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序章 

 

1 本稿の目的 

 不法行為等の加害行為によって、被害者は損害を被るが、それとともに利益を受けるこ

とがある。この利益を損害から控除することを損益相殺という。一般には、「賠償権利者

が、損害を被ったのと同時に、同一原因によって利益を受けた場合に、損害から利益を差

し引いてその残額を持って賠償すべき損害額とすること」 *1などと定義されている。 

 損益相殺は、損害論の一部と考えられており *2、その対象となる利益も、生命侵害の場

合の生活費の控除から、公的年金の控除まで幅広い。しかし、その理論的・実務的重要性

にもかかわらず、損益相殺に関する研究は少ない。かつて、澤井裕は、その論文において、

Oertmann が、損益相殺は「損害賠償理論の最も興味のある且実際にも最も重要なものに属

する」にもかかわらず、これに関する論文は「奇妙に」少ないと述べた上で、「エルトマ

ンのなげきは、現代の日本にこそあてはまる」と指摘している *3。この澤井の指摘が 50 年

以上経過した今日でも妥当することは、奇妙なことであるが、澤井論文とそれ以降の状況

が証明している。 

  今日の教科書において、相当因果関係による説明とともに、損益相殺は、利益が損害を

填補する関係にある場合になされる旨の説明はよく見られる記述である。この、利益が損

害を填補する場合に損益相殺がなされるとの考え方は、日本においては、澤井が提唱した

ものである *4。澤井は、損益相殺の要件として、因果性・直接性・填補性の 3 つを指摘し

たが、このうち最も重要なものは填補性である。しかし、澤井論文は、未完で終わってお

り、最も重要であるはずの填補性の意味を充分明らかにしているとは言い難い。そして、

今日の学説は、澤井が充分明確にしなかった、それゆえ、曖昧なままの「填補」や「同質」

という言葉を、50 年以上明確にすることなく、（おそらくイメージのままで）使用してい

るのである。現在は、日本においてもある程度判例の蓄積も進み、それゆえ、損益相殺に

関する判例評釈も珍しいものではなくなってきている。この限度では、現在の損益相殺に

関する研究は、澤井の時代より進歩していると言えよう。しかし、損益相殺の要件に関す

る基本的な研究は、澤井の時代からほとんど進歩していないのではないかと思われる。  

 私は、このような停滞の原因は、損益相殺に関する基本的な理解の誤りにあるのではな

いかと考えた。日本法における、損益相殺の根拠のうち、代表的なものは、「損害賠償の

目的」（原状回復） *5、「損害概念」（差額説を前提に） *6、「公平の観点から当然」 *7と

いったものである。これらは、損害賠償の局面において、利益が発生した場合は、その利

益を控除することが原則であるということを前提にしている。しかし、本当に、利益の控

                                                   

*1 於保不二雄『債権総論』（有斐閣、1959 年）133 頁。  

*2 例えば、潮見佳男「差額説と損益相殺」法学論叢 164 巻 1～6 号 105 頁（2009 年）。  

*3 澤井裕「損益相殺（一）」関西大学法学論集 8 巻 3 号 75 頁（1958 年）。  

*4 澤井・前掲注 (3) 「損益相殺（一）」75 頁。  

*5 石坂音四郎『日本民法債権総論（上）』（有斐閣、1916 年）326 頁など。 

*6 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」78 頁など。 

*7 内田貴『民法Ⅱ』 (東大出版会、2011 年 ) 455 頁など。 
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除が原則であるということができるのであろうか。そもそも、いつから、どのような理由

で、損益相殺という「原則」が説かれるようになったのであろうか。損益相殺は、法律で

規定された原則ではないにもかかわらず、長い間、日本法において、「原則」として扱われ

てきた。長期間の議論の停滞という現状に対しては、小手先の解決は有用ではない。より

根本的な「原則」に対する批判的な検討が不可欠である。さらに、損害賠償の局面におい

て、損益相殺されない利益が存在することは、今日の日本法において、異論のないところ

である。損益相殺が原則であるとすれば、損益相殺されない利益がどうして存在するのか

が明らかにされなければならない。逆に、損益相殺という原則が否定されるのであれば、

いかなる場合に損益相殺が行われるのかを明らかにする必要がある。これは、損益相殺の

要件の問題である。  

 損益相殺についての基本的な考え方を明らかにするためには、いつ、どのように、損益

相殺という理論が唱えられたのかを明らかにする必要がある。また、損益相殺の要件に立

ち入るためには、現実にどのように損益相殺が適用されているかを知る必要がある。これ

らの検討を踏まえて、果たして、日本法において、利益の控除は原則と言いうるのか、ま

た、いかなる場合に利益の控除がなされるのかを検討する。予め、私の結論を述べておく

と、少なくとも、日本法においては、被害者に生じた「全ての」利益を控除することを原

則と認めることはできない。  

 なお、本稿は、損害論に関連して、損益相殺を検討するが、本稿は特定の損害論を前提

として採用し、または、その当否を述べるものではない。このことは、最初に述べておき

たい。  

 

2 検討対象 

 損益相殺について検討する論理的前提として、損益相殺が何かを特定する必要がある。

損益相殺の意義については、歴史的な検討も踏まえて後に詳しく検討するが、ここでは、

検討対象を特定するために、差し当たって損益相殺の定義を行う。既存の定義を利用する

ことも考えたが、冒頭の於保の定義のように、定義自体に損益相殺の要件を取り込んでい

るものがほとんどであり、検討対象を明らかにするためには適当ではないものと考えた。  

 本稿は、損害賠償法の一分野を扱うものであるから、ここでいう「損益相殺」とは、特

別の必要の無い限り、損害賠償法上の問題に限定する。そして、損害賠償は、賠償権利者

（と主張する者）の賠償義務者（と主張された者）に対する損害賠償請求権の成否及びそ

の範囲に関する問題である。賠償義務者については、何らかの利益が生じたとしても、そ

れによって、賠償されるべき損害を減少させる論理が存在するようには思えない。そうす

ると、賠償権利者またはこれと一定の関係にある者について利益が生じた場合のみが問題

となる。そこで、さしあたり、賠償権利者またはこれと一定の関係にある者に何らかの利

益が生じた場合に、それを理由に、損害賠償において、賠償されるべき損害を減少させる

ことを損益相殺と呼ぶこととする。 

 もっとも、一口に損害賠償と言っても様々なものが存在する。一般的に思い浮かべるも

のは、不法行為（民法 709 条以下）や債務不履行（民法 415 条）であろう。しかし、民法

においても無権代理人の損害賠償責任（民法 117 条 1 項）などの特殊な責任が存在するし、

金銭債務の不履行の場合の損害賠償は、債務不履行の一種であるが、不可抗力による免責
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が認められていない点や損害賠償額が法定されている点でかなり特殊な責任であるという

