
第�版刊行にあたって

本書の改訂版を刊行することになった。これは、本書の「第�版刊行にあ

たって」にも記載したところであるが、本書が読者の皆さんに好意的に受け

取っていただいた賜にほかならない。

本書は、平成22年�月、『風評損害・経済的損害の法理と実務』の続編と

して執筆し、公にすることができたものであり、その経緯は、その「はしが

き」に詳しく記載し、紹介したとおりである。

その後、平成23年12月、当初の予想を超えて読者の皆さんに利用していた

だいたようであり、新たに14件の裁判例を追加し、「第�版」として公にし

たものであるが、その経緯は、前記の「第�版刊行にあたって」に詳しく記

載し、紹介したところである。

本改訂版は、「第�版」の後における判例・裁判例の内容、動向を踏まえ、

「第�版」のうち、「第�章 株価の下落をめぐる損害賠償額の認定・算定」

の部分を削除するとともに（なお、この分野の重要性がないという理由ではな

く、この分野における議論の展開、判例・裁判例の蓄積等の事情や本書の紙数の

制約を考慮し、本改訂版においては割愛することとしたものである）、新たに30

件の裁判例を追加し、分析して紹介するものである。

本書の「第�版」の後には、平成30年�月、損害賠償額の認定・算定に関

する書籍として、『判例にみる慰謝料算定の実務』を執筆し、本書の続編と

して公にしたところであり、これで三姉妹編として紹介したものである。

本改訂版は、元々筆者がさまざまな事情から多くの裁判例を読み、情報を

蓄積していたところに、前記の『判例にみる慰謝料算定の実務』の執筆にあ

たって収集していた裁判例の蓄積を踏まえ、前記のとおり30件の新たな裁判

例を追加して紹介するものであるが、裁判例の分析・紹介の基本的な視点は、

「はしがき」「第�版刊行にあたって」において紹介したとおりである。

損害賠償額の認定・算定は、訴訟の当事者双方にとって重要な関心事であ

る一方、その法律上の規定、理論、考え方が抽象的であるため、その立証、
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認定・算定が相当に不明確、不透明であるのが実情である。個々の事案の内

