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序論 

  

序論では、本稿の課題を設定し、本稿の主な研究方法である日本法との比較研究の意義

を確認する。その上で、本稿の構成を説明する。 

 

第一節 本稿の課題 

 

中国では、深刻な公害被害が生じているが、これに対する救済は不十分である。以下で

は、中国の公害の現状を説明した上で、訴訟による公害被害者の救済の現状を説明する。 

 

一 中国の公害1の現状 

 

中国は、1978 年の改革開放以来、経済の優先発展を国策として急速な工業化を促進して

きた2。中央政府は、電力・石・石炭・鉄鋼などの環境を汚染しやすい領域で、国有企業の

大規模化を助成する政策を採用してきた。独占的な地位を有する国有企業は、利潤の追求

を目的とし、汚染物質を処理せずに排出して環境を汚染してきた。地方政府も、経済を優

先する政策を採用し、環境保護を無視して「郷鎮企業」3の発展を促してきた。「郷鎮企業」

は、資金や技術面の制限があるため、環境を保護するための対策を講じずに生産を行って

きており、農村部の主要な汚染源となってきた4。他方、公害規制については、環境保護関

連法規の不備、環境保護関連投資の不足、公害行政の不在といった事態が続いてきた5。そ

のため、中国では、広範囲で深刻な公害がもたらされることとなった。 

                                                             
1本稿における公害の定義は、日本の公害対策基本法 2条に従う。本稿では、公害として、大気

の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下および悪臭のみを想定する。この中でも、日本お

よび中国では、工業の発展、特に化学工業の発展に伴い、大気汚染および水汚染が非常に深刻と

なり、深刻な被害をもたらしてきた。また、大気汚染および水汚染に関する公害訴訟が 

数多く存在する。そのため、本稿では、大気汚染および水汚染に限って検討を行う。 
21978年から 2013年までの 35年間、中国の GDPは、平均 9.2％という高度の成長を遂げてきた。

中国国家統計局「国民経済和社会発展統計公報」（1978〜2013）www.stats.gov.cn。 
31996年に公布された「郷鎮企業」法 2条においては、「郷鎮企業」は、農村集体経済組織ある

いは農民が主に出資して、「郷」「鎮」に設立された各種の企業であると規定されている。 
4森嶋彰「中国の環境状況の概要と中小企業政策－中小企業の公害問題－」人間環境学研究 2巻

2号 67頁以下（2004）。 
5王心芳「関与『国家環境保護「十五」計画』的説明」『環境保護』2002年 3期 22頁以下、包

茂紅[王燕訳]「中国環境政策の変遷と成果」龍谷 42巻 1号 168頁以下（2009）、中国環境保護

部「全国環境統計公報」（2001～2012年）www.zhb.gov.cn。 
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現在の中国では、大量の各種汚染物質が排出されており、汚染のレベルは相当高い6。ま

た、毎年、特別重大公害事件、重大公害事件を含めて、数多くの公害事件が発生している7。

たとえば、2005〜2011年、上海、浙江省、広東省、陝西省、四川省などで、27件の集団鉛

中毒事件が生じた8。また、2010年まで、「癌の村」「怪病村」が351箇所発見されている9。 

このように、中国では多くの被害者が深刻な損害を被っており、公害に関する紛争も急

増してきた10。しかし、公害被害者の多くは農民や漁民であり、権利意識が薄いため、訴訟

ではなく政府への訪問・投書などの解決手段を選んできた11。他方、地方政府の経済を優先

する政策、公害救済制度の不備、政府内部における公害救済機関の弱さといった事情によ

り、行政による救済はきわめて不十分である12。こうした事情を背景として、公害が原因で

あるデモ・暴動も、1996年から毎年29％の割合で増えている13。2005年から2012年10月まで、

中国環境保護部が対応したデモなどの事件は927件であり、そのうち、72件は重大な事件で

ある14。のみならず、公害は経済発展にも顕著な悪影響を与えるようになってきている。た

とえば、中国では、公害がもたらす損失は年々増加してきており、2009年には公害による

損失が9701.1億元にのぼった15。これは2009年のGDPの3.8％を占める16。そのため、公害被

害者に対する司法救済、特に不法行為法に基づく損害賠償訴訟が重視されるようになって

きている17。 

  

二 訴訟による公害被害の救済 

                                                             
6中国環境保護部「中国環境状況公報」（2011）www.zhb.gov.cn。 
7中国環境保護部・前掲注（6）（1990－2010）。「特別重大公害事故」、「重大公害事故」とは、

突発環境汚染事故の緊急性・結果の重大性により行われた分類である。 
8美国職業知識国際、北京地球村環境教育センター、公衆環境研究センター「中国鉛電池製造和

回収行業対健康和環境的影響」1頁以下（2011）www.ipe.org.cn。 
9「癌の村」は、癌の発病率が高い村（村は中国の最小の行政単位である）を指すものである。

「怪病村」は、認識できない病気が発病している村のことである。郭建光「河南瀋丘因汚染出現

癌症村 村荘人口負増長」中国青年報（北京）2007年 9月 26日参照。曹爍瑋「『癌症村』的困

惑与出路―以浙江蕭山塢里村為例」才智 2010年 19期 197頁以下、龔勝生＝張濤「中国「癌症村」

時空分布変遷研究」中国人口、環境与資源 2013年 9期 158頁。 
101980年代から 1997年まで、中国の環境紛争は毎年 10万件である。2005年に環境保護部門に

報告した紛争は 60万件以上である。斉樹潔＝鄭賢宇「環境訴訟的当事人適格問題」南京師大学

報（社会科学版）2009年 3期 38頁参照。 
11王姝「我国環境群体事件年均逓増 29％ 司法解決不足 1％」新京報 2012年 10月 27日｡ 
12曹鳳中＝姫慶「中国環境保護法体系的現状及発展」環境経済 2009年 71期 48頁以下参照。 
13王・前掲注（11）。 
14王・前掲注（11）。 
15中国環境保護部規劃院「2009年中国環境経済核算報告」www.caep.org.cn。 
16中国環境保護部規劃院・前掲注（15）。 
17中国環境問題研究会編『中国環境ハンドブック』151頁（倉倉社、2004）、王・前掲注（11）。

公害被害者に対する行政救済と司法救済の関係に関する詳細は、本稿では取り上げない。  
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中国法では、一般不法行為が成立するための要件として、加害行為、被害者の損害、加

害者の故意・過失、加害行為と被害者の損害との間の因果関係が必要だと考えられている18。

公害による損害賠償責任は無過失責任であると定められている19ので、公害訴訟においては、

加害行為、損害、因果関係が証明されれば、被告の損害賠償責任が認められる。しかし、

公害は被害が長期・広範囲・不特定の者にわたるという特質を有するのみならず、公害訴

訟における因果関係要件については鑑定による科学的証明が要求されているので、農民や

普通の市民である被害者にとって因果関係要件の証明は非常に困難である20。因果関係要件

の証明困難に対応するために、中国の公害訴訟においては、因果関係の証明責任を転換す

る制度が規定された21。 

他方、因果関係の証明責任の転換制度が規定された 1992 年以降 2007 年までの間に提起

された公害訴訟は 782件しかない22。これは膨大な公害紛争と比べるとわずかである。この

ように、因果関係の証明責任の転換制度の導入によっても、因果関係要件の証明困難は緩

和されたとはいえないように思われる。このように、中国では、公害訴訟における因果関

係要件の証明困難にどのように対応すればよいかという問題が非常に重要な課題となって

いる。本稿では、この課題について研究を進めたい。 

中国において公害訴訟が少ない原因としては、因果関係の証明責任の転換制度に問題が

あることのほかにも、いくつかの原因があると考えられる。たとえば、公害問題は複雑で

あり、当事者適格、訴訟理由、証拠などの判断が困難であることが少なくないため、中国

の裁判所は、訴え受理が事実上裁判官自由裁量に任されているという、訴え受理制度の不

備を利用して公害事件の訴えを受理しないことがしばしばあると指摘されている23。さらに、

                                                             
18楊立新『侵権法論（上）』人民法院出版社 2013年出版第 5版 197頁以下参照。下記第一章第一

節の一の 2（12頁）参照。 
191986年に公布された中国民法通則 124条には、公害による損害賠償責任が無過失責任であると

定められている。下記第一章第一節の一の 3（13頁）参照。 
20何英＝鄢斌「論環境侵権民事訴訟中的挙証責任分配」中国人口・環境与資源 2003年 5期 32頁

以下。 
21下記第一章第二節の一の１（24頁）参照。 
22呂忠梅「中国環境司法現状調査―以千份環境裁判文書為様本」法学 2011年 4期 83頁。  
23王・前掲注（11）。中国民事訴訟法 108条によって、訴えの提起の条件としては、原告が訴訟

に直接的利害関係をもつこと、具体的訴訟請求および事実、理由の明記が要求されている。すな

わち、裁判官は、訴状の記載内容等の形式のみならず、当事者適格、訴訟理由、証拠など裁判で

審理すべきことを判断しなければならない。他方、訴えに対する審理については、具体的基準が

設けられておらず、その判断は裁判官の自由裁量に任されている。そこで、裁判所は、訴えの提

起の条件を満たしていないとして、訴えを受理しないことがしばしばある。とりわけ、公害訴訟

は、高度の科学技術が含まれていて審理が難しいほか、地方経済に関心をもつ地方政府の影響を

受けやすいので、受理した場合、裁判官としては困難な状況に陥る可能性がある。このような理
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中国では、司法の独立が弱いため、裁判所は、当該地域の経済発展にかかわる公害事件を

審理する際に、地方政府から圧力を受けて被害者を敗訴させることもあったと指摘されて

いる24。本稿では、これらの問題については取り上げない。 

 

第二節 日本法の参照 

 

戦後、日本では、環境に配慮することなく高度経済成長政策、所得倍増政策、地域開発

政策などの経済を優先させる政策が実行されてきた25。その結果、環境を汚染しやすい重化

学工業が発展し、高度の経済成長が遂げられてきた26。そうした企業は、利潤を追求するた

めに、内部において生起した不経済な要素である廃液・ばい煙などを外部へ放出していた。

また、日本では、都市計画、環境保護、社会福祉などの政策が遅れた。このような経済を

優先させる政策が採用されたことに加えて、公害を規制する立法の立ち遅れ・未整備27、消

極的公害財政28、消極的公害行政29といった問題が見られたと指摘されている。その結果と

して、工場からのばい煙や排水などの排出量が増大し、広域的大気汚染や水質汚濁等の問

題を発生させた30。代表的な事件として、昭和 28年から 31年にかけて熊本県水俣市を中心

に発生した水俣病事件、昭和 30年頃から問題が表面化し始めた富山県の神通川下流域のイ

タイイタイ病事件、また、昭和 35 年頃発生した四日市喘息事件、そして、昭和 39 年から

40年にかけて新潟県阿賀野川流域に発生した第二水俣病事件がある。 

公害被害が深刻化する状況においても、日本政府および地方自治体は、企業優先の行政

                                                                                                                                                                                   
由から、受理されていない公害事件は多い。 
24中国では、司法の独立が弱く、行政が司法に介入することがしばしば見られる。たとえば、被

告汚染企業が当該地域の経済成長に不可欠であり、当該企業が倒産したら当地の経済発展および

政治の安定に大きな支障を来す場合、地方政府が裁判官に圧力をかけ、公害被害者を敗訴させる、

あるいは、低額の賠償を命じる判決を下させるなどといった事態がしばしば生じている。李娟＝

劉芳「我国環境侵権司法救済的現状与未来―従法社会学角度分析」2007年全国環境資源法学研

討会（年会）論文集（第三冊）1044頁参照。 
25清水嘉治『現代日本の経済政策と公害』19頁以下（汐文社、1973）参照。 
26清水・前掲注（25）19頁以下参照。 
27この点については、都留重人編『現代資本主義と公害』187頁以下（岩波書店、1968）、宮元憲

一「日本公害史論序説」彦根論叢 382号 8頁（2010）、宮本忠『公害と行政責任―四日市の場合』

119頁以下（河出書房新社、1976）、松本昌悦「公害問題と公害法（下の一）」中京 4巻 2号 70

頁（1969）、渡辺精一「自治体による公害行政の課題」ジュリ 458号 260頁（1970）参照。 
28たとえば、1970年には日本各地で公害が頻発したが、日本国の予算に着目しても、公害対策は

きわめて消極的にしか行われてこなかったということができる。たとえば、昭和 46年に、政府

が公害対策予算として計上したのは、一般会計で 923億円（前年度比 38.6％増）、財政投融資計

画で 1702億円（49％増）となっている。いかにも大幅に増加したようであるが、もともとの予

算が低いため、比率が上昇したように見えるだけである。清水・前掲注（25）169頁以下参照。 
29これについては、渡辺・前掲注（27）257頁、都留編・前掲注（27）197頁以下参照。  
30日本厚生省「昭和 44年版公害白書」第一章第二節深刻化する公害問題 www.env.go.jp参照。  
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を行い、被害者の救済にきわめて消極的であったため、公害被害者に対する行政救済は不

十分であった31。そのため、公害被害者は司法に助けを求めて一連の訴訟を提起した。そし

て、数多くの公害訴訟において原告が勝訴し、被害者の救済が遂げられることとなった。

たとえば、40 年も未解決だった公害の原点ともいえる水俣病問題については、訴訟こそが

水俣病問題を解決し被害者の救済のために中心的な役割を果たしたといわれている32。また、

日本では、公害訴訟、特に四大公害裁判において被害住民が勝訴した事実が、日本政府、

自治体に公害関係法あるいは条例の整備を促し、日本の公害問題の解決の出発点となった33。

たとえば、下記〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟において原告側が勝訴したことで、被害者救

済の緊急性が叫ばれるようになり、昭和 48年 10月に「公害健康被害補償法」（昭和 49年 9

月施行）が制定された。 

もっとも、日本においても、損害賠償請求訴訟の被害者が高度の蓋然性をもって因果関

係の存在を証明しなければならないと考えられている結果として、公害訴訟における因果

関係の証明が非常に困難になっていた。この問題について立法的な対応こそ行われていな

いものの、被害者を救済するためには因果関係の証明負担を軽減する必要があるという認

識の下で、証明度の軽減を認めようとする議論や、証明方法に関して、門前理論、疫学的

因果関係理論などの理論が提唱された。これらの理論は、公害訴訟においても用いられる

こととなり、因果関係の証明困難を緩和するにあたって大きな役割を果たしてきた。そこ

で、本稿では、日中両国の公害訴訟における因果関係理論を比較研究して、日本の理論を

参考にした上で、中国の公害訴訟における因果関係の証明困難を解決することを試みる。 

 

第三節 本稿の構成 

 

本稿の構成は以下のとおりである。 

第一章では、中国の公害訴訟における因果関係理論の課題を分析する。まず、序説では、

中国の公害状況および公害被害救済の状況を説明して、公害訴訟による被害救済が要請さ

れることを明らかにする。第一節では、中国での不法行為法における因果関係の要件に関

する議論を検討して、公害訴訟などの現代型訴訟における因果関係の証明困難を説明する。

                                                             
311960年代、公害が大きな社会・政治問題になったので、公害救済制度がようやく設けられた。

昭和 42年に公害対策基本法が制定されてから、公害に関連する法律の制定・実施が相次いだ。

また、昭和 44 年には「公害に係る健康被害の救済に関する法律」（昭和 45 年 2月施行）が公布

された。しかし、この法律は、社会保障の補完的な制度として、当面緊急を要する医療費（健康

保険の自己負担分）を給付するのみで、財産的損失に対する補償や慰謝料は含まれていなかった。 
32千場茂勝「水俣病解決と訴訟の役割」法時 68巻 10号 25頁（1996）。  
33畑明郎「イタイイタイ病加害・被害・再生の社会史」環境社会学研究 6巻 52頁（2000）。  
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その上で、第二節では、因果関係の証明責任の転換制度をめぐる立法および裁判実務を検

討し、その問題点を明確にする。そして、最後に第三節では、中国の問題を考えるにあた

って、日本の公害訴訟における因果関係理論を参考にすることができることを示す。 

第二章では、日本の公害訴訟における因果関係理論を検討する。まず、序説では、日本

の公害状況、公害被害者の救済状況および公害訴訟の機能を説明する。第一節では、日本

の不法行為の基本構造、および、因果関係要件をめぐる議論状況を確認する。その上で、

第二節では、公害訴訟における因果関係理論および裁判実務を分析する。ここでは、これ

らの理論がどのように因果関係の証明困難を緩和したかに着目して、証明度の軽減、証明

方法という二つの方向から日本における因果関係要件をめぐる議論状況を分析する。 

第三章では、日本の公害訴訟における因果関係理論が中国に与える示唆を検討する。日

本において提唱されている理論を検討した上で、それに基づいて中国の公害訴訟における

因果関係理論の問題を解決することを試みる。 

  



  7 
 

 

第一章 中国の公害訴訟における因果関係理論の課題 

 

本章では、中国における公害および公害被害者の救済の現状を説明する（序説）。その上

で、中国の不法行為法の構成および不法行為法における因果関係要件を検討する（第一節）。

そして、公害訴訟における因果関係の証明困難の対策として設けられた因果関係の証明責

任の転換制度を検討する（第二節）。最後に、中国の課題を明らかにした上で、当該課題を

解決するにあたって、日本法の理論を参考にすることができるか検討する（第三節）。 

 

序説  

 

中国では、経済の発展とともに公害が深刻な問題となってきている。公害被害者の多く

は、様々な財産的損害、あるいは、人身被害を受けてきた。これまで公害被害者は、主に

行政救済の道を選んで救済を求めてきたが、行政救済は不十分だと言わざるをえない。 

 

一 公害の状況 

 

ここでは、中国における1950年代から現在までの公害が深刻になってきた経緯を説明し

た上で、公害が生じた理由を確認する。 

中華人民共和国が成立した後、冷戦構造や旧ソ連との対立という軍事的、政治的緊張の

下で、中国は、軍事力強化や経済の急速発展のために、1950年代にソ連モデルを採用して、

重工業を優先的に発展させる政策を採用した。このため、重工業、特に重化学工業関連企

業の排出した汚染物質によって環境汚染が悪化した。代表的な事件として、1972年から1974

年にかけて発生した大連湾、松花江、北京官庁ダム汚染事件が挙げられる。 

そして、1978年に改革開放が行われてから経済を優先的に発展させるという国策の下で、

中国の中央政府は、環境保護を無視して、電力や石油、石炭、鉄鋼などの環境を汚染しや

すい領域において、国有企業の大規模化に助成を行うことによって急速な工業化を促進し

てきた。独占的な地位を有する国有企業は、大量の資源を消費し、粗い経営を特徴とする

伝統的な発展モデルを採用していた。また、国有企業においては、利潤の追求だけを目的

とした経営が行われ、その結果として、環境に対する配慮が不十分なまま、大量の汚染物

質が外部に排出され、環境汚染をもたらすことが多かった。 

さらに、経済発展、とりわけ GDP の成長率は、中国の地方政府幹部の評価のもっとも重
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要な指標になっている。そのため、地方政府は、経済発展の実績を上げるために、無計画

に企業、資本誘致を行って、「郷鎮企業」の発展を促してきた。「郷鎮企業」は、環境保護

策を講じることなく生産を行ってきたため、農村部における環境汚染の重要な原因となっ

てきた34。 

そのほかにも、改革開放以来 30 年間、中国は膨大な海外直接投資を誘致してきており、

その政策の結果、数多くの外資企業が中国に進出してきた。外資企業は、汚染産業を環境

保護レベルの低い中国に移転することを通じて、中国の環境汚染をもたらしてきた。これ

も、中国における公害発生の一因である。 

他方、中国政府は、環境汚染の存在を否定していたが、1970 年代に生じた大連湾、松花

江、北京官庁ダム汚染事件などをきっかけとして、環境汚染が深刻化していることを認識

するようになり、環境政策の制定と執行に動き始めた。この時期の中国の環境政策は初期

の形成段階にあり、主に行政手段を活用して、計画の方式により環境を改善しようとして

いた。しかし、文化大革命による政治情勢の混乱のため、こうした努力は、若干の地域と

若干の方面の汚染を押さえることに成功したものの、環境を改善するという大きな目標は

実現されなかった。1979年に「環境保護法（試行）」をはじめとして、汚染防止・環境保護

に関する法律が、次々と制定し公布されて、中国の環境政策が法律に基づいて行われるよ

うになってきた。しかし、中国中央政府および地方政府は、依然として経済発展を重視し

ており、経済発展と調和する限度において環境保護を行ってきたに過ぎない。そのため、

環境保護への投資は不十分であり、環境保護部門は十分な権力と地位を与えられていない35。

また、環境保護に関する法律には様々な欠点があると指摘されており36、適切な執行もなさ

れていないといわれている。地方政府も、地方政府の幹部の業績や地方財源の増加などの

利害が絡む結果として、企業による汚染物の排出を黙認・放置してきている。 

以上のような事情により、現在の中国では、各種の汚染物が大量に排出されており、広

範囲で深刻な公害が生じている。具体的には、大気汚染や水汚染などによる農林漁業の被

害、たとえば、工場の廃水の排出による漁業に対する被害、工場の排煙による農作物の減

産や枯死などの被害などを挙げることができる。さらに、大気汚染・水汚染による大規模

集団的被害、たとえば、上述した集団鉛中毒事件、「癌の村」「怪病村」なども発生してい

る。 

 

                                                             
34森嶋・前掲注（4）67頁以下。 
35包・前掲注（5）171頁、中国環境保護部・前掲注（5）（2008）。 
36包・前掲注（5）171頁、中国環境保護部・前掲注（5）（2008）。 
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二 公害被害者の行政救済 

 

中国では、公害の被害者の大半が農民である。彼らの権利意識は高くないため、多くの

公害被害者は、訴訟ではなく、「信訪制度」を利用して政府への訪問や投書などの解決手段

を選択している37。中国環境保護部が作成した「中国環境統計年報」の統計によると、環境

汚染をめぐる「信訪制度」を利用した人数は、1995年以降毎年平均 10万人以上に及ぶ38。 

「信訪制度」とは、公民、法人その他の組織が、書簡・電子メール・ファクシミリ・電

話・訪問 （直接当局へ）などの方法で、人民政府の部局に対して問題状況の通告、意見提

案の申出、苦情の申立を行い、関係行政機関が法に則って処理する活動である（中国信訪

条例2条）。苦情の対象者たる組織、機関、個人は、各レベルの人民政府、人民代表大会常

務委員会、人民法院、人民検察院、下部機関である村民委員会、住民委員会など、多岐に

わたっている（信訪条例14条、15条）。この制度は、人民政府（中央、市、 県など）と人

民大衆の間に緊密な関係を保持すること、苦情申立人の適法な権利と利益を保護すること、

社会の秩序を保つことを目的としている。 

県レベル以上の人民政府は、「信訪局」という苦情処理機関を設けている。各レベルにお

いて行政機関の責任者が直接申立人と面会する期日制度を設定している。苦情の処理は、

属地管轄でレベルごとに受理される。受理した機関は事案を登録し、15日以内に適法な機

関への申立変更を指示すること（人民法院など）、重大・緊急の事案を除いて転送すること、

転送先機関が15日以内に回答することが義務とされている。 

このように、公害被害者が「信訪」制度によって損害賠償を求める場合、公害に関する

紛争を処理する機関は地方政府である。しかしながら、上述のように地方政府は経済を優

先させる政策をとっており、しかも公害救済制度にも不備があるほか、政府内部において

公害救済を担当する機関の力が弱いため、行政救済はきわめて不十分なままである39。 

 

第一節 中国不法行為法の基本構造と因果関係の要件 

 

中華人民共和国が成立して以降、計画経済が実施され、中国における民事紛争は総じて

少なかった。また、中国では、旧ソ連の 1922年民法を基に、1956年に第一部民法典の草案

が起草された。しかし、その後、中国と旧ソ連の関係が悪化したため、第一部の民法典が

                                                             
37王・前掲注（11）。 
38中国環境保護部編「中国環境統計年報」（1995～2012）www.mep.gov.cn。 
39曹＝姫・前掲注（12）48頁以下参照。 
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公布されずに、廃案になった。1964 年に第二部の民法典草案が起草されたものの、内乱で

ある文化大革命が 10年間続いたため第二部の民法典も公布されることはなかった。そして、

1979 年に第三回の民法典の起草作業が再開されたが、1982 年に停止した40。このような状

況の中、1949年から 1986年まで、中国の民事紛争は民事に関する政策にしたがって解決さ

れた。1986 年になって、民事基本法として中国民法通則が公布されており、民事紛争を解

決する法律として位置づけられている。さらに、その後、本稿に関係する立法として、特

殊不法行為に関する規定を定める数多くの特別法も公布された。こうした立法の状況を踏

まえて、2009 年に不法行為に関する諸々の規定をまとめる法律として、中国侵権責任法が

制定・公布された。以下では、中国民法通則および中国侵権責任法を中心として、中国の

不法行為法の構造および一般不法行為の要件を確認しておく。 

 

一 不法行為法の基本構造 

 

中国では、民法通則およびその後に公布された侵権責任法は、一般不法行為と特殊不法

行為を並列するという構成を採用し、および、一般不法行為の成立要件に関して、類似の

規定を定めている。 

 

1 不法行為法の構造 

 

まず、中国民法通則および中国侵権責任法における不法行為法の基本構造を確認してお

く。 

 

（1）中国民法通則における不法行為法の構造 

 

1979 年以降、改革開放の経済政策が実施され、商品生産と商品取引が発展していく状況

で、第三回の民法典の起草作業が再開された。しかし、その頃、中国は、改革開放の初期

の段階にあり、市場経済の体制が整備されておらず、民事裁判の経験の蓄積が足りなかっ

たため、1982 年に民法典の起草作業が停止した。そのため、中国の立法機関は、民法草案

をもとにして、比較的争いが少ない制度を抽出する形で中国民法通則を制定した。 

中国民法通則は、全部で 9 章からなり、基本原則、公民、法人、民事行為、民事権利、

                                                             
40下記第一章第一節の一の 1（10頁以下）参照。 
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民事責任、訴訟時効、民事関係などの民法の基本原則および基本制度を規定している41。し

たがって、中国民法通則は、民法典総則および民法典各編の概要であり、民事基本法と位

置づけられている。 

中国民法通則第 6 章民事責任は、第一節 106 条 2 項において一般不法行為に関する規律

を定めている。同法第 6章第三節 121～127条および 133条は、特殊不法行為に関する規律

を定めている。 

 

（2）中国侵権責任法における不法行為法の構造 

 

中国では、民法通則が公布された後、環境保護法、固体廃棄物汚染環境防止法、水汚染

防止法、製品質量法、国家賠償法、道路交通安全法などの特別法が公布された。また、中

国の最高人民法院は、不法行為について「民事侵権精神損害賠償の確定に関する若干問題

の解釈」（2001）、「人身損害賠償に関する若干問題の解釈」（2003）、「最高人民法院の中国

民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」（1992）、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関す

る若干規定」（2001）、「証券市場の虚偽陳述の民事賠償案件の審理に関する若干規定」（2001）、

「会計士事務所の会計業務における民事侵権賠償案件の審理に関する若干規定」（2007）等

を続々と公布した。しかも、経済の発展とともに、中国の民事訴訟の数は非常に増えてお

り、民事裁判例が数多く蓄積されてきた。こうした動きを踏まえて、2009 年に中国侵権責

任法が制定され、公布された。 

中国侵権責任法は、新しく制定された法律ではなく、中国民法通則をもとに、現存の不

法行為に関する規定をまとめて、中国民法通則の規定を具体化し、補完したものとして位

置づけられる。そのため、中国では、中国全国人民代表大会が民事基本法を制定し、改正

する権限を有しているが、中国全国人民代表大会の常務機構である中国全国人民代表大会

常務委員会において中国侵権責任法は審議され、議決された。侵権責任法という名称は、

中国民法通則第 6 章民事責任という名称を受け継いだものであり、その内容は、中国民法

通則および他の不法行為に関する法規から受け継いだものである。 

中国侵権責任法は、附則を含めると全部で 12 章 92 条からなる。同法第 6 条 1 項は一般

不法行為に関する規定であり、同法 5～11 章において特殊不法行為に関する規律が定めら

れている。 

                                                             
41民法通則は、全部で 9章 156条からなり、1章は原則規定、2章～3章は民事主体に関する規定、

4章は民事行為に関する規定、5章は民事権利に関する規定、6章は民事責任に関する規定、7

章は訴訟時効に関する規定、8章は国際民事関係の法律適用に関する規定である。9章は附則で

ある。 
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このように、中国侵権責任法は、中国民法通則の構造を受け継いで、一般不法行為と特

殊不法行為を並列する構造を採っている。もっとも、中国侵権責任法に規定されている特

殊不法行為の種類は、中国民法通則とは異なっている。 

 

2 一般不法行為の成立要件 

 

次に、中国民法通則および中国侵権責任法の一般不法行為の成立要件に関する規定を確

認した上で、中国民法通則および中国侵権責任法の適用関係を確認しておく。 

 

（1）中国民法通則および中国侵権責任法の規定 

 

中国民法通則 106 条 2 項、中国侵権責任法 6 条 1 項は、一般不法行為の成立要件を規定

している。 

 

 〈中国民法通則 106条 2項条文〉  

公民、法人は故意・過失によって国家、集団の財産、あるいは他人の財産・人身を侵

害した場合、民事責任を負うべきである。 

 

〈中国侵権責任法 6条 1項条文〉 

行為者は、故意または過失により、他人の民事上の権利または利益を侵害した場合、

その権利または利益侵害の責任を負わなければならない。 

 

中国民法通則 106 条 2 項および中国侵権責任法 6 条 1 項によると、一般不法行為の成立

要件として、加害者の加害行為、被害者の損害、加害者の加害行為と被害者の被害との間

の因果関係、加害者の故意・過失が挙げられる42。 

 

（2）中国民法通則および中国侵権責任法の適用関係 

 

このように、中国民法通則および中国侵権責任法の両方が一般不法行為に関する規律を

                                                             
42張新宝『侵権責任法原理』中国人民大学出版社 2005年出版 47頁以下、程嘯『侵権行為法総論』

中国人民大学出版社 2008年版 162頁以下、王利明『侵権責任法研究（上巻）』中国人民大学出版

社 2011年出版 279頁以下。  
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定めており、両者は現行法である。そのため、両者の適用関係を確認しておく必要がある

だろう。 

中国民法通則には、民法総則の内容もあるし、民法各編（物権法、契約法、不法行為法

など）の内容もある。これに対して、中国侵権責任法は、中国民法通則第 6 章民事責任に

おける不法行為に関する規定を具体化し、補完するものである。したがって、中国民法通

則が一般法であり、中国侵権責任法が特別法であるという関係に立つ。法律の適用に際し

ては特別法が優先するという原則によると、不法行為責任に関しては、中国侵権責任法が

中国民法通則に優先して適用されることになる。中国侵権責任法に規定がない問題につい

ては、中国民法通則の規定が適用される。 

 

3 特殊不法行為の成立要件 

 

中国民法通則 121～127条・133条43、および、中国侵権責任法 5～11章は、公害、医療過

誤など 10種類の特殊不法行為に関する規律を定めている。これらの特殊不法行為は、過失

の有無を基準として、過失推定責任不法行為、無過失責任不法行為に分類できる。以下で

は、過失推定責任不法行為、無過失責任不法行為の要件を検討する。 

 

（1）特殊不法行為の成立要件（その一）――過失推定責任 

 

中国侵権責任法 6 条 2 項は、過失推定責任不法行為の要件を規定している。その条文は

次のとおりである。 

 

〈中国侵権責任法 6条 2項〉 

法律の規定に従い行為者に故意・ 過失があることが推定される場合、行為者は自己に

故意または過失がないことを証明できなければ、被害者の権利または利益の侵害責任

を負わなければならない。 

 

                                                             
43民法通則 121条は、国家公務員の権利侵害責任について規定しており、122条は製造物責任、

123条は高度危険作業責任、124条は公害責任、125条は施工による損害の責任、126条は工作物

責任、127条は動物による損害の責任について規定している。また、同法 133条は責任無能力者

の監督義務者の責任について規定している。侵権責任法 5章は、製造物責任に関する規定であり、

6章は交通事故責任に関する規定、7章は医療過誤責任に関する規定、8章は公害責任に関する

規定、9章は高度危険作業責任に関する規定、10章は動物による損害の責任に関する規定、11

章は工作物責任に関する規定である。 
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この条文によれば、過失推定責任不法行為の成立要件は、一般不法行為と同様に、加害

者の加害行為、被害者の損害、加害者の加害行為と被害者の損害との間の因果関係、加害

者の故意・過失である。 

中国の不法行為法において過失推定責任とされているのは、国家公務員の権利侵害責任

（中国民法通則 121条）、施工責任（中国民法通則 125条）、工作物責任（中国民法通則 126

条、中国侵権責任法 11章）、責任無能力者の監督義務者の責任（中国民法通則 133条）、医

療過誤責任（中国侵権責任法 7章）である44。 

 

（2）特殊不法行為の成立要件（その二）――無過失責任 

 

中国民法通則 106 条 3 項および侵権責任法 7 条は、無過失責任不法行為について規定し

ている。その条文は次のとおりである。 

 

〈中国民法通則 106条 3項〉 

故意・過失がなくても、法律が民事責任を定めている場合、不法行為の民事責任を負

うべきである。 

 

〈中国侵権責任法 7条〉 

行為者が他人の民事権利または利益を侵害した場合、法律が行為者の故意・過失の有

無を問わず、行為者が権益侵害責任を負わなければならないと定めるなら、その規定

に従う。 

 

これらの条文によると、無過失責任不法行為の成立要件は、加害者の加害行為、被害者

の損害、加害者の加害行為と被害者の損害との間の因果関係のみである。 

無過失責任とされているものとして、公害責任不法行為（中国民法通則 124 条、中国侵

権責任法 8 章）をはじめとして、製造物責任不法行為（中国民法通則 122 条、中国侵権責

任法 5 章）、高度危険作業責任不法行為（中国民法通則 123 条、中国侵権責任法 9 章）、動

物による損害の責任不法行為（中国民法通則 127条、中国侵権責任法 10章）が挙げられる

45。したがって、本稿で取り上げる公害を理由とする不法行為責任の成立要件は、加害行為

のほか、損害と因果関係である。 

                                                             
44楊・前掲注（18）606頁以下。 
45楊・前掲注（18）711頁以下。 
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（3）中国民法通則および中国侵権責任法の適用関係――公害訴訟を例として 

 

前述したとおり、特別法である中国侵権責任法は、一般法である中国民法通則に優先し

て適用される。本稿で取り上げる公害については、中国民法通則 124 条において公害責任

は無過失責任であると規定されており、中国侵権責任法 65 条も同様の規律を定めている。

したがって、公害訴訟においては、特別法である中国侵権責任法 65条が適用されることに

なり、同条が損害賠償責任の根拠条文になる。 

 

二 中国法における因果関係理論――必然的因果関係理論 

 

前述したとおり、中国の不法行為法においては、因果関係が不法行為責任の成立を認め

るための不可欠の要件である。この因果関係要件については、中国では、旧ソ連から継受

した哲学上の因果関係理論である、必然的因果関係理論が通説となっている。しかし、1980

年代末から、中国では、経済が発展するにつれて複雑な民事紛争が増えてきた。こうした

状況の中、公害訴訟をはじめとして、数多くの現代型不法行為訴訟において必然的因果関

係理論による因果関係判断の硬直性が顕在化するようになっていた。そのため、被害者を

救済するために、必然的因果関係理論による因果関係の認定を緩和する要請が高まってき

た。こうして、旧ソ連から継受した必然的因果関係理論を批判し、大陸法あるいは英米法

の因果関係理論を中国に導入する動きが見られるようになった46。そして、次第に、社会通

念を基準として因果関係の有無を判断する相当因果関係理論が広い支持を集めるようにな

ってきている47。また、アメリカの因果関係二分法が不法行為法における因果関係理論とし

て採用されるべきだと主張する学説も有力である48。しかしながら、裁判実務においては、

相変わらず必然的因果関係理論が採用されている状況にある。そこで以下では、必然的因

果関係理論について検討する。 

 

1 必然的因果関係理論の継受 

 

中国では、数千年間にわたって封建制度および零細規模の家族経営農業が続き、商品経

                                                             
46梁慧星「雇主承包廠房拆除工程違章施工致雇工受傷感染死亡案評釈」法学研究 1989年 4期 48

頁以下。 
47邱雪娥「浅析相当因果関係」法制与社会 2012年 12期 20頁。  
48程・前掲注（42）263頁参照。 
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済が発展することがなかったため、現代的な民法が産み出されることはなかった。1927 年

に成立した南京国民政府は、日本経由でドイツ法の影響を強く受けた「中華民国民法」を

公布したが、日本の侵略や国共内戦によって安定した環境が与えられなかったために、実

際には中国の全土に根付くことがなかった。そして、1949 年に、社会主義国としての中華

人民共和国が建国されると、国民党が統治した旧中国と区別するために、国民党時代の法

律制度および法学理論は「旧法」と呼ばれ、すべて廃棄されることとなった。それと同時

に、西洋諸国は、社会主義国としての中国を封鎖し、外交関係を断絶した。政権を初めて

獲得した中国共産党には、法整備の経験が全くなかったため、同じように社会主義国とし

て成功した旧ソ連の民法を含む法学を全面的に継受するしか選択肢がなかった49。このよう

な状況において、中国は、旧ソ連の必然的因果関係理論を不法行為法の因果関係理論とし

て継受した。この理論は、数十年間にわたって通説としての地位を占めてきた50。 

 

2 必然的因果関係理論の判断枠組み 

 

必然的因果関係理論によると、哲学における因果関係理論を法学上の因果関係理論に持

ち込むべきであり、哲学上の因果関係理論と法的因果関係との関係は、一般と個別、普遍

と特殊という関係に立ち、法律上の因果関係理論は、弁証唯物論における因果関係理論に

基づかなければならず、法律上の因果関係の判断は、弁証唯物論における因果関係理論か

ら背離すれば、間違うことになる51。このような理解に立脚した上で、必然的因果関係理論

は、加害行為と損害結果との間に内在的に、本質的、必然的関連がある場合のみ、因果関

係が認められると主張している52。したがって、必然的因果関係理論によると、内在的に、

本質的に、必然的に結果を起こし、しかも、結果の発生に対して、決定的なもののみが原

因として認められる53。損害との間に外在的、非本質的、偶然的関係をもつに過ぎないもの

は、結果の発生に一定の可能性を提供するのみであり、結果との間に因果関係は認められ

ない54。また、結果を直接的に起こしたもののみが原因として認められ、第三者の行為、自

                                                             
49唐永春「蘇聯法学対中国法学消極影響的深層原因―従馬克思東方社会理論出発所作的分析」法

学研究 2002年 2期 158頁以下。 
50楊・前掲注（18）235頁。  
51魏振瀛「論構成民事責任条件的因果関係」北京大学学報:哲社版 1987年 3期 94頁参照。 
52王利明＝楊立新『侵権行為法』法律出版社 2005年出版 62頁。 
53張佩霖「民事損害賠償中的因果関係探疑」政法論壇 1988年 2期 26頁。 
54張・前掲注（53）26頁。 
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然的要因、被害者の行為などを介して結果をもたらしたものは、原因とは位置づけられな

い55。 

必然的因果関係理論においては、原因の必然性が強調される。この理論は、因果関係を、

人間の認識ではなく客観的に存在するものとして把握しており、主観的範囲に属する経験

則により因果関係の判断を行うべきではないと主張している。このような理解から、経験

則による因果関係判断が否定されている56。なぜならば、経験則による因果関係の判断を認

めることは、実際上人類の社会実践（社会実践とは一般に、自然や社会に対する人間の「働

きかけ」のことで、抽象的思弁としての理論に対比されることである。）の意義による因果

関係の判断を否定し、主観唯心論に陥るおそれがあり、誤判をもたらしやすいからである57。

こうした理解に立脚して、必然的因果関係理論は、科学技術による鑑定のみが事実をはっ

きりさせるものであり、鑑定によってのみ因果関係の存否を判断することができると主張

している58。たとえば、甲が口論の末、乙に蹴られて脛を骨折し、医療費および入院期間の

給料損失の賠償を求めて乙を訴えたという事案が取り上げられている。この事案において、

乙は甲を蹴っていないと反論したが、一審判決は鑑定を行うことなく、乙の責任を認めた。

二審裁判所は、甲の骨折が外力あるいは自力で捻り回すことしかもたらされない螺旋状骨

折であり、これは、甲が全身の力で乙を蹴ったが、慣性で骨が螺旋状に折れたことから生

じたという医学鑑定結果に依拠して、乙の責任を否定した。ここでは、一審判決は鑑定を

行っておらず判断を誤ったが、二審判決は鑑定を行っており、正しい判決を下したという

ことができる59。このように、必然的因果関係理論では、科学技術を利用した鑑定によって

しか真の因果関係を確定することができないと考えられている60。 

そして、必然的因果関係理論においては、原因と条件が区分される。原因は内在に、本

質的に、必然的に結果を起こす要因であり、結果の発生に対して、決定的なものである。

これに対して、条件は、損害結果との間に外在的、非本質的、偶然的関係をもつものであ

り、結果の発生に一定の可能性を提供するものである。原因と結果との間には因果関係が

認められるが、条件と結果との間には因果関係が認められない61。たとえば、甲が乙の馬に

軽いけがをさせたので、獣医の診断の後、乙は薬局で薬を購入したが、当該薬局は、薬の

飲用方法を告知しなかったのみならず、説明書も添付しなかった。その結果として、馬が

                                                             
55魏・前掲注（51）96頁以下。 
56余延満＝呉徳橋「也談民法中的因果関係－兼与梁慧星同志商榷」法律科学 1990年 3期 76頁。 
57余＝呉・前掲注（56）76頁。 
58張・前掲注（53）28頁。 
59張・前掲注（53）28頁。 
60張・前掲注（53）28頁。 
61張・前掲注（53）26頁。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%86%E8%AB%96
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薬を飲んだ後に死亡した。このようなケースにおいては、薬局の不作為が馬の死亡の決定

的な要因なのであって、甲の不法行為は条件に過ぎず、馬の死亡との間に因果関係は認め

られないと考えられている62。 

さらに、必然的因果関係理論は、結果を直接的に起こした要因である直接的原因と結果

との間に因果関係を肯定する一方で、第三者の行為、自然的要因、被害者の行為などを介

して結果をもたらした間接的原因と結果との間には因果関係を認めない63。また、一つの損

害をもたらした複数の原因がある場合、決定的に損害の発生を起こした原因が主要的原因

であり、それ以外の原因は副次的原因であるとされ、必然的因果関係理論は、主要的原因

と損害との間の因果関係のみを認める。これに対して、副次的原因と損害発生との間の因

果関係は認めない。 

 

3 必然的因果関係理論に対する批判 

 

近時は、必然的因果関係理論に対する批判も現れている。批判は、（1）哲学的因果関係

理論を法学に持ち込み、因果関係の必然性を要求することに対する批判、（2）因果関係の

判断を硬直化させ、法律の機能に反するという批判、および（3）必然的因果関係理論の判

断枠組みに対する批判に整理することができる。 

 

（1）因果関係の必然性に対する批判 

 

上述のとおり、必然的因果関係理論は、因果関係の必然性を強調している。その結果と

して、不法行為訴訟において鑑定による科学的証明を要求され、とりわけ現代型不法行為

訴訟における因果関係の判断が硬直的になっている64。たとえば、次のような事実がある。

被告張学珍が請け負った建物の取壊し工事の作業中に被告張学珍の過失により、アルバイ

トとして雇用された被害者張国勝にけがをさせた。被害者張国勝は入院したが、外傷より

半月後、敗血症になって死亡した。病院の治療には、医療過誤がなかった。この事件にお

いて、裁判所は被告に被害者の死亡について損害賠償責任を認めた。しかしながら、外傷

により敗血病に罹患して死亡したことは、必然的に生じる結果ではないので、必然的因果

関係理論によると、被告張学珍の過失による被害者張国勝の負傷は、被害者張国勝との死

                                                             
62張・前掲注（53）26頁。 
63魏・前掲注（51）97頁以下。 
64梁・前掲注（46）45頁以下が挙げる裁判例の出典は、中国最高人民法院公報 1989年第 1期で

ある。 
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亡との間に因果関係が認められないことになってしまう。また、後述のとおり、公害訴訟

をはじめとする現代型訴訟においては、必然的因果関係理論の下で、鑑定による科学的証

明が要求されることにより、因果関係の証明が困難となり、被害者の救済を図ることがで

きない場合が多い。 

 

（2）不法行為法の趣旨に反することに対する批判 

 

法律は、社会の様々な利益衝突を調整し、社会の公平・正義を守ることを本質とするも

のであり、裁判官は社会生活の共通ルール、公平・正義理念、公序良俗に基づき審判すべ

きである65。しかしながら、必然的因果関係理論は唯物論における因果関係理論を法律に持

ち込んで、因果関係の必然性を要求しており、これは、上述のような法律の本質に反する66。

また、不法行為法は、加害者が民事責任を負うか、どのような責任を負うかという問題を

判断するものであるため、原因と条件を区別する必要は必ずしもないと指摘されている67。

司法実務において、必然的因果関係理論によって、間接的因果関係、偶然的因果関係の存

在が否定され、民法の趣旨および社会の公平・正義に違反する不公平な結果がもたらされ

る場合があると指摘されている68。 

 

