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事実の概要

　Ｘら（原告）は、建設作業に従事した際、石綿
（アスベスト）含有建材から発生した石綿粉じん曝
露によって石綿関連疾患（石綿肺、肺がん、中皮
腫、びまん性胸膜肥厚等）に罹患したと主張する、
建設作業従事者であった者またはその相続人ら計
27 名である。Ｙ１（被告）は、国である。Ｙ２ら（被
告）は、石綿含有建材メーカー（以下「建材メーカー」
という）ら計 30 社である。
　本件でＸらは、Ｙ１に対して、Ｙ１が建設作業従
事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患を
防止するために①旧労働基準法または労働安全衛
生法（以下「安衛法」という）、②労働者災害補償
保険法、③建築基準法 2条 7 号ないし 9号およ
び 90 条などに基づく規制権限を行使しなかった
ことが違法であるとして、国家賠償法（以下「国
賠法」という）1条 1項に基づく損害賠償を求めた。
　また、Ｙ２に対して、主位的にはＸらが石綿粉
じんに曝露する相当程度の可能性を有する石綿含
有建材の製造・販売行為について、予備的にはＸ
らが石綿粉じんに曝露する高度の危険性を有する
石綿含有建材の製造・販売行為について、民法
719 条 1項に基づく共同不法行為責任としての損
害賠償を求めた。

判決の要旨

　一部認容、一部棄却（即日控訴）。
　１　被告国の責任
　ⓐ「国又は公共団体の公務員による規制権限の
不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、
その権限の性質等に照らし、具体的事情の下にお
いて、その不行使が許容される限度を逸脱して著
しく合理性を欠くと認められるときは、その不行
使により被害を受けた者との関係において、国賠
法 1条 1 項の適用上違法となるものと解するの
が相当である（最高裁平成 16 年 4 月 27 日第三
小法廷判決・民集 58 巻 4 号 1032 頁、最高裁平
成 16 年 10 月 15 日第二小法廷判決・民集 58 巻
7号 1802 頁参照）。」
　ⓑ「被告国が建設作業従事者の石綿関連疾患発
症の危険性を認識し得たと認められる時期（石綿
吹付作業については昭和 46 年、建設屋内作業に
ついては昭和 48 年、屋外作業については平成 13
年）以降において、被告国が講じてきた……石綿
粉じん曝露防止対策に関する規制……について検
討する。」
　「（ア）……被告国（労働大臣）は、昭和 47 年
10 月 1 日の安衛法施行時以降、同法 22 条、23
条、27 条 1項又は 57 条に基づき、規制権限を行
使して、事業者に対し、石綿吹付作業を行う際に
は石綿吹付作業従事者に送気マスクを着用させる
ことを義務づけるとともに、建材メーカー等及び
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事業者に対し、石綿含有吹付材への警告表示及び
石綿吹付作業を行う建設作業現場における警告表
示（掲示）の内容として、石綿により引き起こさ
れる石綿関連疾患の具体的な内容、症状等の記載、
石綿吹付作業に従事する際は送気マスクを着用す
る必要がある旨の記載をそれぞれ義務づけるべき
であった。……被告国が……上記各権限を行使し
なかったことは、著しく不合理であり、国賠法 1
条 1項の適用上違法というべきである。
　（イ）また、被告国は、昭和 49 年 1月 1日以降、
規制権限を行使して、事業者に対し、建設屋内で
の石綿切断等作業に従事する建設作業従事者に①
防じんマスクを着用させること及び②石綿切断等
作業に電動工具を使用する場合は集じん機付き電
動工具を使用することを罰則をもって義務づける
とともに、建材メーカー等及び事業者に対し、石
綿含有建材への警告表示及び建設作業現場におけ
る警告表示（掲示）の内容として、石綿により引
き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容、症状
等の記載、防じんマスクを着用する必要及び電動
工具を使用する場合は集じん機付き電動工具を使
用する必要がある旨の記載をそれぞれ義務づける
べきであった。……被告国が……上記各権限を行
使しなかったことは、著しく不合理であり、国賠
法 1条 1項の適用上違法というべきである。
　（ウ）さらに、被告国は、平成14年 1月 1日以降、
規制権限を行使して、事業者に対し、屋外での石
綿切断等作業に従事する建設作業従事者に石綿切
断等作業に電動工具を使用する場合は集じん機付
き電動工具を使用することを罰則をもって義務づ
けるとともに、建材メーカー等及び事業者に対し、
石綿含有建材への警告表示及び建設作業現場にお
ける警告表示（掲示）の内容として、石綿により
引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容、症
状等の記載、防じんマスクを着用する必要及び電
動工具を使用する場合は集じん機付き電動工具を
使用する必要がある旨の記載をそれぞれ義務づけ
るべきであった。……被告国が……上記権限を行
使しなかったことは、著しく不合理であり、国賠
法 1条 1項の適用上違法というべきである。」
　ⓒ「労基法 9条にいう『労働者』に当たらない
一人親方等……との関係において、被告国の……
規制権限不行使が、国賠法 1条 1 項の適用上違

