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一　はじめに

　近年，中国では環境汚染問題が深刻になっているが，中国の民事の基本

法である中華人民共和国民法通則（1987・１・１施行。以下「民通」とい

う）による十分な解決は困難であった。最近になって中華人民共和国侵権

責任法（2010・７・１施行。以下「侵権法」という）が制定されたほか，

2012 年８月に中華人民共和国民事訴訟法（以下「民訴法」という）の改

正（2013・１・１施行），2014 年４月に中華人民共和国環境保護法（以下「環

保法」という）の改正（2015・１・１施行）等，新たな法制定や法改正が

行われており，また，裁判所の判断も変化してきている。以上のような立

法上の動きは，一定の前進であると言うことができるが，侵権法や改正環

保法等がどの程度確実に執行できるか，そしてこれらの法律及び今後の司
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法解釈に基づき予防機能を果たす差止めの実現をどのように確保するか

が，今後の重要な課題となっている（1）。

　本稿は，環境汚染関係の民事判決の中から差止めが争点になっている判

決（10 件）を選び出し（2），これらの裁判例を手掛かりにして司法判断の動

向を分析するとともに，学説を踏まえ，公害・生活妨害紛争における差止

めに関する諸問題を検討する。裁判例の中で特に変化が見られるのは行政

基準と因果関係の立証の転換に対する判断であることから，その二点を中

心に検討することとする。

　本稿の構成は，以下の通りである。まず，公害・生活妨害の民事責任に

関係する主要な法令を概観し（二），上記の裁判例を侵権法施行の前後に

分けて見て行く中で，公害・生活妨害の差止訴訟の現状及び裁判所の判断

を概観し（三），これらの裁判例と諸学説を踏まえ法的根拠，民事権益，

違法性（行政基準問題を含む）及び因果関係（その立証責任の緩和問題を

含む）等の要件の判断について検討した上で（四），残された課題を挙げ

（五），最後に，公害・生活妨害の法理に関する将来を展望する（六）。

二　関係法令の概要

１　民通

　中国における民事不法行為の一般条項は，民通の不法行為関係規定であ

る。まず，106 条２項は，「公民または法人が過失または故意により，国

（１）�　「入口」である立法は，「出口」である行政・司法の法根拠を提供することで
あり，前者は後者の確実性を保証するものではないことに留意する必要がある
と思われる。

（２）�　差止めに関する裁判所の判決は数多くないが，北大法宝，Westlaw�China，最
高人民法院による中国裁判文書ネット等のデータベースを通じて入手できた 150
余件の環境汚染関係の民事判決の中から，差止を訴えた事例（70 件）を対象と
した上で，侵権法施行前後に分け，損害賠償と差止の区別，行政基準，因果関
係の立証責任の転換などの要素をもとに，選び出した。
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家または集団の財産を侵害し，他人の財産または人身を侵害した場合，民

事責任を負わなければならない。」と規定する。その成立要件として，故

意または過失（過失責任原則）及び侵害行為と損害との因果関係を要求す

るものと理解されている。これに対し，同条 3 項は，「法律が規定する場

合は，故意・過失がなくとも民事責任を負わなければならない。」と規定

する。これは，特別の法律の定めがある場合に無過失責任を認める規定で

ある。例として，製造物責任，環境汚染責任（後述の 124 条）等が挙げら

れる。

　次に，124 条は，（公民または法人が，）「環境を保護し，汚染を防止す

る国家規定に違反し，かつ他人に損害をもたらした場合，法律に基づき，

民事責任を負わなければならない。」と規定する。これは，環境汚染に関

する不法行為責任を無過失責任として規定したものであり，その成立要件

として，汚染行為と損害との因果関係を必要とするものと理解されている。

124 条は，106 条３項の「法律が規定する場合」に当たる。つまり，環境

汚染の場合，不法行為の一般条項よりも，無過失という点において要件が

緩和されている。124 条の「国家規定」は行政基準・行政法規等の公法規

定と同視されており，民事責任の違法性の基準を国家規定違反としている

ことに留意しなければならない（3）。国家規定違反以外の要素は違法性の判

断基準にはなっていないと考えられる。因果関係については，原告に立証

責任があるものと解されてきた。

　さらに，134 条は，不法行為の責任方式について，「民事責任を負担す

る方式は，主に以下に規定するものとする。（一）侵害を停止すること，（二）

（３）�　このような「国家規定違反」を民事責任の構成要件とする仕方が，中華人民
共和国物権法（2007・３・16 制定，2007・10・1 施行。以下「物権法」という）
において反映されることもある。例えば，「建築物を建造するとき，国家の関係
工程建設標準に違反し，相隣の建築物の通風，採光及び日照を妨害してはなら
ない」こと（89 条），「不動産権利者は，国家規定に違反し，固体廃棄物を廃棄・
放置し，大気汚染物，水汚染物，騒音，光，電磁波輻射など有害物質を排出し
てはならない」こと（90 条），などが挙げられる。
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妨害を排除すること，（三）危険を除去すること，（四）財産を返還するこ

と，（五）原状を回復すること，……（七）損失を賠償すること，……（九）

影響を解除し，名誉を回復すること，（十）謝罪すること。以上の侵権責

任（4）の負担方式は，独自に適用されることができ，重複して適用されるこ

ともできる。……」と規定する。このように民通においても，損害賠償の

ほかに，原状回復と差止め（侵害停止，妨害排除，危険除去等）も含め規

定されている。

　なお，2002 年 12 月 17 日，全国人民代表会常務委員会（以下「全人代

常委会」とする）は民法典草案を審議したが（5），頓挫しており，このよう

に民法典全体の制定が進まない中で，民法の各分野について個別法が制定

されることとなり，物権法と並んで制定されたのが，次に述べる侵権法で

ある。

２　侵権法

　以上のように民通の無過失責任原則等の規定はあるものの，近年の環境

汚染の深刻化その他の諸問題への対応において，因果関係の立証の困難，

行政法規遵守場合の不法行為責任の否定等の問題のゆえに，被害者が十分

な救済を受けられないことが生ずる。このため，民通の不法行為関係規定

の特別法として，2009 年に侵権法が制定された。この法律は，「民事主体

の合法権益の保護，侵権責任の明確化，不法行為の予防及び制裁，社会の

調和安定」（１条）を目的とする。

　不法行為構成要件の一般規定として，６条と７条が挙げられる。６条１

（４）�　「侵権責任」とは，日本民法の不法行為責任に当たるものだと思われる。「権
利侵害責任」や「不法行為責任」という訳もあるが，本稿では，法律条文の引
用の場合に「侵権責任」とし，それ以外の場合は「不法行為責任」を用いるこ
とを原則とする。

（５）�　民法典草案の起草過程，主要内容，主要問題についての詳細は，王胜明「法
治国家的必由之路——編纂《中华人民共和国民法（草案）》的几个问题」政法论

坛 2003 年１期 26 頁以下。
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項は，「加害者が故意または過失により，他人の民事権益を侵害する場合，

侵権責任を負わなければならない。」と規定する。これは，過失責任原則

を意味する。同条２項は，「法律に基づき，加害者には故意または過失が

あると推定され，加害者が故意または過失がないことを証明することがで

きない場合，侵権責任を負わなければならない。」と規定する。これは，

過失責任推定原則を意味する。７条は，「加害者が他人の民事権益を侵害し，

故意又は過失があるかを問わず，法律が侵権責任を負わなければならない

と規定する場合，その規定に基づくべきである。」と規定する。これは，

無過失責任原則を意味する。例えば，後述の 65 条がそうである。

　公害・生活妨害関係の規定を見て行くと，まず 65 条は，「環境を汚染す

ることにより，損害をもたらした場合，汚染者が侵権責任を負わなければ

ならない。」と規定する。これは，無過失責任を意味する。本条の無過失

責任規定は，民通 124 条の無過失責任規定とは異なり，「国家規定違反」

を削除することによって，不法行為責任の要件として行政法規違反を明確

に不要にする機能を果たすものと言えよう（なお，この条文は初めての規

定ではなく，環保法は，侵権法より先に「国家規定違反」を要件としない

規定を置いた。条文の詳細は，本節の４で述べる）。

　次に，66 条は，「環境汚染による紛争において，汚染者は，法律規定の

免責・減責及びその行為と損害との間の因果関係のないことについての立

証責任を負わなければならない。」と規定する。これは，因果関係の立証

責任の転換を意味する。だが，この規定の内容が，後述の法律規定や司法

解釈からみると，侵権法制定前との変動はないと言えよう。

　また，15 条は，「侵権責任の負担の方式は，（一）侵害を停止すること，

（二）妨害を排除すること，（三）危険を除去すること，（四）財産を返還

すること，（五）原状を回復すること，（六）損失を賠償すること，（七）

謝罪すること，（八）影響を解除し，名誉を回復すること，である。以上

の侵権責任の負担方式が，独自に適用されることができ，重複して適用さ

れることもできる。」と規定する。これは，不法行為の責任方式を規定し
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たものである。このように原状回復と差止めも含まれており，民通 134 条

に規定されている責任方式と何が異なるのかについては，民通 134 条の契

約責任の方式を削除するということである。さらに，21 条は，「不法行為

が他者の人身・財産の安全に危険を及ぼす場合には，被害者は加害者に対

し，侵害を停止すること，妨害を排除すること，及び危険を除去すること

等の責任の負担を請求することができる。」と規定する。これは，差止の

直接的な法的根拠を意味すると考えられる。

　このように侵権法は，民通の関係条項に代わって，公害・生活妨害関係

を含む民事責任に関する基本的な法律となっている。環境保護および被害

者救済の観点から一定前進と言えるが，いくつか課題が残されている。具

体的には，①因果関係の立証責任の転換が定められるが，転換ルールがど

のように適用されるか，あるいは原告がどのような立証をすれば因果関係

のないことが被告に転換されるのかということが不明である。②無過失責

任について，環保法と変わりはなく，前進が見られない。③差止めの認容

について，民通・環保法にも差し止めの規定はあり，この点においても前

進はないと思われる。そのため，侵権法に関する司法解釈が期待されてい

る。

３　民訴法

　改正民訴法（2013）で追加になった 55 条は，「環境汚染，多数の消費者

の法益の侵害等社会公共利益を侵害した行為に対し，法律に規定された機

関と関係組織は，人民法院に訴訟を提起することができる。」と規定する。

これは，環境公益訴訟の初めての法律規定を意味する。今後，関係法律改

正・司法解釈制定で，当事者適格について定められる（6）。本法では，因果

（６）�　改正環保法 58 条により環境公益訴訟の当事者適格等が導入されることとなっ
た。環境公益訴訟の現状及び法律改正の経緯について，詳細は，劉明全「中国
の環境公益訴訟についての一考察」早稲田大学大学院法研論集 150 号（2014）
467 ～ 494 頁。
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関係の立証責任の扱いなどが定められていないことから，その点について，

最高法院の「司法解釈」又は「指導意見」等の制定が期待される。

　なお，民訴法は手続法であるから，環境公益訴訟の実体法根拠の機能を

果たすことができない。そのために，環保法等の実体法の関係改正が望ま

しい。次に，2014 年の環保法改正に移ることにする。

４　環保法

　環保法 41 条１項は，「環境汚染危害をもたらしたときは，危害を排除し，

かつ，損害を直接に受けた団体又は個人に対して損失を賠償する責任を負

わなければならない。」と規定する。この規定（改正前）の下では，2010

年施行された侵権法の侵権責任規定との関係が不明確であった。改正環保

法では，それを明確化するために，「環境を汚染し，生態を破壊すること

により，損害をもたらしたときは，中華人民共和国侵権責任法の関係規定

に基づき，侵権責任を負わなければならない。」（64 条）という条文が追

加された。これは，責任の方式については，侵権法が直接的に適用される

ことを意味する。

　また，改正環保法 58 条は，区のある市レベル以上の人民政府の民政部

門に，法律に基づき，登録し，５年以上連続的に環境保護の公益活動に従

事し，かつ違法の記録のない社会組織が，環境公益訴訟を提起することが

できると規定する。同規定は，民訴法 55 条とともに，公益訴訟を差止め

の実現の一つのルートを示している。

　しかし，改正環保法に残される問題はある。孫佑海教授（中国応用法学

研究所所長）は，環境民事公益訴訟の具体的手続を規定しないこと，環保

法と侵権法，物権法，民通等との適用関係の不明，等問題点があり，それ

らを改善・明確するべきことを指摘する（7）。

（７）�　孙佑海「新《环境保护法》：怎么看？怎么办？」环境保护 2014 年 10 期 18 頁
以下，同「健全完善生态环境损害責任追究制度的实现路径」环境保护 2014 年７
期 10 頁以下。
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５　最高人民法院の司法解釈および指導意見

　最高人民法院の「司法解釈の業務に関する規定」（2007・４・１施行（8）。

以下「司法解釈規定」という）２条，５条によれば，司法解釈は，裁判に

おける法律運用の具体的問題に関し，法律と同等の効力を持つものとされ

る。

　侵権法制定前，裁判所は，民通の上記の規定について被害者により有利

に解釈することで対応した。同時に，最高人民法院の「中華人民共和国民

法通則の適用の若干問題に関する意見」（1988・４・２施行（9）。以下「民通

意見」という）が施行されている（物権法等との異なる部分が失効になる）。

後述するような事例において見られるように，裁判所は，司法解釈によっ

て因果関係の立証責任を転換し，差止めを認容すること等によって被害者

を救済してきた。具体的には，最高人民法院の「中華人民共和国民事訴訟

法の適用の若干問題に関する意見」（1992・７・14 施行（10）。以下「民訴意見」

という）と最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干の規定」（2002・４・

１施行（11）。以下「民訴証拠規定」という）が挙げられる。民訴意見 74 条は，

「訴訟では，当事者が各自の提出した主張に対し，証拠を提出しなければ

ならない。しかし，以下の不法行為訴訟において，被告が原告の提出した

権利侵害事実を否定するときは，被告が立証責任を負わなければならない。

……（３）環境汚染による損害賠償訴訟。……」と規定する。また，民訴

（８）�　最高人民法院「关于司法解释工作的规定」（法发〔2007〕12 号，2007・４・１
施行）。

（９）�　最高人民法院「关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试

行）」（法（办）发〔1988〕６号，1988・４・２施行）。
（10）�　最高人民法院「关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见」（法

发〔1992〕22 号，1992・７・14 施行）。
（11）�　最高人民法院「关于民事诉讼证据的若干规定」（法释〔2001〕33 号，2002・４・

１施行）。
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証拠規定４条１項３号は，「環境汚染による損害賠償訴訟においては，加

害者に法律規定の免責減責事由及びその行為と損害結果との間の因果関係

のないことについての立証責任を負担させる。」と規定する。今後，これ

らの司法解釈については，改正民訴法の施行に合わせて，その柔軟な適用

のために，関係部分の改正も期待されている。

　上述の司法解釈とは別に，最高人民法院の「経済発展方式の転化の加速

のために司法保障と服務を提供することに関する若干の意見」（2010・６・

29 施行（12）。以下「司法保障転換意見」という），「環境資源裁判の業務を全

面に強化し，生態文明建設のために有力な司法保障を提供することに関す

る意見」（2014・６・23 施行（13）。以下「環境司法保障意見」という），のよ

うな「意見（規則）」は，裁判に大きな指導力を持つ。例えば，司法保障

転換意見 13 条は，環境汚染訴訟の立証責任の分配ルールを正確に適用し，

環境汚染と損害との因果関係を確実に認定すること，環境保護紛争の数が

多い法院では，環保法廷を設立し，環境保護事件専門の審判（裁判）を実

施し，環境保護の司法レベルを向上させることができるとする。また，環

境司法保障意見は，環境汚染，生態破壊紛争においては，原告が汚染行為

と損害についての立証責任を負い，かつ両者の間の因果関係の存在の可能

性についての一定の証拠を提供しなければならないこと，及び被告が法律

規定の免責減責事由及び因果関係のないことを立証しなければならないこ

と，を規定する。

　これらの司法解釈及び指導意見（規則）は，司法の実際の運用を表すも

のである。

（12）�　最高人民法院「关于为加快经済发展方式转变提供司法保障和服务的若干意见」
（法发〔2010〕18 号，2010・６・29 施行）。

（13）�　最高人民法院「关于全面加强环境资源审判工作为推进生态文明建设提供有力
司法保障的意见」（法发〔2014〕11 号，2014・６・23 施行）。
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三　最近の裁判例の動向