（3）判断枠組みに対する批判 

 

必然的因果関係理論に対して、条件、間接的原因、副次的原因の区分が難しいと指摘さ

れている。まず、条件も、間接的原因も、副次的原因も、結果の発生に対して決定的要因

ではない。また、条件は、常に間接的原因として現れるとも指摘されている69。すなわち、

①第三者の行為が介入して、損害結果がもたらされた場合、たとえば、運転手甲が丙をひ

いた後、運転手乙が丙をひいて丙を死亡させた場合、甲の行為は間接的原因でもあり、条

件でもある。②行為者の行為に自然的要因が介入して損害結果がもたらされた場合、たと

えば、甲が石で乙にけがをさせた後、乙がウイルスに感染して死亡した場合、甲の行為は

間接的原因であるとも、条件であるともいえる。③甲が乙の名誉を毀損して、乙が非難に

                                                             
65梁・前掲注（46）50頁。 
66梁・前掲注（46）50頁。 
67劉信平『侵権法因果関係理論之研究』法律出版社 2008年出版 138頁以下。 
68梁・前掲注（46）50頁。 
69魏・前掲注（51）98頁以下。 
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耐えられず自殺した場合のように、被害者の行為が介入して損害結果をもたらした場合も

同様である。 

 

三 因果関係の証明困難 

 

公害訴訟などの現代型訴訟においては、高度の科学技術を用いても、因果関係の存在を

証明できない場合が少なくない。中国では、民事訴訟の原則として、高度の蓋然性をもっ

て証明しなければならないとされている70が、鑑定は高度の蓋然性を証明する証拠方法の一

種でしかない（中国民事訴訟法 63 条）。しかし、上述した必然的因果関係理論の下で、公

害訴訟、医療過誤訴訟などの現代型訴訟においても、因果関係の存否の証明にあたっては

一般的に鑑定が要求されてきた。こうした因果関係理論の問題のほかにも、以下で見ると

おり「裁判官錯案追及制度」も裁判において鑑定が要求される原因の一つである。さらに、

証明責任制度の整備も、原告である公害被害者が鑑定によって因果関係の存在を証明しな

ければならないという結論に影響を及ぼしている。また、鑑定自体も、様々な問題がある。

こうした問題点があいまって、中国においては、公害訴訟などの現代型不法行為における

因果関係の証明が非常に困難となっている。 

 

1 証明責任制度の整備71 

                                                             
70〈「最高人民法院の民事訴訟証拠の若干規定」73条1項条文〉 

当事者双方が同一の事実について背反する証拠を提出したが、いずれの当事者も、相手の証拠

を否定する十分な証拠を提出できない場合、人民法院は、当該事案の状況を考慮して当事者の

一方が提供した証拠の証明力が相手方の提供した証拠の証明力より強いか否かを判断し、証明

力がより強い証拠にしたがって認定を行う。 

この条文は、明確に民事訴訟の証明度に関する規律を定めているわけではないが、中国の学説

は、この条文が中国の民事訴訟法における証明度に関して高度の蓋然性を要求している規定だと

解釈してきた。この点について、呂忠梅「環境侵権訴訟証明標準初探」政法論壇2003年5期31頁、

顧保軍「試論高度蓋然性証明標準的適用―基于対客観眞実証明標準的思考」北京郵電大学学報（社

会科学版）2007年4期73頁参照。こうした理解のほか、英米法の優越的蓋然性が採用されるべき

とする見解、多数の証明度が存するシステムが採用されるべきだと主張する見解、客観的眞実が

ふさわしいと主張する見解も存在する。 
71証明責任の概念に関して、中国の学説では、旧ソ連の理論の影響を受けて、証明責任とは当事

者が自らした主張事実について証拠を提出し証明する行為責任であるという、柴発邦教授が 198

1年に主張した見解が通説になっていた。1980年代後期、李浩教授が、証明責任には行為責任と、

事実の存否が真偽不明に陥った場合に証明責任を負う当事者が敗訴する結果責任という二つの

意味が含まれるとする二重概念説を提唱した。この説は、多くの学者の支持を得て、かなり有力

な学説となってきている。しかし、近年、行為責任と結果責任との差異が広く認識されてきてお

り、証明責任を行為責任と結果責任の二重概念として理解するのは、混乱を招くので、証明責任

は結果責任として理解するべきであるという見解が示されている。したがって、本稿では、証明

責任は事実の存否が真偽不明となった場合に証明責任を負う当事者が敗訴する責任という定義
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旧ソ連の法を継受した中国の民事裁判では、かつて職権主義が採用されていた。1982 年

に公布された「中国民事訴訟法（試行）」56条 2項には、裁判所が法的手続きにしたがって、

全面的、客観的に証拠を収集し、調査すべきであると定められている。こうした以前の制

度の下では、裁判所が職権によって証拠調べを行うので、証明困難が正面から問題となる

ことはなかった。 

しかし、中国では、1978 年に改革開放が実施されて以来、民事訴訟の数が増えてきた。

中国の司法統計データによれば、1979年の時点での民事訴訟は全国で 42万 208件あったと

ころ、1986年には 106万 8530件、1988年には 156万 123件と増えている72。こうした民事

訴訟の増加に伴い、職権主義の下で証拠調べを充分に行えない事態がしばしば生じるよう

になった。また、経済の発展にともなって、公害などの現代型訴訟も増加し、そのような

訴訟証の拠調べは非常に困難なものであった。このような状況の中、裁判所の負担が非常

に重くなり、審判の効率が低下していた。このため、証拠調べを当事者に移す必要が生じ

た。これに応じて、1980 年代末、職権主義から当事者主義への民事訴訟改革が行われるこ

とになった73。その上で、ドイツの法律要件分類説に基づく証明責任制度が「最高人民法院

の民事訴訟証拠に関する若干規定」2 条に採用された74。新たな証明責任制度の下では、公

害訴訟を含めて、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、原告が因果関係の証明

責任を負わなければならないことになった。 

 

2 「裁判官錯案追及制度」 

 

さらに、中国では、次のような理由からも、不法行為訴訟における因果関係の存否につ

いて鑑定による科学的証明が要求されている。 

中国では、1980年代の審判改革において、裁判官が独立に裁判するという司法の独立が

強化された75。他方、当時の中国は、社会主義計画経済から市場経済に移行しつつあり、社

                                                                                                                                                                                   
を採用したい。李浩「我国民事訴訟中挙証責任含義新探」西北政法学院学報 1986年 3期 43頁以

下、李浩『民事証明責任研究』法律出版社 2003年出版 1頁以下参照。また、「最高人民法院の民

事訴訟証拠に関する若干規定」2条 2項には、証明責任が行為責任と結果責任として定められて

いると理解されている。宋朝武「民事証明責任原理研究」99頁中国政法大学博士論文 www.cnki.

net(2006）参照。 
72北大法意「1950年―1998年民事案件一覧表」http://www.lawyee.net/OT_Data/Judicial_Stat

_Display.asp?StatID=2。 
73郭士輝「民事審判方式改革回眸」人民法院報 2008年 10月 20日。 
74宋・前掲注（71）104頁以下。 
75馬鉄軍「法官錯案責任追究制度反思与重構之浅析」6頁四川大学修士論文 www.cnki.net(2006）。  
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会において拝金主義が蔓延するようになった。また、当時の中国の裁判官は、法学教育を

受けたことのない軍人出身者が多かった。そのため、司法の独立は、司法の公正さを確保

しようとするものであったが、裁判官たちが不当に利益を得るために汚職をする危険を高

めることとなった76。そこで、裁判官に対する監督制度が、要請されることとなった。そこ

で、「実事求是」（事実に基づいて真実を求めること）という哲学理論および共産党の「有

錯必糾」（間違いを必ず修正すること）という政策の下で、司法の腐敗を抑止し、司法の

公正さを確保することを目指して、1990年代から「裁判官錯案追及制度」、すなわち、間

違った判決を下した裁判官に対して責任を追及する制度が実施されてきた77。 

こうした「裁判官錯案追及制度」の下で、裁判官たちは、責任の追及を受けることを避

けるために、不法行為訴訟において鑑定による証明を一般的に要求するようになった。本

稿が検討の対象にしている公害訴訟などの現代型訴訟においても、このような背景から広

く鑑定が要求されている。 

 

3 鑑定による科学的証明の要求およびその問題 

 

上述したとおり、中国では、必然的因果関係理論の影響の下で、因果関係の必然性とい

う視点が強調されてきた。このような理解から、因果関係について鑑定による科学的証明

が要求されてきた中国における鑑定には、次のような問題点を指摘することができる。 

 

（1）鑑定機関について 

 

中国では、許可された専門機関が司法鑑定を行うとされている。公害事件などの現代型

不法行為における因果関係は科学的に解明されないことが多いため、科学的に行われた鑑

定で因果関係を判断するには、専門性、信頼性の高い鑑定機関が必要である。実際、公害

事件などの現代型不法行為について科学的に鑑定を行うことができる鑑定機構の数は少な

い78。たとえば、公害に関する鑑定には、医学、環境学、化学、法医学などの様々な学問領

域の知識が必要である。しかし、中国では、公害鑑定の専門機構は設立されていない。裁

判実務では、公害に関する鑑定は、環境監測ステーションに委託されているが、環境監測

                                                             
76馬・前掲注（75）6頁。  
77馬・前掲注（75）3頁以下。  
78呂・前掲注（22）87頁。 
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ステーションは行政機関であるため政府の政策の影響を受けやすく、その鑑定の中立性に

は問題がある。 

 

（2）重複鑑定について 

 

中国では、次のように、重複鑑定がしばしば行われている79。当事者は、専門的問題を明

らかにするために、裁判所に鑑定を申請できる（中国民事訴訟法 76条 1項）。また、裁判

所は、専門的問題について鑑定が必要であると判断する場合、司法鑑定を行うことができ

る（中国民事訴訟法 76条 2項）。したがって、裁判実務では、原告、被告、裁判所は、そ

れぞれ異なる機関に司法鑑定を委託して、多数の司法鑑定結果が裁判に提出される。他方、

中国では、司法鑑定を再申請する回数が制限されておらず、不利な鑑定結果が出た当事者

は、司法鑑定を再申請することが多い。また、司法鑑定機関はそれぞれに独立しており、

優劣関係がないため、鑑定結論の証拠力は同等だとされている。そのため、多数の鑑定結

果が出された場合、いずれの司法鑑定結果を採用するべきかという困難な問題が生じる。 

 

（3）鑑定費用について 

 

中国では、司法鑑定の費用について基準が設定されている。しかし、公害などの現代型

紛争に関する鑑定は複雑であり、その費用も高い。そのため、費用を負担することが被害

者にとっては困難である。 

 

第二節 因果関係の証明責任の転換制度 

 

中国では、公害には次のような特質があると指摘されている。第 1 に、公害による被害

は多数の住民や地域社会におよび広がるため、被害者、加害者が多数存在しており、特定

することが不可能に近い80。第 2に、多くの場合、公害事件の加害者が企業であるのに対し、

被害者は、農民、漁民など普通の市民であるため、当事者の間に、資力、科学技術の知見、

情報などにおいて不平等性が存在する81。第 3に、公害は、通常、空気、水、土壌、生物な

どを媒介として、複雑な物理反応、化学反応あるいは生物変化を生じさせ、人々の接触な

                                                             
79呉高慶＝斉培君「論民事司法鑑定制度的修改与完善―以新『民事訴訟法』為視角」中国司法鑑

定 2012年 5期 5頁。  
80朱艶艶「論環境侵権民事訴訟中的挙証責任倒置」江西広播電視大学学報 2005年 2期 17頁。 
81朱・前掲注（80）17頁。 
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どを通じて、広い範囲で人身、財産に対する損害をもたらす82。とりわけ、多数の原因が集

積して一つの被害を生じさせることも多い。第 4 に、科学技術が未発達であるため、公害

の原因物質や、原因物質が損害をもたらすメカニズムが明らかでないことが多い83。そのた

め、こうした特質によって、汚染と被害との間の因果関係を科学的に証明することは非常

に困難だということができる。そのため、訴訟において被害者に鑑定による科学的証明を

要求することは、結果として、因果関係の証明を非常に困難にする。 

以上のような特質を踏まえて、中国では、公害訴訟における因果関係の証明困難の対応

策として、因果関係の証明責任の転換制度が規定されている。本節では、公害訴訟におけ

る因果関係の証明責任の転換制度の判断枠組みを検討した上で、その問題点を指摘する。

また、この問題点に対する学説の対応についても検討を行う。 

 

一 司法解釈および法規における因果関係の証明責任の転換制度 

 

中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度は、1992年からいくつかの司法

解釈84、法律において規定されてきた。以下では、因果関係の証明責任の転換制度が登場し

た経緯を確認した上で、その判断枠組みを確認する。 

 

1 因果関係の証明責任の転換制度の登場 

 

中国では、因果関係の証明責任の転換制度は、「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に

関する若干問題の意見」（1992年）および「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」

（2001年）、中国固体廃棄物環境汚染防止法（2004年）、中国水汚染防止法（2008年）に規

定されている。 

  

（1）「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74条 

  

                                                             
82王明遠『環境侵権救済法律制度』中国法制出版社 2001年出版 17頁以下。 
83徐貴瑶「環境侵権芻議」法制与社会 2010年 2期 245頁以下。 
84司法解釈とは、裁判における法律、法令の具体的適用に関する問題について、中国最高人民法

院が示す解釈である。裁判実務上、司法解釈は、中国の各級法院に拘束力があり、実際上法律と

同じように適用されている。もっとも、最高人民法院は立法機関ではない。また、「最高人民法

院の司法解釈工作に関する規定」5条には、司法解釈が法律効力を有すると定められているもの

の、ほかの法律には規定がない。こうした事情から、中国の司法解釈は法律ではないと考えられ

る。 
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〈「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74条〉  

訴訟中、当事者は、自ら提出した主張に対して、証拠提供の責任を負う。しかし、下

記の訴訟においては、原告が主張する事実を否定しようとする場合、被告が挙証責任

を負う。 

①製品製造方法の特許侵害訴訟 

②高度危険作業による損害の賠償訴訟   

③環境汚染が他人にもたらした損害の賠償訴訟 

④建築物、構築物又はその他の施設、およびそれに設置されている、掲げている物が

崩壊し、脱落し又は落下し、他人にもたらした損害の賠償訴訟 

⑤飼養している動物が他人にもたらした損害の賠償訴訟 

⑥法律の規定にしたがって、被告が挙証責任を負う訴訟 

 

中国では、1980 年代末、職権主義から当事者主義への民事訴訟審判改革において、当事

者の証拠調べ、証拠提出の責任が強調されるようになった85。こうした状況の中、1991年に

公布された中国民事訴訟法 64条は、当事者が自らの主張に対して証拠を提出する責任を負

うと規定した。そこで、公害訴訟における因果関係の証明困難に対応するために、1992 年

に公布された「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74 条 3 号

は、公害訴訟において被告は原告の不法行為の事実の主張を否定する場合、その事実の証

明責任を負うと規定された。 

「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74 条が因果関係の証

明責任について規定しているか否か、学説の理解は分かれている。否定的見解は、1991 年

に公布された中国民事訴訟 64条は、因果関係の証明責任ではなく、当事者は自分の主張に

対して証拠を提出する行為責任を負うと定めている規定であって、「最高人民法院の中国民

事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74 条 3 号は因果関係の証明責任の転換に関する

規定ではないと主張する86。これに対して、肯定的見解は、この条文には、因果関係の証明

責任の転換が明示されていないものの、公害被害者の救済を図る立法趣旨からして、同条

は因果関係の証明責任の転換制度に関する規定だと理解すべきであると主張している87。 

 

                                                             
85郭・前掲注（73）。 
86宋・前掲注（74）72頁以下。 
87張仲偉＝劉良東「浅議当前我国民事訴訟中挙証責任倒置理論的適用」社会科学家 2005年 10月

増刊 96頁以下、林漢沂「浅議環境汚染侵権案件的挙証責任分配制度」海峡科学 2007年 6期 149

頁、楊素娟「『挙証責任倒置』与『因果関係推定』―平湖『蝌蚪』索賠案之評析」中国環境報 2002

年 6月 22日参照。 
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（2）「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条 

 

〈「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条〉 

以下の不法行為法に基づく損害賠償訴訟において、当事者は、以下の規定にしたがっ

て証明責任を負う。 

①新製品の製造方法の特許による特許侵害訴訟においては、同様の製品を製造してい

る者は、その製品の製造方法が特許と異なることについて証明責任を負う。 

②高度危険作業が他人にもたらした損害賠償訴訟においては、加害者は被害者が故意

で損害をもたらした事実について証明責任を負う。 

③環境汚染による損害賠償訴訟においては、加害者が法律に定められている免責事項

およびその行為と損害結果との間の因果関係の不存在について証明責任を負う。 

④建築物、構築物又はその他の施設、およびそれに設置している、掲げている物が崩

壊し、脱落し又は落下し、他人にもたらした損害の賠償訴訟においては、所有者また

は管理人は、過失がないことについて証明責任を負う。 

⑤飼養動物による損害賠償訴訟においては、その動物の飼主または管理人は、被害者

または第三者に過失があることについて証明責任を負う。 

⑥製品の欠陥による損害賠償訴訟においては、製品の生産者は、法律に定められてい

る免責事由について証明責任を負う。 

⑦共同危険行為による損害賠償訴訟においては、行為者がその行為と損害結果との間

の因果関係の不存在について証明責任を負う。 

⑧医療行為による損害賠償訴訟においては、医療機関は、その医療行為と損害結果と

の間の因果関係の不存在および過失の不存在について証明責任を負う。 

関係法律において証明責任の分配について特殊の規定がある場合、その規定に従う。  

 

中国では、民事訴訟法および「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」が 1992

年に実施されてからおよそ 10年間、学説および裁判実務の経験が積み重ねられてきた。そ

して、民事訴訟法がより正確に実施されるように、最高人民法院は、これまでの裁判の経

験をまとめて、民事証拠に関する若干規定を制定し、公布した。その後、ドイツの法律要

件分類説に基づく証明責任制度が「最高人民法院の中国民事訴訟証拠に関する若干規定証

拠規定」2 条に採用された88。この制度によって、公害訴訟においても因果関係の証明責任

が原告の負担となった。そのため、因果関係の証明困難に対応するために、2001 年に公布

                                                             
88宋・前掲注（74）99頁。 
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された「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条 3号には、再び因果関係の証

明責任の転換が規定された。 

「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条 3号における因果関係の証明責任

の転換制度の根拠について、次のような見解が主張されている。 

まず、証明責任分配の原則である法律要件分類説を批判した上で、公害訴訟における因

果関係の証明責任の転換の正当性を唱える見解がある89。すなわち、法律要件分類説は 19

世紀に形成されたものであり、公害訴訟などの現代型訴訟を想定していない。また、法律

要件分類説は、法律規範の形式にのみ着目しており、証明の可能性および双方当事者間の

実質的公平・正義に配慮していない。公害訴訟においては、加害者は、被害者よりはるか

に証拠に接近しており、その技術力からしても、因果関係の存否をより容易に証明するこ

とができる。そのため、被害者に因果関係の証明責任を負わせると、被害者が証明困難あ

るいは証明不能に陥り、救済されないという事態が生じうる。これは司法の公正を損なう

と言わざるをえないため、公害訴訟においては、因果関係の証明責任を被告に転換するこ

とが要請される。 

また、証明責任の分配に経済利益原則を適用し、公害訴訟における因果関係の証明責任

の転換を正当化するという見解も現れている90。詳しく説明すると、次のとおりである。経

済利益は、不法行為により被害者の被った不利益の総和と不法行為により不法行為者の得

た利益を比較して算出される。前者が後者より大きい場合、経済不利益となり、証明責任

の転換が行われるべきだと考えられる。これを公害訴訟に当てはめると、公害事件では、

常に広い範囲の多数の国民が損害を受けうるのみならず、多くの場合、国民は生命・健康

に関する損害を被る。また、国の長期経済利益も害されうる。そのため、公害事件におけ

る不利益は、加害者企業が環境を汚染することから得る利益より大きいと考えられる。し

たがって、公害訴訟においては、因果関係の証明責任が被告に転換されるべきである。 

他に、公害訴訟における証明責任の転換制度の立法根拠が法的公平・正義にあると主張

する見解も存在する91。すなわち、公害被害者は、そもそも弱者であり救済されるべきであ

るので、証拠に近接する加害者たる汚染企業に証明責任を課さないと、被害者の救済を拒

否するに等しいことになり、不公正な結果がもたらされる。したがって、司法公正を図る

ために因果関係の証明責任が加害者に転換されるべきである。また、因果関係の証明責任

                                                             
89朱・前掲注（80）16頁。  
90陳瑤瑤「『挙証責任倒置』在環境侵権訴訟中的理解和適用」雲南電大学報 2007年 2期 87頁。 
91袁東＝龔桂紅「如何理解環境汚染侵権訴訟中的挙証責任倒置問題」江蘇環境科技 2005年 18巻

増刊 188頁、葛海涛「環境侵権証明責任分配之案例分析」19頁以下西南政法大学法律修士論文 

(2010) www.cnki.net参照。 
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を加害者に転換して加害者に賠償責任を負わせることにより、汚染に伴うコストを増やす

ことが環境の保護につながると主張する見解もある92。さらに、効率的な訴訟の運営という

観点からも、証拠に接近した地位にある加害者たる汚染企業に因果関係の証明責任を負わ

せるべきであると主張する見解もある93。 

 

（3）中国固体廃棄物環境汚染防止法 86条・中国水汚染防止法 87条 

 

中国では、環境保護法が 1989年に公布された後、特別法として水汚染防止法、大気汚染

防止法、固体廃棄物環境汚染防止法などが公布され、改正されてきた。そのうち、中国固

体廃棄物環境汚染防止法 86 条・中国水汚染防止法 87 条は、因果関係の証明責任の転換制

度を規定している。2014 年には大気汚染防止法が改正される予定であり、同法においても

因果関係の証明責任の転換制度が規定されることが、期待されている。 

 

〈中国固体廃棄物環境汚染防止法 86条〉 

個体廃棄物がもたらした環境汚染による損害賠償訴訟においては、加害者が法律に定

められている免責事由およびその行為と損害との間の因果関係の不存在について証明

責任を負う。 

 

〈中国水汚染防止法 87条〉 

水汚染による損害賠償訴訟においては、汚染者が法律に定められている免責事由およ

びその行為と損害との間の因果関係の不存在について証明責任を負う。 

 

中国固体廃棄物環境汚染防止法は行政法規であるが、第 5 章「法律責任」は、中国固体

廃棄物による環境汚染の民事責任、行政責任および刑事責任を規定している。また、同法

は、2004年に改正された際に、86条において公害訴訟における因果関係の証明責任の転換

制度を規定した。 

2008年に改正された中国水汚染防止法も行政法規であり、第 7章「法律責任」87条にお

いて、水汚染の民事責任について因果関係の証明責任の転換制度が規定されている。 

 

（4）中国侵権責任法 66条 

                                                             
92胡中華「環境汚染侵権責任成立的挙証責任分配」法学雑誌 2005年 5期 131頁。 
93葛・前掲注（91）20頁以下参照。 
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前述したとおり、中国侵権責任法は、不法行為に関する規定をまとめた法律である。中

国侵権責任法 66条は、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条に定められた

公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度の規定を受け継いでいる。 

 

〈中国侵権責任法 66条〉 

環境汚染による損賠賠償訴訟においては、汚染者は法規に定められている免責または

減責の事由、およびその行為と損害との間の因果関係の不存在について証明責任を負

う。 

 

不法行為の一般法として 2009年に公布された中国侵権責任法においては、環境汚染によ

る不法行為が特殊不法行為の一つとして規定されている。中国侵権責任法 66条も、公害訴

訟における因果関係の証明責任の転換を規定している。 

 

（5）因果関係の証明責任の転換制度に関する法の適用関係 

 

中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度は、「最高人民法院の中国民事訴

訟法の適用に関する若干問題の意見」および「証拠規則」という司法解釈に規定されてか

ら、中国固体廃棄物汚染環境防止法および中国水汚染防止法という環境保護法の特別法へ、

さらに一般法である中国侵権責任法に規定されるに至っている。このように、証明責任の

転換制度が規定される法規範のレベルが高くなってきている。こうした事実も、中国にお

ける公害被害救済に関して、公害訴訟の役割がますます重視されていることを示している

ということができる。 

以上、見てきたように、中国では、因果関係の証明責任の転換制度に関する規定が現行

法として複数存在する。これらの規定の適用関係は次のとおりである。 

まず、「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」は 1992 年に公

布されており、同 74条は、1992年から 2002年の間、公害訴訟における因果関係の証明責

任の転換制度の根拠条文になっていた。その後、2002 年に「最高人民法院の民事訴訟証拠

に関する若干規定」が公布された。法律適用において新法が優先するという原則によると、

2002年以降、公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度の根拠条文は、「最高人民法

院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条だということになる。 

そして、2009年に中国中国侵権責任法が公布され、2010年に施行された。中国侵権責任
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法は、中国全国人民代表大会常務委員会で議決された法律であり、最高人民法院が制定し

た司法解釈である「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」より上位に位置づけ

られる。したがって、法の適用に関して上位の法が優先するという原則によると、2010 年

以降、公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度の根拠条文は、中国侵権責任法 66

条になる。 

最後に、中国固体廃棄物環境汚染防止法および中国水汚染防止法は、環境保護を目的と

する特別法であり、その適用範囲は限定されている。また、法の適用に関して上位の法が

優先するという原則によると、中国固体廃棄物環境汚染防止法および中国水汚染防止法は、

中国全国人民代表大会常務委員会で議決された法律であり、最高人民法院が制定した司法

解釈の上位に位置づけられるので、優先して適用されることになる。また、法の適用に関

して特別法が優先するという原則によると、中国固体廃棄物環境汚染防止法および中国水

汚染防止法は、一般法である中国侵権責任法に優先して適用される。したがって、固体廃

棄物による環境汚染に関する公害訴訟においては、1992年から 2002年の間は「最高人民法

院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74条、2002年から 2005年の間は「最

高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4 条、2005 年以降は中国固体廃棄物環境汚

染防止法 86条が、因果関係の証明責任の転換の根拠条文になる。水汚染に関する公害訴訟

においては、1992年から 2002年の間は「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若

干問題の意見」74 条、2002 年から 2008 年の間は「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する

若干規定」4条、2008年以降は中国水汚染防止法 87条が、公害訴訟における因果関係の証

明責任の転換の根拠条文になる。 

 

2 小括 

 

本款において取り上げた司法解釈および法律は、証明責任制度によって公害被害者が因

果関係の証明責任を負うことでもたらされる不公正を防ぐためのものである。ここまでの

条文の文言を見る限り、一連の因果関係の証明責任の転換制度は、被告が因果関係の不存

在を証明できない場合、因果関係の存在が認められるという枠組みを採用しており、これ

は一段階判断枠組みと呼ぶことができる94。 

 

二 学説における因果関係の証明責任の転換制度の判断枠組み 

 

                                                             
94王利明「論挙証責任倒置的若干問題」広東社会科学 2003年 1期 152頁。 
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前款において見たように、一連の司法解釈および法規の条文においては、因果関係の証

明責任の転換制度について一段階判断枠組みが規定されているということができる。これ

に対して、学説および裁判実務では、いわば二段階判断枠組みと呼ぶべき枠組みが広く採

用されている。以下では、司法解釈および法規の文言や、立法経緯、学説などを踏まえて、

この点について分析する。 

 

1 一段階判断枠組みに対する批判 

 

中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度に関する一段階判断枠組みは、

様々な観点から批判されている。 

 

（1）訴訟権の濫用について 

 

まず、一段階判断枠組みによると、被害者が因果関係の存在について証明しなくてもよ

く、被害者が訴訟を起こすコストが大幅に低減するため、被害者として加害者を訴えるこ

とが容易になり、訴訟権を濫用する可能性が高くなると指摘されている95。もし、公害訴訟

が多数起こされるなら、企業側は因果関係の不存在について過重な証明負担を負わなけれ

ばならなくなり、企業の経営に伴うコストとリスクが増えていく96。これは、企業の発展に

不利益をもたらすのみならず、中国の経済発展にも悪影響を与えると指摘されている97。 

 

（2）証拠収集の懈怠について 

 

また、被告が因果関係の不存在を証明するという判断枠組みによって、かえって、原告

の敗訴を招くおそれがあると指摘されている。なぜなら、この判断枠組みの下では、被害

者は因果関係の存否に関する証拠の収集を怠ることになりかねず、被告が因果関係の不存

在を推認させる証拠を提出した場合に、原告として反証する証拠を提出することができな

くなるからである98。 

 

                                                             
95謝偉「環境侵権訴訟挙証責任研究」中国環境管理 2004年 4期 22頁、陳・前掲注（90）88頁。

劉英明「環境侵権証明責任倒置合理性論証」北方法学 2010年 2期 105頁。 
96謝・前掲注（95）22頁、劉・前掲注（95）105頁。 
97謝・前掲注（95）22頁。  
98林・前掲注（87）149頁参照。 
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（3）因果関係認定の曖昧さについて 

 

さらに、一段階判断枠組みにおいては、被告が因果関係の不存在を証明できない場合、

因果関係の存在が認められることになる。このような場合、因果関係の存否は訴訟におい

て明らかにされていないため、因果関係の判断を裁判官の自由裁量に任せることになって

しまうと指摘されている99。その結果として、因果関係の認定を放棄してしまうに等しいこ

とになると指摘されている100。 

 

2 二段階判断枠組みの採用 

 

以上のように、公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度に関する、一段階判断

枠組みについては、様々な批判が投げかけられている。他方、裁判実務においては、一般

的に、二段階判断枠組みが採用されている。以下では、この判断枠組みを検討する。 

 

（1）二段階判断枠組み 

 

因果関係の証明責任の転換制度の一段階判断枠組みに対する批判を受けて、学説では、

公害訴訟においても、被害者としては因果関係の存在についてある程度の証明をしなけれ

ばならないと主張されるに至っている101。この学説は、因果関係の証明責任の転換制度は、

原告がある程度の証明をすれば、因果関係の証明責任が被告に転換されるという二段階判

断枠組みを採用すべきであると主張している102。すなわち、公害訴訟においては、原告は、

加害者の加害行為と自分の損害結果との間に因果関係が存在することを、ある程度証明す

る（第一段階）。その上で、証明責任が被告に転換され、被告は因果関係の不存在を証明し

なければならない（第二段階）。被告が因果関係の不存在を証明できない場合、敗訴して賠

償責任を負うことになる。反対に、被告が因果関係の不存在を証明した場合、勝訴するこ

とになる。 

この二段階判断枠組みには、一段階判断枠組みと比べて、次のような特徴があると考え

られる。まず、原告が因果関係の存在についてある程度証明しなければならないので、公

                                                             
99許冬琳「試論我国環境侵権因果関係的認定」南平師専学報 2006年 3期 46頁以下参照。  
100許・前掲注（99）46頁以下参照。  
101謝・前掲注（95）22頁、陳・前掲注（90）88頁、林・前掲注（87）149頁。  
102呂・前掲注（70）32頁、謝・前掲注（95）22頁以下、陳・前掲注（90）88頁、林・前掲注（87）

149頁参照。 
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害被害者としては、加害者を訴える際に、因果関係について証拠の収集を行わなければな

らないことになる。この考え方をとれば、公害被害者が訴訟権を濫用することを防ぐこと

ができるとともに、多数の公害訴訟が提起されて企業に多大な不利益がもたらされるとい

う事態を避けることができる。 

また、この二段階判断枠組みによれば、被害者としては、因果関係の存在について積極

的に証拠調べ、証拠の収集を行うように促されることになる。このように、二段階判断枠

組みは、原告にとってもメリットがあると指摘されている103。 

そして、この二段階判断枠組みの下では、原告にある程度因果関係の存在の証明を要求

するため、因果関係の認定が重視されることになると考えられる。これは、一段階枠組み

と比べて、因果関係に関する裁判所の判断に説得力を与えることになる。 

 

（2）第一段階における蓋然性説 

 

以上のように、学説では、因果関係の証明責任の転換制度に関して二段階判断枠組みが

有力だと主張されている。しかし、原告としては、因果関係の存在についてどのように証

明すれば因果関係の証明責任が被告に転換されるか不明なままであり、この点が問題とな

っている。この問題に対応するために、中国では、公害被害者の証明負担を軽減すること

を目指して、蓋然性説が提唱されてきた。蓋然性説は、公害訴訟において、原告が因果関

係の存在の蓋然性を証明すれば、証明責任が被告に転換されると主張している104。 

蓋然性説の中にも、いくつかの考え方が存在する。まず、要証事実の存在が考えられな

い場合の証明度は 1～24％であり、可能性が低いという場合の証明度は 26～49％であり、

可能性がある場合の証明度は 51～74％であり、問題なく可能であるという場合の証明度は

75～100％であると解して、蓋然性の証明度とは 51％～74％を指すと考える見解がある105。

また、低度の蓋然性とは証明度が 51～74％の場合であり、中度の蓋然性とは証明度が 75～

84％の場合であり、高度の蓋然性とは証明度が 85～99％の場合であると解して、蓋然性は、

低度の蓋然性であるので、証明度が 51～74％であると主張する見解もある106。これら見解

は証明度の分け方は異なるものの、いずれも 51～74％の証明度で足りると考えている。 

公害訴訟における因果関係の証明度を高度の蓋然性から蓋然性に引き下げる根拠につい

                                                             
103林・前掲注（87）149頁参照。 
104呂・前掲注（70）31頁以下、陳・前掲注（90）88頁。 
105呂・前掲注（70）29頁以下。  
106程春華「民事証拠法専論」厦門大学出版社 2002年出版 226頁以下。 
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ては、次のように主張されている107。一般的な民事訴訟においては、原告・被告が対等な立

場に立っており、攻撃防御の手段も同等であると考えられるため、原告・被告双方の利益

のバランスを保つために高度の蓋然性の証明が要求される。しかし、公害訴訟では、原告・

被告の間で経済力、証拠の収集能力などに関して大きな格差が存在する。そのため、高度

の蓋然性の証明を要求すると、原告が因果関係の存在を証明することがきわめて困難とな

る。これでは、公害訴訟において、被告の保護のみが図られることになり、被害者を救済

できなくなる。これは不法行為法の目的にも反すると言わざるをえない。また、公害訴訟

における因果関係の証明は困難であるため、高度の蓋然性の証明を要求すると、誤審率が

高くなるおそれがある。これでは、司法の権威および信頼が損なわれかねない。以上のよ

うな理由から、公害訴訟においては、因果関係の存否に関する証明度を下げるべきだと主

張されている。 

 

三 裁判例における因果関係の証明責任の転換制度の運用  

 

以上のような二段階判断枠組みの問題を明らかにするためには、裁判実務において、因

果関係の証明責任の転換制度がどのように運用されているのかという点について検討しな

ければならない。因果関係の証明責任の転換制度が適用された裁判例には、原告の因果関

係に対する証明（第一段階）に鑑定による科学的証明、いわゆる高度の蓋然性の証明を要

求している裁判例と、鑑定による科学的証明を要求せず、いわゆる高度の蓋然性の証明を

要求していない裁判例とが存在する。ここでは、両者を分けて、裁判例における因果関係

の証明責任の転換制度を検討する。 

もっとも、中国における公害訴訟の数はきわめて少ない。たとえば、1992年から 2007年

まで公害訴訟は合計 782件しかない108。また、公表されていない公害判決が多く、公害訴訟

の実情を把握することは困難である。そのため、本稿で取り上げる判決は、中国私法案例

データベースによって検索することができた公害訴訟判決に限定される。 

 

1 高度の蓋然性の証明を要求していない裁判例 

 

[裁判例1]安徽省高級人民法院2008年3月13日判決109 

                                                             
107呂・前掲注（70）32頁。  
108呂・前掲注（22）83頁。  
109安徽省高級人民法院 2008年 3月 13日(2008)皖民一再終字第 004号中国私法案例データベース

www.lawyee.net。 
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〈事例の紹介〉 

安徽省明光市の住民である原告王万林は、工場を改築して、マッシュルームを栽培して

いた。2002年 2 月 6日に被告安徽省明光市管店中学校は、新築したトイレの汚水を原告の

工場の下水道に通すために、原告と下水道の使用契約を締結した。2002 年秋に原告のマッ

シュルームの生産量が減少した。そのため、原告は損害賠償を求めるために被告を訴えた。 

安徽省明光市人民法院の一審判決は、原告が因果関係の存在を証明できていないとして

原告の訴えを退けた。原告はこれを不服とし、安徽省滁州市中級人民法院に上訴したが、

当該法院の二審判決でも一審判決が維持された。二審判決の効力が生じた後、原告は安徽

省滁州市中級人民法院に再審110を申請した。安徽省滁州市中級人民法院は一審、二審判決を

取り消して、安徽省明光市人民法院に差し戻した。しかし、安徽省明光市人民法院の再審

判決では原告の賠償請求が再び退けられた。その後、原告は、この再審判決を不服とし、

安徽省滁州市中級人民法院に上訴した。安徽省滁州市中級人民法院の判決は、原告の賠償

請求を認めた。しかし、その後、安徽省人民検察院の抗訴111により、安徽省高級人民法院は、

安徽省滁州市中級人民法院の判決に対して、再審を行った。安徽省高級人民法院は原告の

損害賠償を認めた。以下では、この安徽省高級人民法院の判決における因果関係の判断を

詳しく検討する。 

 

〈因果関係に関する判断〉 

本判決は、一般論として、「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意

見」74 条および「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4 条 3 項の規定にした

がって、公害訴訟において因果関係の証明責任の転換制度を適用し、被告が因果関係の不

存在を証明すべきであると明示した。 

そして、本判決は、次の証拠を根拠として、原告が被告の汚染行為および損害事実、お

よび、両者の因果関係をある程度証明していると判断した。すなわち、①2002 年 2 月 6日

の原告と被告の契約によって、被告のトイレの汚水が原告の下水道を通して排出されてい

た。被告は、工場以外の下水道に蓋を設けたが、工場内には蓋を設けなかった。②2002 年

秋、原告のマッシュルームの生産量が減少した。③2003年 3月 14日に、原告と被告は、下

水道の蓋工事について協議した。④明光市農業委員会および明光市招信市場物業管理有限

                                                             
110再審とは、判決が効力を生じた後、判決に誤判がある場合に、この事例を再び裁判する審判監

督手続きである。中国民事訴訟法 16章審判監督手続きに規定されている。  
111抗訴とは、中国での人民検察院が人民法院の審判を監督する制度である。中国民事訴訟法 16

章審判監督手続きに規定されている。 



  36 
 

会社城西サービスステーションは、2003 年 6 月 5 日、12 月 24 日それぞれ書面で、原告の

減産および損害量（6〜7万斤、単価 2〜2.5元）を証明した。以上のような事実を踏まえて、

本判決は、因果関係の証明責任の転換を認めた上で、被告が因果関係の不存在について証

拠を提出していないため、因果関係の存在を認めた。 

 

〈分析〉112 

本判決は、一般論として、公害訴訟において、因果関係の証明責任の転換制度が適用さ

れることを判示した。また、本判決は、因果関係の証明責任の転換制度を適用して、因果

関係の存否を判断した。本判決は、原告が被告の汚染行為と原告の損害との時間・場所の

近接性（①）、損害事実（②④）を証明したことをもって、因果関係の証明責任を被告に転

換している。そして、本判決は、被告が因果関係の不存在について証拠を提出していない

として、因果関係の存在を認めた。 

本判決は、原告が因果関係についてある程度証明することにより、因果関係の証明責任

が被告に転換されるという二段階判断枠組みを採用しているといえる。また、本判決の第

一段階では、鑑定による科学的証明が要求されていない。本判決は、因果関係の証明責任

の転換制度が、原告の証明困難の緩和に役立った事例だといえるであろう。 

 

[裁判例 2]最高人民法院 2009年 4月 2日判決113  

 

〈事例の紹介〉 

被告嘉興市歩雲染料化学工場、被告嘉興市歩雲染料工場、被告嘉興市歩雲化学工場、被

告嘉興市向陽化学工場、被告嘉興市高連捺染工場は、染料や、医薬品の原材料、化学繊維

などを生産する過程で生じた廃水を直接排出して、川を汚染した。原告である浙江省平湖

師範農場特種養殖場は、被告らから約 6 キロメートル離れた嘉興市郊外の歩雲郷にある。

原告は、川の水でアメリカ原産のカエルおよびオタマジャクシを養殖していた。1994 年 4

月から原告が養殖したカエルおよびオタマジャクシが次第に死亡し、10 月までにほぼ全滅

した。原告は、被告らの汚染が損害をもたらしたとし、1995 年に損害賠償を求めて、被告

らを浙江省平湖市人民法院に訴えた。 

浙江省平湖市人民法院の 1997 年 7 月 27 日判決では、原告が敗訴した。一審判決の効力

                                                             
112中国においては、公害訴訟判決に対する評釈は少ないので、主に私見を述べる。 
113最高人民法院 2009年 4月 2日判決（2006）民二提字第 5中国私法案例データベース www.lawy

ee.net。 
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が生じた後、嘉興市人民検察院が一審判決に対して抗訴したため、浙江省嘉興市中級人民

法院は再審を開始したが、1998年 10月 20日に一審判決を維持する判決を下した。そして、

浙江省嘉興市中級人民法院の再審判決が発効した後、浙江省人民検察院は、この再審判決

に対して抗訴したため、浙江省高級人民法院は、二度目の再審を行った。浙江省高級人民

法院の 2001 年 5 月 31 日の再審判決においても、浙江省嘉興市中級人民法院の再審判決が

維持された。その後、原告は最高人民法院に再審を申請した。最高人民法院は、2009 年 4

月 2日に再審して原告の訴訟請求を認めた。ここでは最高人民法院の判決を検討する。 

 

〈因果関係に関する判断〉 

最高人民法院は、まず次の事実を明らかにした。①嘉興市環境保護局の調査報告による

と、1994年に歩雲郷の染料工業廃水が川の水を深刻に汚染した。この川の水は、工業用水、

養殖用水、生活用水として利用できない状態に陥っていた。そのため、養殖業・漁業は深

刻な被害を受けた。原告も被害者の一人である。②浙江大学動物科学学院の朱炳全は、原

告に鑑定を頼まれたが受け入れなかった。しかし、その証言によると、廃水に含有される

大量の有毒物質が水に溶けている酸素を消耗し尽くすなら、カエルおよびオタマジャクシ

は酸素不足で窒息死し、カエル、オタマジャクシを鑑定しても、有毒物が検出されない可

能性があるとされた。③司法部司法鑑定科学技術研究所の鑑定結果は、厳密な科学的鑑定

ではなく、国の基準にしたがって環境保護部門の調査報告、水質監査データおよびその分

析報告などに基づくものである。しかし、その結論によれば、カエルおよびオタマジャク

シの死亡と被告企業の汚染行為との間に関連を否定できないとされている。 

本判決は、一般論として「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意

見」74条および「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条 3項にしたがって、

公害訴訟において因果関係の証明責任の転換が適用されるべきであると判示した。そして、

本判決は、本件において、因果関係の証明責任を転換し、因果関係の不存在の証明責任を

被告らに負わせるべきであるとした。 

その上で、本判決は、次のとおり、被告が因果関係の不存在を証明できないことを詳し

く論じている。④被告企業は、写真と取水登記表を証拠として原告が他所から取水したこ

とがあると主張した。これに対して、本判決は、原告の提出した取水料金の領収書と取水

証明などから 1992 年から 1995 年までに原告が当該汚染された川から取水したことが証明

されているので、被告の証明は原告が汚染された川から取水した事実を否定できないとし

た。⑤被告は、嘉興市近郊環境保護監査ステーションの監査報告により、被告企業らから

近い場所での水質がより遠い場所より良好であり、原告が利用した水域の汚染は被告と関
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係ないと主張した。これに対して、本判決は、その報告は 1996 年に作られたものであり、

