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日本に住所等を有しない被告に対して提起された不法行為に基づく損害賠償を求める
訴えについて我が国の国際裁判管轄が肯定された一事例
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事実の概要

　Ｘ１（妻、甲事件原告、日本人）とＸ２（夫、乙事
件原告、日本人）とは、平成 7 年頃から交際を始め、
平成 8 年頃には前後して米国ニューヨーク州に渡
航した。その後、Ｘ１は、概ね同地で生活していた。
他方、Ｘ２は、同地で生活をした後、平成 18 年
頃からは、日本国内で写真美術作家として活動し
生活していた。なお、平成 22 年 2 月にＸらは日
本で婚姻した。また、Ｙ女（甲・乙事件被告、日
本人）は、平成 20 年頃に、医師である夫のＡと
ともに東京都からニューヨークに転居して同地で
生活をしていた。Ｘ２とＹは、平成 21 年 10 月頃
にニューヨークで出会い、Ｘらが婚姻した後も互
いに配偶者がいることを知りながら交際を続け、
平成 21 年 10 月頃から平成 22 年 9 月頃までの間
に、同地において不貞行為をした。Ｘ２とＹの不
貞行為の事実を知ったＸ１は、平成 22 年 9 月頃
に、この事実を電子メールでＡに知らせた。これ
に対抗して、Ｙは、Ｘ２の知人等（ニューヨーク所
在のＢ及びその妻Ｃ、並びに、東京都所在のＤ、Ｅ
及び神奈川県所在の公益法人Ｆの事務所）に向けて、
Ｘ２とＹが不貞行為をしていないのに、Ｘ１が二人
の不貞行為を疑い、Ａの職場に何度も乗り込んだ
こと及びＸ２が精神病であり、女性関係が派手で
あることを内容とする電子メールを送信し、同内
容の架電をした。
　平成 23 年 4 月に、ＹとＸ２の不貞行為及び名
誉を毀損する内容の電子メールを送信した行為を

理由として、Ｘ１はＹに対して不法行為に基づく
損害賠償を求める訴えを提起した（甲事件）。甲
事件係属後に、Ｙの同メールの送信が名誉毀損及
び信用毀損行為に当たるとして、Ｘ２もＹに対し
て不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起
した（乙事件）。

判決の要旨

　一部認容・一部棄却。
　国際裁判管轄に関する規定がなかった改正前民
訴法の下で……日本に住所等を有しない被告に対
し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟
につき、民訴法の不法行為地の裁判籍の規定（改
正前民訴法 5 条 9 号）に依拠して日本の裁判所の
国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、
被告が日本においてした行為により原告の法益に
ついて損害が生じたとの客観的事実関係が証明さ
れれば足りると解するのが相当である。……これ
を本件についてみると……ＹとＸ２の交際は平成
21 年 10 月に始まり、不貞行為は平成 22 年 5 月
から 9 月までの間にニューヨークで行われ……
Ｘら夫婦は、Ｘ２がニューヨークに住むＸ１の所に
赴く形で共同生活を営んでいたから、婚姻共同生
活の平和を害する結果はニューヨークで生じてい
る。したがって、不法行為地はニューヨークであ
るから、甲事件のうち不貞行為に係る損害賠償請
求につき、不法行為地の裁判籍の規定に依拠して
日本の裁判所の国際裁判管轄を肯定することはで
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きない（判旨 1）。
　……通則法 17 条前段……にいう加害行為の結
果が発生した地とは、加害行為により直接に侵害
された権利が侵害発生時に所在した地をいうと解
される。これを本件についてみると……ＹとＸ２

の……不貞行為……の当時、Ｘ１の生活の本拠は
ニューヨークにあり、不法行為により保護される
べき婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法
的保護に値する利益はニューヨークにあったもの
ということができる。したがって、結果発生地は
ニューヨークであり、不貞行為に基づく慰謝料請
求権の準拠法は、ニューヨーク州法である。……
意見書……によると、ニューヨーク州……におい
ては、不貞行為により第三者が婚姻関係を侵害
する不法行為（alienation of affection）を原因とす
る金銭的損害賠償請求権は廃止され、同州内で行
われた当該行為を原因として州内及び州外で訴え
を提起することが禁じられていると認められる。
……したがって、Ｘ１のＹに対する不貞行為を理
由とする慰謝料請求は、準拠法であるニューヨー
ク州法上認められないから……Ｘ２とＹの不貞行
為の有無について判断するまでもなく、Ｘ１の不
貞行為を理由とする慰謝料請求は理由がない（判
旨 2）。

