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〈論 文〉

日本における製造物責任
円谷 峻*

1)

1　はじめに

日本では、1994年に製造物責任法が制定された(施行は1995年)(製造物責任

法およびその英 については、別紙を參照されたい。)。同法は、当時のＥ

Ｃ指令を參考にして制定された法律である。ここでは、製造物責任法が制定

されるまでの製造物責任論、製造物責任法制定時における議論、製造物責任

法の 要、同法制定以後の 況、今後の課題に分けて、日本の製造物責任を

論じることにする。なお、住宅の品質確保に する法律(住宅品質確保法)が

、1999年に制定された(施行は2000年)。同法は、請負契約の締結の際に提出

した住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建築を保証したものと

みなされる。住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護および住宅

に係る紛 の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、不動産に する製

造物責任法とも呼ばれている。しかし、ここでは、動産を中心にした製造物

責任論を 討する。

また、製造物責任に する 討が開始された初期には、アメリカ合衆 の

保証(warranty)理論に影響を受けて、日本においても契約法からのアプロ〡

チにより製造物責任を分析しようとの試みも進められていた。その 点から

の 究は、契約法の 究それ自体に大きな影響を及ぼしたが、製造物責任そ

のものの更なる深化を押し進めはしなかった。何故ならば、アメリカ合衆

では、カリフォルニア州最高裁判所が下したグリ〡ンマン ユバ․パワ〡․

プロダクツ事件判決 (Greenman v. Yuba Power Prodcts, Inc.) が、1963

年、不法行 法上の 格責任という法理を明らかにし、また、1965年には第

二次不法行 法402Ａ が、製造者の 格な責任を採用し、他方、英米法の
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ネグリジェンス訴訟において求められていた当事者性(privity)という制約を

知らないドイツ法では、製造物責任を不法行 責任と解し、 責事由に す

る立証責任を危 領域 により 換するという法構成が考えられた。そのた

め、日本における製造物責任論も、その中心は不法行 法、それも、無過失

責任へと議論の中心が集約されていった。ここでは、契約法アプロ〡チの製

造物責任論については、言及しない。

2　製造物責任法が制定されるまでの製造物責任論

(1)製造物責任に する認識

(ａ)1967年、日本の新聞により、日本からアメリカ合衆 に輸出された自

動車が欠 車であるとして大きな問題になっていると報道された。この新聞

報道を契機として、日本における製造物責任が本格的に論じられるようにな

った。それまでは、アメリカ合衆 には製造物責任という面白い責任類型が

あるという 点から、同責任が紹介されていた 況にとどまり、この責任が

我々にとっても身近なものであるという認識は、必ずしも一般的ではなかっ

た。

1960年代の日本においては、公害問題が社 的に大きな問題として、論じ

られており(熊本水俣病事件、四日市公害事件、新潟水俣病事件、イタイイ

タイ病事件等)、製造物責任と公害による責任問題の 分さえも十分明確で

はなかった。当時、日本では、食品公害という言葉がしばしば用いられてい

たことなどは、この混亂を示している。

(ｂ)言うまでもなく、公害とは、ある地域の環境汚染により地域住民に健

康や生命に する被害あるいは物に する被害が 生することを言い、製造

物責任とは製品が市場に出されて複 な流通過程を通じて、最終的に消費者

のもとで被害が 生するという特性を有しており、この点の相違を無視して

はならない。しかし、公害問題の解決に裁判所により用いられた法解 は、日

本の製造物責任論に大きな寄与をした。これについては、後述する。

(2)初期の裁判例
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(ａ)しかし、日本における公害と製造物責任に するこのような認識は、製

造物責任に 連する事件が大量被害型の食品事故、医 品事故であったため

にやむを得ない事情でもあった。以下、この時代に生じた製造物責任 連事

故を紹介しよう。

(ⅰ)森永砒素ミルク事件

乳 用のドライミルクに誤って砒素が混入し、これを 用した乳 が砒素

中毒になった事件である(1955年 生)。被害者は、約12,000名、そのうち死

者は、約130名であった、1955年8月に販 停止、製品の回 という措置が講

じられ、見舞金が支 われた。しかし、事件 生から14年を経過しても、被

害者はなお深刻な後遺症に んでいることが告 され(1969年)、1973年、被

害者が製造者に損害賠償を訴求した。同年、裁判外での和解が成立し、1974

年、被害者救 のための財団法人｢ひかり協 ｣が設立された。

(ⅱ)サリドマイド事件

妊婦が催眠 サリドマイドを服用したため、手足に以上のある先天奇形の

子供が産まれたという事件である。被害者は、約1,300名であり、1959年から

1963年にかけて、被害は 生した。1963年以降、製 社に する損害賠償

請求訴訟が提起されたが、1974年の訴訟上の和解が成立し、同年、被害者救

のための財団法人｢いしずえ｣が設立された。

(ⅲ)スモン事件　

整腸 キノフォルムを服用した消費者に 行障害、視力障害等の症 が

生した事件である。1955年から1970年(キノフォルム 販 中止の年)までに

、全 で約11,000名の被害者が 生した。1971年から、全 で製 社およ

び に して損害賠償請求訴訟が提起された(①金 地判1978年3月1日判例

時報879号26頁、②東京地判1978年8月3日判例時報899号48頁、③福岡地判19

78年11月14日判例時報910号33頁、④ 島地判1979年2月22日判例時報920号1

9頁、⑤札幌地判1979年5月10日判例時報950号53頁、⑥京都地判1979年7月2

日判例時報950号87頁、⑦ 岡地判1979年7月19日判例時報950号199頁、⑧大

阪地裁1979年7月31日判例時報950号241頁、⑨前橋地判1979年8月21日判例時

報950号305頁、⑩東京高判1990年12月7日判例時報1373号3頁、⑪新潟地判19

94年6月30日判例タイムズ849号279頁)。

(ⅳ)カネミ油症事件　　

食用ライスオイルの中にＰＣＢを主成分とする触媒が混入し、このオイル
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を 取した消費者に皮膚、 、神経疾患が 生した事件である。1968年頃