本件損害が生じてから 2 年以上経っているので、この報告は損害発生当時の水質を反映し

ていないとした。⑥被告らは、気象資料、証言を提出して、高温の天候、殺虫剤の使用、

養殖技術、水質の変化などが原告のカエルおよびオタマジャクシの死因であると主張した。

これに対して、本判決は、被告らの証拠はカエルおよびオタマジャクシの死滅に、ほかの

死因がありうることを推認させるものだが、被告らの汚染行為が死因であることを排除す

るものではないとした。⑦被告らは、原告の養殖が養殖の行政基準を満たしておらず、損

害が生じたと主張した。しかし、被告は養殖の行政基準を提供したが、原告の養殖がこの

基準を満たしているかを説明しなかった。そのため、本判決は、被告のこの主張を否定し

た。⑧被告らは、嘉興市郊区歩雲郷生産技術推進ステーションが出した養殖明細によると、

近隣の多くの養殖場においてはカエル、オタマジャクシが死滅していないと主張した。こ

れに対して、本判決は、被告らの提出した証拠によって、損害が生じなかった養殖場と原

告の養殖場との状態が完全に同様であることは証明されていないため、この証拠をもって

被告の汚染行為と原告の損害との因果関係を否定できないとした。⑨被告らは、原告のカ

エルおよびオタマジャクシの死亡時間、詳細なデータがないので、その死因は不明である

と主張した。また被告は、原告が養殖用水、カエルおよびオタマジャクシの死因について

鑑定を行わなかったので、死亡の原因物質が特定できていないと主張した。これに対して、

本判決は、関係部門がその事実を認めたと認定した。また、本判決は、浙江大学動物科学

学院の朱炳全が、水汚染のデータによると酸素不足がカエルおよびオタマジャクシの死亡

をもたらしうると証言したので、司法部司法鑑定科学技術研究所の微量物鑑定の結論を採

用すべきであるとした。すなわち、原告のカエルおよびオタマジャクシの死亡と被告企業

らの排出した廃水による水汚染との間に否定できない関連があるという結論である。以上

のような判断に基づいて、本判決は、被告企業らが因果関係の不存在の証明に成功してい

ないとして、因果関係の存在を認めた。 

 

〈分析〉 

本判決は、一般論として、「最高人民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意

見」74条、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条 3項にしたがって、公害

訴訟において被告が因果関係の不存在の証明責任を負うべきであると判示した。 

そして、本判決は、一般論にしたがって、因果関係の証明責任の転換制度を適用した。

しかも、本判決は、判断枠組みとして、因果関係の証明責任の二段階判断枠組みを採用し

た。第一段階において、本判決は、原告が提出した嘉興市環境保護局の報告（①）、浙江大



  39 
 

学動物科学学院の朱炳全の証言（②）、司法部司法鑑定科学技術研究所の鑑定（③）を検討

し、原告が被告らの汚染行為と原告の損害との因果関係の存在をある程度証明したと認め

た。因果関係の証明責任を被告に転換させた上で、第二段階において、本判決は、被告が

提出した因果関係の不存在に関する証拠（④～⑨）によって因果関係の不存在は証明され

ていないとし、因果関係の存在を認めた。 

本件においては、原告が鑑定で被告らの汚染が原告の損害をもたらしたことを証明して

いない。しかし、本判決は、これを理由として、因果関係の証明責任を被告に転換するこ

とを拒否していない。もっとも、本判決は、第一段階における原告側の証明に関して、②

③で指摘したように鑑定を重視している。鑑定に頼る傾向が残っていると指摘することが

できるであろう。 

 

2 高度の蓋然性の証明を要求した裁判例 

 

[裁判例 3]浙江省高級人民法院 2001年 5月 31日判決114 

 

〈事例の紹介〉 

[裁判例 2]と同様である。 

 

〈因果関係に関する判断〉 

本判決は、被告らが国の環境基準を無視して、工場廃水を排出し川を汚染したこと、お

よび、1994 年に原告の養殖したカエルおよびオタマジャクシが死滅したことが事実である

と認定した。しかし、原告がその死因について科学的な鑑定を行わなかったので、死因が

不明であるとした。 

その上で、本判決は、因果関係の推定原則および因果関係の証明責任の転換原則が、世

界各国の公害訴訟に採用される原則であると述べた上、公平・正義という法律の精神によ

って、本件においてもこれらの原則の採用があることを認めた。そして、因果関係の推定

の原則によって、原告は、被告が特定の汚染物質を排出したこと、および、この物質によ

り損害を受けたこと、しかも、一般的に当該汚染行為が当該損害をもたらすものであるこ

とを証明すべきであると判示した。その上で、本判決は、次の理由から本件における因果

関係を推定することはできないとし、因果関係の証明責任を被告に転換することなく、被

                                                             
114浙江省高級人民法院 2001年 5月 31日判決（2000）浙法告申民再抗字第 17号中国私法案例デ

ータベース www.lawyee.net。 

http://www.lawyee.net/
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告の汚染行為と原告との損害との因果関係を否定した。すなわち、①原告は、被告の汚染

行為およびこの汚染行為によって漁業被害が生じうることを証明しているが、原告のカエ

ルおよびオタマジャクシの死因については、鑑定が行われなかったため死因が、不明であ

り、原因物質も不明である。②嘉興市郊区歩雲郷生産技術推進ステーションが提出した 1994

年歩雲郷におけるアメリカカエルの養殖情報明細および養殖業者杜建新、陳鋼の証言によ

ると、カエルおよびオタマジャクシの大量死滅は生じていない。原告は 1994年にその養殖

水域でカエルおよびオタマジャクシの大量死滅があったことを証明できていない。そのた

め、汚染された川の水がカエルおよびオタマジャクシの死滅をもたらしたことは、一般的

現象とはいえない。 

 

〈分析〉 

本判決は、一般論として公害訴訟において、因果関係の推定原則、因果関係の証明責任

の転換原則を適用すべきであると判示した。ただし、本判決は、その根拠として「最高人

民法院の中国民事訴訟法の適用に関する若干問題の意見」74 条あるいは「証拠規則」4 条

ではなく、公正・正義という法律の精神を引き合いにしている。この一般論における因果

関係の推定原則と因果関係の証明責任の転換原則との関係は、因果関係が推定されれば、

因果関係の証明責任が被告に転換されるという趣旨であると考えられる。これは、原告が

因果関係の存在についてある程度証明すれば、因果関係の証明責任が被告に転換されると

いう二段階判断枠組みを示していると考えられる。 

そして、本判決は、一般論として、因果関係について、原告が原因物質の究明、損害の

普遍性を証明することを要求している。原因物質の究明は、科学的に行われた鑑定によっ

てしかできないので、原告に鑑定による科学的証明を求めるに等しい。また、損害の普遍

性の証明の要求は原告の証明負担を加重するものである。 

本件について、本判決は、原告がカエルおよびオタマジャクシの死滅の原因物質（①）、

およびこの死滅の普遍性（②）を証明できないとして、因果関係の推定を否定し、因果関

係の証明責任を被告に転換することなく、因果関係の存在を否定した。このように、本判

決は、因果関係の存在について原告に鑑定による科学的証明を要求したため、因果関係の

証明責任の転換制度が機能しなかった。 

 

[裁判例 4]江蘇省徐州市中級人民法院 2006年 4月 17日判決115 

                                                             
115江蘇省徐州市中級人民法院 2006年 4月 17日判決（2006）徐民一終字第 27号中国私法案例デ

ータベース www.lawyee.net。 

http://www.lawyee.net/
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〈事例の紹介〉 

原告孫大年は、老墨河につながっている電気ポンプ場の池で養殖を業としていた。被告

新沂市通力アミノ酸会社の製紙工場は、パイプラインで生産廃水を老墨河に排出していた。

被告の排水口は、原告の排水溝から 1500メートル離れている。2004年 5月下旬に原告の魚

が死亡したが、原告は魚の死体の鑑定、保存を一切行わなかった。 

その後、原告は、江蘇省新沂市人民法院に被告を訴えて損害賠償を求めた。新沂市人民

法院は原告の請求を認めなかった。原告は不服とし、徐州市中級人民法院に上訴した。二

審法院も原告の損害賠償請求を認めなかった。ここでは、二審判決を検討する。 

 

〈因果関係に関する判断〉 

本判決は、一般論として、「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4 条に基づ

き、公害訴訟において因果関係の証明責任の転換制度が適用されるべきであると判示した

上で、原告が汚染事実、損害、および、因果関係の存在を蓋然的に証明できれば、因果関

係の証明責任が被告に転換されると解した。 

しかし、本判決は、本件においても、魚の死体が存在しており、鑑定を行うことができ

るのであれば、因果関係の証明責任が被告に転換されるとした。その上で、本判決におい

ては、魚の死体が存在しないため鑑定を行うことができず、しかも、これに対しては原告

が責任を負うべきであり、因果関係の証明責任を被告に転換させると立法の趣旨に反する

のみならず、被告にとっては不公平であるとして、因果関係の証明責任の転換を認めず、

因果関係の存在を否定した。 

 

〈分析〉 

本判決は、一般論として、原告が因果関係の存在を蓋然性的に証明すれば、因果関係の

証明責任が被告に転換されると判示した。これは、因果関係の証明責任の転換の二段階判

断枠組みであると考えられる。しかも、本判決は、第一段階で蓋然性説を採用していると

いうことができる。 

しかし、本件の判断は、一般論からずれている。本判決は、第一段階で魚の死因に対す

る鑑定を要求しており、原告が死滅した魚の死体を保存していないため科学的な鑑定を行

うことができないと指摘している。そして、本判決は、因果関係の証明責任の被告への転

換を認めず、因果関係を否定した。 

こうして、本判決においては、原告に対して、因果関係の存在について鑑定による科学
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的証明が要求された結果として、因果関係の証明責任の転換制度は、因果関係の証明困難

を緩和する役割を果たすことができなかった。 

 

また、原告が鑑定で因果関係の存在を証明したので、因果関係の証明責任の転換制度が

機能する余地がなかった裁判例もある。 

 

[裁判例 5]四川省成都市中級人民法院 2008年 5月 16日判決116 

 

〈事例の紹介〉 

被告恒立達産業科技有限会社と張明遠等 11 戸村民は、ダム上流で家畜を養殖していた。

原告鄧青福は、養魚池を請け負って魚を養殖していた。原告が 2007年 5月に養魚池にダム

の貯水を注入した後、魚は死滅した。そこで、原告は通報し、県の漁業管理ステーション

および環境保護局、環境監査大隊は、事故現場で調査を行って「漁業事故技術報告書」を

作成した。その報告書によって、被告らが家畜の糞便をダムに排出したため水源が著しく

汚染され、そのダムの水が養魚池に注入された結果、魚がアンモニア中毒および酸素不足

で死滅したことが明らかになった。 

一審判決は、被告の汚染と原告の損害との因果関係を認めた。その後、被告恒立達産業

科技有限会社は、上訴したが、二審判決もその因果関係を認めた。ここでは、二審判決を

検討する。 

 

〈因果関係に関する判断〉 

本判決はまず、「漁業事故技術報告書」の内容を引用して、被告らの家畜の糞便によって

汚染されたダムの水が原告の魚の死滅をもたらしたことを認定した。そして、本判決は、「最

高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」4条を引用して公害訴訟において、因果関係

の証明責任が被告に転換され、被告が因果関係の証明責任を負うと解した。その上で、本

判決は、原告が被告らの汚染により損害を受けたことを証明したが、被告らは、原告の損

害が完全に不可抗力および原告あるいは第三者の過失によりもたらされたことを証明でき

ていないため、被告らが原告の損害を賠償しなければならないと判断した。 

 

〈分析〉 

                                                             
116四川省成都市中級人民法院 2008年 5月 16日判決（2008）成民終字第 1230号中国私法案例デ

ータベース www.lawyee.net。 

http://www.lawyee.net/
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本判決は、原告が鑑定で被告らの加害行為と原告の損害との因果関係を証明したことに

より、因果関係の証明責任を被告に転換させた。これは、因果関係の二段階判断枠組みで

あると考えられる。 

しかし、本判決においては、原告が科学的に行われた鑑定で因果関係を証明していると

いうことができ、因果関係の証明責任が被告に転換される余地はない。本判決で、因果関

係の証明責任の転換制度は、因果関係の存否の判断に影響を与えていないと言わざるをえ

ない。また、本判決は、被告らは原告の損害が完全に不可抗力および原告あるいは第三者

の過失によりもたらされたことを証明できていないとし、被告らの賠償責任を認めている。

しかし、不可抗力、第三者の過失などは、免責事由であるため、その証明責任はそもそも

被告にある。これは、因果関係の証明責任の転換とは関係がない問題である。 

要するに、本判決は、原告が因果関係を鑑定によって証明することができた事例であり、

因果関係の証明責任の転換制度によって証明困難が緩和されたわけではない。 

 

3 裁判例のまとめ 

 

上述した公害訴訟の裁判例は、いずれも、因果関係の証明責任の転換制度を適用してい

る。しかも、これらの裁判例は、原告が因果関係の存在についてある程度証明することで、

因果関係の証明責任が被告に転換されるという枠組みを採用しており、これは、因果関係

の証明責任の転換に関する二段階判断枠組みだということができる。 

公害被害者に因果関係の存在について高度の蓋然性の証明を要求していない[裁判例

1][裁判例 2]を見ると、両判決は、原告が因果関係の存在の可能性を証明したことをもって、

因果関係の証明責任の転換を認めており、被告が因果関係の不存在を証明できないとして、

因果関係の存在を認めている。このように、原告に因果関係の存在について鑑定による科

学的証明を要求しない裁判例においては、因果関係の証明責任の転換制度は証明困難の緩

和に役立っていると考えられる。 

他方、[裁判例 3] [裁判例 4]は、因果関係の証明責任を被告に転換するために、鑑定で

因果関係の存在を証明することを原告に要求している。しかし、いずれの事案においても、

原告はこれを行うことができなかった。そのため、これらの判決は、因果関係の証明責任

の転換を認めず、因果関係の存在を否定している。このように、被害者に因果関係の存在

について鑑定による科学的証明を要求する裁判例において、因果関係の証明責任の転換制

度は、原告の証明困難を緩和する機能を果たしていない。 

また、［裁判例 5］は、原告が鑑定によって因果関係を証明したことをもって、因果関係
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の証明責任を被告に転換して、因果関係を認めた。しかし、因果関係の存在が鑑定により

証明されたならば、それによって直ちに因果関係の存在が肯定されるべきである。この判

決では、因果関係の証明責任の転換が行われているが、この制度は機能する余地がなかっ

たというべきであろう。 

以上の裁判例から分かることとして、因果関係の証明責任の転換制度について、原告が

どの程度因果関係の存在について証明すれば因果関係の証明責任の転換が認められるのか

明らかでない。このため、原告に鑑定によって因果関係を証明するように求めることも可

能なのであり、その場合、当該制度は因果関係の証明困難の緩和に役立たないことになる。 

 

第三節 中国法の課題および日本の公害訴訟における因果関係理論の参照 

 

本節では、第二節において取り上げた公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度

に関する検討をまとめた上で、その課題を確認する。それに引き続き、中国法の課題を解

決するにあたって、日本の公害訴訟における因果関係理論が参考になりうることを指摘す

る。 

 

一 中国法の課題 

 

上述のとおり、中国の民事訴訟において、高度の蓋然性が証明度の原則だとされている。

高度の蓋然性をもって因果関係の存否を証明するには、様々な方法が考えられるが、必然

的因果関係理論、および「裁判官錯案追及制度」の影響もあり、中国の裁判所では多くの

場合、鑑定による証明が要求されてきた。このような事情から、公害訴訟における因果関

係の証明が困難となっている。 

中国では、公害訴訟について因果関係の証明責任の転換制度が規定されている。司法解

釈・立法の規定の上では一段階判断枠組みが採用されているところ、学説は、こうした枠

組みを批判して、二段階判断枠組みを採用するべきだと主張している。しかし、この二段

階判断枠組みを採用するとしても、原告がどの程度に因果関係の存在を証明すれば証明責

任が被告に転換されるかは必ずしも明らかではない。 

このため、被告に因果関係の証明責任を転換するにあたり、原告に鑑定による科学的証

明を要求した裁判例がしばしば見られる。これでは、因果関係の証明責任の転換制度は、

因果関係の証明困難を緩和する機能を果たすことはできない。なぜなら、被害者にとって、

因果関係の存在を高度の蓋然性をもって証明することはきわめて困難であるにもかかわら
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ず、高度の蓋然性をもって因果関係の存在が証明されない限り、裁判官は証明責任の転換

を認めないからである。実際、中国では、1992 年から因果関係の証明責任の転換制度が規

定されているが、50％弱の公害訴訟判決でしか用いられていないと指摘されている117。しか

も、これらの判決の多くは、因果関係を判断する際に高度の蓋然性の証明を原告に要求し

ている。 

以上のような状況を踏まえると、因果関係の証明責任の転換制度によって因果関係の証

明困難を解決するには、原告に高度の蓋然性をもって因果関係の存在を要求するか否かが

重要な意味を持っている。ここでは、第一段階において原告にどの程度の証明を要求する

かという問題が、因果関係の証明責任の転換制度を通じて因果関係の証明困難を緩和でき

るか否かの決め手だということができる。そこで、本稿では、因果関係の証明責任の転換

制度が因果関係の証明困難を緩和するという機能には、当該制度をどのように再構築すれ

ばよいか検討する。これが、本稿の課題の一つである。 

中国における公害訴訟は、農林漁業の損害に関するものが大半を占める。これまで、因

果関係の証明責任の転換制度は、主にこのような事案において適用されてきた。もっとも、

現在の中国では、「癌の村」などの大規模集団被害が発生している。こうした被害に関する

訴えは今のところ提起されていないが、将来、こうした事件被害者が、訴訟を通じて損害

賠償を求めることが考えられる。そのため、「癌の村」のような大規模集団被害における因

果関係の証明において、証明責任の転換制度が適用されるかも今後は問題となっていく。

この点について検討することが、本稿のもう一つの課題である。 

   

二 日本の公害訴訟における因果関係理論の参照 

 

上述したとおり、中国では広範囲で深刻な公害がもたらされている。公害は深刻な社会

問題になっており、公害被害者の救済が強く要請されている。しかしながら、因果関係に

ついて鑑定を用いた科学的証明が要求されているため、因果関係の証明が困難となってお

り、被害者の救済が図られなくなっている。この問題に対応するための制度である因果関

係の証明責任の転換制度は、現状では証明困難の緩和に役立っていない。他方、日本では、

かつて公害国と呼ばれるほど公害が深刻になっていたが、公害訴訟において様々な因果関

係理論が発展してきたこともあり、損害賠償訴訟等の救済手段を通じて公害被害者が救済

されてきた。かつての日本における公害の状況は中国と似ているところが多く、とりわけ、

公害訴訟において因果関係の証明が困難となる理由も、同じように公害の特質に存在する。

                                                             
117呂・前掲注（22）87頁。 
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また、不法行為制度のほか、公害訴訟における因果関係の証明困難への対応策には、両国

の間に類似性がある。このため、日本の公害訴訟における因果関係理論は、中国の公害訴

訟における因果関係の証明困難の解決を考えるに際して、示唆を与えるものだと考えられ

る。以下、この点を敷衍する。 

 

1 公害の状況の類似性 

 

戦後、日本では、環境保護を配慮せずに高度経済成長政策・所得倍増政策・地域開発政

策といった経済成長を優先する諸政策が実行され、地方自治体も環境保護を重視すること

なく、企業の立地を誘致していた。これに加えて、多数の企業、特に重工業、化学工業の

企業は、最大の利潤を追求するために大量の廃棄物を処理せずに排出し、公害を生じさせ

た。しかし、経済発展に伴う都市計画、環境保護、社会福祉などの政策は、後れを取った。

公害防止に関する法律の整備および公害行政が遅れたため、公害問題が深刻になり、大き

な社会問題となった118。このように、日本においても、環境保護を無視する経済発展政策、

企業による汚染行為、公害行政・規制の遅れといった要因が、公害を発生させた。これは、

上述した中国における公害発生の原因とおおむね一致している。 

また、日本でも、公害被害者は、当初、行政救済を中心に損害賠償を求めたが、行政救

済は不十分なものでしかなかった。そのため、公害被害者は、一連の訴訟を起こして、損

害賠償および公害の解決を求めた。公害訴訟における因果関係の証明困難に関して、日本

は、因果関係理論を通じて証明困難を緩和する道を選択し、その結果、数多くの公害訴訟

において原告が勝訴し、被害者の救済が遂げられている。日本の公害訴訟における因果関

係理論は、公害被害者の救済に大きな役割を果たしたということができる。今日の中国の

公害被害者は、行政救済によっては十分な救済を得ることができず、訴訟を通じて損害賠

償を求めている。このように、今日の中国においても、公害訴訟が公害被害者の救済に関

して重視されつつある。 

日本においても、公害訴訟における因果関係の証明は、公害の広域性、長期性などの特

質に加えて、公害問題の因果関係を解明するための科学研究水準が充分に発展していると

はいいがたく、場合によっては、病気とその原因をめぐって科学的論争が長期にわたって

継続し、容易に結着をつけることができないといった事情があるために、いっそう困難に

なっているといわれてきた119。さらに、高度の蓋然性の証明が要求されることで、公害に対

                                                             
118日本厚生労働省・前掲注（30）。 
119牛山積「公害訴訟と因果関係論」戒能通孝編『公害法の研究』77頁（日本評論社、1969）。 
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する私法的救済が事実上拒絶される結果となっていた。農民・漁民である公害の被害者た

ちが、高度の蓋然性をもって公害訴訟における因果関係の存在を科学的に証明することは、

非常に困難である。他方、中国でも、公害の特質、鑑定による科学的証明が要求されてい

るといった事情によって、公害訴訟における因果関係の証明が困難となっている。そのた

め、両国の公害訴訟における因果関係の証明困難の原因には、類似性がある。 

したがって、中国と日本の間には、公害発生の原因、公害救済の経緯、公害訴訟におけ

る因果関係の証明困難の原因に関して類似性が認められる。また、日本は、公害訴訟にお

ける因果関係の証明困難の緩和に成功したので、日本の公害訴訟における因果関係理論は、

中国法の課題を解決するにあたって参考にすることができると考えられる。 

 

2 不法行為法制度の類似性 

 

また、中国と日本の不法行為法の基本構造、および、一般不法行為の成立要件にも、類

似性を認めることができる。 

 

（1）不法行為法の基本構造の類似性 

 

前述したとおり、中国の民法通則は、一般不法行為と特殊不法行為を分けるという構造

を採用している。前節において述べたとおり、中国民法通則 106 条 2 項は一般不法行為を

規定しており、同法 121～127 条は特殊不法行為を規定している。そして、同法 124 条は、

公害責任を無過失責任と規定している。 

また、中国侵権責任法は、中国民法通則の基本構造を継受しており、6条は一般不法行為

に関する規定であり、5～11章は特殊不法行為について規定している。そして、中国侵権責

任法 6 章は公害責任を規定しており、同法 65 条は公害責任を無過失責任と規定しており、

同法 66条は、公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度を規定している。 

日本民法も、不法行為を一般不法行為と特殊不法行為に分類して、709条において一般不

法行為に関する規律、714～719 条において数種類の特殊不法行為に関する規律を定めると

いう構造を採用している。 

したがって、中国の不法行為法と日本の不法行為法は、不法行為を一般不法行為と特殊

不法行為に二分するという基本構造を採っている点において共通しているということがで

きる。 
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（2）一般不法行為の成立要件の類似性 

 

中国の不法行為理論においては、中国民法通則 106 条 2 項および中国侵権責任法 6 条が

規定しているとおり、一般不法行為の成立要件として、故意・過失、因果関係、損害とい

う 3要件が挙げられるのが一般的である。 

次章で確認するとおり、日本法においても、民法 709 条により、一般不法行為の成立要

件として、故意・過失、因果関係、損害、権利・利益損害が挙げられるのが一般的である。 

このように、中国の一般不法行為と日本の一般不法行為は、故意・過失、因果関係、損

害という共通の成立要件を有する。 

しかし、中国民法通則および中国侵権責任法は、公害による不法行為を特殊不法行為の

一つとして規定しているが、日本法においては、公害訴訟は一般不法行為として取り扱わ

れている。また、中国では、公害による不法行為は無過失責任とされているため、因果関

係と損害が証明されれば、不法行為の成立が認められる。これに対して、日本法では、公

害による不法行為は一般不法行為であり、故意・過失、因果関係、損害、権利・利益損害

という 4 つの要件を満たさないと、不法行為責任は認められない。それでも、両国の規律

は、因果関係という要件が欠かせないという点において共通している。そのため、中国の

因果関係理論のあり方を考える際には、日本の公害訴訟における因果関係理論を参考にす

ることができると考えられる。 

 

3 公害訴訟における因果関係への証明困難の対応の類似性 

 

（1）訴訟法による対応について 

 

先ほど触れたとおり、中国不法行為法における因果関係理論として、旧ソ連から継受し

た必然的因果関係理論が通説の地位を占めてきた。この必然的因果関係理論は、因果関係

の必然性を強調して、被害者に高度の蓋然性をもって証明することを要求するものであっ

た。そのため、公害訴訟を含む現代型訴訟における因果関係は証明が困難になっていると

いう弊害が生じている。こうした弊害に対応するため、中国法は、因果関係の証明責任の

転換制度という訴訟法の制度により公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和しようと

している。 

次章で取り上げるように、日本において、公害訴訟における因果関係の証明困難に対応

するにあたって、不法行為法における因果関係理論そのものが活用されてきたわけではな
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い120。すなわち、日本の相当因果関係説をめぐる議論は、主に損害賠償の範囲を問題とする

ものであった。また、近時有力となっている因果関係二分論は、事実的因果関係の存否と

損害賠償の範囲を区別して検討するべきことを主張しており、事実的因果関係の証明困難

に何らかの対応をしようとする議論ではない。このため、日本法においては、主に、証明

度の軽減、証明方法という訴訟法上の諸制度を通じて、公害訴訟における因果関係の証明

困難の解決が図られてきた。 

 

（2）因果関係の証明責任の転換制度による対応について 

 

すでに何度も触れているとおり、中国では、公害訴訟における因果関係の証明困難を緩

和するために、証明責任の転換制度が規定されている。しかし、この制度は、原告が因果

関係の存在をどの程度証明すれば、証明責任が被告に転換されるかという点を明らかにし

ていない。そのため、因果関係の証明責任の転換制度が存在するとしても、実際の裁判に

おいては、被害者は相変わらず鑑定によって因果関係を証明するよう要求されている。こ

のため、因果関係の証明責任の転換制度は、証明困難を緩和するという役割を果たすこと

ができていない。 

これに対して、日本法においては、因果関係の証明責任の転換制度が規定されていない。

そのため、日本法においては、証明度の軽減、および、証明方法という側面から、公害訴

訟における因果関係の証明困難への対応が図られている。 

したがって、規定上、因果関係の証明責任の転換制度が存在しない日本の公害因果関係

理論は、因果関係の証明責任の転換制度が十分に機能していない中国法の問題を考えるに

あたって、参考にする価値があると考えられる。また、日本法における、証明度の軽減、

および証明方法をめぐる動向は、中国法において因果関係の証明困難にどのように対応す

ればよいのかを考えるにあたって、参考になると考えられる。 

  

                                                             
120下記第二章第一節の二（55頁）参照。 
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第二章 日本の公害訴訟における因果関係理論 

 

本章では、日本の公害の状況、公害被害者救済の現状を説明する（序説）。その上で、民

事救済の法的根拠となる日本の不法行為法を確認し、とくに不法行為法における因果関係

要件を検討する（第一節）。そして、日本の公害訴訟における因果関係の証明困難の緩和策

として、まず、証明度の軽減に関する議論を検討し（第二節）、次に、証明方法に関する議

論として、いわゆる門前理論と疫学的因果関係理論とを検討する（第三節）。 

 

序説 

 

日本における公害の原因は、中国と同様に、国の政策と法的規制の欠落にあった。ここ

では、日本における公害の進展状況および原因を第二次世界大戦の前、戦後に分けて説明

する。その上で、日本では、深刻な公害の被害者を救済するために、訴訟がどのような役

割を果たしたかを検討する。 

 

一 公害の状況 

 

日本では、戦前、「富国強兵・殖産興業」の国策、第一次世界大戦時の軍需生産を中心と

する戦時経済体制の下で、重化学工業を重視しながら、工業育成政策を遂行した。そのた

め、鉱山、化学工場から排出した汚染物質は、環境を汚染し、足尾鉱毒事件、別子銅山煙

害事件、日立鉱山煙害事件、大阪アルカリ事件などの深刻な農林漁業被害および人身被害

をもたらした。 

第二次世界大戦後の昭和 20年代前半は、敗戦後の国家復興の旗印の下に産業復興が至上

の要請とされ、産業施設などの整備に全力が傾注され、公害問題はほぼ戦前と同様に推移

した121。戦後、高度経済成長政策・所得倍増政策の下で、日本国は、国際競争力を強化する

ために、巨大な資本を擁する重化学工業を中心として経済発展を推進した。しかし、この

時期に形作られた日本の産業構造は、重化学工業を中心とする資源浪費型環境破壊型であ

ったと指摘されている122。これらの企業は、費用を節約し、最大限の利潤を追求するために、

公害の防止技術に力を入れずに生産過程から生じた廃水、排気などを外界に排出して、環

                                                             
121日本厚生省・前掲注（30）参照。  
122吉村良一「公害・環境私法史研究序説（一）」立命 261号 78頁以下（1998）。 
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境を汚染し、深刻な被害をもたらした。また、社会資本の拡充、財政資金の供与、企業減

税を通じて、社会的生産手段部門へ重点投資を行ったが、社会的消費手段部門への投資は

軽視されてきた。そして、国は、環境保護を考慮する国土利用計画を制定せずに、鉄鋼、

石油精製、石油化学コンビナートなどの巨大資本の進出を勧めた。また、地域開発政策の

下で、地方自治体は、環境、地理状況、生活基盤に配慮せずに、また、公害防止のために、

適切な地域開発計画や土地利用計画を講じずに、優遇政策によって企業誘致を行った。そ

の結果、工業過密地帯が形成され、公害問題を全国的に発生させることになった。これに

加えて、次のように、大都市化も公害の一因であると指摘されている。すなわち、高度成

長期に企業は「集積の利益」を求めて大都市圏に工場や事業所の集中立地を行った結果、

人口ならびに重化学工業や交通量は大都市圏に集中し、この地域における汚染を深刻なも

のとした123。 

また、戦前、国と独占資本との癒着が強くなったため、旧鉱害法などの法律や地方庁令

が制定されたとしても、執行されない公害行政不在の状況となっていた。戦後、日本は、

昭和 40 年代から公害問題に本格的に取り組み、「公害対策基本法」をはじめとして、数多

くの公害防止のための法律を制定・公布した。さらに、昭和 45 年 11 月に公害関係法令の

抜本的な整備を目的とする「公害国会」と呼ばれる臨時国会を開くに至った。しかし、こ

れらの公害規制立法は、公害の爆発的な発生に対し立ち遅れた。しかも、戦後の日本では、

国家権力と独占資本との癒着、地方自治体と企業との緊密な関係により、行政による公害

への取り締り、抑止などが著しく不足していた。 

そのため、昭和 30 年代以来、経済の高度成長による産業の大規模化、高度化とともに、

大気汚染が著しく進行した。特に、コンビナート地域、新たに大規模の工場が立地した新

産業都市、工業整備特別地域である東京、神奈川、大阪、兵庫、四日市、福岡、千葉、愛

知などにおいて、大気汚染が深刻になった。東京および大阪は、自動車の排出ガスによる

汚染も深刻になっていた。この時期の大気汚染は顕著であり、大阪市西淀川区の観測点で

昭和 41年に一日の亜硫酸ガス平均濃度 0.189ppm、最高 0.321ppmを記録するほどであった124。

現在の亜硫酸ガスの環境基準である一日平均 0.04ppm と比較するならば、この数値がいか

に深刻な汚染を示しているかは容易に理解できよう。また、鉱山排水、各種工場排水、都

市下水などにより、水汚染も深刻化した。これらの汚染は、深刻な農林漁業被害および人

身被害をもたらした。そして、四日市喘息、イタイイタイ病、水俣病などの悲惨な被害も

生じた。 

                                                             
123吉村・前掲注（122）79頁。 
124宮本憲一『日本の環境政策』18頁(大月書店、1987)。 
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二 公害被害者の救済および公害訴訟の機能 

 

戦前、被害者は、権利意識が低く、政府に対する請願や陳情を主要な戦う手段としてお

り、公害紛争は、主に、行政当局や第三者などの仲介により、被害者と汚染企業の交渉を

促し、汚染企業が見舞金、寄付金などを支払う形で紛争を鎮めていた。公害被害が深刻化

していたにもかかわらず、日本政府および地方自治体は、企業優先の行政を行って、被害

者の救済にきわめて消極的であり、公害被害者に対する行政救済は著しく不十分なもので

あった125。そのため、公害に反対する住民運動が活発となり、これに伴って、被害者の権利

意識も高まり、大規模の集団訴訟が提起されるようになった。そして、数多くの公害訴訟

では、原告が勝訴し、被害者の救済が実現されている。たとえば、40 年間も未解決だった

公害の原点とされる水俣病問題は、訴訟こそが、この問題を解決して被害者の救済を導く

中心的役割を果たしたといわれている126。また、日本では、公害訴訟、特に四大公害裁判の

被害住民勝訴は、日本政府・自治体に公害関係法あるいは条例の整備を促し、日本の公害

問題を解決する出発点となった127。たとえば、下記〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟において原

告側が勝訴したことで、被害者救済の緊急性が叫ばれるようになり、昭和 48年 10月に「公

害健康被害補償法」（昭和 49年 9月施行）が制定された。 

 

三 本節の内容 

 

公害訴訟が日本の公害被害者の救済に大きな役割を果たすことになるが、因果関係の証

明困難は、公害の特質に起因して、被害者救済を妨げていたといえる。公害の特質として

は次のような点が指摘されている128。第 1に、公害による被害は一般公衆や地域社会におよ

び、ある広がりをもって生ずる。第 2 に、加害者が多数いて特定が不可能に近い、あるい

は非常に困難である。第 3 に、被害が継続性をもって生ずることが多い。第 4 に、公害は

大気や水などの自然の媒介物を介して間接的に生じ、また多数の要因が集積して一つの被

                                                             
1251960年代、公害が大きな社会・政治問題になったので、公害救済制度がようやく設けられた。

すなわち、昭和 42年に公害対策基本法が制定されて以降、公害に関連する法律の制定・実施が

相次いだ。また、昭和 44 年には「公害に係る健康被害の救済に関する法律」（昭和 45年 2月施

行）が公布された。しかし、この法律は、社会保障の補完的な制度として、当面緊急を要する医

療費（健康保険の自己負担分）を給付するのみで、財産的損失に対する補償や慰謝料は含まれて

いなかった。 
126千場・前掲注（32）25頁。  
127畑・前掲注（33）52頁。  
128伊藤進『公害・不法行為論』4頁以下（信山社、2000）参照。 
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害を生じさせることが多い。これに加えて、因果関係を解明するための科学研究は充分展

開していなかったため129、科学技術と科学知識を駆使しても、公害発生のメカニズムを解明

することは、殆ど不可能であった。以上のような要因により、公害訴訟における加害企業

の汚染行為と被害者の損害結果との因果関係の存在の証明が困難となっていた。この状況

において、証明度を引き下げて証明困難を緩和する見解および証明方法の変更により証明

困難を緩和する諸見解が提唱されてきた。そこで、以下ではまず、公害訴訟において損害

賠償責任の根拠とされる日本の不法行為法を確認した上で（第一節）、日本の公害訴訟にお

ける因果関係の証明度を引き下げてその証明困難を緩和する見解（第二節）と証明方法の

変更により、その証明困難を緩和する見解（第三節）を検討する。 

 

第一節 日本の不法行為法の基本構造および因果関係の要件 

 

本節では、日本の不法行為法の基本構造を確認した上で、因果関係の判断に関する因果

関係理論として、相当因果関係説と因果関係二分論を検討する。そして、日本における事

実的因果関係の証明困難を分析する。 

 

一 不法行為法の基本構造 

 

日本の不法行為法は、一般不法行為と特殊不法行為とを二分するという基本構造を採っ

ている。一般不法行為と特殊不法行為とは、責任発生の要件が異なる。 

 

1 不法行為法の基本構造 

 

日本民法は、不法行為に関して、日本民法 709～724条に規定を置いている。そして、日

本民法 709条が、一般不法行為に関する規定であり、日本民法 714～719条が、使用者責任、

工作物責任、共同不法行為などの特殊不法行為に関する規定である。その他、民法の特別

法として、製造物責任法、原子力損害の賠償に関する法律、鉱業法、大気汚染防止法、水

質汚濁防止法などがある。 

公害訴訟においては、一般不法行為法である日本民法 709条が根拠とされることが多く、

原子力事故や大気汚染など特定の公害訴訟において、原子力損害の賠償に関する法律 3条、

大気汚染防止法 25 条、鉱業法 109 条、水質汚濁防止法 19 条などが用いられる可能性があ

                                                             
129牛山・前掲注（119）78頁。 
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る。そこで、以下では、日本民法 709 条の要件と、公害訴訟において用いられる可能性の

ある特別法における損害賠償責任の要件を確認しておく。 

 

2 一般不法行為の成立要件 

 

〈日本民法 709条（不法行為による損害賠償）〉 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに

よって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

この条文によれば、一般不法行為の要件には、権利・利益侵害、損害、故意・過失、因

果関係が挙げられる130。日本では、一般不法行為である公害による損害賠償を請求する場合、

日本民法 709 条を根拠に、権利・利益侵害、損害、故意・過失、因果関係を被害者が証明

しなければならない。 

 

3 特殊不法行為の成立要件 

 

日本では、特殊不法行為は、日本民法 709 条の一般不法行為の要件を修正するものであ

る。これらの特殊不法行為は、過失の証明責任を被告に転換する中間責任（日本民法 714

条、715 条、717 条 1 項、718 条など参照）と、過失を責任発生の要件としない無過失責任

（日本民法 717条ほか民法の特別法を参照）とに分けられる。 

公害訴訟と関連性の強い特殊不法行為責任は、原子力損害の賠償に関する法律 3 条、鉱

業法 109 条、大気汚染防止法 25 条、水質汚濁防止法 19 条である。これらは、無過失責任

を採用する立法である。 

無過失責任では、過失の存否の証明が要求されないので、無過失責任の不法行為の要件

は、権利・利益侵害、損害、因果関係となる。 

鉱害による公害は、昭和 14年以前は、特別法が存在しなかったため、日本民法 709条が

適用されていた。昭和 14年に旧鉱業法が規定されて、無過失責任を規定する同法 109条が

適用されることになった。同様に、原子力による公害は、昭和 36年の原子力損害の賠償に

関する法律の制定によって、大気汚染による公害は、昭和 43年の大気汚染防止法の制定に

                                                             
130潮見佳男『不法行為法Ⅰ（第 2版）』58頁（信山社、2009）、内田貴『民法Ⅱ債権各論（第 3

版）』331頁(東京大学出版会、2013)参照。吉村良一教授は、権利・利益侵害要件のかわりに違

法性要件を主張している（吉村良一『不法行為法（第 4版）』25頁以下（有斐閣、2010）参照。 
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よって、水汚染による公害は、昭和 45年のその水質汚濁防止法の制定によって、無過失責

任不法行為を規定している条文が適用される状況にある。 

 

二 因果関係の判断 

 

不法行為法における因果関係の認定については、日本民法の条文上特に判断基準は用意

されていない。そこで以下では、日本民法における因果関係の判断に関する伝統的立場で

ある相当的因果関係説を検討する。その上で、相当因果関係説を批判し、日本において有

力説となっている因果関係二分論を確認する。 

 

1 相当因果関係説 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

日本では、民法が公布された後、相当因果関係説がドイツ民法学から取り入れられ、不

法行為法における因果関係理論の通説となっていった131。相当因果関係説とは、加害行為と

原因・結果の関係があるすべての損害に対し加害者が賠償義務を負うのではなく、相当因

果関係内にある損害のみを賠償すべきである、という考え方であり、債務不履行責任の賠

償範囲について定める日本民法 416条は、この相当因果関係理論の考え方を採用している

ものであると理解された132。当初、裁判実務は、不法行為に日本民法 416条の適用又は類推

適用がされないという立場に立っていた。しかし、その後、日本では、富貴丸事件判決133か

ら裁判実務も不法行為について相当因果関係説を採用してきた。 

従来の通説・裁判例は、次のような言い方をして被告の賠償責任を限定してきた。すな

わち、「被告の加害行為と原告の損害との間には相当因果関係があるから、被告は原告の損

害を賠償しなければならない」、あるいは、「原告の損害が相当因果関係の範囲外であるか

ら、賠償の対象にならない」などである134。                                                                                                                                                                                                                                                                

相当性の判断基準としては、次のとおり、主観説・客観説・折衷説の対立がある135。「主

観説とは、行為当時において行為者が認識・予見した事情および認識・予見することので

                                                             
131鳩山秀夫『日本債権法（総論）』65頁（岩波書店、1916）、我妻栄『民法講義Ⅳ新訂債権総論』

119頁（岩波書店、1964）、平井宜雄『損害賠償法の理論』76頁以下（東京大学出版会、1971）

参照。 
132潮見・前掲注（130）351頁以下、吉村・前掲注（130）142頁以下、中田裕康『債権総論（第

3版）』163頁（岩波書店、2013）参照。 
133大連判大正 15年 5月 22日民集 5巻 389頁。  
134内田・前掲注（130）390頁。 
135潮見・前掲注（130）356頁参照。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%B3%AA%E6%B1%9A%E6%BF%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
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きた事情に基づいて相当性を判断する見解である。客観説とは、行為当時に存在していた

すべての事情および行為後に生じた認識・予見可能な事情に基づいて相当性を判断すべき

だとする見解である。行為者の認識の違いによって因果関係の相当性判断が異なることに

懸念を示す立場からの主張である。折衷説は、行為当時に一般人が認識・予見することの

できた事情および行為者が特に認識・予見していた事情に基づいて相当性を判断すべきだ

とする見解である。」 

 

2 因果関係二分論 

 

日本では、1970 年代から相当因果関係説が批判され、その裁判実務における限界が指摘

された。そして、平井宜雄教授により、アメリカの因果関係理論である二分論が日本に紹

介された136。ここでは、相当因果関係説に対する批判を検討した上で、因果関係二分論を確

認する。 

 

（1）相当因果関係説に対する批判 

 

平井説は、主に次の 2 点について相当因果関係説を批判している。第 1 に、日本では、

イギリスの判例に由来する日本民法 416 条が規定されることにより、制限賠償主義および

責任原因と賠償範囲とを結合するという構成が採用されているため、これと「相当因果関

係概念」を結びつけることは妥当ではない137。なぜならば、ドイツにおける相当因果関係概

念は、完全賠償の原則を前提とする法技術であるから138。そうすると、第 2 に、日本民法

416条と離れて、相当因果関係説という概念自体を用いる「実益」がないので、この概念は、

実際上無用になっている。要するに、損害賠償範囲は、日本民法 416 条における「通常生

ずべき損害」なのか、「特別の事情により生じる損害」なのか、後者だとすれば予見可能で

あったのか否かなどによって判断するため、「相当因果関係」概念が無用であると批判して

いる139。 

 

（2）因果関係二分論の内容  

 

                                                             
136平井・前掲注（131）135頁、429頁。 
137平井・前掲注（131）146頁以下。 
138平井・前掲注（131）24頁以下。  
139平井・前掲注（131）76頁以下。 
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平井説は、アメリカのグリーン教授の因果関係理論を日本に紹介し、不法行為における

因果関係を、事実的因果関係の問題と、賠償範囲（保護範囲）の問題と分けて捉えるべき

であると主張している140。以下では、事実的因果関係と保護範囲とに分ける因果関係二分論

の判断枠組みおよび機能を検討する。 

 

1）事実的因果関係 

事実的因果関係とは、被告の不法行為と評価される事実と賠償を求められているところ

の損害と評価される事実との間に存在する「あれなければこれなし（conditio qua non）」 

の関係である141。事実的因果関係の性質については、平井説は、「事実的因果関係」は、事

実の問題であり、法的価値判断を含まないところの事実関係の科学的探究によって明らか

にされなければならないと主張している142。事実的因果関係の存否を示す「あれなければこ

れなし」とは、「被告の行為がなかったならば賠償を求められている当該損害は生じなかっ

たであろう」ということである143。事実的因果関係の機能は、訴訟において賠償を求められ

ている損害が被告の行為によって生じたかどうかを確定するところにある144。 

 

2）保護範囲 

保護範囲とは、事実的因果関係に立つ損害のうち、裁判官の政策的価値判断によって賠

償させることが妥当とされる範囲である。これは政策的価値判断の問題である。平井説は

保護範囲を画定する際、第 1 に考えるべきは、被侵害利益の重大さであり、第 2 に、損害

を生ぜしめた行為の危険性および社会的有用性との比較衡量を行うべきであると主張する

145。 

 

三 事実的因果関係の証明困難 

 

因果関係二分論においては、事実的因果関係は、上述のような事実的因果関係の理解に

より、賠償範囲の画定とは異質の法的価値判断に服する問題として取り扱われるところに

意義があると説明されている146。また、公害など事実的因果関係の存否そのものが問題とな

                                                             
140平井・前掲注（131）429頁以下。 
141平井・前掲注（131）135頁以下。 
142平井・前掲注（131）137頁。 
143平井・前掲注（131）136頁、429頁。 
144平井・前掲注（131）431頁。 
145平井・前掲注（131）460頁以下。 
146野々村和喜「事実的因果関係論の正統性」同法 53巻 5号 76頁（2002）、藤岡康宏等『民法Ⅳ
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るケースにおいて、証明困難の克服が重要な課題となることが、明確となったともいわれ