ことができる（民法 419 条）。判例・裁判例で損益相殺が問題となった規定だけを取り出

しても、商法旧 266 条 1 項 5 号（現行法の会社法 423 条 1 項に相当する。）の規定する株

式会社の取締役の会社に対する責任や地方自治法 242 条の 2 第 1 項 4 号の規定する普通地

方公共団体の執行機関に対する損害賠償請求など、民法はおろか私法の枠内にも収まって

いない。損益相殺という概念は、このように幅広い分野において採用されてきたのであっ

て、本稿も民法上の損害賠償に限定することはせず、幅広く損害賠償一般における損益相

殺を扱うことにする。 

 なお、損益相殺は、損害賠償の要件を充足し、なおかつ利益が発生していることを前提

にしている。したがって、これらの点については、本稿では所与のものとして、検討の対

象から除外するものとする。 

 

3 検討の視点と順序 

 既に述べたように、本稿は、損害賠償において、賠償権利者またはこれと一定の関係に

ある者に生じた利益を控除するという原則が存在するのかという視点から、損益相殺に関

する基本的な考え方を検討するものである。さらに、損益相殺に関する「原則」を確認し

た後に、損益相殺の根拠についても、検討を行う。これらの理論的な検討の結果は、具体

的な場合における当てはめを行うことによって、理論的のみならず、現実にも妥当しうる

ものであることを確認する。  

 なお、本稿は、日本法における損益相殺を扱うものであるから、その議論の出発点とし

て、日本法のこれまでの議論を参照しておく必要がある。  

 そこで、本稿は、日本の判例および学説（第 1 章）、歴史的に見た損益相殺（第 2 章）、

比較法的に見た損益相殺（第 3 章）、基本的な考え方の検討（第 4 章）及び具体的な場合

における検討（第 5 章）で構成することとする。  

 第 1 章の日本法は、今日の観点から見た、損益相殺の議論の状況について、適切にまと

めた文献を見つけることができなかった *8ため、本稿の観点から、日本における損益相殺

の議論の経緯や状況を要約したものである。なお、時系列的には第 2 章以下と前後するこ

とがあるが、これについては、第 2 章以下の関連する箇所で指摘することで対応する。  

 第 2 章の、歴史的に見た損益相殺は、日本法に紹介される以前の損益相殺の議論につい

て検討する。損益相殺は、かつては、ローマ法に由来するものと説かれた *9。そこで、ロ

                                                   

*8  日本法における損益相殺の議論の経緯をまとめたものとして、松浦以津子「損益相殺」

星野英一編集代表『民法講座第 6 巻事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣、1985 年）

682 頁があるが、既に 30 年近く経過し、そのため、特に法的同質性説との関係で充分とは

いえない。また、損益相殺について検討する最近の論文としては、井手上侑生「損益相殺

法理の探求  : 判例による損益相殺の批判的検討」龍谷大学大学院法学研究第 14 号 29 頁

（2012 年）もあるが、日本の学説として紹介しているのは中島玉吉や鳩山秀夫までであり、

日本における損益相殺に関する議論をまとめたものということはできない。  

*9 損益相殺はローマ法に由来する原則であると説くものとして、坂千秋「損益相殺ニ就

テ（一）」法学協会雑誌 37 巻 5 号 780 頁以下、同「損益相殺ニ就テ（二）」法学協会雑誌
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ーマ法から、日本に紹介される直前までの損益相殺の議論を取り上げる。この歴史的な検

討は、法比較の材料を提供するとともに、日本法及びドイツ法における損益相殺の議論が

どのような基盤の上に形成されてきたものであるかを明らかにし、これらの議論の理解に

役立つものと考える。 

 第 3 章の比較法的に見た損益相殺においては、外国法として、ドイツ法、アメリカ法及

びオランダ法を取り上げる。ドイツ法は、いうまでもなく、日本の損害賠償法の理論の発

展に大きな影響を与えており、損益相殺も、ドイツ法から紹介された概念である。それゆ

え、ドイツ法の議論を参照することは、日本の議論を理解する上でも有益であると考える。

アメリカ法は、 collateral source rule という、いわば、損益相殺の否定を原則として採用し

ている。日本法においては、これまで概ね損益相殺は原則と考えられてきた。そのため、

アメリカ法において、 collateral source rule が採用されている理由を知ることは、異なる視

点から損益相殺の問題を捉えることになり、日本法を検討する上でも有益であると考えら

れる。オランダは、ヨーロッパにおいて、比較的新しい民法典を持つ国であり、その民法

典はドイツ法の影響を強く受けている。オランダ新民法典は、損益相殺に関する一般条項

を含んでおり、その内容やそれに至った議論の経緯を参照することは、オランダと同様、

ドイツ法の影響の強い日本における議論にも有用であると考える。  

 以上の資料を検討した上で、第 4 章において、損益相殺についての基本的な考え方を明

らかにすることを試みる。さらに、第 5 章においては、第 4 章で明らかにした考え方を具

体的な事例へ当てはめることで、この考え方が、実務上も有用であることを明らかにする。 

 

                                                                                                                                                                        

37 巻 6 号 807 頁以下、同「損益相殺ニ就テ（三完）」法学協会雑誌 37 巻 7 号 1107 頁以下

（以上、1919 年）がある。損益相殺はローマ法に由来するというのは、当時の日本の通説

であった。 
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第 1 章 日本の判例および学説 

第 1 節 はじめに 

 日本における損益相殺の議論は、要件論を中心に発展してきた。初めに唱えられたのは、

相当因果関係説であり、その後、これを批判して、法的同質性説が展開された。前者は元々

石坂音四郎が紹介したものであり、後者は元々澤井裕が提唱したものである。いずれも学

説に大きな影響を与え、また、判例にも影響を及ぼしている。  

 そこで、この 2 つの見解を中心に、日本の判例および学説を概観する。  

 