　この節では，侵権法施行の前後に分けて，10 件の裁判例を分析するこ

とによって，違法性と行政基準等との関係，因果関係の立証責任の転換の

実際，法律条文の適用，侵権法が公害・生活妨害の差止めの法理にどのよ

うな影響を与えたかについて考察する。

１　侵権法施行前

　侵権法施行前の裁判例としては，次の４件を取り上げる。これらは，行

政基準と差止めの判断との関係，因果関係の立証責任に関して注目すべき

点が見られる。

　第１の事例は厳志洪対花都威揚織造会社等事件第２審である（事例①）。

原告・厳志洪（Ｘ）は紅珠河の下流にある池で養魚業を営んでいた。被告・

花都威揚織造会社等（Ｙら）は同河の上流で工場を経営し，工業汚水を河

に排出していた。ＸがＹらの水汚染による魚の死亡を理由として，差止（侵

害の影響を排除すること），原状回復及び損害賠償を求め，裁判所に訴え

を提起した。１審の広州市花都区人民法院は，民通 124 条，民訴証拠規定

４条等に基づき，損害賠償請求の一部については因果関係の立証責任を転

換して認めたが，その他の請求（差止及び原状回復等）について棄却し

た（14）。Ｘは控訴した。

　２審の広州市中級人民法院（2004 年）は，１審と異なり，損害賠償，

原状回復と差止めを区別せずに，因果関係の立証責任を転換し，Ｙらが法

律規定の免責事由やその汚水排出行為と損害結果との間に因果関係がない

ことを立証すべきであるとし，Ｙらがその立証をしていなかったことから，

Ｙらの不法行為責任を認め，民通 134 条等に基づき，損害賠償（連帯責任）

（14）　（2002）花法民初字第 309 号。
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のみならず原状回復の請求も認容した。しかしながら，汚染事件発生から

３年間が経過し原状回復も認められたから，侵害排除の実質がなくなった

という理由で，差止め請求は棄却した（15）。

　本事例の注目点としては，不法行為において損害賠償と差止めが責任の

方式として認められること，両者の構成要件が明確的に区別されていない

こと，因果関係の立証責任の転換について１審と２審の判断の分かれたこ

と，等が挙げられる。

　第２に，行政基準の遵守を民事責任の免責事由とすべきでないとした謝

賛添対濼雅灯飾製造会社事件第２審である（事例②）。

　原告・謝賛添（Ｘ）は池での養魚業を営んでいた。被告・濼雅灯飾製造

会社（Ｙ）はその池に汚水（Ｙの主張によれば，排水基準には違反してい

なかった）を排出した。ＸはＹの汚染による魚の死亡を理由とし，差止め

と損害賠償を求め，訴えを提起した。１審の白雲区人民法院は，責任の構

成要件について，環境汚染行為，環境損害及び両者の因果関係の三つを挙

げ，次のように判断した。まず，「被害者が一定程度の証拠を提供し，加

害者の環境汚染行為による損害を被る蓋然性を立証するならば，立証責任

が加害者に移転することになり，加害者が法律規定の免責事由やその汚水

排出行為と損害結果との間に因果関係がないことを立証すべきである。」

として，因果関係の立証責任を転換した。そして本件では，Ｘがその蓋然

性の立証をしたが，Ｙが因果関係のないことを証明しなかったから，裁判

所は，Ｙは不法行為責任を負わなければならないとして，民通 106 条，

124 条及び 134 条，環保法 41 条，民訴意見 74 条ならびに民訴証拠規定４

条に基づき，差止請求（汚水の排出を停止すること）と損害賠償請求を認

容した（16）。Ｙは排出行為が行政基準に違反しないこと等を理由に控訴し

（15）　（2004）穗中法民二终字第 1024 号。
（16）　（2004）云法从民一初字第 451 号。
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た。

　２審の広州市中級人民法院（2006・４・３）は，民訴意見 74 条及び環

保法 41 条に基づき，立証責任の転換及び免責事由を採用し，次のように

判断した。Ｘの提出した証拠によって，Ｙの排出汚染によって魚類が死去

する蓋然性は証明できる。排出行為が行政基準に違反しないことは，法定

免責事由ではない。その理由は，「国家規定による汚染物排出基準は，環

境保護部門の排出者への汚染排出費徴収及び環境管理の根拠にはなるが，

排出者の民事賠償責任の限界を画するものではない」からであった。以上

により，「損害結果をもたらした場合は，汚染排出基準を遵守しても環境

汚染の損害賠償責任を負わなければならない」と判断し，Ｙの控訴を棄却

した（17）。

　この事例の注目点としては，因果関係の立証責任を転換したこと，立証

責任転換の前提として「蓋然性」の立証が原告に課されることを明示した

こと，行政基準の遵守を民事責任の免責事由とすべきでないとしたこと，

等が挙げられる。

　第３に，騒音に関する差止めが認められた嘻哈文化伝播会社対天智企業

管理諮詢会社事件第２審である（事例③）。

　原告・天智企業管理諮詢会社（Ｘ）は，ヒップホップのトレーニング業

務を営む被告・嘻哈文化伝播会社（Ｙ）とは相隣関係にあった。Ｘは，Ｙ

のオーディオの騒音により正常な業務に支障が生じているとして，差止め

と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。１審の管城区人民法院（2009・

６・18）は，民通５条，124 条（18），中華人民共和国環境騒音汚染防治法（1997・

３・１施行。以下「騒防法」という）41 条，61 条（19），社会生活騒音排出

（17）　（2005）穗中法民二终字第 1770 号。
（18）�　民通 5 条は，「公民，法人の法律上規定する民事権益が，法津によって保護され，

いかなる団体，個人がそれを侵害してはならない。」と規定する。
（19）�　騒防法 41 は，「本法における社会生活騒音とは，工業騒音，建築施工騒音と
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基準（GB22337 － 2008）（2008・10・１施行。以下「生活騒音基準」とい

う）等を適用し，Ｙの社会生活騒音によってＸの正常な業務に被害がもた

されたとして，差止請求について，相応の措置を実施して生活騒音の基準

値である 56dB 以下に抑えること等の差止めを命じた。損害賠償請求につ

いては棄却した（20）。これに対し，Ｙは控訴した。

　２審の鄭州市中級人民法院（2009・９・30）は，専門家の鑑定に基づき，

Ｙの社会生活騒音が行政基準を超えていることを認定した上で，１審の判

断を維持し，Ｙの控訴を棄却した（21）。

　本判決においては，注目されるべきは，（騒音に関する）鑑定が重視さ

れたこと，行政基準が明確に差止の認否の参考基準とされたことである。

　第４に，工場騒音について，民事差止訴訟によるべきでないとした龔建

彬対劉洪事件第２審である（事例④）。

　原告・龔建彬（Ｘ）は，被告・劉洪（Ｙ）の工場の騒音による正常な生

活・精神・健康への障害を理由として，差止と損害賠償を求め，裁判所に

訴えを提起した。１審の方城県人民法院（2009・３・19）は，環境汚染は

行政の問題であり，環境汚染紛争は行政の環境保護部門の処理あるいは行

政訴訟によって対応されるべきであると判断し，Ｘの訴えを却下した（22）。

Ｘは控訴した。

　２審の南陽市中級人民法院（2009・10・29）は，「環境汚染問題は行政

執行の範囲にあること」ゆえに環境汚染への行政執行の処理が期待される

交通運輸騒音を除き，人間の活動により周辺の生活環境を妨害する騒音をいう。」
と規定する。同法 61 条１項は，「環境騒音汚染による危害を受けた団体と個人が，
加害者に妨害の解除を請求することができる。損失がもたらされたときは，法
律に基づき，加害者がそれを賠償しなければならない。」と規定する。

（20）　（2008）管民初字第 1860 号。
（21）　（2009）郑民二终字第 1755 号。
（22）　（2007）方城初字第 291 号民事裁定。
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こと等として，１審の判断を支持した（23）。

　本判決については，環境紛争を民事訴訟から外すべきであるという捉え

方が注目される。環境紛争の管轄を司法裁判から行政権へ完全に「移転」

させるということである。このような立場に対しては，上述の民通・環保

法・司法解釈等の条文に違反すること，一般の環境汚染裁判例の判断とも

対立すること，等が指摘されるべきであろう。

２　侵権法施行後

　次に，侵権法施行後の６件の裁判例を考察する。

　第１に，侵権法の適用を避けた蒋永強対朝旭養殖会社等事件第２審（事

例⑤）を取り上げる。

　原告・蒋永強（Ｘ）は池で養魚業を営んでいた。被告・朝旭養殖会社等

（Ｙら）は池の上流において養鶏場・養豚場を経営していた。Ｙらの廃水

により池が汚染され，Ｘは魚の死亡により損害を受けたとして差止（汚水

の排出を停止すること，および養鶏場を閉鎖すること）と損害賠償を求め，

裁判所に訴えを提起した。１審の南岸区人民法院（2010・３・２）は，無

過失責任と因果関係の立証責任の転換を採用し，Ｙが因果関係のないこと

を証明できていないことから，Ｙは不法行為責任を負うものとし，民通

124 条，134 条および民訴証拠規定４条に基づき，差止と損害賠償の認容

判決を下した（24）。その中で，差止部分については，汚水排出の停止を認容

したが，養鶏場の閉鎖については民事責任ではなく行政により対応すべき

ものとして認めなかった。Ｙは控訴した。

　2 審の重慶市第五中級人民法院（2010・７・９）は，１審と同様に，無

過失責任と因果関係の立証責任を転換し，控訴を棄却した（25）。

　本事例の注目点として，三つ挙げられる。第１に，差止めの方式につい

（23）　（2009）南民一终字第 569 号民事裁定。
（24）　（2009）南法民初字第 216 号。
（25）　（2010）渝五中法民终字第 2755 号。
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て，民事責任の方式（汚水排出の停止）と行政管理の方式（養鶏所の閉鎖）

とを明確に区分しながら，一部について差止請求を認容した。第２に，因

果関係の立証責任の転換と無過失責任原則を採用した。第３に，２審にお

いて法律条文の適用が不明である。判決が侵権法施行後に言い渡されてい

る場合，民通を適用すべきか，侵権法を適用すべきかについては，検討の

余地がある。２審判決は，条文を明示しないまま判断したが，侵権法を適

用することはありうる。一般的に法は遡及できないという点から，侵権法

を適用することについては疑問がある（26）。

　第２に，因果関係の立証責任を転換しなかった呉昌尤等対綦和竹木製品

会社事件第２審（事例⑥）である。

　原告・呉昌尤等（Ｘら）は，被告・綦和竹木製品会社（Ｙ）の周辺の住

民であった。Ｘらは，Ｙの工場の生産に伴う刺激臭のガスや煙塵の排出汚

染による健康被害を理由とし，差止（汚染を停止すること，工場を住民区

から撤去すること）と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。１審の

重慶市綦江県人民法院（2010・２・10）は，Ｘらは病気がＹの汚染による

ものであることを証明できていないとして，差止請求と損害賠償請求を棄

却した（27）。Ｘらは控訴した。

　２審の重慶市第五中級人民法院（2010・８・23）は，以下のように判断

した。環境汚染紛争の場合には，被害者が損害を立証し，加害者がその行

為と損害結果との因果関係のないことや法律規定の免責事由を立証すべき

（26）�　最高法院は 2010 年６月 30 日，「侵権責任法施行後，発生した不法行為による
民事紛争案件は，侵権責任法を適用する。侵権責任法施行前，発生した不法行
為による民事紛争案件は，当時の法律規定を適用する。」を明らかにしながら，「不
法行為が侵権法施行前に発生したが，損害結果が侵権法施行後にある場合，侵
権法を適用する。」とも説明した。不法行為時の法律適用を原則とするのに対し，
損害時を考慮するということは疑問である。最高人民法院「关于适用《中华人
民共和国侵权責任法》若干问题的通知」（法发〔2010〕23 号，2010・６・30 施行）。

（27）　（2009）綦法民初字第 1389 号。



78 比較法学 48 巻３号

である。Ｘらは，Ｘらの病気がＹの汚染によるものであることを証明でき

ていないことまた，Ｙは行政基準に違反していないことからＸらの請求は

認められないとした（28）。

　本事例の注目点は，第１に，因果関係の立証を転換しなかったことは，

因果関係の立証責任の緩和による被害者救済という理念及び法律規定と相

容れない。第２に，行政基準の遵守の適否を「汚染」の有無と同一視した

ことは，被害者保護の上で疑問なしとしないであろう。第３に，２審にお

いて法律条文の適用について，侵権法の法的地位を明示的に肯定しなかっ

た。本件は，事例⑤のように適用法律として，侵権法が適用されるべきで

あるものの，判決文はそれを引用しなかった。これについて，疑問が残さ

れる。

　第３に，差止めと損害賠償を構成要件の点において区別した工場騒音事

件を移ってみよう。すなわち，沈某某対杭州某某紡織会社事件である（事

例⑦）。原告・沈某某（Ｘ）は，被告・杭州某某紡織会社（Ｙ）に対し，

Ｙの工場からの騒音により，周辺住民であるＸの精神・健康・財産に損害

をもたらしたことを理由とし，差止（侵害を停止すること及び騒音危害を

排除すること）と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。

　杭州市簫山区人民法院（2011・３・31）は，民通 124 条，最高人民法院

の「人身損害賠償の法律適用の若干の問題に関する解釈」（2004・５・１

施行（29）。以下「人身損害賠償解釈」という），最高人民法院の「民事侵権

の精神損害賠償責任の確定の若干の問題に関する解釈」（2001・３・10 施

行（30）。以下「精神損害賠償解釈」という），民訴証拠規定等に基づき，損

（28）　（2010）渝五中法民终字第 3407 号。
（29）�　最高人民法院「关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释」（法释

〔2003〕20 号，2004・５・１施行）。
（30）�　最高人民法院「关于确定民事侵权精神损害赔偿責任若干问题的解释」（法释

〔2001〕７号，2001・３・10 施行）。
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害賠償と差止めを区別して以下のように判断した（31）。

　差止めについては，Ｙの騒音は工業企業の環境騒音の排出基準（GB12348

－ 2008）（2008・10・１施行。以下「工業騒音基準」という）を満たして

いることから，裁判所は，Ｘが相隣関係原則（32）によってＹとの関係を処

理すべきであるとし，差止請求を認めなかった。また，損害賠償について

は，Ｙの騒音がＸの健康に一定の影響を与えたことを認めるとともに，環

境汚染紛争においては汚染者がその行為と損害結果との因果関係のないこ

とや法律規定の免責事由を立証すべきであり，Ｙはこのことを証明できな

かったとして，医療費に関する損害賠償請求を一部認容した。

　本事件についての注目点は，三つある。第１に，差止めと損害賠償を構

成要件の点において区別して判断した。後者より前者の場合には，相隣関

係原則が非常に重視される。第２に，行政基準違反がない場合，相隣関係

から生じる健康等被害の受忍義務を原告に負わせた。これは，企業の経済

利益を重視しすぎるおそれがあると思われる。当該裁判所の判断によると，

行政基準を遵守さえすれば，被害者は経済の発展のために健康等被害を受

忍しなければならないことになり，今日の裁判例の傾向とは矛盾すると言

わざるを得ない。換言すると，当該判断によれば，相隣関係原則の適用に

よって，不法行為の成立（因果関係の立証の転換等を含むもの）を阻害す

るおそれがある。「受忍」の限度を行政基準と同一視するのは，司法（民事）

判断の独立性がなくなるおそれが生ずると思われる。第３に，法律条文の

適用について，侵権法ではなく，民通を適用した。これは，事例⑤のよう

に法律適用の問題をもたらすと考えられる。

　第４に，差止めと損害賠償との間で損害要件の必要性について区別した

（31）　（2010）杭萧民初字第 4246 号。
（32）�　物権法 84 条は，「不動産の相隣関係者は，生産を助長すること，生活を改善

すること，団結して助け合うこと，公平合理という原則に基づき，相隣関係を
適切に処理すべきである。」と規定する。これは相隣関係原則と呼ばれる。
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周正陽等対雷伏安等事件第２審（事例⑧）である。原告・周正陽等（Ｘら）

