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本書は、現代社会において、損害賠償のうち慰謝料が認められる事例を裁

判例をとおして明らかにし、分析し、紹介しようとするものである。本書は、

すでに民事法研究会から出版し、公にしている『風評損害・経済的損害の法

理と実務』『判例にみる損害賠償額算定の実務』の続編であり、三姉妹の一

編として位置づけているものである。

慰謝料（古くは、慰藉料と記載することが多かった）は、筆者にとっては、

大学法学部の学生であった時期、教科書で読んだ頃から関心をもっていた事

柄の一つである。慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償として説明され

つつ、損害賠償の補完的な機能をももつなどと解説されていた。その数年後、

裁判官に任官してみれば、損害賠償請求訴訟において慰謝料が主張されるこ

とは通常であるだけでなく、精神的な苦痛以外の場合にも相当広く主張され

ていることがわかり（筆者は、裁判官に任官した後、最初に担当した訴訟の一つ

として薬害事件である東京スモン訴訟があった）、その内容と慰謝料額の算定の

あり方等に一層関心をもっていたところである。

筆者が裁判官、弁護士等として法律実務の分野で経験を積むにつれ、慰謝

料の利用される分野、適用範囲が拡大される傾向がみられるようであり、精

神的な苦痛の損害賠償とか、損害賠償の補完的機能という意義を超える事例

が裁判例上存在することがわかるとともに、このような事例が次々と登場す

るようになった。本書の執筆は、拡大する慰謝料の利用範囲、適用範囲の現

状を現代社会の時点を切り口として分析し、紹介しようと思い立ったのがき

っかけである。本書の執筆の企画は、数年も前に始まり、本格的に裁判例等

の資料の収集、データベース化を行っていたものの、いくつかの事情により

頓挫し、ようやくまとめることができたものである。

本書は、慰謝料が損害として主張され、これを認める裁判例を各種の事件

を類型化したうえ、分析し、紹介するものであるが、実にさまざまな事件で

個人、法人等を問わず慰謝料を認める裁判例がみられ、現在もなお拡大傾向
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がうかがわれるものである。慰謝料が認められるとしても、その損害の実態

