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はしがき

本書は、筆者にとって 4冊目の製造物責任に関する書籍であり、

書籍のカルテットの 1冊ということができるものである。

製造物責任法は平成 6年に制定され（平成 6年法律第85号。施行は、

平成 7年 7 月 1 日）、筆者は偶々法務省民事局参事官として同法の検

討、審議、立法の過程に関与し、同法の立法化に関する様々な提案、

法務省だけでなく、関係省庁における検討、審議に関する資料、関

係省庁の協議に関する資料、内閣法制局における検討に関する資料、

与党における協議、その検討に関する資料、国会における審議、そ

の審議に関する資料、従来の製品事故に関係する裁判例等を基に

『詳解製造物責任法』（平成 9年、商事法務研究会）を執筆して全容を

紹介し、その後、『最新 PL関係判例と実務』（平成16年、民事法研究

会。現在、〔第 3版〕）、『警告表示・誤使用の判例と法理』（平成23年、

民事法研究会）を執筆、公表してきたところである。

本書を執筆したきっかけは、すでに前記の『詳解製造物責任法』

において詳細に紹介、説明していた事項である部品・原材料の製造

物責任に関する問題について、従来法律雑誌に公表された裁判例を

読んで分析したり、案件を抱えた弁護士諸氏、法務担当者等の法律

実務関係者から意見を求められたり、あるいは意見書の作成を求め

られたり、議論の機会があったりして、製造物責任法の立法の際に

検討、審議、議論され、相当程度明確であると考えられていたにも

かかわらず（その詳細は、前記の『詳解製造物責任法』に紹介し、説明

しているところである）、この問題が裁判官や弁護士等の一部におい

て理解されていないだけでなく、全く誤解されているようなことが

あり、その無理解、誤解を反映した裁判例の判断、裁判外の判断が

見られ、中には頑なに無理解、誤解の内容が判示、説示されている

事例があることがわかったことである。
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日本において製品の製造業は、社会全体の基幹的な役割を担って

いることは明らかであり、製品製造の分野において、部品・原材料

の製造・供給の分野は、製造業を支える重要な基盤であることも疑

いの余地のないところである。

部品・原材料の製造業者等の製造物責任をめぐる問題は、製造物

責任法上は、免責規定（ 4 条 2 号）だけが注目されがちであるが、

その前提となる部品・原材料の欠陥等の製造物責任の要件と解釈、

最終製品（完成品）の製造物責任との関係、各製造業者等の損害賠

償責任の関係、求償関係、日本における部品・原材料の製造の実態、

中小零細の業者が多い製造業者等の負担への配慮等の問題も重要で

あり、これらの問題は重要な事柄として製造物責任法の検討、審議、

立法化の過程において議論されたものである（その内容等は、前記

の『詳解製造物責任法』に詳細に紹介している）。

部品・原材料の欠陥等の製造物責任をめぐる問題の多くについて

は、製造物責任法が適用されることは、最終製品の製造物責任と同

様であるが、規定・要件の解釈、考慮事情の範囲、考慮の在り方・

仕方は異なるものであるし、欠陥の判断の基準・基準、欠陥の判断

の在り方・仕方も異なるものであるし、その前提となる部品・原材

料の意義、製品製造の実態・実務・常識に関する知識も判断に必要

不可欠である。すでに公表されている裁判例の中には、これらの諸

事項について無理解な判断、理解不足の判断、誤解による判断、間

違った判断が見られる。これらの判断は、世間には上告審によって

是正されるのではないかとの指摘があり、高裁の判断の誤りが最高

裁によって是正されることに期待を寄せる向きもあるが、現行の裁

判所制度の下においては、是正される類型の判断は法律上極めて限

定されているうえ、最高裁（最高裁裁判官、最高裁調査官）の知識、

経験、能力も限定的であることから、実際上間違った判決もそのま

ま放置されるのが通常であり、現実である。
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このように、部品・原材料の欠陥等が前記のような事情から裁判

