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事実の概要

　Ｘ（国：原告・控訴人）が干拓事業（以下「本件
事業」）のために諫早湾に設置した潮受堤防（以下
「本件潮受堤防」）には、その南部と北部にそれぞ
れ排水門（以下「本件各排水門」）がある１）。諫早湾・
有明海の漁業者であるＹら（被告・被控訴人）は
共同漁業権から派生する漁業行使権に基づく妨害
排除請求権（以下「本件開門請求権」）を根拠とし
て本件各排水門の常時開放等を求める訴訟（以下
「前訴」）を提起した。第一審２）・控訴審３）ともに、
当該判決確定の日から 3年を経過する日までに、
防災上やむを得ない場合を除き、以後 5年間に
わたって本件各排水門の開放を継続する限度で請
求を認容した。Ｘは上告せず、判決は確定した（以
下「本件各確定判決」）。
　Ｘは本件各確定判決について請求異議の訴えを
提起した。控訴審において福岡高等裁判所は、前
訴口頭弁論終結時における共同漁業権（以下「本
件各漁業権 1」）は存続期間の末日（平成 25 年 8 月
31 日）の経過により消滅したため本件各漁業権 1
から派生する本件開門請求権も消滅し、したがっ
て、本件各確定判決に係る請求権の前訴の口頭弁
論終結後の消滅が異議事由となるとして、Ｘの請
求を認めた４）。これに対して上告審５）は、本件各
確定判決に係る請求権は、本件各漁業権 1から
派生する各漁業行使権に基づく開門請求権のみな
らず、本件各漁業権 1の免許を受けていた各漁
業協同組合が平成 25 年 9 月 1 日に同じ内容で免
許を受けた共同漁業権（本件各漁業権 2）から派

生する各漁業行使権に基づく開門請求権をも包含
するものと解されるから、前者の開門請求権が消
滅したことのみでは本件各確定判決についての異
議の事由とはならないとして、原判決を破棄して
福岡高等裁判所に差し戻した。

判決の要旨

　１　権利濫用から違法性判断への置き換え
　「……、本件では、Ｙらによる本件各確定判決
に基づく強制執行が、権利濫用又は信義則違反と
して許されないか（……）が問題となっていると
ころ、一般に、確定判決等の債務名義に基づく強
制執行が権利の濫用と認められるか否かは、①当
該債務名義の性質、②同債務名義により執行し得
るものとして確定された権利の性質・内容、③同
債務名義成立の経緯及び債務名義成立後強制執行
に至るまでの事情、④強制執行が当事者に及ぼす
影響等諸般の事情を総合して判断すべきである」
（最一小判昭 62・7・16 裁判集民 151 号 423 頁）。
　「本件各確定判決は、……、暫定的・仮定的な
利益衡量を前提とした上で、飽くまで期間を短く
限った判断をしていると解されるのであるから、
本争点を判断するに当たっては、……、前訴の口
頭弁論終結後の事情の変動を踏まえて、改めて現
時点で利益衡量を行い、その結果等も踏まえ、上
記のような判断に基づく債務名義たる本件各確定
判決により、現時点において強制執行を行うこと
の適否についての検討を行うべきこととなる。こ
のようにして、本件各確定判決により現時点にお
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いて強制執行を行うに適しない場合には、本件に
おいては、その結果として、一般に規範的な要件
としていわれるところの、Ｙらの強制執行が権利
濫用に当たると評価される道理である。」
　「また、上記のとおり、本件における違法性判
断が諸般の事情を考慮した総合的な判断であるこ
とを踏まえると、上記事情の変動を検討する際に
は、たとえ事実としては、前訴の口頭弁論終結時
よりも前に存在した事実であっても、その後の科
学的知見等を踏まえ、新たな評価が行われた事実
関係等については、これを考慮した上で現時点で
改めて検討・判断するのが相当である。」