として具体的にどのような権利・法益の侵害があるのか、慰謝料を認める要

件は何であるのか、慰謝料額の算定基準が何であるのか、どのような事情を

考慮して慰謝料額を算定するのか等の視点を中心にして関連する裁判例を分

析し、紹介している。

本書で取り上げた裁判例は、各種の事件を類型化して取り上げているが、

各類型の代表的、あるいは典型的なものとはいいがたいものもある。本書で

は各種の類型の事件のうち、一つの事例として参考になりそうな裁判例、比

較的最近の裁判例を取り上げているが、実際の事件の対応においては他の裁

判例をも考慮して利用していただきたい。本書で取り上げた裁判例を分析し

てみると、常々推測していたところであるが、慰謝料額の算定基準が明確で

ない裁判例が多いこと、考慮した事情や諸事情の考慮の仕方が明確でない裁

判例が通常であること、慰謝料を認める実質的な権利・利益の侵害が精神的

な苦痛だけでなく、人格権・人格的利益の侵害、非財産的損害、証明できな

い財産的損害の代替的損害等広い範囲に及んでいることがわかる。

慰謝料は、今後も、各種の事件につき損害賠償の一つとして盛んに利用さ

れることが予想されるが、慰謝料の認められる範囲、慰謝料額の算定基準、

慰謝料額の算定のあり方、慰謝料額の算定の考慮事情と考慮のあり方等は、

重要な課題として残っているということができる。今後とも、慰謝料をめぐ

る諸課題について実用的な研究が必要であることが痛感される。本書が、前

掲書とともに、少しでも実務の参考になれば、喜びも一入である。

なお、本書も、長年の企画を諦めることなく出版に漕ぎ着けることができ

たのは、民事法研究会の田口信義社長と編集部の南伸太郎氏に負うところが

大であり、最後に御礼を申し上げるものである。

平成30年�月

升 田 純
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第�章 離婚等による慰謝料

家族、親族等の関係にある者、その周辺の関係者が不法行為を行った場合、

その損害は、不法行為の動機・目的、内容・態様によって異なるところがあ

るが、家族関係、親族関係の破綻、破壊が損害である場合には、精神的苦痛、

人格権の侵害、人格的利益の侵害が典型的な損害の内容であるということが

できる。これらの損害の賠償は、慰謝料の賠償と考えられ、訴訟実務におい

ても慰謝料が認められている。もっとも、家族関係・親族関係の破綻・破壊

による損害の賠償が慰謝料に限定されるかは、一律に断定することはできず、

事案によっては、経済的損害が認められる可能性がある。このような慰謝料

について、その額をどのような基準によって算定するか、その前提となる事

実関係としてどのような事情が関連し、考慮されるかは、明確な基準がある

とはいいがたいのが現状である。

家族関係・親族関係の破綻等に関する不法行為のうち、離婚の場合には、

財産分与との関係が従来判例上問題になってきた時期がある。現在では、財

産関係の清算、離婚後の扶養という本来の財産分与のほか、離婚に伴う損害

賠償も含めて財産分与として解決することもできるし、本来の財産分与とは

別に解決することもできるとして取り扱われている。本書の関心事からいえ

ば、離婚に伴う損害賠償は、離婚につき有責者である配偶者が他の配偶者に

対して不法行為に基づき負う損害賠償責任であるということになる。この場

合の損害の実体は、基本的には夫婦関係（婚姻関係）の喪失・破壊による損

害ということになるが、離婚原因によっては、原因に係る加害行為（不法行

為）による他の類型の損害、たとえば、身体、財産に対する侵害、名誉の毀

損、プライバシーの侵害、侮辱、性的な人格的利益の侵害、扶養の侵害等の

損害もある。これらの損害のうち、夫婦関係の喪失・破壊による損害額の算

定については、婚姻期間、婚姻関係の実情、有責行為の内容・態様・程度、
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有責行為の期間・経過、被害の内容・程度、離婚後の生活状況、婚姻・離婚

前後の財産状況等の諸事情を考慮して適切な慰謝料額を算定することになる。

他の類型の損害額の算定については、いずれも夫婦間だけで問題になるもの

ではなく（この場合における算定の基準があるとはいえない）、他の類型の不法

行為に基づく損害賠償においても発生し、問題になるものであるから（むし

ろ他の類型の不法行為において問題になることが多い）、これらの不法行為の事

例を参考にすることができる。

内縁の場合には、内縁関係が破綻したときは、破綻につき有責者が相手方

に対して離婚の慰謝料に準じて損害賠償を請求することができる。

家族、親族間で家族関係、親族関係を悪化・破綻させる行為がされた場合

にも、不法行為が認められることがあるが、この場合の損害は、この関係の

内容、悪化・破綻の実情、加害行為の内容・態様・程度、被害の内容・程度

等の諸事情を考慮して適切な慰謝料額を算定するほかはないであろう。

家族・親族関係を破綻させる等の不法行為が家族・親族によってされる場

合のほか、これらの関係にない者によってされる場合もある。このような事

例のうち、典型的なものが夫婦のうち一方の配偶者が第三者と不貞行為をし

た場合や夫婦関係に一方の配偶者の親が干渉し、離婚する等した場合である。

第三者が家族・親族関係に干渉する等し、この干渉等が違法なものである場

合には、この関係を悪化・破綻させることは、被害を受けた者の人格権、人

格的利益の侵害という損害を生じさせることになる。この場合の損害は、こ

の関係の悪化・破綻の実情、干渉等の加害行為の内容・態様・程度、被害の

内容・程度等の諸事情を考慮して適切な慰謝料額を算定することになる。こ

れらの事例のうち、配偶者と第三者との不貞行為による夫婦関係の悪化・破

綻の場合には、最近、この場合の損害賠償額を収集し、紹介した書籍が出版

され、利用されているが、個々の事案の諸事情を考慮して適切な慰謝料額を

算定するほかないとはいえ、慰謝料額の集積事例として参考になり、同様な

試みが他の類型の事例においても行われることが期待されよう。

本書においては、夫婦の離婚の事例、離婚後の元妻の面接交渉（面会交
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流）拒否の事例、妻の情交関係の継続の事例、内縁の破棄の事例、男女の学