から被害が 生した。なお、同年、このライスオイルは、販 禁止となった。

被害者は、10,000名を超えると推定される。ライスオイル製造業者および触

媒の供給業者に する損害賠償請求訴訟が提起された(①福岡地判1977年 10

月5日判例時報866号21頁、②福岡地裁小倉支判1978年3月10日判例時報881号

17頁、③福岡地裁小倉支判1982年3月29日判例時報1037号14頁、④福岡高判1

984年3月16日判例時報1109号24頁、⑤福岡高判1984年3月16日判例時報1109

号44頁、⑥福岡地裁小倉支判1985年2月13日判例時報1144号18頁、⑦福岡高

判1986年5月15日判例時報1191号28頁)。カネミ油症事件訴訟では、ライスオ

イルにＰＣＢが混入した原因が主要な 点となった(ＰＣＢを主成分とする

触媒の腐食作用によって、触媒を流している パイプに穴が開いたのか［ピ

ンホ－ル ］、ライスオイル製造業者の 業員の工作ミスによるのか［工作

ミス ］。前者の場合、触媒供給業者のライスオイル製造業者に する不十

分な情報提供に する責任が認められる余地がある。ライスオイル製造業者

が中規模の企業であり、触媒供給業者が大企業であったために、触媒供給業

者を責任主体とすることができるか否かは、被害者にとっては重要な点であ

った。しかし、その後の訴訟のなかで、工作ミスによるＰＣＢ汚染が事 だ

と認識されるようになった。)。これらの訴訟は、最高裁まで われたが、1

988年、裁判上の和解が成立した。

 

(ｂ)これらの訴訟では、主として、不法行 法(民法709 )に基づいて損害

賠償が訴求されたが、スモン事件訴訟では、医 品を販 した製 社の不

法行 責任の外に、医 品の販 を許可した の賠償責任も、 家賠償法に

基づいて追求された。以下では、不法行 責任を中心に論じていこう。

(ⅰ)過失 念の客 化

過失 念が主 的 念から注意義務違反という客 的 念に移行している

ことは、製造物責任の領域のみならず、不法行 法一般に妥当することであ

り、韓 においても同 の事情にあると思われる。これについては、 明を

省くことにする。

(ⅱ)過失 念の高度化　　

日本の判例は、医師などの職業的 門家、食品製造業者、医 品製造業者

等に高度な注意義務を課してきた。この点に問題はなく、当然のこととして
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理解することができる。ただし、注意義務の高度化に伴って、注意義務の