　２　前訴基準時以前の事実も含めた違法性判断
　「漁業行使権に基づく妨害排除請求権の行使が
認められるためには、漁業行使権の侵害状態が客
観的に違法と評価されるものでなければならな
い。そして、……、国の行う公共事業について物
権的請求権の行使を認容すべき違法性があるかど
うかを判断するに当たっては、侵害行為の態様と
侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為
の持つ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度
等を比較検討するほか、侵害行為の開始とその後
の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の
防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の
事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれ
を決すべきものである（最高裁昭和 56 年 12 月
16 日大法廷判決・民集 35 巻 10 号 1369 頁、最
高裁平成 7年 7 月 7 日第二小法廷判決・民集 49
巻 7号 2599 頁参照）。」
　「……、Ｘが行う公共事業である本件事業につ
いて、現時点において、物権的請求権の行使を認
容すべき違法性があるかどうかを検討すると、次
のようにいうことができる。」
　「……、Ｙらが有する生活の基盤にかかわる権
利である漁業行使権への影響は、依然として深刻
ではあるものの、本件 5つの共同漁業権の対象
となる主な魚種全体の漁獲量及び組合員として実
際に漁業に当たっている者の一人当たりの漁獲量
は、本件各確定判決の口頭弁論終結後、増加傾向
にあり、その限度では、本件各確定判決の口頭弁
論終結当時より、上記侵害の程度は軽減し、今後
もこのような傾向が見込まれる」。
　「また、……、本件潮受堤防閉切り後、諫早湾
及びその近傍部における魚類の漁獲量が有意に減

少しており、その原因の一つに、本件潮受堤防の
閉切りがあるとしても、少なくとも、上記漁獲量
の有意な減少の全て又はその大半の原因が、本件
潮受堤防の閉切りによるものであるといい得るか
については、現時点においては、なお疑義がある」。
　「他方、本件潮受堤防には、……、高潮時の防
災機能が認められることのほか、近時における短
時間強雨の増加や海面水位の上昇、さらには……
河川改修工事の状況等を踏まえると、それらが複
合的に競合した場合には、甚大な水害が発生する
可能性が否定できず、加えて、Ｘによる本件各排
水門の適時・適切な閉門操作も、近時の気象状況
等を前提にする限り、本件各確定判決が想定して
いたよりもより困難な状況にあるといえる。また、
水害被害を軽減するための対策工事も実現の目途
が立たず、対策工事を実施せずに本件各排水門を
常時開放した場合、上記被害がより一層深刻なも
のとなる可能性がある。これらによれば、現時点
においては、本件潮受堤防を閉め切ることによっ
て、本件調整池の水位を現状のように低く保って
おく必要性がより高まっているといえることはも
ちろん、本件各確定判決の口頭弁論終結時と比べ
ると、本件各排水門を常時開放した場合に生じる
防災上の支障は相当に増大しているといえる。こ
れらの点は、本件事業及び本件潮受堤防設置の本
来的目的に関わる部分であって、特に重視する必
要がある」。
　「そして、……、本件各確定判決の口頭弁論終
結時と比較して、本件各排水門を常時開放した場
合に生じる営農上の支障は大きいといえ、また、
……、本件各排水門を常時開放する場合には、そ
れに伴い生じる新たな漁業被害の可能性も考慮す
る必要がある。」
　「さらに、……、現在形成された生態系や自然
環境等は、本件各排水門の常時開放により、再び
変容を余儀なくされる状況にあるといえる。また、
……、本件各確定判決の判決確定後に生じた事情
（受領した間接強制金の額が総額 12 億 3030 万円に及
ぶこと等…筆者注）も存在する。」
　「加えて、……、一般的に特定の作為等請求が
認められるには、妨害が違法であると評価される
状態が将来にわたって継続することが具体的に予
測されるのみでは足りず、対立する諸利益を考慮
しても、被侵害利益に対する救済を損害賠償にと
どめるのでは足りず、上記作為等請求まで認める
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必要があると判断されることが必要である。」
　「以上のとおり、本件各確定判決の口頭弁論終
結時と比較して、Ｙらが有する漁業行使権に対す
る影響の程度は軽減する方向となる一方、本件潮
受堤防の閉切りの公共性等は増大する方向となっ
たといえる。そして、これらを総合的に考察すれ
ば、……、本件の口頭弁論終結時において、……
本件各確定判決が様々の将来予測の下に行った客
観的違法性の有無についての衡量判断を逆転させ
るまでの事情の変動があったといえるかは措くと
しても、Ｙらの救済として……、本件各排水門の
常時開放請求を、防災上やむを得ない場合を除き
常時開放する限度であってもこれを認めるに足り
る違法性があるとはいえない」。