所の判決によって誤って認められ、その製造業者等の製造物責任が

根拠もなく、あるいは不当に肯定されると、部品・原材料の製造業

者等が根拠もなく、不当な責任を司法によって強いられることにな

る。このような不当な責任の強制が偶発的であったり、司法制度の

中で適切、的確に是正されれば、その責任の回復も可能であろう。

しかし、司法の現状、裁判の現状は楽観できる実情にはなく、前記

のとおり、無理解な判断、理解不足の判断、誤解による判断、間違

った判断が散見される。裁判官の無理解な判断、間違った判断等が

続けば、部品・原材料の製造業者等に製品製造の回避、製品開発の

萎縮等の重大な悪影響が生じ、分野によっては深刻な悪影響が生じ、

蔓延するおそれがあり、現在、一部の分野ではすでに現実に悪影響

が生じているし、現実的な危惧も見られるところである。本書で紹

介したような一部の裁判例がこのまま放置されれば、日本の製品製

造の分野、製造業者等が誤った裁判例によって衰退させられ、ある

いは製造そのものを放棄し、製品開発を断念させられる事態が生じ

うるし、現にそのような一部の事例も生じているのである。日本の

製造業、あるいは製造業者等にとって司法が製品の製造、製品の開

発について重大なリスクになり、この司法リスクが今後さらに重大

なリスクになるおそれがあるのである。科学・技術が関係する分野

においては、従来、裁判例の知識・能力・経験不足、無理解、誤解、

曲解等によって誤った判断がされ、その発展が阻害され、不当な障

害になっている事例も見られ、広く司法リスクの問題が生じている

ところであり、部品・原材料の製造物責任をめぐる問題もその 1つ

である。

本書は、このような背景と経緯によって、部品・原材料の製造物

責任の法理を紹介するとともに、関連する裁判例を分析して紹介す

るものである。
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製造物責任については、前記の各拙著によって相当の範囲を紹介

し、本書によって表題の分野を紹介したところであるが、現在、ほ

かにも、情報の製造物責任、インターネット情報の製造物責任の考

え方・在り方（立法論を含む）、疑問の多い推定法理の動向、製造物

責任の個々の要件の解釈の動向等が問題になっている。

最後になるが、本書を企画し、執筆するにあたっては、民事法研

究会の田口信義社長、編集部の南伸太郎氏に多大なご苦労をおかけ

したものであり、感謝を申し上げたいし、本書で紹介した判決の一

部については関係の方々に判決の写しの提供を受けたものである。

令和 4年 4月

升　田　　　純
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第 ２ 章
製造物責任をめぐる 

最近の重大問題

１ 　部品等の製造物責任をめぐる重大な問題

従来の製造物責任に関する判決の検討、分析、評価は、別途、専

門家によって行われることを期待することとするが、本書の著作を

企画し、執筆に至ったのは、製造物責任をめぐる法律問題、争点・

論点のうち、部品・原材料をめぐる法律問題について、裁判官を含

む法律実務家において製造物責任法の制定当時に想定された範囲を

超えて無理解、誤解、曲解が拡がっていることがわかり、製品の製

造物責任の要件、解釈、適用において誤った論理が採用され、誤っ

た判断がされ、不合理、不正義な結論が導かれるおそれがあるだけ

でなく、そのような事例を現実に見かけることがあるからである。

このような事態を放置することは、製造物責任法の適正な解釈、適

用、その在り方を損ない、不正義な結果をもたらすだけでなく、製

品の製造実務、特に部品・原材料の製造・供給の実務に重大な悪影

響が生じるおそれがあり、日本社会全体に重大な結果を強いるおそ

れがあるだけではなく、すでに社会の一部にはそのような事例を見

聞したからである。
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典型的な事例は、このようなものである。なお、現代社会におい