は，ライス工場を経営する被告・雷伏安等（Ｙら）と相隣関係にあった。

Ｘらは，Ｙらの工場による粒子状物質・騒音が基準値を超えており，それ

によって病状が悪化したという理由で，差止（侵害を停止すること，妨害

を排除すること）と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。１審の衡

山県人民法院は，侵権法 15 条１項の１号・２号・６号，同法 65 条，及び

環保法 41 条１項に基づき，損害賠償の一部と差止請求を認容した。差止

については，Ｙらによる騒音・粒子状物質が，国家規定の基準値を超え，

Ｘらの休憩（平穏な生活にあたる――筆者注）・健康に一定の影響を与え

ていることから，差止請求を認容した。損害賠償については，Ｘらが損害

を証明しなかったとして，医療費に関する賠償請求を認めなかった。騒音・

粒子状物質が基準値を超えるか否かに関する鑑定費用の賠償請求について

は，因果関係の立証責任を転換し，賠償請求を認容した（33）。Ｘらは，医療

費の賠償の棄却について控訴した。

　2 審の衡陽市中級人民法院（2011・４・18）は，「本案の証拠によれば，

控訴人の病状の悪化と，被控訴人のライス工場による粒子状物質・騒音が

基準値を超えることとの因果関係は，認定することができない」として，

医療費の賠償請求に関する控訴を棄却した（34）。

　本件において，まず，注目されるべきことは，不法行為において，損害

賠償と差止めが責任の方式として認められ，かつ両者に関する判断要件が

区別されていることである。損害は損害賠償の要件となるのに，差止要件

とはならないとされた。一方，「行政基準値を超えること」と「休憩・健

康への一定の影響」を，差止要件とした。ここでは，「休憩・健康への一

定の影響」と「損害」との区分が注目されるべきである。「休憩・健康へ

の一定の影響」を「損害」要件と同一視することができるか，あるいはど

（33）　（2010）山法民一初字第 169 号。
（34）　（2011）衡中法民一终字第 135 号。
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のような相違があるか，等について検討される必要があると思われる。第

２に，因果関係の立証責任の転換を明示的に適用した。第３に，民通を適

用せず，侵権法を適用した。ただし，21 条（差止め）及び 66 条（因果関

係の立証の転換）が適用されていないことには，疑問がある。

　第５に，因果関係の立証責任を転換しなかった李某某対湖南某某建設会

社事件（事例⑨）である。被告・湖南某某建設会社（Ｙ）の行った道路工

事によって，下水道が破壊されてしまい，修理されたが，汚水が漏れて原

告・李某某（Ｘ）の井戸に汚染をもたらした。Ｘが，物権法 36 条，37

条（35）及び中華人民共和国水汚染防治法（1984・５・11 制定，2008・２・

28 改正。以下「水防法」という）85 条および 86 条に基づき（36），差止（漏

れを防止すること）と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。

　湘潭市岳塘区人民法院（2011・６・２）は，環境汚染による不法行為責

任に無過失責任と因果関係の立証責任の転換を適用した。環境汚染による

不法行為責任の構成要件について，環境汚染行為，（環境に起因する）損害，

及び両者の因果関係の三つを挙げた。因果関係の立証責任の転換について，

「被害者が一定程度の証拠を提供し，加害者の環境汚染行為による損害を

被る蓋然性を立証する場合，立証責任は加害者に移転することになる」と

判断された。しかしながら，本件では，原告が「その井戸の水が被告の工

（35）�　物権法 36 条は，「不動産あるいは動産の毀損をもたらしたときは，権利者が
修理，やり直し，交換，あるいは原状回復を請求することができる。」と規定する。
同法 37 条は，「物権を侵害し，権利者に損害をもたらしたときは，権利者が，
損害賠償を請求することができ，かつその他の民事責任を請求することもでき
る。」と規定する。

（36）�　水防法 85 条１項は，「水汚染により損害を受けた当事者が，汚染の排出者に
危害の排除と損失の賠償を請求することができる。」と規定する。同法86条は，「水
汚染による損害賠償責任と賠償金額の紛争について，当事者の請求に基づき，
環境保護主管部門あるいは海事管理機構，漁業主管部門がそれぞれの職責分担
により調解（日本法の調停にあたる――筆者注）することができる。調解でき
ない場合は，当事者が，裁判所に訴訟を提起することができる。当事者が，直
接的に裁判所に訴訟を提起することもできる。」と規定する。
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事により汚染されたことの蓋然性を証明できていない」として，民通 124

条，民訴意見 74 条および民訴証拠規定４条１項３号に基づき，差止請求

と損害賠償請求を棄却した（37）。

　本件の注目点としては，不法行為責任の方式として差止と損害賠償を区

別していないこと，立証責任の転換の前提として「一定程度の証拠」の提

供を通じて「蓋然性」の立証を原告に負担させること，事例⑤のように法

律条文の適用について侵権法が適用されるべきところを民通を適用したこ

と，等が挙げられる。

　第６に，複合汚染について因果関係の立証責任の緩和の傾向に逆行する

王積雄等対湖南省桂陽銀星有色冶煉会社事件（事例⑩）である。原告・王

積雄等（Ｘら）は，被告・銀星有色冶煉会社（Ｙ）が生産に伴う土壌汚染

物や大気汚染物を排出し，騒音を発生することによってＸらに生活環境の

破壊，肉体的苦痛や心理的苦痛をもたらしたことを理由として，差止（騒

音や汚染物の排出である侵害を停止すること，工場を撤去して生活妨害を

排除すること）と損害賠償を求め，裁判所に訴えを提起した。

　湖南省桂陽県人民法院（2013・11・21）は，侵権法 65 条（無過失責任）

を適用し，損害賠償と差止めを区別して以下のように判断した。まず，損

害賠償については，Ｘはその疾病とＹの生産との因果関係を証明するため

に十分な証拠を提供しなかったとして，請求を棄却した。差止めについて

は，Ｙは法律に基づき制定された生産過程における環境保護に関する各基

準を満たし，環境保護部門の測定によれば国家基準も満たしているとして，

差止請求を認めなかった（38）。

　本件判決については批判的検討が必要である。第１に，侵権法の 65 条（無

過失責任）のみを適用し，民訴証拠規定４条１項３号や侵権法 66 条を適

（37）　（2011）岳民初字第 26 号。
（38）　（2013）桂阳法民初字第 763 号。
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用しなかった。因果関係の立証責任を原告に求めるのは妥当ではないと考

えられる。第２に，行政法規違反についてである。行政法規は行政上の責

任に関する基準であり，民事上の違法性等の判断基準とはならないと考え

られる。行政法規遵守のみを理由に差止請求を棄却することには疑問が生

ずると言わざるを得ない。

四　学説及び検討

１　概観

　以上の 10 件の裁判例を，差止めの認容の有無及びその理由を基準に分

類する。差止請求を肯定するのは，事例②，③，⑤，⑧である。肯定され

た理由には，以下のものが挙げられる。第１に，因果関係の立証責任を転

換し（事例⑧），加害者が法律規定の免責事由やその汚水排出行為と損害

結果との間に因果関係がないことを立証できない（事例⑤）。第２に，行

政基準は民事責任の限界と同じではないため，排出基準に違反しなくても

不法行為責任を負う（事例②）。第３に，行政基準（生活騒音基準）に違

反している（事例③，⑧）。

　これに対し，差止めを否定するのは，事例①，④，⑥，⑦，⑨，⑩であ

る。否定された理由としては，原状回復を認容したため，侵害排除の実質

的意義がなくなること（事例①），被害者が損害を証明できないこと（事

例④），被害者が損害が加害者の汚染によることを証明できないこと（事

例⑥），一定程度の証拠の提供を通じて「蓋然性」を立証できていないこ

と（事例⑨），環境汚染問題は行政執行の範囲であるとされること（事例④），

行政基準に違反しないこと（事例⑥，⑦，⑩），相隣関係原則の適用（事

例⑦），等が挙げられる。

　差止めの要件についてみると，損害賠償の要件と区別していないもの（事

例①，②，⑤，⑥，⑨）と，区別するもの（事例③，⑦，⑧，⑩）が存在

している。差止要件の判断基準は「混迷」していると言える。
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　環境汚染責任における差止めの根拠についてみると，不法行為構成とす

るのが一般的であると考えられる（39）。環境汚染に関する民事責任につい

て，不法行為の成立が認められる場合には，差止と損害賠償が認容されう

るのである。要するに，差止を認めるためには，不法行為の成立を立証し

なければならないということになる。法律条文の適用については，民通５

条，106 条，117 条，124 条，134 条，侵権法７条，15 条，21 条，65 条，

66 条，環保法 41 条（改正環保法 64 条），物権法 36 条，37 条，水防法 85 条，

86 条，民訴証拠規定４条１項３号，民訴意見 74 条等が適用されている。

しかし，侵権法 21 条，66 条は無視されているのではないかとの疑問が生

じる。構成要件の具体的な判断についての詳細は，本節の３～５において

述べる。

　以下においては，上記裁判例と学説の議論を踏まえ，公害・生活妨害の

差止めについて，法的根拠，権利利益侵害要件，違法性要件，因果関係の

立証責任，差止の効果等の論点についてどのように考えるべきかについて

検討することとしたい。

２　法的根拠

（１）本稿事例における現状

　中国では，差止めは不法行為の責任方式として規定されていることから，

現状においては，不法行為一般論が差止の検討の前提と言わざるを得ない。

条文としては，民通 134 条，侵権法 15 条，21 条等に差止めは定められて

いる。しかし，裁判例における侵権法 15 条と 21 条の適用についてみると，

15 条の適用（本稿事例⑧，⑩）に比べて，21 条の適用の事例は，少ない。

公害・生活妨害の差止めについて重要な問題は，その根拠条文だけでなく，

上述のように，差止と損害賠償の根拠を一律に考える裁判例が存在してい

（39）�　注意しなければならないのは，中国法における生活妨害の差止めについて，
物権的請求権（相隣関係）と構成する裁判例もみられる。本稿の侵権法の関心で，
環境汚染責任を案由とする裁判例を中心として検討する。
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ることである。不法行為を構成するかどうかによって差止を認容をするか

否かを決めることは，重要であろう。留意すべきことは，2015 年１月１

日から，改正環保法が適用され，環境汚染責任の方式は直接に定めないで，

侵権法の責任方式が適用されることになっている（改正環保法 64 条）点

である。

　法的根拠として，物権的請求権と不法行為構成が競合していることにつ

いての詳細は，後述で述べる。権利説と不法行為説との二元説を再認識す

ることが可能であろう。権利説の限界（40）を補うために，権利説を不法行

為説によって補足した上で，それらの機能をそれぞれ果たさせ，差止の法

的根拠と捉えるべきであろう。損害賠償とは独立して考え，故意・過失を

不要とすることもありうる（41）。しかし，問題がないとは言えない。例えば，

どのような対象をどのように承認すべきか，新たな利益への合理的かつ迅

速的な保護はできるのか等の課題が残されると考えられる。

（２）侵権法 15 条，21 条の意義

ア　位置づけ

　責任の方式を規定するのは 15 条であると言えるが，21 条と 15 条との

関係は両立するのか，それとも矛盾するのかという問題とは別に，責任の

方式を肯定するのが多数説であると思われる。王利明教授（中国人民大学

教授，中国法学会民法学研究会会長）は，多様な責任の方式を通じて予防

機能を果たすこともできると考える（42）。王軼教授（中国人民大学教授）も

多様な責任の方式が「中国の元素（中国ならではの特色の規定――筆者注）」

（40）�　具体的には，権利説の限界として，権利に至らない法益侵害の保護の不全が
挙げられる。大塚直『環境法 Basic』（有斐閣，2013）398 頁。

（41）�　日本の有力な改正案について，詳細は，大塚直「差止と損害賠償――不法行
為法改正試案について」民法改正研究会（代表・加藤雅信）『民法改正と世界の
民法典』（信山社，2009）133 頁。

（42）�　王利明編『中国民法典学者建议稿及立法理由・侵权行为編』（法律出版社，
2005）34 頁。
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だと主張する（43）。

　また，周友軍副教授（北京航空航天大学副教授）は，21 条による責任

について以下のように述べる（44）。21 条による差止め及び財産の返還という

責任の方式は絶対権的請求権と類似し，一般的ではなく例外的な場合に適

用される責任の方式であるとされるべきである。また，責任の方式は伝統

的な原状回復と金銭賠償とされる。すなわち，差止方式は原状回復に含ま

れることになる。

　改正環保法 64 条によれば，環境汚染と生態破壊による不法行為責任に

は，侵権法の責任の方式が適用されるべきであるとされる。即ち，侵権法

15 条及び 21 条である。この二条によれば，侵害を停止すること，妨害を

排除すること，及び危険を除去することという三つの責任の方式が定義さ

れる。その内容について，全人代常委会法制工作委員会民事法室（以下「法

工委民法室」とする）によれば，以下のように解釈されている（45）。第１に，

適用の前提である「危険を及ぼす」について，「（１）不法行為が終了では

なく，実施・持続されていること，（２）被害者の人身・財産の安全に危

険を及ぼしていること，（３）加害者の行為による不法行為であり，自然

原因によるものではないこと」，等が挙げられる。第２に，「侵害を停止す

る」とは，加害者に対してある侵害を実施してはならないと要求すること

である。第３に，「妨害を排除する」とは，加害者がその行為により，被

害者が権利を正常に行使することを妨害したり合法な利益を妨害したりす

る場合，被害者が人民法院に権益の行使への妨害を排除することを要求す

るということである。第４に，「危険を除去する」とは，加害者の行為が

被害者の人身・財産権益を脅かす場合，被害者が人民法院に対して，加害

（43）�　王轶「论侵权責任承担方式」中国人民大学学报 2009 年３期 19 頁。
（44）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）

318 頁以下（周友軍執筆）。
（45）�　全国人大常委会法制工作委員会民法室編『中华人民共和国侵权責任法条文说

明，立法理由及相关规定』（北京大学出版社，2010）53 頁以下。
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者に有効な措置を取らせてこのような脅しを除去させることを要求すると

いうことである。第５に，差止めの提起の方法については，当事者の申請

あるいは法院の職権によって開始すると定められる。第６に，こういう差

止めの方式を決定する理由は，被害の拡大を防止すること，及び被害者の

救済にある。

イ　侵権法６条，７条との対立関係

　差止責任方式には過失責任原則が適用されるという見解があるのに対

し，以下のような反対論もある。

　魏振瀛教授（元北京大学教授）は，侵権法による責任の方式が多様であ

ることから，責任の方式と帰責原則との関係も変化すべきだと主張す

る（46）。魏教授は，差止めには過失責任原則や中間責任や厳格責任ではなく，

無過失責任原則が適用されるべきだとする。その理由として，「過失はす

べての不法行為責任の帰責原則ではなく，損害を前提とする不法行為責任

の一般的構成要件と一般的帰責原則である」。６条１項は，それを規定し

た条項であるというのである。

　また，もう一歩進める見解がある。崔建遠教授（清華大学教授）は，侵

権法６条，７条と差止めとの関連性を否定する（47）。理由としては，侵権法

６条は過失責任原則，７条は無過失責任原則を規定するが，これは差止め

が過失及び損害を要件としないことと矛盾する。この問題を解決するため

に，同教授は，６条，７条の帰責原則を損害賠償のみに限定し，差止めは

21 条に基づくべきだと提言する。張新宝教授（中国人民大学教授）も，

差止の法的根拠を 21 条と主張する（48）。

ウ　物権法 35 条，37 条との競合関係

（46）�　魏振瀛「侵权責任方式与归責事由，归責原则的关系」中国法学 2011 年２期 27
頁以下。

（47）　崔建远「论归責原则与侵权責任方式的关系」中国法学 2010 年２期 40 頁以下。
（48）�　张新宝＝庄超「扩张与强化：环境侵权責任的综合适用」中国社会科学 2014 年