判例の解説

　一　甲事件の訴えは、平成 23 年法律第 36 号
によって改正された民訴法（以下、この法律によ
る改正前の民訴法を「改正前民訴法」（本稿で扱う民
訴法 5 条各号及び同 7 条は、この改正の前後で文言
の変更はないが、しかし、本稿では、混乱を避ける
ため本件判旨が用いた表現に統一した）、改正後の民
訴法を「改正民訴法」という。）の施行前に提起さ
れた。そのため、国際裁判管轄に関する甲事件の
判旨は、それまでの判例法理である改正前民訴法
に規定されている裁判籍のいずれかが日本に所在
する場合で、日本で裁判を行うことが当事者間の
公平、裁判の適正・迅速の理念に反する特段の事
情がないときに限り日本の裁判所に国際裁判管轄
を認めるという規範を前提とする。そして、とり
わけ、改正前民訴法 5 条 9 号に定められている
不法行為地の裁判籍に依拠して日本の裁判所の国
際裁判管轄を肯定するためには、いわゆる客観的
事実証明説を採用する旨を判示したウルトラマン

事件最高裁判決（最二小判平 13・6・8 民集 55 巻 4
号 727 頁、以下、「平成 13 年最判」という。）を引
用して、これを規範とし、不貞慰謝料請求（に係
る訴え）については我が国の国際裁判管轄を否定
する旨が判示された（判旨 1）。他方、後に提起さ
れた乙事件の訴えの国際裁判管轄については、改
正民訴法 3 条の 2 以下が適用された。
　また、準拠法については、甲事件の請求の 1 つ
である不貞慰謝料請求は通則法 17 条に定められ
ている不法行為によって生じる債権の成立及び効
力の問題と法性決定されて、その取扱いが判示さ
れた（判旨 2）。

　二　判旨 1について
　判旨 1 においては、我が国の国際裁判管轄を否
定するために、原因行為地（不貞行為自体）と結
果発生地（婚姻共同生活の平和を害する結果の発生
地）の 2 つの地が何れも我が国内に所在しないこ
とが認定されている。改正前民訴法の解釈として、
不法行為に関する訴えの国際裁判管轄の管轄原因
となる「不法行為地」には、原因行為地と結果発
生地の何れもが含まれると考えられていた１）。こ
れに比して、平成 13 年最判の判旨で判示された
規範は、「被告が我が国においてした行為（下線
部筆者）により原告の法益について損害が生じた
との客観的事実関係が証明されれば足りる」とい
うものであった。したがって、平成 13 年最判自
体は原因行為地が我が国内である場合について判
示されたものと評価すべきものとも考えられる。
このような考え方に立って、平成 13 年最判の判
旨の規範を厳格にあてはめれば、原因行為地が我
が国内に所在しないことを認定すれば足り、本件
判旨のように結果発生地も我が国内に所在しない
ことの認定は不要とも考えられる。しかし、平成
13 年最判の判旨には、原因行為地のみならず結
果発生地が我が国に所在する場合もこれに派生す
る系として含まれているという解釈が一般的であ
る２）。
　ところで、平成 13 年最判で示された規範を適
用した下級審の裁判例で、我が国の国際裁判管轄
が肯定されたものには、①東京地中間判平 18・
4・4（ 判 時 1940 号 130 頁 ）、 ② 東 京 地 判 平 19・
11・28（ 裁 判 所 ウ ェ ブ サ イ ト、LEX/DB 文 献 番 号
28140016）、③知財高判平 22・9・15（判タ 1340
号 265 頁 ）３）、 ④ 大 阪 地 判 平 23・7・25（ 判 時
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2184 号 74 頁）などが挙げられる４）（以下、①～④
として引用する。）。このうち①では、結果発生地
が我が国であると認定されて、我が国の国際裁判
管轄が肯定された５）。さらに、②では、平成 13
年最判を引用しながら、実際には、結果発生地が
我が国内に所在する場合も含めた新たな規範を提
示した上で、結果発生地が我が国内に所在すると
認定されて我が国の国際裁判管轄が肯定されてい
る。また、③においても同様に、不法行為があっ
た地には、加害行為が行われた地と結果が発生し
た地の双方が含まれる旨が判示されている６）。加
えて、④も、平成 13 年最判をそのまま引用しな
がら、原因行為地と結果発生地の何れもが日本国
内に所在すると認定されている。したがって、こ
れまでの裁判例の傾向も、原因行為地と結果発生
地の少なくとも何れか一方が（選択的に）我が国
内に所在することが管轄原因事実となるという取
扱いをしているように見受けられる７）。そうして、
原因行為地と結果発生地の少なくとも何れか一方
が我が国に所在することが管轄肯定の条件である
ならば、本件のように、これを否定する場合には、
原因行為地も結果発生地の何れもが、日本国内に
は所在しないということが認定されなければなら
ない。したがって、原因行為地も結果発生地も日
本に所在しないと認定されて、不貞行為を理由と
する請求（に係る訴え）の国際裁判管轄が否定さ
れた本件判旨も、これまでの下級審の裁判例の傾
向に一致するものとして評価することができる。

