国家賠償法1条における違法性をめぐる諸問題
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はじめに
行政は国民の権利義務と深いかかわりをもつものであり、究極的には国民の福祉の向上のため行わ
れるものであるから、法律に基いて行われることを原則とする。すなわち「法律による行政」ないし
はr法治行政」でなければならない。その̲支面、行政r,為は、人の行為である以上、法令または法原
則に違反して行われ、国民の権利や利益を侵害することも稀ではない。 「違法性」は、国家賠償責任
に関するもっとも重要かつ基本的閃電である。国が違法な公権力の行使は、法律による行政の原理に
反し、それ故にすでに帰責事由たりうる。違法性こそが決定的な役割を演ずるのである1。中国の社
会主義市場経済の発展に従い、法治建設が日増しに強まっている。これは、社会発展の歴史的必然で
ある。 「人治」から「法治」 ‑の過渡期にある中B]にとっては、違法責任原則をもつ国家賠償法の確
立がまさに法治主義と人権保障の拡大・定着‑の重要な一歩といえる。しかし,果たして日本などの
先進国のそれと同様のものであるか否かという疑問をもつ。このような認織の上で、日本の国家賠償
法1条における違法性の問題を検討しなければならないと思う。本稿は日本法の違法性についての学
説の対立状況を調べ、適法性の概念、意味、判断基準について考察し、民法不法行為理論の影響など
を検討する。紙幅の関係で、違法性を究明するためには、公権力の類型的考察に関する検討は別稿に
論じたいと考える。

I

違法性についての学説の対立状況

1 違法性を重視する立場
損害牌偉業任は違法行為に基づく損害を填補するものであるのに対して、損失補償責任は適法行為
に基づく損失を填補するものである。匡】家賠償法1条は.違法行為に基づく損害且副賞を定めたもので
あるが、この規定を理解するための前提として、損害賠償と損失補償の関係を明確にしておく必要が
ある。両者を峻別して捉えるか、あるいは相対的に捉えるかによって、国賠法1条に関する個々の問
埼点の解明に少なからず影響してくるからである2。
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(1)損害賠償と損失補償
損失補償に関して、憲法29条3項は、私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いる
ことができると規定している。財産権が公共の目的￠・ため侵害されるとき、国・公共団体は、正当な
補償をすることが義務づけられるし姐失補償は、土地収用の例で見られるように、適法な公権力の行
使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し.全体的な公平負担の観点から、これを補填するた
めの財産的補償であると位置づけられる。
損害賠償と損失補償との関係については、学説は、相対的に捉えて国家補償概念の下で統一化する
ことを目指す見解と、両者の異質性を無視できないとする見解に分かれている。このことは、単に理
論体系上の問堰ではなく、国家賠償法l条の間鼠点の解明に深くかかわる重要な問缶であると思われ
るc

l )損害賠償と損失補償の相対化説
田中二郎博士は、損害賂債と損失補償or'相対化を主ftしているD 「不法行為にもとづく損害見副賞と
適法行為にもとづく損失補償とは、従来、性質上、異なる制度と考えられ、かつ、異なる理論にもと
づいて発展してきた。すなわち、前者は、元来、近代個人主義的思想を基底とし、個人的道義的責任
主義を基礎原理として構成されたのに反し、後者は、もともと、団体主義的思想を基底とし、社会的
公平負担主義の実現を基礎理念として構成された。しかし、今日においては、少なくともその基礎理
念において、かような意味での対立は認めがたい。むしろ両者が双方から接近し、いずれの場合にも、
公平負担の見地から、被害者の損害の填補に重点を匿いて、問題を解決しなければならない事情に立
ち至っている。この両者を含めて統一的に理解しようとするのが最近の傾向といえよう。その意味で、
この両者を含めて国家補償と呼んでよい」 3。
今村成和教授も次のように説いている。 「たしかに、国家補償法の問題は、国の活動により個人の
こうむうた特別の損失の填補を目的とするものとして、原因行為の適法性の如何に拘らず、共通の性
格を有している。被害者の立場に立てば、原因行為の適法性の如何は問う所でないことは.論ずる迄
もないことで、ここに、国家補償法としての統一的考察の必要も生じて来るのである」 40
損害賠償と損失補償を相対的に捉える見解は、要するに、原因行為の適法性の如何は問うところで
はないことを根拠にして、その統一的考察の必要を主張する。多くの学説が支持する見解であり、裁
判例にも、この立場を採るものがみられる.企業誘致i&V策変更訴訟の上告審判決5、大阪空港騒音公
害訴訟の上告審判決6、東京予防接種事故集団訴訟の‑審判決7等がその代表的なものである。