ている147。 

事実的因果関係に関して重要なのは、その証明の問題である。不法行為の事実的因果関

係は、かつては、常識的に判断できる場合が多かったが、今日、高度の科学的方法を用い

ても十分証明できないケースが増えつつある148。公害、医薬品や食品による被害、医療事故

などがその代表であり、被害者である原告は、経済的にも情報量・専門知識においても、

不利な立場に立たされる149。しかし、上述したとおり、因果関係は不法行為法に基づく損害

賠償請求権を発生させるための要件である。そのため、被害者が事実的因果関係の存在を

証明しなければならない。原告が因果関係の存在を証明できなければ、因果関係なしと認

定されてしまう。このため、上述のような種類の事件においては、不当に被害者から救済

の機会が奪われる。 

 

第二節 証明度の軽減をめぐる議論 

   

第一節で述べたとおり、日本では、因果関係が不法行為の構成要件の一つであり、不法

行為の認定においては、因果関係の認定が欠かせない。また、日本では、公害訴訟の特質

により、公害訴訟における因果関係の証明が困難となっている。この問題にも対応できる

議論として、日本では、証明度を高度の蓋然性から軽減すべきとする見解が提唱されてき

た。本節では、証明度の概念・意義、証明度に関する原則的な考え方を検討した上で、証

明度の引き下げに関する諸学説を検討する。また、証明度が原則的に高度の蓋然性と設定

されることを批判して、優越的蓋然性を証明度として設定すべきとする学説について検討

し、それが公害訴訟における因果関係の証明困難の緩和に役立つか、分析する。 

 

一 証明度に関する原則 

  

ここでは、日本の民事訴訟法における証明度の概念と意義を検討した上で、証明度に関

する原則、高度の蓋然性を分析する。 

 

1 証明度の概念と意義 

                                                                                                                                                                                   
債権各論（第 3版補訂版）』261頁（有斐閣、2009）参照。 
147吉村・前掲注（130）100頁。 
148内田・前掲注（130）390頁。 
149内田・前掲注（130）390頁。 
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証明は、要証事実の存否の判断について、裁判官に確信を生ぜしめる状態、またはその

ための当事者の証拠提出行為をいう150。これに対して、証明度とは、「事実に関する争点に

ついて、どの程度の証明があれば、裁判官が一定の事実があったという心証を形成して事

実認定してよいかを決する基準である151。 

弁論主義の下で、本来の事実認定は、裁判官の自由心証にしたがって行われるべきであ

り（日本民事訴訟法247条）、証明度に関する原則は、その自由心証による事実認定のあり

方について一定の規律を設けるものであると指摘されている152。   

 

2 高度の蓋然性 

 

通説・判例は、事実の認定については、当該事実の存在につき高度の蓋然性を証明する

ことが必要であり、数字的にあらわすと、80％程度の証明度を原則とするといわれている153。 

訴訟上の証明は歴史的証明であり、歴史学においては、過去の事実を認識する手法は、

現在から振り返って行う回顧的判断によるものとされている。しかも、事実を認識するた

めの資料には制約があるため、いったん認識された事実をその後実験によって確認する方

法がない。そのため、自然科学のように絶対的真実を究明することは不可能でり、客観的

資料を基礎とした推論により導かれる高度の蓋然性ある真実で満足するほかはないという

ことである。 

 

（1）根拠 

 

高度の蓋然性を証明度の原則とする通説は、その正当化根拠として、一般に、①実体的

真実発見の要請、②自力救済禁止による現状維持・現状保護の確保、③公権力による強制

的な権利実現の 3つを挙げる154。すなわち、「優越的蓋然性で事実認定されてしまうという

ことは、偶然の要素に左右されてしまう」ので、高度の蓋然性が要求されるわけである（①）。

                                                             
150中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義（第 2版補訂 2版）』281頁（有斐閣、2008）。 
151加藤新太郎「証明度軽減の法理」『民事裁判の充実と促進:木川統一郎博士古稀祝賀』113頁（判

タイムズ社、1994）。 
152伊藤眞「証明度をめぐる諸問題――手続的正義と実体的眞実の調和を求めて」判タ 1098号 9

頁（2002）。 
153伊藤・前掲注（152）5頁、中野ほか・前掲注（150）358頁以下。 
154藤田広美『講義民事訴訟（第3版）』243頁（東京大学出版社、2013）、加藤・前掲注（151）120

頁以下。 
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また「訴訟制度は自力救済を禁止していることから明らかなように、現状の保護を図るこ

とに価値を置いている」ので、「現状を覆そうという主張をする者に対して、より大きな

負担を課すことが法的安定性の観点から有用」である（②）。さらに裁判は最終的には「公

権力による強制的な権利実現」につながるので、「証明度として要求される蓋然性の程度

は、基本的にはある程度高度なものでなければいけないという制度のしくみと考え方」に

基づくと言われる（③）。 

 

（2）民事訴訟における証明度に関する原則――ルンバール事件の紹介 

  

民事訴訟の証明度についてのリーディングケースは最判昭和 50年 10月 24日、いわゆる

ルンバール事件である。最高裁は、この判決で民事訴訟における因果関係の証明度は高度

の蓋然性である必要があり、かつそれで足りると判示している。以下では、ルンバール事

件を詳しく検討する。 

 

〔裁判例ア〕最判昭和 50年 10月 24日155（ルンバール事件判決） 

 

〔事例の紹介〕 

ルンバール事件とは、3歳の上告人(原告)が、化膿性髄膜炎のため昭和 30年 9月 6日被

上告人(被告、国)の経営する東京大学医学部附属病院小児科へ入院し、医師 A、同 Bの治療

を受け、次第に重篤状態を脱し、一貫して軽快しつつあったが、同月 17日に B医師により

ルンバール（腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入、以下「本件ルンバール」

という）の施術を受けたところ、その 15 分ないし 20 分後突然に嘔吐、けいれんの発作等

（以下「本件発作」という）を起こし、右半身不全麻痺・性格障害・知能障害に等の重篤

な後遺症に陥ったことに基づく損害賠償事件である。 

第一審の東京地裁は、本件発作とその後の病変の原因は、本件ルンバールによって惹起

された脳出血にあるとして因果関係を肯定したが、本件ルンバールおよび看護治療上の医

師の過失を否定した。ところが、第二審の東京高裁は、本件発作と病変の原因が脳出血に

よるか化膿性髄膜炎に伴う脳実質の病変の再燃によるものか判定し難く、本件発作と病変

の原因が本件ルンバールの実施によるものとは断定し難いとして、医師の過失を問題にす

ることなく、上告人の訴訟を棄却したのである。これに対し、上告審は、本件発作とルン

バールの因果関係を肯定し、原判決を破棄し、医師の過失の有無を審理させるため差し戻

                                                             
155最判昭和 50年 10月 24日民集 29巻 9号 1417頁。 
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した。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は、一般論として、因果関係の証明度について次のとおり判示した。すなわち、

民事「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経

験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認

しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度

に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」 

その上で、本判決は次の事実を認定し、因果関係を肯定した。すなわち、①上告人は、

医師 A、同 Bの治療を受け、次第に重篤状態を脱し、一貫して軽快しつつあった。②一般に、

ルンバールはその施術後患者が嘔吐することがあるので、食事の前後を避けて行うのが通

例であるのに、本件ルンバールは、上告人の昼食後 20分以内の時刻に実施された。これは、

当日担当の B 医師が医学会の出席に間に合わせるため、あえてその時刻になされたもので

ある。そして、右施術は、嫌がって泣き叫ぶ上告人に看護婦が馬乗りとなるなどしてその

体を固定した上、B医師によって実施されたものであり、一度では穿刺に成功せず、何度も

やりなおし、終了まで約 30 分間を要した。③本件発作は本件ルンバール実施後 15 分ない

し 20分を経て発生した。④もともと脆弱な血管の持主で入院当初より出血性傾向が認めら

れた上告人に対し右情況の下で本件ルンバールを実施したことにより脳出血を惹起した可

能性がある。⑤脳の異常部位が脳実質の左部にあると判断される。⑥上告人の本件発作後

少なくとも退院まで、主治医の A 医師は、その原因を脳出血によるものと判断し治療を行

ってきた。⑦化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当時他にこれ

が再燃するような特別の事情も認められなかった。以上の事実から、本判決は「経験則上

本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに困って発生した

ものというべく、結局、上告人の本件発作およびその後の病変と本件ルンバールとの間に

因果関係を肯定するのが相当である。」とした。 

 

（3）学説による評価   

 

1）高度の蓋然性が採用されたという評価 

本判決は、民事訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明で

はなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した

関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し
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挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる

ものであるとした。本判決によって、はじめて、因果関係に関する証明度は高度の蓋然性

である必要があり、かつそれで足りることが示されたと多くの学説は評価している156。 

本判決の後、医療過誤訴訟の最高裁判例としては、最判平成 9年 2月 25日157が、薬剤の

投与と疾患発症との因果関係の証明について、本判決と同様に判示している。また、最判

平成 11年 2月 25日158は、因果関係の判断において本判決を引用している。さらに、最判平

成 12年 7日 18日159は、原爆被爆者の負傷・疾病と原子爆弾の放射能との因果関係を争う行

政訴訟において、因果関係の証明度について、本判決と同様の判示をしている。 

判決文中の⑤⑥は、病因論に関する事実(間接事実)であり、②③④は寄与関係に関する

事実、①⑦は他原因に関する事実と把握することができる160。最高裁は、病因論、寄与関係

論、他原因論という三本の柱を検討し、それらをもとにして経験則に基づき、高度の蓋然

性で本件ルンバールと本件発作とその後の障害との因果関係を認めた161ということである。 

 

2）事実上の推定が活用されているという評価 

本判決における本件因果関係の認定には、事実上の推定が活用されているという指摘も

ある162。この見解によると、本判決は次のように理解される。最高裁は、判決文中③本件ル

ンバールと本件発作との時間的接着性、②および④の間接事実の積み重ねによって経験則

を基礎として本件ルンバールと本件発作との因果関係を認めた。また、本件発作とその後

の障害との間の因果関係の存否については、本判決は、積極的に原因を推認させる間接事

実の特定が比較的困難なため、「他原因」の介在の可能性なしという点に重点を置き、いわ

ば消極的な方向で裏面から因果関係を推認した。すなわち、⑥の間接事実は積極的に因果

関係の存在について証明するものであり、⑤⑦の間接事実は、ほかの原因の存在を否定す

るものとして、因果関係の存在を裏面から根拠づけている。このように、本判決は、事実

上の推定を活用して、因果関係を推認したという評価もある。 

 

二 証明度の引き下げ 

                                                             
156伊藤眞「証明、証明度および証明責任」法教 254号 35頁(2001)、高橋宏志『重点講義民事訴

訟法（下）（補訂第 2版）』39頁（有斐閣、2010）、中野ほか・前掲注（150）358頁、上原敏

夫「訴訟上の証明―ルンバール事件」『民事訴訟法判例百選（第 4版）』123頁（2010）。 
157最判平成 9年 2月 25日民集 51巻 2号 502頁。 
158最判平成 11年 2月 25日民集 53巻 2号 235頁。 
159最判平成 12年 7日 18日判時 1724号 29頁。 
160野村好弘「ルンバールのショックによる脳出血事件」別冊ジュリ 50号 130頁（1976）参照。 
161野村・前掲注（160）130頁。 
162川井健＝春日偉知郎「新判例評価」判タ 330号 83頁以下（1976）。 
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日本では、民事訴訟における原則的証明度は高度の蓋然性とされている。しかし、証拠

の偏在や事柄の性質に起因する証明の困難さが存在する場合について、証明度を引き下げ

ることができるか否かということをめぐって議論がなされた。以下では、証明度引き下げ

を問題とする蓋然性説および「相当性テスト」説を検討していく。 

  

1 蓋然性説 

 

蓋然性説は、多発していた鉱害における因果関係の証明困難を解決するために、徳本鎮

教授により提唱された学説であり163、公害訴訟における因果関係の証明困難の緩和に先駆的

に取り組んでいた見解である164。ここでは、蓋然性説の判断枠組みの分析を行った上で、蓋

然性説が採用されたという理解も示されている裁判例を分析する。そして、蓋然性説に対

する批判を検討する。 

 

（1）蓋然性説の判断枠組み 

 

徳本教授は、蓋然性説を提唱し、これを支持してその根拠づけを試みる見解も現れ、そ

して、淡路教授および沢井裕教授は、蓋然説の具体的判断基準を提示した。 

 

1）徳本説による蓋然性説 

徳本教授が、「蓋然性説は、現行民法を前提とする、手続法上の一法技術である事実上の

推定という名の衣を着た公平な権利侵害保護のための一解釈論だ」として、蓋然性説を位

置づけた165。さらに、徳本教授は、この蓋然性説の内容について、次のとおり、説明した166。

すなわち、①原告被害者の公害訴訟における因果関係の証明は、因果関係の存在につきか

なりの程度の蓋然性を示せば足りる。②原告被害者がこのように証明できれば、被告加害

                                                             
163徳本鎮「鉱害賠償における因果関係」戒能通孝編『公害法の研究』65頁以下 (日本評論社、

1969)。鉱害に関する事件においては、鑑定による厳密な科学的立証が要求されたため、その負

担に耐えられなかった被害者が一旦提起した訴訟を取り下げたことがしばしばあった。このため、

高度の蓋然性が要求される証明という裁判技術によって、損害を受けた原告が司法上の救済を受

けられないという不公平な局面がもたらされた。そこで、鉱害事件において、高度の蓋然性で因

果関係を証明することが困難であることに対応して、因果関係の証明困難を緩和する学説として

徳本教授が主張したのが、蓋然性説である。 
164吉村良一「公害における因果関係の証明」立命 201・202号 939頁（1988）。 
165徳本鎮『企業の不法行為責任の研究』133頁以下（一粒社、1974）。 
166徳本・前掲注（165）130頁以下。 
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者が因果関係の不存在を証明する必要が生じる。そして、被告が因果関係の不存在を証明

できない場合、因果関係が認められる。②については、徳本教授は次のように敷衍する。

従来の日本の事実上の推定理論においては、事実上の推定が相手の反証で覆されると解さ

れているが、②では、被告は、因果関係のないことを証明できない限り因果関係の存在を

認めることになる。これは、実際上、因果関係の証明責任の転換を認めることになる167。 

 

2）蓋然性説の根拠 

公害の特質により、公害被害者が因果関係を証明することが困難であるため、蓋然性説

を用いることによって、公害被害者を特別に救済するとして、蓋然性説を支持する見解が

ある168。この見解は、公害の特質を次のように指摘する169。すなわち、公害を調査する科学

技術は未発達である。また、加害企業は、被害者よりはるかに経済力を持っており、自己

の排出する物質について高度の知識を有するが、調査に非協力的である。さらに、この見

解は、企業はある物質を社会に放散させているのであるから、その無害性を証明すべきで

あるとして自説を正当化する。その一方で、被害者は、公害を調査するための経済力、知

識に乏しい。にもかかわらず、公的調査機関が整備されていない。 

 

3）具体的判断基準の提示  

蓋然性説の具体的判断基準としては、次のような見解が主張されている。 

まず、淡路教授は、蓋然性説について、因果関係の証明責任の転換を認めた上で、次の

ような 4 つの場合それぞれにおいて、蓋然性説を適用して公害における因果関係が認めら

れるべきであると主張した170。すなわち、①損害の原因たる物質が何であるかが科学的に一

応明らかにされ、他方、当該企業から同じ物質が排出されていることが明らかにされた場

合。②損害の原因たる物質が何であるか、科学的にこれを断定することができないが、当

該企業からの排出物であれば十分に損害を生じさせうるという場合。③損害の原因たる物

質が何であるかが、科学的に一応明らかにされ、自然現象によって、別のところからも同

一物質（ないし損害を生じさせる物質）がもたらされる可能性があるとしても、当該企業

                                                             
167徳本・前掲注（165）130頁以下。 
168沢井裕『公害の私法的研究』223頁以下（一粒社、1969）、好美清光＝竹下守夫「イタイイタ

イ病一次訴訟一審判決の法的検討」判時 646号 111頁（1970）参照。 
169沢井・前掲注（168）223頁以下、好美＝竹下・前掲注（168）111頁参照。 
170淡路鋼久「公害の私法的救済―因果関係」加藤一郎編『公害法の生成と展開』416頁以下（岩

波書店、1968）。これは主に単独原因者の場合に関する検討である。淡路教授は、他に複数原因

者の場合についても検討しているが、それは主に共同行為者中の原因者不明の場合と共同行為者

がいずれも何らかの意味で損害発生に寄与していると見うる場合である。これについて、本稿は

触れないことにする。 
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から同一の物質が排出されている場合。④虚弱体質などの特殊な事情を持っている被害者

が、加害企業の汚染により被害を受けた場合。 

また、沢井裕教授は、因果関係は諸般の事情を総合して判断すべきだという観点に立っ

て、因果関係の存否を判断するにあたって考慮すべき各種の要素を列挙して、各要素の相

対的な証明度や、総合的にみてどの程度の蓋然性を立証すればよいかを明らかにすべきで

あると主張した171。その考慮すべき要素は、①加害原因物質の確定、②被害態様の類型的特

徴、③被告工場からの有害物質の放散、④被告工場からの物質の原告への到達、⑤ほかの

原因の不存在である172。しかし、沢井裕教授は、なぜこれらの要素を考慮すべきか、これら

の要素の関係を明言していない。 

 

（2）蓋然性説が採用されたという評価のある裁判例 

 

ここでは、公害訴訟における因果関係の証明度の軽減を正面から判示した最初の下級審

判決である173前橋地判昭和 46年 3月 23日を取り上げる。学説の中には、この裁判例は蓋然

性説を採用したという評価がある。 

 

〔裁判例イ〕前橋地判昭和 46年 3月 23日174（早川養鯉斃死事件判決） 

 

〔事例の紹介〕 

原告は早川の水を引いて養鯉業を営んでいたところ、昭和 35 年 6 月 4 日、昭和 36 年 7

月 9 日、昭和 36 年 10 月 1 日、鯉の斃死による損害を受けた。そこで、原告は、近くでメ

ッキ加工業を営んでいた被告の工場がメッキ加工から生ずる廃液を配水路に放流したため

に、この廃液が早川を経由し養魚場に到達して鯉の斃死をもたらしたとし、損害の賠償を

求めた。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は、一般論として「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、侵害行為と

損害との間の因果関係を立証する責任は原則として原告（被害者）側にある。しかしなが

ら、いわゆる公害訴訟、とりわけ河川汚濁や大気汚染による損害の賠償を請求する訴訟に

                                                             
171沢井・前掲注（168）235頁。 
172沢井・前掲注（168）235頁。 
173伊藤眞「早川メッキ工場廃液事件―因果関係の立証」別冊ジュリ 10巻 1号 47頁（1974）。 
174前橋地判昭和 46年 3月 23日下民 22巻 3～4号 293頁。 
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おいては、多くの場合、被害が適法な固有の目的をもった行為によって副次的に河水、大

気等の媒体を経由して発生したものであり、しかも自然現象その他の複雑な要因が関係す

るために、技術的にも経済的にも被害者個人が因果関係を立証することは容易でない。一

方、被告（加害者）側にとっては技術的にも経済的にも被害者よりはるかに原因調査が容

易であることが多いし、そうでない場合にも被告企業が何らかの物質ないしエネルギーを

一般社会に放散させている以上は、加害者側でそれが無害であるとの立証をなさない限り

責任を免れないと解するのが社会通念に適合するところであると考えられる。そこで、右

のような訴訟においては、一般の不法行為訴訟と異なり、因果関係に関する立証責任を転

換し、被告側に因果関係不存在の立証責任を負わせることも考えうるところであるが、一

般に因果関係不存在の立証はきわめて困難であるから、右の考え方は逆に被告に対して苛

酷に過ぎるきらいがある。結局、最も妥当な解決方法は、原告としては侵害行為と損害と

の間に因果関係が存在する相当程度の可能性があることを立証することをもって足り、被

告がこれに対する反証をあげえた場合にのみ因果関係を否定しうるとすることである、と

当裁判所は考える。」とした。 

その上で、本判決は、本件訴訟が公害訴訟であり、原告は因果関係存在の相当程度の可

能性を立証すれば、因果関係に関する証明を果たしたと解した。 

そして、本判決は、因果関係の存在に関する積極的事実および消極的事実を併記し、そ

れらを総合的に考察して、被告の汚染行為と原告の損害との因果関係を認めた。積極的事

実：①本件工場から、有毒なシアン化物を含む廃液が付近を貫流する配水路へ放流されて

いた。②右配水路は、廃液放流地点から約 3.5 キロメートル下流の地点で早川をまたぐ樋

を通り、新田郡尾島町の灌漑に利用されているが、右樋の手前に、配水路から早川へ排水

する堰（いわゆる角落堰）があり、同地点より約 1 キロメートル早川を下ったところに本

件養魚場がある。③昭和 36 年 9 月中旬頃第 18 号堰の水門を閉じて粕川の水位を上げ、水

が配水路へ流入した。そして同年 10月 1日前後において、配水路に水が滞留せず水量は少

ないながらも流下していた。④第 18号堰の水門を閉じて配水路に水を取入れた際に、境町

用水へ配水路の水が流入しないようにするために同所の堰を開放して貰った。⑤当時配水

路の水は早川へ排水されていたものである。⑥昭和 36 年 10 月 1 日に本件養魚場の注水口

で採取した水は pH6.8、シアンイオン濃度 0.5PPM であり、4 時間経過しても鯉は死亡しな

かった。しかし、同日又は翌二日に配水路から早川へ排水する前記の堰付近で採取した水

は pH6.7、シアンイオン濃度 5.5PPMであり、50分後に鯉が死亡した。また、同月 2日に本

件工場の廃液にはシアン化物が 10.0PPM 存在するときにはわずか 1.5 時間で鯉が全部死滅

した。しかしながら、シアンイオンはきわめて変化しやすいものであるのに、前記各採取
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水についてその分解を防止する処置を全くとらなかった。採水時に直ちに分析したとすれ

ば本件養魚場の注水口で採取水のシアンイオン濃度は 0.5PPM から 5.0PPM の範囲内である

と推定しうる。以上、昭和 36年 10月１日から 2日、3日に本件養魚場の注水口で採取した

水で鑑定を行った結果、昭和 36 年 10 月 1 日当時、本件養魚場の池水に多量の鯉を斃死せ

しめうるだけの濃度のシアンイオンが含有されていた可能性はきわめて高い。⑦昭和 36年

10 月 1 日午前 9時頃、本件養魚場の上流にある「高橋」という土橋に立って早川を見下ろ

していると魚がよどみに沈んだり、上流から流れて来て橋桁のごみにつかえたりしていた

が、雉の尾川では魚が浮かび上がったことはなかった。⑧昭和 41 年 6 月 15 日に、本件工

場からの廃液放流地点より上流の配水路の水、配水路と合流する以前の雉の尾川の水、配

水路からの排水地点より上流の早川の水からは、シアンイオンが検出されなかった。しか

し、同日採取した廃液放流後の配水路の水には 0.16PPMのシアンイオンが含有されていた。 

消極的事実：①昭和 36 年 10 月 1 日に本件養魚場で多量の鯉が斃死したことの原因物質

がシアンイオンであることは、斃死した鯉自体によっては確定することができない。②配

水路が本件工場からの廃液放流地点より下流で雉の尾川と合流するところで、配水路の水

量が急激に増加する。③被告は、境町公園の養魚池には、前記境町用水取入口から配水路

の水が取入れられているにもかかわらず、昭和 36 年 10 月 1 日当時に右養魚池の魚が斃死

した事実がないと主張した。しかし、当時境町用水に配水路の水が流入していなかったと

確認されたから、これは因果関係の有無の判断に影響を及ぼすものではない。④原告に鯉

の飼養方法に関する過失を認めるに足る証拠はない。また、飼養方法の不適切によって鯉

が一時に斃死するということはほとんどない。⑤その他のメッキ工場の廃液が本件養魚場

に流入したと認めるに足る証拠はない。⑥従来農薬によって鯉が斃死したのは 7 月上旬が

多くて 10 月に斃死した例はなく、しかも昭和 36 年までは農薬の使用量は多くなかった。

すなわち、昭和 36 年 10 月 1 日当時本件養魚場に農薬が流入した可能性は絶無とはいえな

いにしても、同日の鯉斃死の原因となったとは到底認めることができない。なお、当時本

件養魚場で斃死した鯉の魚体からパラチオン等の農薬は検出されなかった。 

その上で、本判決は、積極的事実および消極的事実を総合考察して、鯉斃死の加害原因

物質は斃死魚自体からは確定できないが（消極的事実の①）、本件工場からは有毒なシア

ン化物を含む廃液が放出されており（積極的事実の①）、右廃液は配水路に放流されて（積

極的事実の①）、配水路および早川を経て本件養魚場に到達し（積極的事実の②ないし⑤）、

当時本件養魚場の池水には多量の鯉を斃死せしめうるだけの濃度のシアンイオンが含有さ

れていた可能性がきわめて高い（積極的事実の⑥）と認定した。そして、本判決は、他の

原因としては僅かに農薬が流入する可能性があるのみで（消極的事実の⑥）、その他の原
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因がなく（消極的事実の④、⑤）、しかも廃液の経路にのみ魚類の異常が認められ（積極

的事実の⑦、なお消極的事実の③）、廃液が本件養魚場に至る途中で配水路は水量の多い

雉の尾川と合流するが（消極的事実の②）、廃液放流後の配水路の水にシアンイオンが検

出された（積極的事実の⑧）と認定した。以上から、本判決は、本件工場からの廃液の放

出と昭和 36 年 10 月 1 日の本件養魚場における鯉の斃死との間に因果関係が存在する相当

程度の可能性があると認め、これを覆すに足る証拠はないとした。 

しかし、昭和 35年 6月 4日および同 36年 7月 9日の鯉斃死について、本判決は、本件

工場からの廃液放出と鯉の斃死との間に因果関係が存在するという蓋然性を到底認めるこ

とができないとした。その理由は次のとおりである。第 1 に、加害原因物質が何であるか

確定すべき証拠は何もない。第 2 に、この二日間、本件工場からは有毒なシアン化物を含

む廃液が放出されていたこと、およびそれが配水路に放流されていたことが、推認される。

第 3 に、この二日間、廃液放流地点から本件養魚場に至る配水路および早川の経路そのも

のが、昭和 36年 10月 1日の頃と同様であったと推認できる。しかし、水量、流れの有無、

各堰の開閉状況等については、何も証拠がない。第 4 に、この二日間に関係地点の水質検

査をなしたと認めるに足る証拠はないから、水中のシアンイオン濃度は全く不明である。

そのため、当時本件養魚場の池水に多量の鯉を斃死せしめうるだけの濃度のシアンイオン

が含有されていた可能性がないとはいえないが、その可能性が強いとは到底いいえない。

第 5 に、この二日間本件養魚場に農薬が流入した可能性は、昭和 36 年 10 月 1 日の場合よ

り強い。第六に、本件養魚場の上流水系における魚類の異常の有無に関する証拠は、この

二日間については何もない。 

 

〔学説の評価〕 

本判決については、蓋然性説が採用されたと評価する見解、門前理論が用いられたとい

う評価、高度の蓋然性の原則が維持されているという評価が見られる。 

 

1）蓋然性説が採用されたと評価する見解 

本判決は、一般論として公害訴訟における因果関係の存在を立証することは技術的にも

経済的にも容易でないという認識の下に、「最も妥当な解決方法は、原告としては侵害行

為と損害との間に因果関係が存在する相当程度の可能性があることを立証することをもっ

て足り、被告がこれに対する反証をあげえた場合にのみ因果関係を否定しうる」と判示し

た。これは、初めて、因果関係の証明度に関する蓋然性説を意識的に公害事件の中に取り
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入れたものであるとする評価である175。 

そして、本判決は、その提示した一般論にしたがい、原告が因果関係の存在の蓋然性を

証明したとして、実質上因果関係の証明責任を原告から被告に転換した176という理解が示さ

れている。 

 

2）門前理論（後述）が用いられたという評価177 

本判決は、門前理論を用いたという評価もある。門前理論については、後で詳しく述べ

るが、因果関係を①被害疾患の特性とその原因物質（病因）、②原因物質が被害者に到達す

る経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質の排出（生成・流出に至るまでのメカニ

ズム）に分けて、①②の証明がなされて、汚染源の追求がいわば企業の門前にまで到達し

た場合、企業側は、③について自己の工場が汚染源になりえないことを証明しない限り、

因果関係の存在が認められるとする考え方である178。 

本判決は、被告工場が廃液を排出したこと（積極的事実①）と工場廃液の放流経路（積

極的事実の②ないし⑤）が証明された。前者は、門前理論の③加害企業における原因物質

の排出（生成・流出に至るまでのメカニズム）であり、後者は②原因物質が被害者に到達

する経路（汚染経路）である。しかし、廃液の魚類の生存に及ぼす影響（積極的事実⑥）

が確認できるが、シアン化物が一般的に検出されがたいため、斃死した鯉自体からはシア

ン化物が検出されておらず、①被害疾患の特性とその原因物質（病因）が証明されていな

い。他方、他の原因がない（消極的事実④⑤⑥）ため、被告の反証が成功していない。し

たがって、本判決は、認定された門前理論の②③の事実から経験則に基づいて因果関係の

存在を認めた、という理解が存在する。 

 

3）高度の蓋然性の原則が維持されているという評価 

他方、本判決における 10月 1日の工場廃液の放流と鯉斃死との因果関係の認定について

は、これが高度の蓋然性をもって完全に証明されたという見解もある。すなわち、本件工

場からの有毒なシアン化物が本件養魚場に到達したこと（積極的事実の①②⑤）、当時本

件養魚場の池水には多量の鯉を斃死せしめうるだけの濃度のシアンイオンが含有されてい

た可能性がきわめて高いこと（積極的事実⑥）、他の原因がないこと（消極的事実④⑤⑥）

                                                             
175伊藤・前掲注（173）48頁、淡路鋼久「最近の公害訴訟と私法理論（一）―新潟水俣病判決を

契機として―」判タ 267号 6頁（1971）。 
176平野哲郎「イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリアにおける機会喪失論と日本の相当程

度の可能性 (2・完)」龍谷 46巻 4号 933頁以下（2014）。 
177伊藤・前掲注（173）48頁。 
178新潟地判昭和 46年 9月 29日下民 22巻 9～10号別冊 1頁参照。 
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が証明されたので、経験則上シアンが原因であると高度の蓋然性をもって完全に証明され

た見うるという指摘である179。 

 

（3）蓋然性説に対する批判 

  

蓋然性説は、「初めて正面から公害における被害者の因果関係立証負担の軽減に取り組ん

だこと、そして、従来因果関係の認定に消極的であった裁判所にアピールしてその訴訟運

営に一つの方向を与え、因果関係の存否判断にあたって科学的に厳密な証明は必要ないと

して、不必要な科学論争に裁判所が入りこむ危険を防いだこと」が評価されている180。しか

し、蓋然性説は、証明度引き下げの理論的根拠の欠如、因果関係の証明責任の転換の根拠

の欠如、および事実認定の曖昧さという三点で批判を浴びている。現在、蓋然性説は、日

本では、あまり支持されていない。   

 

1）証明度引き下げの理論的根拠の欠如 

前述したとおり、蓋然性説は、公害訴訟における因果関係の証明度を民事訴訟の原則で

ある高度の蓋然性から引き下げるということの理論的根拠を、公害の特質に起因する証明

困難に求めている。しかし、公害の特質と言われる諸事情による証明困難は他の現代型訴

訟とほぼ共通しているので、公害に限って証明度を軽減することの十分な理論的根拠を明

らかにしていないと批判されている181。 

 

2）因果関係の証明責任の転換の根拠の欠如 

蓋然性説においては、因果関係の証明責任が原告から被告に転換されることになるが、

日本の法律では立証責任の転換を行う根拠規定がないため、法律上の根拠がないとして批

判されている182。 

 

3）事実認定の曖昧さ 

蓋然性説は、証明度について、「かなり」とか、「一応」とかという漠然とした表現をし

ているため、証明度に関する通説のいう「社会の通常人が日常生活において疑いを抱かず

                                                             
179淡路剛久『公害賠償の理論（増補版）』15頁以下（有斐閣ブックス、1978）参照。 
180吉村・前掲注（164）939頁。 
181山下昭浩「公害訴訟における因果関係の証明」早誌 48巻 290頁以下（1998）。 
182日本では、証明責任とは、事実が真偽不明となった場合、その事実を要件とする自己に有利な

法律効果の発生または不発生が認められないことになる当事者の一方の危険または不利益であ

ると主張されている。中野ほか・前掲注（150）365頁以下。 
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に行動の基礎としうる程度の確信」や「確実性と境を接する蓋然性」とどれほど違うかは

曖昧であると指摘されている183。そして、「外部者が知ることの困難な裁判官の心証の程度

ないし証明の程度についてその引き下げを主張しても、事実審理にあたる裁判官の心構え

に影響を及ぼすという以上の意味はない」と批判される184。 

 

2 「相当性テスト」説 

 

加藤新太郎判事は、民事訴訟の証明度の原則について高度の蓋然性を維持しながら、必

要性、相当性、補充性の要件を満たすことができれば、証明度の軽減を許容するという「相

当性テスト」を提唱している185。すなわち、民事訴訟における実体的真実発見の要請および

ルーズな事実認定を回避すべき要請においては、高度の蓋然性が原則的な証明度とされる

べきである。しかし、証明度は、立証主題と立証方法の特徴によって影響されうるもので

あり、しかも、証明基準は、事実の存在の認定について証明ありとしてよいという段階か

ら証明ありとしなければならないという段階まで一定の幅がある。しかも、公害訴訟など

の現代型訴訟においては、当事者の対等性が実質的に維持されていない証拠の偏在が著し

いため、高度の蓋然性が要求されると、実体法の趣旨に反する結果を招くことになるばか

りか、当事者の実質的武器平等という手続的正義に反する結果を招来していることになる

と考えられる。そこで、実体的正義および手続的正義の観点から、証明度の軽減が許容さ

れるべき場合がある。 

 

（1）内容 

 

「相当性テスト」とは、①事実の証明が事柄の性質上困難であること、②証明困難であ

る結果、実体法の規範目的趣旨に照らして著しい不正義が生じること、③原則的な証明度

と等価値の立証が可能となる代替手法を想定することができないことという三要件の下で、

例外的に証明度の軽減を認めるべきであるとする見解である186。①は、証明度軽減の必要性

および相当性を具体化する要件である。すなわち、証明の困難性は、現代の科学技術水準

の限界などに由来するものであって、当事者に対して高度の蓋然性を要求することが客観

                                                             
183好美＝竹下・前掲注（168）111頁。 
184吉村・前掲注（164）939頁。 
185加藤・前掲注（151）131頁以下。 
186加藤新太郎「公害訴訟における個別的因果関係の証明度」ジュリ 1013号 133頁（1992）、加藤・

前掲注（151）頁以下。 
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的に見て期待可能性が乏しい場合に、証明度の軽減が認められうる。これにより、当事者

の懈怠・不熱心な証拠収集態度など当事者に帰責される事由で事実の証明が困難となって

いるケースが排除される。②は、証明度の軽減はあくまでも例外であるということを意識

して、高度の蓋然性により生じる不正義の著しさを要求し、証明度軽減の必要性と補充性

を強調するための要件である。③は証明度軽減の補充性にかかわるものである。すなわち、

①②を具備しても、証明度が直ちに軽減されるのではなく、立証者に可能な代替手法を尽

くすことを要求し、証明度の軽減の補充性を強調している。 

 

（2）証明度軽減の効果 

 

加藤新太郎判事は、証明度軽減の効果を原則型と例外型に分けて、次のとおり説明して

いる187。1）原則型:証明度軽減を許容する場合の下限は、ルーズな事実認定に歯止めをかけ

るため、原則として優越的蓋然性レベル、50％より上といった辺りを限度と解する。2）例

外型:要件①②の顕著性を条件とするきわめて稀なケースにおいては、優越的蓋然性に達し

ないとしても、証明度の軽減を認めるべきである。 

 

（3）公害訴訟への適用 

 

加藤新太郎判事は、公害訴訟が「相当性テスト」の要件①および要件②を満たしている

が、イタイイタイ病訴訟、水俣病訴訟、四日市喘息訴訟などの公害訴訟においては、疫学

的証明方法などの被害者が負担可能な証明方法が考えられるから、公害訴訟においては、

因果関係の証明について原則的証明度を軽減すべきではないと指摘した188。 

   

三 優越的蓋然性説について 

 

証明度を高度の蓋然性に設定することに反対し、アメリカの考え方を参照して、優越的

蓋然性が証明度に関する原則とされるべきとする見解が提唱されてきた189。民事訴訟におけ

る一般的証明度たる優越的蓋然性は、争いある事実が存在しないよりも存在するものと信

じられる心理状態と解されている(the existence of the contested fact is more probable 

                                                             
187加藤・前掲注（151）134頁以下。 
188加藤・前掲注（151）134頁以下。 
189伊藤・前掲注（156）35頁以下。 
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than its nonexistence) 190。 

この優越的蓋然性説を公害訴訟に適用して、その因果関係の証明困難を緩和しようとす

る見解も存在した191。ここでは、まず、代表的論者である伊藤説を中心に、三木説などにも

言及して検討した上で、優越的蓋然性説に対する批判を分析する。 

 

１ 優越的蓋然性説の提唱 

 

（1）高度の蓋然性説に対する批判 

 

伊藤眞教授は、高度の蓋然性と優越的蓋然性とを比較して、いずれを原則的な証明度と

したほうが、当事者の公平や実体的真実発見などの訴訟制度の目的が実現されやすいかを

検討の視点として、証明度にかかる 2 つの基準を比較することを通じて、優越的蓋然性説

を証明度に設定すべきであると主張した192。伊藤説は、次のように、高度の蓋然性説を批判

した上で、優越的蓋然性説に対する批判に反論する形で、優越的蓋然性説が支持されるべ

きことを説明している。 

高度の蓋然性説においては、①証明度を上げれば上げるほど事実認定は真実に近づく、

②証明度を下げると証明責任を負担する当事者が立証努力を怠る、③実際に、裁判所は証

明の程度が高度の蓋然性に達しない場合に、証明責任を適用して判断している、④原則的

な証明度は比較的証明が容易な事案類型を基準として定め、証拠の偏在など、証明が困難

な事案類型については、原則的な証明度を軽減すべきである、ことが根拠とされている。

しかし、これらは神話に過ぎないとして、伊藤眞教授は、次のとおり、この 4 つの根拠を

批判した。 

①について、伊藤眞教授は、証明度を高度の蓋然性に設定すれば、事実認定は真実に近

づくか否かは、真実の概念とかかわっており、真実が何かを考えると、証明度を高く設定

するか、低く設定するかは、真実発見にかかわらないと指摘する193。すなわち、もし、優越

                                                             
190伊藤・前掲注（156）36頁。 
191加藤一郎「序論―公害法の現状と展望」加藤一郎編『公害法の生成と展開』29頁（岩波書店、

1968）。しかし、優越的蓋然性説は、公害における因果関係の証明困難を緩和するか否かについ

て、疑問があると批判された。すなわち、この説は、民事事件一般について蓋然性の程度の立証

をもって足りると主張し、証明の最終段階のみに着目して、公害被害者の証明力の弱さを考慮し

ていないので、公害事件について特に被害者の立証の負担を軽くすべきだという主張と結びつか

ないと指摘されている(東孝行「公害による賠償請求の訴訟」司法研究報告書 22輯１号 86頁

（1969）)。 
192伊藤・前掲注（152）9頁。 
193伊藤・前掲注（152）10頁。 
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的蓋然性が認められる事実には真実が含まれているとすれば、証明度を高度の蓋然性に設

定すると、そこに到達しない場合、要証事実が真偽不明とされ、証明責任に基づく判決が

増える。それは真実から遠ざかるので、高度の蓋然性は逆に真実発見を断念する結果につ

ながる。他方、もし高度の蓋然性が認められる事実しか真実が含まれていないとすれば、

証明度を高度の蓋然性に設定しても、真実から遠ざかるとはいえない。 

さらに、優越的蓋然性を支持する三木浩一教授も、優越的蓋然性説は、高度の蓋然性説

より真実発見に資すると指摘している。すなわち「原告に有利に偏った証明度は被告に不

利な誤判を制度的に誘発するし、原告に不利に偏った証明度は被告に有利な誤判を制度的

に誘発するので、両者に均等に設定された証明度だけが、誤判の危険を最小化することが

できるからである」194。たとえば、不法行為に基づく損害賠償訴訟においては、証明度を均

衡点である 50％より低く設定すれば、被告に不当に賠償金を支払わせることになる誤判が

増大するが、反対に証明度を 50％より高く設定すれば、原告が不当に賠償金を受け取れな

くなるタイプの誤判が増大する、ということである195。 

②証明度を下げると証明責任を負う当事者が立証努力を怠るという高度の蓋然性説の根

拠に対して、優越的蓋然性説は、次のとおり批判する196。裁判官の心証の程度は、和解の勧

試などの機会を通じて、当事者に伝わる場合を除いて、直接的な形では当事者が把握しえ

ないことである。そのため、裁判官の心証が優越的蓋然性を超えたか、あるいは高度の蓋

然性に達したかを当事者が直接に知ることは不可能であり、裁判官の態度や言動から推測

する以外にない。したがって、優越的蓋然性を証明度としたとしても、勝訴を目指す当事

者としては、相手の反証活動に勝つために最大限の努力をせざるを得ず、また代理人弁護

士としては、最大限努力しなければならない。 

③については、伊藤眞教授は、最高裁の判例や下級審の裁判例から見ると、実質的には

優越的蓋然性を証明度としていると見られるものが存在することが指摘されている。また、

証明度に達しないとして証明責任に基づく判断をしているものの多くは、優越的蓋然性を

下回る、フィフティ・フィフティ程度の心証にとどまるものが多いと指摘した197。 

④については、証明が容易な事案類型においては、高度の蓋然性が原則的な証明度とさ

れ、証拠の偏在など、証明が困難な事案類型、たとえば公害訴訟においては、証明度軽減

の法理が提唱されてきた。この点については、伊藤眞教授は、次のとおり指摘した198。すな

                                                             
194三木浩一「民事訴訟における証明度」法研 83巻 1号 25頁（2010）。 
195三木・前掲注（194）25頁。 
196伊藤・前掲注（152）10頁。 
197伊藤・前掲注（152）11頁。 
198伊藤・前掲注（152）11頁以下。 
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わち、証明が容易な事案においては、たとえ証明度を優越的蓋然性と設定したとしても、

当事者の立証努力によって、高度の蓋然性に達する心証が得られるものであり、裁判所の

適切な訴訟指揮を前提とすれば、高度の蓋然性を証明度として設定する必要がない。また、

証明が困難な事案においては、原則としての証明度である高度の蓋然性から軽減すること

と、最初から優越的蓋然性を証明度とすることとは、結果において違いはない。 

さらに、三木浩一教授は、「優越的蓋然性説」を採用すると事実認定が不安定となるとい

う「高度の蓋然性説」を支持する論者の見解を批判している。すなわち、高度の蓋然性を

採用して証明度を 80％に設定した場合、原告の証明が 81％の心証度を導くものであれば原

告に有利な判決がなされることになり、反対に、原告の証明が 79％の心証度を導くもので

あれば原告に不利な判決がなされることになるのであるから、わずかな差で勝敗が容易に

逆転することになる199、ということである。 

 

（2）優越的蓋然性説の根拠づけ 

 

優越的蓋然性説に対しては、批判が加えられているが、そのいくつかについて、優越的

蓋然性説の側は、次のように反論して、優越的蓋然性説を支持すべきことを根拠づけてい

る。 

第 1 に、民事訴訟では、刑事訴訟と比較して当事者の証拠収集能力が高いとはいえず、

優越的蓋然性説を採ると、事実認定が偶然の要素によって大きく左右される危険があり、

法的安定性や真実の発見を損なうと批判されている。これに対して、伊藤眞教授は次のよ

うに反論する。刑事訴訟と比べて民事訴訟の当事者に与えられる証拠の収集手段が強力な

ものではないから、高度の蓋然性を要求すると、本証側の当事者がその負担を果たすため

の手段を欠き、当事者間の公平という手続的正義に反するということになり、優越的蓋然

性のほうが妥当である200。また、三木浩一教授も次のように主張する。高度の蓋然性は、優

越的蓋然性より、事実認定が恣意的になる危険が高く、また、心証度が証明度に達してい

るか否かの判定は、優越的蓋然性説による場合のほうが高度の蓋然性説による場合よりも

容易である。なぜならば、裁判官は、自己の心証度が高度の蓋然性に達しているか否かを

判定し難いが、優越性で判断する場合、裁判官は、ある証明主題の存在の蓋然性と不存在

の蓋然性を比較して、いずれの蓋然性がより高いかを判断すればよいからであると反論し

                                                             
199三木・前掲注（194）33頁。 
200伊藤・前掲注（152）12頁。 
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ている201。 