ては、製品の製造、販売等の実務は、最終製品の製造業者等が製品

の部品・原材料のすべてを製造、加工する等して調達することは、

製品によってはあり得るとしても、通常の製造、販売等の実務では

なく（なお、本書においては、製品と製造物は同じ意味に使用するもの

であり、製造物責任法の適用が問題になる場面では製造物の言葉を使用

することが多く、それ以外の場面では製品の言葉を使用することが多い）、

複数の他の事業者等の製造・加工等に係る種類・用途等が異なる多

数の部品・原材料を調達し（部品・原材料といっても、最終製品の製

造業者が調達する部品・原材料に至るまでに複数の段階において当初の

部品・原材料、中間の部品・原材料、最終の部品・原材料が製造等され

ることも多いから、部品・原材料といっても、部品・原材料の段階を特

定することが必要になることがある）、これを加工し、組み立てる等

して最終製品を製造することが多く、このような製造の形態が通常

の製造・販売等の実務になっている。

最終製品（この類型の製品は、部品・原材料との関係では、完成品の

言葉が使用されることが多く、本書でもこの意味で使用するが、部品・

原材料であっても、部品・原材料として完成される製品であることに照

らし、誤解を生じることがあるため、最終製品の言葉を使用することが

ある）について、その製造業者（Ａ会社とする）が他の事業者（Ｂ会

社とする）から部品・原材料（部品等ということがある）を購入し、

これらを組み立て、加工し、最終製品を製造し、販売業者（Ｃ会社

とする）を介して販売したところ、当該最終製品を購入する等した

者、あるいはこれを使用した者が当該製品を使用中、製品事故が発

生し、使用者等（Ｄとする）に損害が発生し、事故原因の調査が実

施され、当該最終製品に欠陥が存在することが判明するとともに、

当該最終製品の特定の部品等（最終製品の製造業者が他の業者から当

該部品等を購入したものであった）が事故発生の原因になった可能性
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が相当にあることが判明した場合を想定し、この場合における損害

賠償をめぐる諸問題の取扱いを検討してみたい。

この事案において製造物責任が問題になる場面を想定すると、本

件事故の被害者であるＤが製造物責任に基づき損害賠償を請求する

場合と、Ａ会社あるいはＣ会社が製造物責任に基づき損害賠償を請

求する場合がある。

まず、Ｄの損害賠償請求については、最終製品の欠陥が判明して

いることから、最終製品の製造業者であるＡ会社を相手方とするこ

とはわかりやすいし、通常の事例である。この場合、仮に最終製品

の欠陥が明確に判明していないとしても、Ｄとしては、最終製品に

関する調査、分析等を経て、最終製品の欠陥を主張し、Ａ会社に対

して損害賠償を請求することがある。ＤがＡ会社を相手方として選

択しない場合は、Ａ会社が会社が法定倒産、事実上倒産し、あるい

は想定される損害賠償額に照らし、資産が著しく乏しいか、所有資

産を把握することができない等の特別の事情があるときであろう。

この場合、販売業者であるＣ会社を相手方とするかは、Ｃ会社が原

則として製造物責任を負わないことから、Ａ会社を相手方とするこ

とができない特段の事情がある場合に限られるのが通常である。こ

の場合、本件事故の原因が疑われる部品等の製造業者であるＢ会社

を相手方とするかは、Ｂ会社が部品等につき製造物責任を負う可能

性があるとしても、Ａ会社に損害賠償能力を有するようなときは、

Ｂ会社をも相手方として損害賠償を請求する特段の必要はないと考

えられるが、損害賠償請求訴訟の実務においてはＢ会社に対しても

損害賠償を請求する事例が散見されるし、本件事故の調査等におい

てＡ会社等が本件事故の原因は部品等の不具合、欠陥にあった等の

情報を開示しているときは、Ｂ会社に対しても損害賠償を請求する

事例が多い。しかも、Ａ会社のほかにＢ会社をも被告として製造物

責任を主張し、損害賠償を請求する訴訟において、Ｄは、最終製品
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の欠陥を立証すると、その論理は不明であるものの（部品等の製造