2)相対化批判説
この説は、損害賠償と損失補償には共通性が認められる反面、両者は、歴史的にも現行法制度上に
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も異なるものとして生成・発展してきたとして、それぞれに固有の法理をもつことを重視する見解で
ある。近代法治国家の法理論体系の中で両制度の位置づけを考える豚舎には、原因となる行政活動が
違法であるか適法であるかということは、理論的に問題とせざるを得ないことを検討の出発点とし、
両者の違いを明確にすることは、法解釈のうえでも、また新たな制度を構想するうえでも必要である
としている8。
相対化説に対して、基本的には「損害填補法」として理解する立場を承認されながらも、行為規範
性の観点から若干異なった見解を表明するのは、遠藤博也教授である。教授は、次のように主張して
いる。 r損害賠償法と損失補償法には共通性もある反面、異質性もきわめて大きい。損害賂償法と損
失補償法の間には、事業損失のように限界事例もあるし、損害賠償法の損失補償化とよばれる傾向も
みとめられる。しかしながら、この両者は、歴史的にも、現行実定制度上にも、異なるものとして、
生成・展開しており、それぞれ固有の法理をもっている0 g」 「国家補償法に行為規範の側面から光を
あてて、制度間、制度内における差異をきわだたせるようにしようとする理由の第一は法解釈論を展
開するうえでの必要である。個別の事情をより浮かび上がらせることなくしては解釈論ができないか
らである。第二の理由は、制度間の差異を明らかにし、近時の新しい現象に位骨づけを与えるととも
に、新しい制度を構想する場合にも参考としようとすむ.からである.‑‑・・制度間、制度内における差
異を明らかにする必要は、環代的諸問題に対する国家の責任がとわれ、一方において、それ自体とし
て複雑な内容を加えつつある諸制度が濫立して全体として複雑な様相を呈していると同時に、他方に
おいて、包括的統一的な救済制度の提唱のみられる今日、特に強まっているといわなくてはならない
10」と。
西埜章教授は次のように説いている。 「種々の補償制度を一定の法理により統一的に理解しようと
することは、確かに魅力的な試みであるに違いないo Lかし、その魅力にとりつかれるあまりに、個々
の補償制度の固有性を没却することは、補償制度自体を空虚にし.補償制度全体の展望を却って困難
にする危険性がある。我々は、それ故、個々の補償制度間の差異を差異として認放しつつ、更にそれ
らを全体的祝野に立って関連づけなければならないであろう1 1」G
損害賭債と損失補償の相対化については、被害者救済の観点が重要であるにしても、損失補償は法
律が予定し意図した結果の填補であるから、生じた損失を全体の負担で調整すれば済むものであるが、
賠償はもともとしてはならないことをしてしまった場合の償いであるから、被害を金鉄で填補しただ
けで済むかという問題がある。救済の面でも、損失補償と損害暗債は必ずしも共通ではないのであるC
この点について阿部泰隆教授は、明確に、次のように述べている。 r国家且副賞法は、損害が生ずるの
はやむをえないとして、ただ生じた損失を虐償させればすむのではなく、損害を生じさせてはならな
い、損害を発生させたら損だという加害行為の抑止という視点なり加害者に対してその悪質性の程度
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に応じた民事的な制裁を科すことが必要ではないかと思うのである。たとえば、他人を殴って、一生
働けなくしておいて、その昔が稼ぐはずであった所得を賠償すればそれでよいのか、他人の家を壊し
ておいて、収用の場合と同じだけの家の価格を払えばよいのか、ということが問題なのである」 120
さらに西埜教授は、被害者の基本的人権尊重の視点から、損害賠償と損失補償の相対化を批判し
ている。すなわち、 「損害填補の観点からなされる損害賠償と損失補償の相対化は、被害者の基本的
人権尊重ということで.一見すると、憲法理念にも適合するかのように見受けられないではない。
しかし、憲法の期待する国民は、単に補償されることで満足するような国民ではなくて、自己に対
する侵害行為が法によって許されたものか否かということを常に問題とするような国民である。被
害者の立場からすれば侵害行為の違法・適法は重要でない.との考え方は、曳行憲法下における国
民の主体的地位と一致しない。損害賠償と損失補償の相対化が、被害者救済の大義名分のもとに、
侵害行為の違法・適法の相対化によってなされるとすれば、このような試みは、曳行憲法の理念に
適合するとはいえないであろう」 13と。たしかに、田中博士が提唱された「統一的・+=賠償理論の構
成」と「被害者の立場に立っての理論構成」の相対化は、戦前の権力的作用における国家無責任の
原則が支配していた当時の状況下において国の責任を拡張しようという意義を持つという点に認め
られるが、現代社会においては、このことは、西埜教授が指摘されるように妥当しないであろう。
また、宇賀克也教授は、統一的補償理論の問題点について、次のように説いている0 個家牌借も
損失補償も包含して輪ずることは、両者の差異を相対化させ、統一的補償法を制定すべきであるとい
うような実践的意図によるものではない。なぜならば、法治国家においては、違法侵害は本来除去さ
れるべきであるのに対して、適法侵害については受忍義務を負うのであり、両者のこの本質的差異を
無視することはできないと思われるからである」 14と。被害者救済は、貌行憲法下においては、それ
に即した理論構成にもとづいてなされなければならない150
違法行為にもとづく損害賠償と適法行為にもとづく損失補償を峻別することこそが、法治国家の理
念に適合するように思われる160
3)損害賠償と損失補償の比較
損害賠償と損失補償が被害者の損害の填補を目的とするものとして共通点を有しているとともに、
次のような相違点がある。
a 青法上の根拠としては、損害賠償責任について憲法17条は、公務員の不法行為により損害を受
けた者は、 Egまたは公共団体に対し親書賠償を請求しうると規定しているのに対して、損失補償責任
については青法29条3項の規定がある。前者はプログラム規定であるのに対し、後者は、後述のと
おり、それ自体が直接に謂求権を基礎づける規定だとされ、いわゆる直接請求権説が通説判例である
17D損害賠償の場合には、憲法17条の規定を受け、一般法である国賠法は、違法な行政活動から生
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じた国民の損害を補填する制度を規定している。損失補償には、一般法が存在しないため、個別の法
律の規定によることになる。個別の法律が規定していない場合に、憲法29条の3項を直接適用でき
る18。
b 両者の区別は、伝統的な考えによれば、原因行為の差異にもとづくものであって.損害賠償責
任は違法行為にもとづく損害を填補するものであるのに対して、損失補償費任は適法行為にもとづく
損失を填補するものであるO
法治国家においては、違法侵害は本来除去されるべきであるのに対して、適法侵害については受忍
義務を負うのであり、両者のこの本質的差異を無視することはできないと思われる。国家賠償には、
被害者救済機能、損害の特定の者‑の集中を回避する損害分散機能のみならず、制裁機能・違法行為
抑止機能・違法状簡排除機能(違法状態復元機能)もあり、この点で、損失補償と異なるのである19。
C 両者の内容上の差異としては、損害賠償にはr得ペかりし利益」やr慰酎料」が含まれるが、
損失補償にはこれらは含まれない。損害は財産的損害と精神的損害に大別され、さらに財産的損害の
中、積極損害と不法行為がなかったら得られたであろう過去及び将来の消極損害(逸失利益)とに分
けられ、また、精神的損害は慰酎料と呼ばれる20。いいかえれば、損害が国家賠償法上保護に値する
ものであれば、それが財産的なものであると、精神的なものであるとを問わないし、積極的姐害に限
らず、逸失利益たる消極的損害も賠償の対象となりうる2l。判例は、通常生じる損害の範囲をかなり
広く認めている22。
損失補償は、憲法29粂3項の「正当な補償23」でなければならないとされているo 正当な補償の
範囲には、完全補償説と相当補償現との見解が分かれている2㌔損失補償は財産権保障のための補償
制度として形成され、不法行為を原因とするものではなく、公益のための適法な侵害行為にもとづく
特別の犠牲を原因とするものであるから、得ペかりし利益の喪失や慰酎料、特に後者は最初から問題
にならないとされてきたのである25。

(2)国家賠償の位置づけ
行政の不法行為に基づく損害賠償(国家賠償)と適法行為に基づく損失補償とは、ともに行政作用
によって国民に課された損害を金銭で補填する救済システムであり、教科書ではたいていr国家補償」
制度として一括して扱われ、その共通性が論じられているoたが、国家賠償は公務員個人の不法行為
責任を追及する個人主義思想から出発した制度であるのに対し、損失補償は公平負担を指向する団体
主義的連帯思想に肝胎する制度であり、現行法の扱いにおいても両者間には若干の押唾がある26。ま
た、このように両者を意札的に分離して論述するものがある。兼子仁教授は、両制度を救済制度とし
ての類似を認めつつも、制度体系的には根本的に区別してとらえている。国家賠償は、 「民事・私法
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に類型のある不法行為にもとづく損害賠償・賠償金の行政版であって、本来的に違法行政に対する行
政責任追及の制度として行政争訟と共通しており、適法行政にともなう損失補償が経済的負担調整の
しくみで行政責任追及の制度でないのと異なっている」 27と主張する。藤田富靖判事は、 r近代法治
国の法理論体系の中で両制度の位駐づけを考える場合には、やはり、原因となる行政活動が違法であ
るのか適法であるのか、ということは、理論的に問題とされざるを得ない」、 「本書は、伝統的な『法
律による行政の原理』そして『近代法治国家の原理』との関係を明らかにすることによって、行政法
上の諸問題を理論的に整理し、位定づけようとする意匹lこ立つものであるから、このような見地から
は、説明の出発点はやはり、違法行為と適法行為とを、理論的に明確に区別するところに置かれるこ
とになる」 28と述べている。
近代法治国家の原理の中で、行政作用の適法・違法の区別を明確にすることが必要であり、国家賠
償は違法性を兼任根拠とするものとして理論的に位置づけられよう。

2 違法性の意味
すでに述べたように、国家賠償は、損失補償制度と異なって、違法な行政作用によって惹起される
損害の填補である。国家賠償法の基本的課題は、 「違法」の意義をどのように解するかにある29。違
法性の間塩を強調すればするほど、違法性の概念、意味、判断方法がますます重要な問塔になってき
ている。違法性の概念は、まず、客観的な法規範に対する違反と理解されている。それは、憲法・法
令その他の法規範および条理などの不文の法規範に対する違背を意味する。しかし、違法性概念に関
しては、法の分野(刑法、民法、行政法など)、論者の価値観念、社会の事情により、理解される意
味も異なる。国家牌償法における違法性の意味は.きわめて混迷した状況にあるといわれている30。

