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（要約） 

題目：営業の間接的侵害による責任 

氏名：高岡大輔 

 

序論 

１．問題の所在 

 ある者の生命・身体、所有権等に対する侵害を介して、結果的に、別の者にも損害が生じ

ることがある（間接的侵害）。裁判例には、とりわけ、営業が間接的侵害の対象となる事例

が多数現れ、学説上も議論の対象とされてきた。その典型例は、交通事故によって企業の役

員や従業員が死傷して労働不能となり、勤務先の企業に営業上の損失が生じる事例（いわゆ

る企業損害事例）である。他に、電力会社の送電線などの設備が毀損されて送電が停止し、

電力を利用して営業していた企業に損害が生じる事例（送電線事例）が知られている。 

間接的侵害に関して、民法は、生命侵害の被害者の近親者に関する規定（民法 711 条）の

ほか、特別の規定を置いていない。したがって、それ以外の間接的侵害、とりわけ営業の間

接的侵害による責任は、一般不法行為法である民法 709 条の規律対象となる。しかし、営

業の間接的侵害は、民法 709 条及びその解釈論が原型として念頭に置いてきた適用事例、

すなわち生命・身体、所有権等の直接的侵害とは、異なる特性を有する。すなわち、これら

のいわゆる絶対権の直接的侵害の古典的な事例では、加害行為は物理的に被侵害法益に向

けられており、その法益の主体の下に、損害が生じる。ここでは、加害行為と被侵害法益、

あるいは侵害と損害は、それぞれ、物理法則に基づく事実的関係によって結び付けられてい

る。これに対して、営業の間接的侵害では、加害行為は物理的には被侵害法益と別のところ

に向けられている。営業主体の下に損害が生じるのは、営業と直接的加害の対象との間に存

在している、一定の関係を介する結果である。営業の間接的侵害の事例において営業と直接

的加害とを結びつけるこの「関係」は、その結びつき方の実質が、古典的な絶対権侵害の場

合の物理法則に基づく事実的関係とは異なっている。 

この特性を反映する限りで、営業の間接的侵害による責任の判断のためには、典型的な絶

対権侵害を想定して構想された民法 709 条の一般的な責任判断基準とは異なる判断基準が

必要となりうる。 

従来の議論は、二つに大別される。第一は、営業の間接的侵害による責任を、第一次侵害

によって成立した責任の賠償範囲の問題として捉え、その判断に、一般的な不法行為責任の

賠償範囲の判断基準を適用する見解である（賠償範囲説）。しかし、それらの見解は、それ

ぞれの一般的な賠償範囲の判断基準と、それらの見解が営業の間接的侵害について取る具

体的な結論とが必ずしも整合しない、という問題点を抱える。ここにも、営業の間接的侵害

による責任の判断のために一般不法行為責任の判断基準の修正を必要とすることが示唆さ

れる。第二は、営業主体自身に対する責任成立要件の充足を要求する見解である（請求権主
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体説、間接被害者排除説）。この見解では、直接被害者と間接被害者の区別が、間接的侵害

による責任判断のために決定的な役割を果たす。すなわち、直接被害者と間接被害者の区別

の基準が、間接的侵害のための特別の責任基準として機能する。しかし、その区別の基準に

ついて、間接被害者排除説の間でも議論は必ずしも十分でなく、一致した見解もない。それ

ゆえ、従来の間接被害者排除説も、営業の間接的侵害による責任判断のための基準を明らか

にしてきたとはいえない。 

 他方、近時では、第一次侵害と営業とを結ぶ関係の特殊性について、依存関係という観点

に着目する見解が、賠償範囲説・請求権主体説の双方から、主張されてきている。 

 

２．検討方針 

 営業の間接的侵害の事例において、責任の判断が一般不法行為の責任判断と異なりうる

のは、営業と直接的加害とを結ぶ「関係」の結びつき方の実質に特殊性があるためである。

それゆえ、営業の間接的侵害による責任の判断基準の検討は、上記「関係」に着目して行う

ことが適切である。この「関係」は、加害行為と営業を結ぶ関係としての側面を有すると同

時に、直接的被害者に対する侵害と営業上の損害を結ぶ関係としての側面を有する。これら

両側面からみたとき、上記「関係」の特性は、責任判断にどのような影響をもたらしうるで

あろうか。 

 この課題に取り組むために、本稿は、議論の蓄積を有し、従来から営業の間接的侵害の領

域で日本法の議論に大きな影響を与えてきた、ドイツ法との比較を行う。すなわち、ドイツ

民法（BGB）に関する議論を、営業と直接的加害の対象との関係に着目して分析し（第 1

部）、その分析に依拠して、日本法との比較検討を行う（第 2 部）。 

 

