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１．はじめに
本稿は、我が国における差止請求権の理論的根拠について、特に公害・環境訴訟の類型を
中心にこれまでの動向を再検討するとともに、その問題点を克服するために筆者の試論に基
づく新たな理論構成の提言を試みることを目的とするものである。
我が法体系において、
差止請求権については特別法上の明文規定を有するものを除いては、
民事法一般において包括的に適用される明文規定を有さない。このため、我が国においては
差止請求権は解釈論上の問題として取扱われ、これまでに幾多の学説が主張されてきたとこ
ろである。
しかしながら、裁判例において、特に公害・環境訴訟においては、今日においてもなお、
決して十分に定着した地位を確立したとはいえない状況にあることは否定できない。下級審
判決においては、特に仮処分申請では相当数の認容事例が存在するものの、本案訴訟で争わ
れた事例、あるいは上級審に至るほどその認容には慎重な判断を示す傾向にあり、最高裁で
は、公害・環境訴訟においてはこれを正面から認容した事例は未だ存在しない。以下に示す
ように、これまで唱えられてきた学説にはいずれも何らかの弱点を抱えていると思われる面
があるほか、差止請求は加害者側の立場を強く拘束させることになるため、いわゆる違法性
段階説がこれまで唱えられてきたように、損害賠償の場合に比してより慎重な判断を行わな
ければならないとされてきたという状況もある 1。
学説においては、特に公害・環境訴訟の類型を中心に差止的救済の有用性についてこれま
でも繰り返し論じられてきた。特に近年問題となっている、いわゆる景観利益等、一度破壊
されるとその復元が実質的に不可能となるなど、差止的救済によってのみしか実質的な保護
を図ることができない事例のものが現れている中では、このような現状を如何に打破し、差
止的救済の法的確立を図るかという点に関して、これまでの問題点を克服すべく新たな視点
に基づく議論が必要となるものと思われる。
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比較法的見地から外国法理論に目を向けると、このような問題について議論を一歩進める
うえで、英米法的見地からの視点が今後参考になりうるものと思われる。英米法における差
止請求権は、不法行為の効果として、コモン・ロー上の金銭賠償の原則からくる被害者の救
済の不十分さを克服し、より具体的かつ妥当な救済が求められるにつれ、エクイティ上の救
済策として承認されてきた経緯があり、現在はエクイティの判例法上一定の確立した地位に
あるものといえる 2。そして、このような衡平法的見地からの研究の必要性が相当以前から
指摘されてきたことにつき留意するべきであろう。例えば末弘厳太郎博士は、伝統的な物権
的請求権理論の克服の観点から、差止的救済が被害者にとって必要でありそれが方法として
妥当であるならば、これを広く認めるべきであり、そのためにはいかなる場合に当該差止請
求が認められるべきであるかについて、広く衡平法的見地から検討すべきであると指摘する
3

。
本稿で示したような問題を検討するにあたり、今日における議論の動向に鑑みれば特に重

要なものは人格権説および不法行為説であると思われ、本稿では特にこの両者及び不法行為
説と関連の深いものである違法侵害説をも含めて、各学説の問題点および、これら諸説の不
法行為説への融合の可能性の観点から議論を進めることとしたい。検討の対象としては、公
害・環境訴訟における議論を主たる素材とするが、私見の立場として、ここでの議論が前述
の如く、汎用性の高い不法行為説に融合される可能性が導かれるため、それによって公害・
環境訴訟以外の民事法一般における差止請求権に関する議論にも応用することができる可能
性を秘めていると思われることを最初に言及しておきたい。
その他、前述の如く、差止請求権をめぐる議論について英米法的見地からの比較検討が有
用な面がなお少なくないと思われることから、このような視点を我が国において確立させる
ことの是非について、我が国でもこの種の問題につき、近年一部で新たに論じられつつある、
当事者間における信義則上の権利義務関係に着目して論ずることをあわせて目的とするもの
である。

２．差止請求権の理論的根拠に関する各種の学説とその特徴
前述の如く、我が民法典上に差止請求権に関する直接の明文規定は存在しないため、解釈
論上の問題として把握されてきた。差止請求が特に問題となった公害・環境訴訟においてこ
れまでに主張された学説としては、以下のようなものがある。それぞれの特徴と問題点につ
いてもあわせて指摘する。

（1）物権的請求権説
物権は一般に排他性を有する物権的請求権を有し、これに基づく妨害排除請求権や妨害予
防請求権によって差止請求が認められると解するものである。
いわゆる占有訴権については、
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民法典上に明文規定を有するもの（民法 197 条以下）であり、
物権的請求権一般についても、
今日では判例および学説においてほぼ異論をみないほど確固とした地位にあるものであるた
め、その意味で法的安定性の高いものである 4。また、一般に物権は絶対権であり排他的効
力を有することから物権的請求権の行使には加害者の故意・過失を要せず、当事者間の利益
衡量を図る必要性も原則として存在せず、
ただ民法典上の一般条項に抵触する（信義則違反、
権利濫用、公序良俗違反等）場合にのみ当該権利の行使が制限されるにすぎないものとされ
るため、物権侵害ないしその恐れがあれば直ちに物権的請求権を行使することができ、その
効力が極めて強いということも特徴として挙げられる。
一方で、同説の問題点として、何らかの物権を有する者以外は権利侵害を主張することが
できず、差止請求を求めうるものの範囲が限定的すぎるという点がある。また、物権侵害が
成立している、あるいは成立しうる場合でないとそもそもこの説に基づいて差止請求権を行
使することができないという点が残されることとなり、結果として救済範囲がかなり狭隘な
ものとなり、差止的救済が必要な場面において幅広く活用されうるものとは言い難いことは
否定できない。現在は差止請求権の根拠としてこの説のみが一元的に主張されることはほぼ
ないものと思われる。本稿では紙面の都合上、差止請求権に関するすべての論点を詳述する
ことが不可能な関係上、物権的請求権説については直接の議論の対象としないことから、こ
こに概要のみ述べておくこととする。