第 2 節 損益相殺理論の流れ 

第 1 損益相殺の紹介 

 周知のように、民法には、損益相殺について明文の規定は存在しない。また、民法の起

草者らの著作には損益相殺に言及するものはない *10。そこで、損益相殺という概念がいつ

現れたかが問題となる。  

 損益相殺を日本に紹介したのは、石坂音四郎といわれている *11。石坂は、その教科書で、

Oertmann や Walsmann の文献を引用しており *12、ドイツでの議論を受けて、日本に損益相

殺概念を紹介したとみられる。石坂以後、我が国の損益相殺に関する議論はドイツの議論

に大きな影響を受けて発達していく。ここでは、その出発点というべき、石坂による損益

相殺の説明を確認する。なお、石坂は、損益相殺を損得相殺と呼んだが、いずれもラテン

語の compensatio lucri cum damno の訳語であることに疑問の余地はなく、両者は「 lucri」

(lucrum 利得、利益を意味する。）の訳を異にするだけで同じ意味である。  

 石坂は、損害賠償において、「損害賠償義務発生ノ事実ニ因リテ被害者カ損害ト共ニ利

益ヲ得タル場合ニハ損害ノ額ヨリ利益ノ額ヲ控除シタル残額カ即、賠償スヘキ額ナリ」 *13

として、損益相殺を賠償額の減額事由と位置付けた。  

 そして、石坂は損益相殺の根拠を、損害賠償の目的に求めた。即ち、損害賠償の目的は、

損害を受けた者を損害を受けなかった場合と同一の地位を回復させることにある。そのた

め、損害賠償によって被害者を利得させてはならないという。そして、「損得相殺ハ損害

賠償ノ観念ヨリ当然生スルモノニシテ他ニ法典上ノ根拠アルヲ要セス」としながら、同じ

く利得禁止をその趣旨とする民法 422 条があることも、損益相殺を認めるべき根拠として

指摘する。このように石坂は、損害賠償における利得禁止から損益相殺が導かれると考え

ていた。 

 石坂は、損益相殺の要件として、損害賠償義務発生原因事実 *14と利益との「適当条件」

(現在の相当因果関係)を挙げる。石坂は、相当因果関係が要求される理由として、損害賠

                                                   

*10 松浦・前掲注 (8)「損益相殺」682 頁。  

*11 松浦・前掲注 (8)「損益相殺」682 頁。  

*12 石坂・前掲注 (5)『日本民法債権総論（上）』329 頁など。  

*13 石坂・前掲注 (5)『日本民法債権総論（上）』326 頁。  

*14 石坂は、ドイツの学説を挙げつつ、同一の損害発生の原因となる事実から損害と利益

が発生することを要するとの説を否定し、損害賠償義務発生原因事実の同一性で足りると

する。しかし、両説の間に具体的にいかなる違いがあるのかについては言及していない。  
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償においては相当因果関係のある損害を賠償することを要するのであるから、相当因果関

係のある利益も相殺しなければならないという。即ち、石坂は、損益相殺の要件として、

損害賠償における因果関係と同じ、相当因果関係が必要であると考えていた (以下、このよ

うに、損害賠償における相当因果関係と同じ因果関係を必要とする考え方を「相当因果関

係説」ということにする。)。なお、石坂は損益相殺の要件として、利益が独立的であるこ

とも必要とする。この要件は、一部滅失における残部を、損益相殺の対象から除くもので

ある。例えば、焼失した家屋の灰や、殺された動物の死体は、損益相殺されるべき利益で

はないという。このような場合は、「損得相殺ノ適用ナク当然ニ損害ノ部分ノミヲ賠償」

すべきものとする。この点においても、石坂が損益相殺を損害額の減少ではなく、損害と

利益とが存在する場合に、賠償額を減少させる事由であるととらえていることが現れてい

る。 

 石坂は、損益相殺を、過失相殺や賠償者代位 (民法 422 条)と並べて記述しており、損害

賠償における一般的な賠償額の減額事由の一つとして位置付けていたものといえる。また、

9 つのもの多様な例を挙げて説明しており、特定の事例を想定して損益相殺を論じたわけ

ではないと考えられる。実際頻繁に生じる問題として、親族に対する扶養請求権、保険金

及び土地収用における土地の残部の価額の上昇が損益相殺の対象になるかを検討してお

り、このすべてについて損益相殺を否定している。  

  石坂の見解で注意しておかなければならないのは、石坂は、損害論として、差額説

（Differenztheorie）を前提にしているわけではなく、差額説といわゆる損失説について「共

ニ之ヲ併用スルヲ適當トス」 *15としている点である。石坂は、当時のドイツの学説の状況

を「差額説ハ從來ノ通説ナリ (Mommsen, Lehre vom Interesse S. 1fg; Windscheid § 257; 

Fischer, Der Schaden S. 22fg. u.a.m.)損害ヲ具體的ニ観察スルノ説ハ近時 Walsmann, 

Compensatio lucricum(ママ) damno S. 10fg Örtmann(ママ), Vorteilsausgleichung S. 6fg 等ノ

唱フル所ナリ」 *16と整理している。注目すべきは、損失説として、Walsmann と Oertmann

の損益相殺の論文が挙げられていることである。すなわち、石坂は、損失説を Walsmann

と Oertmann の損益相殺に関する議論から学んだ可能性が高く、それゆえ、石坂の損益相殺

の議論は損失説の強い影響を受けていたと考えられる。  

 

第 2 学説の発展―相当因果関係説とその批判―  

 その後、東京帝国大学法科大学学生であった坂千秋が、損益相殺に関する日本初の論文

を発表する *17。この論文はローマ法における損益相殺に関するものである。しかし、坂の

論文は、損益相殺の根拠を損害賠償における利得禁止に求めている点、損益相殺の要件と

して損害賠償におけるのと同じ因果関係を挙げている点及び損益相殺を過失相殺や賠償者

代位と同様、損害の減少ではなく賠償額の減額事由と位置付けている点で、石坂と共通し

ている。 

                                                   

*15 石坂・前掲注 (5)『日本民法債権総論（上）』284 頁。  

*16 石坂・前掲注 (5)『日本民法債権総論（上）』284 頁。  

*17 坂・前掲注 (9)「損益相殺ニ就テ」。 
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 これらの点は、損益相殺に関する当時の通説でもあった *18。 