第 1部 ドイツにおける営業の間接的侵害 

 ドイツにおける営業の間接的侵害をめぐる議論は、間接被害者、債権侵害、営業権といっ

た問題に関するドイツ法の一般的な前提の下に展開される。本稿は、まず準備作業として、

これらの問題に関する法状況を概観する（第 1 章）。その上で、具体的事例に関して行われ

る議論を検討し（第 2 章）、それらの議論の分析を行う（第 3 章）。 

 

第 1章 間接被害者、債権侵害、営業権をめぐる一般的法状況 

１．間接被害者の損害賠償請求権の否定 

 BGB においては、例外規定（例えば BGB 844 条以下）が適用される場合を除いて、不法

行為の成立要件を自ら全て満たした者（直接被害者）のみが損害賠償請求権を有する（成立

要件原則[Tatbestandsprinzip]）。そのことについて、現在のドイツ法において争いはない。 
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 その論拠は、とりわけ、立法時までに行われた議論に置かれている。普通法下においては、

間接的侵害の事例は主として債権侵害的観点から扱われている。例外として、プロイセン一

般ラント法（ALR）では、生命保険の被保険者を死亡させた場合に生命保険会社が被る損害

（早期の保険料収入の逸失と保険金支払い）について保険会社の損害賠償請求権を否定し

た判決があり（保険金事例）、立法時、これが「間接被害者」の想定する典型例となった。 

現行 BGB 823 条 2 項に当たる 第一草案 704 条 1 項は、単に故意・過失による違法な行

為を対象としており、違反された法規の保護目的という要件を有していなかった。間接的侵

害行為は、直接的加害としての性質により違法であるため、ここでは、間接的侵害による責

任を、法規違反による不法行為として肯定する余地がある。しかし、第二草案の作成過程で

行われた議論によって、この請求権を否定するという方針変更が明らかにされた。そこでの

多数派の見解の要点は、偶然にも加害者が間接被害者の存在を知っていたとしても、その損

害は因果関係[kausaler Zusammenhang]の外にある、というものである。かくして、第二草

案に修正が加えられ、現行法と同じ意味で、間接被害者の請求権は否定されるに至った。 

 

２．債権侵害による不法行為の原則的否定 

 BGB は、債権侵害に対する一般的保護を与えてはいない。もっとも、不正競争の形式で

の債権侵害に対しては、不正競争防止法をはじめとする競争法規が保護を与え、BGB の枠

内でも、債権目的物の毀損に対しては代償請求権（BGB 285 条、改正前 281 条）によって、

その他の行為に対しても、保護法規違反（BGB 823 条 2 項）及び故意の良俗違反（826 条）

の枠内で、債権侵害に対する保護が与えられる。BGB 823 条 1 項の枠内においても、二重

契約による債権侵害に対して、営業権侵害の構成によって保護を与えた判例がある。また、

学説上、債権の帰属侵害等の一定の場合に、債権を BGB 823 条 1 項にいう「その他の権利」

として保護する見解が有力である。しかし、間接的侵害の形での債権侵害に対しては、代償

請求権による保護を除いて、保護が与えられない。この点について、ほぼ争いはない。実質

的議論が行われたのは、ライヒ裁判所が債権侵害に対する BGB 823 条 1 項の適用を否定し

た 1904 年判決以前の時期である。 

 普通法の下では、アクィリア訴権が過失不法行為の一般法としての機能を果たしていた。

アクィリウス法は、もともと、「物への直接の作用による、有体物の完全性の侵害」を対象

として制定された。この訴権は順次拡張されたが、債権にまで拡張する見解は多数の支持を

得るに至らず、ライヒ裁判所の判例も通説と同じ立場と見られていた。BGB 立法直後の時

期には、「その他の権利」という文言の存在から、債権の間接的侵害を BGB 823 条 1 項の

適用対象とする見解も存在したが、全体としては、既に、その適用を否定する見解が通説で

あった。 

 とりわけ、エルトマンの議論は、後の 1904 年判決に大きな影響を与えたとみられる。そ

の論拠は、①間接被害者の請求権を否定した BGB の成立史、②債権侵害と絶対権侵害が異

質であること、③BGB の体系全体との整合性、④実務的結果において他の規定による保護
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で十分であり、反対に、債権侵害に 823 条 1 項を適用すれば、加害者に過大な負担を課す