容に する一つの論点が生じてきた。すなわち、注意義務は、予見をするべ

き義務(予見義務)で足りるのか、それとも予見可能性のあることを前提にし

た結果回避義務として把握されるべきかが問題とされた。

判例法は、伝統的な立場によっており、例えば、東京スモン事件判決は、

｢(製造物責任が)過失責任義務に立脚する見地においても、過失の前提となる

注意義務の 容につき、なお の分かれるところであるが、当裁判所は、民

法709 所定の 過失 とは、その終局において、結果回避義務の違反をいう

のであり、かつ、具体的な 況のもとにおいて、適正な回避措置を期待し得

る前提として、予見義務に裏付けられた予見可能性の存在を必要とするもの

と解するのである。｣という。なお、｢予見義務に裏付けられた予見可能性の

存在を必要とする｣とは、事前調査等の予見義務はあるが、その結果予見す

ることができなかったならば、たとえ侵害が生じても過失はないという意味

である。

(ⅲ)　立証責任

不法行 法に基づいた損害賠償請求訴訟の場合、被害者が加害者の故意․

過失を主張、立証しなければならない。ドイツでは、いわゆる ペスト事件

判決以來、不法行 法に基づく製造物責任訴訟においては、危 領域 によ

り 質的な 責事由に する立証責任の 換が図られている。ちなみに、ド

イツでは民法典に規律されていない法形成物(積極的債 侵害、契約締結上

の過失)における 責事由の証明負担は、危 領域 によっている。しかし、日

本においては、危 領域 あるいはこれに類似した 容の に して批判的

見解が、とりわけ、裁判官を中心とする 務家から く出されており、製造

物責任訴訟が危 領域 によって律せられることは考えられない 況にある。

日本法とドイツ法における大きな相違点の一つである。

(3) 経 企 による製造物責任判例の 集と製造物責任 究 による

要綱試案

(ａ)　経 企 による製造物責任判例の 集

このような 況の中で、製造物責任に する行政や 界からの本格的な取

り組みが開始された。経 企 民生活局(現在は、 閣府 民生活局)は、 

1981年、森島昭夫 授(名古屋大 ［当時］)を委員長にした製造物責任判例



2001.7.] 日本における製造物責任 143

究 に製造物責任 連の判例の 集と分析を委 した。その成果は、1982

年に刊行された経 企 民生活局消費者行政第一課編 消費者被害の救

と製造物責任 における第二部｢製造物責任判例の動向｣として示されてい

る。製造物責任に する行政の本格的な取り組みは、このころからといって

もよかろう。

(ｂ)製造物責任 究 による要綱試案

(ⅰ)1982年に設けられた我妻 授(東京大 ［当時］)を中心とする製造

物責任 究 は、1985年、製造物責任法要綱試案を公表した。この要綱試案

は、比較法的な 討等の本格的な 究に基づいたものであり、 界、 係分

野に大きな影響を与えた。しかし、この要綱試案により、製造物責任法を制

定するということにはならなかった。その理由は、産業界から見て、同要項

試案の 容があまりにも｢過激｣だったからに他ならない。以下、簡 に 明

をしよう。

(ⅱ)要綱試案の 容　　

要綱試案で主張された責任主体は、第2 第2項で、製造業者(同項第1号)、

製造物に商標その他の表章又は商号その他自己を表示する名称を付して業と

してこれを流通させる者(同項第2号)、輸入業者(同項第3号)と定めるほか、

第10 で製造者以外の販 業者、賃貸業者等も製造物責任の責任主体となり

得ることを定めている。要綱試案は、製造物責任を無過失責任とする(第3 )。

要綱試案が最も論議されたのは、要綱試案における推定規定であった。要

綱試案は、欠 の存在に する推定規定(第5 第1項)と欠 の存在時期に

する推定規定(出荷時における欠 の推定)(同 第2項)を設けている1)。すな

わち、第5 第1項は、①製造物を適正に使用したにもかかわらず、その使用

により損害が生じた場合、②その損害が適正な使用により通常生じうべき性

質のものでないとき、という2つ要件のもとに、製造物の欠 を推定する。

また、同 第2項は、①損害の 生当時製造物に欠 が存在したこと、②相

当な使用期間 に損害が 生したことを2つの要件として、製造者が製品を

1) 要綱試案第5 (欠 の存在の推定)は、｢(1)製造物を適性に使用したにもかかわらず、そ

の使用により損害が生じた場合において、その損害が適正な使用により通常生じ得べき性質のもの

でないときは、その製造物に欠 があったものと推定する。(2)損害 生の当時存在していた製造物

の欠 は、相当な使用期間 においては、製造物が製造者の手を離れた当時すでに存在していた

ものと推定する。｣と定める。
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市場においたときに欠 があることが推定されると規定する。この点を簡

に言えば、次のようになる。

被害の 生に して、第5 第1項所定の要件が充たされれば、事故時の欠

が法律上推定される。事故時の欠 が推定されれば、第5 第2項所定の要

件の1つは充たされるのだから、もう1つの要件｢相当な使用期間 に損害が

生したこと｣が充たされれば、出荷時の欠 が推定されることになる2)

欠 の存在の推定および出荷時における欠 の推定を法律上の推定とする

ことには、産業界から激しく批判された。私は、製造物責任法制定段階にお

いて、農林水産省における製造物責任法制定のための委員 、経 企 に

おける 究 にも參加する機 を得たが、後者の 究 において、 務家か

ら、要綱試案における推定規定は、二重の推定を法律上の推定とすることで、

務的には混亂をもたらすのではないかという危惧が く出された。要綱試

案の推定規定は、公平に見て、相当に｢過激｣だったと思われる。

3　製造物責任法制定時における議論

(1) ＥＣ指令および1990年私法 報告

(ａ)日本において製造物責任法を制定すべきだとの主張は、製造物責任に

するＥＣ理事 指令(1985年)に触 されて、1990年代にこれまで以上に

まっていった。ＥＣ指令については、韓 においてもよく 究されていると

思われるので、ここでは詳しく論じない。

(ｂ)この 運の先 けとして、いくつかの動きを紹介する。

(ⅰ)1990年の私法 における好美 光 授(一橋大 ［当時］)を中心と

する報告を げることができる。この報告は、ＥＣ指令の影響を く受けた

ものであるが、推定規定に しては、要綱試案の影響を受けて同試案の提言

を受け入れるべきだと主張する。 って、本報告は、ＥＣ指令の精緻な 究

等の面に特色が見られるが、推定規定を導入すべきだとの主張により、激し

い反 をも受けることになった3) 。

2) さらに、要綱試案第6 (因果 係の推定)は、｢製造物に欠 が存する場合において、その
欠 によって生じ得べき損害と同一の損害が 生したときは、その損害は、その製造物の欠 によっ

て生じたものと推定する。｣と定める。
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(ⅱ)1990年、第13次 民生活審議 消費者政策部 は、製造物責任制度の

討を行い、1991年に中間報告を公表し、1992年に最終報告を提出した。そ

の最終報告では、｢製造物責任制度を中心とした 合的な消費者被害防止․

救 の在り方について更なる 討を行い、おおむね一年以 にその結果を取

りまとめることが必要である。｣と結論づけた。この報告は、製造物責任法

制定の是非について1年間先送りをしたとも言われているが、この報告以後、

連する各省 が製造物責任について 究 または委員 を設立し、 討する

機 を得ることになった。

(ⅲ)1992年に 足した第14次 民生活審議 消費者生活部 は、厚生省、

3) 産業界を含めて、全体として製造物責任法制定の方向にトレンドが変わった契機として、｢

日本型製造物責任制度のあり方に する 究 ｣(座長․川井健 授［創価大 ․当時］)に

より1996年に公表された報告書を げることができる。この報告書は、要綱試案や1990年私法

グル〡プが主張した欠 の時期等に する推定規定を設ける必要はないという見解である。すな

わち、(1)製造物の欠 による被害者が製造者に して損害賠償を請求するための要件事 は、
第一に、流通開始時に製造物に欠 が存在したこと、第二に、損害が 生したこと、第三に、流通

開始時の欠 と損害との間に因果 係が存在したことであり、例外はあるとしても、被害者がこれら

の要件事 につき証明責任を負うのが原則である。ただし、このことは、明文で規定する必要はない

。(2)損害 生時における欠 の存在：被害者は、損害 生時に欠 が存在したという事 につ

いての証明をすれば足りる。(3)損害 生時における欠 と損害との因果 係：被害者は、損害

生時における欠 と損害との因果 係の存在について証明しなければならない。(4)流通開始時に
おける欠 等についての免責：被害者が損害 生時に製造物に欠 が存在しその欠 と損害と