（2）人格権説
前述の物権的請求権説の短所を克服し、権利性の認められる主体および客体を拡張しよう
として生まれたものと理解することができる。
生命や身体、名誉、プライバシー等の人間の人格に関する法益については排他性を有する
人格権が憲法上の基本的人権（特に憲法 13 条を根拠とする）として、あるいは私権として
存在し 5、これに対しての違法な侵害については当該権利の排他性をもとに差止めを求める
ことができるとするものである。下級審判決を中心に、
裁判例の蓄積が相当数みられるほか、
最高裁においても当該権利が存在し、保護に値するものであること自体は承認されており 6、
裁判例におけるもっとも有力な見解となっているといえる 7。
学説としても、前述のような物権的請求権説では公害や環境汚染の場合でも物権の侵害と
して取り扱わざるを得ないが、このような類型の訴訟では物権の侵害よりもむしろ人間の生
命や健康な生活の維持といったものが主要な争点となることから、人間の身体的・精神的健
康の維持の侵害に関する問題を物権侵害と捉えること（いわば、
「人」の問題を「物」の問
題として扱うこと）の不適切さを克服できる可能性を得ているという観点、また、物権的請
求権説の最大の欠点の克服、すなわち物権を有さない者にも救済の途が開かれるとの観点か
ら、相当な支持を得たものである 8。
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一方、同説の問題点としては、まず人格権については、今日でもなお、その範囲や外延が
確立されたものとなっておらず、議論の途上にあるものであり、不確定な概念しか持ちあわ
せていないことで法的安定性に問題が残る点である。人格権は、幾多の種類のものを包括し
て捉えている概念であり、論者により分類法は異なるが、今日の学説・判例上の有力な分類
法としてはまず大別して個別的人格権と一般的人格権の両者に分類することができるとさ
れ、前者に分類されるものについては、氏名権や肖像権、名誉権といった、個別の事案ごと
に限定的な構成要件をもつものであり 9、判例上権利性が確立されているものとみられるが、
後者については、個々の個別的人格権の総体として成り立つものであり権利性が未だ確立さ
れていないものを保護する機能を有するものと理解される 10。そして後者については、我が
国では議論の余地は残されているものの、最高裁判例はこれを正面から認めてはいない旨を
示しているのが事実である 11。
特に公害・環境訴訟で問題となる点についても、生命や身体への健康被害の発生などにつ
いては、権利侵害に該当することにつき異論はほぼ見られない。このような類型のものにつ
いては、個別的人格権に該当することとなろう。一方で、それ以外の類型の事例については、
権利性を確立されるに至らず、利益侵害にとどまる性質のものとされるが、そこでもなお差
止的救済の必要とされる場合は存在するものであり、この場合をあわせて考えなければなら
ない。代表的な事例としていわゆる日照権侵害の場合を考えてみると、これは厳密にいえば
権利性を有する段階までは至っておらず、利益侵害（日照「権」ではなく日照「利益」
）に
とどまるものと解されているが、このような場合、人格権説では、前述のように最高裁判決
の趣旨に則って考えれば、わが国では現在のところ一般的人格権を正面から認容していない
とされるから差止請求が認容されないこととなる。
すなわち、このような重大な矛盾点が生じることとなり、日照利益については、これまで
の判例上も保護に有するものであることには異論がないが、このような事例について、どの
ような理論的説明が成り立つのかという問題を残すと指摘される 12 ところである。
また、差止請求権を認めるにあたり、先述のような、権利侵害が明白でない事例、すなわ
ち生命や身体、精神的自由等の個別的人格権、すなわち絶対的・排他的権利侵害以外の事例
については双方の利益衡量を考慮すべき事例が少なくないが、このような場合に、ここでい
う人格権説は人格権なる権利の排他性を差止請求権の根拠として用いるものであるため、物
権的請求権説と同様に、
権利侵害があれば即時に差止めが可能であるという構成になるため、
利益衡量の余地が排除されてしまうという問題点もある。この点についても、実際の裁判例
においては、当然の如く利益衡量が行われているのが実態である。元来、不法行為法による
損害賠償請求の場合において用いられてきた判断基準である相関関係理論や受忍限度論等が
差止請求においても用いられているのが現状であり、この点をみても、人格権説の理論的側
面における限界性が現れていると思われ、また実務上は純粋な人格権説、すなわち人格権の
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絶対性を根拠とする理論構成は採用していないものではないかと思われる次第である。
その他、私見としては、人格権を固有の権利として差止請求権の根拠として用いることが
解釈論上妥当なものかという点も問題点として残るものと思われる。
我が民法学上において、
人格権侵害も不法行為の一種に該当しうるものであることについては従来より異論がなく、
そうならば結果として序論で示したように不法行為説に吸収されてしまうのではないかとの
問題も残るものと思われ、この点に関しては本稿の中心的な論点でもあり、後に詳しく検討
する。