第 2 に、訴訟によって権利の実現を図ろうとする当事者は、現状の均衡を覆そうとする

ので、相手方より大きな負担をその者に課することが法的安定性の要請にかなうという観

点から、優越的蓋然性説が批判されている。しかし、優越的蓋然性説は、ここでは、現状

は何かについて、次のとおり、さらに考える必要があると反論する202。なぜならば、現状を

固定的に考えると、違法行為をした者や自力救済に踏み切った者が結果として保護される

ことになりかねない。そうだとすると、訴訟によって権利の実現を図ろうとする当事者に

対して、相手方より大きな負担を課すべきとしても、その負担の程度は、必ずしも高度の

蓋然性ではなく、優越的蓋然性で足りるということもできるだろう、ということである。

また、三木浩一教授は、実体法および訴訟法のいずれに照らしても、何をもって現状転覆

と判断するかの合理的な基準はなく、現状転覆者がいずれの当事者であるかを決定するこ

とも論理的に不可能であると述べる203。まず、実体法上の制度の中には現状維持を目的とす

る法律があるが、それを根拠として訴えを提起された場合、その訴訟の原告は、必ずしも

現状の転覆者とはいえない。たとえば、取得時効を根拠として訴えを提起した原告は、長

年にわたって継続した占用状態という現状を維持しようとする者である。しかも、訴訟法

上、原告の地位と被告の地位には互換性があるので、いずれの当事者が現状転覆者である

かは、どちらが訴えを提起したかによって決まることになる。たとえば、原告が被告を訴

えて、被告は反訴した場合、原告、被告ともに現状転覆者になりうるのか、と疑問を提起

する。 

第 3 に、執行権による強制的実現は私人の権利や利益に対する重大な変更をもたらすも

のであるので、証明度を高度の蓋然性とするべきであり、優越的蓋然性説は採用できない

と批判されている。これに対して、優越的蓋然性説は、次のとおり、執行権の発動を求め

る地位を認めることが高度の蓋然性説に必然的につながるかは疑問であると反論している

204。まず、優越的蓋然性説が採用されるとき、実際の心証としては、高度の蓋然性に達する

事案が存在すると想定される。そして、優越的蓋然性説も、訴訟手続きにおいて両当事者

が主張立証を尽くして、心証が優越的蓋然性を超えたときに要証事実の認定を裁判官に命

じるものであるため、敗訴当事者に対する手続き保障は前提となっている。その上で、優

越的蓋然性にとどまったときに、要証事実を肯定すべきか、否定すべきかは、当事者に対

する立証の動機づけなど、訴訟手続きのあるべき姿を考慮して決定されるべきである。 

                                                             
201三木・前掲注（194）32頁。 
202伊藤・前掲注（152）12頁以下。 
203三木・前掲注（194）34頁以下。 
204伊藤・前掲注（152）13頁。 
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2 優越的蓋然性説に対する批判 

 

上述のように、優越的蓋然性説に対して加えられた批判のいくつかについては、反論が

なされているが、それでもなお、以下のような批判が行われている。 

 

（1）日本の民事訴訟制度との整合性 

 

まず、優越的蓋然性説は、日本の民事訴訟制度との整合性がないという点が厳しく批判

されている。すなわち、職業的裁判官が積極的に事件に働きかけて納得のいくまで審理す

ることのできる大陸型事実審の構造の下では優越的蓋然性によって事実認定を行うことは

許されるべきではないと指摘されている205。また、かかる考え方が疎明と証明を区別する日

本の証拠法上の一般原則に反するという批判がある206。すなわち、証明と対比して用いられ

ている疎明とは、証拠などによる裏づけが証明の程度には至らないで、一応確からしいと

の推測を裁判官が行ってよい状態、またはそのような状態に達するように証拠を提出する

当事者の行為をいう207。優越的蓋然性説の下では、この証明と疎明との区別が崩れてしまう

という懸念が示されている。 

 

（2）実体法への影響 

 

優越的蓋然性説が適用されると、次の例のように、実体法の構造に影響を与えると批判

されている208。たとえば、名誉毀損による損害賠償請求事件では、抗弁での免責要件は、真

実性と、真実であると信じたことについて相当の理由があることという二段階に分かれて

いる。しかし、優越的蓋然性でよいとした場合、真実であることという要件が実際には真

実らしいことに引き下げられてしまい、真実ではなかったけれども真実であると信じたこ

とについて相当の理由があることという要件と、実際上イコールになってしまうおそれが

あり、少なくとも両者の関係が非常に曖昧になってしまう。したがって、名誉毀損事件に

おける実体法的な構造に変更を及ぼす可能性があるということである。 

 

                                                             
205吉村・前掲注（164）938頁。 
206沢井・前掲注（168）225頁以下。  
207新堂幸司『新民事訴訟法（第 5版）』486頁以下（弘文堂、2011）。 
208伊藤眞ほか「（座談会）民事訴訟における証明度」判タ 1086号 16頁須藤典明の発言（2002）。 
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（3）裁判実務に対する影響 

 

裁判実務の観点からは、以下の問題が指摘されている。 

裁判官が優越的蓋然性で判断する場合、どの程度の優越でよいというのか難しい問題が

生じる209。また、証明責任を負う者の立証が相対的に他方に優越していても、それ自体、証

明につき価値の低い場合（すなわち蓋然性の立証にも達しない場合）に、証明があったと

見ることは妥当ではない（英米法でも、かかる場合には、その「合理性」がないとの理由

で、因果関係の立証は排斥されることになる）と指摘されている210。さらに、優越的蓋然性

説が適用されると、事件ごとに当事者の証明度は異なり、事件の解決としては、その意味

で少し不安定になる可能性があるという問題が生じる211。 

        

四 小括 

 

第二節をまとめると、次のとおりである。日本では、公害訴訟における因果関係の証明

困難を緩和する議論として、証明度を引き下げる議論があり、これが公害訴訟においても

役立つものとされてきた。日本における証明度の原則は、高度の蓋然性と理解されている。

まず、公害訴訟における証明の困難に着目する形で、証明度を引き下げる蓋然性説が提唱

された。しかし、蓋然性説は、公害訴訟においてのみ証明度を引き下げる根拠、因果関係

の証明責任を転換する法律上の規定がないため、日本では、支持を受けていない。 

また、「相当性テスト」説については、公害訴訟における蓋然性説と同じように、事実認

定の曖昧さをもたらしかねず、また、証明度の引き下げといっても、裁判官の心構えの問

題となり、結局裁判官に対するアピール以上の効果を期待することはできないとも考えら

れる。他方、「相当性テスト」説によれば、公害訴訟における因果関係の証明度を軽減すべ

きではないという結論が得られた。 

さらに、原告の証明度と被告の証明度とを比較する優越的蓋然性説は、近時、有力説と

なっている。優越的蓋然性説を公害訴訟に適用して、その因果関係を緩和しようとする見

解もある。しかし、優越的蓋然性説は日本の民事訴訟制度や実体法と整合しないことが批

判されており、裁判実務に支障を来す可能性があるため、裁判実務では、用いられていな

いと評価できよう。   

                                                             
209伊藤ほか・前掲注（208）16頁。 
210沢井・前掲注（168）225頁以下。  
211伊藤ほか・前掲注（208）20頁。 
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第三節 証明方法について 

 

日本では、証明度を引き下げることによって公害訴訟における因果関係の証明困難を緩

和する策のほか、証明方法という視点からの解決策として、門前理論と疫学的因果関係理

論が提唱されている。そこで、本節では、門前理論および疫学的因果関係理論を検討する。 

 

一 門前理論 

 

ここでは、門前理論の一般的な定義を確認した上で、門前理論の登場および学説による

展開、さらにこの理論の位置付けを検討する。 

 

1 定義 

 

門前理論とは、因果関係を①被害疾患の特性とその原因物質（病因）、②原因物質が被害

者に到達する経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質の排出（生成・流出に至るま

でのメカニズム）に分けて、①②の証明がなされて、汚染源の追求がいわば企業の門前に

まで到達した場合、企業側は、③について自己の工場が汚染源になりえないことを証明し

ない限り、因果関係の存在が認められるとする考え方である212。 

 

2 門前理論の登場 

 

新潟水俣病第一次訴訟判決(新潟地判昭和 46年 9月 29日213)は門前理論を採用したものと

して注目されてきた214。以下では、この判決を詳しく検討する。 

 

〔裁判例ウ〕新潟地判昭和 46年 9月 29日（新潟水俣病第一次訴訟判決） 

 

〔事例の紹介〕 

新潟県阿賀野川流域で昭和 39年から翌年にかけて発生した有機水銀中毒症の患者や遺族

                                                             
212新潟地判昭和 46年 9月 29日下民 22巻 9～10号別冊 1頁参照。 
213新潟地判昭和 46年 9月 29日下民 22巻 9～10号別冊１頁。 
214東孝行「新潟水俣病判決の意義」判タ 267号 19頁（1971）、内田・前掲注（130）391頁。 
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77 人は、その原因が被告昭和電工の鹿瀬工場から排出したメチル水銀化合物にあるとし、

損害賠償を求め、新潟地方裁判所に訴訟を起こした。これが新潟水俣病第一次訴訟と呼ば

れている。裁判所は、患者側の主張を基本的に認めたが、損害額については原告側の一律

請求の考えを全面的には認めず、弁護士費用についても一部減額した。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は、被告工場がメチル水銀化合物を生成・流出したか否かについて、工場廃液説

と農薬説の両説を検討して判断を行った。本判決は、まず原告が主張した工場廃液説を細

かく検討して、次のことを認めた。すなわち、①鹿瀬工場におけるアセトアルデヒド合成

工程については、鹿瀬工場の実際のプラントや運転条件の記録等とともに製造工程図がす

べて焼却、廃棄されたので、実際の具体的な反応方式、反応条件を正確に知ることができ

ないが、水銀の排出生成が推認できる。②鹿瀬方式におけるメチル水銀の副生・流出につ

いては、まず、アセチレン水化反応においてメチル水銀が生成される理論的可能性につい

ては、学者、専門家の間でも意見が分かれるところであるが、これら学者らの意見は、本

件訴訟資料に現われたものでみる限り、反応のメカニズムや生成量の問題では意見の一致

をみないとはいえ、アセチレン水化反応、それが鹿瀬方式といわれるものであっても、そ

の工程においてメチル水銀化合物が副生される理論的可能性があることを、いずれも肯定

している。被告のモデル実験も、右の限りでは同様のことを意味しているといえよう。次

に、メチル水銀化合物流出の理論的可能性については、鹿瀬工場におけるアセチレン水化

反応において硫酸メチル水銀が副生された場合、これが塩化メチル水銀に変化し、反応塔

から流出する理論的可能性を否定することはできない。そして、メチル水銀化合物の系外

排出の理論的可能性については、塩化メチル水銀の回収には実効がなかったものと推認で

きるので、塩化メチル水銀が鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程の系外へ排水とともに

放出される可能性は、これを否定することはできない。③鹿瀬工場付近からのメチル水銀

化合物の検出については、鹿瀬工場内反応系施設からメチル水銀化合物の可能性がきわめ

て大きい物質が検出され、かつ、排水口付近の水苔からはメチル水銀化合物が検出された。

そしてこれに、前記②で検討した鹿瀬工場におけるメチル水銀化合物の副生、流出、系外

排出の理論的可能性を加えて考察すると、鹿瀬工場からメチル水銀化合物が阿賀野川に放

出されていた可能性はきわめて大きいものといわなければならない。④鹿瀬工場のアセト

アルデヒド生産量と操業状態については、鹿瀬工場が昭和合成化学工業株式会社の時代か

ら引き継ぎ閉鎖するまでの 8年間、アセトアルデヒドの製造中損失した水銀は 34トンであ

ることが認められた。しかし、損失水銀の行方はわからず、有機化して排水とともに阿賀
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野川へ放出された可能性もある。⑤魚類、人体へのメチル水銀化合物の蓄積については、

原告らは、廃液中のメチル水銀化合物は河川の魚類の体内に蓄積し、原告らがこれらの魚

類を反復して多量に摂食することにより、メチル水銀化合物が原告らの体内に移行蓄積し

たと主張している。この点、鹿瀬工場の排水中にメチル水銀化合物がいかなる経路により

河川付近の川魚の体内に侵入したかは、逐次自然科学的には未だ明確にされていないとは

いえ、原告ら主張の汚染経路はすべて自然科学的に可能性があるものとして残り、被告の

反論をもって、これを否定することはできない。 

そして、本判決は、被告が主張した農薬説を次のとおり検討した。まず、新潟地震災害

により、農薬が水中に流出した可能性が残る。すなわち、倉庫内の浸水により水面下に入

った箱入農薬が日時の経過とともに泥状となり、水中に溶解していく可能性がある。汚染

経路については、津波による汚染、通船川経由による汚染、不法投棄による汚染いずれも

実証的裏づけにより科学的に解明されることはなかったので、きわめて可能性に乏しいも

のであり、無視しうる。可能性が残されるのは、塩水楔による汚染のみである。 

その上で、本判決は、汚染の時期は工場廃液説によると説明しにくいが、発病時期、汚

染の場所的態様との関係などは説明しやすいとし、工場廃液説では阿賀野川の汚染態様と

の関係を一応矛盾なくすべて説明することができると推認した。しかし、農薬説は、発病

時期、鹿瀬町居住の遠藤ツギの頭髪に高水銀が含有されメチル水銀も検出されたこと、お

よび鹿瀬工場排水口付近の水苔からメチル水銀が検出されたことなどを、到底説明できな

いとした。 

その上で、本判決は、まず、公害訴訟における因果関係の一般論を次のとおり判示した。

すなわち、「不法行為に基づく損害賠償事件においては、被害者の受けた損害の発生と加

害行為との因果関係の立証責任は被害者にあるとされているところ、いわゆる公害事件に

おいては、被害者が公害に係る被害とその加害行為との因果関係について、因果の環の一

つ一つにつき、逐次自然科学的な解明をすることは、きわめて困難な場合が多いと考えら

れる。特に化学工業に関係する企業の事業活動により排出される化学物質によって、多数

の住民に疾患等を惹起させる公害（以下「化学公害」という。）などでは、後記のところ

から明らかなように、その争点のすべてにわたって高度の自然科学上の知識を必須とする

ものである以上、被害者に右の科学的解明を要求することは、民事裁判による被害者救済

の途を全く閉ざす結果になりかねない。けだし、右の場合、因果関係論で問題となる点は、

通常の場合、①被害疾患の特性とその原因（病因）物質、②原因物質が被害者に到達する

経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質の排出（生成・流出に至るまでのメカニ

ズム）であると考えられる。ところで、①については、被害者側において、臨床、病理、
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疫学等の医学関係の専門家の協力を得ることにより、これを医学的に解明することは可能

であるとしても、熊本の水俣病の例が端的に示しているように、そのためには、相当数の

患者が発生し、かつ、多くの犠牲者とこれら剖検例を得られなければ、明らかにならない

ことが多く、②については、企業からの排出物質が色とか臭いなどにより外観上確認でき

るものならばいざ知らず、化学物質には全く外観上確認できないものが多いため、当該企

業関係者以外の者が排出物の種類、性質、量などを正確に知ることは至難であるばかりで

なく、これが被害者に到達するまでには、自然現象その他の複雑な要因も関係してくるか

ら、その汚染経路を被害者や第三者は、通常の場合、知りえないといえよう（こうした目

に見えない汚染に不特定多数の人が曝らされ、しらずしらずのうちに健康を蝕まれ、被害

を受ける、というのが、むしろこの種の公害の特質ともいえよう。）。そして、③にいた

っては、加害企業の「企業秘密」の故をもって全く対外的に公開されないのが通常であり、

国などの行政機関においてすら企業側の全面的な協力が得られない限り、立入り調査をし

て試料採取することなどはできず、いわんや権力の一かけらももたない一般住民である被

害者が、右立入り等をすることによりこれを科学的に解明することは、不可能に近いとも

いえよう。加えて、この種の公害の被害者は、一般的にいって加害者と交替できる立場に

はなく、加害企業が「企業秘密」を解かぬ以上、その内容を永遠に解きえない立場にある。

一方、これに反し、加害企業は、多くの場合、極言すると、生成・流出のメカニズムにつ

き排他的独占的な知識を有しており、③については、企業内の技術者をもって容易に立証

し、その真実を明らかにすることができる立場にある。」 

続いて、本件における因果関係について次のとおり判断を下した。 

「以上からすると、本件のような化学公害事件においては、被害者に対し自然科学的な

解明までを求めることは、不法行為制度の根幹をなしている衡平の見地からして相当では

なく、前記①、②については、その状況証拠の積み重ねにより、関係諸科学との関連にお

いても矛盾なく説明ができれば、法的因果関係の面ではその証明があったものと解すべき

であり、右程度の①、②の立証がなされて、汚染源の追求がいわば企業の門前にまで到達

した場合、③については、むしろ企業側において、自己の工場が汚染源になりえない所以

を証明しない限り、その存在を事実上推認され、その結果すべての法的因果関係が立証さ

れたものと解すべきである。 

今、これを本件についてみると、本件中毒症は、すでに認定のような臨床、病理、動物

実験等の研究結果により、水俣病と呼ばれる低級アルキル水銀中毒症であって、その病因

物質は低級アルキル水銀、特にメチル水銀であることは科学的にも明らかにされているか

ら、前記①については、立証はつくされており、②については、患者らが阿賀野川河口に
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棲むメチル水銀で汚染された川魚を多量に摂食したことが原因であることは明らかにされ

たものの、その川魚汚染の原因については、科学的に充分解明されたとは解しえないうら

みがあるが、原告ら主張の工場排液説において、鹿瀬工場がアセトアルデヒド製造工程の

廃水を含む工場排水を阿賀野川に放出し続けていたこと、鹿瀬工場アセトアルデヒド反応

系施設および工場排水口付近の水苔からいずれもメチル水銀化合物ないしその可能性がき

わめて大きい物質が検出されたこと、食物連鎖による濃縮蓄積により、超稀薄濃度汚染か

ら川魚に高濃度の汚染をもたらすことがありうること、上流の汚染有機物（浮遊物）等は、

下流、特に河口感潮帯に沈積し易いともいえることなどが立証され、阿賀野川の時間的、

場所的汚染態様との関係も、説明が容易でない現象も一部にはあるとしても、関係諸科学

との関連においてもすべて矛盾なく説明できるのであるから、上述した程度の立証はあっ

たものと解すべきである。他方、被告主張の農薬説は、塩水楔による汚染経路の可能性し

か残らないところ、それ自体にも科学的な疑問点が少なくないばかりではなく、関係諸科

学との関連において、阿賀野川の時間的、場所的汚染態様と矛盾し、説明のつかない点も

あり、また、農薬説で立証された事実も、工場排液説の成立を妨げるものではない。そし

て、前記③については、被告は、鹿瀬工場におけるメチル水銀の生成、流出を否定するこ

とができなかったばかりではなく、かえってその生成、流出の理論的可能性は肯定され、

その上、前記のとおり工場内および排水口付近の水苔よりメチル水銀化合物ないしはその

可能性がきわめて大きい物質が検出されたことが証明されているから、鹿瀬工場のアセト

アルデヒド製造工程において、メチル水銀化合物が生成、流出され、工場排水とともに阿

賀野川に放出されていたものと推認せざるをえない。 

以上からして、被告が鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程中に生じた廃水を含む工場

排水を阿賀野川に放出し続けたことと本件中毒症の発生とは、法的因果関係が存在するも

のと判断すべきである。」 

 

3 門前理論の展開――淡路説 

 

淡路教授は、間接反証の考え方に基づき、因果関係を①被害疾患の特性とその原因物質

（病因）、②原因物質が被害者に到達する経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質

の排出（生成・流出に至るまでのメカニズム）の類型論と組み合わせて、門前理論を展開

した215。 

 

                                                             
215淡路・前掲注（179）35頁以下。 
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（1）①②が証明された場合  

 

原告側が病因を証明し、さらに被害者に到達する汚染経路をたどると企業門前まで達す

ることを証明した場合、被告企業側は、自己が汚染源になりえない事情（間接反証責任）

を主張立証しない限り、因果関係の存在が肯定される。 

①②は、不法行為上は誰に責任を負わせるべきかを決しうる程度に明らかにできればよ

いのであるから、原告側が①②について証明すべき程度は、〔裁判例ウ〕によると、情況証

拠の積み重ねにより関係諸科学との関連において矛盾なく説明ができればよく、その程度

で証明があったものとみられる。 

被告企業側は、原因物質が生成せず、あるいは生成しても流出しないことを証明した場

合、間接反証責任を果たしたとみられ、因果関係の存在が否定される。また、被告企業側

は、原告の損害がほかの汚染源からもたらされたことを証明した場合においても、因果関

係の存在が否定される。 

 

（2）①③が証明された場合 

 

原告側が一方で被害発生の原因物質を証明し、他方で被告企業が同種の物質を生成・流

出したことを証明し、さらに、被告企業から流出した原因物質が被害地域へ到達する「可

能性」を証明した場合には、被告企業は自己が汚染源になりえない事情（間接反証責任）

を証明しない限り、因果関係の存在が肯定される。 

原告側が原因物質の到達の可能性についてどの程度立証すればよいかについては、淡路

教授は、大気汚染の場合、被告企業と被害地域との間の距離および風向から、原因物質が

被害地域に到達しうるとする。水汚染の場合、被告企業からの原因物質は上流から下流で

ある被告地域に排出したことが証明されれば足りる。 

被告企業側は、自己が排出した原因物質が被害地域に到達しないこと、自己の排出物が

原因物質となりえないこと、原因物質がほかにあることを証明すれば、間接反証責任を果

たすとみられ、因果関係の存在が否定される。 

 

（3）②③が証明された場合 

 

原告側が被告企業から有害物質が流出し、それが被害地域へ到達したことを証明した場

合には、被告企業側が、自己が原因者になりえないことを証明できない限り、因果関係の
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存在が認められる。 

原因物質の流出についての原告側の証明は、当該被害と同種の被害が生じうることの証

明でよいとする。 

被告企業側は、被害疾患の特性や被害発生のメカニズムからみて企業から排出される有

害物質と被害発生の原因物質とは同一でないこと、あるいはほかの物質が原因物質である

ことを証明できれば、因果関係の存在が否定される。 

 

4 門前理論の位置づけ 

 

門前理論は、因果関係を①被害疾患の特性とその原因物質（病因）、②原因物質が被害者

に到達する経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質の排出（生成・流出に至るまで

のメカニズム）に分けて、①②の証明がなされて、汚染源の追求がいわば企業の門前にま

で到達した場合、企業側は、③について自己の工場が汚染源になりえないことを証明しな

い限り、因果関係の存在を認める。このような門前理論については、これを、間接反証論

に位置づける見解と事実上の推定に位置づける見解とに分かれている。ここでは、この 2

つの見解を検討する。 

 

（1）間接反証論 

 

間接反証論は、証明責任論争の中で、分配基準と並ぶもう一つの焦点として展開された。

ここでは、まず、証明責任の一般論を検討する。その上で、間接反証論の判断枠組みと限

界を分析して、上述した裁判例に当てはめて検討する。 

 

1）証明責任について216 

証明責任（立証責任）とは、民事訴訟においてある事実の存否が不明の場合に、その事

実の存在または不存在が擬制されて判決がなされることにより当事者の一方が被る不利益

をいう。したがって、この不利益を負わされる当事者が、証明責任を負っていることにな

る。証明責任の分配基準として、日本の裁判実務において支配的な見解とされるのは、法

律要件分類説である。この説は、実体法の規定を法律効果に着目して①権利根拠規定、②

権利障害規定、③権利消滅規定、④権利行使阻止規定の 4 種類に分け、①が定める要件に

該当する主要事実については権利の主張者が、②、③、④が定める要件に該当する主要事

                                                             
216藤田・前掲注（154）58頁以下。 
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実についてはその権利を否定する者が、それぞれ証明責任を負うとする。 

 

2）間接反証論について 

a）定義 

間接反証とは、証明責任を負う当事者が立証したいくつかの間接事実（a、b、c）から主

要事実（A）の存在が強く推認される場合に、A につき証明責任を負わない相手方が a、b、

c と両立する別個の間接事実（d）の存在を証明することによって、a、b、c から A を推認

することが誤りであること（推認事実の不存在）を示す、または少なくとも A の存在につ

き真偽不明の状態に引き戻す証明活動のことである217。この理論は、ローゼンベルクの創見

に由来し、昭和 30年代後半に日本に紹介された218。その後、間接反証を採用したと明言す

る最高裁の判例は見当たらないが、間接反証は実務上頻繁に用いられているといわれてい

る219。たとえば、判例の中で、間接反証は、一定の事項につき、「特段の事情がない限り」

認定すべきだとされるときの「特段の事情」として現れるとされる。1970 年代に、間接反

証は、公害訴訟における因果関係の証明困難の緩和についてその機能と重要性が重視され

てきた220。 

b）間接反証論の判断枠組み 

間接事実 dは完全に証明しなければならないので、dが真偽不明であれば、Aの推認を妨

げることができず、その結果被告は自分に不利な判決を受けることになる。このため、被

告は、dについて証明責任を負うことになると指摘されている221。ただし、Aの証明責任は

相変わらず被告の負担である。 

他方、証明責任の配分基準を再検討することにより、この間接反証論を法律要件分類説

の枠内で正当化しようとする見解もある。この見解は、個別具体的な事案において、法律

要件分類説における証明責任配分の基準とする権利根拠規定と権利障害規定の区分が、何

ら機能しうるものではない222ため、証拠との距離、証明の難易、禁反言という因子を用いて、

実質的な利益較量である衡平理念を、証明責任配分に関する基準とすべきであると主張し

ている223。そして、この見解は、間接反証は、法律要件分類説に立脚するとしながら、実際

                                                             
217新堂・前掲注（207）524頁、元木伸「間接反証という概念」判タ 330号 44頁（1976）参照。 
218賀集唱「挙証責任－間接反証を中心にして－」別冊ジュリ 39号 211頁（1973）。 
219中野ほか・前掲注（150）382頁。 
220好美＝竹下・前掲注（168）112頁、賀集・前掲注（218）213頁。 
221賀集唱「事実認定・証拠―間接反証」青山善充＝伊藤眞編『民事訴訟法の争点（第 3版）』210

頁以下（有斐閣、1998）。 
222石田穣「立証責任論の現状と将来」法協 90巻 8号 28頁（1973）。 
223石田・前掲注（222）32頁以下。 
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は証拠との距離、証明の難易により決定された証明責任の所在を正当化するための理論構

成であると指摘している224。そのため、間接反証論は、法律要件分類説の枠内で、dの証明

責任を被告に転換させて、因果関係を認定するものということになる。 

間接反証の具体例として、次の例が挙げられる225。Bの妻 Xは、 A会社の代表者 Yが深夜、

同社所有の車を運転して商談の相手 B をその自宅へ送っていく途中、過失で道路左側の崖

から転落し、B を死亡させたとして、Y に対して損害賠償請求訴訟を起こした。ここでは、

「運転手がハンドル操作を誤らなければ、通常、自動車が崖から転落することはない」と

いう経験則に基づいて、崖からの転落が認定されれば、ほかに特段の事情がなければ、主

要事実 A「Yの過失」が推認されるであろう。しかし、転落の直前、後ろからきたトラック

が Y の車に接触した（d）と Y が主張し、証明した場合、「走行中の車がトラックに接触さ

れると、反対方向に飛ばされ、運転手が車をコントロールできない」という別の経験則が

働いて、過失への推認を妨げる。このように、トラックとの接触という別の間接事実によ

り、Yの過失を真偽不明に持ち込むことを間接反証という。 

c）間接反証論の限界 

間接反証論においては、被害者にとって、直接証拠で主要事実を証明することと比べる

と、間接事実の積み重ねにより経験則の助けを借りて主要事実を証明することのほうが、

幾分なりとも容易であると考えられている226。また、主要事実を推認させる間接事実は決し

て固定したものではなく、それぞれの場合に応じて複数の可能性があるため、その意味で、

原告は立証主題を選択できると指摘されている227。このような点から間接反証論は、因果関

係の証明困難の緩和に役立つと考えられる。 

しかし、日本では、間接反証には、次のような限界が指摘されている。まず、経験則の

適用による事実上の認定はただ一回限りの総合的判断であると考えられている228。これに対

して、間接反証の考え方は、原則例外の枠組みの下に、あたかも請求原因と抗弁のように、

まず、間接反証事実の存在を証拠上確定し、ついで、これとは別個に間接反証事実の存否

を証拠によって判断する、という二段構えであるとされている229。原則・例外の二段構えの

方が、判断に節目が付き、一回限りの総合的判断よりも安定性があると評価できるが、問

題はどのような具体的状況を想定して原則例外の枠組みを作るべきかということになると、

                                                             
224石田・前掲注（222）32頁以下。 
225高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）（第 2版補訂版）』551頁以下（有斐閣、2013）参照。 
226好美＝竹下・前掲注（168）112頁。 
227好美＝竹下・前掲注（168）112頁。 
228賀集・前掲注（221）211頁。 
229賀集・前掲注（221）211頁。 
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結局は、これといった決め手がないと指摘されている230。 

そして、間接反証においては、被害者は基本的に高度の蓋然性をもって、間接事実で主

要事実を推認しなければならないので、被害者の立証負担の軽減にならないと指摘されて

いる231。 

他方、間接反証論の不要論も主張されている。すなわち、間接反証論は不特定概念 A を

主要事実とし、a、b、cを間接事実とすることにより生じたものである。もし、当事者の攻

防のかなめとなる a、b、cを主要事実と捉えるなら、dは反証ということになり、この意味

で、間接反証論の働く余地はなくなると指摘されている232。たとえば、前述した事例では、

過失という不法行為の構成要件を主要事実と捉えている。しかし、過失は法的評価であり、

そのままでは証明対象になりえず、主要事実は過失と評価されうる具体的事実と捉えるべ

きである。前述した事例では、Yが運転した車を崖に転落させ Bを死亡させたことは、主要

事実と捉えるべきである。このように捉えるならば、Yの車が後ろからのトラックに接触さ

れたという Yの主張の証明は間接反証ではなく、反証となる。 

また、間接反証論の不要論として次のような主張もなされている。すなわち、過失や因

果関係ありと判断すべきか否かは、法規上の要件への事実の当てはめの問題であり、むし

ろ法の解釈の問題となる。間接反証論は、本来法解釈の問題を立証過程の問題として自由

心証の領域内に埋没させる危険があり、問題の所在を曇らせるものというべきである233。し

たがって、間接反証論は不要であるということである。 

 

3) 間接反証からみた門前理論の位置づけ 

上述のとおり、間接反証論には不要論もあるものの、間接反証論に門前理論を位置づけ

る見解は次のように説明する。門前理論は類型化の方法で因果関係を①被害疾患の特性と

その原因物質（病因）、②原因物質が被害者に到達する経路（汚染経路）、③加害企業にお

ける原因物質の排出（生成・流出に至るまでのメカニズム）という 3つの事実グループに

大別する。そして、一般論は、①②が原告により証明されれば、汚染源の追求が企業の門

前に到達した場合、因果関係は一応の推定により証明度に達し、後は、企業側で自己の工

場が汚染源になりえない事情(本証)を証明しない限り(間接反証責任)、法的因果関係が証

明されたことになるとする。そして、この考え方の下では、これは③の不存在の証明責任

                                                             
230賀集・前掲注（221）211頁。 
231賀集・前掲注（218）213頁。 
232元木・前掲注（217）45頁、新堂・前掲注（207）524頁。 
233新堂・前掲注（207）524頁以下。 
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が被告に転換されていると指摘される234。この意味では、〔裁判例ウ〕の一般論は、間接反

証の理論を取り込んだものとして評価することができるとされている235。 

より具体的に分析を加える見解によれば、本判決は、間接反証を取り込む一般論にした

がって、本件において臨床・病理学などから①メチル水銀と水俣病との因果関係を認めた。

そして、工場排液説の検討から②を関係科学との関連で説明できるとした。また、①②の

証明度については、科学的に説明できない点があるが、様々な状況証拠の積み重ねにより、

それが認められると解した。その上で、本判決は、被告が主張した農薬説を検討して、被

告は汚染物質の生成・流出を否定できていないとし、被告の汚染行為と原告の損害との因

果関係を認めた。③について、本判決は、原告らが①②を証明すれば、被告企業は、自己

の工場が汚染源になりえない所以を証明しなければならないところ、これを証明できてい

ないとし、因果関係の存在を肯定した。これは、事実上、間接反証における証明責任の転

換の理論を承認したものと解すべきである236。 

 

（2）事実上の推定説 

 

ここでは、事実上の推定に関する一般論を検討した上で、門前理論は実際上事実上の推

定を行っているものであるとする見解について検討する。 

 

1）事実上の推定について 

事実上の推定とは、自由心証主義の下で、裁判官はその自由な判断にしたがって、経験

則を活用して、証拠から間接事実または主要事実の存否を推定し、あるいは、間接事実か

ら他の間接事実または主要事実の存否を推定し、あるいは、ある証拠や事実から他の事実

の存否を推認することである237。事実上の推定によって、主要事実 Aの存在が推定される場

合、Aの証明責任が相手に転換されるのではなく、Aの不存在の証明の必要性が相手方に移

動するに過ぎない。 

 

2）事実上の推定説からみた門前理論の位置づけ 

門前理論においては、間接事実①被害疾患の特性とその原因物質（病因）、②原因物質が

被害者に到達する経路（汚染経路）、③加害企業における原因物質の排出（生成・流出に至

                                                             
234淡路・前掲注（175）12頁。 
235淡路・前掲注（175）12頁。 
236淡路・前掲注（175）12頁。 
237中野ほか・前掲注（150）357頁。 
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るまでのメカニズム）を総合的に考慮し、経験則に照らして、因果関係の存否を判断する。

このため、門前理論は、次のとおり、本質上は、事実上の推定であると指摘されている238。

すなわち、①②の点については、状況証拠の積み重ねにより関係諸科学との関連において

も矛盾なく説明できれば、因果関係が証明されたと見てよい。そして、①②の立証により

汚染源の追求が企業の門前に到達した場合、企業側において自己の工場が汚染源になりえ

ないことを証明できない限り、③の事実の存在が事実上推定される。その上で、①②③の

事実を総合考慮することにより、企業の汚染行為と被害者の損害との因果関係を事実上推

定することができる。 

本判決の事実に照らせば、①②が証明されれば、それを間接事実として③を推定し、因

果関係を認めることが、一般論として可能であるので239、鹿瀬方式でもメチル水銀化合物が

生成される可能性があることが本判決でも認定されているのであるから、工場内および排

水口付近でメチル水銀化合物が検出されたことも含めて、総合的に考えれば、経験則上、

被告企業からはメチル水銀化合物が生成流出していたと認定され、因果関係を認定しうる

とされる。もっとも、③がまったく可能性がなければ、①②の証明のみで因果関係を事実

上推定するわけにはいかないはずなので240、本判決は、③の事実を①②の事実ではなく、生

成・流出の理論的可能性、工場内および排水口付近の水苔によりメチル水銀化合物ないし

はその可能性がきわめて大きい物質が検出されたことなどの間接事実から推定しているの

で、被告が③を否定できないとした。したがって、因果関係の存在につき事実上の推定が

許されたとの理解が示されている241。 

 

5 若干の検討 

 

門前理論は、因果連鎖を病因論、汚染経路、汚染物質の生成・流出に分けて、原告が病

因論・汚染経路を証明すれば、被告は汚染物質の生成・流出の証明責任を負うという考え

方を通じて、公害訴訟の因果関係の証明困難を軽減しようとする。 

しかし、門前理論を間接反証論に位置づける見解と事実上の推定に位置づける見解に分

かれている。間接反証論は、その理論の必要性自体について、賛否両論があり、理論の必

要性について疑問があると考えられることから、門前理論は事実上の推定として位置づけ

るべきではなかろうか。 

                                                             
238東・前掲注（214）19頁。 
239藤原弘道「事実上の推定」別冊ジュリ 76号 185頁（1982）。 
240東・前掲注（214）19頁。 
241東・前掲注（214）19頁。 
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また、門前理論の展開としての淡路説は、原告被害者が病因（①）、汚染経路（②）、原

因物質の排出（③）のうちのいずれか 2 つを証明できれば、被告企業側は因果関係の不存

在を証明できない限り、因果関係を認めるという考え方を主張している。この説は、門前

理論が対応している原因物質の排出の証明困難を含めて、病因および汚染経路の証明困難

にも対応している。この点においては、淡路説は門前理論の適用範囲を広げている。 

 

二 疫学的因果関係理論 

 

疫学的因果関係理論は、大規模公害において、統計方法を用いて、環境汚染物質の曝露

を受けた集団と被らなかった集団の罹患率を比較することにより、危険因子と疾病との間

の集団的因果関係を判断して、これをもとに、被害者個々人と環境汚染との因果関係を証

明する方法である。以下では、まず、疫学的因果関係理論がどのように登場したかを説明

する。次に、疫学の基礎概念を紹介した上で、集団的因果関係の判断基準を分析する。そ

して、集団的因果関係から個別的因果関係を判断するという問題に関する学説および裁判

例を検討する。  

 

1 疫学的因果関係理論の登場 

 

ここでは、疫学的因果関係理論が登場した背景と民事訴訟における因果関係の証明方法

として疫学の手法を応用すべきとした学説の展開を示す。 

 

（1）背景 

 

従来、疾病の原因を訴訟で確定するために、もっぱら臨床医学あるいは病理学上の経験

則が利用されていた。しかし、イタイイタイ病、四日市喘息、水俣病などのような被害は、

長期間を経て不特定かつ多数の広範囲に及ぶことが多い。そのため、臨床医学や病理学に

よって個別被害者の具体的因果関係を解明することは事実上不可能またはきわめて困難で

ある。たとえば、四日市喘息事件における閉そく性肺疾患は、非特異性疾病であり、大気

汚染のほか、アレルギー体質、加齢、喫煙歴等多種多様な原因が考えられるため、個々の

患者の臨床的検査ではその原因が大気汚染によるか否かを識別することができない242。また、

長期にわたって（たとえば、3年、5年）微量の亜硫酸ガスを与え続けるような実験も、技

                                                             
242山下・前掲注（181）297頁。 
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術的にきわめて困難であると考えられる243。他方、イタイイタイ病、水俣病等の特異性疾病

は、微量の水銀、カドミウムの長期吸収により罹患したのであるが、臨床的検査および実

験はきわめて困難である。しかも、科学者は科学の厳密性を理由にして、判定を避けよう

とする傾向があり、社会的理由で事実に反する結論を出すこともありうる244。したがって、

個別被害者の具体的病因および疾病発生のメカニズムを、臨床的あるいは病理学的、また

は実験的な方法をもって解明することは、実際上不可能であった。このため、被害者救済

の立場から、病理学的なメカニズムの解明に立ち入ることなく、集団レベルにおける統計

により原因を究明する疫学的因果関係理論が登場した。この理論は四大訴訟に適用され、

これを契機として公害訴訟に定着するようになった。   

 

（2）日本における疫学的因果関係理論の登場 

 

民事訴訟における因果関係の証明方法として疫学の手法を応用すべきことを 1968年に最

初に提唱したのは、戒能通孝博士であった245。博士は「一体病気の原因を追求するのにどう

いう方法をとっていくのが現在一番妥当な方法だろうか。病気の原因の推測学がないのだ

ろうかという気が私はしてきたわけです。病因として亜硫酸ガスとそれ以外に何か原因が

あって一種の食べ合わせ現象というふうなものを推測して、その推測した結果からそのう

ちの一つずつを消していったり、あるいは残ったものを分析したりというような学問はな

いのだろうか」という問題を提起した246。また、牛山教授も 1968年に因果関係の立証に疫

学を適用すべきであると主張した247。そして、沢井裕教授は、1969 年に疫学によっては原

告個人についての因果関係までを確認することはできないとした上で、「しかし、民事訴訟

においては、疫学的評価を個人的評価に置き換える他に公平な結論を得る方法はなかろう。

すなわち、疫学的に何パーセントかの明確な排ガスによる集団発生率が推認される場合、

原告個人にとっても――他に何らの傍証なき限り――その疾病原因の当該パーセントは排

ガスに起因するものと推認すべきである」とした248。1969 年に、曾田教授も公害因果関係

の証明が困難であるので、集団的視野で疾病の現象を把握する疫学を公害の因果関係に適

用すべきと主張した249。そして、吉田克己教授は、疫学が統計的手法によって病因の追求に

                                                             
243吉田克己「疫学的因果関係論と法的因果関係論」ジュリ 440号 107頁（1969）。  
244吉田・前掲注（243）107頁。  
245松村弓彦『環境訴訟―大気汚染訴訟における因果関係論』98頁（商事法務研究会、1993）。 
246戒能通孝ほか「座談会・法律学と疫学」法時 40巻 2号 26頁以下（1969）。 
247牛山積「公害訴訟と因果関係論」法時 40巻 10号 382頁（1968）。 
248沢井・前掲注（168）231頁。 
249曾田長宗「公害と疫学」戒能通孝編『公害法の研究』229頁以下（日本評論社、1969）。  
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独立した判断機構をもっているとした上で、集団的因果関係の判断基準として後述の疫学

四原則を提出した250。もっとも、吉田教授も、「疫学は自然科学の一つであるから、客観的

事実の諸関係をすべてにわたって認識することを含んでいるが、法律上の因果関係の存在

の認識は、関与するすべてを論ずるのではなく、原因の理解の中に責任の認識を含むよう

な一種の価値判断を伴ったもの」と指摘する251。しかし、この段階では、疫学を公害因果関

係に適用する具体的方法は論じられていなかった。 

1970 年代、大規模公害訴訟においては、疫学的因果関係理論が広く採用されるようにな

った。特異性疾病である下記〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病訴訟判決は、はじめ疫学的

因果関係理論を採用して、集団的因果関係を認定した上で、この点から直接的に個別的因

果関係を認定した。そして、非特異性疾病である下記〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟判決も、

疫学的因果関係理論を採用し、疫学四原則を用いて集団的因果関係を認定した上で、被害

者の個別的事情の検討を踏まえて、個別的因果関係を推定した。 

1980 年代に入ってからは、公害健康被害補償法の指定地域解除問題が生じたほか、大気

汚染の改善に伴って、大気汚染訴訟において、個々の地域における大気汚染と疾病との間

の因果関係を否定する動きがあった。また、集団的因果関係の判断に用いられる疫学的調

査手法や分析方法、疫学における多因論などが批判された。このような状況において、学

説からは、疫学的因果関係理論による因果関係の証明には限界があるとの指摘がなされた252。

そして、集団的因果関係の存在から、相対危険度を基準として個別的因果関係を判断する

見解が提唱された。また、いくつかの訴訟では、疫学的因果関係理論による因果関係の証

明の成否が再び争われるに至った。これらの裁判例においては、集団的因果関係から個別

的因果関係を判断するための様々な考え方が現れた。 

 

2 集団的因果関係（疫学的因果関係） 

 

以下では、疫学的因果関係の定義、疫学的因果関係の判断に用いられる基礎概念を説明

した上で、集団的因果関係の判断基準を明らかにする。そして、疫学的因果関係理論に対

する批判も検討する。 

  

（1）疫学的因果関係の定義および基礎概念 

                                                             
250吉田・前掲注（243）104頁以下。 
251吉田・前掲注（243）108頁。 
252新美育文「疫学的手法による因果関係の証明（上）」ジュリ 866号 74頁（1986）。 
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ここでは、疫学的因果関係の定義を確認する。そして、その基礎概念である罹患率、有

病率、相対危険度、曝露群寄与危険度割合などを説明する。 

 

1）疫学的因果関係の定義 

疫学的因果関係は、環境汚染物質の曝露を受けた集団と被らなかった集団の罹患率を比

較することにより、要因と疾病との間の関連性の強さを量的に表現することで、両者の因

果関係を解明するものである253。その疫学的因果関係の判断において、一番多く使われる手

段は統計学的手法である254。統計的に集団の病因を解明する作業は次のとおり三段階に分け

て行われ、集団現象全体の因果関係が推計される255。まず、一般に人口動態統計、国民健康

調査、患者調査、学校保健統計、健康保険関係の支払統計および実態調査など衛生統計資

料に基づいて、ある疾病にかかった患者に共通に見られる特徴を個々に分析し、疾病分布

の特徴を探し出して記述し、発生要因に関する仮説を立てる（記述疫学）。続いで、仮定さ

れた要因が疾病に関与するかを観察し、関与の程度を探求して、疾病との間の関連性を確

かめ、その関連の仕方から両者の因果関係を推定する（分析疫学）。最後に、分析疫学で関

連性が推定された要因につき、それを与えればその疾病が発生し、与えなければ発生しな

い、あるいは有意に低い割合でしか発生しないことを実験的に確かめる（実験疫学）。この

実験疫学は、特に、原因の作用機序を探究する目的で行われる。もっとも、疫学では、実

験疫学あるいは実際の流行病の制圧によって因果関係が最終的に確立されると考えるが、

実験は人間のみならず動物でも困難であるため、しばしば分析疫学の段階までで因果関係

が推定される。 

 