の間に因果 係があることを証明したときは、製造者が一定の免責事由を証明しない限り、その欠

は、製造物の流通開始時に存在したものとする(円谷注　個別の免責事由については省略)。こ

の結論は、民事訴訟の原則によっているが、(4)については、 明が必要であろう。 究 の 員で

あった立場から、これについて簡 に 明しておこう。まず、 究 では、ＥＣ指令第7 (ｂ)号が

着目された。同 (ｂ)号は、諸事情を考慮して、損害を生じさせた欠 (すなわち、事故時の欠 )

が出荷時には存在しなかったか、またはその後に生じたという蓋然性が高いことを製造者が証明す

れば、製造者は免責される旨を定める。この前提として、被害者が事故時の欠 を証明すれば、文

言として述べられていないが、出荷時の欠 が推定されるが故に、製造者はこの推定を覆し、自らの

責任を免れなければならないことになる。それでは、この推定は、いかなる性質の推定であろうか。法

文上明文規定はないのだから事 上の推定と理解せざるを得ないともいえるし、明文規定のない

質的な法律上の推定と言えなくもない。この点については、見解の分かれるところである。しかし、なぜ
、製造者は、このような不利益を受けなければならないのであろうか。この点について、Taschnerは、

それは被害者の保護であり、具体的には、①製造者が被害者よりも欠 に近い立場にあること、②

製造者は出荷の際に 査をし、 査のデ〡タを保存しておくことができること、③被害者がこの種の

証明をすることは事 上不可能であることをその理由とする(Taschner, Hans Claudis, 

Produkthaftung, 1986, S.102f.。この点に し、円谷峻｢製造物責任訴訟における立証責任の

換(下)―西ドイツ通常裁判所第六民事部1988年6月7日判決(レモネ〡ドビン爆 事件判決)を

中心として―｣NBL448号27頁。)。 究 は、ＥＣ指令第7 (ｂ)号における規定の趣旨、政策的

配慮を 得力あるものとしたのである。
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建設省、運輸省、通商産業省、農林水産省の 討結果の報告を受け、1993年、 

｢製造物責任制度を中心とした 合的な消費者被害防止․救 の在り方｣とい

う報告書において、民事責任ル〡ルを今日の社 に適合し、消費者被害の迅

速で十分な救 に資する必要があり、そのためには、製造物責任法を制定し

、民事責任の要件を行 者の過失から製造物の欠 に 換することが望まし

いという旨の報告を 民生活審議 に報告した。

(c)法制審議 民法部 財産法小委員 は、製造物責任制度の導入、そして

導入する場合の法案 容に する報告をまとめ(1993年)、同審議 民法部

で了承された(1994年)。

(2) 製造物責任立法に する反 論と分析

(ａ)上記のように、製造物責任法制定の過程をまとめることができるが、

同法制定には、激しい反 も主張された。その最も典型的な反 論は、 西

経 連合 から公表された反 意見(｢ 合的な消費者被害予防․救 制度の

充 に向けて　 ―提言―｣)である(1992年)。しかし、製造物責任立法に す

る反 論は、産業界からのみならず、 の一部からも提出されていた。反

論の主張する 多くの理由の中で、主だった反 理由を紹介しよう。

(ⅰ)第一の反 理由は、製造物責任法を導入すれば、日本においてもアメ

リカ合衆 のように訴訟が氾濫し、製造物責任保 料の高額化により企業が

その保 にさえ加入することができない(プロダクツ․ライアビリティ․ク

ライシス)というおそれがあるということであった。

(ⅱ)第二の反 理由は、アメリカ合衆 における最近の製造物責任論に影

響を受けたものであった。周知のように、第二次不法行 法リステイトメン

ト402Ａ は、製造者の欠 商品に する無過失責任を定めている。しかし、こ

の規定は、 ら製造上の欠 を想定して作成されたものであった。製造上の

欠 、設計上の欠 (構造上の欠 )、指示上の欠 という欠 念は、ドイ

ツ法 者によって類型化された 念であった。そこで、製造物責任法に す

るアメリカ合衆 における第一人者であるヘンダ〡ソン 授(Henderson)は、製

造上の欠 については 格責任(strict liability)を課し、設計上の欠 (構造

上の欠 )および指示上の欠 についてはむしろネグリジェンス(negligence)

を課すべきではないかと提言し、その方向で第三次不法行 法リステイトメ
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ント402Ａ の改訂が進められていた。日本においても同 に構成すべきだ