生間の貞操侵害の事例、妻の不貞行為の事例を紹介している。紹介した各裁

判例は、個々の事案の特徴があり、その特徴を前提した判断であるとの制約

は免れないが、検討のきっかけとして参考になろう。
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� 離婚による慰謝料

1
婚姻後短期間のうちに破綻の原因をつく

った夫に対する慰謝料請求

〔判 例〕 京都地判平成 2・6・14判時1372号123頁

〔慰謝料〕 500万円

【事件の概要】

X（女性）は、大学卒業後、エレクトーン講師として働いていたが、

知人の紹介で、Y（男性）と見合いをし、昭和63年�月、婚姻届出をし、

フランスの教会において結婚式を挙げた。Xは、同年�月、家を出て別

居をし、同年�月、協議離婚をした。Xと Yは、その間、性交渉をも

たなかった。Xは、Yに対して Yが性的不能者であることを秘して結

婚し、離婚のやむなきに至らせた等と主張し、不法行為に基づき慰謝料

1000万円の損害賠償を請求したものである。

●主張の要旨●

本件では、慰謝料として1000万円の損害が主張された。

●判決の概要●

本判決は、Xと Yの間で性交渉がなかったのは、Yが性交渉をすること

に思いが及ばなかったか、性交渉をする気がなかったか、性的能力に問題が

あったのかのいずれかであり、これが婚姻破綻の原因であるとし、不法行為

を肯定し、慰謝料として500万円の損害を認め、請求を一部認容した。

� 離婚による慰謝料
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判決文

� 結局、被告が性交渉に及ばなかった真の理由は判然としないわけであるが、

前記認定のとおり被告は性交渉のないことで原告が悩んでいたことを全く知ら

なかったことに照らせば、被告としては夫婦に置いて性交渉をすることに思い

が及ばなかったか、もともと性交渉をする気がなかったか、あるいは被告に性

的能力について問題があるのではないかと疑わざるを得ない。

� そうだとすると、原告としては被告の何ら性交渉に及ぼうともしないような

行動に大いに疑問や不審を抱くのは当然であるけれども、だからと言って、な

ぜ一度も性交渉をしないのかと直接被告に確かめることは、このような事態は

極めて異常であって、相手が夫だとしても新妻にとっては聞きにくく、極めて

困難なことであるというべきである。

したがって、原告が性交渉のないことや夫婦間の精神的つながりのないこと

を我慢しておれば、当面原被告間の夫婦関係が破綻を免れ、一応表面的には平

穏な生活を送ることができたのかもしれず、また、昭和63年�月20日 Aの面前

で感情的になった原告が被告方に二度と戻らないなどと被告との離婚を求める

ものと受け取られかねないことを口走ったことが、原被告の離婚の直接の契機

となったことは否めないとしても、以上までに認定したような事実経過のもと

では原告の右のような行為はある程度やむを得ないことであるといわなければ

ならない。むしろ、その後の被告の対応のまずさはすでに認定したとおりであ

って、特に同年�月�日A方での原告との話し合いにおける被告の言動は、な

んら納得のいく説明でないし、真面目に結婚生活を考えていた者のそれとは到

底思えず、殊に、被告は右話し合いの前から最終結論を出し、事態を善処しよ

うと努力することなく、事前に離婚届を用意するなど、原告の一方的な行動に

よって本件婚姻が破綻したというよりは、かえって被告の右行動によってその

時点で直ちに原被告が離婚することとなったのであるといわざるを得ない。

� そうすると、本件離婚により原告が多大の精神的苦痛を被ったことは明らか

であり、被告は原告に対し慰謝料の支払をする義務があるところ、以上の説示

で明らかなとおり、原被告の婚姻生活が短期間で解消したのはもっぱら被告に

のみ原因があるのであって、原告には過失相殺の対象となる過失はないという

べきであるから、被告の過失相殺の主張は失当である。

� そして、前記認定の事実や右説示のほか、諸般の事情を総合考慮すると、本

件離婚のやむなきに至らせたとして被告が原告に支払うべき慰謝料は500万円を

もって相当と認める。
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●慰謝料認定の考え方●

本件は、婚姻後、性的交渉がなく、短期間のうちに離婚したため、妻が夫

に対して損害賠償責任を追及した事件であり、妻が慰謝料1000万円の損害を

主張したものである。