(1)狭義説(厳格説)
国家賂償法1条は、明文で違法性を要件にしている。すなわち、公務員の加害行為が違法であるこ
とが必要である。違法性については、狭義説と広義説が対立しているO
磯崎辰五郎教授は、 「単なる訓令違反の如きを指すのでなく行政の客体に対しても効力ある一般の
法令に違反することをいう。もちろん厳密な意味において法令に違反することを意味し単にその行為
が客観的に正当性をもたないことを意味するものではない」 31とされる。ここでの狭義説は、違法と
は厳密な法令違反と指すと解する.古崎慶長判事は、国家負副賞法の違法性を民法不法行為法の権利侵
害と同義に解するのが狭義説の考え方であると述べる32が、私は、民法の権利侵害と同じと解するの
が狭義説の考え方であり、より広く解するのが広義説の考え方である、という認政ではなく、国家賭
償法の特質を強調しながら、違法性の問題を探求すべきであると考えている。民法不法行為法との関

‑74‑

係については、後述する。

(2)広義説
国家賠償法の制定に関与された田中二郎博士は、 「ここで違法というのは、厳密な法規違反を指すの
でなく、むしろ民法の『権利侵害』よりも広く、公序良俗違反とか不正とかを含め、その行為が客観
的に正当性をもたないことを示し、ただその行為が客観的に正当性をもつ場合には、違法阻却を理由
として賠償責任を否定する根拠たらしめようとするに過ぎぬと解すべきであろう」と述べている33。
また、今村教授は「ある法益の侵害がゆるされた行為であるかどうかは、単に、明文の規定のみによ
って律せられるものではない。法の運用に顔して適用される、人権の尊重、権力濫用、信義誠実、公
序良俗などの諸原則は、当然に、その判断の基準となる」 34と主張する。このように、違法を法規違
反に限定しないでより広くとらえる見解を広義説と称するo
広義説はその行為が客観的に正当性を欠くことを意味するという。西埜教授は、 「客観的に正当性
を欠くこと」という意味を再分類され、結果不法説的意味と裁量行為の不当の場合を含むか否かとい
う問題を検討する350有倉達吉博士は、裁量行為の不当が違法性に含まれると主張するG 「不法行為
責任が発生した由害の公平な分担を目的とすることを考えれば法規違反に限定する必要はない。行政
処分が法規の定める要件を欠く意味での狭義の違法の外、裁量行為の不当及び事実行為の遵法等広く
正当性を欠く行為を包含するもので行政訴訟における違法処分より広い」 36と。この見解について、
西埜教授は、 「もし田中説と有倉説が同趣旨であるとすれば、 『客観的に正当性を欠くこと』は、合目
的性に反する裁量行為の不当の場合をも包含することになる。 ‑・‑・この説は、むしろ『最広義説』と
称されるべきこととなる」と説明している37。
このように、違法性の意味あるいは概念の中に、違法性の判断基準が含まれている。そのため、違
法性の意味は多様である。広義説が通説であり、判例も広義説に立っているOたとえば、行政権のi監
用38、違法裁量39、信義則違反40、職務上の義務違反41などである0

3

違法性の判断基準

違法性の判断基準によって、違法性の意味も異なることになるO逆にいえば、違法性の意味の中に
違法性の判断基準というファクターも含まれているOそれ故、意味と判断基準を完全に分けて論じる
ことは不可能であるC
刑法においては、違法性の実質を論ずる場合に、汚益侵害という結果面に重点をおいて考えるか、
行為の無価値面に重点をおいて考えるか、という問題がある。すなわち、結果無価値論と行為無価値
論が対立している42。民法においても、結果不法論と行為不法論の対立がある43。
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国家賠償法における違法論について、結果不法説と行為不法税の対立を意虹的に放り上げたのは西
埜教授である44。結果不法説とは、法の許さない結果を発生させた行為は適法であるとする考え方で
あり、行為不法説とは、法規に違反する行為は違法であるとする考え方である。学説・判例上は、行
為不法説が支配的であるQ
民法不法行為法においては、結果不法説、行為不法説及び結果不法的側面(被侵害法益)と行為不
法的側面(侵害行為の憶様)を総合的に掛酌する相関関係税という思考の対立がみられるが、国家賠
償法の違法概念に関しても、同様の学説の相違がみられる。そして、これらの見解の対立の背景には、
国家牌償制度の意義・機能についての理解の相違があるように思われる45。

(1)結果不法説
違法性を定義する際に、結果不法説の考え方も入っており、 「遵法とは、法の許さない法益の侵害
を指している45」と述べられることがあるO 「法益の侵害」に積極的(行為)侵害と消極的(結果)
被害の両方の意味が読み取れる。次に、 r法に根拠をもつ公権力の行使によっても.法の許さない結
果を生ぜしめることは、当然行為を違法ならしめる̀17」 「巡査が、逃亡犯人を射撃したところ、その
流弾が、突然家屋から飛び出した全然無関係の第三者に当たり、第三者に傷害を負わせたような場合、
法益の侵害を違法と解する限り、第三者‑の加害は違法であるJ8」という表親の中に、行為が合法で
あっても、不法な結果がもたらされると、違法であることが示され、結果不法説の立場に立つと思わ
れるC
国家賠償法の意義・機能を被害者救済・損害分散に重点を産いて考える者は、結果不法説的発想に
親近感を示す傾向がある。この立場をより徹底すれば、被害者の側からすれば、侵害行為の適法違法
は重要でなく、国家賠償と損失補償の相違も相対化され、さらには、両者は、統一融合化されるべき
ことにもなりうる。適法行為にもとづくにしろ不法行為にもとづくにしろ、ともかくも現実に特定人
に生じた損失をいかに分配調節することが最も正義公平の要求に合致するかによって補償の要否及
びその金額が決定されねばならないからである490田中博士は、立法論としては、損害賠償と損失補
償を統合した制度を設けることを提唱されていたが、そこには、結果不法説的思考をみることができ
る。

(2)行為不法説
r公権力の行使は常に法に根拠をもたねばならず、その意味では、違法行為は法規違反の行為であ
る50」 r一般に私法行為においては行為者は常に相手方の権利(利益)侵害すべからざる地位にある
から、権利侵害即違法ということに意味があるが、公権力行使の場合は異なる。公権力の行使はそれ

‑76‑

が適法であれ違法であれ相手方たる国民の権利を常に犠牲に供するものである。 ‥‑・違法な行為によ
る侵害であってはじめて損害賠償の問題たり得る51」という表現の中に示されているC
この説は、 「法律による行政」の原理を理論的支柱にしており、この原理に反するものを違法と評
価する。そこで、法律による行政の原理について考えてみると、これは国家の「行為」が法律にもと
づいて行われなければならないことを命ずるもので孟'るから、違法性は行為不法説に立って判断され
なければならないという結論に帰着する52。行為不法説の立場を支持する者は、国家賠償制度の被害
者救済機能・損害分散機能を認めつつも、それに加えて、制鼓権能・違法行為抑止権能・違法状態排
除機能(適法状態復元機能)を重視する傾向にあるといえようQ この立場では、国家賂償制度は法治
国原理を担保する制度としての意義・機能をもつことになる。この側面を重視すれば、侵害行為の適
法性・違法性はきわめて重要な意味をもち、損害賠償と損失補償は厳然と区別されるべきことになる
53
0