と主張し、ＥＣ指令型の製造物責任法の導入に反 の意見も出された。　

(ⅲ)第三の反 理由は、開 危 の抗辯に するものであった。各省 の

究 における 討の結果、製造物責任を無過失責任と構成することについ

ては合意が得られても、ＥＣ指令が導入した開 危 の抗辯を導入すること

が、製造物責任法を制定させるために必要だという 況になりつつあった。

製造物責任立法そのものに反 または 疑的な見解は、製造物責任法を無過

失責任としながら、開 危 の抗辯を導入することは、製造物責任を過失責

任と位置づけることになり、立法の意味がない、と論じた。言うまでもなく、

過失は、予見可能性のあることを前提にして、結果回避義務を くさなかっ

たことにより認められる。これについてはすでに述べた。 って、予見可能

性がなければ、過失という非難は生じない。出荷時における科 技術の水準

によれば知見することができなかったことにより、製造者の免責を認めるな

らば(開 危 の抗辯)、それは過失責任ではないか、という批判であった。

(ⅳ)第四の反 理由は、製造物責任を無過失責任とし、欠 の存在を責任

の根 とするとしても、欠 の認定が比較衡量(balancing)により行われるな

らば、それは過失の認定と同じではないか、欠 という 念を持ち出す必然

性はない、というものであった。

(ｂ)反 論の分析

(ⅰ)私は、製造物責任法を制定すべきだとの立場で農林水産省の委員 や

経 企 における 究 に參加しており、この 点から、 私個人の見解

として反 論を分析しておこう。第一の反 理由は、必ずしも正確な議論で

はなく、多分に感情的な反 理由である。アメリカ合衆 で本当にプロダク

ツ․ライアビリティ․クライシスが生じたのかは、同 でさえも論 されて

おり、日本においてそのような危機が生じるとは、到底考えられない。製造

物責任法が、制定された今日、それは 証されている。そのような判 をし

た理由として、日本では懲罰的損害賠償(punitive damages)が認められてい

ないこと、アメリカ合衆 ではアスベスト訴訟が全 各地で提起されたが、

日本であれば勞働災害による補償制度での解決が図られ、製造物責任訴訟と

いう形態にはならないと思われる。

(ⅱ)第二の反 理由は、事 の把握という点では正当な議論だと思われる。
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しかし、欠 の類型に応じて責任原理を変更することには難しい問題がある。

例えば、航空機が墜落して、機体が完全に破 されたとする。遺族が製造物

責任訴訟を提起するとき、墜落原因となった欠 が製造上の欠 、構造上の

欠 、指示上の欠 のいずれであるかを特定しなければならない。ヘンダ〡

ソン 授が作業する第三次リステイトメント402Ａ の改訂案においても、

この難点を克服するために、欠 については推定規定が設けられている4) 。日

本においてこのような推定規定を導入することは、無用な混亂を引き起こす

ことになり、むしろ、規定上は欠 念に応じた規定を設けず、欠 の認定

の段階で比較衡量(balancing)により考慮すべきであろう。

(ⅲ)第三の反 理由も、それなりに 得力を有する批判であった。製造物

責任法を製造者に極めて しい無過失責任を有する特別法とするならば、開

危 の抗辯を認めるべきではない。しかし、それでは、立法がおぼつかな

くなる。この事情は、ＥＣ指令においても同 だったと思われる。何故なら

ば、ＥＣ指令の起草者であったタシュナ〡 授(Taschner)は、個人的には開

危 の抗辯を認めるべきではないとしながら、同抗辯の採用については加

盟各 の判 に委ねると構成せざるを得なかったからである。しかし、タシ

ュナ〡 授は、そのコメンタ〡ルのなかで、出荷当時の科 技術の水準でも

知らなかったという要件を極めて 格に解し、全世界のどこかでその危 性

を明らかにしている論文等があったならば、開 危 の抗辯は認められない

という立場によっているように思われる。

ここまでの 格さを求めることが 際的であるかについては 討の余地も

あるが、少なくとも、開 危 の抗辯をする製造者自らの企業規模を前提に

するのではなく、その企業の する業界における理想的な企業であっても出

荷時における科 技術の水準では危 性を認識することができなかったかど

うかが、基準となるべきである。

4) なお、1998年に公表されたRESTATEMENT OF THE LAW TORTS Products 

Liability の第3 (circumstantial Evidence Supporting Inference of Product Defect)

は、　It may be inferred that the harm sustained by the plaintiff was caused by a 

product defect existing at the time of sale or distribution, without proof of a 

specific defect, when the incident that harmed plaintiff: (a) was of kind that 

ordinarily occurs as a result of product defect; and was not, in the particular 

case, solely the result of causes other than product defect existing at the time of 

sale or distribution. である。 
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また、日本には医 品の副作用により被害を蒙った消費者に し、製造者

による開 危 の抗辯を認めずに救 を図る基金制度があり、これらの活用

を図ることが現 的だと思われる。

(ⅳ)第四の反 理由も、本質にかかわるものであった。しかし、出荷時に

おける欠 とは、比較衡量(balancing)のうえに認定される法的に評価された

欠 (規範的な欠 念)であり、決して事 としての欠 ではない。日本民法7

17 は、土地工作物責任を定めるが、同 所定の瑕疵も比較衡量(balancing)の

もとに認定されるのである。経 企 の 究 では、製造物責任は、土地

工作物責任に 比される動産の欠 に する責任として、欠 責任と把握さ

れるべきではないかという見解が有力であった。

(ⅴ)なお、製品監視義務または製品回 義務と製造物責任法との 係につ

いて、日本では未だに若干の混亂が認められるので、付言しておこう。

製造物責任法において欠 の基準時が出荷時であることは、製造者が出荷

時に欠 のなかった製品について出荷後にも監視をしたり、製品の回 を図

る義務が製造物責任法からは 生しないということである。これは、ＥＣ指

令でも同 である。ドイツの連邦通常裁判所は、これらの義務を不法行 法

から導いている。論理的に当然のことである。

4　製造物責任の 要

(1) 全体的構成

　これについては、別紙參照。

(2) 各 文に するコメント

(ａ)製造物、責任主体

(ⅰ)第2 第1項は、｢この法律において、 製造物 とは、製造又は加工され

た動産をいう。｣と定める。周知のように、ＥＣ指令では、第一次農産物お

よび狩 物が原則として適用除外される(ただし、加盟 の判 で適用除外

を否定することができる)と共に、電 が製造物責任法の適用を受けるもの

と定められていた。

日本における製造物責任法において未加工農水畜産物を適用除外とするか
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否かは、農林水産省の製造物責任法制定のための委員 において最も激しく