（3）不法行為説
差止請求権は不法行為の効果として発生するという見解 13 であり、主に英米法的見地か
らの比較法的研究に示唆を得たものであるとされる 14。英米法における差止請求権は判例法
上、不法行為の効果として発生するものであり、金銭賠償では被害者の適切な救済が行われ
ない場合に衡平法上、差止命令が発せられるものである 15。英米法においては、財産権侵害
（土地の不法侵入やニューサンスの事例）や大陸法系でいうところの人格権に相当するもの、
知的財産権侵害等において、衡平法の判例法上における差止命令が広く発せられ、それぞれ
確立した概念を有するものである 16。我が不法行為法は、民法 722 条 1 項により、民法 417
条を準用して、不法行為の効果として、原則として損害賠償であるとしているが、それ以外
の方法を条文上直接に認めていないわけではない。また、我が民法典の起草者は、不法行為
の効果として差止請求の余地がないわけではないことを示している。このように解すれば、
原則に対する例外として、その直接の根拠は何かという点はさておき、不法行為の効果とし
て差止請求をも認められる余地はあるとするものである。
また、不法行為法の果たす機能として、一般的に言われる損害填補機能のみならず、権利
ないし利益侵害の抑止的機能ないし加害者の制裁的機能をあわせて有するとし 17、これらに
基づいても、特に抑止的機能については損害賠償請求の場合でも一種の差止め的効果を生む
ことになるとされている 18。このように考えれば、不法行為法には差止的救済機能が存在す
ると解することも私見としては不可能ではないと思われる。
この説を採れば、上記の物権的請求権説や人格権説で示したような、権利侵害に該当しな
い、利益侵害にとどまる場合でも広く差止請求が認められうる場合があり、条文上の根拠も
一応有するものであり、その意味では法的安定性が高くなること、また民法 709 条による損
害賠償請求の場合と同様に、同条の条文に即して考えれば、当事者間における利益衡量の余
地も残されており、この意味でも前二説の問題点を克服することの可能性があるといえる。
特に初期のころより、絶対権以外の権利侵害の事例、いわゆるニューサンスに該当する事例
等において、不法行為における差止的救済の有用性について唱えられてきたものである 19。
一方で、
この説にも重要な問題点が残されているとの指摘がある。根本尚徳教授によれば、
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この説には大きく 6 点の問題点が存在し、現行民法典の解釈論としては体系的整合性に欠け
るものであり妥当ではないとの結論を導いている。
それによれば、第一に、差止請求権と不法行為による損害賠償請求権は制度上明らかに別
個の存在であり、両者の根本的な相違点を理解していない見解であるとされる 20。
第二に、「侵害」と「損害」
、
「差止」と「原状回復」および「損害賠償」の概念を混同し
ているものとされ、これらを一緒くたに取り扱うことで、同一事案において規範的評価矛盾
を生むとする 21。
第三に、この説をとったとしても、結果として差止請求による救済範囲を狭隘なものとし
てしまう恐れがあることが指摘され、その理由として要件論としての故意・過失の存在が挙
げられる。民法 709 条に即して考える以上、
差止請求の場合にも権利ないし利益侵害に当たっ
て、加害者の故意または過失が要件となるが、そうならば前二説にあるような、絶対的・排
他的権利侵害の場合についても同様に故意・過失が必要とされるようになるが、これは適切
であるといえるかとされる 22。
さらに、第四の問題点として、そもそも条文の文言上、民法 709 条では損害賠償請求権の
発生は「損害」の発生であるとする以上、差止に関してはそもそも損害が発生しない以上、
同条の適用は無理であるとする 23。
第五に、これまで損害賠償の面でもきわめて困難を極めた、単なる不快感にとどまる場合
や軽微な精神的侵害などの場合についても、常に故意・過失の判断が求められるとすれば、
救済の範囲が極めて限定されてしまうとあわせて指摘される 24。このような問題点を解決す
るために、差止請求の判断基準にも、受忍限度論や新受忍限度論を用いるべきであるとする
が、これらの概念は損害賠償の場合においても、民法 709 条の解釈から導き出せないとする
批判が存在し、これらの概念自体が未だ確立した地位になく、法的安定性が強いとはいえな
いとするもののほか、そもそも「不法行為による損害賠償請求権」と「差止請求権」とは、
両者の制度趣旨が根本的に異なるものであり、両者を同一のものとして一体的に理解するこ
と自体に相当な無理があるとの指摘も否めないとする。
最後に、不法行為の効果として金銭賠償の原則を定めた民法 722 条 1 項の文言及びその立
法趣旨に反するとされ 25、この点からも妥当性を欠くと根本教授は指摘するものである。
これらの指摘は詳細な分析に基づく鋭い批判を投げかけているものと思われるが、それで
も私見としては根本教授の評価する違法侵害説をそのまま評価することはなお困難なものと
思われ、後にこの点とあわせて論ずることとする。
さらに私見を加えれば、一つの重要な問題点としては、初めに示したように、確かに不法
行為の効果として差止めが認められるという結論を導き出せないわけではないと思われる
が、その差止請求の直接の根拠は何かという点において、ただ「原則に対する例外」という
のみでは少々論理性を欠く面があると思われ、この点を克服し、より緻密で説得力を有する
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理論構成を構築することが同説の課題の一つであると思われる点を挙げておく。しかしなが
ら、それ以外の点については、概ね条文の解釈に忠実であり、我が国の民法典および比較法
的見地から、不法行為法の解釈論とも親密性を有し、現実的妥当性に鑑みれば結局のところ
民事法一般における差止請求権は不法行為法から導き出されるものと理解するすることが妥
当ではないかと思われるため、この点に関しても後に詳述することとしたい。