2）基礎概念 

次に、疫学的因果関係の判断に用いられている基礎概念を説明する256。 

a）罹患率（incidence） 

罹患率とは、ある一定期間内にある危険因子に曝露された集団における疾病の患者数と

集団人口の比率をいう。すなわち、患者の新発生率である（罹患率=発生患者数/危険曝露

人口）。 

                                                             
253山下・前掲注（181）299頁以下、山口龍之『疫学的因果関係の研究』7頁以下（信山社、2004）

参照。  
254吉田・前掲注（243）105頁。  
255瀬川信久「裁判における因果関係の疫学的証明」『加藤古希・現代社会と民法学の動向（上）』

152頁（有斐閣、1992）参照。 
256山下・前掲注（181）299頁以下、山口・前掲注（253）8頁以下参照。  
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b）有病率（prevalence） 

有病率とは、ある時点の危険因子に曝露された集団における疾病の患者数と集団人口の

比率をいう（有病率=現存患者数/危険曝露人口）。 

c）相対危険度（relative risk） 

相対危険度（R）とは、非曝露集団での罹患率（R1）に対する曝露集団の罹患率（R2）の

比である（R=R2/R1）。 

d）曝露群寄与危険度（exposed group attributable risk percent: EARP） 

曝露群寄与危険度割合とは、曝露集団と非曝露集団の罹患率差によって導かれる曝露集

団の罹患率のうち、その危険因子に起因する部分の割合である（EARP=R2-R1/R2=R-1/R）。 

 

（2）判断基準 

 

疫学的因果関係は単なる統計学ではない。関連性が認められる事象間の因果関係は、生

物学的に説明可能であり、かつ普遍的に受容された諸理論に適合的でなければならない257。

その適合性を判断する疫学的基準としては、日本では、吉田克己教授が提示した疫学四原

則が頻繁に引用されている258。  

疫学四原則とは、アメリカの公衆衛生局の基準やヒルの九視点の下で、吉田克己教授が

示した以下のような基準である259。 

第 1に、その因子が発病の一定期間前に作用するものであること。 

第 2に、その因子の作用する程度が著しいほどその疾病の罹患率が高まること。 

第 3 に、その因子の分布消長の立場から、記述疫学で観察された流行の特性が矛盾なく

説明されること。 

第 4 に、その因子が原因として作用するメカニズムが生物学的に矛盾なく説明可能であ

ること。 

次に、疫学四原則を提示するにあたり参照されたアメリカの公衆衛生局の基準やヒルの

九視点の内容も確認しておく。 

アメリカの公衆衛生局の疫学的判断基準とは、1964 年に米国公衆衛生局長諮問委員会が

発展させ、喫煙と肺癌の因果関係の判断にあたり提案した基準である。この基準によると、

                                                             
257新美・前掲注（252）76頁。 
258新美・前掲注（252）76頁、山口・前掲注（253）5頁、大坂恵里「事実的因果関係の疫学的証

明について」駿河台 20巻 1号 107頁（2006）など参照。 
259吉田・前掲注（243）106頁以下。 
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疫学的因果関係の存在には、原則として次の 5つの条件をみたすことが必要である260。「①

関連の一致性:時間、場所、対象者を選ばないこと。②関連の強固性:関連の強さを示す相

対危険度やオッズ比などの指標が大きいこと。量が増えれば反応も増えるという関係が認

められればなおよい。③関連の特異性:疾病には特定の要因が必ず存在しており、これが存

在しているときには、疾病の発生が予測されるような特異的関係があること。④関連の時

間性:要因が疾病よりも時間的に先行していること。疾病の状況を要因と混同しないための

要件である。⑤関連の整合性:要因が疾病の原因として矛盾なく説明できること。」である。 

ヒルの九つの視点とは、アメリカの公衆衛生局の 5 つ条件の基準をもとに、医療統計学

者のヒル卿が 1965年に示した九つの視点である261。 

第 1に、強固性 当該因子が疾病の発生に強く作用していること。 

第 2 に、一致性 関連性が、調査主体、場所、状況、時を問わず、繰り返し観察されて

いること。 

第 3 に、特異性 原因と結果が対応していること。もっとも、原因が複数ある場合もあ

る。 

第 4に、時間性 疾病が発生する前に当該因子に曝露していること。 

第 5に、生物学的勾配 量と反応の関係があること。 

第 6に、説得性 因果関係を現在の生物学的知見から説明できること。 

第 7 に、整合性 データに基づく原因と結果の解釈が疾病の自然歴および疾病生物学に

おいて一般的に知られた事実と著しく矛盾しないこと。 

第 8に、実験的証拠 実験的証拠または半実験的証拠が存在すること。 

第 9に、類似性 類似の原因と結果の証拠があること。 

このような因子と疾病との関連性は、医学の一分野である疫学の観点からなされる因果

関係存否の判断における合理的条件の分析であり、その統計学的手法を用いた因果関係の

判断は、自然科学的思考の帰結であるとされる262。なぜなら、因子の時間的な先行性、因子

の存在、除去による流行の変容、作用量が多ければ結果発生率も大であるなどの条件設定

は、事物の本性に根ざす合理的認識を基盤とするものとして、すでに集団的な健康障害等

の場合に限定されず、個体が個々に侵襲を受けるような場合にも妥当する経験則であるこ

とが指摘され、ここに疫学の手法を一定の制限の下に、法律上の因果関係の認定の場面に

導入し、これを認定の基礎として利用する根拠があると考えられるからであると説明され

                                                             
260山口・前掲注（253）5頁。 
261大坂・前掲注（258）107頁。  
262稲垣喬「医事訴訟における因果関係の認定―とくに疫学的手法導入の限界」判タ 475号 42頁

以下（1982）。 
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ている263。 

  

（3）批判  

 

集団的因果関係の判断に用いられる疫学的証明には、次のような批判がなされている。 

 

1)疫学的調査の手法や分析方法について 

疫学的調査の手法や分析方法に対する疑問が呈示されている。すなわち、疫学的調査の

調査対象、対象群および方法選択の客観性、個々の疫学的調査の科学的厳密性や信頼性が

問われると指摘されている264。たとえば、標本の選択において、非特異疾病の場合、「仮定

的原因」の影響を浮かびあがらせることが困難となり、有病率が曝露群において高くなる

ことが実現されないことが挙げられる265。また、因子への曝露については、入院患者以外に

求めるならば、「過去の曝露」に関する資料は主観的なものが多くなって誤差を含むため、

「仮定的原因」の影響が隠されるようになる266。 

 

2)疫学における多因論について 

疫学は自然科学の一つであり、防疫のために客観的事実の諸関係をすべてにわたって認

識するため、常に多因論であるとの批判がある。たとえば、大気汚染による疾病が非特異

性疾病であり、大気汚染以外、喫煙、加齢、既往症等との関連でも大気汚染が原因である

ことを証明しなければ、大気汚染と疾病との間の因果関係を証明したことにはならないと

指摘されている267。 

 

3 個別的因果関係（法的因果関係） 

 

疫学的知見をもって認定した集団的因果関係と、個別的因果関係（法的因果関係）との

相違は、次のように認識されている。すなわち、統計的調査が重要な手段とされる罹患率

や有病率、相対危険度等の基礎概念および判断基準を通して明らかになるのは、因子と疾

病の集団発生との間の因果関係だけであり、個別的因果関係はその対象になっていない。

                                                             
263稲垣・前掲注（262）42頁以下。  
264吉村・前掲注（164）946頁、淡路鋼久「公害・環境問題と法理論（その一）―最近の公害・

環境訴訟を中心に―」ジュリ 828号 169頁以下（1985）。  
265塚谷恒雄「疫学的因果関係と法的因果関係」公害 17巻 3号 43頁（1988）。  
266塚谷・前掲注（265）44頁。  
267吉村・前掲注（164）946頁、淡路・前掲注（264）169頁以下。  
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したがって、疫学的因果関係が認定できたとしても、個人の罹患した疾病の原因が何であ

るかは、そこからは直ちに導き出すことができない268。ただ、疫学的因果関係における関連

の強さの指標である相対危険度をもとに、個人が疫学的に原因とされた因子に曝露したこ

とによって増大した疾病罹患の確率を計算することができるのみである269。たとえば、A因

子に曝露した人の疾病 B の罹患率は 10％で、非曝露者の罹患率は 5％と仮定した場合、相

対危険度が 2になり、曝露者の疾病 Bの罹患率は 2倍高いということだけが示される。 

1970 年代は、疫学的因果関係から個別的因果関係を推定できると考えられる傾向にあっ

た。もっとも、そこには、二つの考え方があった。第一の考え方は、疫学的因果関係が認

められれば、高度の蓋然性をもって個別的因果関係も認められるとするものである270。第二

の考え方は、個人が集団に属する以上、特別な事情がない限り、その集団に含まれる個人

についてもその原因は当然集団の原因にしたがっていると推定されるというものである271。

しかし、1980 年代以降、疫学的証明に対する批判を踏まえて、特異性疾病の場合と非特異

性疾病の場合、相対危険度の高い場合と低い場合、これらを分けて検討するようになった。

そして、このような議論の流れにおいて、集団的因果関係から個別的因果関係をどのよう

に判断するかについて、様々なな見解が現れた。  

特異性疾病の場合、たとえば、イタイイタイ病、水俣病の場合、当該疾患について考え

られる原因が唯一のものであることがその特質であり、集団現象としての疾病多発の原因

と個別患者の発症の原因とを同列に論ずることができる272。したがって、特異性疾病の場合、

集団的因果関係の存在から直ちに個別的因果関係を認めることができる。しかし、非特異

性疾病の場合、疾病多発の原因は多数あるので、集団現象としての疾病多発の原因と個別

患者の発症の原因とは一致しておらず、集団的因果関係の存在から個別的因果関係を直ち

に推定できない。相対危険度 5 以上の場合、当該集団の患者の 80％を超える者が当該因子

による疾病に罹患している。患者一人について見ると、当該因子に起因する確率が 80％を

超える（EARP=R2-R1/R2=R-1/Rによる計算結果）273。したがって、この場合、集団的因果関

係の存在から高度の蓋然性をもって個別的因果関係が認定できる。また、相対危険度 5 未

満の場合、当該集団の患者の 80％を下回る者が当該因子による疾病に罹患している。その

ため、当該因子による患者は、患者一人について見ると、当該因子に起因する確率が 80％

                                                             
268新美・前掲注（252）76頁。 
269新美・前掲注（252）76頁。 
270吉田・前掲注（243）108頁。  
271淡路・前掲注（179）38頁以下、吉村・前掲注（164）942頁、野村好弘「公害訴訟と因果関係」

ジュリ 466号 94頁（1970）参照。 
272新美育文「疫学的手法による因果関係の証明（下）」ジュリ 871号 89頁以下（1986）。 
273山口・前掲注（253）8頁以下参照。   
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以下となり、集団的因果関係の存在からは、直接に個別的因果関係の存在が認められない。

そして、相対危険度が 2 以下である場合、患者一人について見ると、当該因子に起因する

確率が 50％以下となり、集団的因果関係の存在から個別的因果関係の存在を認めるべきで

はない。そのため、この場合は検討する必要がない。以下では、相対危険度が 2を超えて 5

未満である場合を相当危険度 5未満の場合と呼ぶ。 

以下では、相対危険度 5 以上の場合と相対危険度 5 未満の場合を分けて、集団的因果関

係の存在から個別的因果関係の存否をいかに判断するかを検討する。特異性疾病の相対危

険度は 5 以上となるので、特異性疾病の場合は、相対危険度 5 以上の場合として、検討す

ることになる。非特異性疾病は、殆どの場合、相対危険度 5 未満となり、相対危険度 5 未

満の場合として検討することになる。 

 

（1）相対危険度 5以上の場合――同一視説 

 

1）内容 

相対危険度 5以上の場合、学説においては、同一視説を採ることで一致している。同一

視説は、疫学上の因果関係と個別的因果関係との相異を無視して、疫学上の因果関係が認

定されれば、個別的因果関係が直ちに認められるとする見解である274。まず、病因が唯一で

ある特異性疾病の場合、たとえば、イタイイタイ病・水俣病の場合、集団的因果関係の存

在からは、個別的因果関係が直ちに高度の蓋然性をもって認められる。非特異性疾病につ

いては、被害者が疫学的因子以外の因子に曝露されていないことを証明すれば、特異性疾

病と同様に、疫学的因果関係から直接に個別的因果関係が認定できる。そして、相対危険

度 5以上の場合、当該集団の人数の 80％あるいは、80％以上は、当該因子によって疾病に

罹患した。患者一人について見ると、当該因子に起因する確率が 80％あるいは 80％以上で

ある。そのため、個別的因果関係が高度の蓋然性をもって証明でき、同一視説を適用する

ことができる。 

したがって、同一視説においては、個別的因果関係が高度の蓋然性をもって証明され、

実質上、高度の蓋然性という日本の民事訴訟における証明度の原則が適用されるのである。 

 

2）同一視説が採用された裁判例 

同一視説は特異性疾病に関する〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病訴訟判決で採用されて

いる。この判決は、いわゆる四大公害訴訟の先頭を切って下されたものであること、公害

                                                             
274新美・前掲注（272）89頁。 
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判決としては明治以来初めてのものであること、公害による生命・身体の侵害事件として

も最初の判決であり、そして、疫学的因果関係が初めて採用されたものであることなどか

ら、公害に関する判例法上、非常に重要な位置を占める判決である275。以下、詳しく検討す

る。 

 

〔裁判例エ〕一審:富山地判昭和 46年 6月 30日276（富山イタイイタイ病訴訟一審） 

二審:名古屋高裁金沢支判昭和 47年 8月 9日277（富山イタイイタイ病訴訟二審） 

 

〔事例の紹介〕  

原告らは、被告神岡鉱業所が原告らの日常生活に利用している河川に長期間継続して排

出されていたカドミウムにより、イタイイタイ病に罹患したとし、損害賠償を求めて被告

を訴えた。富山地裁は、原告らの勝訴を認める判決を下したが、被告は、不服として即日

に控訴した。名古屋高等裁判所金沢支部は被告側の控訴を棄却するとともに、原告側の附

帯控訴を認め、慰謝料額を倍増させる判決を下した。 

 

〔一審判決における因果関係に関する判断〕 

本判決は、まず、一般論として「いわゆる公害事件において一つには加害行為と損害の

発生との間に時間的にも、また空間的にも長く、大きな隔たりがあるばかりでなく、発生

したとされる人の生命、身体などの被害が不特定、多数の広範囲にわたることが多いため

であろうと考えられる。したがって、いわゆる公害訴訟において加害行為と損害発生との

間に自然的（事実的）因果関係の存否を判断し、確定するにあたっては、単に臨床学ない

し病理学的見地からの考察のみによっては、右のような特異性の存する加害行為と損害と

の間の自然的（事実的）因果関係の解明に十分ではなく、ここにいわゆる疫学的見地より

する考察が避け難いことと考える」とした。 

また、本判決は、「疫学は人間集団中の疾病、異常、健康の全容をつかみ、疾病等が多

発する原因、経過を考究する学問で、臨床医学が対象を専ら個々の患者においているのに

                                                             
275野村好弘「イタイイタイ病事件」別冊ジュリ 43号 56頁（1974）。  
276富山地判昭和 46年 6月 30日下級裁判所民事裁判例集 22巻 5～6号別冊 1頁。これは一次訴訟

という。一次訴訟後、1968年 10月から 1971年 5月まで、二次ないし七次訴訟が提起された。

これらの訴訟は併合され、1971年 7月から審理が始まった。その後、一次訴訟後の三井金属鉱

業と被害住民との交渉で成立した「イタイイタイ病の賠償に関する誓約書」の中で、会社は二～

七次訴訟の原告に対しても一次訴訟と同じ損害賠償の支払を約束した。これにより二～七次訴訟

は原告側の取下げによって終結した。 
277名古屋高裁金沢支判昭和 47年 8月 9日判時 674号 25頁。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/å��å�¤å±�é
http://ja.wikipedia.org/wiki/1968å¹´
http://ja.wikipedia.org/wiki/1968å¹´
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対し、疫学は患者らによって形成される集団現象を問題とするものであり、一つの疾病に

は個々の患者の臨床症状や病理所見のほかに、地域的限局性、年次的消長、季節による変

化、性別、年令分布、家族集積性など患者群についてみとめられる特徴が存するが、その

特徴を把握して疾病発生機転を研究し、合理的な予防対策等を樹立する学問である」と定

義した。 

そして、本判決は疫学的調査、研究の結果につき、次のことを認定した。「右地域は、

水田耕作を主とする農村地帯で、該地域の水田はもっぱら神通川およびこれから取水する

東岸の『大沢野用水』、『大久保用水』、『一二ケ村用水』、『神保用水』や同じく西岸

の『牛ケ首用水』、『神通川合口用水』（『新屋用水』、『八ケ用水』、『六ケ用水』、

『本郷用水』、『一二ケ用水』）などと、これら各用水から分岐し、本病発生地域一帯に

四通八達し網状に広がっている支流の用水路の水をもってかんがいされてきたこと、とこ

ろがこの木を介して上流からカドミウム、鉛、亜鉛等の重金属類が右水田中に運び込まれ、

そのために水田土壌が汚染されたことから、大正時代から神通川流域に農業被害が発生し、

爾来いわゆる鉱毒問題として種々論議が重ねられてきたこと、そして右地域の住民は、水

田土壌の汚染により右重金属類、就中カドミウムを含んだ米、大豆等の農作物を食料とし

て自家で消費してきただけでなく、近年に至って上水道施設ができるまで、他に水を得る

方法がないため、カドミウム等に汚染された神通川の水を直接に右用水から、また究極的

に神通川の水を給源とする地下水を間接に井戸から汲み上げるなどして飲料その他の生活

用水に使用し、右重金属類を経口摂取するほかなかった（カドミウムの摂取経路として米、

大豆等の食物を重視すべきか、はたまた飲料水を重視すべきかは本件全証拠によっても一

概に断定し難いが、そうだからといってそのことを本病発生地域の住民がカドミウムを経

口的に摂取したことを否定する理由とすることはできない。）こと、そのため右地域の住

民の体内には、該地域以外の対照地区の住民に比し、多量のカドミウムが吸収され、蓄積

されたこと、以上の事実のほかには本病発生地域だけに共通し、かつ右地域以外にはみら

れない特有の事情は存しないこと、本病患者はもとより、本病発生地域の住民が農作物や

飲料水などから経口的に摂取し、その体内に吸収し、蓄積された重金属類のうち、カドミ

ウムは、その農作物中の含有量や尿中排泄量が対照のそれに比し多量で、明らかに差異が

あるばかりでなく、その差異は鉛や亜鉛より顕著であること、したがって本病患者が前記

のように神通川を中心とし東方の熊野川と西方の井田川に挟まれた扇状地に限局して多発

する理由を疫学的見地からみれば、カドミウムに求めるほかないこと、しかしながら、本

病患者が第二次世界戦争終結の前後頃に特に急激に増加した点、米の過食や副食物の少い

食習慣があって、本病患者の家庭の栄養摂取が総カロリーや蛋白質等の点で富山県の農村
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平均よりも劣り、また該家庭の平均所得が低い傾向にある点および本病患者は、その大部

分が中年以降の婦人で、しかも多産の傾向が見られ、また農業従事者が比較的多くて出産

後の休養期間が短いことなどに徴してみれば、栄養摂取、妊娠、出産、授乳、内分泌の変

調、老化等の因子がまた本病の発生に関与しているとみられることが明らかになった。」 

次に、本判決は、本病の臨床および病理所見から見る本病の発生原因を次のとおり判示

した。すなわち、「本病の本態である腎病変の原因としては差しあたりカドミウムが残る

だけであるが、このことは本病発生地域が特にカドミウムによって汚染されているとの疫

学的調査の結果とも符合することおよび海外においても重金属類によって経口的に腎障害

が地域的に限局して多発した事例が絶無ではないことなどからすると、本病患者にみられ

る腎尿細管の機能障害の原因はカドミウムをおいてほかないものと考えられ、次に、臨床

および病理所見から本病のもう一つの主要な病変が骨病変で、その症状は骨軟化症である

ことを認めることができたが、この骨病変とさきの腎障害との関連については後者が第一

次的で、前者はこれに続発したものとみるべきであること、後者の腎障害は前記のとおり

ファンコニー症候群と規定されるものであり、そしてファンコニー症候群であっても、骨

の変化を生じない場合がないではないが、骨軟化症はファンコニー症候群の一症状として

も承認されていること、したがって本病の骨病変もまた腎障害とともにファンコニー症候

群の一つの症状としてよく、本病の腎障害の原因がカドミウムをおいて他にない以上、こ

の腎障害から発展し、続発する本病の骨病変の原因はまたカドミウムにこれを求めざるを

えない」「それゆえ、本病の主要な症状である腎障害と骨病変はファンコニー症候群と呼

ばれているものであって、その主因としてはカドミウムを、その補助的因子として妊娠、

出産、授乳、栄養ないしカルシウムの摂取不足を挙げるべきであるが、これら臨床および

病理所見からみた本病の発生原因は、さきの疫学的見地からみたそれと一致するものであ

った。」 

さらに、本判決は、外国におけるカドミウム中毒に関する研究および海外の動物実験の

報告を考慮した上で、本病における腎障害、骨病変が慢性カドミウム中毒に基づくもので

あると認めた。 

なお、本判決は、次のように、カドミウムの人体に対する作用を数量的に説明すること

は、カドミウムと本病との間の因果関係の存否の判断に必要ないとした。すなわち、「本

病の病理機序についても、その大筋において一応の説明が可能であることは前記認定のと

おりであって、なお究明を必要とし、今後の研究課題として残された点のあることを否定

できないけれども、病理機序が細部にわたってくまなく明確になれば疾患の原因が一層明

白になるとしても、反対に、病理機序が不明であるからといって疾患の原因を確定しえな
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いわけのものではないから、カドミウムと本病の関係が前叙のとおり疫学的調査や臨床、

病理所見などからの考察はもとより、動物実験の結果の上でも明白となった以上、現段階

においては、本病の病理機序が前叙のとおり大筋において一応説明の可能な程度で満足す

べきであり、したがって、被告の指摘するような若干の点がさらに明確にならない限り本

病の発生原因を確定しえないとすることは到底できないのである。」 

そして、カドミウムの由来については、本判決は、「自然界に由来すると考えられるき

わめて微量のもののほか、被告会社等の神岡鉱業所から排出されたものが主体となってい

るものと解され、そして、右カドミウムの排出は、被告会社等の神岡鉱業所における選鉱

および製錬等操業の状況にかんがみて、同鉱業所から右操業の過程において生ずるカドミ

ウムその他の重金属類を含有する廃水等（選鉱過程で生ずる泥状廃液を含む）および同過

程において発生し、たい積された鉱さいから浸出する前同様の廃水等が神通川上流の高原

川に、特に大正時代から昭和 20年代に至るまでの相当長期間継続して放流され神通川を流

下したことによるものと認めるのを相当とする」とした。 

ほかの因子については、本判決は、妊娠、出産、授乳、栄養摂取不足、内分泌の変調、

老化等の因子は結局、従たる役割を果たすものに過ぎないとした。すなわち、「これらの

因子のうち、妊娠、出産、授乳は女性一般にとって大役であり、また栄養摂取不足も多か

れ少かれ農村に共通してみられたところで、特に本病発生地域のみに限られたことではな

く、ましてさきの戦争中や戦後かなりの間のそれは国民全般が経験したところであり、中

年以後の内分泌の変調や老化等はなんびとも避けれない事柄であることを念頭におけば、

被告会社等の叙上の廃水等を放流した行為と本件被害発生との間には相当因果関係が存す

るものというべきである」。 

 

〔一審判決に対する学説の評価〕 

まず、本判決は、被害者の救済を図るために、公害現象の特質との関連において、公害

因果関係の証明困難を緩和する一つの方法として、疫学的研究の成果を取り入れたといわ

れている278。本判決が、一般論として示した疫学の定義は、疫学者と同趣旨の定義であり、

しかも、疫学の具体的な研究方法まで詳しく定義の中に取り入れたものである279。 

そして、本判決は、疫学四原則に言及していないが、本判決における集団的因果関係判

断は、以下のとおり、疫学四原則に即したものであると評価されている280。 

                                                             
278野村好弘「イタイイタイ病判決をめぐって」ジュリ 486号 17頁以下（1971）。 
279沢井裕「イタイイタイ病判決と鉱業法 109条－判決の法解釈学的検討-2完-」法時 44巻 2号

81頁（1972）。 
280沢井・前掲注（279）85頁以下参照。 
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第 1 に、その因子が発病の一定期間前に作用するものであることについて、本判決は、

①土壌、米、大豆、河川の水、川魚等にカドミウムが多量に含まれていること、②被告会

社等の神岡鉱業所の廃水等にはカドミウムが含まれること、③過去における農業被害の歴

史および杉の木の昭和 10年代の年輪中の高濃度のカドミウムの存在と防除設備の不完全な

過去の操業状態などを総合すると、相当多量のカドミウムが疾病多発地域に、疾病多発と

相当な時点において存在したことが推認されること、④原告らの尿中に高濃度のカドミウ

ムが含まれていること、地域住民は神通川の水系を直接に、または井戸を介して飲み、汚

染農作物を食べて、カドミウムを摂取してきたことという点によって、原告らがカドミウ

ムに曝露されたと認めた。 

第 2に、その因子の作用する程度が著しいほどその疾病の罹患率が高まることについて、

本判決は、本病においてはこの量と効果の関係が大気汚染ほど明確に現れていないとした

上で、文部省本病研究班の調査結果によれば、米、大豆中のカドミウム濃度は、本病多発

地域と不発生地域とで明らかに差があり、軽度発生地域では中間的差があること、および

被告工場の産出粗鉱量と要治療者発病推定年次集積数との間には相関関係があることから、

カドミウムの被曝量と本病の罹患との相関関係が一定程度明白であるとし、これを認定し

た。 

第 3 に、その因子の分布消長の立場から、記載疫学で観察された流行の特性が矛盾なく

説明されることについて、本判決は、本病は神通川以外の地域では、発生していないとい

う地域の限局性を有するのみならず、また、廃水処理が十分行われるようになった昭和 30

年以降は患者発生は顕著に減少しているため、本病の経時的限局性は説明できるとした。 

第 4 に、その因子が原因として作用するメカニズムが生物学的に矛盾なく説明可能なこ

とについては、本判決は、臨床、病理学、動物実験、外国の文献研究から、本病の病理機

序についても、その大筋において一応の説明が可能であると認定した。また、本判決は、

病理機序が細部にわたってくまなく不明であるからといって疾患の原因を確定しえないと

することはできないとした。 

したがって、本判決における疫学的因果関係は、疫学四原則にいう判断基準の第 2 条件

と第 3 条件において若干弱点はあるが、その判断は、四原則を満たしていると考えられて

いる281。 

この疫学的証明を含めて、本判決は、臨床学や病理学、動物実験、外国の文献などのす

べてにわたり詳細に検討して、できる限り、事実的因果関係を科学的に追求しているとい

                                                             
281沢井・前掲注（279）87頁。 
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える282。このような判断については、疫学的証明と臨床病理的証明のアプローチで証明した

が、次のことから、本判決は疫学的証明を中心とした判断を行っているとする見解もある283。

すなわち、本判決は、本件疾病発病のメカニズムについての被告の鑑定申請を却下した。

また、病理機序の細部にわたる証明を不要とした。さらに、本判決は、被告の過去のカド

ミウム排出量、神通川の過去カドミウム濃度あるいは到達経路について、自然科学的には、

必ずしも確定できないとした上で、因果関係を認定している。これは、原告らにとって、

臨床医学・病理学などによる証明を避けることができ、証明負担が大幅に軽減されている

といえる、ということである。 

そして、本判決は、個別的因果関係を検討せずに、集団的因果関係の認定から原告全員

の罹患と被告の汚染との個別的因果関係を認めた。これは、疫学的因果関係から直接個別

的因果関係を認定する同一視説を採用したものである。 

 

〔二審判決における因果関係に関する判断〕 

事実認定について、本判決は、一審判決の疫学事実認定を肯認した。そして、二審判決

は、「公害訴訟における因果関係の存否を判断するに当っては、企業活動に伴って発生する

大気汚染、水質汚濁等による被害は空間的にも広く、時間的にも長く隔った不特定多数の

広範囲に及ぶことが多いことに鑑み、臨床医学や病理学の解明からの検討のみによっては

因果関係の解明が十分達せられない場合においても、疫学を活用していわゆる疫学的因果

関係が証明された場合には原因物質が証明されたものとして、法的因果関係も存在するも

のと解するのが相当である」とし、疫学的因果関係理論の適用を認めた。そして、疫学的

因果関係により本病の原因物質はカドミウムであることを肯定した。 

また、二審判決は、臨床および病理学の考察と疫学的因果関係との関係について、「臨床

および病理学による解明によって、右証明がくつがえされないかぎり、法的因果関係の存

在も肯認されるべきである」とした。その上で、本判決は、臨床および病理学の面からの

考察、動物実験の結果からの考察に基づき、本病における腎機能障害および骨病変が慢性

カドミウム中毒によるものであると判断した。また、本判決は、経口摂取されたカドミウ

ムの腸管吸収率、カドミウムの腎臓に対する影響、カドミウムの腎臓に病変を生ぜしめる

量の問題、腎障害から骨病変への発展についての病理機序について説明困難な点が存在す

ることについて、「大筋においては一応病理機序の説明可能であるからには、前記認定の疫

学的因果関係は臨床病理面からの考察によっても左右されず、結局法的因果関係の存在を

                                                             
282沢井・前掲注（279）76頁。 
283島林樹「イタイイタイ病裁判（第一次訴訟）における法的発展」判時 683号 16頁（1972）。 
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肯認しうるものといわねばならない」とした。 

次に、二審判決は、因果関係に関する第一審被告らの反論（神通川の河水、疫学的調査

および他地域問題、臨床、病理、解剖学の見地からの考察、動物実験、ビタミンＤ欠乏説

など）について逐次考察した。まず、動物実験については、「法的因果関係の判断において

動物実験の結果を利用するのは、疫学的因果関係により判明した原因物質で果して当該症

状を発症する可能性があるか否かを確かめる意味を有するにすぎないものというべきであ

る」とした。また、「妊娠、出産、授乳、栄養摂取不足、内分泌の変調、老化等の従たる因

子は、本件イタイイタイ病発生に必要とされるものではあるが、これらの因子をもって被

害者の責に帰すべき事由ありとは到底解しえない。けだし、妊娠、出産、授乳等は人間の

本能にもとづく行為であり、栄養摂取不足、内分泌変調、老化等についても人体の生理作

用によるものであって、主たる因子であるカドミウムの作用がなければ、イタイイタイ病

の発生をみないことはいうまでもないからである。」とした。 

その上で、二審判決は、被告会社神岡鉱業所がカドミウムを含む廃水等を神通川の上流

たる高原川に放流した行為と、本件イタイイタイ病罹患との間には相当因果関係があると

肯定した。 

 

〔二審判決に対する学説の評価〕 

二審判決は、一審判決と同様に疫学四原則を用いた疫学的考察を中心にしているが、疫

学的考察と臨床、病理学面の考察に、明確に異なる位置づけを与えている284。すなわち、本

判決は、因果関係の判断基準として疫学的因果関係を定着させ、疫学的因果関係があれば、

それだけで十分に因果関係も存在するとした。長年疾病の病因物質を訴訟において確定さ

せる要件として位置づけられてきた。臨床、病理学的側面が、法的因果関係の自足的判断

要素とされなかった285。また、動物実験の結果も疫学的因果関係の補強として位置づけられ

ている。さらに、本判決の疫学重視の考え方は、被告会社の反論に対する判断の大部分に

も用いられている286。たとえば、本判決は、カドミウムの数量的解明が必要であるという反

論に対して、疫学的調査の結果としてカドミウムと判明したのであるから必要がないと判

示し、またビタミン D 不足説には、本病の地域的限局性を説明しがたいとして採用しなか

った287。この点で、原告らの集団的因果関係に対する証明負担は、さらに軽減されたといえ

る。 

                                                             
284島林・前掲注（283）17頁。 
285島林・前掲注（283）17頁。 
286島林・前掲注（283）17頁。 
287島林・前掲注（283）17頁。 
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個別的因果関係について、本判決は、一審判決と同様に、同一視説を採用して、集団的

因果関係から直接、個別的因果関係を認めて、原告らの個別的因果関係の証明困難を解決

した。 

  

（2）相対危険度 5未満の場合（その一）――推定説・相対危険度ないし有病率増加分に

よる推認説 

 

相対危険度 5未満の、集団的因果関係の存在から、個別的因果関係の存否を判断する考

え方として、事実上の推定を行うという推定説が主張されている。また、相対危険度が 4

以上 5未満の場合には、集団的因果関係の存在から個別的因果関係が一応推定でき、相対

危険度が 4未満の場合には、集団的因果関係の存在から個別的因果関係が事実上推定でき

るとする見解もある。以下では、この二つの見解を検討する。 

 

1)推定説 

相対危険度 5 未満の場合、疫学上の因果関係の存在から個別的因果関係を事実上推定す

ることができるかについて、見解が対立している。新美教授は、このような推定説に初め

て言及したが、否定的な見解を示した。その後、新美教授の否定論を批判した上で、推定

説を認める肯定論が現れた。 

a）否定論 

否定的見解は次のとおりである288。まず、事実上の推定を行って、証明負担の軽減を図る

かどうかは、定型的事象としての把握ができることおよび相手方の証拠へのアクセスの容

易さにより実質的に判断すべきであるが、疫学的因果関係からの個別的因果関係の推定に

は、定型的事象もなく、相手方の証拠へのアクセスも容易ではない。また、集団に属する

人全員が等しく当該因子に曝露したとしても、直ちに当該集団の患者全員に疾病罹患ない

しは症状悪化をもたらしているとはいえない。さらに、疾病罹患と症状悪化とでは被害態

様が異なり、賠償額も異なるため、これを同一にして疫学上の因果関係から法的因果関係

を推定することは許されない。以上のことから、疫学的因果関係から個別的因果関係を推

定することは、反証が殆ど不可能であるということもあり、不当である。したがって、相

対危険度 5 未満の場合、疫学上の因果関係の存在から個別的因果関係を事実上推定するこ

とはできないとするものである。 

ｂ）肯定論 

                                                             
288新美・前掲注（252）90頁以下。 
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肯定的見解は次のように主張する289。すなわち、疫学的因果関係には定型的事象が存在し

ないという批判については、たとえ当該集団に関する疫学的データに不備があったとして

も、他の集団の調査によってこれは補強され、事実上の推定の基礎となる経験則は、疫学

的因果関係からも十分得られる。また、危険因子の負荷を受けていることから直ちに当該

因子が患者全員について疾病罹患ないし症状悪化をもたらしているとはいえないという点

については、個人が当該地区に居住し、大気汚染の曝露等当該集団の特性を備えている以

上、少なくとも一定の程度では個別的因果関係の存在についても一定の推定を行うことは

許されると解されると反論する。さらに、疾病罹患と症状悪化との被害態様および損害賠

償額の差異の問題については、大気汚染の健康影響を調べる疫学調査に一般的に用いられ

る BMRC 調査や ATS-DLD調査が有症率を調査するもので、これをもとにして罹患率を推定す

るのはやむをえないと反論した。最後に被告の反証可能性については、被告の反証に要求

される証明度ないし反証の内容をどのように考えるかという問題であって、直接的に事実

上の推定を否定する論拠になりえないとする。このような考え方から、相対危険度 5 未満

の場合、疫学上の因果関係の存在から個別的因果関係を事実上推定することができるとす

る。 

 

2)相対危険度ないし有病率増加分による推認説 

ここでは、相対危険度ないし有病率増加分によって因果関係の推認を肯定する見解と、

この説に対する評価および批判を検討する。 

a）内容 

この説は、当該患者が集団に属していることに基づいて、相対危険度ないし有病率増加

分は集団的発病と個人発病との関連性の程度を明らかにするのであるから、この相対危険

度ないし有病率増加分から個別的因果関係を推認することができると主張する290。この見解

は次のように主張する291。すなわち、まず、相対危険度による推認は、データ不足などから

およその目算になるとしても、個別的因果関係を認定するときの大枠として重要な役割を

果す。また、集団が被告の排出因子に曝露していること、当該患者がその集団に属してい

ることのみに基づいて、集団的因果関係から個別的因果関係を推認することは可能である。

以上の点を考慮するならば、相対危険度 2～4の場合、確率が 50～70％であり、個別的因果

関係が事実上推定できる。また、相対危険度 4～5の場合には、70〜80％の証明度があるの

                                                             
289山下・前掲注（181）303頁以下。  
290瀬川・前掲注（255）183頁以下。 
291瀬川・前掲注（255）184頁以下。 
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で、個別的因果関係を一応推定292すべきである。ただし、被告による反証が可能であり、そ

の証明度は、推定の基礎になった有病率増加分の大きさに反比例する。なお、この説は、

相対危険度のみによって個別的因果関係を推認する場合には、症状の増悪した患者を考慮

しないことが問題となる点について、「賠償すべき症状を基準としてそれより重度の症状を

問題とし、汚染がない状態でのその発病率と、汚染曝露の下で増加したその発病率と比べ

ればよい」と主張している。 

さらに、この説は、次の場合には、因果関係を推認できる可能性が高くなると主張して

いる。すなわち、個々の患者について、被告の因子への曝露の有無・量の多寡、および疫

学的な関連性が認められる他の因子の有無がわかる場合には、そのような他因子がある者、

被告の排出因子に曝露されている者については、有病率増加分よりも高い確率をもって個

別的因果関係を認定することができる。逆に、そのような競合因子がない者、被告の排出

因子に曝露されていない患者については、当該汚染との因果関係の確率は、有病率増加分

より低くなる。 

この説は、因果関係の疫学的証明を事実上の推定ないし一応の推定を用いる場合の経験

則として把握し、相対危険度ないし有病率増加分という定量的手法をもって個別的因果関

係を判断するもので、伝統的因果関係理論の枠内で展開されていると評価されている293。ま

た、有病率増加分による確率が 50％を超えた場合、個別的因果関係の事実上の推定を行う

ので、優越的蓋然性説と事実上の推定を巧妙に取り込んだものという評価も示されている294。 

b）批判 

しかし、この説に対しては、疫学的データの中で相対危険度のみを因果関係推定の基準

とすることには疑問があるとされている。なぜなら、高濃度の大気汚染の場合、相対危険

度は大気汚染の有害物質を原因とする高有病率現象の存在を推測するための一つの判断要

素にすぎないとされる可能性があるからである295。それ以外の場合にも、相対危険度が機能

するかについては検討の余地がある。しかも、相対危険度を示さない判決もある。   

 

3）事実上の推定を行った裁判例 

下記〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟判決、下記〔裁判例カ〕多奈川大気汚染訴訟判決にお

                                                             
292事実上の推定とは、裁判官が心証を形成する過程で、経験則を利用してある事実から他の事実

の推認を事実上行うことである。一応の推定とは、かなり高度の蓋然性をもつ経験則により、前

提事実の証明をもって推定事実の心証も一挙に証明度に近づく事実上推定である。高橋・前掲注

（225）564頁、新堂・前掲注（207）617頁参照。 
293山下・前掲注（181）309頁。 
294山下・前掲注（181）309頁。 
295山下・前掲注（181）310頁。 
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いては、個別的因果関係の判断において推定説が採用された。〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟

判決は疫学データが十分揃っている事件であり、〔裁判例カ〕多奈川大気汚染訴訟判決は、

疫学データが不足している公害事件であるので、集団的因果関係の判断において、疫学的

証明の位置づけが異なる。以下では、この二つの判決を分析する。 

 

〔裁判例オ〕津地判四日市支判昭和 47年 7月 24日296（四日市喘息訴訟判決） 

 

〔事例の紹介〕 

原告らは、被告昭和四日市製油所、被告石原四日市工場、被告油化四日市工場および旭

分工場、被告化成四日市工場、被告モンサント四日市工場により形成された石油化学コン

ビナートに隣接している磯津地区に住んでいた住民であり、コンビナートから排出されて

いた硫黄酸化物などの大気汚染物質により喘息などの疾病に罹患したとし、損害賠償を求

めて訴訟を起した。津地方裁判所四日市支部判決は、原告らの喘息等の疾病と大気汚染と

の因果関係を肯定し、被告六社全部に連帯して損害賠償の支払を命じた。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は原告らの罹患および症状増悪と被告らのばい煙の排出行為との因果関係につい

て次のとおり三段階に分けて判断した。すなわち、磯津地区の大気汚染が被告ら工場の排

煙によるか（到達の因果関係）、磯津地区における喘息などの集団発症が大気汚染に起因す

るか（集団的因果関係）、原告らの個別的な罹患・症状の増悪が大気汚染によるか（個別的

因果関係）という三段階である。 

到達の因果関係について、本判決は、各被告工場の稼動開始時期および業種の検討を通

じてばい煙の発生を確定した上で、次のことから被告ら工場の排煙が磯津地区の大気汚染

をもたらしたことを認めた。まず、「被告ら各工場は、磯津地区のほぼ西北から北東まで

の方角にわたってこれに近接して所在している。」「被告ら工場を中心とするいわゆる四

日市第一コンビナート工場群が、本格的な操業にはいったのは、おおよそ昭和 33年ないし

35 年ころであると認められる。……四日市における大気汚染問題が市政の中にとりあげら

れ、磯津地区等において大気中の硫黄酸化物の濃度が異常な高値を示しているのを確認さ

れたのが昭和 35年であり、両者は時期的にほぼ対応している。」「被告らの硫黄酸化物の

排出量の合計の経年変化と磯津地区における硫黄酸化物濃度の経年変化とが、資料の存す

る昭和 36年から同 42年までの間において、よく対応していることが認められる。」また、

                                                             
296津地裁四日市支判昭和 47年 7月 24日判時 672号 30頁。 

http://100.yahoo.co.jp/detail/å�°æ�¹è£�å�¤æ��/
http://100.yahoo.co.jp/detail/å��å��/
http://100.yahoo.co.jp/detail/å� æ��é�¢ä¿�/
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風向により磯津地区が被告らの工場の風下に位置する季節において、濃度の増大が顕著と

なる。「四日市における硫黄酸化物の等量線図は、磯津地区など被告ら工場に近接した地

域に高濃度を示し、そこから遠ざかるにしたがって濃度が低減している。」 

次に、本判決は、公害事件においては、その事件のもつ特殊な性格から疫学的見地から

の病因の追究が重要な役割になっているとした上で、本件においても原告らの罹患と大気

汚染との関係について当事者の主張立証はこの点に集中しているので、四日市市、特に磯

津地区における閉そく性肺疾患の増加と大気汚染の関係の有無を疫学的観点から検討する

とした。その上で、本判決は、疫学的因果関係の判断には次の四原則が充足されることが

必要であると判示した。すなわち、 

条件 1、その因子は発病の一定期間前に作用するものであること。 

条件 2、その因子の作用する程度が著しいほど、その疾病の罹患率が高まること。 

条件 3、その因子の分布消長の立場から、記載疫学で観察された流行の特性が矛盾なく説

明されること（その因子がとり去られた場合その疾病の罹患率が低下すること、その因

子をもたない集団では、その疾病の罹患率がきわめて低いことなど）。 

条件 4、その因子が原因として作用する機序（メカニズム）が生物学的に矛盾なく説明さ

れること。 

そして、本判決は、一般論として「実験疫学的方法が前記の方法、目的のごときもので

あるとすれば、原因の作用機序を明らかにするという意味では、法的因果関係の有無の判

断のためには、必ずしも必要ではない」とした。また、「分析疫学によってえられた仮説

を確認検証するという意味での実験は、法的因果関係の確定に当たっても原則として必要

であると解されるが、どの程度必要であるかは、具体的に事件ごとに判断されるベきもの

であり、その場合、記述疫学的および分折疫学的方法によってえられた仮設の確実性の程

度等と総合して決定されるベきものと思われる」とした。 

その上で、本判決は、疫学的因果関係の四原則にしたがって、本件における集団的因果

関係を判断した。まず、喘息患者の多数が被告らコンビナート稼動後の発病であるから、

条件 1 が満たされる。次に、条件 2 については、次のことからこれが満たされるとした。

すなわち、罹患率調査によると、昭和 36年以降、累積罹患率と硫黄酸化物濃度等との相関

関係数について、「累年にわたってほぼ同程度の高い数値を示しているのみならず、さら

に汚染・非汚染地区別の経年・月別比較の傾向線の間に、顕著な差が認められることをも

合わせ考えると、硫黄酸化物濃度と右罹患率との間にいわゆる量と効果の関係を認めうる

ものと解して妨げない。」また、住民検証、学童検診、死亡率調査、磯津検診、公害病認

定制度と認定患者の状況、医療機関における患者の推移に関する調査の結果などによれば
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喘息の有訴症率および喘息による死亡率は、汚染地区が非汚染地区よりかなり高い。そし