論議された問題であった。農林水産省の 討結果は、未加工農水畜産物を適

用除外するという案であったが、委員 では、加工と未加工の 別をどのよ

うにするのかが、第二の問題であった。この点については、今後の法の運用

およびその積み重ねに委ねるということで決着した。思うに、この 別は、

製造物責任法の基本的な趣旨、立法目的により判 されるべきである。例え

ば、農水畜産物ではないが、 谷の岩場から湧く自然水は、それ自体加工物

ではない。しかし、それを汲んで自然水として販 経路にのせるならば、そ

の自然水には製造物責任法の適用があると解するべきであろう。

電 は動産ではないため、電 に しては製造物責任法は適用されない。

日本の刑法は、電 を財物とみなしている(日本刑法235 ․236 1項)。しか

し、これは、電 の窃 という犯罪行 に するためであり、製造物責任

法と趣旨が異なる。 州 在時の経 から言えば、 州ではしばしば電力が

一定しないために、日常生活に支障を來すことがあるが、日本の現在の電力

事情は安定しており、電 を製造物責任法の適用 象とする必要性は一般的

に感じられていないと思われる。

血液製 を製造物責任法所定の製造物とするか否かは、製造物責任法を審

議した で激しく論じられた。1993年に出された中央 事審議 の報告書

は、原則として血液製 を製造物責任法の適用から除外すべきだという立場

であった。その理由は、血液は人体から採取した血液を基本的に加工 理し

ないで輸血するために、製造物には該当しないということであった。この方

向で決着するかと思われたが、その後、そのような適用除外は不当であると

の議論が有力になり、原則として適用 象になるという前提で製造物責任法

は制定された。

(ⅱ)第2 第2項は、欠 を定義する。同 第2項によれば、欠 とは、①当

該製造物の特性、②その通常予見される使用形態、③その製造業者等が当該

製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製

造物が通常有すべき安全性を欠いていることである。消費者期待基準基準 

(ＥＣ指令第6 が定める欠 基準)または危 効用基準によるべきかが論じら

れたが、｢当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること｣という基準が

採用されるに至った。

(ⅲ)第2 第3項第1号は、｢製造業者等｣という責任主体を定義する。ある製
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品の製造業者には、その完成品の製造業者だけではなく、その完成品の部品

や原材料の製造業者も含まれる。このことから、次のようになる。完成品Ａ

の製造者X1は、その完成品の部品Ｂに欠 があったために事故が 生した場

合、Ｂの製造業者X2が責任を負うべきだとして、自らの責任を免れることは

できない。しかし、X2は、第4 2号による免責が認められる場合を除いて、

X1が責任を負うべきであり、自らは免責されると主張することはできない。

第2 第3項第1号は、製造者とならび輸入業者を責任主体とする。外 の

製造業者に して直接に損害賠償を請求しようとしても、被害者が日本の裁

判所に訴えを提起することができるわけではないし、勝訴したとしても 制

執行することができない場合もあり、必ずしも消費者の保護とはならない。

輸入業者を責任主体とすることは、道理にかなったことである。

第2 第3項第2号および同項第3号は、表示製造業者も責任主体となること

を定めている。

(ｂ)証明責任

第3 は、製造物責任が無過失責任であることを定めている。第3 に 連

して、欠 と損害の因果 係、出荷時の欠 の存在に する証明責任を言及

しておこう。

(ⅰ)すでに述べたように、欠 と損害の因果 係、出荷時の欠 の存在に

する推定規定を設けることには反 論が く、これを導入した製造物責任

法であれば、 現の可能性は少なかったように思われる。制定された製造物

責任法は、この点について何らの規定を設けていない。 って、この点につ

いては、民事訴訟法の原則に うことになる。言い換えれば、被害者は、自

らが蒙った損害と事故時の欠 の因果 係、事故時の欠 が出荷時の欠 で

あることを主張し、証明しなければならない。この証明責任が被害者に取り

重い負担であることは言うまでもない。そこで、この点の負担が、種々の方

法で 減されなければならない。以下、立法的措置、行政的措置、裁判所に

よる措置について簡 に紹介しておこう。　　

(ⅱ)立法的措置　　

この点で最も重要な立法的な措置は、民事訴訟法の改正である。旧民事訴

訟法では、訴訟当事者が訴訟遂行上で必要な文書の提出を求める根 となる

文書提出義務(旧民事訴訟法312 )は、提出義務を免れる場合を多く認めてお
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り、消費者保護という 点からは、必ずしも有用な規定ではなかった。1998

年に改正された新民事訴訟法は、文書の所持者がその文書の提出を拒める場

合を大幅に制限すると共に(民事訴訟法220 )、それに 連する法整備を行っ

た(同法221 ∼231 )。さらに、1999年に制定された情報公開法の制定につ

いても言及しておく必要があろう。同法は、行政機 の保有する情報の公開

を図ることを目的としている。

(ⅲ)行政的措置　　

第14次 民生活審議 消費者生活部 は、製造物責任制度を中心とした

合的な消費者被害防止․救 の在り方に して、①製造物責任立法のみなら

ず、②少額被害等に する裁判外紛 理制度の創設、③原因究明機 の充

および④消費者情報․消費者 育の推進を提言した。ここでは、原因究明

機 の充 が重要である。この提言に基づいて、各業界は、製造物責任法制

定と共にＰＬセンタ〡を創設し、 民生活センタ〡の商品テスト 連部門は

化された。

(ⅳ)裁判所による措置　　

製造物責任法が欠 と損害の因果 係、出荷時の欠 の存在に して推定

規定が設けられなかったことは、個別的な訴訟において消費者の証明上の負

担を 減するために種々の方途(例えば、事 上の推定、間接証明等)を採用

することを排除するものではない。1999年8月31日に東京地方裁判所により

下された判決が、この点で有用である(東京地判1999年8月31日判例時報1687

号39頁)。

食店を経 するX1は、大手電機メ〡カ〡であるＹが製造した業務用冷凍

冷 庫を店舖に設置し使用していた。1991年、X1の店舖兼住宅に火災が 生

し、右家屋が半 した。Ｘらは、Ｙの業務用冷凍庫からの 火が原因だとし

て、民法709 に基づいてＹに し損害賠償を訴求した。なお、冷凍庫から

の失火には目 者がおらず、 火源が冷凍庫であったか否かが 点となった。

本件は、製造物責任法制定以前に冷凍庫がＸらに引き渡されたので、製造物

責任法の適用はない。しかし、欠 の存在、事故による被害と欠 の因果

係に する証明の問題という点では、不法行 法、製造物責任法のいずれが

適用されるかは重要ではない。

東京地方裁判所は、以下の事 を認定した：①鋼 製の冷凍庫は、本來、

外部からの火で燃える蓋然性は低いものであるのに、本件冷凍庫それ自体が
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損していること、②冷凍庫が置かれた場所とその裏側に当たる板壁の 損

