合的に考

慮しており, 本判決も同様の立場に立って, ①, ②, ④, ⑤について違法性を認めた。

最大の争点となった局所排気装置の設置義務付けについて, 本判決は, 不作為の違

法を認めたのみならず, ①および③判決よりも2年遡って, 1958年からの違法を認定し

た点で重要である。すなわち, 本判決は, ｢進行性ㆍ不可逆性という特徴を持った慢性

かつ重篤な疾患｣である石綿肺罹患の被害が｢相当深刻化｣していたなか, 1958年3月末

頃には医学的知見が確立し, 1957年9月頃には技術的基盤も確立していたとし, 1958年

5月に局所排出装置設置に係る通達が発せられ, 行政指導が行われていたことに着目し, 

この時点から局所排出装置の設置を義務付けた1971年までの省令制定権限不行使を違

法であると判示した。

また, ②判決は, 薬害事件の最高裁判決を参照し58), 工業製品の有用性をも規制権限

行使の際に考慮すべきであるとした59)のに対し, 本判決は, 石綿製品が当時いかに社

57) 大久保規子｢泉南アスベスト被害と国の責任｣環境と公害41巻3号(2012年)64頁以下, 野呂充｢

泉南アスベスト国家賠償訴訟｣法時64巻10号(2012年)65頁以下参照。
58) クロロキン事件に関する最判1995年6月23日民集49巻6号1600頁。
59) この点の批判として, 吉村良一｢泉南アスベスト国賠訴訟控訴審判決の問題点｣法時83巻11号
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会的に有用ㆍ必要な製品であったとしても, そのために労働者の健康被害の発生を容認

してよいといえないことは明らかで, 石綿製品の社会的有用性を考慮して規制の要否や

程度, 時期等を決定するなどということは, 法の委任の趣旨に背くものであると断じ

た。工業用品の有用性と薬の有用性を同列に扱うことは不適切であり, 当然の判示では

あるが, 改めて法治主義の基本を踏まえ, 適時かつ適切な法執行の必要性を確認したこ

とは重要である。

3. 責任範囲

国の責任範囲について, ①判決が損害の全額について共同不法行為による責任を認

め, ③判決が3分の1に限って責任を認めたのに対し, 本判決は, 注目すべき論理によ

り, 2分の1の責任を認めた。第1に, 第一次的責任を負うのは使用者であり, 国は二次

的責任しか負わないという主張に対し, 本判決は, 国家賠償責任は, 使用者の義務とは

別個独立であり60), かつ, 被害者に対する直接の責任であることは当然であるとして, 

使用者と国の責任の関係を明確に整理した。第2に, ｢損害全部との間に相当因果関係

があるとは直ちに認め難い｣としつつも, その立証の困難性による不利益を当事者の一

方のみに負わせることは, 損害の公平な分担の観点から相当ではないとした。第3に, 

そのうえで, 国の責任期間が長期間に及び, 権限不行使の内容も基本的な対策全般に

わたること, 権限不行使の義務違反の程度も重大であることなどを総合考慮して, 結

論的に, 国の責任範囲を2分の1とした。一般に, 権限不行使に係る国家賠償責任に関

し, 相当因果関係の立証が困難であることは珍しくない。③判決を含め, 従来の判例

では, 国の責任を3分の1とするものが多いなか61), 国の責任が二次的なものであるこ

とを責任限定の理由とせず, また, 本件の特殊性を考慮して2分の1の責任を認めたこ

とは, 極めて重要である。

2つの高裁判決が全く逆の結論となっていたなか, 最高裁は, 2014年10月9日, 国の

責任を一部認める判決を下した62)。最高裁が, ｢1958年時点｣で局所排気装置の設置を

義務付けなかったことを違法とし, また, 国の責任範囲を2分の1とした本高裁判決を

(2011年)69頁以下, 大久保｢前掲｣(注57)65頁, 野呂｢前掲｣66頁等。
60) 吉村｢前掲｣(注59)69頁, 大久保｢前掲｣(注57)66頁, 野呂｢前掲｣68頁。
61) 二子＝鈴木｢前掲｣20頁以下。
62) 第1陣訴訟に関する最判2014年10月9日判例時報2241号13頁, 第2陣訴訟に関する判例時報

2241号3頁参照。



∣118∣　환경법과 정책 제14권(2015.2.28)