容、立証の内容等を前提とし、損害賠償額の認定・算定に関する法理に基づ

き合理的で、公平、適正な判断が行われることが望まれるが、多数の裁判例

を概観していると、さまざまな疑問、問題点を指摘せざるを得ないものが少

なくない。また、損害賠償額の認定・算定は、実際には、前記法律の規定、

法理、立証の内容等によって判断されるだけでなく、因果関係（事実的因果

関係、相当因果関係）の考え方・認定・範囲や注意義務、その違反等の責任

原因の考え方・認定・範囲にも大きく影響を受けているものであり、後者を

拡大することによって損害の概念や損害賠償額を拡大する裁判例の傾向も見

られる。このような裁判例の傾向について法律上の根拠、合理的・相当な根

拠があるのか、恣意的な認定・判断がされていないのか等の問題、疑問も生

じている。

本改訂版についても、従前の本書の初版、第�版と同様に、あるいは『風

評損害・経済的損害の法理と実務』『判例にみる慰謝料算定の実務』ととも

に、読者の皆さんの実務に参考になれば、幸いである。

最後に、本改訂版の刊行にあたっては、従前同様、民事法研究会の田口信

義社長と編集部の南伸太郎氏にお世話になったことを記して感謝申し上げる

次第である。

平成31年�月

升 田 純
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第�版刊行にあたって

本書の執筆の経緯は、「はしがき」に記載したとおりであるが、本書が出

版された前後、筆者はたまたま体調がよくなかったため、本書は筆者にとっ

て特に思い出の深いものであった。本書は、その後、当初の予想を超えて、

読者の皆さんに好意的に受け取っていただいたようであり、今回、14件の新

たな裁判例を追加して改訂版を出版することにしたものである。

本書の出版の後、�年が経過し、その間、日本の社会にはさまざまな出来

事が発生したが、その中で忘れることができないのは、平成23年�月11日に

発生した東日本大震災である。東日本大震災においては、津波・火災等によ

る甚大な被害だけでなく、これに伴って福島第一原子力発電所において発生

した原子力発電所事故も極めて深刻な被害を生じさせ、現在も被害の発生が

進行中である。日本人の一人として、また、地球上に住む一人として、津波、

原子力発電所事故のような巨大な事故については、十分な調査・研究等を的

確に実施し、今後の予防にしっかりとした対策を立ててもらいたいが、この

ような思いを抱くのは筆者一人ではないであろう。

ところで、前記の原子力発電所の事故においては、被災地に被害が発生し

ただけでなく、南東北地方、北関東地方、さらに首都圏を含む東日本等の地

域にさまざまな被害・悪影響が発生し、原子力損害の賠償等をめぐる深刻で

複雑な問題が発生している。今回発生した原子力損害の賠償については、原

子力損害賠償紛争審査会が中間指針を公表し、和解のあっせん等が行われて

いるが、一挙に損害賠償額の認定・算定をめぐる諸問題が、法律実務家だけ

でなく、行政担当者、被災地の住民、事業者、全国の企業にとっても重要な

問題として浮き彫りにされている。

損害賠償額の認定・算定の法理とその運用は、損害賠償請求事件において

重要な問題であり、合理的で明確な法理が形成され、適正で公平な損害賠償

額が認定・算定されることが望まれ、期待されているにもかかわらず、訴訟

の現場等の法律実務の現場においてはそのような期待に応えるだけの法理も、
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判断も十分にはみられない。多数の裁判例を概観すると、個々の事案の内容、

立証の内容等を捨象しても、裁判例の現状がその期待に応えているとはいえ

ないであろう。

第�版も、できるだけ多くの類型の損害賠償額が問題になった裁判例を取

り上げることによって、損害賠償額の認定・算定に関する合理的で明確な法

理が形成され、適正で公平な損害賠償額が認定・算定されるために、一つの

ささやかな参考情報を提供しようとするものである。本書がさらに読者の皆

さんの実務の参考になれば、幸いである。

最後になったが、第�版の刊行にあたってもまた、民事法研究会の田口信

義社長と編集部の南伸太郎氏にお世話になったことを記して感謝申し上げる

次第である。

平成23年12月

升 田 純
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はしがき

本書は、損害賠償額の認定・算定の実務の実情を裁判例を通して明らかに

し、紹介しようと試みたものである。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』の続編であり、姉

妹編として位置づけているものである。

訴訟実務・法律実務においては、膨大な数の損害賠償請求事件が提起され、

交渉・訴訟等を経て一定の解決が図られているが、その解決にあたって意外

と悩まされるのが損害賠償額の認定・算定の仕方、あり方、判断基準である。

損害賠償請求事件のうち、交通事故等の人身事故については、長年の裁判例、

自賠責保険・任意保険等の実務の積み重ねによって相当程度に算定の仕方、

基準等が明確になっているが、ほかの類型の事件では依然として明確で合理

的な判断基準がみられないのが実情である。

損害賠償請求事件の解決が適正かつ公平になされるためには、その責任原

因が証明されることを前提として、損害賠償額が適正かつ公平に認定・算定

されるべきであることは当然である。損害賠償請求事件を適正かつ公平に解

決するという目標を達成するためには、個々の事案ごとに適切な主張・証明

がなされるべきであることは当然であるとしても、より合理的・説得的で、

より妥当な損害賠償額の認定・算定の仕方、あり方を一つひとつ模索しなが

ら明確にしていくほかないと考えられる。

損害賠償額の認定・算定をめぐる従来の議論は、交通事故等による人身損

害の分野は別として、民事訴訟法（平成�年法律第109号）の改正の審議が行

われた時期に一時期、同法248条の規定をめぐる議論が行われたことが記憶

にある程度であり、認定・算定の仕方、あり方、さらに立証の仕方について

は十分な議論が行われてきたとはいいがたい。損害賠償額の認定・算定をめ

ぐる議論を行うためには、多数の裁判例を対象として検討・分析し、事実認

定上、損害賠償額の算定等に関する一定の法理を抽出することが必要であり、

重要であるが、少なくとも訴訟実務・法律実務の観点から実用的な研究はみ

はしがき
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られない。もちろん裁判例のみを対象とする検討、分析、研究は、裁判例の

文言、字面、論理を対象とするものであり、実際に立証に供された証拠をも

対象とするものではないため、資料として不十分であるとの批判も予想され

るが、不足する部分を意識しながらも、実用的な研究として十分な意義は認

められよう。

損害賠償額の認定・算定については、訴訟実務・法律実務では従来裁判官

の自由心証に委ねられていることもあって、建設的な議論が行われてこなか

ったのかも知れないが、諦めることはないのである。裁判官の自由心証主義

は、文字どおりの自由裁量を認めるものではなく、裁判官の判断が賢明にさ

れることを期待して認められているものであり、論理則・経験則に従うべき

ことは当然であるし、合理的で説得的な判断がされることも当然である。裁

判官の判断が賢明にされないおそれは常にあるものであるから、実用的な観

点から裁判例を題材とした検討、分析、研究を行うことによって、論理則・

経験則、判断の合理性・説得性をより確実に確保できるような判断基準を模

索し、形成することは常に意義があるものである。

本書は、前掲書と同様に、このような認識の下で、損害賠償額の認定・算

定の実務の参考になると思われる裁判例を、いくつかの区分に従って類型別

に取り上げ、分析し、紹介したものである。前掲書は、幸い、多くの読者の

方々に利用していただいているようであるが、本書も、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、本書の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大であり、この場をお借りして感