 しかし、このような相当因果関係説に対して、長崎高等商業学校の講師であった三木正

雄は、損益相殺される利益を適正に決めることができないと批判した *19。三木は、相当因

果関係説を修正し、一般にある事実から発生すべき利益または加害者の知りまたは知り得

た利益であっても、相殺に供することを妥当としない利益は相当因果関係を有しないと主

張した。ここで念頭に置かれていたのは、保険金請求権、年金、扶養請求権及び第三者か

らの贈与であり、後の重複填補の問題である (以下、従来の相当因果関係説と区別する意味

で、これらの、相当因果関係の名前で損害賠償における相当因果関係と異なる因果関係を

採用する見解を「修正相当因果関係説」という。なお、相当因果関係説を修正する見解は、

ドイツの判例・学説においても見られる *20。)。 

 このような批判の中、勝本正晃は理論的には、従来の相当因果関係説を維持したが、そ

の内容は従来の相当因果関係説と異なる考慮を行っている *21。まず、損益相殺の対象とな

る利益として新たな利益であることが必要であると強調した *22。そして、保険などの第三

者との特別の契約に基づき利益を受ける場合は、賠償原因は事故以前に一定の期待権また

は停止条件付債権が発生していたといえるから、その給付は損益相殺の対象にならないと

する。また、勝本は、利益が損害賠償義務の原因と関係のない他の事実によって生じた場

合は、原因から通常生ずべき利益ということができないとする。そして、被害者の行為に

よって損害を利益に転化した場合や第三者から同情金の贈与を受けた場合は、この場合に

あたるとする。このように勝本は、一応相当因果関係説を維持しながら、新たな利益や他

の原因といった要件を付け加え、実質的には相当因果関係説の修正を図ったといえる。  

 我妻栄も、損益相殺される利益は「理論的に謂へば不法行為と相当因果関係に立つ利益

であり、実際的に謂へば公平の原則に従つて判断すべきである」 *23として、理論的には相

当因果関係説を維持しつつも、実際の判断は公平の原則に委ねている。  

 これらの相当因果関係という枠組みを維持しようとする見解に対して、宗宮信次は、利

益が賠償原因と同一事実関係から生じたか否かで、損益相殺を判断すべきとする *24。利益

が同一原因によって生じたのではないときは、全然別個の関係であるから、たとえ被害者

                                                   

*18 中島玉吉『民法釈義巻之三債権総論上』（東京金刺芳流堂、1921 年）514 頁。鳩山秀

夫『日本債権法（総論）』（増訂、岩波書店、1916 年）90 頁。末広厳太郎『債権各論』（有

斐閣、1921 年）1111 頁。  

*19 三木正雄「損益相殺」商業と経済第 14 年 1 冊 71 頁（1933 年）。  

*20 澤井裕「損益相殺（二）」関西大学法学論集 8 巻 5 号 68 頁、同「損益相殺（三）」関

西大学法学論集 9 巻 1 号 71 頁（ともに 1959 年）。  

*21 勝本正晃『債権総論（上巻）』（厳松堂書店、1934 年）403 頁。  

*22 損益相殺の対象となる利益は「新たな」利益でなければならないとする主張は、坂・

前掲注 (9) 「損益相殺ニ就テ（二）」956 頁にもみられる。しかし、坂は物の一部滅失にお

ける残部や目的物の価値代替物が損益相殺の対象にならないとするための要件として新た

な利益であることを要するとしたにすぎない。  

*23 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』（日本評論社、 1937 年）204 頁。  

*24 宗宮信次『不法行為論』（有斐閣、1935 年）133 頁。  
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が利益を得ても斟酌しないという。そして、損益相殺は、現実に生じた損害額の算定方法

に関する法則であって、たとえ通常の過程から生じない利益にせよ、利益が現実に存在す

る限り賠償されるべき損害はそれだけ現存しないのであるから、その利益が賠償原因と同

一事実関係から生じたものであるときは、これを斟酌すべきであるとして、相当因果関係

説を批判する。 

 さらに、北川善太郎は、損益相殺に関して重要な指摘を行った。北川は、「加害者に有

利に作用する、被害者のえた利得（Vorteil）では、相当性説が本来持っている機能－因果

系列の支配・操縦（Steuerung）－が問題とならない。損益相殺の思想は、非難される損害

の限界を画するという相当性の本質と何ら内的関連をもっていない」 *25と指摘する。そし

て、保険金や年金請求権など相当性を有していても損益相殺によって調整されない利得も

あるし、相当でない利得でも例外的に衡平の要求から調整されうるという。  

 この北川の指摘は、以下の点で注目に値する。石坂以来多くの見解は、賠償されるべき

損害について相当因果関係が必要とされるが故に、損益相殺の対象となる利益についても、

相当因果関係が必要であると説明してきた *26。つまり、この考え方は損害について必要と

される要件は、利益についても必要とされるという考え方を前提としている。ところが、

北川は、相当性は「非難される損害の限界を画する」ことを本質とし、これは、損益相殺

とは無関係であることを指摘した。即ち、北川は従来の見解と異なり、損害と利益とは（少

なくとも相当性との関係においては）異質のものであるということを前提としている。逆

に言うと、損益相殺について、損害と同じ相当因果関係を必要とする見解は、損害と利益

とは同質のものであることを前提としていたということができる。北川の指摘は、損害と

利益の性質の違いという損益相殺の核心部分に関する指摘であり、今日損益相殺を検討す

る上でも非常に有益であるように思われる。  

 

第 3 判例の出現 

1 学説における損益相殺の紹介が遅れたためか、初期の判例で損益相殺に言及したものは

知られていない。大審院が初めて「損得相殺」（損益相殺）に言及したのは、大判昭和 3

年 3 月 10 日民集 7 巻 152 頁である *27。もっとも、それ以前からも損益相殺に関する判例

                                                   

*25 北川善太郎「損害賠償論序説 (一 )―契約責任における―」法学論叢 73 巻 1 号 39 頁 (1963

年 )。  

*26 石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』328 頁。鳩山・前掲注（18）『日本債権

法（総論）』106 頁。中島玉吉『債権総論』（金刺芳流堂、1928 年）517 頁。三潴信三『債

権法提要上』（有斐閣、1925 年）251 頁。嘉山幹一『債権総論』（合本改版、敬文堂書店、

1926 年）127 頁。沼義雄『債権法要論』（3 版、日本大学、1925 年）115 頁。富井政章『民

法原論第 3 巻債権総論』（有斐閣、1929 年）237 頁。勝本･前掲注（21）『債権総論（上巻）』

403 頁。なお、川名兼四郎『債権法要論』（金刺芳流堂、1915 年）201 頁は、「控除セラル

ヘキ利益ハ之ヲ吾人カ正當ナリト思惟スル範囲ニ制限セサルヘカラス、然ラハ債務不履行

ニ因リテ通常生スヘキ利益ニ制限スルコトヲ正當トス、尚ホ當事者カ豫見シ又ハ豫見スル

コトヲ得ヘキ利益ハ之ヲ控除スルコトヲ得サルヘシ」という。  

*27 松浦・前掲注 (8)「損益相殺」688 頁。 
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は存在する。ここでは、上記昭和 3 年大審院判決のほかに、後者の例として、生活費控除

に関する大判大 2 年 10 月 20 日民録 19 輯 910 頁を取り上げる。  

 