（4）環境権説
我が国においては、
高度経済成長期の公害問題の深刻化による公害訴訟の増加にともない、
1970 年に大阪弁護士会の研究会によって、同会所属の弁護士らを中心として提唱されたも
のである。同説の最大の特徴は、
「環境共有の法理」の提唱、すなわち、大気や水、日照、
静穏、景観などの自然的環境や文化的遺産、社会的諸施設などの社会的環境については、人
は誰しも、これらの良き環境を享受し、かつこれを支配する権利が本来存在するはずであり、
当該権利を環境権と称し、これが侵害されていたり、されようとする恐れが生じれば直ちに
これを差し止めることができるとするものである 26。公害や環境訴訟において、差止的救済
が及びうる範囲を極限まで拡大することを試みたものであり、特に既存の学説によったので
はそこから脱落してしまう者に救済の途を開き、あわせて違法性段階説、受忍限度論等の当
事者間の利益衡量の余地を当初は完全に排除することを目的とし、ここまで斬新な理論構成
を打ち立てることを試みたとみることができる。
ここに打ち立てられた理念はそれ自体は崇高なものであろうが、最大の問題点としてはそ
の内容があまりに理想論、観念論的にすぎるものであり、これまでも強い批判が繰り返され
てきたように、その内容や外延、特に法律論としては不可欠な概念である意義・要件・効果
等が未だ不明確なものであり、法的権利として公法上も私法上も承認することが現時点では
困難であるといわざるをえないものであることである。また、本稿でも取り上げているよう
な各種の差止請求権に関する理論的根拠の短所や不都合さをとにかく克服するという目的の
みが先行していたと思われる面が随所にみられ、結論ありきの強引な論理の押し付けとなっ
ている面も否定できない。またこの説についても、仮に環境権なる権利が確立されたもので
あるとしても、結局のところ、当該権利自体の排他性、不可侵性を差止請求権の発生根拠と
するものであると思われるところから、この点に関しては、条文上の根拠、解釈論としての
妥当性、差止請求権者の範囲や利益衡量の余地等をめぐり、物権的請求権説や人格権説と同
様の指摘を免れないだろう。今回は直接検討の対象としないが、これらの点につきその問題
点を克服する方向性での議論が試みられてはおり、筆者自身もその方向性について論じたこ
とはあるものの、いずれにせよ、現段階では様々な点において未だに多くの課題を残してい
る理論構成であると思われ、これらの課題を克服することが今後の課題であろう。
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（5）不可侵性理論説
この説は、権利なるものは一般に不可侵性、排他性を有するものであり、どのようなもの
であれ、
「権利侵害」
があれば当然に差止請求権が発生すると解するものである。具体的には、
物権的請求権の概念は債権等、物権以外の権利にも該当するものであるとするものであり、
これは物権的請求権は物権の内在的効力、すなわち物権の排他的支配性から発生するもので
はなく、あくまで権利に対して外側から外在的効力として与えられているものにすぎず、そ
れは権利一般の有する不可侵性に基づくものであるものであるからとする。このように考え
れば、物権以外にも権利であれば当然不可侵性を有すると考えられるため、これに基づいて
差止請求権を有していると理解することができると解されるとするものである。
一方、この説への批判としては、そもそも物権的請求権の本質論を無視した論理であると
されること、民法学上において明確に区別されているはずである、物権と債権の両者の性質
や特徴を無視し、両者を一緒くたに取り扱っている点で妥当な見解とはいえないというもの
が挙げられる。また、この説においても、差止請求権と損害賠償請求権との混同がみられ、
不法行為説と同様な理論的問題点が生ずることは否めないとされる。
この説も、今日ではほとんど単独で用いられることはなく、学界において有力なものでは
ないことから、ここに概要のみ簡潔に記すこととしたい。

（6）違法侵害説
この説は、不法行為説と要件や判断基準等では類似の構成を採り、不法行為説に類似する
ものの、不法行為法自体の効果からは差止請求権は発生しないと解するものである。法的保
護に値する私人の利益が違法に侵害されており、差止的救済が必要かつ有用であると思われ
る場合において、当該法益の「違法な侵害」ないし当該法益の「保護の必要性」から、直接
差止請求権が発生するとするものである。いわば、このような場合は、条文の明文規定こそ
ないものの、「差止請求制度」なる制度が元来存在しており、これに基づき差止請求権が認
められるものとするものである 27。
今日、英米法における差止請求権を論じるうえで重要な概念である、英米法における「救
済法（Remedies）」概念もこれに近いものであると思われ、不法行為説とともに、英米法
理論との接近、融合の可能性のあるものであるといえる。
近年、この説は根本尚徳教授による理論的側面からの緻密な再検討が行われており、同教
授によれば、差止請求権の発生根拠を主にドイツ法との比較法的見地からして理論的側面に
おいて矛盾なく説明することができ、かつこれまでの諸問題を解決することが可能であるの
はこの説によるほかないとして、高く評価されているものである 28。
一方、私見の立場を挙げれば、この説にも、比較法的見地からの妥当性はさておき、日本
法の解釈論としての観点で捉えた場合、
幾多の問題点が残ることは否定できないと思われる。
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まず、条文の解釈上、差止請求権の発生根拠を直接に導き出すことにつき、やや強引で無理
がある結論の導き方をしている感が否めないことが気にかかるところである。差止請求権の
発生根拠は、条文にない「差止請求制度」であるとの見解に合理的な説得力が存在するか、
法解釈学上の無理が生じていないかということが今一度検討されなければならないと思われ
るところである 29。法解釈学はあくまで各種の解釈方法により、条文の解釈として妥当かつ
客観的な説得力を有する形態で導き出し得るものでなければならないのは自明の理であり、
このような法解釈学の根底にあるものを覆すような無理な解釈を通すことは、特にこれまで
環境権説において浴びてきた激しい批判、すなわちその理論的根拠や内容性が曖昧であり、
結論ありきの観念論に過ぎないとの批判がここにも該当しかねないものと思われる。また、
違法侵害説は不法行為説との関連性が深いものであり、不法行為説でみたような論点を無視
した議論は成り立ちえないとみられることから、後にみるように結局のところ不法行為説に
融合されてしまうものと考えられるものである。

（7）複合説
この説は、物権的請求権、人格権、環境権等の権利、特に絶対権に相当するものについて
は当該権利の有する不可侵性を根拠として、それ以外のものについては、不法行為の効果あ
るいは違法侵害説の理論構成に基づいて差止請求権が発生すると解するものであり、両者の
理論構成を個別の状況により併用して用いるものである 30。いわば、物権的請求権等の絶対
権を根拠とするものと不法行為の効果等を根拠とするものとの両者の理論構成の短所を、両
者を状況に応じて使い分けることにより相互を補完しあうようにし、様々な状況に対応でき
るようにしたものと理解することができる。この説を唱えるものとしては、澤井裕教授をは
じめとして、さらに同説をより進化させたものとして近年は大塚直教授の本格的な研究がみ
られるところである 31。同教授によれば、条文の解釈、条文との関係を最も重視して、自然
な解釈を生むものであり実務上有効に活用できる手堅い理論でありつつ、社会状況の変化に
も十分対応できる弾力性のある考え方を目指したものである 32 として、今日の学界におい
て一つの有力な地位にある見解であるといえる。
問題点としては、絶対権侵害および利益侵害の両者の理論構成は前述のようにもともと併
存しうるものではなく、二律背反関係にあるため、最終的にはどちらか一方に収束されるも
のであり、一方のみを活用すればよいものであるため、わざわざ併用して用いる必要性に乏
しいとする指摘があることである 33。