国家賠償法における結果不法税と行為不法説の対立を捉えられた西埜教授は、国家賠償法l条の責
任根拠は、危険責任ではなく、遵法責任であると把握し、遵法兼任説によれば、行為の違法性こそが
責任根拠であるとして、行為不法説をとる。

(3)折衷説
違法性の判断基準を行為と行為の結果に統合して求める見解は折衷説である。秋山教授は、次のよ
うに説いている。 「この対立は、結局、取消訴訟上の違法性の概念と国家賠償法上の違法性の概念を
一元的にとらえるか、いいかえれば.国家賠償をどのような制度と理解するかの問題と密接に結びつ
いている。従来の学説はこの点をあまりはっきりと怠鼓せず、また同一論者でも説明の前後で矛盾す
ると思われる場合もあって、このことがまた、違法性の概念自体を不明確にしていた原因の一つとな
っていた5‑‑」。
遠藤教授は、次のように説いているQ 「国家賠償法における違法性は、一一行為規範性を内容とす
るものである。しかしながら、この行為規範性は、処分ないし法的行為の効力発生要件に関する違法
とは性質を異にすることに注意すべきである,,やはり、究極的には他人に損害を加えることが法の許
容するところであるかどうかという見地からする行為規範性である55」O
村重慶一判事は、次のように説いているC 「私は、行為・結果遵法論二元論によるべきものと考え
る。その理由は次のとおりである。国家賠償法l条が『公権力の行使』に関する公務員の職務行為の
『違法』を的授としている以上、公法的アプローチをづるのは当然であり、それは公務員の第三者に
対する職務義務違反を意味するから、行為違反が基本とならざるをえないC しかし、他方、国家賠償
法は被害者の損害填補を目的とするものであって、損害の発生を要件としている以上、法益侵害とい
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う結果をともなうものである。このように考えれば、国家賠償法上の逮法論は、行為・結果違法二元
論に立ち、行為違法(侵害行為の性質・態様)と、結果違法‑法益侵害(埠侵害利益の種類・内容)
とを総合的に考慮すべきである。このように解するのが、刑法・民法における違法論とも調和し、判
例理論とも合致するものと考えられる56」。

4 違法性の態様
(1)作為
意思の支配・操縦の形態は、積極的な態様と消極的な態様に分かれる。前者が作為、後者が不作為
と呼ばれる。公務員が公権力を行使するに当って、公務員の不法行為という場合には、通常は公務員
の一定の作為を意味しており、積極的な行為によって遵法に他人に損害を加えた場合に、一般に国家
賠償責任が生ずるとされている。このほかに、なすべきことをなさなかった、という消極的な不作為
もこの中に含まれると解される。

(2)不作為
違法作為には、作為の場合のみならず不作為の場合も含まれることについては異論がない。近年は、
不作為にかかわる国家賠償請求事件が著しく増加する傾向にあり、その理論構成も多様化してきてい
る57。公権力の不行使は、行政権についてだけではなく 立法権や司法権についても同じように問題
となり得るが、紛争事例の大部分は、行政権の不行使(行政の不作為)をめぐるものである58
1 )作為義務の必要
行政庁の権限の不行使が違法と判断され、責任が認められることも少なくないが、この違法判断に
は積極的な権限の行使の場合と同様に論じることのできない特殊性がある。簡単にいえば、公務員の
不作為が違法とされるためには、その前提として作為義務が存在していなければならない。
行政がなすべきことをしなかったために損害が生じたとする主張については、もし、これを無制約
に認めるならば、国の責任が無限に拡大されることになる。したがって、このような行政の不作為に
起因する損害の賠償が認められるのは、その不作為が違法な場合、いいかえれば、もともと行政の側
に一定の行為をなすべき法的な作為義務が存在していたにもかかわらず行政がそれをしなかった場
合に限定されるべきことになる59。酉埜教授は、行政の不作為をめぐる最も重要な問題は、違法性の
要件についてであり、行政の不作為にもとづく損害のすべてに対して責任を負うのではなく、違法と
評価される場合にだけ責任を負うものである以上、どのような場合に不作為が違法となるのかが明確
にされなければならない60、と説いている。
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① 刑法、民法の場合
刑法においては、刑罰法規の規定の形式上、一定の不作為を犯罪の内容とする。一般に不作為犯の
成立要件として、一定の構成要件的結果の発生を防止すべき法律上の作為義務があることを必要とす
ると説かれ、その義務は、必ずしも法令または契約によることを必要とせず、その不作為が「公の秩
序善良の風俗」ないし「条理」 「文化規範」等の一般規範に反するものと認められるような場合にも、
法律上の作為義務を認めるべきであるとされているoそして、この作為義務の性質については、因果
関係の問題であるとする立場から、違法性の問題であるとする立場が有力になり、更に現在では、違
法性の問題ではなく、構成要件該当性の問題としてとらえるべきであるとする立場が有力になってい
る61。
民法においても、不作為によって不法行為の成立する場合のあることは一般に認められているとこ
ろである。前田達明教授によれば、不作為による不法行為という類型には、三つの問題点がある。ま
ず、第一に「違法性」という観点からは、 「作為義務」が存在しないと「違法」として不法行為責任を
負わすことはできない。その作為義務は、 i法令にもとづくもの、正契約、事務管理にもとづくもの、
ih公序良俗からくるものなどが考えられる。第二に、 r過失不作為犯」のときは、困難な問題である。
第三に、因果関係の有無が問題となる。この点は、因果関係のないことが実は不作為不法行為の特徴
である。もっとも、先行行為による因果関係を肯定しうる場合は別であるが、そうでない場合は、む
しろ、否定すべきであろう62、ということであるD刑法におけると同様に、作為義務は違法性の問題
とされるか、因果関係の問題とされるかについては見解が分かれている63。
② 国家賠償法の場合
不作為の作為義務は刑法において激しく論じられ、それが理論的な発展をとげて、やがて民事法の
分野に持ち込まれるようになったものであるが、民法においては、従来この問題は余り論じられてい
ないし、国家賠償法の分野においても同様である640
いかなる場合に、法律上の作為義務があるかといえば、第一に法令の規定がある場合、第二に法律
行為とくに契約ないし事務管理による場合、第三にその他、作為義務を認めるべき場合であるといえ
ることも、民法ないし刑法におけると同様であるといえよう65。
法律の規定の趣旨、目的自体から、一定の場合には行政(公務員)が、一定の行為をなすべきであ
るという作為義務の定めが読み取れる湯合がある。これに対して、法律が単に行政に対して一定の権
限を付与するにとどまり、必ずしもその権限の行使を常に義務づけてはいないと思われるような場合
には、問題が生ずる66。すなわち、どのような場合に行政の側に一定の行為をなすべき作為義務が生
じるかが問題となる。
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2)作為義務の拡大と制限
① 拡大
法律が作為義務について明文の規定を設けている場合は、問題はないが、法律に明文の規定がない
場合は、作為義務をいかなる要件にもとづいて導き出すかが重要な論点となる。特に近年、国の危険
管理責任型ないし危険防止黄任型の規制権限の不行使の違法性が問題となり、この問題に対処するた
めの提唱されたのが「裁量収縮論」ないし「裁量権消極的濫用論」である67。誠和住研事件の最高裁
判決によれば、権限の行使について一応裁量が認められる場合も、権限の不行使が社会通念に照らし
て著しく不合理であれば、それは裁量権の濫用として違法である680
② 制限
授益的・給付的行政の場合、規制的・侵害的行政の中のいわゆる複効的処分の場合は、行政庁の権
限の不行使が常に違法とされるならば、それは行政に過大な負担を課することになる。そこで、行政
庁に作為義務が生じ、その結果、その不作為が違法とされるべき場合というのは、法律を適用すべき
事実状況との関連において、より狭く限定されるべきだとされることになる69。国の賠償責任を限界
づける基準が必要となる。具体的事例において、いかなる場合にその不作為が遵法となるのか、すな
わち、法律上の作為義務違反があるといえるのか、その限界は何かを考えるのは、非常に困難なこと
である70。不作為による損害の賠償請求が、反射的利益論や自由裁量論の見地から認められないこと
もある。従来の通説・判例は、行政便宜主義の理論や反射的利益論等の主張の下にきわめて消極的で
あった71。