ことであった。最後の点について、エルトマンによれば、債権侵害が認識不能であれば過責

がないため責任が成立せず、過大な負担は生じないとの反論も不当である。第一に、債権の

間接的侵害が賠償義務を生じさせると考えるのであれば、過責は直接的侵害に対してしか

要求されないと考えるのでなければ、一方の手で与えたものをもう一方の手で奪うことに

なる。第二に、間接的侵害の認識可能性は肯定しうる場合もある。例えば、生命保険の飛躍

的発展を考慮すれば、保険金事例における生命保険契約の存在は認識可能である。 

 

３．設立され稼働中の営業の権利 

 判例・通説は、設立され稼働中の営業の権利[Rechts am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb]（営業権）を、BGB 823 条 1 項にいう「その他の権利」として認めてきた。 

 判例・学説は、営業権侵害に BGB 823 条 1 項を適用するとはいえ、そこで明示的に列挙

された他の絶対権と同等の保護を与えるわけではなく、特別の責任判断基準を用いる。とり

わけ、侵害の営業関連性 [betriebsbezogenheit]要件を付加する。その意味は必ずしも明ら

かではないが、間接的侵害の事例において営業関連性を否定する、という点においては、判

例は明確である。 

 

第 2章 営業の間接的侵害をめぐる法状況 

 ドイツにおいて、営業主体が間接的侵害を受けた場合に、営業主体自身の権利侵害の存在

を検討するという形で議論されることのある事例は、大きく二つに分けることができる。第

一に企業損害事例、第二に、電力会社の送電線や、運河運営者の設備等、営業に必要な、他

人の保有する設備が加害行為によって毀損されて利用不能となり、営業主体に営業上の損

失が生じる事例（送電線事例、運河事例）である。 

 

１．営業に必要な人員の負傷 

 営業に必要な人員、とりわけ、営業にとって決定的に重要な人員が死傷させられたとき、

営業主体に固有の損害が生じうる。ドイツの判例上、こうした営業主体固有の損害が現に扱

われたのは、比較的最近になってからである。しかし、それ以前から一貫して、判例は、侵

害の営業関連性（直接性）の要件により、この場面における BGB 823 条 1 項の意味での営

業権侵害の存在を否定してきた。学説上も、支配的見解はこの判断を支持する。 

 判例は、実質的な一人会社の事例において、会社の営業上の損害（逸失利益）を、社員が

社員自身の損害として、賠償請求することを認める。ここでは、間接被害者である会社の請

求権の否定という形式は維持されているが、実質的には、会社の損害の賠償が認められてい

る。それを正当化するのは、ここで社員と会社の法人格が異なることは形式に過ぎず、実質

的には両者は同一の存在であるという評価である。 
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２．営業に必要な設備の毀損 

送電線事例や運河事例では、不動産や輸送設備の利用が一定のエネルギー供給や交通イ

ンフラの利用といった環境関係[Umweltrelation]に対して依存関係にあり、この環境が失わ

れることによって、それらの物が利用不能となる（純粋利用侵害）。あるいは、送電線事例

では、生産物の育成・保存が不可能となることもある（実体[Substanz]侵害）。それゆえ、

ここでは営業権侵害としての構成だけでなく、所有権侵害としての構成も行われてきた。 

 

（１）判例の展開 

 当初の判例は、運河事例において、物の実体が毀損されていないことを理由として、所有

権侵害を否定していた。その後の純粋利用侵害についてはもっぱら営業権侵害の成否が問

題とされてきたが、送電線事例[Kabelfall]において、営業に必要な設備の毀損による営業の

間接的侵害に対しても、侵害の営業関連性を否定する判例が確立していく。そのような中で、

判例は、送電線事例において営業主体の所有物の実体が毀損される場合には、所有権侵害に

よる責任を肯定し、利用妨害についても、判例を変更して所有権侵害が成立する余地を認め

た。これらの判断を受けて、現在では、議論の争点は所有権侵害の成否に移っているが、そ

の議論の内容は、営業の間接的侵害について一般的に妥当するものを含んでいる。 

 判例は、物の実体の毀損を伴う場合には、間接的侵害であっても、所有権侵害による責任

を認める。これに対して、純粋利用侵害に対しては、利用妨害による所有権侵害が成立する

余地を認めた後でも、責任を認めることに慎重な態度をとる。そこでは、実質的に物の実体

の毀損または占有の奪取と比肩しうるような利用妨害だけが、所有権侵害と認められてい

る。また、純粋利用侵害を営業権侵害として捉える観点からは、判例は、営業に必要な人員

の負傷の場面と同じ理論により、間接的侵害の営業関連性（直接性）要件を否定する。 

 