法となることはない。」

　２　被告企業らの責任
　ⓓ「被告企業らは、自らが製造、販売した石綿
含有建材が建設作業現場に到達し、他の建材メー
カーが製造、販売した建材とともに使用されて、
建設作業従事者を石綿粉じんに曝露させているこ
と、そこでの石綿粉じん曝露濃度は、石綿関連疾
患を発症させる危険性を有する水準のものとなっ
ていたこと、石綿粉じん曝露防止対策として、石
綿吹付作業については送気マスクの着用、石綿切
断等作業については防じんマスクの着用と集じん
機付き電動工具の併用が必要かつ有効でありなが
ら、建設作業従事者は、石綿粉じん曝露の危険性
とその対策についての具体的認識の欠如を一因
として、十分な防護措置を講じていないことを、
……吹付工との関係では昭和 46 年中に、建設屋
内での石綿粉じん作業……については昭和 48 年
中に、屋外での石綿切断等作業……については平
成 13 年中には、予見し得たというべきである。」
　「そうすると、被告企業らには、自らの製造、
販売する石綿吹付材について、……各石綿含有建
材の販売終了まで、……警告表示を行うべきで
あったというべきである。……予見可能性を有す
る被告企業らには、製造、販売した建材ごとに、
昭和 47 年、昭和 49 年あるいは平成 14 年の各 1
月 1 日以降、販売終了までの間の警告表示義務
違反がある。」
　ⓔ「被告企業が製造、販売した石綿含有建材は、
市場を通じて必然的に建設現場に到達し、そこで
働く建設作業従事者に石綿粉じん曝露と石綿関連
疾患発症という危険を招来するものであるから、
被災者への到達可能性を有する石綿含有建材を製
造し、警告表示なく販売し、流通に置いた行為そ
のものが加害行為にあたるというべきである。」
　ⓕ「用途を同じくする建材において、概ね
10％以上のシェアを有する建材メーカーが販売
した建材であれば、建設作業従事者が、1年に 1
回程度は、当該建材を使用する建設作業現場にお
いて建設作業に従事した確率が高いということが
できる。」
　「一定以上のシェアを有する建材メーカーによ
り販売された建材であり、販売された時期、販売
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された地域、販売された相手（対象）、使用され
た建物の種類、使用された箇所、使用された工程
及び使用された方法が整合する石綿含有建材を、
直接曝露建材として特定する。……このような方
法で特定された建材は、各被災者に到達した蓋然
性が高く、当該建材の警告表示なき販売行為は加
害行為に当たるというべきである。」
　（記号ⓐ～ⓕは筆者による。）