　三　判旨 2について
　合衆国の各州の内、ニューヨーク州では比較的
早くから不貞慰謝料請求の訴えが認められていた
ようである８）。しかし、判旨 2 で指摘されるとお
り、現行の NY Civil Rights Law8 章 80 条 a には、
不貞行為、姦通行為、婦女誘惑、又は、婚約破棄
を原因とする不法行為に基づく金銭的損害賠償を
求める訴えの訴因及び訴えを提起する権利は廃止
する旨が定められている９）。判旨 2 では、これを、
ニューヨーク州では不貞行為を原因とする金銭的
損害賠償請求権が廃止され、同州内で行われた当
該行為を原因として州内及び州外で訴えを提起す
ることが禁じられている 10）と判示した。ところ
で、不貞慰謝料請求の訴えに関するこうした扱い
は、現在の米国においては数州の例外を除いて一
般的となっており 11）、米国の婚姻関係に関する

秩序としては常態と解される。
　とはいえ、我が国において不貞行為は、婚姻共
同生活の平和を保護法益とする不法行為として類
型化され、その損害賠償請求も認められている 12）。
こうしたことから、本件において通則法 42 条に
定められている我が国の公序に反するという判
断の可能性もあったように思われる 13）。しかし、
実際に、職権探知主義が採られている身分関係事
件を除く、本件のような財産関係事件で公表され
ている裁判例において、当事者が主張しないにも
拘わらず公序則違反（通則法 42 条及び法例 33 条

（平成元年法律第 27 号による改正前法例 30 条））が
検討されたものは見当たらない 14）。したがって、
少なくとも公序則の発動については、これまでの
裁判例は概ね当事者の主張をまってこれが論じら
れているように思われる。本件でも、不貞慰謝料
に関するニューヨーク州法の適用結果が我が国の
公序に反する旨の主張は当事者双方のいずれにお
いてもなされていない。したがって、公序則を検
討しなかった本件の判旨はこれまでの裁判例の傾
向に従ったものとして首肯できる。

　四　なお、本件判旨では、甲事件の名誉毀損の
賠償額の算定については、ニューヨーク州法が準
拠法となるとしながら、「通則法 22 条 2 項により、
被害者が請求できる損害賠償の額は、日本法によ
り認められる損害賠償の限度とされるから、結局
日本法で認められる限度での慰謝料の額を認定判
断することになる」と判示されて、賠償額の算定
には日本法のみが適用された。外国法を適用した
結果として算定された賠償額が、日本法のそれよ
り少額の場合には、通則法 22 条 2 項は制限とし
ての機能は果たさない 15）。この場合には、外国
法を適用して算定された日本法のそれより少額の
賠償額が認容されるべき額となるはずである。し
たがって、本件でも、ニューヨーク州法上の賠償
額が、日本法のそれよりも高額か否かが問われる
べきであったようにも思われ若干の疑問が残る。
この点に加えて、本判決では、判旨 1 及び同 2
の他に、改正前民訴法 5 条 1 号、同法 7 条及び
改正民訴法に依拠する我が国の国際裁判管轄の有
無の判断、並びに、通則法 18 条、20 条、21 条
及び 22 条の適用による不法行為に基づく損害賠
償請求についての準拠法に関する判断がなされて
いる。しかし、本稿では紙数の関係から、これら
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の判旨の検討は割愛した。

●――注
１）改正前民訴法の解釈として、例えば、斉藤秀夫ほか『注

解民事訴訟法 (5)〔第二版〕』（第一法規、1991 年）444 頁［山
本和彦］、本間靖親＝中野俊一郎＝酒井一『国際民事手
続法』（有斐閣、2005 年）59 頁など。なお、改正民訴
法 3 条の 3 第 8 号には、原因行為地と結果発生地の何れ
かが我が国内にあるときが、ともに国際裁判管轄の管轄
原因として挙げられて、立法的に解決されている。

２）例えば、道垣内正人「判批（平成 13 年最判評釈）」著
作権判例百選〔第 4 版〕（別冊ジュリ 198 号）225 頁では、
平成 13 年最判の判旨について、「より正確には、被告
の行為により原告の法益について損害が生じたとの客観
的事実関係と、その加害行為地または結果発生地が日本
であることを証明することが求められることになろう。」
という理解が示されている。また、平成 13 年最判の調
査官解説である、髙部眞紀子「判批（平成 13 年最判評釈）」
最判解民平成 13 年度 495 頁でも、その判旨の意味として、
原因行為地と結果発生地の何れかが我が国内に所在する
ことを立証すれば足りるという趣旨であると説明されて
いる。