謝申し上げる。

平成22年�月

升 田 純

はしがき
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本書の利用の仕方

� 本書の構成

本書は、「第�章 事業活動における損害額の認定・算定」「第�章 加害

行為に基づく損害額の認定・算定」「第�章 権利・法益侵害に基づく損害

額の認定・算定」の�章で構成されており、「損害額」「事件の概要」「主張

の要旨」「判決の概要」によって裁判例の概要を理解し、「損害額認定の考え

方」を分析・検証し、損害の主張・立証、損害額の認定・算定の実務上の留

意点を詳しく解説しています。

� 凡 例

・民集 最高裁判所民事判例集

・行集 行政事件裁判例集

・判時 判例時報

・判タ 判例タイムズ

・交通民集 交通事故民事裁判例集

・労判 労働判例

・金判 金融・商事判例

・金法 金融法務事情

・判自 判例地方自治

・ジュリ ジュリスト

・リマークス 私法判例リマークス

・セレクト 証券取引被害判例セレクト

・裁判所HP 最高裁判所ホームページ〈http:/www.courts.go.jp/〉

本書の利用の仕方
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1･8

建物の建築工事の請負において杭工事の

下請業者、孫請業者による打設した杭の

瑕疵に係る元請業者に対する瑕疵担保責

任、不法行為責任

〔判 例〕 松江地判平成28・3・31判時2347号99頁

〔損害額〕 是正工事費用�億6101万9174円、是正工事に関連する人件

費等450万1310円、将来の測量経費等の費用84万3242円、

弁護士費用4663万6373円

【事件の概要】

X 特別共同企業体は、平成21年12月、A 市から幼保園の建築工事を

請け負い、平成22年�月、本件建築工事のうち、杭打工事（本件杭工事）

につきY1 株式会社との間で下請契約を締結した。Y1 は、本件杭工事の

現場管理につき Y2 株式会社との間で再下請契約（孫請契約）を締結し

た。Y1 らが本件杭工事を施工する等し、Xが本件建築工事を完了した

が、平成23年�月以降、幼保園の建物部分に不同沈下の現象が確認され

た。X は、A の要求に応じ、不同沈下の是正工事を施工した。X は、

本件杭工事において、杭が建設地の地盤に到達していない瑕疵がある等

と主張し、Y1 に対して瑕疵担保責任、Y2 に対して現場管理の過失に係

る不法行為責任に基づき是正工事費用（�億6101万9174円）、是正工事に

関連する人件費等（450万1310円）、将来の測量経費等の費用（84万3242

円）、弁護士費用（4663万6373円）の損害賠償を請求したものである。

●主張の要旨●

本件で問題になった損害は、①是正工事費用（�億6101万9174円）、②是正

工事に関連する人件費等（450万1310円）、③将来の測量経費等の費用（84万

第�章 事業活動における損害額の認定・算定
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3242円）、④弁護士費用（4663万6373円）である。