３期 135 頁。
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　本稿事例⑦のように，相隣関係原則が適用されるケースがある。相隣関

係原則は物権法の規則であり，個人の間の一般的な生活環境汚染紛争にお

いてのみ適用されるという立法者解釈も行われている（49）。そうすると，侵

権法と物権法との関係をどう理解すべきか。具体的には，侵権法 15 条，

21 条における（差止め）不法行為請求権（侵害を停止すること，妨害を

排除すること，危険を除去すること）は，物権法 35 条（50），37 条における

物権的請求権（妨害を排除すること，危険を除去すること等）を吸収する

のか，それとも競合するのかという議論がある。条文上では，競合の関係

と言えようが，学説は，以下の通りである。

　まず，不法行為請求権が絶対権的請求権を吸収するあるいは優先すると

の見解である。魏振瀛教授は，不法行為請求権の統合論を主張する（51）。侵

権法の適用によれば司法コストの節約や民事権益の十分の保護等のメリッ

トがあること，民事権利―民事義務―民事責任という立法モデルに適合す

ること，侵権法の機能がよりよく発揮されること，等を挙げる。

　次に，差止請求権は不法行為責任の方式ではなく，物権的請求権である

とする見解である。崔建遠教授は，この説を代表する一人である（52）。崔教

授は環境汚染責任における差止請求権を認めるとともに，差止要件には過

失がないと主張する。また，差止めは不法行為請求権から離れるべきであ

り，物権的請求権に統合すべきだとする見解がある（53）。

（49）�　全国人大常委会法制工作委員会民法室編『中华人民共和国侵权責任法条文说

明，立法理由及相关规定』（北京大学出版社，2010）頁。
（50）�　物権法 35 条は，「物権を妨害するあるいは妨害するおそれがある場合，権利

者は，妨害排除あるいは危険除去を請求することができる。」と規定する。
（51）�　魏振瀛「侵权責任方式与归責事由，归責原则的关系」中国法学 2011 年２期 34

頁以下。
（52）�　崔建远「论归責原则与侵权責任方式的关系」中国法学 2010 年２期 40 頁以下，

同「论物权救済模式的选择及其依据」清华大学学报（哲学社会科学版）2007 年
３期 111 頁以下。

（53）�　张谷「作为救済法的侵权法，也是自有保障法――对《中华人民共和国侵权責
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　他方，多数説は，差止請求権と不法行為請求権は競合するという見解を

とっている（54）。周友軍副教授は，次のように区別の必要性を主張し，吸収

説を否定する（55）。適用の対象について絶対権的請求権はすべての民事権益

に拡張できないとされること，要件の相違について絶対権的請求権が損害

や過失を要件としないこと，絶対権的請求権を吸収すると侵権法の混乱を

もたらすこと（例えば，帰責原則の混乱，体系の混乱），等を挙げる。同

副教授も，不法行為の責任方式は伝統的な原状回復と金銭賠償であるとす

る。また，物権法 35 条が侵権法 21 条の特別規定として適用されるという

議論（56）や，最高法院の司法解釈に任せるという見解も主張される（57）。

　以下では，具体的な不法行為構成要件の適用および問題について，議論

を進めることとしたい。

３　「民事権益」侵害要件

（１）本稿事例における現状

任法（草案）》的几点意见」暨南学报（哲学社会科学版）2009 年２期 23 頁，曹
险峰「侵权責任本质论――兼论“绝对请求权”之确立」当代法学 2007 年４期 75
頁。

（54）�　梁慧星「我国《侵权責任法》的几个问题」暨南学报（哲学社会科学版）2010
年３期 2 頁以下，王利明『侵权責任法研究（上）』（中国人民大学出版社，2010）
148 頁以下，同「如何准确理解与适用《侵权責任法》」中国审判 2011 年 10 期 82
頁以下。なお，物権的請求権が不法行為請求権に優先すべきであるという見解
もある。奚晓明主編『最高人民法院法官阐释侵权法疑难问题』（中国法制出版社，
2010）17 頁（丁広宇執筆）。

（55）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
317 頁以下（周友軍執筆）。周友军「我国侵权責任形式的反思」法学杂志 2009 年
３期 19 頁以下。

（56）�　朱虎「物权请求权的独立与合并——以返还原物请求权为中心」环球法律评论

2013 年６期 17 頁以下。
（57）�　杨立新「《侵权責任法草案》应当重点研究的 20 个问题」河北法学 2009 年２期

４頁。
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　本稿事例によれば，権利利益侵害と損害とを区別することは見られない。

例えば，事例③，⑧においては「正常な業務」や「休憩・健康」への影響

を差止めの要件とみるのに対し，事例①，②，⑤では，「損害」が差止め

の要素と判断されている。ここでは，要件が統一されていないことに留意

すべきであると考えられる。

　学説上は，損害は損害賠償のみの構成要件であり，差止め（侵害の停止，

妨害の排除等）の要件にならないとされている（58）。しかし，裁判の実務で

は，「損害」は不法行為の構成要件であり，不法行為は差止の認容の前提

であることから，「損害」は当然に差止訴訟の要件になるとしている。

　本稿裁判例においては人格権の判断の事例はないが（59），学説上では人格

権について大いに議論されている。以下では，学説における人格権論を含

めて民事権益（60）に関する捉え方について検討する。

（２）侵権法は権利と利益を区別するか（61）

ア　現状

　侵権法は，生命・健康等の 18 種類の権利「等の人身・財産の権益」（以

下，これを「バスケット条項」という）を対象としている（侵権法２条）。

　民事権益の範囲及びその特色として，特定の民事主体の権利利益が対象

とされている一方，社会の公共的利益が対象とされていないこと，民事権

（58）�　张新宝『侵权責任构成要件研究』（法律出版社，2007）129 頁，王利明＝周友
军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）184 頁（王利明執筆），
王利明編『民法〔第５版〕』（中国人民大学出版社，2010）566 頁（汪沢執筆），
魏振瀛編『民法〔第４版〕』（北京大学出版社＝高等教育出版社，2010）652 頁（王
成執筆）。

（59）�　法律上規定される人格権は以下の通りである。①生命権，健康権，身体権，
②姓名権，肖像権，名誉権，栄誉権，③人格尊厳権，人身自由権（精神損害賠
償解釈１条）。

（60）�　法律条文の内容の引用のために，「民事権益」という用語をそのまま用いるこ
とにする。「権」を権利，「益」を利益と解釈することができると思われる。

（61）�　環境民事差止の一つのルートとして，環境公益訴訟が行われている。
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益の範囲の拡大の認容とそれらの全面的保護を図ること，生命健康権が最

も重要な法益と宣言されていること，利益の範囲を拡大する解釈が行われ

るべきであること，契約以外の絶対権を保護対象とすること，請求権の基

礎を提供すること等が挙げられる（62）。環境汚染責任における民事権益につ

いては，生命権，身体権，健康権，物権の四つに限定すべきだという見解

もある（63）。

イ　立法機関の解釈

　侵権法法案の作成機関である法工委民法室は，区別基準の曖昧さや権利

と利益の相互転換性等の理由を考慮し，侵権法は民事権利と民事利益との

間で保護の程度と不法行為構成要件の区別を行わないとする（64）。すなわ

ち，権利と利益とについて責任の構成要件や効果を区別せずに，一律に保

護しようとするものである。これを「一律保護論」と呼ぶことにしたい。

ウ　最高裁の立場

　権利と利益を区別した上で保護する司法解釈がある。例えば，精神損害

賠償解釈１条１項は，「自然人は，以下の人格権が違法に侵害され，人民

法院に訴えて精神損害賠償を請求する場合，人民法院は法律に基づき，そ

れを受理しなければならない。」と規定するのに対し，２項は，「社会公共

利益，社会公共道徳に違反し，他人のプライバシー又はその他の者の人格

利益を侵害するとき，被害者は，不法行為を理由として人民法院に訴え，

精神損害賠償を請求する場合，人民法院は，法律に基づき，それを受理し

（62）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）60
頁以下（王利明執筆）。

（63）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
650 頁（高聖平執筆）。

（64）�　扈纪华＝石宏「侵权責任法立法情况介绍」人民司法 2010 年３期８頁，全国人
大常委会法制工作委員会民法室編『中华人民共和国侵权責任法条文说明，立法
理由及相关规定』（北京大学出版社，2010）７頁以下，王胜明編『中华人民共和
国侵权責任法解读』（中国法制出版社，2010）10 頁。
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なければならない。」と規定する。これは，人格利益侵害の構成要件につ

いて，「社会公共利益・社会公共道徳違反」を構成要件とするものである。

陳現傑氏（最高人民法院裁判官・賠償委員会弁公室副主任）は，当該規定

について，民通 7 条に基づき採用された社会公共利益・社会公共道徳が公

序良俗と同等し，かつそれが違法性要件の判断要素であると主張する（65）。

当該規定によれば，人格利益侵害の違法性要件について，人格権侵害の場

合と異なり，国家規定違反のみならず，公序良俗の判断要素も要求される。

これを「区別保護論」と呼ぶことにする。

　なお，地方裁判所の区分保護の関係規則も見られる。例えば，上海市高

級法院の不法行為紛争事件の要件の処理の指南（2005・３・４施行（66）。以

下「要件指南」という。）５条は，権利と利益の区分が侵権法を解釈する

とき，重要なものであると規定する。

エ　学説の動向

　区別保護論は多数説であると考えらえる。まず，王利明教授の見解に触

れることにする。王教授は，多数の民事法律の立法の参加者の一人である

から，王教授の見解は侵権法の理解にとって重要な指摘であると思われる。

王教授は，権利と利益を厳格に
4 4 4

区別することはできないと指摘するが（67），

「権利の保護と利益の保護を区分すべきだ」と主張する（68）。その理由につ

いて，①権利は，公開であり，個人行為の基準となることから，一般的不

法行為構成要件とされるべきであるのに対し，利益は常に裁判官により具

体的なケースにおいて抽出されるものであり，法律により規定されるもの

（65）�　陈现杰「《关于确定民事侵权精神损害赔偿責任若干问题的解释》的理解与适用」
人民司法 2001 年４期 12 頁以下。

（66）�　上海市高级人民法院民一庭「关于下发《侵权纠纷办案要件指南》的通知」（沪
高法民一〔2005〕１号，2005・３・４施行）。

（67）�　王利明「我国《侵权責任法》采纳了违法性要件吗 ?」中外法学 2012 年１期８頁。
（68）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）77

頁以下（王利明執筆）。
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ではないことから，別の構成要件とされるべきであること，②利益を侵害

するかどうかについて，加害者が現行法の規則を通じて判断できないこと

から，市民の行為の自由を保護するために，利益侵害責任について（利益

段階，主観的要件と行為の方式，行為自由の保護，加害者と被害者との関

係等の要素を考慮する）明確な制限が定められるべきであること等を挙げ

る。このように，王教授によれば，権利と利益の区別は，厳格に区分する

ことは難しいが，一応の区分が必要である。要するに，区分論と言えよう。

　権益の中で優先順位があるかどうかについて，王利明教授は，「利益段

階論」を主張している。具体的には，次の通りである（69）。王教授によれば，

立法者は法律を制定するとき，各利益の段階を区別していることから，立

法者の目的を探究するのは，司法解釈制定の前提作業となるべきである。

利益の衝突の原因について，「社会組織と生活方式の重大な変遷」，「利益

の多様化の程度が深く進むこと」，「権利と利益の境界の曖昧さ」，「利益の

反映する価値目標の衝突」を挙げる。利益の段階の確定について一般考慮

要素を挙げる。具体的には，「基本法律価値と関連する個人の生命・健康

との相関程度」，「人格尊厳との相関程度」，「社会全体との相関程度」，「経

済秩序との相関程度」，「法律の規定の明確さ」等がある。王教授は，この

ような要素を勘案し，比例原則を適用しつつ次のような段階論のルールを

提案する。

　第１に，権利は利益に優先する。権利と利益とは区別されるべきであり，

自由の保護のために利益を制限すべきであるとする。第２に，公共利益は

個人の財産利益に優先する。ここでいう「公共利益」には個人の人身利益

が含まれるべきである。個人の人身利益は個人利益のみならず，公共利益

に転換されるからである。第３に，人格利益は財産利益に優先する。人身

（人格）利益は市民の生存と発展にとって根本的な意義があるからである。

第４に，生命・健康権は一般人格権に優先する。これは，人間を重視する

（69）�　王利明「民法上的利益位阶及其考量」法学家 2014 年１期 79 頁以下。
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と理解することができる。第５に，生存利益は商業利益に優先する。これ

は「人文的関懐」（人間の自由と尊厳の保障，及び社会的弱者への思いや

り（70））を反映すると言えよう。また，将来の世代の生存利益も含まれるべ

きであるとされる。生存利益とは，自然人の生活の基本的な要求である。

例えば，居住権。第６に，人身損害賠償は財産損害賠償に優先する。賠償

の順位について，人身損害は財産損害より優先的に賠償されるべきである。

また，王教授は，上記のルールだけで利益段階の最終判断ができるのでは

なく，それらに従いながら，裁判官は「実践調和」（比例原則を適用しな

がら，衝突している利益各々の実践の最大化を実現すること）の手法を通

じて利益段階を判断すべきであるとする。利益の段階において，生命・健

康は最高位とされなければならない（侵権法２条による列挙の順位）。

　次に，王成教授（北京大学教授）も，被害者の利益と他人の行為自由を

考慮すれば権利と利益とでは保護水準が異なるとし，権利侵害の場合は故

意・過失のみで足りるのに対し，利益侵害の場合は故意・過失のみならず

善良風俗違反も必要だとし（71），侵権法２条・６条１項に基づき，ドイツ法

の権利利益区分規定を参照する区分保護モデルを提唱する（72）。具体的に

は，①権利侵害について，故意又は過失があれば不法行為を構成すること，

②利益侵害について，明確な保護的法律規定が必要であること，③加害行

為が故意かつ善良風俗違反のとき，不法行為構成であること，などが挙げ

られる。葛雲松教授は，法工委の一律保護論は軽率であるとし，（絶対権

とその他の利益との）区別保護に賛成する（73）。龍衛球教授（北京航空航天

大学法学院教授・院長）は，侵権法２条の権益の範囲・基準が不明であり，

（70）　王利明「民法的人文关怀」中国社会科学 2011 年４期 149 頁。
（71）�　魏振瀛主編『民法〔第四版〕』（北京大学出版社＝高等教育出版社，2010）644

頁以下（王成執筆）。
（72）�　王成「侵权之“权”的认定与民事主体利益的规范途径」清华法学 2011 年２期

48 頁以下。
（73）�　葛云松「《侵权責任法》保护的民事权益」中国法学 2010 年３期 37 頁以下。
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実務の判断の不均一を引き起こすことがあると指摘する（74）。于飛教授（中