判例の解説

　一　建材メーカーの賠償責任
　　　――民法719条 1項後段の類推適用による
　　　共同不法行為責任
　本判決は、建設現場において石綿関連疾患に罹
患した元建設作業従事者について、建材メーカー
の賠償責任を認めた初めての判決である。建設ア
スベスト訴訟判決としては、横浜地判平 24・5・
25（訟月 59 巻 5 号 1157 頁。以下「横浜地裁判決」
という）、東京地判平 24・12・5（判時 2183 号 194 頁。
以下「東京地裁判決」という）、福岡地判平 26・
11・7（公刊物未登載。以下「福岡地裁平成 26 年判
決」という）、大阪地判平 28・1・22（公刊物未登載。
以下「大阪地裁判決」という）に続く 5件目の判決
となる。
　「建設アスベスト訴訟」とは、石綿含有建材を
使用する建設現場で建設作業に従事し石綿関連疾
患に罹患した者たちが、国と建材メーカーに損害
賠償を求める集団訴訟をいう。アスベスト訴訟の
類型としては、一連の泉南アスベスト訴訟のよう
な、石綿工場で石綿の生産作業に従事し石綿関連
疾患に罹患した者たちの集団による国家賠償訴訟
とは区別される。建設アスベスト訴訟の背景とし
て、建設屋内の密閉空間で行われる石綿吹付作業
による高濃度曝露や、電動工具の大量普及に伴う
石綿発じん量の飛躍的増大によって常時大量かつ
高濃度の石綿粉じんに曝露されるといった、曝露
実態があった１）。
　建材メーカーの責任を検討するに際しては、ど
の建材メーカーの石綿含有建材がどの原告に到達
したのか、個別的因果関係の立証が困難を極める
ことは従来から指摘されてきた２）。建材メーカー
は多数存在し、建設作業従事者も多数の建設現場

で多様な建設作業に従事するからである。そこで、
建設アスベスト訴訟において建材メーカーの責任
は、共同不法行為責任の問題として論じられるこ
とになる。共同不法行為を論じる場合、民法 719
条 1 項前段の適用、1項後段の適用、1項後段の
類推適用という 3つの適用手法が考えられる。
　まず、民法 719 条 1 項前段の適用について判
例は、横浜地裁判決から大阪地裁判決まで一貫し
て「強い関連共同性」のある場合と解釈した上で
1項前段の共同不法行為責任の成立を否定してお
り、本判決もこれらの判例を踏襲する。建設アス
ベスト訴訟における 1項前段の共同不法行為の
主張は、成立が難しいとする見解が少なくない３）。
議論が活発なのはむしろ、1項後段の適用または
類推適用である４）。この点、判例は一貫して、択
一的競合の場合と解釈した上で 1項後段の適用
を否定しており、さらに横浜地裁判決は累積的競
合の場合について、東京地裁判決は累積的競合ま
たは寄与度不明の場合について、福岡地裁判決（主
位的主張部分）は累積的競合、重合的競合、また
は寄与度不明の場合について、1項後段の類推適
用もそれぞれ否定した。また、福岡地裁判決（予
備的主張部分）と大阪地裁判決は、加害行為者の
特定の基礎とされている国交省データベース上の
建材メーカーに関する情報自体の限界性を理由に
1項後段の適用または類推適用を否定し、東京地
裁判決よりも後退した判決と批判された５）。
　本判決はⓓ～ⓕのように判示し、建材メーカー
の賠償責任を、民法 719 条 1 項後段の類推適用
による共同不法行為責任として初めて認めた。市
場シェア 10％で線引きをするという、全く新た
な判断枠組みを示した判旨ⓕが特に注目される。
また、判旨ⓔは従来から指摘されていた市場媒介
型不法行為の特徴に配慮した内容である一方６）、
製造物責任との類似性を見いだせなくもない７）。
判旨ⓓで予見可能性をこれまでの判例よりも早期
に認めた点については、三で扱う。

　二　一人親方と賠償責任
　一人親方や零細事業主（以下「一人親方等」とい
う）は労働関係法令の保護対象でないとする判例
理論に対しては、批判が多い８）。判旨ⓒもこれま
での判例を踏襲する内容であり、一人親方等によ
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る国賠請求のハードルは依然として高い。
　他方、判旨ⓓで建材メーカーの警告表示義務違
反が認められ、石綿含有建材を使用する建設現場
にいた一人親方等も損害賠償の対象に含まれたこ
とは、従来の議論に風穴を開けるかたちとなった。
もっとも、一人親方等への賠償額には、建設作業
の時期や内容によって幅が見られるため、さらに
検討の余地はあるだろう。