Ⅱ 民法不法行為理論の影響
1

民法709条の違法性の理論

(1 )民法709条の権利侵害から違法性へ
1)権利侵害とは
民法709条は、他人の「権利ノ侵害」が不法行為の要件だと定めている。 「故意又ハ過失二因リテ
他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之二因リテ生シタル損宰ヲ賠償スル実二任ス」と規定しているが、ここ
には、 「違法性」とか「違法」という言葉はどこにもみられず、 「故意又ハ過失」の要件と並んで、他
人のr権利」侵害が要件となっているだけである72。このような規定が定められている理由は、以下
のようであるQ r不法行為二関スル規定ハ、之二依リテ、既二存在セル他人ノ権利ヲ保護スルモノナ
レハ、或事業上他人ト競争シテ此者二損失ヲ被ラシメタル場合ノ如キ、未夕権利ヲ侵害シタルニ非サ
レハ、月副賞ノ責任ヲ生スルコトナシ」 73と。社会生活において他人に損害を及ぼすことはよくあるが
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その全ての湯合に損害賠償しなければならないのでは不法行為の範囲が広がりすぎる。このような理
由から起草者は、権利侵害を要件とすることにより不法行為の成立範囲を明確にしたのである74。こ
れは、個人の活動の自由を尊重しようとするものであった。
しかし、ここにいう権利を身体権・生命権・自由権・名誉権・氏名権・営業権など、解釈上「‑〜
種」と呼ばれているものに限定すると、不法行為の成立する場合が厳しく制限されることになる。厳
密な意味で権利と言えないものに対しては不法行為にならないという判例があった75。この事案にお
いて、 「権利」 (著作権)と称するかどうかについての判断が問題となった。大審院は、まず、音楽的
著作物として著作権が成立するためには、 「其音楽ガ先人未発ノ新ナル旋律ヲ包含スル」、 「其創意二
係ル新旋律ガ一種ノ定型ヲ成ス」ことが必要であるとした上で、 r‑・・・演奏者ハ多クハ演奏ノ都度多
少其音階曲節二変化ヲ与‑、因テ以テ興味ノ減退ヲ防ギ、聴聞者ノ噂好ヲ紫グノ必要アルヲ以テ、機
に臨ミ変二応ジテ瞬間創作ヲ為スヲ常トシ、其旋律ハ常二必ズシモー定スルモノニアラズシテ、斯ル
瞬間創作ハニ対シー々著作権を認ムルガ如キハ、断ジテ著作権法ノ精神ナリトスルヲ得ズ。」として、
レコードについて著作権は成立せず、複製販売が「拾利侵害」にならないとした。
2)権利侵害から違法性へ
こうした「権利」を厳格に解したのでは不法行為制度による救済の範囲が狭きに失するということ
は、学説によっても意識されていた76。学説は、最初、判例と同じく、不法行為の客観的要件として
「権利」侵害は必要だと考えていた。例えば、末弘厳太郎博士は、物権、身体権、生命線‑・・行為権、
単純享益権などについてできるだけ広く権利を認める態度をとっているが、一般的財産不可侵権とい
う権利については、これを認めることは、損害があれば常に不法行為が成立するということになり、
民法709条が損害発生のほかに特に権利侵害を要求した精神を没却することになるとして反対して
いる77。
「権利」の意味を不法行為の場合に広く解しようという見解は、かつての通説であったといってよ
い。この中には、権利の意義を広く解することによって、多少実際上の不都合を避けることができる
が、鳩山秀夫博士の立法論としては考慮の余地が多いという消極的なものから、来栖三郎博士が主張
され、権利侵害は違法行為一般と同一ではなく、特定の個人に方向づけられた遵法行為であって、こ
の権利は従来の学説が解していたよりも遥かに広い概念であるという積極的なものまでが含まれて
いる78。鳩山博士は、不法行為責任が認められるのは「違法」だからだとして、違法なのは権利侵害
だけではなく公序良俗違反も含まれるべきだとした。そこで、立法論としては民法709条が権利侵害
のみを取り上げて不法行為責任の要件としているのには問題があるとした。不法行為成立に「権利侵
害」が要件となっていることを前提にして、種々の利益についてそれぞれを「権利」と見ることがで
きるかどうかを個別に検討した79。
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判例においては、 「権利侵害」に対する考え方の転換‑ 「権利侵害」を法律上保護すべき利益の
違法な侵害と解し、権利侵害の要件に代えて違法性の要件を中心に考えたものが大学湯事件であるS O。
原審は、従来の判例に従い、老舗は「権利」ではないから侵害は不法行為とはならないとしたのであ
るが、大審院は、これを破棄差戻したO判決理由は、 r侵害ノ対象ハ売買ノ目的物タ′レ所有物若ハ老
舗ソノモノニ非ズ、得べカリシ利益即是ナリ。カカル利益ハ吾人ノ法律観念上不法行為二基ヅク損害
賠償請求権ヲ認ムルコトニ依リテ之ヲ保護スル必要アルモノナリ」であった。この判決により、本条
の権利侵害要件は、法律により具体的な権利として認められたものの侵害だけではなく、法律上保護
される利益の侵害でもよいことが明言されたのである81。
大学掛事件判決を受けて、学説では、 r権利侵害から葛法性‑」という展開が加速する。このよう
な違法性の理論を明確な形で樹立したのは、末川博教授の適法性理論であった8 20
3 )違法性の相関判断‑相関関係説の主張
この違法性理論は、学説の広く承認するところとなったが、その後ほどなく、我妻栄教授は、この
理論を実証的な側面で発展せしめた8 3。それが被侵害利益の種類と侵害行為の態様とを相関的に考慮
しようという説である。我妻博士の提唱によるものは相関関係税と呼ばれている84。この相関関係説
によれば、違法性の判定は、被侵害法益の性質、種蕎l (物権、債権、人格権など)と侵害行為の態様
(例、刑罰法規違反・取締法規違反・公序良俗違反・権利濫用など)との相関関係において考察され
る。すなわち、侵害された利益の強弱と侵害行為の違法性の強弱とが、相互補完的に掛酌され、違法
性の有無が総合的に判断されるのである。
違法性理論およびそれを前提とする相関関係説は、その後の学説において広く支持を受けて85、特
に我妻博士の相関関係理論が、今日ではr現在の学説の到達点」と評価されるようになっている86O