て、条件 3 については、本判決は、転地効果および空気清浄室の入室効果により、ぜんそ

く発作が軽減するなど病状が改善されたこと、および、磯津地区における大気汚染の相対

的改善等と対応して、同地区の閉そく性肺疾患の新患発生は減少し、公害病認定患者の四

日市市全体の認定患者に対する割合も低下してきていることから、これが満たされるとし

た。さらに、条件 4 については、「動物実験については、結果が分かれているのであるが、

動物実験の結果は、分析疫学的方法によって得られた仮説の確実性の程度等と総合的に判

断さるベきものと考えられるべく、本件の場合には、右動物実験によって低濃度亜硫酸ガ

スの生体に対する影響の肯定例が認められ、右生体への影響の可能性が実験的に証明され

た点に意義があるものと解する。」とした。以上を総合して、本判決は、磯津地区におけ

る大気汚染と原告らの罹患または症状増悪との因果関係を認めた。 

他方、個別的因果関係については、本判決は、「閉そく性肺疾患の原因に関係ある因子は、

大気汚染のほかにも多数あるが、そして、原告らが磯津地区に居住して、大気汚染に曝露

されている等、磯津地区集団のもつ特性をそなえている以上、大気汚染以外の罹患等の因

子の影響が強く、大気汚染の有無にかかわらず、罹患または症状増悪をみたであろうと認

められるような特段の事情がない限り、大気汚染の影響を認めてよい」とした。その上で、

本判決は、本件原告ら個々人の家族歴、既往歴、アレルギー体質、ハウスダスト転地効果

や空気清浄室の効果等の存否を総合的に検討した上で、本判決は、原告らの罹患が大気汚

染によるものであることを否定するほどのものではない場合に、原告らの罹患および症状

増悪と大気汚染との因果関係を認めた。 

 

〔裁判例に対する学説の評価〕 

本判決は、因果関係を到達の因果関係、集団的因果関係、個別的因果関係に分けて検討

を行った。 

集団的因果関係の判断について、本判決は、一般論として、疫学的証明を詳しく検討し

た。まず、疫学四原則が満たされることが必要であると明言され、疫学四原則の内容も検

討された。その上で、本判決は、四日市喘息に関するかなりの量の疫学的調査データをも

とに、疫学四原則を強調して、大気汚染と本件罹患との因果関係が強く推認されるとした

ものである297。富山イタイイタイ病訴訟判決と比べると、本判決は、疫学をより自覚的に因

果関係論の核心に置いているため、疫学的検討の占める役割が非常に明確になっている298。 

                                                             
297 沢井ほか「四日市公害判決の問題点（座談会）」法時 44巻 11号 45頁沢井裕の発言（1972）。 
298 沢井ほか・前掲注（297）45頁。 
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個別的因果関係の判断について、本判決は、特段の事情がない限り、集団的因果関係か

ら個別的因果関係を直ちに推定できると判示した上で、原告ら個々人の家族歴、既往歴な

どの存否を総合的に検討して個別的因果関係を判断した。これは集団的因果関係が証明さ

れれば、個別的因果関係を事実上推定するという推定説の適用であると評価されている299。

この見解に従えば、本判決は、磯津に住んでいる人全員に同じだけの亜硫酸ガスという負

荷がかかっているという考え方をとっているので、被告の方で原告らの罹患がほかの原因

によることを積極的に証明しなければならないことになる300。したがって、本判決は、因果

関係の証明責任が実質上被告らに転換されているといえる301。 

 

〔裁判例カ〕大阪地判昭和 59年 2月 28日302（多奈川大気汚染訴訟判決） 

 

〔事例の紹介〕 

本件は、被告関西電力株式会社の多奈川火力発電所の周辺の住民である原告らが、被告

発電所の排煙によってもたらされた大気汚染により喘息に罹患したとし、損害賠償を求め、

さらに新たな火力発電所の建設禁止と、既設の火力発電所の運転禁止を求める差止めの請

求をした事件である。本判決は損害賠償請求については一部認容したが、差止請求は棄却

した。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は、まず因果関係の存否の検討について必要なデータや諸実験結果・科学的知見

等が乏しいので、因果関係の判断は「不安定になりがちで、この点でもまた著しくむずか

しい」とした上で、「自然科学の分野では、かかる資料や科学的知見の下で右事案の解明

を行うことは不可能というほかはない。しかしながら法的次元において本件不法行為の成

否を論ずるにあたっては、資料や知見の不足でもって直ちにその探求を放棄すべきもので

なく、当事者の提出した、乏しい既存の観測データ、疫学的データや科学的知見等の資料

の中から、不法行為法の理念たる損害の妥当・公平・合理的な負担の精神に立脚して総合

的判断の下に事案の解明にあたると共に、他方では、右の精神に則り、データや科学的知

見の不十分さに伴って生ずる結論の不安定さをも十分考慮し、安全性を見込んで控え目に

これを判断すべきものである」との立場を表明した。そして、本判決は、因果関係を到達

                                                             
299沢井ほか・前掲注（297）4 4頁冨島照男の発言。 
300加藤ほか「判決を聞いて（座談会）」ジュリ臨時増刊 514号 38頁森島昭夫の発言（1972）。 
301加藤ほか・前掲注（300）38頁森島昭夫の発言。 
302大阪地判昭和 59年 2月 28日判タ 522号 221頁。 
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の因果関係、集団的因果関係、個別的因果関係に分けて、以下のとおり判断した。 

到達の因果関係について、本判決は、燃料の使用量、硫黄酸化物等の排出量を検討した

上で、被告が第一火力の低煙突時代に排出したそれらの量は、単純に他地域と比べる限り、

著しく多量であったことを推認した。その上で、原告ら居住地の大気環境を直接に示すデ

ータがないので、岬町内測定点における環境濃度の測定値およびその特性から、被告が排

出した硫黄酸化物等が患者原告らの居住地に到達していたことを明らかにした。 

集団的因果関係の判断について、本判決は、まず、もっとも信頼できる中公審大気部会

硫黄酸化物に係わる環境基準専門委員会が赤穂市および大阪市において行った各疫学的調

査の結果をもとに、「岬町の大気環境が患者原告ら個々人に慢性気管支炎症状を患わせる

可能性があったか否かの、いわゆる大気汚染行為の侵害性を測る物差し」として、原告患

者個々人がその居住地等において、健康被害を生ぜしめるような閾濃度値を超える）大気

環境に至ったか否かを認定した。  

次に、本判決は、岬町において大阪府衛生部が行った唯一の住民健康調査をもとに、疫

学的調査を法的因果関係に適用する手順として、患者らの居住する地域の住民集団に慢性

気管支炎症状を有する患者の高有症率現象が存在すること（以下「発病の因果関係推定の

第一要件」という）、その集団として慢性気管支炎症状高有症率現象が大気汚染を原因と

して生じたものであること（以下「発病の因果関係推定の第二要件」という）、右患者ら

が、いずれも同住民集団にみられる特性を兼ね備え、かつ同集団からかけ離れた特性ない

し条件を有していないことの三要件（以下「発病の因果関係推定の第三要件」）を検討し

た。 

第一要件について、本判決は、岬町（疫学調査において岬町は ABC地区と DE地区に二分

する）で行われた住民調査をもとに、その信頼性を欠き採用しがたいとし、岬町 DE地区に

おける慢性気管支炎症状有症者の多発集団の存在を否定した。他方、岬町 ABC 地区におけ

る慢性気管支炎症状の有症者の多発集団の存在については、残訂正有症率から差し引くべ

きものは、新日本工機従業員の職業汚染・肺結核・町外通勤者の職業汚染分による有症率

と、代表性の把握・正確性・信頼性の検定の各不十分さに基づいて混入した見せかけ上の

有症率であるとした。もっとも、本判決は、「これらの差し引きは定性的には可能ではあ

るが、定量的に行うことはすこぶる困難である」と承知の上で、不法行為を支配する公平

の理念、原告らの負担する挙証責任（安全性の配慮）等の諸事情をも総合し、「残訂正有

症率 1.9％から右の諸事情を差し引くと、未だ控え目にみても約 1％足らず程度の有症率が

残るものと判断するのが妥当である」とした。 

第二要件である岬町 ABC 地区における慢性気管支炎症状多発集団と同地区における大気
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汚染との因果関係については、本判決は疫学の四原則として、（ア）その因子は発病の一

定期間前に作用するものであること、（イ）その因子の作用する程度が著しいほどその疾

病の罹患率が高まること、（ウ）その因子の分布消長の立場から、記述疫学で観察された

流行の特性が矛盾なく説明されること、（エ）その因子が原因として作用する機序が生物

学的に矛盾なく説明されることを中心に（オ）因果関係がないという可能性を排除できる

ことも付加して論じた。すなわち、「各判定基準とそのあてはめの結果は、オの判定基準

はこの程度で十分であろうと思われるが、アイウの判定基準のあてはめの結果は、いずれ

も十分とはいいがたく、中にはアの判定基準のようにかなり不確かなものもある。しかし

ながらかかる結論が積み重なり、しかもオの判定基準が一応充足されているので、訂正有

症率約 1％足らずの多発集団は、排出量最盛期における『深日』を中心とした地域の大気汚

染によって発生していたものである可能性が強い」。 

さらに、本判決は、大気汚染との係り合いにおいて三種類の集団に分けて検討を行った。

すなわち、大気汚染のみまたは大気汚染とその余の原因とが重なって初めて発病した者の

集団である CB多発集団においては、大気汚染はその疾病への罹患（増悪）全体につき因果

関係を有する。しかし、すでに大気汚染以外の原因で発病していたところに大気汚染が加

わってその症状が増悪した者の集団である自然有症率集団等の一部については、大気汚染

はその疾病の増悪部分についてのみ因果関係を有するにすぎない。すでに大気汚染以外の

原因で発病しており、かつ大気汚染が加わってもその症状に変化がなかった者の集団であ

る自然有症率集団等の残部については、大気汚染はその疾病の発病増悪のいずれとも因果

関係がない。 

この三種類の集団についての検討に基づき、本判決は、疫学上の因果関係と個別的因果

関係の判断について、岬町 ABC 地区における慢性気管支炎症状の全有症率集団の現実の有

症率は、おおよそ 4％余ほどにすぎず、そのうちの大部分にあたる 3％余を自然有症率集団

等が占めていたのであるから、岬町 ABC地区における慢性気管支炎症状の全有症率集団は、

「右疫学的手法を用いても、その検討過程を通じ発病の因果関係に役立つ間接事実を事実

上少しでも多く、かつ整理した形で抽出しうる程度の実益しか出てこない」とした。その

上で、患者原告五名が有症者集団全体と同一性を有するとしても、これによって同原告ら

が CB多発集団と同様大気汚染によって慢性気管支炎症状に罹患又は増悪していたものと事

実上推定することができないとした。 

その上で、本判決は、疫学的知見と原告らの居住歴、健康状態、本件疾病の罹患、喫煙

歴、アレルギー体質の有無、年齢などの間接事実とをあわせて、個別的因果関係を判断し

た。その結果、3名の原告について、本件疾病と被告の排煙との間に因果関係が認められた
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が、ほかの原告らについては因果関係を否定した。 

 

〔裁判例に対する学説の評価〕 

本判決は、因果関係を到達の因果関係、集団的因果関係と個別的因果関係に分けて検討

を行った。 

集団的因果関係については、本件においては、被告の排出した硫黄酸化物等の量がきわ

めて大量であったことが明らかであったにもかかわらず、原告らの居住地等における大気

環境汚染濃度や疾病発生に関する疫学的調査があまり行われておらず、相関データも殆ど

なかった。そのため、本判決は「閾濃度（大気汚染行為の侵害性をはかる基準）」を判断

した上で、唯一の疫学的調査の下で、疫学的証明を中心にして、集団的因果関係を認めた。

この集団的因果関係の認定では、法的価値判断という名の下に、かなり大胆にデータの数

値を読み替えて因果関係の判断を行ったと評価されている303。 

しかし、本判決のこのような判断に対しては、次のような問題点が指摘されている304。ま

ず、慢性閉塞性肺疾患が多要因から生じうる症状であるが、本判決はその要因として硫黄

酸化物の濃度のみを採り上げて、慢性閉塞性肺疾患を発病させる大気汚染の閾濃度を判断

した。この点が問題視されている。また、本件岬町において実施されたアンケート調査に

は、回数・方法・時期等の様々な点で問題が含まれていることが指摘されている。そして、

発病率と有症率とが区別せずに用いられている点も批判されている。 

他方、個別的因果関係について、本判決は、集団の有症率が低いことから、疾病多発の

程度が小さいので、疫学的証明により証明された集団的因果関係から個別的因果関係を事

実上推定することは確実性が低くなるとして否定した。その上で、本判決は、疫学的因果

関係を一つの間接事実として、ほかの間接事実とあわせて、個別的因果関係を判断してい

る。これは疫学的因果関係の限界を示す一方、法的な判断手法としては妥当なものである

と評価されている305。 

 

（3）相対危険度 5未満の場合（その 2）――確率的認定説  

 

確率的認定説とは、相対危険度 5 未満の場合、オール・オア・ナッシングではなく、確

率的に因果関係の認定を行って被害者を救済する方法として主張されているものである306。

                                                             
303新美育文「多奈川公害訴訟判決の意義と問題点」ジュリ 816号 10頁（1984）参照。 
304新美・前掲注（303）10頁以下参照。 
305松村・前掲注（245）114頁以下。 
306潜伏期の長い疾病の患者を効率的に救済するために、危険因子への曝露を損害ととらえ、疾病
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ここでは、相対危険度をもとに算出される帰因確率307により因果関係を認定する確率的認定

説を分析する。 

 

1）内容 

確率的認定説は、疫学データしか利用できない場合において、帰因確率が 80％（または

50％）以下の場合に因果関係をなしとすることは、加害者を不当に利することになり被害

者の救済にかけるという問題意識の下で、疫学的因果関係の認定において用いられた相対

危険度をもとに算出される帰因確率ないし原因確率に応じて、因果関係の確率的に認定を

行おうとする考え方である308。たとえば、自然発病率の五割増の場合、相対危険度が 2にな

り、集団中に占める曝露群と非曝露群の割合が同じとすると、帰因確率は 0.33になり、認

定賠償額も全額の 3.3割になる。 

この説は、「疫学的因果関係からは『因果関係』を直接的に認定、あるいは事実上推定す

ることができないこと、すなわち、オール・オア・ナッシングの因果関係の判断を導き出

すことが不可能ないし不当であることを承認した上で、被害者救済の観点から、疫学的因

果関係から個別具体的ケースについてなんらかの言及をなしうるところの帰因確率を持ち

出し、これでもって『因果関係』を確率的に判断しようとするものであり、そこから導き

出す結論は一定の妥当性を有している」と理解されている309。 

 

2）批判 

しかし、確率的認定の考え方には次のような批判がある。 

第 1 に、「『あれなければこれなし』の判断基準で認定される伝統的な『因果関係』概念

                                                                                                                                                                                   
罹患の場合の損害額に当該因子のもたらした罹患率の増加率を乗じた限度で、これに対する賠償

責任を肯定するという考え方もあるが、これが将来の損害に対する救済であり、日本の不法行為

法における損害の意味に反するので、本研究は検討しないことにする（新美・前掲注（272）91

頁以下）。 
307帰因確率の計算方法としては、原因因子の増大させた危険が原因で罹患した集団の構成員に該

当する確率（かりにαとする）を求める方法と、ある集団の所定の疾病の中で疫学的に原因因子

であるとされる因子が原因となっている疾病の割合（仮にβとする）を求める方法がある。相対

危険度を Rで表し、全集団のうちで当該因子に曝露されたものの比率をＢで表すならば、α＝（R

－1）/Rという計算式で求められ、βはβ＝B（R－1）/{B（R－1）＋1}という公式で求められる。

ちなみに、曝露集団での疾病発生率が非曝露集団のそれの 2倍であるとき、すなわち Rが 2のと

き、αは 0.5である。また、βは、Bの数値によって異なり、Bが 10％のときは、0.09、30％の

ときは 0.23％、50％のときは 0.33、70％のときは 0.41、90％のときは、0.47、95％のときは 0.49

となる。新美・前掲注（252）77頁注 35参照。 
308新美・前掲注（272）91頁。沢井・前掲注（168）231頁以下も、原告がほかに傍証がない限り、

疫学で明らかになる集団的発病率に基づき、全損害のうち、賠償すべき割合を算出すると主張さ

れている。 
309新美・前掲注（272）91頁。 
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と確率的認定説によって認定された『因果関係』概念とは似て非なるものであり、損害賠

償制度の目的が被害者の受けた全損失の回復にあるとする伝統的理解によるならば、一定

の確率で原因となりうる因子が発見されたという偶然の事実から、帰責の根拠あるいは責

任制限の根拠を導き出したりすることはできない」と指摘されている310。 

第 2 に、確率的認定説では、賠償額が低額化するおそれがあるとの批判がある。たとえ

ば、確率的認定説に近いといわれている沢井裕教授の見解は、罹患率の増加率をもとに賠

償額を算定する考え方であるが、この沢井裕教授の見解に基づく賠償額と比べてみても、

確率的認定説の「起因確率ないし原因確率」による賠償額は低くなる311。沢井裕教授は、患

者が自然発症率の五割増になったとする場合、患者の半分は汚染がなくとも発病したとす

ると、ほかの推定条件のない限り、全患者は一人当たり損害額の半額を取得すると主張し

ている312。確率的認定説による場合には、認定賠償額も全額の 3.3割になってしまう。 

第 3 に、確率的認定説は適用される場合がかなり限定されるという批判がある。その理

由は次のとおりである313。この説は、専ら疫学的知見・データのみから個別的因果関係を認

定するケースのみを想定して、確率的認定説を論じている。しかし、日本では、実際の訴

訟で疫学的データ・知見のみならず、居住歴、生活歴、発症時期などの個人の間接事実か

ら当該因子の曝露を受けていることを証明した場合が多い。この場合では、確率的認定説

が適用される余地がないことになる。 

第 4 に、確率的認定説には、相対危険度の算出の根拠である罹患率だけを疫学的因果関

係から個別的因果関係を導く推論基準としているため、危険因子により症状増悪した者が

考慮外におかれるということが指摘されている314。 

 

3）確率的認定説が採用された裁判例 

上述した確率的認定説は、「あるかないか」という因果関係の判断により、ある者が完全

な救済を受け、ある者は全く救済を受けられないという事態の発生を避けるために、相対

危険度をもとに算出される帰因確率ないし原因確率に応じて、因果関係を確率的に認定す

ると主張している。この説は、疫学データしか利用できない場合に用いられるので、裁判

実務に採用されていない。しかし、関西水俣病訴訟判決においては、確率的認定説の考え

方を受けて、確率的に因果関係が認定された。ここでは、関西水俣病訴訟を検討する。 

                                                             
310新美・前掲注（272）91頁。 
311山下・前掲注（181）304頁以下。 
312沢井裕「不法行為における因果関係」星野英一ほか編『民法講座 6事務管理・不当利得・不法

行為』279頁(有斐閣、1985) 。 
313山下・前掲注（181）305頁参照。  
314山下・前掲注（181）305頁以下。  
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関西水俣病訴訟は、昭和 48年頃から水俣病の行政認定が停滞したため、水俣病認定の棄

却処分を受けたいわゆる未認定患者が提起した訴訟である315。この訴訟の特徴は、原告らが

水俣病の主要症候を備えていないため、原告らが水俣病に罹患したか否かが争点となって

いる点である316。水俣病は、ハンター・ラッセル症候群が主要症候であり、四肢末梢性感覚

障害、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、言語障害、聴解障害などの症候がある

病気である。水俣病発見当初の急性劇症型患者は、これらの症候の全部または大部分を備

えていた。しかし、関西水俣病訴訟における原告らは、比較的軽症の患者であり、これら

の症候の一部しか臨床症状として捉えられない場合が多かった。しかも、これらの臨床症

状は、水俣病特有のものではなく、他にも多くの原因が考えられる、非特異性のものであ

り、また、原因が不明のものも多く見られた。 

 

〔裁判例キ〕大阪地判平成 6年 7月 11日317（関西水俣病訴訟一審判決） 

 

〔事例の紹介〕 

かつて水俣湾周辺地域に居住し、後に関西地方に移り住んだ原告らは、被告チッソの排

出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された水俣湾周辺地域で、魚介類を摂取し

メチル水銀が体内に蓄積され水俣病となったとし、チッソ、国および熊本県に対して損害

賠償を請求した。 

 

〔因果関係に関する判断〕 

本判決は、水俣病罹患の有無について、原告は原則上高度の蓋然性で証明すべきである

                                                             
315水俣病患者の救済については、昭和 48年 7月 9日にチッソ株式会社と患者代表との間に協定

書が締結され、これによりチッソは水俣病であると行政認定された患者らに一定の賠償金を支払

うことになった。水俣病の行政認定基準について、昭和 48年 8月 7日になされた環境庁事務次

官通知(以下は 46年条件という)は、水俣病の主要症状のいずれかの症状がある場合、認定申請

人の示す現在の臨床症状、既往症、その者の生活史および家族における同種疾患の有無等から判

断して、当該症状が経口摂取した有機水銀の影響によるものであることを否定しえない場合にお

いては、水俣病の罹患が認められると解した。しかし、昭和 52年 7月 1日になされた環境庁企

画調整局環境保健部長通知(以下は 52年条件という)は、魚介類に蓄積された有機水銀に対する

曝露歴があり、感覚障害とその他の症候の組合せがある場合、水俣病の罹患が認められるとした。

これは 46年条件では患者が予想外に多数に上り、その賠償のためチッソ株式会社が窮状に陥っ

たので、これを救うために出されたものであり、何らの根拠もなく救済の門戸を狭めたものとさ

れている。そのため、昭和 48年頃から水俣病の行政認定が停滞するとともに、棄却処分を受け

たいわゆる未認定患者が様々な形で、本件訴訟を含めて一連の訴訟を起した。田中康之「鼎談『医

学と裁判』に対する反論」ジュリ 885号 87頁（1987）。 
316佐村浩之「水俣病訴訟における因果関係論」ひろば 45巻 11号 31頁以下（1992）。 
317大阪地判平成 6年 7月 11日判時 1506号 5頁。 
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とした。しかし、本判決は、「そもそも水俣病とは何かという根本の問題において、当事

者間の見解の対立が顕著である。いかなる症状があれば水俣病といえるかという問題は、

現在の医学において、未だ議論の続いている問題であり、今後とも容易に帰一するものと

は思われない。また、水俣病かどうかの医学的診断は必ずしも容易ではない上、原告らの

加齢により、類似疾患との鑑別はますます困難になっていく状況にある。こうした状況に

おいて、水俣病に罹患していることについて高度の蓋然性のある者だけを救済するとの立

場を採るならば、現代医学の限界による不利益を原告らに負担させることになる」とした。 

そして、本判決は、水俣病に罹患しているか否かという定性的、悉無的判断においては、

ある者は完全な救済を受け、ある者は全く救済を受けられないという事態が発生するおそ

れがあるとした上で、「有機水銀曝露歴を有する者に発現している健康被害が水俣病に起

因する可能性の程度は、0％から 100％まで連続的に分布していると考えられるのである」

ため、水俣病に罹患しているか否かを、定量的、確率的に判断し、患者の健康被害が水俣

病に起因する可能性の程度を、賠償額に反映させるべきであるとした。その上で、本判決

は、以下の理由から「本件においては、例外的に確率的判断ができる場合であると判断す

る」とした。 

「第 1 に、最終的立証命題である要件事実は、不法行為における因果関係であり、確率

的判断に馴染むことである。過去に起きた一回的事実の有無、たとえば、ある契約が締結

されたかどうかが要件事実である場合には、30％契約締結の可能性があるからといって、

30％の割合で請求を一部認容することは難しい。しかし、本件は、因果関係という要件事

実の存否の問題であり、因果関係は、過去に起きた一回的事実の有無というよりは、むし

ろ、過去の事実関係をもとに行う評価としての側面を持っている。また、確率的判断を反

映させる対象が損害賠償額（金銭賠償額）という可分なものである。 

第 2 に、間接立証において使われる経験則そのものの存否、客観的蓋然性について、専

門家たる医師の間においても見解の対立が深刻なことである。こうした情況で、医学の専

門家ではない裁判所が経験則の取捨選択の名の下に一方の見解を医学的に正しいものと判

断することが適切かどうかには疑問がある。また、未だ医学的に検証されていない仮説で

あっても、将来医学の進歩によって真偽が検証される可能性がありうる。もしも現段階の

医学的知見をもとに、医学的見解が確立していないことを、高度の蓋然性がないとし、悉

無的に判断するならば、現代医学の限界による不利益を原告らに負担させることになり、

相当ではない。不法行為に関する法が、損害の公平な分担を目的としている以上、現代医

学の限界による不利益は、確率的判断をもとに両当事者間に公平に分散されるべきである。 

第 3 に、本件における因果関係については、複数の原因の競合という要素も考えられる
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ことである。本件で被告らが責任を負う可能性があるのは、本件患者が被告チッソの水俣

工場からの排水によってメチル水銀に汚染された魚介類を摂取して水俣病に罹患した場合

に限られる。ところが、本件患者の有機水銀曝露の終了（汚染地域からの転出）からすで

に長い年月が経過しているのであり、現在、本件患者に存する症候がすべて被告チッソ水

俣工場の排水に原因があるといえるかどうかは疑わしく、むしろ、右の長い年月の間に、

程度の差はあっても、他の原因が競合した可能性があると考える方が科学的である。また、

水俣病は、メチル水銀に汚染された魚介類を摂取した不特定多数の者に発現した中毒症で

あるから、すでに他の疾患に罹患していた者が水俣病を併発した場合も考えられ、その疾

患が水俣病と類似の症候を呈するものであるときには、当該患者の症候については原因の

競合があることになる。本件は、複数の原因のうち、被告チッソ水俣工場排水に起因する

症候を量定する操作が必要な場合であり、この見地からも確率的判断を要する場合である

といえる。」 

そして、当事者が主張した病像論について、本判決は、原告が主張した病像論を認めず、

被告が主張した水俣病の判断基準としての五二年判断条件（昭和 52年 7月 1日、環境庁（当

時）の企画調整局環境保健部長の通知「後天性水俣病の判断条件について」に記載されて

いる公 健法による水俣病の行政認定基準のことである。略称は五二年判断条件である。）

も採用しないとした。疫学条件については、医学的知見から本判決は、「水俣病に罹患し

ているといえるためには、疫学的条件が必要だが、疫学的条件があれば水俣病に罹患して

いると判断するのに十分であるというわけではない」とした。原告らの水銀曝露の事実に

ついては、「本件のような事案では、メチル水銀曝露の事実について、通常の社会人に、事

実を解明する度合いの高い、具体的事実を認定するに足る証拠方法を提出することを期待

できないし、他方、メチル水銀曝露の事実を争う側にも、当該事実の単純否認を超えて有

力な反対の証拠方法を提出するだけの立証活動を期待できないのであるから、状況証拠に

より事実を推認する間接立証の方法により得られた心証で事実を認定するほかはないもの

と考える。メチル水銀によって汚染された海域の近傍に居住していた事実が認められるな

らば、その海域で漁獲された魚介類を、少なくともその当時、その地域における平均摂取

量程度は摂食したであろうと推認でき、少なくとも当該海域の魚介類のメチル水銀平均含

有量程度のメチル水銀に曝露されたことが推認できる。また、同居の家族や家畜が水俣病

に罹患していれば、少なくとも同居期間中は、食品の入手経路を同じくし、同程度の魚介

類を摂食していたであろうと推認できる。」とした。 

感覚障害のみを呈する水俣病の有無については、医学的知見、その非特異性、疫学デー

タ（「四肢末梢の感覚障害を呈する者は水俣地区で 15.6％（928 人中 145 人）、対照たる
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有明地区で 3.2％（904 人中 29 人）を占めているが、水俣地区において水俣病が疑われた

251人中で感覚障害のみを呈する者はわずか 22人（2.3％）にすぎないことが認められる」）

からは、四肢末端ほど強い感覚障害があるだけで水俣病であると判断する経験則は、認め

られなかった。しかし、本判決は、本件患者に対する判断においてその可能性の程度を考

慮に入れることはできるとした。 

そして、本判決は、医学研究、臨床医学の経験から、慢性（遅発性）水俣病の存在を認

めたが、加齢性遅発性水俣病と認められた患者については、加齢という要素を考慮した上

で因果関係を確率的に判断した。また、「いわゆる全身病説は、いまだ検証の十分でない

仮説の域を出ないものと評価せざるを得ず、全身病説に従った病像によって判断して水俣

病である高度の蓋然性があるとは認められない。」とした。潜在性水俣病については、医

学研究にしたがって、「高度の蓋然性をもっていえるかという点についての論証は十分で

ない」が、「水俣病である可能性を指摘したものとして、確率的に因果関係を認定する上

で考慮する要素とはなりうる」とした。 

そして、本判決は、病理学、臨床医学により、水俣病の主要症候については、感覚障害

がある場合、水俣病である可能性を認めるが、求心性視野狭窄、小脳性以外の失調は水俣

病の症候の一つであると認めるに足りる的確な証拠はないとした。しかし、水俣病による

難聴を水俣病に罹患しているかどうかの可能性を判断する一要素とすることはできるとし

た。 

個別的因果関係について、本判決は、患者個々のメチル水銀曝露歴（生活歴・職歴、家

庭内認定患者、魚介類摂取状況）、症候（四肢末梢優位の感覚障害、小脳性運動失調、求

心性視野狭窄、難聴）を総合的に判断して、本件患者の症候が水俣病に起因する確率を最

高で 40％、次いで 30％、20％、最低で 15％で判示した。損害賠償額は、各患者の症候が水

俣病に起因する可能性（確率）に応じて次のとおり 4段階に分かれている（水俣病である

高度の蓋然性がある場合の認容すべき慰謝料額を 2000万円として算出）。すなわち、確率

40％の 12名につき各 800万円、確率 30％の 20名につき各 600万円、確率 20％の 9名につ

き各 400万円、確率 15％の 1名につき 350万円とした。   

 

〔裁判例に対する学説の評価〕 

本判決は、病像論と個別的因果関係に分けて、因果関係を判断した。まず、病像論にお

いては、疫学的データを含めて、病理学、臨床医学などの知識を総合的に考慮して認定を

行っている。次に個別的因果関係については、確率的に被告の汚染と原告らの罹患との因

果関係を認定した。これにより、ボーダーラインの前後で、ある者は完全に救済を受け、
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ある者は全く救済を受けられないという事態の発生を防ぎ、公平妥当な救済を図ることが

できると評価されている318。 

本判決において、確率的に因果関係が認定される理由として、①水俣病の罹患の可能性

は連続的に分布しているので、被害者救済のために、確率的因果関係理論を採用すべきも

のであること、②本件の因果関係の判断が過去の事実関係をもとに行う評価としての側面

を持っているほか、確率的判断の対象が可分な損害賠償額（金銭賠償額）であること、③

水俣病の罹患については、医学的見解が確立していないという現代医学の限界による不利

益を原告らに負担させることは、不公平であること、④本件損害がすでに発生した他疾病

との競合があることを挙げて、一般性をもった論理構成をもって社会政策的判断を取り込

むことにより確率的因果関係が採用されたこと、が指摘されている319。 

しかし、このような理由に対しては、次のような批判がある。 

まず、①に対して、「医療の現場の診断は予防、治療を目的とするものであり、その意

味では、本判決の立場も理解できないわけではない。しかし、医療の現場の診断は予防、

治療の目的とするものであり、民事損害賠償のように事後の損害の負担分担を決定する場

での判断とは目的を異にする、したがって、診断論としての水俣病の連続的存在の論理を

そのままに持ち込みうると考えることは慎重であるべきである。そうでないと今後のすべ

ての健康被害訴訟で同様の判断をすべきものということになりかねず、15％の確率でも訴

訟を提起したほうが有利であるという現象を生じかねないからである。」320とされる。また、

③に対しては、水俣病の救済は、医学的判断にさらに法的・政策的判断を加えた視点が求

められてきていることは否定しがたいが、救済されるべき対象者は、訴訟当事者以外にも

あるはずであり、その全体的な公正を念頭においた理論構成は問題となることが指摘され

ている321。 

さらに、安易に確率的判断を持ち込むことは、事実認定の放棄ともなりかねないという

指摘がある322。なかでも、水俣病罹患の確率を四段階に分けて、数値化することについては

科学的な根拠が不透明であるという問題が指摘されている323。 

 

4 裁判例の総合検討 

 

                                                             
318小賀野晶一「水俣病関西訴訟」判例自治 131号（1995）。  
319浅野直人「関西水俣病訴訟一審判決―大阪地裁平成 6年7月11日」ひろば48巻4号43頁（1995）。 
320浅野・前掲注（319）46頁以下。 
321浅野・前掲注（319）46頁。 
322喜多鋼久「判批」訴訟月報 41巻 8号 1804頁（1995）。 
323樺島伯博志「病像論再考―水俣病事件覚書」法学 72巻 6号 980頁（2008）。 
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臨床医学、病理学によっては因果関係が証明することが難しい大規模集団公害訴訟にお

いては、統計手法を用いる疫学的証明を法学に持ち込む疫学的因果関係理論が登場した。

疫学的因果関係理論は、因果関係を集団的因果関係と個別的因果関係に分けて、判断する

ことに特徴がある。ここでは、疫学的因果関係理論が採用された裁判例を、集団的因果関

係に関する判断と個別的因果関係に関する判断と分けて総合的に検討する。裁判例の検討

にあたっては、上述した代表的な裁判例のみならず、日本において疫学的因果関係理論を

採用したと評価できる裁判例を広く取り上げることとする。 

 

（1）集団的因果関係の判断について 

 

疫学的因果関係理論においては、疫学四原則により集団的因果関係の存否を判断すると

一般的に主張されている。しかし、集団的因果関係の判断における疫学的証明の位置づけ

は裁判例によって異なる。大別して、次の 3 つのパターンに分けることができる324。第 1

に、疫学四原則に則する疫学的証明を中心にして、集団的因果関係を認めているパターン

であり、たとえば、〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病訴訟判決、〔裁判例オ〕四日市喘息訴

訟判決などが挙げられる。第 2 に、他の疫学調査などに依拠して、集団的因果関係を認定

しているパターンであり、たとえば、千葉大気汚染訴訟判決、新潟水俣病訴訟判決などが

挙げられる。第 3 に、大量な疫学的データなどを総合的に判断し、一般的因果関係を帰納

して、得られた一般的因果関係を直接的に適用して、集団的因果関係を判断するものであ

る。東京水俣病訴訟判決、〔裁判例キ〕関西水俣病訴訟一審判決等が挙げられる。 

 

1）疫学四原則による判断 

〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病訴訟判決は、疫学的四原則を明示していないが、疫学

的四原則と評価される証明の形式を用いて、これを中心にして、臨床学、病理学、動物実

験、外国の文献による補強を行い、集団的因果関係の存否を判断した。 

〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟判決は、疫学四原則を明確的に提示して、四日市喘息につ

いての多くの疫学的調査のデータを検討して、疫学四原則が満たされたとし、集団的因果

関係の存在を認めた。 

〔裁判例カ〕多奈川大気汚染訴訟判決は、疫学四原則にしたがって唯一存在する疫学調

査のデータを分析し、これらのデータには弱点があることを認めた上で、一応疫学四原則

が充足されたとした上で、訂正有症率約 1％足らずの多発集団の疾病の罹患は、大気汚染に

                                                             
324瀬川・前掲注（255）161頁以下参照。 
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よって発生していたものである可能性が強いと認めた。 

 

2）他の疫学調査などに依拠した集団的因果関係の認定 

千葉大気汚染訴訟325は疫学因果関係の判断基準に関しては、米国公衆衛生局長諮問委員会

が提出した五つの基準（関連の一致性、関連の強固性、関連の特異性、関連の時間性、関

連の整合性）を示したが、有症率を中心として、千葉県および千葉市などで行われた疫学

調査を分析して、「汚染地域と対照地域との間に地域差があり、大気汚染濃度とぜん息頻

度および呼吸器症状有症率との間には、いずれも関連性があるものと認めるのが相当であ

る。」とした。そして、四日市市の疫学調査をはじめとする他地域の疫学調査と中公審専

門委員会の報告、動物実験・人体負荷研究から、大気汚染濃度と喘息頻度・呼吸器症状有

症率との一般的関連性を認め、これに本件地域の硫黄酸化物等の濃度が多数の頻度で環境

基準を超えていたとの認定を合わせて、集団的因果関係を認めている。西淀川大気汚染訴

訟第二～第四次訴訟326、東京大気汚染訴訟327も同様である。 

また、〔裁判例ウ〕新潟水俣病訴第一次訴訟判決は、熊本県の水俣病の特性とその病因物

質、発生機序などについて、疫学調査、臨床医学、病理学、研究文献などを検討して、水

俣病の汚染源はチッソ水俣工場にあり、その汚染機序は、同工場のアセトアルデヒド製造

工程中に副生されたメチル水銀化合物が工場排水によって水俣湾等に流入し、それが魚介

類の体内に蓄積され、その魚介類を多量に摂食したことにより、メチル水銀化合物が人体

内に移行・蓄積し、その結果発症したものと認めた。その上で、本判決は、本件中毒症の

臨床観察、病理的所見、動物実験、疫学的調査などを分析して、本件中毒症が水俣病であ

ると認定した。 

このほか、川崎大気汚染第一次訴訟判決328、尼崎大気汚染訴訟判決329、名古屋南部大気汚

染訴訟判決330は、疫学調査、環境省の調査などを総合して、本件地域の大気汚染と健康被害

との因果関係を判断した上で、主として千葉調査に依拠して、幹線沿道の健康被害と道路

排煙との因果関係を肯定している。 

 

3）疫学的データなどから帰納した一般的因果関係による集団的因果関係の認定 

                                                             
325千葉地判昭和 63年 11月 17日判タ 689号 40頁。 
326大阪地判平成 7年 7月 5日判時 1538号 17頁。 
327東京地判平成 14年 10月 29日判時 1885号 23頁。 
328横浜地裁川崎支判平成 6年 1月 25日判時 1481号 19頁。 
329神戸地判平成 12年 1月 31日判時 1726号 20頁。 
330名古屋地判平成 12年 11月 27日判時 1746号 3頁。 
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東京水俣病訴訟判決331、熊本水俣病訴訟第二次訴訟一審判決332、熊本水俣病第三次二陣訴

訟判決333、京都水俣病訴訟判決334、〔裁判例キ〕関西水俣病訴訟一審判決、関西水俣病訴訟

二審判決335においては、原告らが水俣病の主要症候を備えていないため、水俣病の病像が争

点となっている。水俣病の病像とは、いかなる症候があれば、水俣病と判断できるかとい

う診断基準の問題である。これも一般的因果関係の問題である。  

そして、水俣病の病像の認定にあたっては、これらの判決は、水俣病に関する様々な疫

学調査だけでなく、臨床、病理学、研究文献などを総合的に判断して、水俣病の病像を認

定している（一般的因果関係を帰納する）。その上で、これらの判決は、この病像を適用

して、訴訟における症候が水俣病であるかを判断する。 

 

（2）個別的因果関係の判断について 

 

集団的因果関係から個別的因果関係を認定できるかを判断するための理論として、相対

危険度を基準にして、様々な理論が用いられている。学説において、上述の通り、相対危

険度以上の場合には、集団的因果関係の存在から直ちに個別的因果関係を認める同一視説

が主張されている。また、相対危険度 5 以下の場合には、推定説、相対危険度ないし有病

率増加分による推認説、あるいは確率的認定説が主張されている。もっとも、裁判実務に

おいては、相対危険度 5 以上の場合、同一視説が採用されている。また、相対危険度 5 未

満の場合、推定説と確率的認定説が採用されている。 

 

1）相対危険度 5以上の場合 

特異性疾病の場合およびその他の相対危険度 5 以上の場合、たとえば、〔裁判例エ〕富

山イタイイタイ病訴訟判決においては、同一視説が用いられ、疫学的因果関係から高度の

蓋然性をもって個別的因果関係が認められた。 

 

2）相対危険度 5未満の場合 

a）事実上の推定 

深刻な汚染によってもたらされた非特異性疾病の場合、たとえば、〔裁判例オ〕四日市喘

                                                             
331東京地判平成 4年 2月 7日判タ 782号 65頁。 
332熊本地判昭和 54年 3月 28日判時 927号 15頁。 
333熊本地判平成 5年 3月 25日判時 1455号 3頁。 
334京都地判平成 5年 11月 26日判時 1476号 3頁。 
335大阪高判平成 13年 4月 27日判時 1761号 3頁。 
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息訴訟判決においては、相対危険度の高さに着目し、推定説を用いて、疫学的因果関係か

ら個別的因果関係が推定された。しかし、〔裁判例カ〕多奈川大気汚染訴訟判決において

は、集団の有症率が低いので、疫学的証明により証明された集団的因果関係から個別的因

果関係を事実上推定することは否定された。 

熊本水俣病第三次二陣訴訟判決は、水俣病罹患の認定上、認定患者が多発している地域

に昭和 28年から昭和 43年までの一定期間居住した者で、家庭内認定患者がいる場合、本

人あるいは同居の家族が右一定期間、右地域で漁業、鮮魚商、仲買商に従事していた場合、

具体的状況からして、魚介類を多食したと認められる場合、発症閾値を超えるメチル水銀

を体内に蓄積したと推認できるとした。さらに、この判決は、これらの患者について、四

肢末梢優位の感覚障害が認められる場合には、剖検結果で大脳および小脳に特徴的な病変

が認められない場合および感覚障害が他の疾患によるものであることが明らかな場合を除

いて、その者の有する健康障害は有機水銀の影響によるものと推定できるとした。 

b）確率的因果関係の認定 

〔裁判例キ〕関西水俣病訴訟一審判決のほか、西淀川大気汚染訴訟第二～第四次訴訟336判

決は、「あるか、ないか」の択一的な因果関係の証明に修正を加え、「加害者の行為の関与

により一定の被害（疾病の発症・増悪）が現に生じており、当該訴訟の時点における科学

水準によれば、疫学等によって統計的ないし集団的には加害行為との間に一定割合の事実

的因果関係の存在が認められる」とした上で、「西淀川区の有症率の増加を示す調査結果を

中心に各種の疫学的調査結果を検討し、西淀川区の大気汚染レベル、公健法に基づく地域

指定における大気汚染度と有症率の関係、西淀川区における認定患者数の推移など、これ

までに判断してきた諸事情を総合的に勘案し、相対危険度を基礎に症状増悪の影響等をも

併せ考慮して」、大気汚染が健康に与える影響度は八割程度とみるのが相当であるとした。

また、重度喫煙者、高齢発症者および小児喘息患者については、それぞれに係る調査結果

に基づきいずれも六割程度とみるのが相当であるとした。  

  

                                                             
336大阪地判平成 7年 7月 5日判時 1538号 17頁。 
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第三章 中国の公害訴訟における因果関係理論の課題解決の試み 

 

本章では、前章までの要約を行った上で（第一節）、日本の公害訴訟における因果関係理

論を参考にしながら、中国法における証明度を軽減する可能性（第二節）、および、証明方

法を通じた解決の可能性（第三節）を検討する。それを踏まえて、中国の公害訴訟におけ

る因果関係理論の課題を解決することを試みる。 

 

第一節 前章までの要約 

 

本節では、序論、第一章および第二章の検討結果を要約しておく。 

 

一 本稿の課題 

 

中国では、公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和し、公害被害者を救済するため

に、因果関係の証明責任の転換制度が規定されている。しかし、この制度によって証明困

難を緩和することができない場面がしばしば見られる。このため、中国の公害訴訟におい

て、因果関係の証明困難をどのように解決するかが重要な課題になっている（序論）。 

 

二 中国の公害訴訟における因果関係理論の要約 

 

現在の中国では、公害状況が非常に深刻になっている。公害被害者は行政救済を通じて

損害賠償を求めてきたが、このような行政救済は非常に不十分なものである（第一章序説）。

他方、不法行為法に基づく損害賠償訴訟においては、必然的因果関係理論の下で、因果関

係の存在を鑑定によって科学的に証明することが要求されるため、公害訴訟をはじめとす

る現代型不法行為訴訟において因果関係の証明が困難になるという事態が生じている（第

一章第一節）。 

このような因果関係の証明困難に対応するため、中国法には、因果関係の証明責任の転

換を認める規定が存在する。しかし、この制度において、原告が因果関係の存在について

どの程度証明すれば因果関係の証明責任が転換されるのか不明である。そのため、この制

度の下でも、高度の蓋然性をもって（科学的な鑑定をもって）因果関係を証明するよう原

告に要求する裁判例が見受けられる。このように、中国における立証責任の転換制度は、



  129 
 

証明困難の緩和という機能を十分に果たしていない（第一章第二節）。 

以上のような状況を踏まえて、本稿では、因果関係の証明責任の転換制度を機能させ、

公害訴訟における因果関係の証明困難を解決することを目指すという課題を設定した。こ

のような課題に対する解決を検討するにあたっては、日本の公害訴訟における因果関係理

論が示唆に富むと考えられる（第一章第三節）。 

 

三 日本の公害訴訟における因果関係理論の要約 

 