　三　アスベスト訴訟と国家賠償
　本判決は、東京地裁判決以降の 3件に続いて、
国の責任を認めた 4件目の判決である。いずれも
国の責任を認めた、筑豊じん肺訴訟最高裁判決（最
三小判平 16・4・27 民集 58 巻 4号 1032 頁）と水俣
病関西訴訟最高裁判決（最二小判平 16・10・15 民
集 58 巻 7 号 1802 頁）という 2つの最高裁判例を
引用する判旨ⓐは、一連の建設アスベスト訴訟の
みならず、泉南アスベスト訴訟最高裁判決（最一
小判平 26・10・9民集 68 巻 8号 799 頁（第 2陣訴訟）、
最一小判平 26・10・9判時 2241 号 3頁（第 1陣訴訟））

とも共通する内容である。
　注目すべきは、判旨ⓑで判示された次の 2点
である。まず、福岡地裁判決と大阪地裁判決が昭
和 50 年としていた屋内作業についての予見可能
性の時期を、昭和48年に変更した点である。次に、
屋外作業について平成 13 年と、予見可能性の時
期に初めて言及した点である。アスベスト訴訟の
1つの方向として、国の規制権限不行使の違法を
より広く認める方向で推移してきたことは明らか
だが９）、生産工場アスベスト訴訟と建設アスベス
ト訴訟との間の微妙な温度差を指摘する声もあ
る 10）。局所排気装置の設置が一般的に困難であ
る建設現場において、規制権限不行使の違法が論
じられるのはあくまでも、マスク（防じんマスク、
排気マスクなど）着用の義務づけと警告表示につ
いてである 11）。したがって、局所排気装置設置
の義務づけについて規制権限不行使の違法を認め
た泉南アスベスト訴訟最高裁判決とは、扱う規制
の態様はもちろん、規制を支える技術的・医学的
知見も異にするのが建設アスベスト訴訟であり、
本判決もその例外ではない。
　建材メーカーの責任と国の責任を共に認めた本
判決だが、同時に「国の責任は事業者及び建材メー

カーの責任を補完する二次的なものにとどまる。」
として国の責任範囲を 3分の 1 に限定する責任
限定論を依然として維持しており 12）、過渡期に
ある建設アスベスト訴訟判決と位置づけることが
できるだろう。

●――注
１）西村隆雄「司法の責任を放棄する建設アスベスト横浜
地裁判決」法民 472 号（2012 年）20 頁。

２）淡路剛久「不法行為の新たな類型と規範の創造的適用
――建設アスベスト賠償訴訟と福島原発賠償訴訟より」
立教ロー8号（2015 年）3～4頁、吉村良一「建設アス
ベスト訴訟による国と建材メーカーの責任――横浜、東
京両判決の検討」立命 347 号（2013 年）18 頁。

３）淡路・前掲注２）2頁、前田陽一「建設アスベスト東
京訴訟第一審判決」判評 661 号（2014 年）30 頁。

４）松本克美「建設作業従事者のアスベスト疾患罹患によ
る被害について、国の規制権限不行使に基づく国賠責任
を認め、アスベスト建材メーカーらの共同不法行為責任
を否定した事例」新・判例解説Watch（法セ増刊）13
号（2013 年）91～92 頁ほか。

５）福岡地裁判決について、淡路・前掲注２）9頁。
６）吉村・前掲注２）19 頁、淡路・前掲注２）3～4 頁、
髙橋眞「アスベスト関連疾患に罹患した建築労働者に対
して、国の規制権限不行使の違法を理由とする国賠法 1
条 1項の賠償責任を認めたが、石綿含有建材の製造・販
売業者の 719 条責任は否定した事例」リマークス 48 号
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