(2)相関関係説に対する批判
この説に対し、多くの批判が存在したが、匹敵する形でのまとまったものが存在するわけではなか
った87。
1 )権利拡大説からの批判
709条が「権利」と定めているのであるから、 「権利侵害」を「法的保護に値する利益」の侵害‑
と解すればよいのであって、この限りではわざわざ「違法性」などという民法にない要件を立てる必
要はないという角度からの批判が出されている。この立場は、 「権利侵害」は社会の危険の広汎化の
進展に伴い発展しうる概念であって、 「必要なのは、社会類型的に保護されるべきほどに達した利益
を保護することである」との考えから、 709条のr権考・lj侵害」をr不法な利益侵害」の意味で把握し、
r権利侵害の類型化」を図り、これに基づく「権利侵害」の枠内でのr諸種の利益衡量」を行うべき
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旨を提唱する88。
2)主観要素との相関論からの批判
違法評価には、相関されるべきは被侵害利益の種類と加害者の内心的要素であるべきであって、相
関関係税においては、違法評価の対象である被侵害利益の種類と、違法評価の基準である侵害行為の
態様という論理的レベルの異なるものの相関が主張されているが、両者は平面を異にする本来相関不
可能なものであるという批判がある89G 広中俊雄教授も、 「ある利益侵害は過失による揚合にも違法
なものとして不法行為責任を生ぜしめるが、ある利益侵害は故意による場合にのみ違法なものとして
不法行為責任を生ぜしめ、さらにある種の利益侵害は特に強い悪性をもった故意による場合にのみ違
法なものとして不法行為費任を生ぜしめる‑・・・違法性の有無の決定にあたって・‑・・考慮すべきもの
は・・・‑主観的要因である‑・・・といわなけJlぱならない‑‑」 90と述べている。違法性判断の基準とし
て加害者の主観的要素が正面に出てくると、違法性判断における主観的要素と「故意・過失」との関
係が問題になってくる。
相関関係説に対する平井宜雄教授の批判は、不法行為の要件としての「違法性」概念を否定して、
それを「故意」または「過失」に解消しようというものである。通説の言う「違法性」要件が担って
いたものは「権利侵害」と「故意・過失」の2つ要件で十分に捕捉されるのであって、 「違法性」要
件はまったく不要であることとなる91。ただ、この見解については、違法性概念には、侵害行為が客
観的・法的に非難される行為であるという法的評価機能が存在するではないか92という反論がみられ
る。

(3)違法性についての新しい学説の動向
従来の学説は、不法行為の一般的成立要件としての過失の概念と、 709条の「権利侵害」を前述の
ように洗練して構成した「違法性」の概念との両者を敢然と区別し、前者は主観的要件に属し、後者
は客観的要件を構成するものとしてきた93。しかし、すでに述べたように、近時、平井教授の主張に
より、過失一元説と呼ばれ、違法性を不要とする学説が存在している。すなわち、不法行為責任を限
界づける要件について、過失だけで足りるという主張てある。これに対して、まったく逆の説として
違法性一元説が有力になっている。
この説の主張者である前田教授によると、 「これまでの通説も前述の反対説も、故意過失といった
要件はr違法性」ないし「権利侵害」とは別の要件で、相互に関係のないものとしてきたCすなわち、
前者を主観的要件(有責性)、後者を客観的要件とするいわゆる客観的違法論であった。しかし、請
細に観察してみれば、そのように載然と区別しえないことが明らかであり、むしろ、 「故意過失」や
「権利侵害」は一元化してここに『違法』論そのものの見直しが必要である」 94というわけである。
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この新過失説、新違法説については、拙稿「国家賠償法1条における違法性と過失の関係」 (新潟
大学『貌代社会文化研究』 28号、 2003年)において検討した。

2 相関関係説による違法性の判断方法
すでに述べたように、不法行為成立のための客観的要件として、民法709条は、 「他人の権利を侵
害したこと」をあげている。この「権利侵害」を「保護に値する他人の利益を遵法に侵害したこと」
の意味に解して、権利侵害を「違法性」に置きかえて理解するのが、通説といえる相関関係税の考え
方である。この説によれば、違法性を具体的に判断するには、被侵害利益の類型と侵害行為の態様両
面から検討していくことが必要である。
以下において、判例に畏れた事例を参考に、まず、被侵害利益の類型から、次に、侵害行為の態様
側から、違法性を検討することにする。

(1)人格的利益の侵害と違法性
民法710条は、財産権の侵害のほかに、身体・自由・名誉の侵害が不法行為になることを規定して
いる。ここに含まれるのは、生命・身体・身体的自由・貞操など人の身体的側面に関するものと、名
誉・借用・氏名・肖像・精神的自由など精神的側面に関するものとに大別される950
生命・身体侵害は最も典型的な不法行為であり、同時に刑法上の犯罪を構成する。被害者自身が死
亡した場合には、誰が損害賠償請求権を行使できるかが問題となる96。身体侵害には、直接的な侵害
(暴行)のほか、健康‑の侵害も含まれる。夫が妻に性病を感染させる行為を遵法とした判例がある
97。このような強固な人格的利益のほか、身分上の人格利益(婚姻・貞操・内縁等) 98、身体自由99、
精神自由100、名誉101、プライバシ102、氏名権・肖像権・著作権103、生活・環境上の利益104
など、多種多様な利益がある。
これらの権利に対しては、保護の必要性の強弱が異なるものであると考えられる。生命・身体・健
康について、絶対的な保護を必要としよう。生活利益・環境利益について、利益衡量が不可欠であろ
うO 総じていえば、結果違法の視点を重視するといえる。

(2)財産的利益の侵害と違法性
財産的利益には、所有権のような確固たる権利から、営業上の利益のようなものまで、多様なもの
が存在する。民法710条、 711条は、財産権の侵害について規定している。これは、絶対権、相対権、
その他の利益からなる。そして、これらの様々な財産的利益において、それが侵害された場合の違法
性の判断には違いが生ずる。
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所有権はいわば絶対的な権利であって、その侵害は原則として違法性を帯びる。所有権に対する社
会的制約が強調されてきても、所有権が最も強固な権利であることには変りがない105。
相対権としての債権は、権利として不可侵性をもつが、同一内容の債権が併存することを排斥する
効力(優先的効力)をもたず、また、その実兎は債務者の意思を媒介とするので、それに対する侵害
は必ずしも常に遵法とはならない。債権に対する侵事が違法となるか否かは、場合を分けて考えなけ
ればならない106。
加害者による債権の侵害が区別される。すなわち、債務者による侵害と第三者による侵害とがある。
債務者による侵害の場合には、債務不履行と不法行為の競合の問題が生じる1 07
第三者による債権侵害については、不法行為とはならないという学説が有力になJ=た時期もあるが、
やがて、債権もすべての権利に共通する r不可侵性」や他人による侵害を許さない「対世的効力」を
有するとして、第三者による債権侵害が不法行為となることを認める考え方が判例・通説として確立
した108。第三者による債権侵害の特徴は、債権の相対権としての特質から、物権の場合以上に競争
原理が重視されるということである。
その他の利益は、物権、債権といった具体的な権利ではなく、不法行為法上で保護が必要とされる
利益である。このような利益でよく問題となるのは営業利益である。すでに触れた事例‑大学湯事
件で、老舗としての営業が「得べカリシ利益」として保護の対象となることを認めた。このような営
業活動上の利益の侵害は、多くの場合、競業関係にある者の競争行為により生ずることから、営業の
自由、自由境争の保障という視点をも尊重しなければならないという特色をもっている109
財産権では、人格的利益の場合のように、絶対的な保護を必要とする被侵害利益は見られず、侵害
態様との関連の問題が生じる。