（２）学説における議論 

 多数の学説は、判例を支持して、間接的な物の実体の毀損による責任を肯定し、純粋利用

侵害による責任は、限定的にしか認めない。ラーレンツは、このことを、依存関係に着目し

て、次のように説明する。物の利用可能性が第三者の給付に依存している場合には、利用可

能性は所有権のみに基づく利益とはいえず、第三者に対する請求権に基づいてはじめて所

有者に帰属する利益に過ぎない。これに対して、具体的な場面において物の保存が第三者か

らの給付に依存していても、物の実体は、第三者に対する請求権に基づいてはじめて所有者

に帰属する利益ではない。同じ結論を、ツォイナーは、物の実体は所有権保護の本来の内容

であり、物の利用の保護はその拡張に過ぎない、という点から説明する。 

 しかし、上記の判例・学説に反対する見解も有力に主張されている。フレンケル、ピッカ

ーらは、所有権の保護内容に着目して、間接的侵害による物の実体の毀損等が所有権侵害と

なることを否定し、判例に反対する。これらの見解によれば、所有権はもともと、単純に物
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の実体を保護したものではない。本来想定されていたのは、物の物理的境界を越えて直接作

用する積極的侵害に対する保護であった。これに対して、所有権の基盤である他の物を対象

とした行為により、物の環境に対する関係を変化させる消極的侵害に対しては、所有権侵害

は否定される。 

 ハーガーは、送電線事例に関して、電力顧客の所有権を保護する社会生活上の義務違反の

存否という観点から、間接的な実体毀損による責任を否定する。それによれば、第一に責任

リスクの観点から、多数の主体に大きな損害を生じさせる送電線事例における責任リスク

を限定する必要性がある。第二に、危険領域[Risikobereich]の観点からは、継続的な電力供

給への依存は営業主体の「損害素因[Schadensanfälligkeit]」として評価され、その遮断の結

果を営業リスクの現実化として被害者の危険領域に帰属させられる。 

 以上の見解に対して、グリュッカート及びブリュッゲマイヤーは、やはり営業主体の利益

を保護する社会生活上の義務違反の存否に着目しつつ、間接的な実体毀損だけでなく、純粋

利用侵害による責任をも肯定する。グリュッカートは利益衡量的手法により、ブリュッゲマ

イヤーは経済分析の手法により、社会生活上の義務違反の存否を判断する。そこでは、発生

する損害の大きさが、責任を肯定する判断を導く重要な要素となっている。 

 

第 3章 ドイツ法の議論の分析 

 営業の間接的侵害の事例の特性は、第三者に対する直接的な加害が、営業とその加害の対

象との間の「関係」を介して、営業主体の下に損害を生じさせる、という点にある。ドイツ

法は、直接的な加害と営業との「関係」への二つの着目を有していた。 

 

１．「因果関係」への着目 

 BGB の立法過程において間接被害者の損害に対する責任が否定された理由は、加害行為

と損害の間に「因果関係」がなく、それゆえその損害は賠償範囲に含まれない、というもの

であった。しかし、そこでいう因果関係は現在一般的に用いられる意味とは異なっており、

その内容は明示されていない。 

 いずれにせよ、BGB の立法過程においては、間接被害者の損害、すなわち依存関係を介

した侵害による損害は、因果関係を認められないとして、賠償範囲に含まれないものとされ

た。このように、賠償範囲の問題に立法論的に対処したために、現在のドイツ法においては、

条文構造上、間接被害者の請求権という問題を、賠償範囲の観点ではなくもっぱら責任成立

要件（権利侵害）の観点から扱えば足りることとなる。 

 ただし、保護法規違反による責任（BGB 823 条 2 項）、あるいは故意の良俗違反の加害に

よる責任（BGB 826 条）等の場合には、間接的侵害の対象が保護法規の保護目的、あるい

は故意の範囲内に含まれていればよく、依存関係を介して損害が生じるという事情が因果

関係の観点で意味を持つことはない。 
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２．依存関係への着目 