物責任の法理について無理解、誤解があり、安易な論理であることは後

記のとおりである）、問題のある部品等にも欠陥が認められるとか、

部品等の欠陥が推定されるとかの主張を展開し、最終製品の製造物

責任の主張・立証とは別に、部品等につき製造物責任の要件を踏ま

えた主張・立証を行わない事例が多数見受けられるが、このような

主張・立証は全くの誤解、無理解に基づくものである。最終製品に

欠陥が認められ、その製造業者等が最終製品に使用した特定の部品

等に問題があったとの認識を抱き、あるいは部品等に欠陥があると

判断した場合であっても、最終製品の欠陥の存在から問題の部品等

の欠陥が推定されると解することは、推定の前提事実を欠くもので

あり、推定の経験則も認められないだけでなく、部品等の欠陥は、

最終製品の欠陥の判断とは別個独立に、製造物責任法 2条・3 条所

定の各要件について解釈をし、該当性を判断することが必要である

（この論理を正確に理解しない法律実務家が少なくないし、判決にも誤解

しているものがある）。この場合、ＤがＢ会社に対して製造物責任に

基づき損害賠償を請求することは、Ｂ会社の製造物責任の主張・立

証に相当の困難さがあるだけでなく、訴訟の長期化を招くほか、得

られる経済的な利益は異ならないわけであり、Ｂ会社に対する訴訟

提起の実際上の意義が認められないのが通常である。なお、部品等

の製造物責任は、最終製品の製造物責任とは別個独立に判断される

べきものであるところ（最終製品と部品等との関係から双方の製造物

責任が関連するところがある）、最終製品の欠陥が認められない場合

には、部品等に欠陥が存在しても、最終製品の製造物責任に基づく

損害賠償責任が問題にならないため、部品等の欠陥、製造物責任も

問題にはならないし、最終製品に部品等を選択、検査、設計、加工

等をし、その過程で部品等の選択等を誤ったり、欠陥が生じたりな

どすることがあるため（最終製品の製造業者の部品等の選択、検査、
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設計、加工等の実情が重要な事情になるものであるが、この実態が部品

等の種類、用途、品質、性能、使用方法、使用量、使用環境、危険性、

最終製品との関係等の事情によって極めて多様であり、これらの事情を

適切に認定し、判断し、評価することが極めて重要である）、最終製品

の製造業者の製造物責任が認められるとしても、部品等の欠陥、事

故との因果関係が否定されることが十分にあり得ることである。

他方、Ａ会社の損害賠償請求については、最終製品の製造業者と

して本件事故の原因調査を実施し、その結果を踏まえ、特定の部品

等に本件事故の原因があったと認識して行うものであり、Ｂ会社を

相手方とすることになるが、この請求の法的な根拠はいくつかあり

得るところであり、必ずしも製造物責任を根拠とするものではない

し、仮に製造物責任に基づく損害賠償請求であっても、Ｄの損害賠

償請求とは異なる問題が生じることがある。Ａ会社のＢ会社に対す

る損害賠償請求は、最終製品に起因する製品事故が発生する前と後

によって法的な根拠、要件に異なるところがあるが、通常は、最終

製品に起因する製品事故が現実に発生し（製造物責任は、他人の生命、

身体、財産を侵害したときを要件とするとともに、これによる損害の発

生を要件とするものである）、最終製品の製造業者が被害者に対して

損害賠償義務を履行した後に（最終製品の製造業者が損害賠償義務を

履行した場合、その根拠、必要性・合理性・相当性が問題になることが

少なくなく、判決が確定した場合、訴訟上の和解が成立した場合、示談

による場合等の履行に至る経過によっても異なるところがある）、当該

賠償に係る損害額について欠陥があると主張する部品等の製造業者

に対して損害賠償を請求するものである。この場合のＡ会社のＢ会

社に対する請求は、形式的には損害賠償請求であるが、実質的には

求償請求にあたるものであり、法的な根拠としては、最終製品の製

造業者と部品等の製造業者との間の契約の有無等の事情によるとこ

ろがあるが、契約上の債務不履行責任、瑕疵担保責任（債権法の改
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正後においては、契約不適合責任）、不法行為責任、製造物責任、求

償の法理（最高裁の判例によって認められている）が主張されること

がある。Ａ会社のＢ会社に対する請求は、主張に係る各種の責任の

要件の解釈、該当性が重要な争点になるとともに、Ａ会社の請求額

（主張に係る損害賠償額）の合理性・相当性、個別の請求額の算定が

重要な争点になる。Ａ会社がＢ会社に対して前記の損害賠償を請求

する場合、Ａ会社は、Ａ会社と被害者との間の判決、示談等によっ

てＡ会社が損害賠償義務を負うとか、定められた損害賠償額がいく

らであるかという主張をすることが通常であるが、Ａ会社と被害者

との間の訴訟に係る判決は、特段の事情がない限り、Ｂ会社を拘束

するものではないし、Ａ会社と被害者との間の示談等の合意（調停

等を経て行われる合意も同様である）は、Ｂ会社を拘束するものでは

ないだけでなく、Ａ会社がＢ会社に対して責任を転嫁することを想

定しつつ、被害者と示談等の合意を行うことがあること、Ａ会社と

Ｂ会社との取引関係等の事情を背景として責任を転嫁しやすいこと

等の事情から、過大な責任、法的責任を超える示談等の合意をする

懸念、可能性（最終的には部品等の製造業者に損害賠償の負担を転嫁で

きるとの事情が背景にある）が従来から指摘されていることに注意が

必要である。この背景には、日本社会の製品製造の分野においては、

最終製品の製造業者と部品等の製造業者との取引関係、資本関係、

役員の選任等の経営関係、事業者の規模等の事情に照らし、事業規

模の弱小な部品等の製造業者が最終製品の製造業者による様々な影

響を受けやすい関係にあることが指摘されている。Ａ会社と被害者

との訴訟が提起され、Ａ会社の敗訴判決が確定した場合であっても、

法的には判決がＢ会社を拘束しないのが原則であるが、Ａ会社とＢ

会社との示談交渉、あるいは訴訟において判決の内容が事実上影響

を与えることは否定できないところであり（どの内容がどの程度影

響を与えるかは、事案の内容、判決の内容によるところが多い）、判決
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の内容を慎重に検討し、分析することが必要である。Ａ会社と被害