2 判例（大判大正 2 年 10 月 20 日民録 19 輯 910 頁） 

〔事案〕 

 事案は必ずしも明らかではないが、事故により死亡した被害者の遺族が損害賠償請求権

を相続したとして、国に対して、被害者が生存していれば得られたはずの利益の損害賠償

を請求した事案のようである。原審が請求を認容したため、被告国が、損害賠償は現実に

発生した損害のみを対象とし、将来得られるはずの利益は含まれないなどとして上告した。 

〔判旨〕 一部破棄差戻 

「旅客運送契約ノ債務不履行ニ因ル損害ノ賠償ハ被害者ヲシテ其現ニ被リタル損失ノ賠

償ハ勿論尚ホ將來得ヘカリシ利益喪失ノ賠償ヲモ得セシムルヲ以テ目的トスルモノトス…

…同人（執筆者注―被害者）ノ得ヘカリシ收入額中ヨリ同人カ自己ノ生活ノ爲メニ費消ス

ヘカリシ金額ヲ控除スヘキモノトシテ斟酌セサルヘカラス何トナレハ若シ此等ノ點ヲ斟酌

セサルニ於テハ同人カ將來得ヘカリシ利益ヨリモ多額ノ利益ヲ同人ニ許與スルコトトナリ

結局上告人ヲシテ賠償ノ目的ヲ超エテ賠償セシムルノ不法ヲ來スカ故ナリ  

然ルニ原判決ハ右賠償額ヲ定ムルニ付キ果シテ此等ノ點ヲ斟酌シタリヤ否ヤ其判文上之ヲ

知ルニ由ナキノミナラス或ハ看過シテ斟酌セサルヤノ疑ナキコト能ハサルヲ以テ理由不備

ノ瑕疵アリト云ハサル可カラス故ニ本論旨ノ第一段ハ此點ニ於テ理由アリト謂フヘシ」  

〔検討〕 

 今日、一般的に、生活費控除は損益相殺の一類型とされている。もっとも、この判決に

おいて、大審院は、損益相殺（損得相殺）という言葉を用いていない。それゆえ、大審院

が、損益相殺という観点から生活費控除を認めたのかは疑問である。  

 判決の理由付けと、当時の学説の状況を併せて考えれば、この判決も損益相殺と同じ観

点から生活費控除を認めたということもできよう。即ち、判旨によれば、生活費の控除を

認めるのは、控除しないとすると「賠償ノ目的」を超えるからである。この「賠償ノ目的」

の意義であるが、判旨が逸失利益の賠償も目的に含まれるとする一方、将来得られたはず

の利益より多額の利益を与えることは目的を超えるとしていることから、喪失した利益を

その分だけ賠償させることのようである。ここで、当時の学説に立ち返ると、前述の通り、

石坂は、損害賠償の目的は、損害を受けた者に損害を受けなかった場合と同一の地位を回

復させることにあるとしている。そして、石坂は、賠償義務者には損害を充分償わせる必

要があるとともに、賠償権利者は損害以上に利得してはならないとして、この利得禁止か

ら、損益相殺を導いている。そうすると、この判決は、当時の学説における損益相殺の理

由付けと同様、損害賠償の目的（原状回復）の一面としての利得禁止から生活費控除を認

めたともいえそうである。 

 もっとも、損害賠償の目的が損害の回復にある以上、損害を越える賠償を命じることは

損害賠償の目的を逸脱する。生命侵害の場合の損害が、初めから、生存すれば得られたで

あろう収入から生活費を控除したものであるとすれば、損益相殺という概念を持ち出すま

でもなく、生活費控除を行わないことは、損害賠償の目的を越える違法な判断と言わざる

を得ない。すなわち、この判決は、損益相殺という概念を用いることなく説明することが
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できる。 

 そうすると、この判決が損益相殺という観点から生活費控除を認めたかどうかの判断は

留保せざるを得ない。 

  