日本においても、戦後、公害問題は深刻であった。四日市喘息、水俣病、イタイイタイ

病のような悲惨な公害被害も発生した。公害被害者が提起した一連の公害訴訟の中で、損

害賠償を命じる判決が出されることは、日本政府および地方自治体に対して公害問題の解

決へ向けて本格的に取り組むよう促す機能を持った（第二章序説）。 

日本の不法行為法における因果関係理論は、かつて、相当因果関係説が通説になってい

たが、現在、因果関係二分論が多くの支持を集めてきている。しかし、相当因果関係説が

主に賠償範囲に関するものであり、公害などの現代型不法行為における因果関係の判断を

取り扱っていない。相当因果関係説を批判して提唱された因果関係二分論は、事実的因果

関係と賠償範囲を分けて判断するが、公害などの現代型不法行為における因果関係の判断

についても、取り扱っていない。 

もっとも、日本においても、民事訴訟における証明度として高度の蓋然性を要求する原

則の下で、公害訴訟を含む現代型訴訟における事実的因果関係の証明が困難な事案も存在

した（第二章第一節）。公害訴訟における証明困難を緩和するために、証明度および証明方

法という二つの方向から様々な理論が提唱されてきた。しかし、公害訴訟において原告に

要求される証明度を引き下げようとする蓋然性説は、公害訴訟において証明度を引き下げ

るべき根拠を十分に説明できていないため、広い支持を集めているとは言い難い。他方、「相

当性テスト」説は、公害訴訟における因果関係の証明度の軽減を否定している。さらに近

時、民事訴訟における証明度を優越的蓋然性だと理解する優越的蓋然性説が有力となって

きている。しかし、こうした説には、日本の民事訴訟制度、実体法と整合しないという批

判が投げかけられており、裁判実務においても採用されていない（第二章第二節）。 

証明方法に関する理論としては、門前理論と疫学的因果関係理論が登場した。門前理論

は、間接証明を通じて、公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和しようとするもので

ある。この理論の位置づけについては、事実上の推定説と間接反証説に分かれている。疫

学的因果関係理論は、統計方法を用いた疫学的証明により集団的因果関係の存否を証明し、
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集団的因果関係の存否から個別的因果関係を判断しようとする理論である。この理論は、

大規模集団の公害訴訟における因果関係の証明困難の緩和に資するものである。 

裁判例にも採用されている門前理論は、事実上の推定を行っているものと評価でき、因

果関係の証明困難の緩和に一定の範囲において役立っていると評価できる。また、蓋然性

説を採用したという評価も示されている裁判例についても、この門前理論によって説明す

ることができると指摘されている。 

イタイイタイ病、四日市喘息、水俣病に関する訴訟の判決においては、疫学的因果関係

理論を採用して、因果関係の存否が判断されている。もっとも、これらの判決において、

集団的因果関係の判断において疫学的証明がどのように位置づけられるのか、理解が分か

れている。また、集団的因果関係から個別的因果関係を判断する点についても、事実上の

推定によって判断する裁判例と、確率的に因果関係を認定する裁判例に分かれている。深

刻な汚染がもたらされた非特異性疾病の場合、たとえば、〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟判決

においては、相対危険度の高さに着目し、推定説を用いて、疫学的因果関係から個別的因

果関係が推定されている。これに対して、〔裁判例キ〕関西水俣病訴訟一審判決や西淀川大

気汚染訴訟第二～第四次訴訟では、確率的な因果関係の認定が行われた（第二章第三節）。 

 

第二節 中国法における証明度を軽減する可能性 

 

本節では、日本の証明度軽減をめぐる議論を参考にして、中国では、証明度を引き下げ

て公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和することができるか否かを検討する。 

 

一 日本の蓋然性説・「相当性テスト説」・優越的蓋然性説 

 

日本では、証明度の軽減という側面から公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和す

る理論として、蓋然性説が登場した。また、一定の条件を満たせば、証明度の軽減を許容

するという「相当性テスト」説も提唱された。さらに、民事訴訟における証明度の原則を

高度の蓋然性ではなく、優越的蓋然性に設定すべきであると主張する優越的蓋然性説も現

れている。これらの学説の内容については第二章第二節において検討したところであり、

以下では、これらの議論を中国法へ導入することができるかを検討する。 

 

1 蓋然性説 
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日本の蓋然性説は、公害の特質を根拠にして、公害訴訟の原告は因果関係の存在をかな

りの程度の蓋然性をもって証明することができれば、因果関係の証明責任は被告に転換さ

れ、被告が因果関係の不存在を証明しなければならないと主張している337。すでに見たよう

に、この説に対しては、証明度を引き下げる理論上の根拠が欠けている、因果関係の証明

責任の転換を認めるための法律上の根拠が欠けている、事実認定の曖昧さをもたらすとい

った問題点が指摘されている。そのため、蓋然性説は広い支持を集めているとは言い難く、

裁判実務においても蓋然性説は採用されていない。 

 

2 「相当性テスト」説 

 

「相当性テスト」説は、事実の証明が事柄の性質上困難であること、証明困難である結

果、実体法の規範目的趣旨に照らして著しい不正義が生じること、原則的証明度と等価値

の立証が可能な代替手法を想定することができないこと、という 3 つの要件が満たされた

場合に、例外的に証明度の軽減を認めようとする議論である338。こういう要件に照らして、

「相当性テスト」説は、公害訴訟における因果関係の証明度の軽減を否定している。 

しかし、証明度というのは、いわば裁判官の心構えでしかないため、「相当性テスト」説

を採用して証明度の引き下げを行うならば、曖昧な事実認定をもたらす恐れがある。日本

においても、この見解は、裁判実務に受け入れられてはいない。 

 

3 優越的蓋然性説 

 

日本では、民事訴訟における証明度を、高度の蓋然性ではなく、優越的蓋然性に設定す

べきであるとする見解が徐々に有力になってきている339。証明度を高度の蓋然性に設定する

通説的な見解と優越的蓋然性説は、次のような諸点をめぐって論争を展開している340。①真

実の発見にとっていずれの見解が適しているか、②証明度の設定が裁判官の事実的認定や

当事者の立証活動に及ぼす影響はどうか、③証明度を高く設定すると証明責任の分配が当

事者の立証負担に与える影響が大きくなることをどう考えるべきか、④訴訟制度が現状の

保護を重視していることや、民事裁判とは公権力によって強制的な権利実現をはかるもの

                                                             
337上記第二章第二節の二の 1（63頁以下）参照。 
338上記第二章第二節の二の 2（71頁以下）参照。 
339上記第二章第二節の三（72頁以下）参照。 
340上原・前掲注（156）123頁参照。 

 



  132 
 

であるということが、高度の蓋然性をもって証明するよう要求することの根拠となりうる

か、⑤通常の事件において証明度を高く設定する一方で、証拠の偏在などにより証明困難

な事件において証明度を軽減することが妥当かといった点である。 

日本の優越的蓋然性説は、優越的蓋然性を採用したと評価できる裁判例があると主張し

ている。しかし、優越的蓋然性は日本の民事訴訟制度と整合的でないところがあると指摘

されており、また、実体法、裁判実務にも影響を与える可能性があるため、裁判実務には

受け入れられていないと考えられている。 

 

二 中国法への導入可能性 

 

1 公害訴訟において証明度を軽減する可能性――日本の蓋然性説について 

 

中国においても、因果関係の証明責任の転換制度が機能するように、証明度を引き下げ

るべきだとする蓋然性説が主張されている。ここでは、日本の蓋然性説に対する批判を踏

まえつつ、この考え方を検討する。 

まず、すでに見たとおり、日本の蓋然性説に対しては、公害訴訟についてのみ証明度を

引き下げる理論上の根拠がないことが批判されている。中国においても、民事訴訟におけ

る原則的な証明度は高度の蓋然性だと考えられているので、日本における議論と同様、公

害訴訟についてのみ蓋然性説を採用する根拠が問われることになる。 

そして、日本の蓋然性説に対する批判のうち、証明度を下げる法律上の根拠が存在しな

いという点については、中国においては、因果関係の証明責任の転換制度が存在するので、

蓋然性説の主張するように因果関係の証明責任の転換を認めることに障害は存在しないと

いうことができる。 

さらに、事実認定の曖昧さをもたらすという批判については、日本では、蓋然性説は因

果関係の判断に際して科学的に厳密な証明を要求しないよう、裁判官に注意を喚起する以

上の意味を持たないと指摘されている。実際、蓋然性説が採用されたと評価されている裁

判例を見ても、蓋然性説による証明度の引き下げが因果関係の証明困難の緩和にどれほど

役立ったのか、不透明だと言わざるをえないように思われる。同様の問題は中国にも妥当

するのであり、中国において蓋然性説が採用されたとしても、原告の因果関係の証明困難

がどれほど緩和されることになるのかは不透明である。以上を要するに、蓋然性説を採用

することによって、中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度をうまく機能

させることができるのか、疑問が残ると言わざるをえない。 
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2 一定の事件において証明度を軽減する可能性――日本の「相当性テスト」説について 

 

「相当性テスト」説は、一定の事件類型について例外的に証明度を高度の蓋然性から引

き下げることを認めようとする議論であり、どのような場合に証明度の引き下げが認めら

れるべきなのか、基準の提示を試みている。そして、この見解の示す基準を公害訴訟は当

てはめると、因果関係の証明度の引き下げを認めることができると考えられる。 

このような議論は、一つの考え方として、一定の価値があることは否定できない。しか

し、一方、「相当性テスト」説は、公害訴訟における因果関係の証明度の軽減を否定してい

る。他方、「相当性テスト」説を採用し、証明度の軽減を認めるならば、蓋然性説の場合と

同様に事実認定の曖昧さがもたらされる恐れがあり、結局、実際には裁判官への注意喚起

以上の効果を期待することができないように思われる。したがって、「相当性テスト」説を

中国法に導入したとしても、この見解が公害問題の解決にどれほど役立つのか疑問である。 

 

3 証明度に関する原則の変更――日本の優越的蓋然性説について 

 

日本では、民事訴訟における証明度を高度の蓋然性から優越的蓋然性に変えようとする

優越的蓋然性説が近時有力になってきている。しかし、上述のとおり、優越的蓋然性説を

めぐっては様々な議論が行われているほか、この見解は日本の民事訴訟法制度、実体法と

整合しないという問題も指摘されている。また、この説は、裁判実務に影響を与えるおそ

れがあり、裁判実務においても採用されていない。 

このような、日本における優越的蓋然性説をめぐる議論の状況を踏まえると、優越的蓋

然性説を中国に導入したとしても、上述の一連の問題が生じることが避けられないと思わ

れる。そのため、優越的蓋然性説を現段階において中国法に導入することには慎重である

べきだと考える。 

 

第三節 証明方法に関する提言――日本の門前理論・疫学的因果関係理論の導入可能性 

 

日本の公害訴訟の裁判実務では、病理学、臨床医学などを用いても因果関係を証明でき

ない大規模集団公害以外の公害訴訟において、事実上の推定という手法を用いて、因果関

係の証明困難の緩和が図られている。大規模集団公害に関する訴訟においては、疫学的因

果関係理論を用いて、因果関係の証明が行われていることがある。 
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他方、中国に目を向けると、中国における公害訴訟は、環境汚染による農林漁業などの

被害に関する訴訟と、大規模集団公害に大きく分けることができる。前者は、鑑定によっ

て、環境汚染と農林漁業などの被害との因果関係の存否が証明される類型である。このよ

うな類型においては、日本の門前理論を持ち込むことで、因果関係の証明責任の転換制度

を、因果関係の証明困難を緩和する形で機能させることを提言したい。後者は、臨床医学

や病理学などを用いて、因果関係の存否を証明することができない類型である。中国では、

後者に該当する訴訟は今のところ存在しないが、日本の疫学的因果関係理論を持ち込むこ

とで、疫学的証明により集団的因果関係の存否を証明し、集団的因果関係から個別的因果

関係を認定することで、今後登場することが予想される公害訴訟において因果関係の証明

困難を緩和することができると提言したい。 

 

一 門前理論による因果関係の証明責任の転換制度の再構築 

 

ここでは、日本の門前理論の内容を改めて確認した上で、門前理論によって中国の公害

訴訟における因果関係の証明責任の転換制度を再構築することを試みる。 

 

1 日本法における門前理論 

 

第二章第三節一において見たとおり、門前理論は、因果関係を①病因、②汚染経路、③

加害企業における原因物質の排出に分けた上で、間接証明を通じて、公害訴訟における因

果関係の証明困難を緩和しようとする理論である341。門前理論を採用した〔裁判例ウ〕新潟

水俣病第一次訴訟判決は、原告が①②の事実を証明することができれば、汚染源が被告加

害企業の門前に辿りついたとして、被告企業において③について自己の工場が汚染源にな

りえないことを証明しない限り、因果関係が認められるという判断枠組みを示した。さら

に、門前理論を発展させる形で、淡路説は、間接反証と類型論を合わせて、原告が①②③

のうちいずれか二者を証明した場合、被告が因果関係の不存在を証明できない限り、因果

関係の存在を認めるべきであるという判断枠組みを主張した。 

門前理論の位置づけについては、事実上の推定説に位置づける見解と間接反証論に位置

づける見解とに理解が分かれている。もっとも、間接反証という概念の必要性をめぐって

は賛否両論があるところであり、本稿としては、門前理論を間接反証論に位置づける見解

には賛成できない。本稿では、門前理論を事実上の推定と位置づける見解を支持したい。 

                                                             
341上記第二章第三節の一（79頁以下）参照。 
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また、門前理論は、日本の裁判実務において、大規模集団被害以外の公害訴訟にも採用

されており、被害者が直接的に因果関係の存否を証明することが困難である場合に、因果

関係の証明困難を緩和する役割を果たしている。 

 

2 中国法への導入可能性 

 

このように、日本の門前理論は、原告が因果関係の一部を証明した場合、因果関係の証

明責任が被告に転換されるという判断枠組みを有する。他方、第一章第二節二において見

たように、中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度について、学説は、二

段階判断枠組みを採用している。それによると、原告が因果関係の存在をある程度証明で

きれば（第一段階）、因果関係の証明責任は被告に転換され、被告において因果関係の不存

在を証明しなければならなくなる（第二段階）。このように見ると、日本の門前理論には、

中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度と、判断枠組みにおいて類似性が

あるということができる。そこで、本稿では、日本の門前理論によって、中国の因果関係

の証明責任の転換制度を再構築することができると主張したい。 

また、第一章で考察した裁判例［1］～［4］を見ると、被害者としては門前理論におけ

る②汚染経路と③加害企業における原因物質の排出については証明できたものの、門前理

論における①病因を証明できない事例が見受けられる。その理由は、原告被害者が鑑定を

行うことができない（鑑定費用が高い、あるいは、見本が保存されていないといった理由

による）あるいは、鑑定を行わなかったことにある。これらの裁判例において問題になっ

ているのは、門前理論における①病因の証明である。このような裁判例は、中国で数多く

存在すると推測される。したがって、門前理論を採用した〔裁判例ウ〕新潟水俣病第一次

訴訟判決における判断枠組みは、③被告加害企業における原因物質の排出が証明できない

場合に用いられるものであるが、これをそのまま中国に導入しても、中国の裁判例におい

て見られる①病因が問題になっている事例には対応できないおそれがある。これに対して、

門前理論を発展させる形で提唱されている淡路説の判断枠組みは、①病因、②汚染経路、

③加害企業における原因物質の排出のいずれが問題になっている場合であっても、対応で

きるものだと考えられる。したがって、本稿としては、こうした淡路説の判断枠組みを中

国に導入し、中国の裁判例において問題となっている①病因の証明が問題になっている事

例にも対応することを目指したい。 

淡路説は、原告被害者が①②③のいずれか二者を証明できた場合、被告加害者において

因果関係の不存在（残りの一者の不存在、あるいは、ほかに原因があること）を証明でき
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なければ、因果関係の存在を認めようとする議論である。他方、中国法の因果関係の証明

責任の転換制度は、第一段階において、原告がある程度因果関係の存在を証明することが

できれば、因果関係の証明責任が被告に転換され、第二段階において、被告が因果関係不

存在の証明責任を負うことになる。こうした枠組みを淡路説と結びつけるならば、原告被

害者が①②③のいずれか二者を証明する段階を第一段階として位置づけ、被告加害者が因

果関係の不存在を証明する段階を第二段階として位置づけることができる。このようにし

て日本の門前理論を発展させる形で主張されている淡路説を、中国法に導入することがで

きると考えられる。 

以上のように、中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度を再構築すると、

新たな判断枠組みは、次のとおりになる。まず、因果関係の証明責任の転換制度の第一段

階において、原告が①②③のいずれか 2 つを証明できれば、因果関係の証明責任が被告に

転換される。そして、第二段階において、被告が因果関係の不存在を証明できない場合、

因果関係の存在が認定されることになる342。 

 

二 疫学的因果関係理論による集団公害訴訟の因果関係証明困難の解決 

 

日本では、集団被害に関する訴訟において、疫学的因果関係理論が広く用いられており、

因果関係の証明困難を解決することに貢献し、公害被害者の救済に大きな役割を果たして

きた。 

現在の中国では、大規模かつ複雑な集団被害が実際に生じている。たとえば、近年、集

団鉛中毒事件343、「癌の村」344などの集団被害が頻発している。集団鉛中毒事件は、微量な

鉛の長期吸収により鉛中毒による疾病が発生した事案であり、臨床的検査および実験を行

うことはきわめて困難である。また、「癌の村」事件において問題となった癌は、多数の

原因が考えられる非特異性疾病である。そのため、「癌の村」に在住している被害者として

は、臨床医学や病理学を用いても、自分の癌の発症と加害者の汚染との因果関係の存在を

証明することができない。したがって、これらの事件においては、個別被害者の具体的病

因および疾病発生のメカニズムを臨床的あるいは病理学的、あるいは実験的な方法をもっ

て解明するのは、実際上不可能である。この点において、これらの事例は、上述の方法に

                                                             
342以下では、このような判断枠組みを「再構築された因果関係の証明責任の転換制度」と呼ぶ。 
343中国の陝西省、雲南省、湖南省、浙江省などで、電池などの化学企業が鉛の高い含有量の廃物

を排出し、周辺の住民、特に子供の血液の鉛の含有量が基準を超え健康被害を受けた事件である。

数千人の被害者が出た。http://style.sina.com.cn/news/p/2011-06-04/003678866.shtml、htt

p://12365.ce.cn/zlpd/bgtd/201105/23/t20110523_20980763.shtml 参照。 
344郭・前掲注（9）参照。 
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よって因果関係の存在を証明することができる環境汚染による農林漁業損害事件と異なっ

ている。そのため、これらの事件は、再構築した因果関係の証明責任の転換制度をもって

しても、因果関係が困難なままである。実際、訴訟が提起されたものの、原告としては、

臨床医学や病理学などの鑑定によって因果関係の存在を証明することができず、敗訴した

事件がある345。また、訴えが提起されていない事件も数多く存在すると考えられる。今後、

これらの事件の多数の被害者たちが、訴訟で救済を求める事態が想定される。 

そこで、以下では、日本の疫学的因果関係理論に対する批判を検討した上で、集団的因

果関係の判断と個別的因果関係の判断に分けて、中国の大規模集団被害に関する因果関係

の証明困難をどのように解決するべきか検討を行う。 

 

1 集団的因果関係について 

 

まず、大規模集団被害に関する公害訴訟における集団的因果関係の判断について、日本

の疫学的因果関係理論を採用することができるか検討する。 

 

（1）疫学的証明の採用 

 

日本では、疫学的証明に対して批判が加えられている。ここでは、これらの批判を検討

した上で、日本の裁判実務において見られる、疫学的証明を通じて集団的因果関係を証明

する際の 3つのパターンを確認する。 

 

1）疫学的証明に対する批判について 

疫学的因果関係理論は、疫学四原則を中心とする疫学的証明を用いて集団的因果関係を

判断しようとする理論である。そこで用いられる疫学的証明に対して、第二章第三節の二

の 2の（3）において見たように、いくつかの批判が投げかけられているが、次のように反

論することができると考えられる。 

まず、疫学的調査の手法や分析方法に対して批判がある。この批判については、疫学的

証明は因果関係証明の一つの手段であり、疫学的調査の手法や分析方法に問題があるとし

ても、ほかの直接証拠、間接証拠の積み重ねによって、因果関係を肯定することができる

と反論されている346。 

                                                             
345喩塵「沿海多個省分出現癌症村」南方都市報 2007年 11月 5日。  
346淡路・前掲注（264）170頁。 
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次に、疫学における多因論に対しては、ほかの原因の存在によって、被告の汚染行為と

原告の損害との間の因果関係を否定することができないと反論されている347。たとえば、加

齢は被害者自身の因子であり、帰責原因となる因子ではないのであり、喫煙および既往症

といった因子は、大気汚染と疾病の発生の間の関係を相排斥するものではないと反論され

ている348。 

また、疫学的証明より有効な手段がないため、疫学的証明が法的証明として不十分だと

考えるならば、公害の原因は不明だとして被害者を放置することと等しい結果になってし

まうのであり、疫学的証明を用いることはやむをえないとも指摘されている349。 

 

2）裁判実務における集団的因果関係証明のパターン 

日本の裁判実務において集団的因果関係の存否が判断される際には、次の 3 つのパター

ンが用いられている。 

パターン①は、〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病訴訟判決、〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟

判決のように疫学四原則に則する疫学的証明を中心に集団的因果関係の存否を判断するも

のである。このパターンにおいては、疫学的四原則を用いた証明を行わなければならない

ので、厖大なデータが必要となる。したがって、日本の〔裁判例エ〕富山イタイイタイ病

訴訟、〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟のように、大規模かつ詳細な疫学調査が行われた事件に

おいてしか用いることができない。 

パターン②は、千葉大気汚染訴訟判決のように他の疫学調査などに依拠するパターンで

ある。このパターン②は、訴訟地域の状況に似ている他の地域において疫学調査が行われ

てきた事件において用いることができる。たとえば、千葉大気汚染訴訟においては、千葉

大気汚染の状況に似ている四日市で喘息と大気汚染との関係についての疫学調査が多数行

われていたので、四日市大気汚染に関する疫学調査を参考にして、集団的因果関係の存否

が判断されている。 

パターン③は、東京水俣病訴訟判決や〔裁判例キ〕関西水俣病訴訟一審判決などのよう

に、大量の疫学的データなどを総合的に判断し、一般的因果関係を帰納して、得られた一

般的因果関係を直接的に適用して、集団的因果関係を判断するものである。 

 

（2）中国法への導入 

                                                             
347淡路・前掲注（264）170頁。  
348淡路・前掲注（264）170頁。  
349吉村・前掲注（164）946頁以下。 
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現在の中国では、鉛中毒、「癌の村」など、多数の深刻な集団被害の事例が見られるが、

これらの事例に対する疫学調査が実施されていない。そのため、疫学に関するデータはあ

まり存在せず、疫学的因果関係理論をすぐ適用することは困難だと考えられる。しかし、

今後、被害者を救済するために疫学調査が行われる可能性は十分にあり、疫学的証明を一

つの証明方法として提供することには、大きな意味があると考えられる。しかも、中国で

は、疫学という分野が発展してきているので、疫学的証明を法学へ応用し、集団被害の因

果関係の証明困難の解決を図ることは将来有望だと考えられる。 

日本での公害訴訟を見ると、疫学的証明を用いて集団的因果関係の存否を判断する裁判

例を 3 つのパターンに分けることができた。ここでは、この 3 つのパターンが中国の公害

訴訟においてどのように用いられるかを検討しておく。 

まず、環境汚染が深刻であり、疫学データが十分集まった大規模集団被害の公害訴訟で

は、パターン①が採用されるべきである。そして、公害訴訟の展開に伴って、様々な疫学

調査が行われ、疫学データも蓄積していく。そして、利用できる他の公害訴訟における疫

学調査が蓄積した段階になると、パターン②を用いることができる事案が現れると考えら

れる。最後に、疫学データなどを総合的に検討することになり、集団的因果関係の存否に

関する一般的因果関係を帰納できる場合、パターン③を集団的因果関係の判断にあたって

は採用するべきである。 

 

2 個別的因果関係の判断 

  

第二章第三節二の 3 において見たとおり、疫学的因果関係から個別的因果関係を判断す

るための理論として、日本では、同一視説、推定説、相対危険度ないし有病率増加分によ

る推認説、確率的認定説が主張されていた。以下では、これらの学説の考え方を中国法に

導入することができるか検討を行う。 

 

（1）日本法における個別的因果関係の判断 

 

ここでは、日本法において、疫学的因果関係から個別的因果関係の存否がどのように判

断されていたのか、相対危険度に応じて分けて確認しておく。 

 

1）相対危険度 5以上の場合――同一視説について 
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日本では、特異性疾病の場合とそのほかの相対危険度 5 以上の場合、同一視説が主張さ

れている350。イタイイタイ病（特異性疾病）訴訟判決は、同一視説を採用して集団的因果関

係の存在から個別的因果関係を認めた。もっとも、相対危険度 5 以上の場合に、同一視説

が採用された判決は見られない。 

 

2）相対危険度 5未満の場合――推定説・相対危険度ないし有病率増加分による推認説に

ついて 

相対危険度 5 未満の場合について、集団的因果関係から個別的因果関係を事実上推定す

る推定説がある351。また、日本の裁判実務では、加害企業と被害者らの集団的因果関係が証

明された場合、特段の事由がない限り、被害者個々人の個別的因果関係を事実上推定する

という推定説が採用されている。上述〔裁判例オ〕および〔裁判例カ〕においては、推定

説が採用されたと評価されている。〔裁判例オ〕四日市喘息訴訟判決は、相対危険度が高い

ため、被害者全員が同じように大気汚染の被害を受けたとして、疫学的因果関係から個別

的因果関係を推定した。これに対して、〔裁判例カ〕多奈川大気汚染訴訟判決は、集団の

有症率が低いという理由から、集団的因果関係を認定しつつも、これから個別的因果関係

を事実上推定することを否定した。 

また、相対危険度ないし有病率増加分による推認説も主張されているが、この見解は相

対危険度のみを因果関係の判断基準とするものであり、裁判実務には採用されていない。 

 

3）相対危険度 5未満の場合――確率的因果関係の認定について 

日本では、確率的認定説は、疫学データしか利用できない場合において、帰因確率が 80％

（または 50％）以下の場合に因果関係をなしとすることは、加害者を不当に利することに

なり被害者の救済に欠けるという問題意識の下で、疫学的因果関係の認定において用いら

れた相対危険度をもとに算出される帰因確率ないし原因確率に応じて、因果関係の確率的

に認定を行おうとする考え方である352。確率的認定説は、疫学データのみ利用される場合し

か適用できないため、裁判実務において採用されていない。 

他方、裁判実務では、伝統的因果関係のように因果関係の存否をオール・オア・ナッシ

ングで判断するのではなく、確率的に因果関係を認定する方法が用いられた。これは、因

果関係の証明困難の緩和に役立っているということができる。 

                                                             
350上記第二章第三節の二の 3の（1）（99頁以下）参照。 
351上記第二章第三節の二の 3の（2）（107頁以下）参照。 
352上記第二章第三節の二の 3の（3）（116頁以下）参照。 
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（2）中国法における個別的因果関係の判断 

 

中国においても、将来、「癌の村」「鉛中毒」などの事件をめぐって公害訴訟が提起され

ることが想定されるが、その際には、疫学的証明により集団的因果関係が証明されたとし

て、個別的因果関係については、日本と同様、相対危険度 5 以上の場合と相対危険度 5 未

満の場合に分けて判断すべきである。 

 

1）相対危険度 5以上の場合 

日本の裁判実務においては、特異性疾病の場合という相対危険度 5 以上の場合にのみ、

同一視説が採用されている。他方、現在の中国において生じた、深刻な鉛汚染がもたらし

た鉛中毒に関する事件は、その症状が特異性を有するので、集団的因果関係が認定された

場合には同一視説の主張するように、個別的因果関係を直ちに認定することができると考

えられる。 

 

2）相対危険度 5未満の場合 

日本では、相対危険度 5 未満の場合について、推定説や、相対危険度ないし有病率増加

分による推認説、確率的認定説が主張されている。また、裁判実務における個別的因果関

係の判断においては、推定説および確率的認定説が採用されている。 

まず、日本の裁判実務は、集団的因果関係が証明された場合、特段の事情がない限り、

個別的因果関係を推定するが、集団的因果関係の判断において有症率が低い場合、個別的

因果関係を事実上推定することが否定されたケースもある。 

他方、現在の中国における事件について見ると、「癌の村」のような事件においては相対

危険度・有病率などが高いと考えられ、このような事例においては、加害企業と被害者ら

の集団的因果関係が証明された場合、集団に属する個々人の疾病の罹患がある程度加害企

業によってもたらされたことが証明されたと考えるべきである。これにより、因果関係の

証明責任の転換制度の第一段階における、原告がある程度で因果関係を証明することが遂

げられたということができる。その上で、因果関係の証明責任が被告に転換され、因果関

係の証明責任の転換制度の第二段階において、被告側において因果関係の不存在を証明し

なければならない。加害企業が個別的因果関係の不存在を証明できない限り、個別的因果

関係の存在が認定されるべきである。 

もっとも、日本の〔裁判例カ〕のように、集団的因果関係の存在が認定されるとしても、
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有症率が低いため、集団に属する個々人の疾病の罹患が加害企業によってもたらされたか

断定できない事例については、集団的因果関係の存在から個別的因果関係を推定すること

を認めるべきではない。 

また、相対危険度ないし有病率増加分による推認説は、日本で疫学データのみにより因

果関係を判断するなどの点で批判され、裁判実務において採用されていない。中国でも、

疫学データのみを利用する裁判例は少ないと考えられるので、相対危険度ないし有病率増

加分による推認説、確率的認定説は、中国にとっても採用することが困難であると考えら

れる。 

そして、日本の裁判実務において採用された確率的因果関係理論は、確率的に因果関係

を認定しようとする議論であるが、因果関係に関する伝統的な理解と相容れないのみなら

ず、被害者の受けた全損失を塡補することを目的とする損害賠償制度の制度趣旨に反する

点が批判されている。また、確率的認定説を採用するならば、被害者の手にする賠償額が

低額化する危険があるという指摘もある。このような理由から、本稿は、この理論を中国

法に導入することにも慎重であるべきだと考える。 

 

第四節 中国の公害紛争への適用可能性 

 

ここまで見てきたように、本稿は日本の門前理論および疫学的因果関係理論を中国法に

導入することができると考えているが、この結論を踏まえつつ、第一章において取り上げ

た中国の裁判例を再検討し、門前理論が中国の裁判実務においてどのように適用されるべ

きなのか検討を行う。その後、中国の「癌の村」の事例を例として、疫学的因果関係理論

が中国の大規模集団被害における因果関係の証明困難を緩和する可能性について検討する。 

 

一 裁判例の再検討――門前理論の導入 

 

以下では、日本の門前理論を参考にして再構築した中国の公害訴訟における因果関係の

証明責任の転換制度を用いて、前述した中国の公害裁判例を再検討することを試みる。 

大気汚染による農作物の被害である［裁判例 1］は、原告が被告の汚染行為と原告の損害

との関連性を証明したと判断して、因果関係の証明責任を被告に転換した。その上で、被

告が因果関係の不存在を証明できていないとして、被告の汚染行為と原告の損害との因果

関係を肯定した。再構築された因果関係の証明責任の転換制度を用いるならば、［裁判例 1］

は、次のように判断されることになる。 
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まず、原告は、被告トイレの汚水を原告のマッシュルーム養殖場の蓋のない下水道に排

出したことにより、廃気ガスが原告のマッシュルームに到達したことを証明している。こ

れは、門前理論にいう②汚染経路の証明だということができる。さらに、原告は、被告ト

イレの汚水から廃気ガスが排出されたことを証明しており、これによって門前理論におけ

る③が証明されたということができる。再構築された因果関係の証明責任の転換制度によ

ると、原告が門前理論における②③を証明した場合、因果関係の証明責任は被告に転換さ

れる。そして、本件において、被告は因果関係の不存在を証明することができていないの

で、因果関係の存在が認められるべきである。したがって、原告としては、鑑定を用いて

廃気ガスがマッシュルームの減産をもたらしたことを証明しなくても、因果関係の存在は

肯定されることになる。 

水汚染による漁業被害である［裁判例 2］［裁判例 3］について、最高人民法院は、まず

次の事実を明らかにした。①嘉興市環境保護局の調査報告によると、被告らの工業廃水は、

川の水を深刻に汚染した、②カエルおよびオタマジャクシは酸素不足で窒息死しており、

カエル、オタマジャクシを鑑定しても、有毒物が検出されない可能性がある、③カエルお

よびオタマジャクシの死亡と被告企業の汚染行為との間に否定できない関連があるという、

司法部司法鑑定科学技術研究所の分析報告がある。以上のことを根拠として、因果関係の

証明責任を被告に転換した。その上で、中国最高人民法院は、被告が因果関係の不存在を

証明できていないとして、被告の汚染と原告の損害との因果関係を認めた。このように、

中国最高人民法院は、鑑定結果を重視する傾向を示している。 

再構築された因果関係の証明責任の転換制度を用いると、この裁判例は次のように判断

されることになる。原告は、環境保護局の調査により被告ら工場の汚染物質の排出を証明

している。これによって、門前理論における③が証明されたということができる。また、

原告の提出した用水料金の領収書と取水証明、水質監査データおよびその分析報告などに

よると、汚染された水が原告の養殖場までに辿り着いたとされている。これは、門前理論

における②が証明されたことを示している。原告が②③を証明したので、因果関係の証明

責任の転換制度によって、因果関係の証明責任が被告に転換され、排出した汚染物質が原

告の損害の原因ではないことを被告が証明しなければならないことになる。しかし、本件

においては、被告が因果関係の不存在を証明できていないので、因果関係が認められる。

したがって、再構築された因果関係の証明責任の転換制度によると、原告が被告の水汚染

が原告の養殖物の全滅をもたらしたことについて鑑定を行わなかったとしても、被告の水

汚染と原告の被害との間に因果関係の存在が認められることになる。 

［裁判例 4］は、原告が魚の死因を科学的な鑑定によって証明していないとして、因果関
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係の証明責任の転換を認めなかった。しかし、本件原告は、被告製紙工場がパイプライン

で生産廃水を川に排出したことを証明している。これは、門前理論の③にあたる。また、

原告は、被告の生産廃水が原告の養殖場に到達したことも証明している。これは、門前理

論の②にあたる。再構築された因果関係の証明責任の転換制度によれば、本件原告が門前

理論の②③を証明できたので、因果関係の証明責任が本件被告に転換されることになる。

このように、本稿において提示した議論によると、公害訴訟における因果関係の証明責任

の転換をより容易に認めることができるようになり、公害訴訟における因果関係の証明困

難の緩和に資すると考えられる。 

そして、［裁判例 5］においては、原告が鑑定によって作成された「漁業事故技術報告書」

をもって、被告らの汚染が原告の損害の原因であったことを証明したので、被告らの汚染

と原告の損害との間の因果関係の存在が肯定されるべきである。本件判決は、鑑定が存在

することから、因果関係の証明責任を被告に転換した上で、被告が因果関係の不存在を証

明できないとして、因果関係を認めている。ここでは、因果関係の証明責任の転換制度は、

証明困難の緩和に何ら役立っていない。他方、再構築された因果関係の証明責任の転換制

度を用いると、次のように判断される。本件原告は、被告らが家畜の糞便を排出したこと、

および、これらの糞便がダムに到達・累積し水源を汚染したことを証明している。前者は

門前理論の②にあたり、後者は門前理論の③にあたる。したがって、因果関係の証明責任

が被告に転換されることになる。 

 

二 大規模集団公害紛争の解決可能性――疫学的因果関係理論の活用 

 

中国では今のところ提訴されていない、あるいは、提訴されたものの原告が敗訴した「癌

の村」のような集団被害についても、疫学的因果関係理論を採用して、被害者の救済を図

ることが考えられる。 

その際には、まず、疫学的証明によって集団的因果関係の存否を判断することが必要と

なる。その上で、特異性疾病の場合、同一視説によって集団的因果関係の存在から直ちに

個別的因果関係を認定することができる。非特異性疾病の場合、相対危険度 5 未満であれ

ば、因果関係の証明責任の転換制度をもって集団的因果関係から個別的因果関係の存在を

推定すべきである。 

疫学的因果関係理論を用いた因果関係の証明が有効だと考えられる事例として、いわゆ

る「癌の村」事件を挙げることができる。中国においては 300 箇所以上の「癌の村」があ

る。ここでは、河南省の淮河流域の支流である砂潁河が通る瀋丘県の黄孟営村、孫寨村、
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孫営村などを例として詳しく説明する353。1990 年代末から、砂潁河の川沿いで紙業、皮革

業、プラスチック業、酒業などの汚染をもたらしやすい化学企業が、汚染物質を排出して

川を汚染したため、川の水質が悪化してきている。瀋丘県水文ステーションの資料によれ

ば、1990年、1994年、2000年に、この川の水は飲用水、漁業用水などの機能を失っていた。

また、中国環境監査本部の公表した資料によると、2005年、2006年、2007年にも、川の水

は飲用水、漁業用水などの機能を失っていた。汚染された川の水は、発達している溝渠シ

ステムを通じて地下に浸透し、近隣の地下水が汚染され、住民たちが飲用している井戸水

も汚染された。そのため、多くの村民が、食道癌、肝癌、胃癌、子宮癌、乳癌などの癌に

罹患した。統計資料によれば、1990年から 2005年まで、黄孟営村では 2,470人の住民のう

ち 116 人が癌で亡くなった。孟寨村では、2,366人の住民のうち 103 人が癌で亡くなった。

そして、孫営村では、1,697 人の住民のうち 37 人が癌で亡くなった。しかし、癌は非特異

性疾病であり、発病の原因物質も様々である。癌の発症も個々人の体質と密接に関わって

いる。また、癌の発病のメカニズムは、まだはっきりしていない。そのため、被害者にと

って、従来因果関係の証明に用いられてきた臨床医学あるいは病理学により、加害者の汚

染と癌の発症との因果関係の存在を証明することはきわめて困難、あるいは不可能である。

このような事例においては、疫学的因果関係理論を用いて因果関係の存否を判断すること

が有効だと考えられる。 

このような「癌の村」事件において、集団的因果関係を判断する際には、集団的因果関

係判断のパターン①を採用すべきである。なぜなら、中国では、前述したような「癌の村」

が多数報告されているものの、水汚染と癌の発症との因果関係に関する疫学的調査がこれ

まであまり行われていないため、上述した「癌の村」における集団的因果関係の判断に際

して、参照できる疫学的調査が存在しないからである。そのため、「癌の村」事件における

集団的因果関係の存否を判断するにあたっては、癌の発症と水汚染との関係について大規

模な疫学調査を行い、大量な疫学データを収集した上で、これらのデータに照らして疫学

四原則が充足されているかを判断するほかないのである。 

集団的因果関係が証明されたとすると、「癌の村」事件のような場合、相対危険度や有病

率などが高いと想定することができるため、集団に属する個々人の疾病の罹患が加害企業

によってもたらされたことが、ある程度証明されたと考えるべきである。これによって、

因果関係の証明責任の転換制度の第一段階において要求される、ある程度の証明があった

と考えることができる。その上で、因果関係の証明責任が被告に転換され、因果関係の証

明責任の転換制度の第二段階において、被告の側が因果関係の不存在を証明しなければな

                                                             
353郭・前掲注（9）参照。 
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らない。ここでは、加害企業が個別的因果関係の存在を証明できない限り、個別的因果関

係の存在が肯定されるべきである。 

  



  147 
 

 

結論 

 

中国においては公害被害が深刻な問題となっている。因果関係の証明責任の転換制度は、

因果関係の証明困難を緩和するために規定されたものである。しかし、この制度において

は、原告が因果関係の存在をどの程度証明すれば、証明責任の転換が認められるのか不明

確であるため、実際の裁判においては、原告に対して高度の蓋然性をもって因果関係の存

在を証明することを要求する事案が少なくなく、証明責任の転換制度は証明困難を緩和す

るという機能を十分に果たしていない。このような理由によって、公害被害者が訴訟を通

じて適切に救済されていないという現状がある。 

中国では、日本と同様、国の経済政策・環境政策等における失敗、公害規制の欠如など

の理由によって、深刻な公害がもたらされてきた。また、公害に対する行政的な救済は、

いずれの国においても不十分であった。しかし、日本では、公害訴訟が公害被害者の救済

および公害問題の解決に一定の役割を果たしてきた。 

そして、日本と中国の不法行為法は、一般不法行為と特殊不法行為を並列するという基

本構造、および、因果関係が一般不法行為の成立要件の一つであるという点において類似

性を持っている。さらに、公害等の現代型不法行為訴訟においては、高度の科学的方法を

用いても因果関係の存在を十分に証明できないケースが多数ある。この点、中国において

は、必然的因果関係理論の影響の下で、鑑定による科学的証明が要求され、因果関係の証

明が困難となっている。因果関係の証明責任の転換制度をもって、こうした困難を緩和し

ようとしているが、上述のとおり、この制度はうまく機能していない。他方、日本法には、

因果関係の証明責任の転換制度が存在しないため、因果関係理論を通じて公害訴訟におけ

る因果関係の証明困難を解決することが模索されてきた。こうした経緯を踏まえるならば、

中国法が直面する公害訴訟における因果関係の証明困難という課題への対応を考えるにあ

たって、日本法における因果関係理論が参考になると考えられる。 

日本法においては、まず、証明度を引き下げることを通じて、因果関係の証明困難に対

応しようとする議論がある。公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和しようとする見

解として、蓋然性説が提唱されたが、その理論上の根拠、法律上の根拠、および、事実認

定に関して疑問が投げかけられている。また、どのような場合に証明度を引き下げること

ができるのか、その基準の設定を試みる「相当性テスト」説が登場したが、この見解が、

証明困難を緩和する機能を果たすことができるのか疑問がある。さらに、民事訴訟におけ

る証明度を高度の蓋然性ではなく、優越的蓋然性を設定すべきであるという優越的蓋然性
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説も主張されてきており、近時はこれを支持する見解も増えているが、裁判実務において

採用されるには至っていない。 

門前理論、および、疫学的因果関係理論は、証明方法という側面から、公害訴訟におけ

る因果関係の証明困難に対応してきた。門前理論は、間接証明および事実上の推定という

手法を通じて、被害者の公害訴訟における因果関係の証明困難を緩和しようとする。疫学

的因果関係理論は、統計的データを中心とする疫学的証明を用いて集団的因果関係を証明

した上で、集団的因果関係から個別的因果関係を判断するという方法を通じて、病理学、

臨床医学の知見によっては証明することができない大規模集団公害の因果関係の証明困難

を緩和してきた。日本の裁判実務では、疫学的因果関係理論が大規模集団公害に関する訴

訟に採用されており、また門前理論もそれ以外の訴訟に採用され、因果関係の証明困難の

緩和に役立っている。 

他方、中国は、因果関係の証明責任の転換制度をもって証明困難に対応しようとしてい

る。しかし、原告が因果関係の存在をどの程度証明すれば、証明責任が被告に転換される

か不明であるという問題がある。このため、鑑定によって因果関係の存在を証明すること

を原告に要求し、そのような証明が行われることが証明責任の転換の前提であると考える

裁判例も数多くある。 

以上のような課題に関して、本稿では、日本法における門前理論を中国法に導入して、

これを参考にして、中国の公害訴訟における因果関係の証明責任の転換制度を再構築する

べきことを提言した。そのようにすることによって、因果関係の証明責任の転換制度の第

一段階において、原告が何を証明するべきなのか、具体的に示すことができる。門前理論

の展開としての淡路説の導入によっては、公害訴訟の原告は、病因、汚染経路、被告の原

因物質の排出のいずれか二者を証明できれば、因果関係が被告に転換される。そして、被

告が因果関係の不存在を証明しなければならない。被告が因果関係の不存在を証明できな

い場合、因果関係が認められる。 

病理学・臨床医学の知見によって因果関係の存否を証明できない大規模集団公害として、

鉛中毒や「癌の村」などの被害者たちが、今後、損害賠償を求める訴訟を提起する可能性

は十分にある。これらの訴訟における因果関係の証明困難の対策として、日本の疫学的因

果関係理論を中国に導入する必要がある。しかし、日本の疫学的因果関係理論においては、

集団的因果関係の存否の判断にあたって、大量な疫学データが必要であるため、現在中国

では、鉛中毒や「癌の村」などの事件について、疫学調査がまだ行われておらず、疫学的

因果関係理論が現段階では用いられがたい。また、集団的因果関係の判断には、疫学四原

則による判断を含めて、3つのパターンがあり、これらのパターンは、それぞれの事件の状
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況にしたがって、選択し用いられるべきである。集団的因果関係の存在が証明された場合、

因果関係の証明責任の転換制度の適用により、個別的因果関係の証明責任が被告に転換さ

れる。被告は個別的因果関係の不存在の証明責任を負うことになる。  
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今後の課題 

   

本稿において見たとおり、中国・日本の両国において、公害訴訟における因果関係の証

明困難への対応は、主に、証明度の軽減および証明方法という側面から行われてきた。そ

こで、次の課題として、不法行為における因果関係理論を通じて、公害訴訟における因果

関係の証明困難の緩和が図られてないのはなぜなのか、因果関係の存否の判断枠組みと、

因果関係の証明とはどのように関係するのか、さらに、因果関係の証明に関する問題は因

果関係理論にどのような影響を与えるのか、これらの点は、今後の検討課題としたい。 
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