　３　結論
　「……、以上のとおり、現時点においては、本
件各確定判決で認容された本件各排水門の常時開
放請求を、防災上やむを得ない場合を除き常時開
放する限度で認めるに足りる程度の違法性を認め
ることはできない。そして、そうである以上、現
時点において、上記のような性質等を有する本件
各確定判決に基づき、Ｙらが強制執行を行うこと
は、許されない」。
　「以上によれば、口頭弁論終結時点（……）に
おいては、Ｙらによる本件各確定判決に基づく強
制執行は、権利濫用に当たり、又は、信義則に照
らし、許されない」。

判例の解説

　一　権利濫用から違法性判断への置き換え
　本判決は、請求異議の訴え（民執法 35 条）にお
いて、特定の債務名義に基づく強制執行が権利濫
用または信義則違反となることを異議事由としう
るとする判例６）を根拠として、前訴基準時以前
に存在した事実も含めて改めて利益衡量を行った
結果、違法性がないものとして本件各確定判決に
基づく強制執行を許さないとした。
　まず、本判決について問題となるのが、昭和
62 年最判の示す判断枠組に依拠して権利濫用・
信義則違反を判断するとしながら、本件各確定判
決が暫定的・仮定的な利益衡量を行っていること
を根拠として前訴基準時以前の事実も含めて改め
て大阪国際空港大法廷判決７）および国道 43 号線

事件最高裁判決８）の示した違法性判断の枠組に
基づいて利益衡量を行っている点である。確かに、
これらの判例は、複数の要素を総合的に衡量して
判断するという点では共通している。しかし、総
合衡量型の判断枠組であれば任意に規範を置き換
えて判断できるわけではない。総合衡量を行うに
あたり、それがどのような規範に根拠づけられて
いるのかが重要な意義を持つことは論を俟たない
ところであろう。昭和 62 年最判は、その事案と
の関係に照らしてみても、あくまでも債務名義に
基づく強制執行が権利濫用・信義則違反とされる
場合についての判断枠組を示すものであり、違法
性判断を改めて行うことを是認する論理を内包し
ていない。そのため、本判決が述べるような道理
を昭和 62 年最判から導出することはできない。
　また、本判決が前訴基準時以前に存在した事実
も含めた利益衡量を行っている点も、昭和 62 年
最判により根拠づけることはできない。そもそも
請求異議の訴えは、債務名義に表示された請求権
と現在の実体的法律状態との不一致を理由に当該
債務名義の持つ執行力の排除を目的とするもので
あり、債務名義が確定判決である場合には請求権
の成立は既判力によって確定されているのである
から、既判力の基準時以前に遡って争い、基準時
以前の事実を理由に判断することは許されないは
ずである９）。そのため、あくまで請求異議審の基
準時において本件各確定判決の違法性判断（利益
衡量）を逆転させるまでの事情の変動があったと
いえなければ異議事由とはならないとするのが法
の体系的理解に沿った結論となろう。
　なお、本判決は、本件各確定判決が暫定的・仮
定的な利益衡量を前提としたうえで期間を短く
限った判断をしていることを違法性判断を改めて
行う根拠としている。しかし、本件各確定判決は、
本件各排水門を開放してから

4 4 4 4 4 4

改めての利益衡量を
行うまで 5年間との期限を付したものである。そ
のため、本件各確定判決が開門期間を 5年に限っ
たことを根拠として本件について実体法的に違法
性判断を改めて行うためには、単に 5年間とい
う期間が経過するだけでは足りず、本件各排水門
が開放されてから 5年間の経過が必要となろう。

　二　「正当な権利行使の名に値しないほど
　　　不当なもの」
　仮に、昭和 62 年最判に基づいて改めて違法性
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判断を行いうるとしても、あくまでも昭和 62 年
最判の示す判断枠組に沿って判断がなされなけれ
ばならない。本判決は、昭和 62 年最判の説示の
うち「債権者の強制執行が、著しく信義誠実の原
則に反し、正当な権利行使の名に値しないほど不
当なものと認められる場合であること」を引用し
ておらず 10）、実際にこの要件該当性についての
判断も示していない。昭和 62 年最判に基づく判
断であるというためには、単に現時点で違法性が
あることを認めるのみでは足りず、Ｙらによる本
件各確定判決に基づく強制執行が著しく信義誠実
の原則に反し正当な権利行使の名に値しないほど
不当なものであることを認める必要があろう。