者との間の訴訟に係る判決において、欠陥の認定、判断が製品の不

具合が品質の問題にすぎないのに、製品の安全性を欠いているとの

判断がされたり（製品の安全性に関わらない品質にすぎない不具合の

場合には、欠陥に該当しない）、実際に製品事故が生じていないのに、

広範に製品の回収、修繕等を実施したりして損害賠償に応じていた

り、製品事故の原因を個別具体的に分析、認定しないまま製品の欠

陥を肯定したりするものも見かけることがあり、確定判決が存在す

るといっても鵜呑みにすることは相当ではない。事案の中には、最

終製品の事故が発生して、あるいは損害が発生しておらず、一部の

最終製品に問題が指摘された段階で、あるいは製品事故が発生し、

最終製品の製造業者が被害者に損害賠償をしない段階であっても、

部品等の製造業者に対して最終製品の回収、修繕、損害賠償の蓋然

性等を主張し、損害賠償を請求するものもある。この場合には、製

造物責任等の最終製品の製造業者と部品等の製造業者との間の契約

を前提としない法的な根拠が主張されず、部品等の売買契約、製造

に係る請負契約、製造に係る業務委託契約等の契約が法的な根拠と

することがあるが、これらの契約の締結は、前記のとおり事業規模

の弱小な部品等の製造業者が最終製品の製造業者による様々な影響

を受けやすい関係を背景として締結されていることがあるから、契

約の解釈にあたっては慎重な検討が必要であるし、信義則、権利の

濫用等の一般法理による制約を検討する必要があることが少なくな

い。A会社が B 会社に対して最終製品の部品等として使用した特

定の部品等の欠陥等を主張し、部品等の製造物責任に基づき損害賠

償を請求する場合には、製造物責任法 2条、 3条所定の各要件を主

張・立証することが必要であり、当該部品等の欠陥の考慮事情、判

断については、当該部品等に関する事情、判断基準によって考慮し、

判断することが必要であるが、最終製品の部品等として特定の部品
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等が適切、適合するとして設計、調達、加工等したのは、A 会社

であり、A 会社が基本的には特定の部品等を採用し、加工する等

にあたって自己の判断と責任によって行ったものというべきである。

Ａ会社がＢ会社に対して損害賠償を請求する場合には、Ｂ会社の責

任の存否に関する争点だけでなく、Ｂ会社の製造に係る部品等を最

終製品の部品等として採用したのは、Ａ会社の判断と責任によるこ

とが通常であること、部品等を加工等して最終製品を製造するのは

最終製品の製造業者であること等の事情に照らし、Ｂ会社が法的な

責任を負うときであっても、損害賠償額全体の算定、Ａ会社とＢ会

社の負担割合、割合の判断根拠・基準、具体的な負担額を認定、算

定することは困難であり、重要な争点になることが多い。

２ 　部品等の製造物責任をめぐる問題の複雑さ

ざっと紹介した事案は、部品等の製造業者が 1社の場合であった

が、実際には部品等が最初の部品等から中間の部品等、最終の部品

等に至る複数の過程の部品等が製造、調達されることも少なくない

し、部品等の調達は最終製品の製造業者が自ら契約によって調達す

ることもあるだけでなく、複数の部品等の製造業者を介したり、販

売業者、グループ会社等を介して調達することもある。最終製品に

よっては、部品等の製造段階、調達段階が多数の段階に分かれてい

ることも少なくないどころか、通常である（最初の部品等から最終

製品の中間に存在する部品等を中間部品等ということがある）。部品等

の製造業者の間で前記のＡ会社とＢ会社との間と同様な問題が生じ

ることもあり、この場合に製造物責任等の法的な責任が主張される

ことがあり、最終製品の製造業者との関係で問題になる場合以上に

複雑な問題が生じることがある。

事案の内容を単純化し、典型的な事例として紹介しただけでも、
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