●判決の概要●

本判決は、杭が現実の支持層に到達していなければ建物が傾く危険が生じ

ることになるから、Y1 が打設した杭が現実の支持層に到達していることが

本件杭工事の最も重要かつ基本的な性状であることは社会通念に照らして明

らかであるとし、本件では杭が現実の支持層まで根入れされていない等とし、

本件杭工事に瑕疵があるとし、Y1 の瑕疵担保責任を肯定し、Y2 の過失につ

いては試験杭の�本が現実の支持層に到達していない可能性を疑うべき事情

があった等とし、Y2 の不法行為責任を肯定し、Xの主張に係る損害を認め、

請求を認容した。

判決文

七 争点⑹（原告の損害）について

以上のとおりであるから、被告Y1 は瑕疵担保責任（民法634条�項）に基づき、

被告 Y2 は不法行為（民法709条）に基づき、杭の現実の支持層未到達の瑕疵によ

る損害の賠償責任があると認められるところ、原告に生じた損害は以下のとおり

であると認められる。

⑴ ア 本件是正工事の実施費用 �億6101万9174円

本件是正工事は、本件幼保園の建物部分の不同沈下に対応するために

なされたものであるところ、かかる不同沈下が、本件杭工事における瑕

疵、すなわち、相当数の杭の現実の支持層未到達によって生じたもので

あることは、瑕疵調査ボーリング結果や本件是正工事の内容及び結果

（前記前提事実⑾及び⑿）からすれば、容易に推認できる。

原告は、本件幼保園の建物部分の不同沈下に対応するため、本件是正

工事を実施せざるを得なくなったものであり、同工事の実施費用として、

別紙損害額一覧《略》記載のとおり、合計�億6101万9174円を負担した

ことが認められる。

そして、本件是正工事の実施費用は、他の工法と比較しても相当な範

囲のものであると認められる。この点、本件是正工事については実際に

は現実の支持層に到達している杭も含めて是正工事が実施されている部

分があるものの、原告は事前に行い得る限りの地盤調査を行って把握で

きる限りにおいて杭の支持層未到達の有無を判断した上で本件是正工事

を実施していると認められるのであり、それ以上に厳密に支持層到達杭・

� 不動産・建設関係事業者の責任⑴──事業者間の損害
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未到達杭を選別した上で是正工事の内容・範囲を決定することは、現実

的に極めて困難であったというべきである。したがって、本件是正工事

に要した費用については、その全体について、相当因果関係を有する損

害と認められるというべきである。

イ 本件是正工事に関連する人件費等 450万1310円

また、原告は、本件是正工事に関連する人件費等の経費について、〈証

拠略〉記載のとおり、合計450万1310円を負担したと認めることができ、

これらは杭の支持層未到達がなければ負担する必要がなく、また、相当

な範囲のものであるといえるから、本件と相当因果関係を有する損害で

あると認められる。

ウ 将来負担することが確実な費用 84万3242円

原告は、将来、測量経費及び調査費用として84万3242円を負担するこ

とが確実となっているから、これらについても損害と認められる。

エ 弁護士費用 4663万6372円

本件事案の内容、難易の程度、認容額等を考慮すると、本件と相当因

果関係を有する弁護士費用は、上記アないしウの損害額の約一割に相当

する4663万6372円と認めるのが相当である。

オ 合計


億1300万0098円

⑵ なお、被告らは、本件建物の不同沈下は、原告側の不適切な地盤調査によ

り誤った設計図書が被告らに提供されたことが最大の原因であり、本件是正

工事による損害は第一次的にA市側が負担すべきものであると主張するとこ

ろ、この点が過失相殺の問題となり得ることはともかく（後記八）、被告らの

瑕疵担保責任又は不法行為責任との関係において、原告が現に負担すること

となった本件是正工事の実施費用が損害に当たらないとする理由とはなり得

ないというべきである。

●損害額認定の考え方●

本件は、建物の建築工事の注文を受けた建設業者が杭打工事を下請けし、

下請業者が現場管理を孫請けし、工事が施工され、建物が完成したものの、

建物が不同沈下し、建設業者が注文者の要求に応じて是正工事を施工したた

め、建設業者が下請業者、孫請業者に対して損害賠償を請求した事案である。

建物の杭工事については、一時期、神奈川県でマンションの建築工事におい

て、杭が地盤に到達していないこと、杭工事のデータが偽装されていたこと

等が判明し（当時、すでにマンションは完成され、分譲されていた）、社会的な

第�章 事業活動における損害額の認定・算定
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問題として取り上げられ、注目されたところであるが、本件は、地方自治体

の発注に係る幼保園の建物の建築工事における杭工事の瑕疵が問題になり、

杭工事を施工した下請業者、孫請業者の損害賠償責任の有無のほか、損害賠

償の範囲・額が争点になったものである。

本判決は、杭が地盤の支持層に到達していることが杭工事の最も重要かつ

基本的な性状であることは社会通念に照らして明らがあるとしたうえ、本件

では杭が支持層に到達していない瑕疵を認め、下請業者の瑕疵担保責任を肯

定したうえ、現場管理を行った孫請業者の試験杭のデータの評価を誤ったこ

とについて過失を認め、不法行為責任を肯定したものであり、事例判断とし

て参考になるものである。また、本判決は、このような認定、判断に続き、

損害について元請業者の主張に係る損害全額である是正工事費用（�億6101

万9174円）、是正工事に関連する人件費等（450万1310円）、将来の測量経費等

の費用（84万3242円）、弁護士費用（4663万6373円）を認定したものであり、

損害額の算定事例を提供するものである。本判決が認定した損害の大半は注

文者の要求に応じて実施した是正工事の施工に関係する費用相当額であるが、

将来の費用負担、弁護士費用の算定については議論が残るところがある。

� 不動産・建設関係事業者の責任⑴──事業者間の損害
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