の位置が 応する 係にあり、板壁の部分が建物 部の他の箇所に比べて

損の程度が大きいこと、③冷凍庫の背面に近い部分の部品の 損 況よりも

背面から遠い部品の 損 況が激しいこと、すなわち、冷凍庫の 側からの

火により 損が がっていったと考えられること、④一般にみて、冷凍庫の

サ〡モスタット部品にトラッキングが 生することはあり、冷凍庫から 火

すること及び背後の板壁に着火する可能性があること、⑤冷凍庫と冷却機能

という点で類似する冷 庫からの 火による火災が 年複 件あること、⑥

たばこ、ガス器具等からの 火、利得目的での放火等その他の原因は見あた

らない。東京地方裁判所は、①∼⑥という間接事 を認め、本件火災は本件

冷凍庫を 生源とするものであることを推認した。同裁判所は、この推認を

覆す反証がされていないので、｢本件火災は本件冷凍庫を 生源とするもの

である｣という事 を認定するほかはない、という。

次に、同裁判所は、Ｘらが冷凍庫本來の使用目的に合致した使用をしてい

たにもかかわらず、｢本件火災の 生源となったものであるから、本件冷凍

庫は、本件火災当時、通常有すべき安全性を欠いていたというべきであり、

この意味で欠 があったものといわざるを得ない。｣と述べ、事故時の欠

を認定した。さらに、同裁判所は、｢消費者が、本來の使用目的に って製

造物を使用し、事故が 生した場合において、その時点で製造物に欠 が存

在したときは、特段の事情の認められない限り、製造物が流通に置かれた時

点において、欠 が存在していたものと推認することが相当である。｣と述

べ、本件では本件冷凍庫が流通に置かれた時点で欠 が存在していたと認定

し、出荷時の欠 を認めた。

本判決では、火災の 生源が冷凍庫であることが多くの間接事 の積み重

ねにより認定され、通常の使用がされていた本件で事故時の欠 があると認

められ、事故時の欠 から出荷時の欠 が推認された。冷凍庫や冷 庫の機

械部分は、一般的にブラック․ボックス 態で消費者が容易にその部分を開

閉することができないので、本判決が事故時の欠 から出荷時の欠 の存在

を推認したことは妥当だと思われる。しかし、例えば、自動車のエンジンか

ら 火したことにより、事故時の欠 が認定される場合でも、本判決と同

に、それにより出荷時の欠 が推認されるかについては、今後の課題である。
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(ｃ)免責事由

(ⅰ)必ずしも一般的に 言することができるわけではないが、製造物責任

法制定段階において、日本においては、同法が無過失責任を導入するという

ことにより、消費者団体が過大な期待を抱き、産業界が過度に危惧した、と

いう 況にあったと思われる。このような風潮は、日本民法では、ドイツ法

ほど 格ではないが、 責事由を前提にして損害賠償が認められるという方

式( 責事由方式ということにする。)を採用し、フランス民法や英米法のよ

うにまずは 格な責任を課して、免責を認めるという方式(免責事由方式)は、

例外的に認めらているに過ぎないことに起因するように思われる(例外的規

定としては、例えば、自動車損害賠償保障法第3 )。

しかし、免責事由を幅 く設ければ、たとえ無過失責任でもその責任の

度は限りなく過失責任に近くなり、免責事由を限定すれば限りなく結果責任

に近くなる。その意味で、無過失責任を導入するということのみで、責任の

度を推測することはできないのである。

(ⅱ)製造物責任法第4 は、2つの免責事由を設ける。同 第1号は、開 危

の抗辯を定めた規定である。製造物責任法に する経 企 による解

書は、｢免責されるためには、当該欠 の有無の判 に必要となる入手可能

な最高水準の知識に照らし欠 を認識することができなかったことを証明す

る必要となる。したがって、開 危 の抗辯の認否に当たっては、入手可能

な最高の科 ․技術の水準が判 基準とされるものと解される。｣と 明す

る(経 企 民生活局消費者行政第一課編 逐 解 製造物責任法 ［商

事法務 究 、1994年］110頁)。｢最高の科 ․技術の水準｣と限定すること

により、開 危 の抗辯をめぐる反 論(前述部分參照)に 抗するものと推

測することができる。他方で、｢入手可能｣という文言は、 文には存在しな

い。解 書は、｢入手可能｣という制約 件を基本的な前提とする。

(ⅲ)同法第4 第2項に定められた免責事由は、製造物責任法制定準備のた

めの各種委員 での 討段階では、必ずしも論じられていなかった事由であ

る。これについては、｢当該欠 が当該他の製造業者が行った設計に する

指示のみに起因するものであり、その欠 の 生について過失がなかったこ

とを部品․原材料の製造業者が証明したときは、政策的 点から、免責する

ことにしたものである。｣と 明されている(経 企 民生活局消費者行

政第一課編․前 書115頁)。中小企業の保護という政治的な理由により急に
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導入されたと言えよう。しかし、無過失責任を責任原理とする製造物責任法