本判決は、夫婦が性的交渉をもたなかった原因が夫にあるとし、夫に婚姻

破綻の原因があるとし、不法行為を肯定したこと、慰謝料として500万円の

損害を認めたことに特徴があり、婚姻後短期間のうちに破綻の原因をつくっ

た夫の不法行為による慰謝料として500万円という比較的高額な損害を認め

た事例判断として参考になる。
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2
婚姻後短期間のうちに破綻の原因をつく

った妻に対する慰謝料請求

〔判 例〕 岡山地津山支判平成 3・3・29判時1410号100頁

〔慰謝料〕 150万円

【事件の概要】

Xは、離婚後、高校時代の友人 Aの妹Y1が離婚して実家に帰ってい

ることを知り、A に Y1の紹介を依頼した。X は、A の紹介で、Y1と

交際を始め、昭和61年�月、結婚した。Y1は、婚姻後、Xとの性交渉

を拒否し、昭和63年�月、協議離婚をした。Xは、Y1、その母 Y2に対

して性交渉の拒否により正常な婚姻関係を継続することが不可能である

ことを知っていた等と主張し、不法行為に基づき慰謝料500万円の損害

賠償、指輪の返還を請求したのに対し、Y1が反訴として婚姻費用の分

担42万円、慰謝料500万円、持参金50万円の支払いを請求したものであ

る。

●主張の要旨●

本件では、婚姻の破綻について、夫の慰謝料500万円、妻の慰謝料500万円

が損害として主張された。

●判決の概要●

本判決は、離婚原因が Y1の性交渉の拒否であるとし、Y1の不法行為を肯

定し、慰謝料として150万円の損害を認めたが、Y2については、前婚の原因

が Y1の性交渉の拒否であったことを告知すべき法的な義務はないとし、Y2

の責任を否定し、指輪の返還も認め、Xの Y1に対する本訴請求を一部認容

し、Y2に対する本訴請求を棄却し、Y1の反訴請求の一部を却下し、その余

の請求を棄却した。
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判決文

� 原告・被告 Y1間の婚姻は、前記検討の結果からすると、結局被告 Y1の男性

との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和

を欠いて破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫

の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性

交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する

感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。

しかるに、被告Y1は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記

のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に

対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務が

あるというべきである。

� しかして、原告に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総

合勘案し、金150万円が相当である。

●慰謝料認定の考え方●

本件は、夫と妻が婚姻後、短期間のうちに妻の性交渉の拒否から協議離婚

したことから、夫が妻、その母親に対して損害賠償責任を追及した事件であ

り、夫が慰謝料として500万円の損害を主張したものである（なお、妻も反訴

において慰謝料として500万円の損害を主張しているが、離婚原因に照らし、説明

を省略する）。

本判決は、離婚原因が妻の性交渉の拒否であるとしたこと、妻の離婚に係

る不法行為を肯定したこと、妻の母の前婚の原因が性交渉の拒否であったこ

とを告知すべき法的な義務はないとし、不法行為を否定したこと、夫の慰謝

料として150万円の損害を認めたことに特徴があり、婚姻後短期間のうちに

破綻の原因をつくった妻の不法行為による慰謝料として150万円の損害を認

めた事例判断として参考になる。

なお、浦和地判昭和60・9・10判タ614号104頁（500万円）、京都地判昭和

62・5・12判時1259号92頁（200万円）も参考になる。

� 離婚による慰謝料
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