３．人格権の理論的側面及び不法行為法の解釈論における問題点
（1）人格権の理論的側面における問題点
以上、我が国における差止請求権の理論的根拠に関する主な学説について振り返ると、そ
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れぞれ一長一短を有し、未だ決定打と思われるものは存在していないのではないかと思われ
る。特に今日において差止的救済が有用であると思われるような事案を検討しようとする際
に、いずれの説を採用したとしても、そこから脱落して救済の対象外となってしまうものが
あったり、解釈論上、自然で合理的な結論を導き出すことができない可能性があると思われ、
さらに議論を深めていく必要があると思われる。
そこで本稿では、前述した各学説の中で、公害・環境訴訟に焦点を当てつつ、民事法一般
に通ずる差止請求権の理論的根拠を解釈論上妥当に導き出せる可能性を秘めており、かつ、
民事法一般に広く活用することができる理論として妥当なものは不法行為説および違法侵害
説の両者であり、両者の理論を再構築しなおして一つの理論として統合させることが必要で
あるとすることを提言したい。
その理由として、まず、先述の人格権説や環境権説の見解は、日本法の解釈としてみれば
人格権侵害が不法行為に該当し、環境権侵害についても、仮に当該権利が存在するとしても
損害賠償の場合は不法行為に該当するものである以上、結局のところ不法行為説に吸収され
るものではないかと思われ、人格権や環境権といった権利自体を差止めの理論的根拠として
取り上げることは、以下のような限界点が生じていることを挙げておく。これまで、特に公
害・環境訴訟における差止請求権の根拠としては人格権説が学説および判例において通説的
立場にあるとされており、実際に高裁判決では大阪空港騒音公害訴訟 34 の控訴審判決にお
いて、「個人の生命・身体・健康・精神及び生活に関する利益」の総体を「人格権」と称す
べきであり、これが侵害された場合はその排除が認められるべきであり、
「人格権に基づく
妨害排除および妨害予防請求権」が存在することを承認しており、少なくとも高裁判決にお
いては、前述の一般的人格権、個別的人格権がともに保護に値するものであること自体は肯
定しているとみることができる。最高裁においても、いわゆる北方ジャーナル事件 35 では、
名誉棄損の事例において、
「人格権としての名誉権」が存在し、これに対する侵害行為は差
止請求を求めることができる場合があること自体は肯定しているのは事実だが、
前述の如く、
最高裁調査官の立場では一般的人格権を認容したわけではない旨が示されている 36 ことも
あり、結論としては最高裁判決において承認されるほど、個別的人格権が保護の対象となる
のは当然としても、今日でもなお一般的人格権は判例法理として確立したものとはいえない
と解するのが妥当であると考えざるを得ないだろう。このように、
未だ人格権にもその内容・
外延の曖昧さが残り、一定の限界が生じているものと思われるところである。
一方、これらの判決では、その人格権自体が存在するとしても、その根拠は何に基づいて
認められるものであるかとの点について、直接に言及しておらず、また具体的な条文の解釈
論にも言及していない。実際、当初の学説において、人格説の直接の根拠は何かと問えば、
具体的根拠を持ち出すまでもなく理の当然のものであるといった趣旨の回答にとどまるもの
が多かったのは否めない 37。前述の如く、環境権説において、これらの観点が単なる観念論

─ 10 ─

公害・環境訴訟における差止請求権の理論的根拠

に過ぎるものである、あるいは結論ありきの強引な論理であるといった批判、すなわち権利
が存在するといいつつ、その具体的な根拠や内容が曖昧であるとか、あるいは差止請求が認
められるとしても、それがどのような論理構成から導き出せるのかといった点から激しい批
判を浴びてきたのが事実であるが、実はこれらの批判は率直に考えれば人格権説にもそのま
ま該当しうるものであると思われるのに、裁判例ではこれらの点に関して具体的に言及する
ことなく、人格権自体は認められ、これに基づく差止請求も物権類似の性質を有する権利で
あり認められうるものであるとあまりに単純に導いている。
確かに結論として、人格権の侵害に対して差止的救済が必要な場合が存在するのは事実で
あり、実際にそう指摘されるものの、なぜ人格権の侵害があれば差止めが認められるのかと
いう点を必ずしも理論的に説明できてはいないし、我が民法典においては人格権の侵害に対
して差止めを認める旨の明文規定も置かれていない。これらの点につき、人格権説は実は根
本的な問題を残したままになっていると思われるのではないか。そうならば、これらの点を
明確に根拠づけることが今後必要とされるのではないか。改めてこれらを再認識する必要性
があると思われるところである。
近年、権利論の再検討により、我が国でも、人格権侵害にあっては明文規定を有さずとも、
差止めは可能であるとする見解、すなわち、本来権利は人格を保護するための存在であり、
その逆はあり得ないから明文規定は必ずしも必要なく、人格権侵害は原則違法であり直ちに
差止めが可能であるものであり、例外的に違法性阻却事由が存在する場合にのみ差止めが認
められないとする見解が主張されているが 38、前述の如く少なくとも我が国の多数説および
判例が特に一般的人格権に対してこのような態度をとっていないとみられる以上、人格権一
般についてこのような概念が直ちに受け入れられることはなお困難であるとみられるところ
である。