に過失責任原理を持ち込んだとも言え、製造物責任法における問題点の一つ

だと思う。

(ｄ)その他の規定

(ⅰ)期間制限(第5 )、民法の適用(第6 )については、簡 に言及しておこ

う。第5 第1項前段は、3年の消滅時効を定め、不法行 法における消滅時

効期間と 調を合わせている。同 第2項後段は、除斥期間である。第5 第

2項は、製造物の欠 に起因する損害の中には、製造物の使用開始後一定の

期間を経過してから予想外の損害が生じるものがあることを念頭において、

被害者保護を目的として設けられた除斥期間の特則である。同項は、損害の

生時を起算点としている。大 汚染防止法25 の4，水質汚濁防止法20

の3なども、損害 生時を起算点としている。

(ⅱ)第6 は、製造物責任法の規定のほか、民法の規定によると定めている。

問題となり得る民法上の規定としては、過失相殺規定(民法第722 )、共同不

法行 (民法717 )等である。

5. 製造物責任法制定以後の 況

(ａ) 閣府ホ〡ム․ペ〡ジ｢消費者の窓｣

(ⅰ)製造物責任法制定以後の 況を するために、 閣府のホ〡ム․ペ

〡ジ｢消費者の窓｣を參考にする。同ホ〡ム․ペ〡ジの中の｢製造物責任法施

行後の 況について｣｢2．製造物責任法制定の影響｣のうちで、(1)事業者への

影響として、｢事業者の製造物責任法施行に する取組みとして、設計․製

造段階での安全確保 策の充 や、警告表示の徹底、取扱 明書の充 化が

図られた。｣とし、資料(出典：製造物責任施行に伴う規格․基準․認証及び

査制度の改善に する調査　 平成9年3月)を添付している。その資料によ

れば、製造物責任法施行を意識した事業者の取組みとして( 位：票、％［

マルチ回答 22］全体(1233))、％の高い順に5位までを記述すれば、①警告

表示の徹底(56．9％)、②取扱 明書の充 化(48．6％)、③社員へのＰＬ

育の徹底(45．5％)、④ＰＬ担当部門の設立․ 充(31．0％)、⑤カタログ等

資料で安全面情報充 化(28．1％)である。
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(ⅱ)同じく｢2．製造物責任法制定の影響｣のうちで、(2)消費者への影響と

して、｢製造物責任法施行後の消費者意識については、7割以上の事業者が変

化したと感じている。｣とし、資料2で以下のように報告する。｢製造物責任

法施行後の消費者意識の変化｣①大きく変化したと感じる(61社、14.6％)、②

やや変化を感じる(238社、57.1％)、③どちらともいえない(45社、10.8％)、

④あまり変化を感じない(48社、11.5％)、⑤全く変化を感じない(8社、1.9％)、

⑥無回答(17社、4.1％)。

(ｂ)製造物責任法制定後の製造物責任訴訟

(ⅰ)同ホ〡ム․ペ〡ジによれば、経 企 が平成10年12月末現在で把握

した件 は15件である。

(ⅱ)製造物責任法制定後、初めて製造物責任を肯定した判決は、名古屋地

方裁判所による1999年6月30日判決がある(名古屋地判1999年6月30日判例時

報1682号106頁)。Ｘは、1998年、Ｙが経 するファ〡スト․フ〡ド店でハン

バ〡ガ〡、本件オレンジジュ〡スを購入し、店 でこれらを 食し、オレン

ジジュ〡スを んだところ、吐血し、Ａ診療所で診察を受け、Ｂ 立病院に

救急車で搬送され、診察を受けた。Ｘは、本件オレンジジュ〡スに異物が混

入しており、その異物で負傷したと主張し、製造物責任、債務不履行責任お

よび不法行 に基づき、Ｙに して慰謝料30万円、辯護士費用10万円の損害

賠償を訴求した。本件の 点は、①Ｘが咽頭部を負傷したか否か、②Ｘの負

傷が本件ジュ〡スに起因するか否か、③本件ジュ〡スに欠 があったか否か、

そして、④損害額はいくらかということであった。本判決は、Ｘの請求を認

め、Ｙに慰謝料5万円、辯護士費用5万円の賠償義務を課した。これ以外にも、

公表されている製造物責任判決もあるが、ここでは、省略する。

6. 今後の課題

(1) わかりやすいラべリング、わかりやすい表示の開

わかりやすいラべリング、わかりやすい表示の開 が、求められている。

しかし、この要請は、日本 においてだけではあるまい。今日の 際化社

においては、 境の壁は段々と低くなっており、日本、韓 、中 におけ
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る取引は今後一層進展するであろう。その際に、それぞれの 民が全く理解

することのできない表示がされていても、意味はない。確かに製造物責任法

によれば、輸入業者も責任主体となる。しかし、大切なことは、危害を事前

に防止することであり、消費者自らが一定の予測を立てられるようにするこ

とである。今後、この3つの の消費者が共通に理解することができる表示

の在り方を 討していくことが必要に思われる。

(2) 適切な消費者情報、消費者 育

第二に、適切な消費者情報、消費者 育を していくことが重要であろ

う。消費者保護ということが、経 活動の規制 化、あるいはパタ〡ナリズ

ムのもとでの消費者の庇護であってはならない。消費者は、我々の社 の担

い手であり、社 により庇護されるべき 象ではないのである。消費者が合

理的な判 をし、社 を担っていくことが求められている。そのために、消

費者は、社 における 利と義務を適切に判 する能力を養っていかなけれ

ばならない。合理的な判 をすることができる消費者を育成するために、適

切な消費者情報、消費者 育を推進していくことが求められている。日本に

おいては、このような提言がもう十 年前に出されたが、当時は、消費者保

護に敵 する考え、あるいは、消費者武 解除論などと非難された。しかし、

今日では、そのような感情的批判は終息し、現在では、適切な消費者情報、

消費者 育が 施されている。とくに、消費者 育の重要性と必要性は、段

々と正しく理解されてきている。今後、より適切な消費者情報、消費者 育

の 施が必要である。この点においても、3 間の更なる交流と情報交換が

求められている。