 現在のドイツ法の学説は、しばしば、営業と直接的な加害の対象とが依存関係にあること

に着目する。その議論は、具体的には、営業に必要な設備の毀損の事例をめぐっておこなわ

れているが、営業の間接的侵害の事例に広く妥当する内容を含んでいる。 

 依存関係が間接的侵害による責任の問題の核心であることは、依存関係ではなく、物理法

則による機械的関係を介した間接的侵害との対比にも示される。ドイツ法においても、例え

ば玉突き事故のような場合には、間接被害者の問題としては扱われず、責任は肯定される。

営業の間接的侵害の本質は、単に間接的に営業が害されることではなく、営業と直接的加害

の対象との間の依存関係を介して、営業が害されるという点にある。 

 ドイツ法において、依存関係そのものに対する侵害という構成では、責任が否定される。

これは、第一に、債権の間接的侵害に対する BGB 823 条 1 項の適用が否定されていること、

そのことを別としても、第二に、それぞれの事例における依存関係あるいはそれを支える法

的関係が強い保護を受ける地位にないことに由来すると考えられる。 

 他方で、依存関係の背後にある法益の侵害が、BGB 823 条 1 項にいう権利侵害と認めら

れるか、という観点からの議論においても、同様に、責任を否定する結論が導かれる。この

ような権利侵害の観点からの把握では、被侵害法益の実質が責任判断に強く反映されてい

る。第一に、ここで侵害される法益の実質は、絶対権が本来想定している保護内容とは異質

である。それゆえ、物の実体に対する保護のような、依存関係を介した侵害に対する保護を

含めた絶対的保護には馴染まない。第二に、営業の間接的侵害の各事例において、依存関係

を介して侵害される物の利用、あるいは営業の実質的内容は、まさにその依存関係、あるい

はそれを支える債権関係である。それゆえ、依存関係そのものに対する侵害の観点からと同

じ理由で、責任が否定される。 

 これに対して、依存関係を介して物の実体が侵害される場合には、責任が肯定される。判

例・多数説は、この自然的な意味での間接的侵害を、営業主体を「直接被害者」とする所有

権侵害とみた。また、依存関係を介した利用妨害のうちでも、市場価値の低下を伴うものや

移動手段の移動可能性を完全に剥奪する場合には、責任が肯定される。これらの場合には、

依存関係の侵害が存在すると同時に、被侵害法益の実質を、もはや依存関係そのものに解消

されない、古典的な絶対権としての「所有権」あるいは現実の占有もしくはそれに準じるも

のとして把握することができる。この点で、依存関係を介した侵害ではあるが、むしろ機械

的な事実の連鎖関係を介した侵害との共通性がある。 

 以上の結論は、責任の過度の拡大の懸念という実質的考慮とも整合する。物の利用や営業

は、事実上、物の実体、あるいは生命・身体等と比較しても、依存関係を介して害されやす

く、それゆえに、そうして失われるリスクを、法益自体に内在するものとして、法益主体自

身が計算しておくべきものとする評価に馴染みやすいからである。 
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第 2部 日本における営業の間接的侵害 

第 4章 従来の議論 

 従来の議論の検討は、次のことを明らかにする。すなわち、日本法において、営業の間接

的侵害による責任は、典型的な不法行為を想定して構築された不法行為責任の一般的基準

による判断には馴染まない点がある。しかし、間接被害者排除説も、これに代わる基準を明

らかにしたとはいえなかった。 

 そこで、ここまでの検討をもとに、営業の間接的侵害による責任の判断について、ドイツ

法との比較法的考察による再検討を試みる。 

 

第 5章 営業の間接的侵害による責任 

１．検討の視角 

 営業の間接的侵害による責任の判断基準を論じるに際しては、営業と直接的加害の対象

との関係の特性が責任判断に与える影響が、考察の中心に置かれるべきである。ドイツ法の

分析は、この「関係」を相当因果関係とは異なる依存関係としての視点から考察することの

重要性を示唆し、また、法益侵害の存否の判断という観点からも上記「関係」の特性が責任

判断に影響を及ぼすことを示した。 

 

２．検討 

 依存関係は、物理法則による事実的・機械的関係とは結びつき方の実質が異なっており、

単純に因果関係として扱うことは適切でない。むしろ、営業の間接的侵害の事例において具

体的に害される営業は、実質的には依存関係そのものであるため、依存関係に対しては、法

益侵害の観点からの考察が行われる必要があった。 

 そして、営業の間接的侵害の各事例における依存関係は、事実上も法的にも不安定なもの

であり、第三者に対して特に強い不法行為法上の保護を与えられるべき地位とは評価する

ことができなかった。それゆえ、保護が与えられるのは、依存関係に対する侵害自体につい

て故意が存在する場合など、加害者の行為態様の観点から、特に依存関係の侵害を不法行為

と評価するべき場合に限られる。 

 裁判例が変質させた相当性判断とその結論は、こうした観点から理解されるべきである。 

 

結語 

 本稿は、営業と直接的加害の対象との間の関係に着目して、営業の間接的侵害による責任

判断の再検討を試みた。そこでは、問題の中心が依存関係の特性にあり、それは、賠償範囲

の側面と、責任成立要件の側面の、一面からのみでは捉えきることのできないものであった。 