（2）不法行為法の解釈論における問題点
一方、不法行為法の解釈論にも改めて目を向けてみることとしたい。我が民法 709 条は、
その適用要件として、他人の権利侵害ないし法律上保護されるべき利益の侵害が存在するこ
とを明確に規定している。また、同 710 条においては、財産権以外の侵害、例えば身体・自
由・名誉の侵害などについても不法行為に該当し、これらに該当する場合は財産権以外の精
神的損害に関する慰謝料請求を求めうるものであることをあわせて規定する。このように、
損害賠償の場合においては、一般に人格権侵害の場合も不法行為の問題として扱われること
に以前から異論はない 39。民法 709 条の現行条文は、権利侵害と利益侵害いずれも不法行為
に該当することを明示しているから、人格権侵害の場合については個別的人格権、一般的人
格権を問わず、すなわち当該人格権が権利性を確立している場合も、人格的利益にとどまる
場合のいずれの場合も不法行為に該当することは明らかである。
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人格権の内容を先に示したものと別の観点から分類すれば、名誉やプライバシーといった
社会的人格権、生命や身体、精神の自由といった身体的および精神的人格権、道路の通行が
妨害された場合などの環境的人格権の三者が存在するとされ 40、そのうち一部には当該権利
が明確に「権利」であることを承認したものが存在するが、大半のものについては権利性を
承認される段階にまでは至らず、
「利益」侵害にとどまるもの、すなわち前にいうところの
一般的人格権と解されているのが現状である。前述の如く、人格権それ自体を固有の権利と
して捉え、当該権利の排他性を理由に差止請求を認めるべきであると解すると、現在におい
て問題となっているこのような「人格的利益」とでも称するものは大半がそこから抜け落ち
るため、一般的人格権を直接に承認していない現状からすれば結果として不適切なものとな
る恐れが生ずる。
一方で、人格権や環境権自体を公法上の権利として捉え、これを差止請求権の根拠として
持ち出すことができるかという点を考えてみる。憲法上の基本的人権やその他公法上の各種
の権利について、これらをいかにして私法上の保護の対象とするのかといった問題について
議論が存在するが 41、法解釈学の基本として、公法・私法二元論及び両者分離の原則、また
憲法の私人間効力をめぐる問題において、最高裁判決において憲法規定の私人間への直接適
用を認める立場をとっていないこと 42 からしても、これら公法上の諸々の権利を直接持ち
出して私法上の保護を図ることは現段階では無理があるものとされる。結局のところ、判例
の立場である間接適用説、すなわち民法 90 条の公序良俗違反等を媒介にして憲法の規定の
趣旨を私法の規定の解釈と運用に取り込むようにして対応するほかない 43 といった点が指
摘されるように、人格権や環境権それ自体が、たとえ憲法上の基本的人権として承認される
立場にあるとしても、私法上において、具体的な条文の根拠なしに差止請求権の根拠として
持ち出すということは法的安定性の面で困難な点が残されていると思われる 44。初期の人格
権説は、憲法規定の私人間効力の直接適用説を採用することも考えられていたようだが 45、
これについては憲法学上の重要な論点でもあり、憲法学上の問題とあわせての議論の必要が
あるものであり、民法学上の議論としてはやはりこのような見解を正面から受け入れること
は現段階では困難であるといわざるを得ないと思われる。
以上のように考えれば、人格権侵害が不法行為に該当するものである以上、これの侵害に
対する差止請求に関しても直接の根拠は何かといえば結局のところ不法行為の効果によるも
のと解するほかないように思われる。人格権の侵害について差止的救済が有効であることに
異論はないだろうが、人格権侵害に基づく差止を求める場合にも、あくまで現行の我が民法
典の解釈論としては、
「人格権侵害による不法行為に基づく差止請求権」
を求めるとしないと、
解釈論として不自然であり、自然で妥当な解釈とならないものと思われるところであり、こ
の点について今一度再認識する必要があるのではなかろうか。実際、近年このような論拠を
裏付ける議論が試みられつつあるので、以下にこれらの点について検討したい。
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４．不法行為説及び違法侵害説の再評価と新たな理論構築の必要性
（1）民法 709 条の現代語化改正と新たな解釈論の展開
以上の点からすれば、結局のところ、差止請求権の理論的根拠は結局のところ不法行為の
効果から導き出されると思われるが、前述の如く、純粋な不法行為説をとることにも主に理
論的な側面から問題を抱えていると指摘されるのは事実である。また、この弱点を克服する
ことができるとして根本教授が近年強く支持している違法侵害説についても、その解釈論上
の弱点が存在すると思われることも先に指摘したとおりである。
近年、我が不法行為法の改正案が学界において提案されており、民法典における差止請求
権の位置付けについてどのような明文規定を設けるかという点が議論される中で、前述のよ
うな様々な立場、すなわち差止めの根拠を権利の効力として規定するか、不法行為の効力と
して規定するかといった点が対立している中で、一つの方向性として、物権の差止めの根拠
は物権法の中に物権的請求権に関するものを置き、債権の差止めは不法行為の効果として差
止めを認める旨の明文規定を置くという方向性が示され、物権以外の差止請求権は不法行為
の効果として生ずるものとするという方向性が示されている。このことも、不法行為説の理
論的な妥当性および学説としての有力性が示されているといえよう 46。
前述の如く、我が民法典の 709 条の現行条文は、
「権利」と「利益」侵害の双方が不法行
為に該当するものであることを明示している。
我が民法典の立法過程においては、
「権利侵害」
を相当広く解するべきものとしており、人格権もその類型を問わず当然不法行為の一類型に
含まれることを想定していたものである。一方で、判例においては「権利侵害」の要件を当
初は非常に厳格に解し、不法行為法による保護の対象を極めて狭隘なものとした。実際に初
期の裁判例においては、保護に値するものは権利性を明確に確立されているものに限定され
ているとされた 47。その後、その範囲の狭隘さから、権利性が確立されていないもの、単な
「権
る「利益」についても不法行為に該当しうるとの判断が確立され 48、この過程において、
利侵害」を解釈論上「違法性」と読み替えるべきであるとされ 49、長らくの間広く支持され
てきたことは周知の事実である。
ここでは、
「権利侵害」概念を事実上、初期の判例法理を修正し、当初の立法趣旨のとお
り相当広く拡張させるべきとの方向性が示されたものであるが、一方で、民法 709 条の要件
としては第一に、加害者に「故意」または「過失」が存在することを前提としており、特に
「過失」の判断を拡張させることによっても同様に不法行為法による救済範囲を拡張させら
れることができるとして、こちらの方向性からの議論も盛んに行われてきたところである。
このような双方向からの議論の背景として、
民法 709 条の条文がフランス法由来の「過失」
概念およびドイツ法に由来する「権利侵害」概念の双方を要件として含んでいるため、双方
の比較法的見地から議論が行われてきたためであるが 50、いずれにしろ、条文の文言通りの
解釈及び当初の判例で示された通りの解釈では救済範囲が狭隘すぎるとされた背景があった
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ことは事実であり、それに対していかなる方向性から現実に対処するのかとの相違点が現れ
ているにすぎないと考えて差し支えないものと思われる。そして過失概念と違法性概念は結
果としてはほぼ同一の機能を果たすものとして、両者の判断を別個に行う必要はなく、いず
れか一方のみの判断で結果としては事足りるとするものも現れている 51。いずれにしろ、当
初の判例に見られたような救済範囲の狭隘さを克服するための議論の展開であったことは明
白なものといえる。
一方で、繰り返しになるが、民法 709 条の現行条文はかつてのような「権利侵害」を「違
法性」と読み替えるべきとするのではなく、
「権利侵害」と「利益侵害」の両者が不法行為
に該当する旨を明示する。すると、解釈論上、改めてこの両者の性質の相違に着目し、新た
な方向性を見出せることが指摘されている。すなわち、権利と利益とによって、異なる判断
基準によって不法行為に該当するか否かを判断するということを解釈論として明確化するこ
とが可能となったとするものである。
すなわち、条文の客観的解釈をより重視するものであり、権利侵害の場合は故意・過失が
存在すればそれだけで直ちに違法となり、利益侵害の場合は故意・過失に加え、特に違法性
の判断が求められるという、
「法益の 2 段階構造」が導かれ、ここから、絶対権侵害とそれ
以外の法益侵害を区別し、絶対権侵害をより重視する考え方の導入にもつながるとする 52。
また、このような解釈を取れば、特に差止請求の判断基準として問題となってきた利益衡量
の判断基準などを、ここに吸収して理解することができるものとも思われるし、解釈論とし
ても率直ではないかと思われるのである。このように解すれば、前述のような人格権が民法
典上保護に値するものであるという一応の明文上の根拠および人格権説における利益衡量の
問題点、個別的人格権と一般的人格権をめぐる問題点などについては、ひとまず解釈論上の
問題点を克服できるものとなろう。
特に人格権説が不法行為説に吸収されるものではないかとする私見の立場から人格権の内
容について改めて再考すれば、
個別的人格権に相当するものを民法 709 条でいうところの
「権
利侵害」、一般的人格権に相当するものを「利益侵害」にあてはめれば、まさに理論上妥当
なものとなり、解釈論上、不法行為法の理論と整合性が取れるようになると思われることを
指摘しておきたい。