(3)侵害行為の態様と違法性
侵害行為は、通常、刑的法規違反の行為、取締法規違反の行為、公序良俗違反の行為の三種類に分
けて論じられている。これは、ドイツ民法が、一般の違法な権利侵害の場合(823粂'l項)のほかに、
保護法規違反の場合(823条2項)と、善良の風俗違反の場合(826条)について、規定をおいてい
ること、にならったものである。侵害態様としての違法性が特に問題となるのは、加害行為が刑罰法
規に違反するとか、公序良俗に違反するとか、さらには保護法規に違反する場合である110。
刑罰法規違反の豚舎には、 r相関関係理論」の主張は、加害行為が刑罰法規の構成要件に該当する
場合、その行為の違法性は強度なものであるから、その被侵害利益は強固なものでなくても、不法行
為が成立するというものである。刑罰法規は処罰の目的から一定の行為を命令・禁止し、事前に損害
の回避をはかっている。したがって、これらの罪刑法定主義の下で構成要件が定められた規定は、行
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為の違法性を定型化・パターン化したものであり、それはただちに民事上も不法行為責任における違
法と評価できる111
取締法規(行政上の目的から一定の行為を禁止命令する法規)違反の場合には、法規によって保護
される利益が侵害されたとき、不法行為法上も「遷法性」になり、加害者に対し、賠償請求すること
ができる。商法の規定に違反する場合1 12、建築基準法に違反する場合1 13など、その行為は違法性
がある。
公序良俗違反は、刑罰法規や取締法規といった成ュ.法に直接違反する行為ではないが、社会的に見
て許容されない行為である。前田教授によれば、 a不当な執行11㌦破産申立115、担保権実行116、
b不当な訴訟提起117、 C不当な競売118があげられている。また、公序良俗違反行為の一種ともい
える権利濫用行為については、侵害態様が問題となる。権利の行使は本来社会的に許容されるが、そ
の行使の方法が正当な範囲を越え、濫用とみられる場合には違法性を帯びる。すでにあげられた信玄
公旗掛松事件は、これに関連するG懲戒権の濫用119が不法行為となった例がある120
以上のように、侵害行為の態様によって、違法と評価される。違法性の本質が損害賠償責任を発生
させるために必要な一般的客観的な法的非難であるとすれば、侵害行為の態様は、被侵害利益がそれ
ほど強固でない場合にそれを補強して違法性判断を導き出すという役割を持つだけではなく、行為態
様だけで、その悪性のゆえに、違法すなわち法的非難性を導き出す場合も存在するという主張121が
ある。

3 相関関係理論と結果不法・行為不法説
相関関係論の主張によると、違法性の有無は、被侵害利益の種類と侵害行為の態様を相関的に判断
する、いわゆる利益が侵害されたという結果不法と侵害行為の態様という行為不法を両方とも考えて
判断すべきである。ただ、結果不法説は、権利侵害という結果の惹起を重視するのに対し、行為不法
説は、権利侵害行為が遵法であるかどうかを重んじる。相関関係説は折衷説にあてはまる。さ・らに、
昭和22年の国家見副賞法では、公権力の行使による不法行為の要件をきめるにあたって、 「権利侵害」
の言葉をはずしてしまい、公権力の行使にあたる公務員が「故意又は過失によって遵法に他人に損害
を加えたとき」に国が賠償責任を負うものとして、 「違法性」を表面に出してきている122。

4

国家賠償法への影響
国賠法1条が違法性を要件としているのは、法律による行政の要請にもとづくものであるが、他面

において、民法709条が客観的要件として「権利侵害」を定めているのと比べると、従来の民法の学
説・判例の発展に対応した先進的な規定と・J、うことがVきる123
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民法に規律される私人の活動は、私的自治の原則として、自由であるのに対し、国の活動、とくに
権力的な活動は、法律による行政の原理のもとで、客観的な法律規範に従わなければならない。しか
し、国家賠償法に規律される公権力の行使は、権力作用のみならず、非権力的な行政活動であっても
公益的な行政作用を含むというわけで、国家賠償法上の違法性をも民事不法行為法上の違法性と同様
に捉えようとする見解もあるoそれ故に、国家見副賞法上の違法性は、権力的な活動、非権力的活動の
行使の内容によって、重視すべき面と判断方法が異ってくる。すでに、検討したように、民法不法行
為上の違法性に関する理論や、判例上の扱い方は、国家賠償法に多大な影響を与えたものと思われるG
しかしながら、国家賠償法の違法性は、それにもとどまらず、行政活動が客観的な法規範に従って
行われたか、それともこれに違背して行われたかは、行政活動のもっとも重要な法的評価基準である。
この面において、国家賠償法の違法性の問題は、行政訴訟法などの違法性と深い関係がある。
違法になるかどうかという問題は、損害賠償責任成立するかどうかの問題とは、同一のものではな
い。しかし、今までの論述は、違法性の中になんでもかんでも含めようとしている。たとえば、損害
の結果とか、結果不法とかである。逆にいえば、だからこそ、違法性の問題は、損害賠償法上の焦点
であるといわざるを得ない。
国家賠償法1条の解釈においては、状況はより一層複雑であって、これは、同法1条の適用される
公権力の行使の多様性を反映しているものといえる124っ

結びにかえて
本稿では、国家賠償法の基本的課題‑1条の「違法」の意義をどのように解するかという問題
を中心として検討してきた。
まず、違法性についての学説の対立状況を調べ、替法性を重視する立場に立ち、根本的な相違点で
ある違法か適法か、損害賠償か損失補償かの比較を行い、違法行為が原因となる国家賠償を法治国家
の救済制度上でどのように位置づけるのかについて考察した。違法性概念に関しては、法の分野、論
者の価値観念、社会の事情により、理解される意味も異なる。また、国家賠償法でいう公権力の行使
は、権力作用のみならず、非権力的な行政活動をも含むというわけで、民法不法行為道上の違法性に
関する理論や、判例上の扱い方は、国家賠償法に多大な影響を与えたものと思われる。国家賠償法に
規律されるものは、主に国家の権力作用である。しかし、権力作用の中に行政行為、立法行為、司法
行為などの異なる性質のものが含まれているから、違法性の意義を明らかにするためには、類型的に
考察しなければならない。したがって、この間題については、別稿で検討していきたいC
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侵害利益における違法性の強弱と侵害行為の態様における強弱を相関的に考慮して判断すべきである。
85 勝本正晃『債権法概論(各論)』 (有斐閣、 1949年) 28 頁、山主政幸『債権法各論』 (法律文化社、 1960年)
238頁、松坂佐一『民法提要債権各論』 (第4版) (有斐閣、 1981年) 280頁等。例えば、加藤教授は次のよう
に賛意を表している(加藤・不法行為36貢)0 rたしかに、解釈論としては『権利』を広く解する方が容易で
ある。しかし、私はやはり違法性の理論の方がすぐれていると考える。第一に、 『権利』の概念は固定的にな