国政法大学教授）は，（ドイツ法の）「帰属効能，排除効能及び社会典型公

共性」を有するか否かによって，権利と利益を区分すると主張する（75）。

（３）侵権法 65 条の「環境」には何が含まれるか

　侵権法 65 条における「環境」とは何か，公益が含まれるか，「環境汚染」

は何かということについて考えてみる。

　侵権法は環境や環境公益等を直接的に規定していないが，それ以外の法

律には規定・条文説明がある。まず，憲法 26 条１項は，「国家は生活環境

と生態環境を保護し改善し，汚染及びその他の公害を防止する。」と規定

しており，「生活環境と生態環境」の保護と公害の防止を国の義務として

いると思われる。次に，環保法では，「環境」として「人間の生存と発展

に影響をもたらす」自然要素の総体であり，そのうち，「大気，水，海洋，

土地，鉱蔵，森林，草原，野生生物，自然遺跡，人文遺跡，自然保護区，

風景名勝区，都市と農村等」が挙げられている（環保法２条。改正環保法

２条では，「湿地」も含められる）。立法機関の条文説明によれば，同法

65 条の「環境」には「生活環境」と「生態環境」とが含まれると考える

ことができる（76）。生態環境は（77），環境公益であり，それを侵害する場合，

（74）�　龙卫球「《侵权責任法》的基础构建与主要发展」中国社会科学 2012 年 12 期
120 頁。

（75）�　于飞「侵权法中权利与利益的区分方法」法学研究 2011 年４期 104 頁以下。
（76）�　全国人大常委会法制工作委員会民法室編『中华人民共和国侵权責任法条文说

明，立法理由及相关规定』（北京大学出版社，2010）266 頁以下。
（77）�　生態環境・生態文明の法的保障の最新動向については，孙佑海「依法保障生

态文明建设」法学杂志 2014 年５期１頁以下，同「健全完善生态环境损害責任追
究制度的实现路径」环境保护 2014 年７期 10 頁以下，同「生态文明建设需要法
治的推进」中国地质大学学报（社会科学版）2013 年１期 11 頁以下，汪劲「论生
态补偿的概念——以《生态补偿条例》草案的立法解释为背景」中国地质大学学
报（社会科学版）2014 年１期１頁以下，同「中国生态补偿制度建设历程及展望」
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純粋環境損害をもたらすから，環境公益訴訟が提起されるべきであると言

えよう。しかしながら，侵権法条文の法理からみると，私法として，個人

の権利利益を保護するものであり，65 条の環境汚染を公害・生活妨害と

捉えるべきである。換言すると，65 条の趣旨からすると，それは環境公

益訴訟を含むことはできないと考えられる。

　また，生態環境の破壊について環境汚染責任が認められるためには，他

人の民事権利利益を侵害することが要件となるという見解が主張されてい

る（78）。したがって，侵権法 65 条と改正民訴法 55 条，改正環保法 58 条と

の関係については，今後，検討されるべきである。

（４）日本法との相違について

　中国法の「民事権益」と日本法の「権利又は法律上保護される利益」に

は以下のような共通点と相違点が挙げられる。まず，共通点として，外延

の柔軟性，人格権の重視，等が挙げられる。「民事権益」であれ「権利又

は法律上保護される利益」であれ，双方とも権利とそれ以外の利益が認め

られており，社会の変化への柔軟な対応が可能と考えられる。

　次に，相違点としては，第１に，権利侵害と利益侵害との構成要件の相

違である。上述のように，中国の侵権法では，保護の程度や構成要件につ

いて，権利と利益とで同じ扱いとされる。21 条は日本民法 709 条とも同

様である。しかし，日本法では，権利・利益区分論も唱えられており，こ

れによれば，権利・利益の重要性等により保護の程度や責任の構成要件が

环境保护 2014 年５期 18 頁以下，吕忠梅「生态文明建设的法治思考」法学杂志
2014 年５期 10 頁以下，同「论生态文明建设的综合决策法律机制」中国法学
2014 年３期 20 頁以下，王灿发「论生态文明建设法律保障体系的构建」中国法学
2014 年３期 34 頁以下，王树义「论生态文明建设与环境司法改革」中国法学
2014 年３期 54 頁以下。

（78）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
111 頁以下（高聖平執筆）。
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異なる（違法性要件＝抗弁か請求か）とされる（79）。最高裁判決（最判平成

18・３・30 民集 60 巻３号 948 頁）において，権利侵害に至らない法的利

益侵害の場合には違法性が必要とされることに留意しなければならな

い（80）。権利・利益区別説が有力に唱えられており，ここに日中の共通の法

状況が見られる。第２に，人格権の適用についてである。今日の中国法に

おいて大いに議論されるが，裁判例においては法的根拠とされていない。

本稿事例のように，裁判例は直接に人格権を差止めや損害賠償の法的根拠

として援用していないと考えられる。日本法では，人格権は明文の定めは

ないが，裁判例においては早期に差止めの法的根拠として物権的請求権説

に代わって人格権説が最も有力になっている（81）。第３に，環境公益につい

ての対応が異なる。中国法では，先行した裁判の実務と後行した立法改正

とがあり，司法解釈も期待されている。これに対し，日本法では，この点

に関する法律の制定が慎重に検討されている（82）。残されている課題とし

て，立法論としてどのような主体が，どのような環境公益を有するのか，

解釈論として承認団体以外の団体の当事者適格が認められるのか等の点が

挙げられる。

４　違法性要件

　差止めについて違法性要件が必要か否かについて考察する。違法性不要

説も，有力に主張されている（83）。王利明教授によれば，侵権法６条１項は

（79）�　大塚直「公害・環境訴訟」能見善久ほか編『判例民法７不法行為Ⅰ〔第２版〕』
（第一法規，2013）281 頁，同・前掲注（40）398 頁，同「民法 709 条の現代語
化と権利侵害論に関する覚書」判タ 1186 号（2005）16 頁以下，同「公害・環境，
医療分野における権利利益侵害要件」NBL936 号（2010）41 頁以下。

（80）　大塚・前掲注（40）43 頁以下。
（81）　大塚・前掲注（40）396 頁以下。
（82）�　大塚直「公害・環境分野での民事差止訴訟と団体訴訟」森島昭夫ほか編『変

動する日本社会と法（加藤一郎先生追悼論文集）』（有斐閣，2011）626 頁以下。
（83）�　違法性を過失に吸収させると主張するために，違法行為の定義の不可能であ

ること，過失が行為の違法性を含むこと，不法行為の構成要件の簡潔，司法上
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過失が違法性を吸収する規定であること，侵権法は権利と利益を厳密に区

別していないこと，被害者救済の必要があること等の理由で，違法性を要

件としていない（84）。しかし，裁判例や多数の法学者は，違法性要件肯定説

をとっている（85）。その理由として，不法行為においては行為の要素と違法

の要素とがあること，過失は主観的要件であって客観的要件に代替するこ

とはできないこと，中国民法の議論にドイツ法の体系からの影響が強いこ

と，違法性と過失各々の要件が異なること，違法性は裁判実務の判断の仕

方であること，等が挙げられる。争点の中心は違法性における「法」とは

何かということであり，以下において検討する。本稿では，違法性要件必

においては両者の区別を重視していないこと，民通 106 条２項が違法を要件と
していないこと，過失概念の客観化であること，等の理由づけが主張されている。
詳細は，王利明『侵权行为法归責原则研究〔修订二版〕』（中国政法大学出版社，
2004）569 頁以下，同『侵权行为法研究〔上卷〕』（中国人民大学出版社，2004）
347 頁以下，胡雪梅『“过错”的死亡——中英侵权法宏观比较研究及思考』（中国
政法大学出版社，2004）127 頁以下，郑永宽「违法性之于侵权責任的构成」江平
編『侵权行为法研究』（中国民主法制出版社，2004）143 頁以下，王利明＝周友
军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）184 頁（王利明執筆）。

（84）�　王利明「我国《侵权責任法》采纳了违法性要件吗 ?」中外法学 2012 年１期５
頁以下。

（85）�　孙大伟「过错侵权中“违法性”要件考察——兼析我国侵权法领域的“违法性”
之争」社会科学 2012 年８期 87 頁以下，叶金强「论过错程度对侵权构成及效果
之影响」法商研究 2009 年３期 70 頁以下，同「侵权构成中违法性要件的定位」
法律科学 2007 年１期 96 頁以下，杨立新『侵权法论〔第二版〕』（人民法院出版社，
2004）146-151 頁，同「制定侵权責任法应当着重解决的几个问题——对 2002 年
12 月 23 日侵权責任法草案的研究报告」法学杂志 2007 年３期３頁，张新宝『侵
权責任构成要件研究』（法律出版社，2007）129 頁，同『侵权責任法原理』（中国
人民大学出版社，2005）51 頁，廖焕国「论我国侵权責任构成中违法性要件之取舍」
求索 2006 年５期 108 頁，胡雪梅『“过错”的死亡——中英侵权法宏观比较研究
及思考』（中国政法大学出版社，2004）130-134 頁，黄海峰「违法性，过错与侵
权責任的成立」梁慧星編『民商法论丛』17 卷（金桥文化出版社有限公司，2000）
48，56 頁，马俊驹＝余延满『民法原论〔第二版〕』（法律出版社，2005）1010 頁，
李承亮「侵权行为违法性的判断标准」法学评论 2011 年２期 77 頁以下。
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要説を採用することにしたい。

（１）本稿事例にみられる違法性要件

　本稿事例①～⑩を見る限り，違法性要件は，判決において明示的に説明

されていない。また，行政基準違反の扱いについては，判断の混迷がある。

差止の否定の場合（事例⑥，⑦）において，行政基準を遵守する場合，直

接的に，あるいは相隣関係原則（事例⑦）を強調して間接的に，不法行為

責任がないと判断していることについては，問題がある。差止の肯定の場

合（事例②）においては，裁判所は，排出量等の行政基準の遵守と民事責

任の有無とを明確に区別し，その基準を遵守しても民事責任を負うことが

あるとして，原告に有利な姿勢を積極的に示している。行政基準は，参考

としての価値がある（事例③，⑧）が，違法性の唯一基準としての位置づ

けをすべきではないであろう。

（２）違法性の「法」の意味

　違法性の「法」とは何かという問題は，違法性要件の議論において重要

な位置を占める。違法性の「法」とは単なる法律規定という意味か，それ

とも法律の規定や原則等を含める価値判断を意味するのか，という問題が

中心となると考えられる。

ア　なぜ対立する見解があるのか。

　「法」の外延をめぐって見解が異なると言えよう。法律規定のみが違法

性の判断基準となるとの見解がある。王利明教授は，この狭義の「違法性」

説をとる（86）。王教授は，法律規定の他に（下記の説のように）法律原則（例

えば，公平正義原則）をも基準とすると，法律原則の範囲が非常に幅広い

ことから，違法性には意味がなくなると主張する。多数の環境法に関する

（86）�　王利明「我国《侵权責任法》采纳了违法性要件吗 ?」中外法学 2012 年１期５
頁以下。
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教科書もこのような理解をしていると思われる（87）。これに対し，広義の

「法」を採用する見解がある。張新宝教授は，二種類の「法」があるとす

る（88）。一つは，憲法，刑法，行政法，環境保護法及びその他の実体法にお

ける法律規則である。もう一つは，実体法における法律原則及び最高法院

による司法解釈である。

イ　公法（行政基準等）との関係

　具体的な法規定を見ると，公法を判断基準とする私法とそうでない私法

が存在している。民通 124 条では，「環境を保護し，汚染を防止する国家

規定」に違反することが構成要件の一つとなっているが，環保法 41 条１

項においては「国家規定違反」は削除された。また，環境保護総局の環境

汚染損害賠償責任の問題を確定することに関する回復（1991・10・10 施

行（89）。以下「1991 年環保総局回復」という）によると，環保法は環境基準

を満たしていないかどうかを民事賠償責任の基準としていない。侵権法

65 条にも「国家規定違反」が定められていない。

　現在の公害・生活妨害には行政基準を満たしているものが少なくないが，

民事差止訴訟における違法性の判断と行政基準との関係をどう考えるべき

か。現在，違法性基準を行政基準違反とする考え方（90），国家規定違反とい

う狭義の違法性を主張する見解もあるが（91），本稿で紹介した事例以外の裁

判例も存在している（92）。立法者による解釈においても，行政基準を重視す

（87）�　周珂『环境与资源保护法〔第２版〕』（中国人民大学出版社，2007）115 頁以下。
（88）　张新宝『侵权責任构成要件研究』（法律出版社，2007）57 頁以下。
（89）�　国家环境保护局「关于确定环境污染损害赔偿責任问题的复函」（〔91〕环法函

字第 104 号，1991・10・10 施行）。
（90）　金瑞林編『环境法学〔第２版〕』（北京大学出版社，2007）137 頁。
（91）�　魏振瀛『民法〔第４版〕』（北京大学出版社＝高等教育出版社，2010）712 頁（王

成執筆）。
（92）�　行政基準違反がなければ，民事責任を負わないとする下級審判決は，多かった。

例えば，何仕秀対鄧大友事件（1993・４・27）四川省阆中市人民法院（1993）
民字第 624 号，程先和対江安県自来水会社事件（1994・７・12）四川省江安县
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る姿勢が見られる。例えば，放射性物質汚染の場合，放射性物質が行政基

準を超える場合においてのみ放射性物質損害が生じており，基準を超えな

い被曝によっては身体に対する損害は生じないと解釈されている（93）。立法

機関は，汚染物の排出が行政基準に適合しても，不法行為責任を免除する

ことができないと説明する（94）。すなわち，汚染物排出基準が行政庁の汚染

排出費の徴収や環境管理の依拠のみであり，賠償責任の基準ではない（95），

公法の基準が私権保護を規制することには，環境関係規定と矛盾する（96）。

また，最高法院の裁判官による説明も，行政基準に適合しても，不法行為

責任を負うこともあるとする（97）。

　今日の法律規定によれば，（行政基準を含める）「国家規定」が環境汚染

責任の絶対的基準ではないと考えられる。行政責任と民事責任とは保護の

対象が異なることから，行政基準に適合した汚染物質の排出について行政

責任は追及されないが，民事責任を負うことは必ずしも否定できないとさ

れる（98）。もう一つの問題は，現在の環境関連行政基準等が低すぎて，環境

人民法院（1994）江镇民初字第 46 号，山西省河津市清澗鎮任家庄村民委員会対
山西鋁工場事件（2000・６・５）山西省高级人民法院（2000）晋法民初字第６号，
胡昌林対江西九江供電会社事件（2007・３・30）江西省九江市庐山区人民法院

（2006）庐民一初字第 116 号，羅勇等対重慶天泰鋁業会社事件（2009・２・23）
重庆市第五中级人民法院（2009）渝五中民终字第 14 号，本稿事例⑧等。

（93）�　中华人民共和国放射性污染防治法释义（全国人大常务委員会，2003・10・１
施行）59 条。

（94）　王胜明編『中华人民共和国侵权責任法解读』（中国法制出版社，2010）326 頁。
（95）　王成「侵权法的规范体系及其适用」政治与法律 2011 年１期 82 頁以下。
（96）　王明远『环境侵权救済法律制度』（中国法制出版社，2001）279 頁。
（97）�　奚晓明主編『最高人民法院法官阐释侵权法疑难问题』（中国法制出版社，

2010）210 頁（張楠執筆），孙佑海主編『侵权責任法适用与案例解读』（法律出版
社，2010）324 頁。

（98）�　王利明「我国《侵权責任法》采纳了违法性要件吗 ?」中外法学 2012 年１期 22
頁以下。
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汚染を十分に抑制できていないと言われている（99）。例えば，建築基準に適