3 判例（大判昭和 3 年 3 月 10 日民集 7 巻 152 頁） 

〔事案〕 

国鉄の貨物駅手が、信号手の過失によって生じた貨車の脱線転覆のため死亡した。そこ

で、遺族らが信号手の使用者である国に対して、使用者責任に基づき、被害者から相続し

た逸失利益と固有の慰謝料の支払いを求めたのが本件である。  

被告国は、国は共済組合制度を設けて、被害者もこれを承諾して加入していたのである

から、職務執行上生じた事故を原因としては損害賠償請求権は発生しない、仮に損害賠償

請求権が発生するとしても被害者の妻が国有鉄道共済組合から遺族扶助料（遺族年金）を

受給していることから、原告らには、事実上損害はないなどと主張した。 

原審は、国有鉄道共済組合は組合員の相互扶助を目的とするものであって国の不法行為

上の責任を免脱させるものではない、遺族年金が支給されることの一事をもって直ちに原

告らの精神上の苦痛が慰謝されたものとは認めがたいなどとして、被告国の主張を排斥し

た。これに対して、被告国が、遺産相続の計算において、遺族年金を考慮せずに、損害賠

償請求権と年金受給権の両方を認めることは同一損害を重複して賠償させる結果になるな

どとして上告した。 

なお、本判決では、生活費控除についても争われたが、上記大判大正 2 年に引き続き、

生活費の控除を認めた。これについては引用しないが、本判決は、後述のように遺族扶助

料については損益相殺を認めたにもかかわらず、生活費に関しては損益相殺（損得相殺）

という言葉を使用していない。このことには注意を要する。 

〔判旨〕 破棄差戻 

「被害者ハ其ノ労働能力欠陥ノ為第三者（例ヘハ雇主若クハ所属労働団体）ヨリ当然（例

ヘハ法律ノ規定上若クハ団体ノ規約上）或定期金（例ヘハ廃疾年金）ヲ受領スル権利ヲ取

得シタリトセムカ這ハ相当ノ労働ヲ為スコトナクシテ一定ノ金円ヲ取得スルモノニシテ其

ノ事自体ハ不法行為ニ原因スル一ノ利得ニ外ナラス故ニ此ノ利得ハ一面損害賠償ノ範囲ヲ

軽減スル効力アルコト夫ノ所謂損得相殺ノ観念ニ徴シマタ疑ヲ容ル可カラス而カモ這ハ損

害賠償トシテ定期金ヲ支払フ場合ノミナラス一括シタル金額ヲ支払フ場合ニモ亦其ノ適用

アルコト論ヲ俟タス何者彼此共ニ損害賠償ノ方法タルニ於テ其ノ選ヲ異ニスルトコロ無ケ

レハナリ 

然リ而シテ以上ノ道理ハ更ニ之ヲ他ノ場合ニ推シ及ホスヲ得可シ即甲ニ対シ扶養義務ヲ負

担セル乙ヲ或者カ不法行為ニ因リテ死ニ致シ為ニ甲ヲシテ其ノ扶養請求権ヲ喪失セシメタ

ル場合即是ナリ此ノ場合甲ハ此ノ喪失ニ因リテ被リタル損害ニ付右ノ或者ニ対シ不法行為

ニ基ク賠償請求権ヲ有スルコト勿論ナルカ今若甲ハ乙ノ死亡ニ因リ或定期金（例ヘハ遺族

年金）ヲ当然第三者（前例参照）ヨリ受領スル権利ヲ取得シタリトセムカ此ノ定期金ハ其

ノ限度ニ於テ当該損害賠償請求権ノ範囲ヲ減縮スルノ効力アルコト又右ニ判示シタルトコ

ロト択フトコロ無シ 

(省略) 
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前記ノ如キ金銭的利益ヲ請求スル権利ヲ取得シタル者ハ被害者其ノ人ニ非スシテ之ニ対シ

扶養義務ヲ負担スル人々ノ内ノ或者即例ヘハ民法第九百五十四条第二項ノソレ等ナル場合

ニ於テモ亦被害者ハ之ニ依リテ幾分ノ慰藉ヲ得ルコト必無ト云フ可カラス」 

〔評釈〕 

この判例に対して、末川博 *28と杉之原舜一 *29が批判を加えた。 

末川は次のように判例を批判する。共済組合から給付を受けるのは、組合に加入してい

たからであって、不法行為とは全然別個の原因によるものであるから、損益相殺の対象に

ならない。この関係では、共済組合は、保険金を受け取ることと同一視してよい。保険金

が損害額から控除されない根拠としては、保険金は保険料の対価であるからとか、保険金

を控除すれば不法行為者は他人の給付によって責任を免れ実際上不当な結果を生ずるから

とかいうような理由が考えられるが、この理由はいずれも本件の組合から給付を受ける場

合にもあてはまる（なお、末川は、生活費控除についても本判決を批判している。）。  

一方、杉之原は、次のように批判する。損益相殺は、同一の責任原因から生じた損害と

利益との間に生ずる問題である。本件の年金請求権は被害者が共済組合に加入していたた

めに発生するものであり、国の不法行為によって生じたものではない。そのため、損害賠

償請求権と年金請求権とを損益相殺することはできない。しかし、共済組合の性質は組合

員相互の損害の填補にあるから、生命保険と異なり、共済組合への加入は営利を目的とす

るものではない。そのため、被害者は組合からの給付金と損害賠償の両方を受け取ること

はできない。したがって、判旨が遺族年金は扶養請求権の喪失による損害賠償請求権の範

囲に影響する場合があることを言っているのは正しい。しかし、遺族年金は遺族が生活上

蒙る損害の填補を目的とするものであって、遺族の精神上の苦痛の慰謝を目的とするもの

ではない。そのため、遺族年金請求権は被害者の慰謝料の範囲に影響を及ぼすことはない。

判旨は、損益相殺の理論を根拠とするようであるが、損益相殺の理論を誤解し、いたずら

にこれを拡張しようとするものと言わなければならない。 

〔検討〕 

 前述の通り、この判決は、大判大正 2 年に引き続き、損益相殺に言及することなく、生

活費の控除を認めた。判旨で引用したように、この判決は、年金受給権については損得相

殺（損益相殺）を承認している。それゆえ、この判決が損益相殺という概念を知らなかっ

たということはありえない。この判決は、生命侵害の場合の生活費控除については、損益

相殺の問題ではないと考えているとするのが自然である *30。 

 そうすると、この判決のいう損得相殺（損益相殺）とはどのようなものかが問題となる

が、この点について、判旨は明確ではない。明確であるのは、損益相殺は、「損害賠償ノ

範囲ヲ軽減スル効力」があるということ程度である。肝心の損益相殺の要件については、

よく分からないままである。具体的に見ていこう。  

 判旨は、被害者が定期金を受領する権利を取得したことを「不法行為ニ原因スル一ノ利

                                                   

*28 末川博「判批」法学論叢 21 巻 3 号 471 頁。 

*29 杉之原舜一「判批」法学協会雑誌 47 巻 5 号 1027 頁。 

*30  データベースで判例を調査した限り、最上級審判決において、損益相殺であるとし

て、生活費控除を行ったものは、今日に至るまで存在しないようである。  
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得ニ外ナラス故ニ此ノ利得ハ一面損害賠償ノ範囲ヲ軽減スル効力アルコト夫ノ所謂損得相