３）③判旨には平成 13 年最判の引用はない。しかし、原審（大
阪地判平 21・11・26 判時 2081 号 131 頁）においては
これが引用されており、また、③判旨にも、「客観的事
実関係」という言葉が見えているところから、ここに位
置づけた。

４）平成 13 年最判の判旨で示された要証事実、学説の状況、
及び、それ以降の下級審の裁判例の分析については、拙
稿「判批」ジュリ 1463 号 124 頁参照。

５）例えば、渡辺惺之「判批（①評釈）」ジュリ 1332 号（平
成 18 年度重判）300 頁、片岡雅世「判批（①評釈）」ジュ
リ 1346 号 104 頁など参照。

６）加害行為地と結果発生地の何れが我が国内に所在する
と認定されるかは、③判旨からは判然としない。横溝大

「判批（③評釈）」ジュリ 1417 号 175 頁。
７）平成 13 年最判の拡大された規範を、原因行為地と結

果発生地の「少なくとも一方が」我が国に所在するとい
う規範と理解するならば、④判旨のように、何れもが我
が国内に所在するという認定もこの規範の適用類型とし
て認められると思われる。

８） 例 え ば、D.K.Weisberg, S.F. Appleton,“Modern Family 
Law”(2006) p.312. で は､ “After its initial recognition by 
New York in 1866, the tort of alienation of affections was 
adopted by virtually every state.” とされている｡

９）正確には、“Causes of action for alienation of affections, 
criminal conversation, seduction and breach of contract to 
marry abolished.” と定められており、“Causes of action（訴
因）” を請求権と同義と扱うことの可否についてはなお
検討を要する。

10）訴える根拠（訴因）と訴える権利（訴権）が廃止され

たという、いわば手続法上の規定から、請求権自体が認
められていないという実体法上の結論にいたる推論に
は、なお、検討の余地がある。しかし、彼我のアクチオ
としての訴権概念の残存する度合い、すなわち、手続法
と実体法の分離の度合いを考慮すれば、その結論は正当
と思われるため、ここでは詳論しない。

11）例えば、H.H.Bruton,“The Questionable Constitutionality of 
Curtailing Cuckolding: Alienation - of - Aff�ection and Criminal 
- Conversation Torts”, Duke Law Journal, Jan2016, Vol.65, 
p.760 では、不貞慰謝料請求の訴えが残存していると評
価される州はミシシッピ、ハワイ、ノースキャロライナ、
サウスダコタ及びユタの 5 州であるとされている。

12）最高裁の先例とされているのは、最二小判昭 54・3・
30 民集 33 巻 2 号 303 頁。なお、破綻している夫婦につ
いては請求を認めないとした最近の裁判例として、最三
小判平 8・3・26 民集 50 巻 4 号 993 頁もある。

13）もとより、公序則は外国法の適用結果の異常性を契機
として発動するものであり、彼我の制度の相違（ここで
は不貞慰謝料制度の存否）のみで発動するわけではない。
ここで指摘したのは、あくまでも公序則発動の可能性で
あって、発動を肯定するものではない。

14）公表された裁判例としては、a. 東京地判平 4・6・26
家月 45 巻 8 号 90 頁、b. 東京地判平 5・1・29 判時 1444
号 41 頁、c. 東京地判平 5・3・25 判時 1472 号 88 頁（リ
ング・リングサーカス一審判決）、d. 東京地判平 11・4・
22 判時 1691 号 131 頁（カードリーダ一審判決）、e. 最
一小判平 14・9・26 民集 56 巻 7 号 1551 頁（d. 上告審
判決）、f. 福岡地判平 20・3・14 判時 2014 号 120 頁、g. 福
岡高判平 21・2・10 判時 2043 号 89 頁（f. の控訴審判決）
などがある。このうち、c. と d. には、当事者による明確
な公序則違反の主張はない。しかし、c. では、「我国の
憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害」するという旨
の主張、また、d. も、「公益的見地からの制約が存在する」
という旨の主張が当事者によりなされている。さらに、
e. では、上告理由にはその記述がない。しかし、その当
否の判断において、一審の当事者の主張も審理の対象と
なると解される。

15）外国法により算定した損害額が異常に少額の場合には、
通則法 42 条に定められている公序の問題となる。澤木
敬朗＝道垣内正人『国際私法入門〔第 7 版〕』（有斐閣、
2012 年）241 頁。

獨協大学教授　山田恒久