合していても，生活妨害をもたらす場合，建築物に対する差止めが認めら

れるべきである（100）。したがって，行政基準のみならず，様々な要素が違法

性判断基準とされるべきであると思われる。

　なお解釈論として，行政基準に違反しているか否かによって，次のよう

な効果の相違が生ずると考えられる。まず，行政基準違反の場合はすべて

の侵害の差止めが認められるのに対し，基準適合の場合は相隣関係・受忍

限度を超える侵害のみを差止めることができると言えよう。次に，注意さ

れるべきは，行政基準に適合しているか行政の許可がある場合，侵害停止・

改善措置としての差止めができるのに対し，行政許可の取り消しと同視さ

れる工場の閉鎖という差止を認めていないというのが，裁判例の現状であ

ることである。

ウ　違法性要件は保護対象によって区別される必要はあるかという問題で

ある。

　前述のように，法工委民法室は立法者として，一律保護論を採用してい

る。確かに裁判においても，「権利」とは何か，「利益」とは何か，両者の

区別ができるのか等の不明なところがあると考えられる。しかし，王利明

教授の見解のように，権利と利益を区別することに意義がある。また，「法

律は権利と権利以外の利益を区別しており，権利侵害とりわけ絶対権侵害

については『損害は即違法になる』のに対し，権利以外の利益を侵害する

行為については『法律による禁止がない限り，許可する』」という見解も

ある（101）。権利・利益の具体化・類型化がなされれば，裁判官の判断にとっ

て便宜であろう。例えば，生命・身体・健康が侵害される場合は直ちに違

（99）�　薄晓波「回归传统：对环境污染侵权責任归責原则的反思」中国地质大学学报（社
会科学版）2013 年６期 17 頁以下。

（100）�　龚燕＝戴娇「妨害排除请求权中妨害认定分析」人民司法 2013 年 21 期 83 頁
以下。

（101）　李承亮「侵权行为违法性的判断标准」法学评论 2011 年２期 77 頁以下。
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法になること，物権が侵害される場合も違法になること，消極的侵害（日

照・眺望）の場合，総合的なファクター（例えば，行政許可，社会有用性・

公共性，先住後住関係，地域性，被害の性質・程度，防止措置および妨害

の回避の経済費用，侵害行為の客観的態様と主観的態様）を考慮しながら

違法性を判断すること（102），等が適切であると考えられる。また，前述のよ

うに精神賠償解釈は，違法性要件の判断要素として，公序良俗を挙げると

している。以上のように違法性要件と保護対象との関係が検討される必要

がある。

エ　損害賠償要件と差止要件における違法性判断が異なるかという問題で

ある。

　本稿事例においては，この議論は見られない。裁判実務にとって混乱を

引き起こさないためには，紛争実体ごとに具体的な「ファクター」を考慮

して判断する方が望ましいと考えられる。具体的には，「違法性の判断に

おいて各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかには相違がある

ことから，両場合の違法性の有無の判断に差異が生じても不合理であると

は言えない」（ファクター相違説）（103）。

オ　最高法院の環境司法保障意見との関係

　最高法院の環境司法保障意見は，環境汚染事件における不法行為責任の

成立要件として，汚染行為，損害，因果関係の立証責任を明示的に指摘す

る。これは違法性を要件としないという意味か。もし，違法性を要件とし

ないとの意味ならば，前述の伝統的な裁判例や通説との関係をどう整理す

べきか，生命身体侵害の差止めと日照眺望侵害の差止めとを同じレベルで

構成要件を理解することには問題がないか，という課題が残されると言え

（102）�　日本の裁判例における積極的侵害・消極的侵害に関する差止めについて，詳
細は，大塚直「生活妨害の差止に関する裁判例の分析（１～４完）」判タ（1987
～ 1988）645 号 18 頁以下，同 646 号 28 頁以下，同 647 号 14 頁以下，同 650
号 29 頁以下。

（103）　大塚直「国道 43 号線訴訟上告審判決」判タ 918 号（1996）56 頁以下。
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よう。

（３）日本法との相違について

　第１に，行政基準については，中国では上述したように，裁判例は行政

基準の適否により不法行為責任を判断するのが多かったが，近時，そうで

ないケースが増加している。相対的基準説は，日本法における受忍限度の

判断における行政基準ファクターの位置づけと類似している。日本法にお

いては，裁判例も学説も，規制基準を受忍限度の判断要素としているが，

絶対的基準とはしていない。規制基準に違反する場合は，受忍限度を超え

るとみることができるが，それに適合していても違法性がないとは言えな

いとされる。

　第２に，差止めの違法性の判断についてである。日本の裁判例では，請

求内容の相違（損害賠償請求か差止請求か）により違法性判断基準に段階

を設定する「違法性段階説」を採用するものが少なくないが（104），学説上は，

（104）�　違法性段階説の生成については，以下の通りである。末弘博士は，1924 年，
損害賠償と差止の違法性の判断に段階を設けることを考えた。生活妨害の差止
について，権利濫用の場合にも，被害の種類・程度と差止による社会経済の損
害を比較して判断するべきであると指摘した。これが受忍限度論の原型である。
次に牧野博士が，初めて 1924 年に「適法行為による不法行為」概念を用いた。
この概念を権利濫用論に含めて論じながら，差止めについて法律上許されない
権利行使の場合にのみ認められると主張した。これは損害賠償と差止の違法性
の判断に差を設けたものである。これに対し，1926 年，末弘博士は，差止違法
と賠償違法に段階をつける必要はなく，違法性を差止のみの要件とすると主張
した。次に我妻博士が，1931 ～ 36 年，違法行為を差止められうる違法行為と
差止られない違法行為に区別する上で，違法性段階説を採用した。加害者の故
意・過失が必要であることで，末弘・末川・牧野博士の「適法行為による不法
行為」と異なる。同時に，相関関係説を違法性の判断手法として採用した。末
川博士は，1940 年，追加的に違法性に段階があると指摘した。大正末期に信玄
公旗掛松事件を契機として牧野・末弘・我妻・末川博士が「適法行為による不
法行為」の観念を提唱しつつ，違法性段階説が明示的に採用された。1960 年，
舟橋博士も違法性段階説を承認した。詳細は，大塚直「生活妨害の差止に関す
る基礎的考察（１）」法協 103 巻 4 号（1986）624 頁以下。
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これに対する反対もある。国道 43 号線最高裁判決（最判平成７・７・７

民集 49 巻７号 2599 頁）の解釈においては，学説上ファクター相違説も行

われている（105）。これに対し，中国法では，先に見たとおり権利侵害と利益

侵害とで責任の構成要件を区別しないのと同様に，損害賠償請求か差止請

求かで違法性の程度は区別されていない。したがって，ファクター相違説

が中国法にとって受け容れられやすい考え方であろう。また，日本法にお

ける受忍限度論を中国法に適用することについての検討が行われるべきで

あろう（106）。

　第３に，日本法において，違法性の判断は，保護対象によって異なる。

人格権侵害の場合に，原則違法となるのに対し，人格的利益侵害の場合，

違法性が立証されるとする見解も主張されている。これを区別保護論と言

えよう。現在の中国法では，一律保護論が立法機関の趣旨である。一律保

護論の下では，人格権をより重視し保護することは困難であるから，新た

な解決手法が目指されることは考えられる。

　第４に，原発に関する行政基準をどのように扱うべきかとの課題もある。

大飯原発差止訴訟第１審（福井地判平成 26・５・21，差止認容）のように，

規制基準に適合しても，その基準自体の合理性の疑問がある場合，違法性

が認められるか，人格権保護のために，万が一の具体的危険性までの判断

と規制基準との関係をどう考えるべきか，等の新たな問題がみられる。こ

れも，中国法において検討されるべき課題であろう。

５　因果関係の認定及びその立証責任の緩和

（１）本稿事例にみられる因果関係の立証責任の転換

　いくつかの法律規定や司法解釈は，因果関係の立証責任の転換を明確に

（105）　大塚・前掲注（103）56 頁以下。
（106）�　日本法の受忍限度論が過失責任原則の下においてのみ適用される余地がある

との見解がある。王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院
出版社，2010）645 頁以下（高聖平執筆）。
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規定している。とりわけ，判決における引用率が高いのは，民訴証拠規定

４条１項３号である（事例①，②，⑤，⑨）。他の法律規定としては，侵

権法 66 条，民訴意見 74 条（事例②），中華人民共和国固体廃棄物環境汚

染防止法（1995・10・30 制定，2004・12・29 改正，2005・４・１施行。

以下「固防法」という）86 条，水防法 87 条等がある（107）。本稿で挙げた事

例における差止の肯定の場合では，原告に「損害」があるか否かのみを立

証すれば，立証の「転換」を認めることができるとの手法を採用した（事

例⑤）。これに対し，差止の否定の場合では，「損害」のみならず，「一定

程度の証拠」や「蓋然性」を要求しており，原告に不利になっている。蓋

然性の立証について，差止訴訟の適用にとって，どのように理解されるべ

きかという検討がなさればならない。なお，事例⑥，⑩のように立証責任

の転換は実際には行われていないという司法実務の問題もある。これに対

応するために，司法解釈が期待されると言えよう。

（２）因果関係の認定（108）

　因果関係の認定については，二段階論（王利明教授）が主張されてい

る（109）。それによれば，第一段階は，事実上の充足原因の判断であり，具体

的には時間と空間からの「距離」，因果関係の個別化判断，被告の行為と

（107）�　固防法 86 条は，「固体廃棄物の環境汚染による損害賠償訴訟では，加害者は，
法律の規定する免責事由及びその行為と損害との因果関係のないことについて
立証責任を負わなければならない。」と規定する。これは，2004 年改正による
新たな条文である。水防法 87 条は，「水汚染による損害賠償訴訟では，汚染排
出者は，法律の規定する免責事由及びその行為と損害との因果関係のないこと
について立証責任を負わなければならない。」と規定する。これも，2008 年改
正による新たな条文である。

（108）�　差止（21 条）の適用における因果関係要件を不要とする考え方もある。张新
宝＝庄超「扩张与强化：环境侵权責任的综合适用」中国社会科学 2014 年３期
135 頁注①。

（109）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
256 頁以下（王利明執筆）。
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損害との間に高度の蓋然性があること，等の要素が挙げられる。第二段階

は，法律上の法規目的の判断であり，相当因果関係の判断であるとされる。

考慮要素として，立法の目的と法律政策とりわけ法律上保護される範囲と，

過失の有無等が主張される。

（３）侵権法 66 条の意義

ア　立証責任の緩和としての位置づけ

　侵権法施行以前の立証責任については，前述のように水汚染あるいは固

体廃棄物汚染による損害賠償訴訟では，加害者は，法律が規定する免責事

由及びその行為と損害結果の間に因果関係のないことについて立証責任を

負わなければならないとの規定がある（水防法 87 条，固防法 86 条）。水

汚染や固体廃棄物汚染を含めてすべての環境汚染についての立証責任の転

換は，民訴意見等において定められていた（民訴意見 74 条３項，民訴証

拠規定４条１項３号）。侵権法施行後は，66 条に基づき，汚染者は法律が

規定する免責減責事由及びその行為と損害の因果関係のないことを立証し

なければならない。立法理由として，環境汚染による被害には「長期的性

質，潜在的性質，持続的性質，広汎的性質」があること，環境汚染による

被害の発生の過程には複雑性があること，科学的知識が必要であること，

多数の汚染者による共同不法行為に対する因果関係の立証の困難さ，等が

挙げられている（110）。

　このように被害者救済や証拠偏在等を考慮して，立証の緩和が行われる

ことになる。しかし，原告がどのような立証を満たせれば，立証責任の転

換になるのかは，いまだ不明確な状態にある。蓋然性の立証責任は原告に

あるのか，どのように立証されれば蓋然性が成立し，立証の転換が認めら

れるか，という問題である。

（110）�　全国人大常委会法制工作委員会民法室編『中华人民共和国侵权責任法条文说

明，立法理由及相关规定』（北京大学出版社，2010）277 頁以下。
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イ　「因果関係の推定」説と「因果関係の立証責任の転換」説

　本稿に挙げた事例のような「一定程度の立証」についてどうみるべきか。

この問題について異なる判決が下される原因は，侵権法 66 条等の規定の

理解に相違があることにあると考えられる。このような理解は，「推定」

と「立証責任の転換」の相違によるものであると言えよう。

　まず，王利明教授は，66 条を「因果関係の推定」と理解する。その特

徴について，以下のように主張する（111）。第１に，推定を受ける前提条件と

して被害者が事実上の因果関係を立証することを要求するのは困難であ

る。第２に，被害者は「一定的因果関係」を立証しなければならないとす

べきである。被告の行為と損害との因果関係の確定の代わりに，「損害と

被告の行為との間に関係がある」ことを立証するとされるべきである。第

３に，裁判官は経験則に基づき推定する。第４に，推定が法律上規定され

る場合においてのみ適用されることができるという原則がある。

　次に，「因果関係の立証責任の転換」説である。この説を唱える高聖平

教授（中国人民大学教授）は，66 条及び司法解釈によれば，同条は因果

関係の推定ではなく，因果関係の立証責任の転換を規定するという見解を

とる（112）。高教授は，因果関係の推定の場合は，その三つの種類（蓋然性因

果関係，間接反証法，疫学的因果関係。この三つの見解は日本法の議論を

紹介するものである）において「一定的証拠」が原告によって立証される

べきであるのに対し，立証責任の転換は被害者の立証責任を免除し，加害

者がその事実を立証すべきであるという点において被害者の保護に意味が

あるとする。同教授は，中国法における因果関係の立証責任の転換が間接

反証論と類似すると主張する。また，王社坤副教授（北京大学副教授）も，

現在の規定は因果関係の推定を認めず，立証責任の分配を規定するもので

あり，因果関係要件の立証を加害者に負担させ立証責任の転換が定められ

（111）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
253 頁以下（王利明執筆）。

（112）�　高圣平＝杨旋「环境污染責任的构成要件研究」创新 2011 年６期 80 頁以下。
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ていると主張する（113）。

　現実には，立証責任の転換の運用には様々な問題が生じている。呂忠梅

教授（湖北経済学院教授・院長）をはじめとする環境裁判文書（判決）に

関する調査の結果によれば（114），因果関係の立証の転換が行われているのは

わずか５割弱であり，その中に，一部が転換しながら，鑑定を通じて因果

関係の認定を行うものがある。その原因については，裁判官が科学証拠（と

りわけ鑑定結論）に依拠すること，鑑定機関の設備・能力等の限界がある

ことから，重複鑑定や鑑定結論の混乱等を避けることができないこと，裁

判官が鑑定結論のみを重視することでその他の事実が無視される可能性が

あること，等が挙げられる。

　また，推定と転換を区分せず，立証責任の転換を主張しながら，「因果

関係の一定的立証」を原告に負担させようとする見解も存在する（115）。ちな

みに，立証責任の分配（転換）よりも，具体的な証明方法と証明の評価シ

ステムの改善が，因果関係問題の解決にとって重要だとする見解もあ

る（116）。

（４）日本法との相違について

　日本法の差止訴訟における事実的因果関係の緩和として，（損害賠償の

因果関係立証の緩和の参照として）間接反証説，疫学的因果関係等が挙げ

られており，予防的科学訴訟において①（伊方原発訴訟最高裁判決の影響

（113）�　王社坤「环境侵权因果关系举证責任分配研究——兼论《侵权責任法》第 66
条的理解与适用」河北法学 2011 年２期２頁以下。

（114）�　吕忠梅＝张忠民＝熊晓青「中国环境司法现状调查——以千份环境裁判文书为

样本」法学 2011 年４期 87 頁。
（115）�　张宝「论环境侵权案件中的举证責任分配——以贵阳市水污染責任纠纷案为例」

环境保护 2013 年 14 期 64 頁以下。
（116）�　胡学军「环境侵权中的因果关系及其证明问题评析」中国法学 2013 年５期 163

頁以下。
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を受けた）伊方アプローチ，②相当程度の可能性アプローチ，③因果関係