殺ノ観念ニ徴シマタ疑ヲ容ル可カラス」としている。この「不法行為ニ原因スル」利得に

ついては、損益相殺がなされるということは当時の学説と概ね一致している。ただし、不

法行為と利得との間にどのような関係があればよいのか、条件関係で足りるのか、相当因

果関係が必要なのか（必要である場合は、その具体的な内容）といったことは明らかでは

ない。 

 具体的な判断の内容としては、被害者が労働能力喪失のため第三者から当然定期金を受

領する権利を取得した場合は、「這ハ相当ノ労働ヲ為スコトナクシテ一定ノ金円ヲ取得ス

ルモノ」であるから、「不法行為ニ原因スル一ノ利得」であるとしている。この「相当ノ

労働ヲ為スコトナクシテ一定ノ金円ヲ取得スルモノ」の意義も必ずしも明確ではない。判

決の文言をそのまま当てはめれば、被害者が不法行為により困窮し、家屋を売却して、金

員を得たというような場合にも損益相殺を行うことになろうが、いくらなんでも、そのよ

うな趣旨ではなかろう。おそらく、対価を提供することなく金員を取得したことをいうも

のであろうが、当時の学説において、対価なく利益を得たことを損益相殺の要件とする見

解は見当たらない。また、末川のいうように、そもそも、共済組合には、保険料を支払っ

ているはずであるから、本件の遺族扶助料を、対価なく金員を取得したことになるのかと

いう疑問もある。それゆえ、この判決のいう損得相殺の要件は、一般的な基準としては理

解できなくはないものの、その具体的な内容には大いに疑問があり、また、基準に対する

当てはめという点でも疑問があるといわざるを得ない。  

  判旨は、結論として、被害者の遺族に遺族年金が支給されていることを、慰謝料の減額

事由とするものである。しかし、後の判決や学説において、この判決のように、経済的利

益を受けたことをもって、当然に精神的苦痛が軽減されるとするものは見当たらない。そ

れゆえ、この判決の判断には大いに疑問があり、先例的意義は乏しいといわざるを得ない。

判例として初めて、損益相殺という概念を承認したという点についてのみ意義を認めるべ

きであろう。 

判批については、末川、杉之原ともに、相当因果関係説によるアプローチは行っていな

い。両者は、判例と同様、利得の原因が不法行為にあるかという観点から損益相殺を検討

している。そして、末川は、遺族年金の給付の原資が被害者の出損した金銭であるという

ことから、利得の原因が不法行為にないとの結論を導いている。杉之原も、同様の見地に

立つものと思われる。杉之原について注目すべきは、損益相殺を否定したのち、給付の調

整の検討をしている点である。ここでは、後の重複填補の問題が検討されており、すでに

第三者からの給付がその填補を目的とする損害以外の損害費目には影響を及ぼさないと考

えられている。損益相殺と給付の調整との関係は、損益相殺は損害と原因を同一にする利

益の問題、給付の調整は同一の損害に対して複数の給付がある場合の問題と捉えられてい

る。そして、前者は一般的なものであるのに対して、後者は共済組合の性質から認められ

る特殊なものと考えられている。  

 

4 戦前の判例の中で、損益相殺に関するものは、現在知られている限りでは、上記の大判

大正 2 年 10 月 20 日と大判昭和 3 年 3 月 10 日だけである。使用されている言葉に着目する

と、両者はいずれも生命侵害の場合の生活費の控除を認めたが、損益相殺という言葉は使
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用しなかった。前掲大判昭和 3 年 3 月 10 日が、損益相殺に言及したのは、遺族扶助料に関

してである。この遺族扶助料に関して、判例も学説も、相当因果関係の有無を問題として

いないことには注意しておく必要がある。  

 

第 4 澤井説（法的同質性説） 

  戦後、損益相殺の要件について、相当因果関係を中核とする従来の通説に対して、澤井

裕が、填補性を中核とする見解を提唱した。この見解は、多くの学者に影響を与え、今日

の通説である法的同質性説にもつながっていく。ここでは、その出発点ともいうべき澤井

説を、その論文を基に見ていくことにする。もっとも、序章で述べたように、澤井論文は

未完で終わっており、澤井説には曖昧な点も多く残されている。しかし、澤井説の内容を

可能な限り明らかにすることは、今日の損益相殺の議論の状況を確認するために有益であ

ると考える。 

 端的に言って、澤井説における損益相殺は、それ以前の日本の議論とは、全くといって

もよいほど隔絶している。まず、損益相殺の定義が異なる。澤井のいう損益相殺とは、「賠

償義務を生ぜしめた事情が損失の他に利益をも賠償権者に与えた場合、賠償義務者は、こ

の利益を賠償給付の際に差引くか、又は何らかの方法（例えば利益又は請求権の引渡請求）

によつて、賠償を真実の損害額に限定しうること」 *31であり、これには民法 422 条の規定

する賠償者代位や（現行の）保険法 25 条の規定する請求者代位などの代位が包含されてい

る。これは従前の議論には見られなかった点である。次に、損益相殺の根拠も異なる。前

述の通り、石坂以来日本の損益相殺の議論は、損失説を採る Oertmann や Walsmann の影響

を受け、損益相殺の根拠を、損害賠償の目的(原状回復)に基づく利得禁止に求めた。しか

し、澤井は、「損益相殺の根拠は、損害概念から理論的に生ずる」 *32という。ここでいう

「損害」とは、「被害者に関し、加害事件後において現実に
、、、

存在する状態と、加害事件が

なければ存在した筈の仮定的
、、、

状態との差額或いは変化」 *33であり、これは差額説である。

そのため、損益相殺を賠償額の減額事由とした石坂とは異なり、澤井によれば、「損益相

殺とは、要するに加害によつて被害者に損失のみならず、利益をも生じた場合は、損失か

ら利益を控除した額が実損害であり従つて要賠償額だ」 *34ということになるのである。こ

のように、澤井説は、その前提としている損害論および損益相殺の根拠という点でも、ま

た、損益相殺の定義という点においても、従前の学説とは異なっているのである。  

 これらの点は、澤井説を理解する上で不可欠の要素であるが、それよりも重要であり、

また、後の学説に多大な影響を与えたのは、澤井説が、填補性を要件としたことである。

即ち、澤井は、「損益相殺の対象たる "控除しうる利益 "とは、"加害と因果関係にあり、か

つ損失を直接に－即ち被害者の処分行為を必要とせず－填補する性質を持つと判断される

もの(この判断の基礎は損害賠償法の目的と当事者間の衡平にある） "」と「定義」してい

                                                   

*31 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」77 頁。  

*32 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」78 頁。  

*33 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」78 頁。  

*34 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」75 頁。  
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る *35*36。この「利益が損失を填補する性質を持つ」こと、即ち、填補性こそが、澤井説の

中核であり、従前の学説と決定的に異なる点である。従前の学説は、加害行為と利益との

関係のみを問題とし、損害と利益との関係を問題にしなかった。損害と利益との間に一定

の関係性が必要であると指摘した点こそが、澤井説の最大の成果であるといえる。もっと

も、この填補性の理解は容易ではない。理解を困難にしている要因は、私の見るところ、

大まかに言って、論文が未完であり充分な説明がなされていないこと、（それと関連する

が）填補性の内容が明確でないこと及びその基礎になっている理論が明確ではないことの

3 点である。 

 最初の論文が未完であるという点についてであるが、澤井論文は、結論を冒頭で示し、

それについて説明を加えるというスタイルで書かれた論文である。澤井は、「この論文は

結局右の因果性・直接性･填補性の意味を具体的に明らかにする試みである」 *37としてい

る。ところが、澤井論文は、填補性の意味を明らかにする途中で終わっている。それゆえ、

澤井説が結論として、填補性を要求していることは明らかでも、その内容については刊行

された部分から推測することしかできないのである。  

  さらに問題なのは、推測される、填補性の内容である。「利益が損失を填補する性質を

持つ」などの表現を見ると、利益と損失との関係だけを問題にしているようにも思える。

ところが、明らかに、単なる利益と損失との関係にとどまらない、総合的な考慮を意図し

ている叙述がある。次の文章は、澤井論文のうち、ドイツの判例理論を検討した上での、

澤井の私見とされる部分の一部である。ドイツの判例理論は、今日に至るまで（もちろん、

澤井の時代も）、少なくとも形式的には、相当因果関係論を採用している。そのため、相

当因果関係論と比較した、澤井の填補性の内容が明らかになっている。  

 以下引用しよう。 

 