（2）不法行為説と違法侵害説の融合による新たな理論構成の可能性
上記のように、民法 709 条の現行条文の客観的解釈を重視すれば、ひとまずこれまで人格
権説および不法行為説に関する重要な問題とされてきた点を解消することの方向性は見えた
ように思われる。しかしながら、これをもって不法行為説の短所がすべて解消されたわけで
はない。これ以外にも、そもそも、差止請求にあたって加害者の故意・過失が必要とされる
か、また、民法 722 条及び同 417 条による金銭賠償の原則をいかにして克服するかといった
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重要な課題がなお残されている。これらの問題は、確かに条文の解釈論から直接に導き出す
ことはなお困難であることについては否定できない。
ここでは、比較法的見地から、英米法における差止請求権が承認された経緯を再検討する
ことおよび我が国における信義則の活用による新たな理論構成の可能性が考えられ、これを
もとに一つの解釈論としての試論を提示することとしたい。
前述の如く、近年、根本教授の詳細な研究によって、違法侵害説の妥当性が高く評価され
ている。前述の如く、違法侵害説は、差止請求権の発生根拠は、当該差止請求の必要性自体、
あるいは条文にない「差止請求制度」であり、差止的救済の必要性に応じて発動されるもの
とされる一方、その理論構成や解釈論の不透明さという問題点を残すものである。
また、英米法における差止請求権は、衡平法上における被害者の個別具体的な救済方法と
して判例法上も確立した地位にあり、被害者の適切かつ妥当な救済に大きな役割を果たして
きたものである。
一般に、英米衡平法は「対人的に働く」53 というように、特に個別の具体的かつ妥当な救
済を重視するものであり、我が法解釈にも大いに参考となる示唆を与えうるものと思われる
のである。
我が国の民法典は法体系としてはドイツ法系およびフランス法系の流れを汲むヨーロッパ
大陸法系に属するものであり、英米法系には直接属していないものとの理解が従来支配的で
あった。それゆえか、民法学においては特に、比較法研究において英米法的見地からの研究
がやや手薄であった印象は否めない。
しかしながら、我が民法典においても英米法の影響を少なからず受けている面はあり、殊
に差止めに関してはこれまで決まって論じられてきた違法性段階説などが典型的だが、差止
めは損害賠償より慎重に判断し、特に差止的救済が必要なものに限って認めるべきであると
するのは、英米法の差止命令（injunction）に由来する思想が流れているとするものであり
54