分割アプローチ等がみられる。また，①より②と③を並立し，原告側には

不可逆又は深刻な侵害のおそれの相当程度の証明の場合，被告に因果関係

の立証責任を部分的に転換すべきである，という学説がある（117）。これと異

なり，中国の裁判例では，本稿事例のように，蓋然性の認定と立証責任の

転換が同時になされている。条文上（侵権法 66 条等）定められている立

証責任転換の前提として，蓋然性の認定も必要であるとするのである。し

かし，立証責任の転換の前提が何であるかを解明しないと，裁判の整合性

が行われないであろう。一定程度の証拠の提出で蓋然性を証明した場合に

のみ，立証責任を転換するという裁判例と，加害行為と損害のみを証明す

れば転換するという裁判例が存在しているからである。

五　残された課題

　生活妨害の問題について，今後とも不法行為説を適用することはできよ

うが，不法行為構成要件の十分な検討の上での適用とともに，新たな法的

対応も必要であると考えられる。侵権法においても「予防の機能」が強調

される「不法行為を予防かつ制裁する」（侵権法１条）ことは，その目的

や機能の一つである。従って，伝統的な法理から新たな法理への進化に向

け，不法行為法制度はどのように対応すればいいかという課題が残ってい

る。これまでの検討を踏まえ，公害・生活妨害の差止めに関する今後の課

題をまとめておきたい。法的根拠，要件，差止めと仮処分との関係（118），法

（117）�　大塚・前掲注（40）383 頁以下，同「企業と予防原則――予防原則と民事訴
訟の関係を中心として」石田眞＝大塚直編『労働と環境』（日本評論社，2008）
149 頁以下。

（118）�　緊急事態のために先予執行（仮処分）が必要である場合，法院は当事者の申
請に基づき，先予執行を裁定することができる（改正民訴法 106 条）。条件と
しては，当事者間の権利義務関係が明確であり，先予執行をしないと申請者の
生活あるいは生産経営に厳重な影響をもたらすこと，被申請者が履行の能力を
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律の適用（119），など様々な問題があるが，本稿の関心の関係で，以下の三つ

の課題に触れる。

１　人格権法が制定される場合の差止の法的根拠

（１）人格権法は独立に立法されるべきか

　今日，中国法の公害・生活妨害の差止めについて，裁判例では，環境汚

染責任として不法行為説を適用するのが，一般的であると思われる。不法

行為構成が（物権的請求権とともに）差止めの法的根拠を構成しているこ

とから，人格権はその根拠にはならない，あるいはその根拠になる必要性

がないと考えられる。この問題に大きな影響を与えると思われるのが以下

に述べる，「人格権法は民通あるいは侵権法から独自の法律として制定さ

れるべきか」をめぐる議論である。

　まず，人格権法の独立に反対する学説から紹介する。

ア　梁慧星教授の見解

　人格権を民法典総則に定めるべきであるとする説がある。これを総則説

と呼ぶことにしたい。この説を代表する梁慧星教授（中国社会科学院教授・

持つこと，等が挙げられる（改正民訴法 107 条）。「緊急事態」とは，侵害を直
ちに停止したり，妨害を直ちに排除したりする場合，ある行為を直ちに制限す
る場合等を指す（民訴意見 107 条１号，２号）。

（119）�　まず，法律の適用順位についてである。環境関係の規定は，主に物権侵害（物
権法等），環境汚染責任（侵権法 65 条～ 68 条，環保法 41 条１項，民訴法 55 条，
大防法 62 条１項，水防法 85 条，固防法 85 条，海防法 90 条１項，騒防法 61
条１項，放射性汚染防止法 59 条等）の法律に集中している。それらの適用の
手順については，不法行為責任にとって侵権法が一般法で，その他の関係法律
が特別法なので，特別法が一般法に優先すべきだというルールに従うと，その
他の法律の特別規定が優先的に適用されるべきであると考えられる（侵権法５
条）。次に，判決における条文引用についてである。本稿事例のように，全国
的には 2011 年までの環境民事判決においては，民訴（６割）と民通（４割）
が多く引用されるが，環保法（６％）と民訴証拠規定（５％）はあまり引用さ
れていない。吕忠梅＝张忠民＝熊晓青「中国环境司法现状调查——以千份环境
裁判文书为样本」法学 2011 年４期 88 頁。
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学部委員）の見解に触れる。民事法律の立法の参加者の一人として，梁教

授の見解は重要な指摘であると考えられる。梁教授は，人格権は人格制度

と不可分であり，総則から独立して存在すべきではなく，人格権は総則に

定められるべきであると主張する（120）。その理由は以下の通りである。第１

に，民法草案の体系は，論理的になっていない。当時の契約法，婚姻法，

相続法等を単に一つ（民法草案）にしたにすぎない。第２に，人格権は重

要なものであるが，重要性は民法体系の基準とはならない。民法典の進歩

のポイントは価値観，規範目的，基本原則と具体的制度にあるべきである。

第３に，単なる「新規性」による立法は禁止されるべきである。現在まで，

世界のどこの国にも人格権法がないこと，民法典は裁判官の紛争解決の判

断根拠・基準であり，単純な「新規性」のために制定されるものではない

こと，等が挙げられる。第４に，民通における独自の節として定められる

人格権規定の仕方は，その時代にやむを得ず定められたものであり，理性

や法理によって定められたものではないと考えられる。第５に，人格権法

が独立して制定されない実質的理由は，人格権の本質にある。それには，

①人格権と人格との間に不可分の関連性がある点，②人格権は主体に属す

る権利であり，物権，債権等の人と人の関係にある権利と異なる点，③人

格権は出生による発生する権利であり，その変動は主体の意思と関係ない

点，という三つの点が挙げられる。

　要するに，人格権法の独立は，その他の民事権利との区別を混乱させ，

民法典のシステムを破壊することになることから，総則において規定され

るべきであるとするのである。その他，柳経緯教授も，民法草案に対し，

提案から成立までが短時間（約６か月間）であること，法学家ではなく政

（120）�　梁慧星「松散式，汇編式的民法典不适合中国国情」政法论坛 2003 年１期 9
頁以下，同「中华人民共和国民法典大纲（草案）总说明」梁慧星編『民商法论丛』
13 卷（法律出版社，1999）805 頁，同「民法典不应单独设立人格权編」法制日
报 2002 年８月４日。
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治による立法であること等の理由で反対している（121）。

イ　米健教授，尹田教授の見解

　また，人格権は，民事法の規定ではなく，憲法によるべき基本権である

とする考え方がある。この考え方を憲法説と呼ぶことにしたい。米健教授

（中国政法大学教授）は，以下の六つの理由から，人格権を独立的に規定

してはならないと主張する（122）。第１に，人格権は民法の基本権ではなく，

憲法上の基本権として定められるべきである。民法が人格権を規定すると，

上位法と下位法の矛盾をもたらす。第２に，人格権は高度の抽象的権利な

ので，それが列挙されると，限定されるおそれが生じる。第３に，人格権

は理念の規範であるから，完全に具体化することができない。第４に，人

格権の保護にとって人格権法の成否が決定的なものではない。もしろ，国

家の経済，法律，社会等の制度が重要である。第５に，民法典の体系をみ

ると，人格権関係条文は非常に少ないことから，独自の法律（民法典の一

節）として制定されることには，合理性がないと考えられる。第６に，「中

国の特色」が重要であるが，国情と合わせ，科学的かつ実現可能な立法が

必要である。

　憲法説のもう一人の論者である尹田教授（北京大学教授）は，人格権は

人格からの非財産権利であるから，民事権利ではなく憲法上の権利である

と主張する（123）。理由について，人格権法の立法について，人格権の保護の

強化のみを理由とすることは説得力がないこと，一般的人格権と具体的人

格権は従属関係ではなく，前者は後者に対する総称ではないこと，一般的

（121）�　柳经纬「民法草案审议十周年祭」中国政法大学学报 2013 年１期 43 頁以下，
同「当代中国司法进程中的民事立法」河南财经政法大学学报 2012 年４期１頁
以下，同「渐行渐远的民法典」比较法研究 2012 年１期 140 頁以下。

（122）　米健「人格权不宜独立成編」人民法院报 2004 年 10 月 15 日。
（123）�　尹田「论人格权独立成編的理论漏洞」法学杂志 2007 年５期７頁以下，同「论

人格权的本质——兼评我国民法草案关于人格权的规定」法学研究 2003 年４期
３頁以下。
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人格権に支配の機能がないこと，人格権の発生・変動が民法規則では実現

することができないこと等が挙げられる。もし独立法にすれば，人格権の

私権化が生じるが，物権や債権等と同じ地位ではない。従って，人格権法

ではなく，保護の視点から民法典の自然人の章において「自然人の人格保

護」という節を設け，その中に，一般的人格権と具体的人格権が規定され

るべきであるというのである。

ウ　馬俊駒教授の見解

　民法総則あるいは憲法の規定ではなく，一般条項で人格権を定めるべき

だとする一般条項説も主張される。その代表者である馬俊駒教授（西南財

経大学教授，元清華大学教授）は，人格権に抽象性（国の侵害を防止する

憲法権利）と具体性（民事主体の侵害を防止する民法権利）が存在するこ

と，人格権の本質は私権であり民法による保護が必要であること，一般的

人格権の代わりに「一般条項」が規定されつつあり，具体的人格権の規定

も必要であること，等を主張する（124）。具体的には，一般的人格権が憲法権

利であること，人格権が憲法による民事権利であること，一般的人格権は，

人格権と異なり，具体化できず，憲法における置かれるべきであり，私法

化することができないこと，一般条項が一般的人格権の機能を代替するこ

とができること，等が挙げられる。一般条項は，内容と外延に不確定性が

あり，極めて抽象性が高く，裁判官が具体的なケースに応じて価値判断を

行うことによって解釈されるものである。例えば，権利濫用禁止条項，善

良風俗条項等である。同時に，人格権的請求権は，概念上・論理上・立法

論上では，人格権から独立した概念であるとされる。

（124）�　马俊驹「民法上支配权与请求权的不同逻辑构成——兼论人格权请求权之独立
性」法学研究 2007 年３期 36 頁以下，同「论作为私法上权利的人格权」法学
2005 年 12 期 44 頁以下，马俊驹＝王恒「未来我国民法典不宜采用“一般人格权”
概念」河北法学 2012 年８期 16 頁以下，马俊驹＝曹治国「人权视野中的人格权」
政治与法律 2006 年５期 51 頁以下，马俊驹＝张翔「人格权的理论基础及其立法
体例」法学研究 2004 年６期 46 頁以下。
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　なお，馬教授は，人格権法の制定を主張するが，一般的人格権の代わり

に「一般条項」の規定を人格権法に置くべきだと指摘する（125）。

　次に，多数説である独立説について見る。

エ　王利明教授の見解

　人格権法を独立におこうとする見解を代表する王教授は，上記反対論に

反論し以下の考え方を主張している（126）。

　第１に，民通における人身権利は，独立の節（５章１節）として，物権，

債権とは別に設けられているが，これは，民事立法は人格権制度を独立さ

せるという意味である。また，法工委民法室による民法典草案（2002）に

おいて，第４編が人格権編（計７章 29 条）であった。精神損害賠償解釈

１条が人格尊厳権を一般的人格権として確立する。このような規定は人格

権法の制定の歴史的根拠になる。

　第２に，人格権の保護の強化のために権利を宣言する必要がある。民通

を高く評価する理由は，権利宣言であると言える。生活レベルが高くなる

とともに，人々の価値観は財産から人格へ，物質的人格権から精神的人格

権へ変化し，科学技術の発展による人格権侵害の結果の不可逆性等の事情

により，人格尊厳の保護を最高価値とする人格権法が必要である。

　第３に，人格権法と民法総則とが矛盾せず，人格権が主体の制度から独

立するべきであり，民事上の権利の一種として定められるべきである。人

格権が民事権利体系の「最も重要な成長点」になるからである。人格権と

（125）�　马俊驹「我国人格权基础理论与立法建构的再思考」晋阳学刊 2014 年２期 111
頁以下。

（126）�　王利明「民法上的利益位阶及其考量」法学家 2014 年１期 79 頁以下，同「我
国未来民法典中人格权編的完善」中国政法大学学报 2013 年１期 34 頁以下，同「人
格权法的发展与完善」法律科学 2012 年４期 169 頁以下，同「独立成編的人格
权法与侵权責任法的关系」社会科学战线 2012 年２期 192 頁以下，同「再论人
格权的独立成編」法商研究 2012 年１期 19 頁以下，同「人格权制度独立成編的
必要性」人民法院报 2003 年４月 11 日，同「人格权制度在中国民法典中的地位」
法学研究 2003 年２期 32 頁以下。
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人格を分離させない捉え方が，権利と権利主体の資格の法律上の区分，及

び人格利益の保護について侵権法を適用することができるかを解明できな

いと思われる。具体的には，①人格権を独立的な権利とするのは，民法典

の独自の節の位置づけを要する。②権利主体の制度が具体的な人格関係を

調整できず，それらの調整が人格権制度を通じて行われるべきである。③

侵権法の保護を受けるために，人格権が主体資格と離れるべきである。④

立法技術からみると，侵権法との連携を行うために，人格権と人格との分

離が必須である。⑤民法典の論理によれば，物権や債権が独立に定められ

る背景では，民事権利には財産権と人身権（人格権）が含まれることから，

人格権が独立に定められないのは不適当であろう。

　第４に，憲法との関係についてである。中国の憲法には「司法性（訴訟

提起の根拠になること）」がないから，憲法上の基本権としての人格権を

十分に保護するためには，民法の人格権制度の改善を通じて人格権規定を

具体化させる必要がある。

　第５に，人格権法の独立は「民法の人文的関懐の傾向」に適合する。現

代社会において「意思の自治が制限されることになっているのに対し」，「価

値の妥当性」が重要になっている。また，人格価値と尊厳が，財産権と比

べると，金額換算できないものであり，優先されるべきである。そのため，

民法典における位置づけについて人格権が最も基本的権利であることか

ら，物権，債権，知的財産権より先に規定されるべきである。

　第６に，侵権法との関係についてである。人格権法を侵権法から独立さ

せるべきだという理由は以下のとおりである。①侵権法は権利を保護する

ものであり，権利を確認するものではない。②侵権法が人格権を保護する

ことは，人格権法を含むことと同じではない。すべての絶対権を規定する

侵権法２条がすべての絶対権に関する法律（物権法，知的財産法等）を代

替することはできず，また，侵権法が具体的人格権及びその権能，変動の

規則，衝突及びその解決規則を規定することはできない。③侵害停止，妨

害排除，名誉回復，謝罪等の責任の方式が人格権の支配性と排他性によっ
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て決定されることから，人格権法において規定されるべきである。④人格

権制度における人格権を列挙することで，権利を宣言する機能をすること

もできる（127）。このほか，⑤現実の問題として，侵権法が人格権法を代替す

ると，判例法の体系にならざるを得ない。しかし，現在，裁判官の法的知

識や能力に制約があり，かつ裁判官が，現在の法システムでは一般の法的

拘束力のある判例を作ることができないことから，判例法のルートは採用

されてはならない。従って，救済法である侵権法が権利法である人格権法

を代替することができない。また，人格権法と侵権法との間には，人文的

関懐の価値理念の共通点，及び（未来の）民法典における規則制定の分担

協働等も挙げられる。

　第７に，人格権法の具体的な枠組みについてである。人格権法において

は総則と分則を規定すべきである。総則の内容は，以下のとおりとする。

①人格権法の基本原則，例えば，人格権法定原則，人格尊厳維持原則，人

格権優先保護原則。②人格権の商品化（人格権における財産価値の部分を

相続することができること）。立法の方法としては，人格権を総則に集中

して規定することが，体系の衝突を避ける効果がある。③人格権の行使の

ルール，例えば生命健康権を放棄してはならないこと，人格権濫用禁止。

④人格権の衝突及びその解決，例えば民事主体間の人格権の衝突，人格権

とその他の（財産権，プライバシー等）民事権利との衝突。⑤人格権の保

護としての人格権的請求権。具体的には，人格権が侵害されるあるいは侵

害されるおそれの場合，加害者あるいは裁判所に侵害停止，妨害排除，損

害予防，人格権の円満状態の回復等の請求権である。人格権法の総則にお

ける一般的人格権が規定されることで，人格権法の開放性も確定される。

一般的人格権の内容は人格尊厳，人格平等及び人身自由である。それは高

度の統括性と権利の集合性という特徴を持つ。特に，具体的人格権以外の

（127）�　王利明＝周友军＝高圣平『中国侵权責任法教程』（人民法院出版社，2010）
111 頁以下（王利明執筆）。
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人格的利益も含まれる。バスケット条項を設けることが新たな人格的利益