是認したことは大きな意義がある。その反面, 1971年以降の国の責任は認められなかっ

た。また, 第一陣訴訟では, 工場の周辺住民被害に係る国の責任も問われていたが, こ

の点については原告敗訴が確定した。近隣住民についても, ｢石綿による健康被害の救

済に関する法律｣に基づく一定の行政救済が認められてはいるものの, 国家賠償責任が

否定されたことには課題が残る。なお, 最高裁で破棄差し戻しとされた第一陣訴訟に

ついては, 2014年12月26日に大阪高裁で和解が成立し, 第二陣訴訟と同様の基準で救

済が図られることとなった。

Ⅴ. おわりに

以上のように, この数年, 最高裁も含め, いくつかの画期的な環境事件の判決が下さ

れている。それ自体は積極的に評価すべきものであるが, なお未解決の重要課題も山

積している。歴史的に見ると, 日本においては, 行政に対する国家賠償を含め, 損害賠

償請求訴訟は, 他国と比べても比較的有効に機能してきたといえる。行政訴訟につい

ても, 確かに行訴法改正の効果が見られないわけではないが, 日本の特徴は, 人の健康

被害に関わる問題については裁判所も踏み込んだ判断をするのに対し, 自然保護等, そ

れ以外の環境問題については, 司法アクセスの保障水準が極端に低く, 二極化してい

るということにある。

とくに最高裁が自転車競技場外車券売り場設置許可に関し, 周辺住民の原告適格を

否定63)して以降, 健康被害以外の環境事件において, 行政訴訟の原告適格が否定され

る事案は枚挙にいとまが無い。それゆえ, 本来であれば, 環境公益訴訟の導入が不可

欠であり, 実際, アジアにおいても, インド, フィリピン, タイ等, 公益訴訟を認める

流れが定着しつつあり, 今年に入って, 中国も, 環境保護法の改正により, 公益訴訟を

導入した。しかし, 日本では, 多くの学説がその必要性を認めているにもかかわらず, 

政府においてその具体化の動きはない。環境公益訴訟をもたない日本や韓国は, 先進

国のみならず, アジアの国でも少数の例外となっている。

日本では, 環境以外の分野では公益訴訟が導入されている分野もあり, とくに地方

自治法に基づく住民訴訟(242条の2)は, 環境保護においても一定の役割を果たしてき

た。しかし, 住民訴訟は違法な財務会計行為の是正という本来の目的から来る限界があ

り, また, 国の行為については住民訴訟を用いることはできないから, 環境公益訴訟が

63) 最判2009年10月15日民集63巻8号1711頁。
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必要であることに変わりはない。

また, 最近顕著となっているのは, 判決の実効性の確保の問題である。例えば, 泡瀬

干潟埋立訴訟64)では, 住民が住民訴訟を駆使して当初計画のずさんさを明らかにし, 勝

訴判決が確定したにもかかわらず, 事業が完全に中止されることはなく, 計画をわずか

に修正しただけで実質的に同一の事業が継続されようとしている。このような場合, 

原告は, 再度の訴訟を提起せざるを得ない状況に追い込まれ, その負担は計り知れな

い。

同様に, やっとの思いで勝訴判決を勝ち取っても, 国営諫早湾干拓事業訴訟のよう

に, 国が抜本的な対策を怠り, 問題が先送りにされるのでは, 実効的救済は実現できな

い。すなわち, この事件では, 農地造成等を目的として, 諫早湾の奥部約3500haを全長

約7ｋｍの潮受堤防で締め切り土地造成を行ったことにより, 深刻な漁業被害を受けた

漁民等が, 国に対し, 漁業行使権等に基づいて, 堤防の撤去, 常時無条件開放等を求め

た事案である。この事件において, 福岡高裁65)は, 判決確定の日から3年を経過する日

までに, 防災上やむを得ない場合を除き, 排水門を開放し, 以後5年間にわたって開放

を継続せよと命じた。しかし, 農民等は, 逆に開門を阻止すべく仮処分を申し立てて, 

これも認められた66)。この想定外の事態に対し, 双方が間接強制を申し立てて, また

もや両方とも認容されるという状況に陥っている67)。従来, 日本は, 他のアジア諸国

と比べ, 法の執行が確保されているといわれてきたが, 今やその信頼は失われつつあ

るのである。

この点, 例えば, 最近フィリピンでは, 継続的職務執行命令訴訟が導入され, マニラ

湾の浄化訴訟では, 請求認容判決に基づいて, 最高裁事務局も参加する公開の対策検

討会が組織され, 定期的に最高裁への報告を行わせるなど, 判決のフォローアップが

行われている。日本でも, 道路公害訴訟においては, 和解条項に基づいて道路連絡会

が組織されているが, その実効性を担保する法的仕組みに欠け, 公害等調整委員会の

あっせんを活用した対策の推進等が図られてきた。 日本でも, 判決の実効性確保に向

け, 適切な制度的手当が検討されるべき時期に来ているように思われる。

투고일자 2015.01.20, 심사일자 2015.02.17, 게재확정일자 2015.02.27

64) 福岡高裁那覇支判2009年10月15日判時2066号3頁。 
65) 福岡高判2010年12月6日判時2102号55頁。
66) 長崎地判2013年11月12日LEX/DB25502355。
67) 佐賀地判2014年4月11日LEX/DB25503902, 長崎地決2014年6月4日LEX/DB25504250参照。
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<국문 록>

최근 일본에서의 환경소송의 개

(Recent Developments on Environmental Litigation in Japan)
68)

오쿠보 노리코(Noriko Okubo)
*

최근 몇 년 동안 환경 분야에서는 민사소송  행정소송에 있어서 몇 가지 요

한 결이 내려졌다. 민사소송에서는 국가의 규제권한의 불행사에 한 국가배상소

송과 원 의 지소송이, 행정소송에서는 군사기지소음의 지소송  규제의 의무

이행소송 등, 취소소송 이외의 다양한 유형이 제기되고 있다. 무엇보다, 이러한 소

송은 모두 건강피해에 한 소송인 이 특징이며, 자연보호 소송 등이 기능결함

인 것에는 변함없이, 그 개선은 환경공익소송의 도입이 필요하다. 한 결의 실

효성이 문제가 되는 사례도 등장하여, 어떠한 입법  수단을 포함한 응이 검토

되어야 할 것이다.
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 * 오사카 학 교수(Professor, Graduate School of Law and Politics).