、このような観点からしても、特に差止請求権の議論については英米法の入り込む余地は

未だ大きいものと考えられるのである。
このように考えると、英米法流の概念を我が法解釈にとりあえず持ち込むためには、一つ
の方向性として、当事者間の信義則上の権利義務関係に着目することが有用であると思われ
る。近年、公害や環境問題を当事者間の権利義務関係に着目することにより、当事者間の契
約関係ないしこれに準ずる法律関係として理解し、当事者間に「環境配慮義務」が存在し、
良好な環境を維持するために各種の義務を負うとする見解が確立しつつある 55。
これを踏まえて、小賀野晶一教授は、例えば環境権の概念をより確立したものとするには、
当事者間における「環境配慮義務」を承認すべきであるとし、これを信義則を根拠として実
現させる可能性を指摘する 56。すなわち、環境配慮義務は、環境権という権利に対する義務
として存在しうるとし、その根拠はといえば、たとえば契約関係において、当事者間におけ
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る安全配慮義務は信義則を根拠として認められているものであるから、環境配慮義務も同様
な考え方により、信義則上の当事者間の権利義務関係として把握することが可能であるとす
るものである 57。小賀野教授の見解は、このように環境権を再構成しなおすことで、これま
での環境権が浴びてきた激しい批判を克服することの可能性を見出しているものとみること
ができる 58。今回はこの点に関して直接検討するものではないので、詳細な議論は行わない
が、一つの課題としては、実務上の観点より、実際に当事者間が契約関係に立っていないの
に契約関係にあるものとして取り扱うことに困難が伴うことが考えられ 59、この点を理論上
いかに克服するのかという点については今後慎重な検討を要するが、一つの可能性としては
十分考えられ、傾聴に値するものと思われる。特に当事者間の立場の互換性を有さないよう
な場合においてはこのような概念を有効に活用できる可能性がみられるだろう。
次に、差止請求と信義則の活用という点を少々異なる観点で捉えてみると、前述の如く、
根本教授は民事法一般における差止請求権の理論的根拠は結局のところ、差止的救済の必要
性そのもの、あるいは明文規定こそ持たないものの民法学上、
「差止請求制度」が存在し、
これに基づくものであるとする違法侵害説であると詳細に分析する。そうであるとするなら
ば、これも前述の如く、同説が不法行為説と考え方の上では類似の点を有することから、基
本的な見解は維持しつつも、不法行為法の条文の文言により忠実な解釈をとることの可能性
が考えられないだろうか。
すなわち、差止請求権の直接の根拠は民法 709 条であり、同条の不法行為に該当する、あ
るいは該当する恐れがある場合において、現行条文に忠実に、明確な「権利侵害」に該当す
る場合は違法性判断を待つことなく直ちに、
「利益侵害」の場合は条文の文言上も、あるい
はこれまでの裁判例を踏まえても違法性判断や利益衡量等を直ちに排斥することは困難と思
われるがそれでも、損害賠償では被害者の十分な救済を図ることが不可能な場合や差止的救
済によってのみ救済の途が開かれるような事例においては、同条ならびに民法 722 条の金銭
賠償の例外として、信義則上、原告側の権利として、あるいはここで前述の「環境配慮義務」
等が問題となるものであるが、被告側の義務違反として、差止請求が認められる、と解する
ことが不可能ではないと思われるのである。
このように、結果として信義則上の権利義務関係に着目することで、不法行為説と違法侵
害説の両者を融合させることができ、これまでに指摘された条文の文言、あるいは理論的な
矛盾点を解消し、これまでの裁判例の動向等に忠実な理論となりうることが示されたのでは
ないか。
これにより、少なくとも我が不法行為法における損害賠償の原則を克服することの可能性
は理論上ありうることとなろう。残る問題としては差止請求においても原告、加害者側の故
意・過失を要するか否かという点である。この点についても、今日における学説・判例によ
る議論の到達点からすればさほど困難ではないと思われる。特に公害や環境訴訟においては
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当事者間の立場の互換性を有さない場合が少なくなく、このような場合においては既に原告
側の立証責任の軽減、実質的な無過失責任への転換が相当図られてきており、本稿の立場の
ように差止めが不法行為の効果として発生するとみた場合、このような考え方を差止請求の
場合にも準用するとする方法のほか、近年、差止請求と故意・過失の問題に正面から向き合っ
た学説が現れていることが注目に値する。例えば新美育文教授は、差止請求訴訟が提起され
れば、被告側はその時点で自らの行為について再考する機会が与えられることとなるため、
ここで被告自らの行為による原告側の権利ないし法益の侵害の可能性について認識し、それ
により当該侵害行為の回避可能性を考える機会にもなるはずであるから、法益侵害の危険性
の存在および当該侵害行為の回避の必要性が認識されれば故意・過失も認定されるはずであ
るとする 60。このように考えれば結果として故意・過失の要件も克服することができると思
われるため、ここに差止請求を不法行為の効果として捉えるとする不法行為説の大きな問題
点は一応克服することが可能なことが論証されたと思われるのである。

５．結語
以上、本稿では、差止請求権の理論的根拠のうち、特に人格権説の問題点の再考と不法行
為説の再評価および違法侵害説との接近と融合を試みることを目的として論じてきたが、若
干ながらその可能性が見えてきたといえるのではないか。
結論として、我が民事法一般における差止請求権の理論的根拠を不法行為の効果として捉
える不法行為説の再評価と理論的根拠の克服の可能性が現れたと思われるところである。
紙面の都合上、論じられなかった点も多く残したが、英米衡平法と我が信義則の両者の機能
に改めて着目することで、このように新たな視点を取り込むことができる可能性は多く残さ
れていると思われ、今後改めて論じたいと考えている次第である。
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The rationale for an injunction in
environmental action
OHYAMA, Naoki
This paper is discussing the contemporary significance of the rationale for an injunction.
There are no provision for an injunction in Japanese civil law. Therefore, an injunction is
caused by legal interpretation in Japanese civil law.
However, injunction and prohibition relief have not taken hold enough in Japan.
In this paper, it review the legal issues so far, based on the doctrine and the case law and
explores the future directions.
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