　三　違法性判断の適切性
　仮に、前述二で検討した要件の充足を不要とす
るとしても、本判決が国道 43 号線事件最高裁判
決の示す判断枠組における考慮要素となっていな
い因果関係を評価根拠事実に含んでいる点が問題
となる。本件事業と漁業被害との間の因果関係は、
本件潮受堤防の閉切りの違法性とは異なる要件で
ある。総合衡量に基づく利益衡量であるからと
いって何を考慮に含めても良いわけではない。判
断枠組に含まれていない要素を利益衡量の対象と
して含めることはできない。
　この他の違法性判断の問題点については、紙幅
の都合から、間接強制金の受領を評価根拠事実と
して利益衡量の対象に含めている点についてのみ
検討を行う。本判決は、間接強制金の受領がいか
なる意味において利益衡量の対象となる要素に含
まれるのかを明らかとしていない。Ｙらの漁業行
使権への影響が依然として深刻であることが認定
されているなか、その深刻な漁業被害との関係で
間接強制金がいかなる意義を持つのかを明らかと
しないままに利益衡量は行えないというべきであ
る 11）。なお、仮に、本判決が確定した後、別訴
で間接強制金の不当利得返還請求が認められた場
合、これを異議事由として本判決に請求異議の訴
えが提起され、その請求を認める判決が示されれ
ば、本件各確定判決の執行力が復活するとも解さ
れうる。このような蒸し返しは制度的に想定され
ていないとも考えられるところ、そのような事態
を引き起こす可能性のあることにも留意する必要
がある。

四　おわりに
　裁判機関が判決をもって観念的に形成した給付
請求権の具体的実現が権利濫用となる場合がある
ということは極めて異常な事態である 12）。その
ような異常な事態を正当化するのは、あくまでも
法の原理原則によらなければならない。しかし、
ここまで検討してきたように、本判決は、法の体
系的理解という視点からも、先例との整合的理解
という視点からも、説得的な論拠を提示していな
い 13）。いずれの結論をとるにせよ、一般的な規
範として適用される可能性があることも視野に入
れ、事案の特殊性に甘えることなく法の体系的理
解・先例との整合的理解に基づいた解釈を示すこ
とこそ、法律審としての役割を果たす最高裁判所
に求められる使命であろう。

●――注
１）諫早湾干拓紛争をめぐる事実・裁判の状況については
樫澤秀木「諫早湾干拓紛争は、なぜ今まで続いているの
か」法セ 766 号（2018 年）14 頁、岡庭幹司「民事裁判
による紛争解決とその限界」法セ 766 号（2018 年）39
頁を参照。

２）佐賀地判平 20・6・27 判時 2014 号 3頁。
３）福岡高判平 22・12・6判時 2102 号 55 頁。
４）福岡高判平 30・7・30 訟月 66 巻 7号 772 頁。
５）最判令元・9・13 集民 262 号 89 頁（以下「令和元年
最判」）。筆者による評釈として宮澤俊昭「判批」新・判
例解説watch（法セ増刊）26 号（2020 年）309 頁。

６）最判昭 37・5・24 民集 16 巻 5号 1157 頁、最判昭 62・7・
16 集民 151 号 423 頁（以下「昭和 62 年最判」）。

７）最大判昭 56・12・16 民集 35 巻 10 号 1369 頁。
８）最判平 7・7・7民集 49 巻 7号 2599 頁。
９）最判昭 40・12・21 民集 19 巻 9 号 2270 頁参照。既判
力概念については、伊藤眞『民事訴訟法〔第 7版〕』（有
斐閣、2020 年）545 頁以下等を参照。

10）この説示を引用しないのは令和元年最判の菅野補足意
見と同じである。

11）間接強制金の法的性質についての議論状況と私見につ
いては、宮澤俊昭「間接強制金の法的性質についての一
考察――諫早湾干拓紛争におけるいくつかの問題をきっ
かけとして」横法 28 巻 3号（2020 年）87 頁参照。

12）右田堯雄「判解」『最高裁判所判例解説民事篇（昭和
37 年度）』（法曹会、1963 年）336～337 頁。

13）なお、本稿で検討した本判決の問題は、令和元年最判
の菅野補足意見、草野意見の孕んでいた問題が顕在化し
たものともいうことができる。

＊本研究は JSPS 科研費 19H00571、21K01246 の助成を受
けたものである。