‑91‑

りやすいのに対して、違法性の内容はかなり弾力的・流動的である。 ・・‑・さらに、その点をさておいても、
その考え方をとると、ひとたび『権利』とされたものを侵害すれば常に不法行為になるのに対して、 『権利』
でないものならばいかに侵害しても不法行為にならないという、黒か白かの画一的な解決になってしまうお
それがある。比れに対して、違法性の理絵によれば、被侵害利益の性質と伎害行為の態様との相関関係から
違法性を判断していくことになり、具体的妥当性をもった弾力的な解決が得られることに′J:る。第二に、権
利の生成過程を見ると、まず不法行為による損害賠償を乾めるという形で消極的な保護が与えられ、次第に
それが生長して権利としての積極的な主張が酷められるということが多い。そうだとすれば、不法行為の場
合まで一律に権利としてまとめることに、あまりこだわらない方が、適当ではないかと思われる。これらの
理由から、私は、違法性の理輪の方がすぐれていると考える。」
85 加藤・不法行為106乱しかし、中村哲也教授は、相関関係税の学説史的位置づけについて、 r通説である(あ
るいは、あった)とされる我妻相関関係絵は、加藤説によって再登場するまで、既にそれ以前にも通説とされ
ることもあったが、実際には、必ずしも学説による広い支持をうけていたわけではなかった」と説いている。
(中村哲也r民法709条の一般条項化と個人の利益‑相関関係論の学説史的位置づけを中心として」新潟大
学法政理論15巻2号1983年40頁)、また、 r司論文81京<・.教授は、戦前から戦後に至るまで、多種多様の学
説を整理、分析しながら r我妻相関関係税は、たしかに、それをほぼそのまま受け入れた学説もあったが、多
くは支持を表明しておらず、必ずしも通脱的位置を得たわけではなかった」と結論づけられた。
37 中村・前掲(注86) 86頁参照。
88 五十嵐清r違法性」柚木馨〔ほか〕縮『判例演習債権法2 (増補版)J (有斐閣. 1973年) 198頁以下参照。
「権利侵害」を r違法性」 ‑の催換えという見解がはじめて登場したときにも、鳩山博士が同じ見解を主張
していた(鳩山秀夫・前掲(注79) 844貢)0
39 柳沢弘士r不法行為法における違法性」私法28号(1966年) 125貢参照。
90 広中俊雄『債権各論沈義』第5版(有斐閣、 1979年) 446頁。
91平井・不法行為22‑23参照。 r違法性」に関する伝統的不法行為理絵は崩壊していると評価すべきである。
‑‑ 「違法性」概念は、不法行為上の械能に着目すれ!・:、①709灸のr権利」の要件を拡大するという機能、
②ドイツ民法におけると同様に過失と対比された客観的要件としての権能、の二つを担ったと解されるべき
である。ところが、 r権利侵害から違法性‑」の命題が定着するとともに、①の機能を担ったr違法性」概念
はその役割を果たし終わったと考えられる。 ‑その結果、不法行為の成立を限定する機能の大部分はr権利
侵害Jではなく、 「過失」の要件に挙げて求められることとなった。したがって「過失」は単なる心理状態な
いし主観的要件ではなくなり、不法行為が成立したかどうかという判断一般を含む高度に法的かつ規範的概
念に転化した。 ①②の機能をともに喪失した r違法性」概念が判例上用いられることが少なくないのは、こ
こに理由がある。
平井教授の主張には、述べている理由から必ずそういう結論が出るという文理上の筋に対する理解しかた
いところが少なくないと思われる。まさに「過失」こそが、変質してしまって、 「違法性」の役割を意味して
いるではないであろうか。
92 沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得.不法行為』 (有斐閣、 1993年) 93頁参照。
93 幾代‑徳本・不法行為法110貢参照。
94 前田・不法行為法73貢以下。
95 加藤・不法行為124貢参照。
95 判例は、粁余曲折を経たあと、財産的損害(逸失利益) ・非財産的損害(慰軒料)のいずれを問わず、直接の
被害者が損害賠償請求権を取得し、相続人;.;これを相続するという相続構成をとる(大判大正15‑ 2 ‑ 16民
集5巻150貢、最判昭和42・11・1民集21巻9号2249頁)e近時の多くの学説は、遺族‑扶養請求権喪失等
に伴う固有の損害賠償請求権を醒める相続否定説を採る(中井絹・不法行為法76貢等参照)0
97 大判昭和15・2・16新聞4536号10頁。
93 最判昭和44・9・26民集23巻9号1727貢、最近ではセクシュアル・ハラスメントが社会の関心を集めてい
る(福岡地判平成
4・16判例時報1426号49貢)0
99 身体的自由の侵害とは、例えば、監禁などにより身体を拘束することが典型的な事例であるが、その他、公
道の通行を妨害した行為を違法とした判例がある(最判昭和39・1・16民集18巻1号l頁)。
100 詐欺や強迫による意思決定の自由を侵害を精神的自由の侵害に当たるとした例がある(大判昭和8・6・
8新聞3573号7頁)。
101大判明治39・2・19民録12輯226貢によれば、名i.とは「各人ガ其品性徳行名声借用等二付キ世人ヨリ
相当二受クベキ声価」をいう。名誉侵害とはそのような人の社会的評価を低下させる行為である。これは、
個人的人格利益の侵害であると同時に、社会的人格利益‑の侵害でもある。
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102 東京地判昭和39‑ 9 ‑28下民集15巻9号2317貢C プライバシー権とは、 r私生活をみだりに公開されな
いという法的保障ないし権利」である。一般的には. rひとりにしておいてもらう権利(righttobeletalone)」
であり、名誉侵害と違って.真実を公表した場合にもプライバシー侵害による不法行為は成立しうる。
103 氏名権・肖像権・著作権の侵害も個人的人格利益‑の侵害となる。他人の氏名や肖像の使用に関し、本人
の承諾がなければ.違法性を帯びる。これらの侵害は人格権の侵害をなすが、同時に今日の経済社会におい
ては,経済的利益の侵害としての意味を持っている。このような侵害と異なり、 「氏名を正確に呼称される利
益」が閉域となる。在日輯国人の氏名が放送の中で民族音ではなく、日本語訳みされたことを違法だとして
訴えた事件で最高裁は、氏名を正確に呼称されることも不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益に属す
るとした(最判昭和63‑ 2 ‑16民集42巻2号27貢).
著作権の伎害については著作権法に具体的な規定が設けられる。著作権法18条、 19条、 20条により、精
神的創作物である著作権と並び、著作者の人格権(公表権、著作物‑の表示権、同一性保持権)が、毘めら
れている。
104 人々は、日常生活において.健康で文化的な生活を営むために様々の生活上の利益を享受している。とこ
ろが、曳代社会の産業の発達や、人口集中により環境破壊・近隣生活妨害が深刻化になってきた。初期の判
決として、大判大正
3・3民録25輯356頁〔惜玄公餅掛松事件〕。共同生活に伴う相隣関係について、日
照・通風妨害の閉域をとらえた初めての最T高裁判決(最判昭和47‑ 6 ‑27民集26巻5号1067頁)は、 r居
宅の日照.通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益」であり法的保護の対象となりうるとしている。
105 加藤・不法行為107貢参照。
106 四宮・不法行為320頁参照B
IO7 加藤・不法行為115頁参照。
108 大判大正
3・10刑録21輯279頁。吉村・不法行為法46頁参照。
109 吉村・不法行為法49頁参照。
110 加藤・不法行為132貢参照。判例としては、大判大正元年11・21刑録18輯1046貢、大判大正12
14民集2巻103頁。
111中井締・不法行為法93頁。
112 大判明治45・5
民録18輯454乱
113 最判昭和47・6・27民集26巻5号1067頁。
114 東京高判昭和53年10・11判例時報917号63頁等。
115 大判明治32・12・21民録5輯11巻88頁。
116 大判昭和5・2・1法律評論19巻民法659頁。
117 大判昭和11・1・31民集15巻116頁。
118 大判大正8‑10‑14民録25輯1815頁。
119 最判昭和52・10・25判例タイムズ355号260頁。
120 前田・不法行為法108頁参照。
121沢井・前掲(注92) 140頁。
122 加藤・不法行為38貢参照。
123 小高・行政法総輸174‑175貢参照。
124 塩野・行政法[1238頁.
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