の権利への転化のための基盤を提供し，裁判官による類型化裁量を通じて，

人格的利益の権利化を行うことができる。

　第 8 に，人格権の類型化及び新たな人格権の生成についてである。民法

典草案において，生命健康権を最高法益と宣言すること，信用権及びプラ

イバシー権を拡大すること，権利の内容を列挙すること，等が挙げられる。

また，今後，①プライバシー権（私人生活安寧〈平穏〉，個人生活秘密，

家庭生活プライバシー，通信秘密，私人空間プライバシー），②個人情報権，

③インターネット環境における人格権，及び④（身体不自由者，未成年者，

女性等のような）社会的弱者の人格権という四つの人格権を重点に置く。

オ　姚輝教授の見解

　姚輝教授（中国人民大学教授，最高人民法院民事審判第一法廷副廷長）は，

権利救済の便益や権利関係の常態（憲法規範は司法に適用することができ

ないし，人格権等の法律関係は，平等の私人の間に発生すること）から，

人格権法の独立の意義を主張する（128）。その理由としては，憲法上の基本権

と民法人格権の意味と外延に相違があること，主観的権利としての基本権

と客観的秩序としての基本権を区別すべきであること，憲法の基本権利と

民事権利の相互転換，憲法上人格権が国家のみを対象とするのに対し，民

法上の人格権が平等主体の間に主張されること，等が挙げられる。人格権

が私法の性格を持つとされる。また，人格権的請求権の位置づけについて，

姚教授らは，民法典の体系上の意義，権利の本来の論理等を考慮し，侵権

法において人格権的請求権を規定するのが適切だと指摘する（129）。

　最近，姚教授は，制度上，一般的人格権を設定しなくても，人格権の「一

般規定」あるいは「その他の人格法益」の仕方を採用してもよいとしてい

（128）�　姚辉「关于人格权性质的再思考」暨南学报（哲学社会科学版）2012 年３期９
頁以下，姚辉＝周云涛「关于民事权利的宪法学思维――以一般人格权为对象的
观察」浙江社会科学 2007 年１期 91 頁以下。

（129）　姚辉＝周云涛「人格权：何以可能」法学杂志 2007 年５期 12 頁以下。
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る。同時に，姚教授は，侵権法との関係について，「多数意見と同じく，

侵権責任法は人格権法制度を代替することはできない」と考えている。人

格権的請求権の内容については，金銭賠償，慰謝料，原状回復，差止請求

等を挙げる（130）。

カ　楊立新教授の見解

　楊立新教授（中国人民大学教授）は，人格権保護制度の改善，私法請求

権の改善，侵権法の損害概念や帰責原則の明確化，及び人格権的請求権と

不法行為請求権の本質的な相違（請求権の由来，性質，機能，構成要件，

立証責任，主体の範囲，手続きの要求，適用の段階，内容等）等を考慮し，

人格権的請求権は不法行為請求権とは独立した請求権であると主張し（131），

以下のように論じる。まず，人格権は抽象的人格権と具体的人格権に分類

される。次に，人格権的請求権は，妨害停止請求権，妨害排除請求権及び

人身損害賠償請求権の三つに分けられる。妨害排除の要件について，人格

権の侵害のおそれ，妨害行為の違法性，因果関係等が挙げられる。人格権

の本質は意思決定自由にあり，抽象的人格権が意思自由の保護を内容とす

る。抽象的人格権は具体的人格権とともに人格権の体系を構成する。人格

権的請求権制度には，妨害排除と妨害停止の規定をおくこと，妨害排除と

妨害停止の強制執行，差止の不当請求に対する損害賠償等の規定をおくこ

とを提言する。

キ　その他の学説についてみると，張平華教授（煙台大学教授）は，人格

権の直接的な保護の実現，責任法の柔軟なオペレーティングの実現，過失

の判断，及び救済の方式の確定等のメリットから，侵権法は人格権法を代

（130）�　姚辉「国际视野下人格权法的新发展」华东政法大学学报 2011 年１期 103 頁
以下。

（131）�　杨立新＝刘召成「抽象人格权与人格权体系之构建」法学研究 2011 年１期 81
頁以下，杨立新＝曹艳春「论民事权利保护的请求权体系及其内部关系」河南省
政法管理干部学院学报 2005 年４期 56 頁以下，杨立新＝袁雪石「论人格权请求权」
法学研究 2003 年６期 57 頁以下。
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替することはできないとする（132）。一般的人格権については，薛軍教授（北

京大学教授）は否定する（133）。その理由として，中国法における一般的人格

権という概念がドイツ民法からの概念であり，ドイツ法の背景における一

般的人格権の意義と機能を検討しないまま中国法に適用するのは適当では

ないことを挙げる。一般的人格権と呼ばれるのは，保護される利益の総合

のみであり，通常の権利ではないとする。易軍教授（中国政法大学教授）も，

人格権は法律で定められるべきであると主張するが，一般的人格権は権利

と認められず，そして，一般的人格権としての規定を否定する（134）。

　なお，将来の人格権法の制定のとき，論理上では物権法と同等視しては

ならないという見解もある（135）。

ク　私見

　人格権救済の観点から，人格権法の制定には意義がある。すなわち，本

格的な人格権的構成を設けることは，侵権法の下において困難であるから，

人格権法が制定されるべきであると考える。理由として，以下の通りであ

る。

　第１に，人格権と人格的利益を明らかに区別し保護することが重要であ

る。すなわち，現在，生命・健康・身体などの明確な人格権は，人格的利

益よりも重視されることは重要である。生命健康身体侵害の場合について，

その他の人格的利益侵害の場合よりも，被害者の立証責任の「緩和」を目

指すことは適当である。人格権と人格的利益との区別が明らかでないこと

は，生命健康身体などの保護に影響を及ぼすことは適切ではないと考えら

れる。なお，人格的利益侵害の救済を侵権法に任せることは適当であろう。

　第２に，侵権法２条・21 条は人格的構成の根拠になるか。人格権は侵

（132）�　张平华「人格权的利益结构与人格权法定」中国法学 2013 年２期 43 頁以下。
（133）�　薛军「揭开“一般人格权”的面纱——兼论比较法研究中的“体系意识”」比

较法研究 2008 年５期 25 頁以下。
（134）�　易军「论人格权法定，一般人格权与侵权責任构成」法学 2011 年８期 80 頁以下。
（135）�　龙卫球「人格权的立法论思考：困惑与对策」法商研究 2012 年１期 11 頁。
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権法 2 条（生命権，健康権等）において定められるにもかかわらず，本稿

事例のように，裁判例では，（裁判官の人格権説に関する認識との関係で）

人格権に基づく差止がみられない状況にあるが，21 条の差止の法的根拠

になることができるのではないか，という問題である。まず，2 条は，「民

事権益を侵害する場合，当該法に基づき侵権責任を負わなければならない。

当該法のいわゆる民事権益とは，生命権，健康権，姓名権，名誉権，栄誉

権，肖像権，プライバシー権，婚姻自由権，監護権，所有権，用益物権，

担保物権，著作権，特許権，商標専用権，発見権，株主権，相続権，等の

人身・財産の権益を含む。」と規定する。これは，侵権法の保護対象の範

囲を意味するものであり，人身権益についても物権，知的財産権等ととも

に，侵権法の救済対象となるものを単に宣言する。次に，21 条によれば，「人

身・財産の安全に危険を及ぼす」場合には，差止めが認められるが，これ

は，生命健康身体についての差止の法的根拠となると思われる。

　もし，これらの規定によって差止めの人格権的構成を認めるならば，物

権的請求権構成も侵権法により認められるであろう。そうすると，侵権法

のみで，不法行為構成と権利構成（人格権的構成・物権的請求権構成）と

が法的に認容されるべきことになる。このような「包括的効果」は，侵権

法の趣旨との間に直接的な関係はないと思われる。

　侵権法は救済法として，予防と制裁の手段を通じて，民事権益を保護す

るものである。権利構成の機能を果すことは，侵権法の制定目的ではない

と考えられる。権利構成や権利の具体的内容は，権利法における定められ

るべきである。また，人格権的構成を満たすために，条文上，又は条文か

らの法理上，①人格権の主体・内容等の要素を規定し，②かつ人格権を侵

害する又は侵害するおそれがある場合，侵害行為の差止めを請求すること

ができると定める必要がある。しかし，侵権法２条・21 条は，このよう

な要件を満たさない。

　第３に，仮に２条・21 条により人格権構成が成立するとしても，差止

めはどうなるのかについてである。立法機関は，区別保護をしない趣旨か
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らすると，権利構成と不法行為構成とは同じ要件・効果になるしかない。

人格権的構成を採用することには，原則違法という被害者の立証責任の緩

和のメリット（以下「区別保護論」という）があるはずであるにもかかわ

らず，仮に人格権構成と不法行為構成のいずれかを選択しようとしても，

結局，同じ結果になる。これは，区別保護論と矛盾すると言わざるを得ず，

裁判の運用にとって実際の効用がみられない。

　以上のように，区別保護論を目指し，人格権的構成を利用するためには，

侵権法以外（人格権法）にその根拠を設定すべきであると考える。

　将来の人格権法における差止救済のために，以下の二点を規定すればよ

いと考える。第１に，条文規定の内容についてである。一つは，人格権の

要素である。人格権法においては，誰がどんな人格権・人格利益を有する

かに関する条文を置く必要がある。これは，人格権の法的根拠の生成の条

件の一つである。もう一つは，人格権と差止めとの関係である。21 条に

おける人身の安全に危険を及ぼすという規定ではなく，「人格権を侵害す

るあるいは侵害するおそれがある場合，差止めを請求することができる。」

という規定の仕方を提案しておきたい。第２に，人格権法では，差止めの

人格権的構成要件について，原告の違法性の立証責任の緩和が考えられる。

例えば，人格権侵害と因果関係との二点を原告に求めることにするのが適

切であろう。違法性は，人格権侵害の差止めの場合には，構成要件の役割

を果たさない。

（２）人格権に基づく差止の規定の仕方

　上述のように人格権法が制定されるべきだと考える。王利明教授の見解

のように，伝統的体系の継続，人の価値を表す「人文的関懐」理念，中国

法の民法典体系の改善，等の理由から，人格権法の制定は望ましい選択肢

といえよう。また，人格権の一般規定を人格権法に導入し，人格権的請求

権を侵権法に規定するという姚輝教授の指摘は，人格権法の制定にとって

重要な意義を持つと考えられる。
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　また，人格権が民事権益の中核的部分とされているが，中国法は日本法

と異なり人格権説が定着していない状況にある中で，人格権は差止めの根

拠として援用されておらず，なぜ裁判例において人格権説が差止の根拠に

ならないのか，あるいは日本法の人格権説の生成と比べてどんな異なる法

的背景があるのか，構成要件・効果について，人格権法による差止めは，

侵権法の差止めとどのように区別されるべきか，等の課題が検討されるべ

きであるが，もし独立の人格権法が設定されるとすれば，差止の法的根拠

に大きな影響を与えることになるのではないか，不法行為構成に対し，ど

のような影響を与えるのか，人格権的構成と不法行為構成とは，どのよう

に異なるのか，人格権法の人格権・人格利益規定と侵権法における人格権・

人格利益規定との関係をどのように考えるか，人格権的請求権を不法行為

請求権と分離するのが適当であるか否か，などの課題も残るであろう。

　なお，人格権法などの提唱とともに，法典化が法の体系化のすべてを意

味することなく，「法律の適用を中心とする法律実践活動に」留意すべき

であろう（136）。

２　不法行為構成要件における課題

　まず，権利利益の確定である。立法機関の解釈によれば権利と利益を区

別しないが，王利明教授の権利利益区分論は権利利益の確定にとって重要

である。何が利益に含まれるか，権利と利益との保護の相違をどこまで認

めるか，等についての司法解釈が検討されるべきである。例えば，人格権

と人格的利益との関係をどう判断すべきか等が挙げられる。次に，違法性

については受忍限度の位置づけを重視する必要がある。それが，権利利益

の判断も含めるが，権利利益侵害の判断基準ではなく，違法性の判断基準

として位置づけるべきだと考えられる。侵害された権益と加害行為等を考

慮することであるからその他の要件事実を代替することはできないと思わ

（136）　姚辉「民法典的实质理性」中国政法大学学报 2013 年１期 66 頁。
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れる。しかし，このような利益衡量において価値判断が行われることにな

るが，そのすべての要素が裁判官に白紙委任され得るか，受忍限度に関す

る適切な判断がどのように確保されるべきか。裁判能力等の様々な現状か

らみると，裁判官の受忍限度についての判断が侵権法の機能を十分に実現

することができない場合はどうすべきか，等の課題が残るであろう。最後

に，因果関係の認定及びその立証責任の緩和が現実にどのように行われる

べきか。一方，立証責任の転換の前提はいったい何かということは，被害

救済にとって重要なポイントと考えられる。これらに関する具体的な仕方

については，侵権法の司法解釈が期待されている。

　本稿で述べてきたことから，現状と理念の差について以下のように整理

できるであろう。①被害者救済のために現代社会における事後救済から事

前予防へという理念に対し，侵権法の帰責原則と責任の負担方式の関係が

曖昧であるという現状がある。②違法性＝利益衡量・価値判断という理念

に対し，違法性＝法律規定違反とりわけ行政基準違反との捉え方という現

状がある。③被害者救済のために被害者の因果関係の立証責任を緩和する

という理念に対し，因果関係の立証責任の転換ではなく，因果関係の推定

で済ませ，一定的な因果関係の立証を被害者に負担させているという現状

がある。④人格権の重点保護（例えば，バスケット条項により新たな利益

の生成を保障すること）という理念に対し，人格権の保護よりも経済との

協調が重視されている現状がある。

３　裁判例の判断の枠組みにおける課題

　裁判例の判断の枠組み・道筋という課題が残る。本稿事例のように，差

止めを肯定した裁判所の判旨は基本的に妥当であるが，その判断の枠組み

や理由づけは十分ではないと思われる。特に，判断の枠組みについては検

討すべきことがあると考えられる。例えば，これらにおける判断の枠組み・

道筋は，①加害行為→②どの帰責原則に属するか→③不法行為が成立する

か→④責任の方式，と言えよう。しかし，上述のように，責任の方式と帰
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責原則との関係を重視していないと批判される。そのような批判を解消す

るために，最初に来るのは「加害行為」ではなく，「原告の請求する責任

の方式」とする道筋が適切である。

六　むすびに代えて

　中国では，民法は，衝突する利益関係の協調ルールを作り，社会秩序を

維持するものであるとされている（137）。「人文的関懐」（「人」を重視すること）

が，中国の将来の民法典の利益判断の価値理論の一つとして有力に主張さ

れるように（138），「人」を重視する人格権法の立法が期待される。将来，人

格権法が制定される場合，公害・生活妨害の差止の法的根拠には，人格権

構成と不法行為構成（及び物権的請求権構成）が並立する――対立ではな

く――ことになるかもしれない。問題となるのは，どの場合に人格権説が

適用され，どの場合に不法行為説が適用されるか，かつ，その要件はどの

ように異なるのか，等である。また，公害・生活妨害問題に対応する不法

行為構成については，要件を十分に検討した上，適用する必要があると思

われる。そのために，社会的要請に応じる「民事権益」の慎重な拡大，違

法性の要素と基準の明確化，因果関係の立証及びその転換の確実な適用等

が緊急の課題であると考える。

（137）�　王轶「民法价值判断问题的实体性论证规则」中国社会科学 2004 年６期 104
頁以下。

（138）　王利明「民法的人文关怀」中国社会科学 2011 年４期 149 頁以下。