「詳細な私見は後にのべるとして、ここでは、結論を示すにとどめる。『相当因果関係論

は、加害と損失、加害と利益という縦の関係のみを注視してきた。しかし損益相殺で本質

的なのはむしろ横の関係すなわち損失と利益との対比である。加害との関係では因果関係

（条件的）があれば十分であり、問題は利益が損失を填補すべき性質をもつか、いいかえ

れば利益と損失の法的同質性（Gleichartigkeit）の判断にかかつている。利益と加害の相当

関係はこの同質性判断の一つの重要な目安となりうるにとどまる』」 *38 

 

 ここでは、「損益相殺で本質的なのは」「損失と利益との対比である」として、損失と

利益との関係の重要さが強調されている。しかし、その一方で、「縦の関係」であるはず

の「利益と加害の相当関係」も、因果関係から分離され、填補性（同質性）判断に組み込

まれている。 

                                                   

*35 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」75 頁。  

*36 ここで出てくる直接性は、賠償者代位や過失相殺と、損益相殺とを区別する機能を有

しているとされる。澤井・前掲注（20）「損益相殺（二）」54 頁。  

*37 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」75 頁。  

*38 澤井・前掲注（20）「損益相殺（二）」81 頁。  
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  次に、ドイツの学説に対する、澤井の私見を見てみる。ここでは、騎手事例（騎手がレ

ースで馬を異常に酷使したため馬が死亡したが、その一方で、入賞し馬主が賞金を得た場

合に、馬主の騎手に対する損害賠償請求において、賞金を損益相殺すべきかという問題。）

を例に、Cantzler の「法益助成説」との関係で、次のように自説を展開している。 

 

「事案を決定するのは『法益助成論』的公式ではなくして、結局は事案のすべてを総合し

て、右の賞金を騎手、馬主いずれに与えるのが衡平か、すなわち馬と賞金との法的同質性

の判断いかんにかかつているのである。Cantzler は衡平の観念は広すぎるというが、事件

のすべて状況を考慮の上決定した場合、単純な公式的割り切り方よりも、はるかに正当な

解決をうるものである。たとえば右の馬の場合でも、馬主の騎手に対する馬の健康につい

ての注意の程度、馬主の賞金獲得熱、あるいは騎手の馬の殺害についての故意過失、また

は過失の程度、馬の健康状態などを総合的に判断して妥当な解決をうるように努めるべき

である。」 *39 

 

 ここでは、法的同質性（填補性）の名の下で、総合考慮が行われているというしかない。

澤井説の填補性（法的同質性）は、損失と利益との関係はもちろんのこと、加害行為と利

益との関係、加害者の主観、加害者と被害者との関係等をも総合的に考慮することになる

のであろうか。その一方で、「損失を填補する性質の利益」などという、単に損失と利益

のみを考慮の対象としていると思える表現も見られ、必ずしも一定していない。  

 この混乱は、損益相殺に関する理論的根拠を見ると、より一層明確になる。  

 前述の通り、澤井は、差額説を前提に、「損益相殺の根拠は、損害概念から理論的に生

ずる」として、損益相殺は当然の原理であるかのような説明をしている。ところが、その

一方で、澤井は、損益相殺は「損失と利益という物理的には異質のものを法的観点（ここ

では主に衡平）から統一せしめる」ものであるとし、その点に「この理論の特質とむずか

しさがある」としている *40。損失や利益といったものが、物理的な概念かはさておくとし

ても、理論的に当然生じるはずであった損益相殺が、異質のものを主に衡平の観点から統

一するための概念に変化している。 

 より明確であるのは、次の説明に見られる、損害賠償の目的との関係で見た損益相殺の

位置づけであろう。引用部分の前半は、澤井論文の初めの部分であり、後半は、最後の部

分である。 

 

「損害賠償は、賠償義務を生ぜしめた事情がなければ、存在した筈の状態を回復すること

を目的とする。即ち賠償権利者は右状態の回復のため、必要且十分なる賠償を受ける反面

に、賠償によつて不当な利得をうることは許されない。(b)従つて賠償されるべき損害額は、

被害者に関し、加害事件後において現実に
、、、

存在する状態と、加害事件がなければ存在した

筈の仮定的
、、、

状態との差額或いは変化である。……賠償の目的を達成するために、損失から

利益を控除することによつてはじめて、右 (b)にいう賠償されるべき損害額がえられる。こ

                                                   

*39 澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」87 頁。  

*40 澤井・前掲注（20）「損益相殺（二）」80 頁。  
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の控除を損益相殺という。(d)賠償義務者は、賠償給付の際に……この損害額のみを給付す

ればよい」 *41 

「被害者の原状回復を目的とし、被害者の保護を根本原理とする損害賠償法からすれば、

加害者は、被害者に生じた損失的変化
、、、、、

のすべてを賠償することが大原則である。したがつ

て別に生じた利益をとくに考慮することすなわち、物理的に異質別個のものを差し引きし、

その残高が真正の損害額だという損益相殺理論は、当然に利益と損失の法的同質性を前提

としているのである。」 *42 

 

 一見して明らかなように、前者では、損失から利益を控除した差額を賠償することが賠

償の目的となっている。一方、後者では、損害賠償法からすれば、（被害者の利益を考慮

しない）損失的変化のすべてを賠償することが大原則であるとされている。即ち、前者で

は、損益相殺は損害額確定のためのプロセスであるにも関わらず、後者では、「大原則」

に対する例外的取扱にすぎない。この 2 つの立場では、損益相殺を考慮する際の基本的な

態度が異なると思える。しかし、澤井論文は、両方の説明をしているのである。  

  澤井が、損益相殺を原則的取扱と考えていたのか、例外的取扱と考えていたかは、分か

らない。それゆえ、澤井のいう填補性の内容も明確なものではない。填補性を認めるため

には、慎重に様々な事情を総合考慮しなければならないのか、あるいは、利益と損失のみ

を見れば判断できるのかも不明である。澤井は、填補性の判断の基礎は「損害賠償法の目

的と当事者間の衡平」であるとしているが、澤井のいう「損害賠償法の目的」は（利益を

考慮した）損害の回復にあるのか、（利益を考慮しない）損失の回復にあるのか不明であ

る。もちろん、「当事者の衡平」という曖昧な概念が填補性の判断の指針たり得るのかも

大いに疑問である。 

 このように、澤井説には問題も多いが、それでも澤井説は重要な意義を有する。既に述

べたように、澤井説の最大の意義は、損益相殺において、利益と損失との関係を考慮する

という観点を提供したことである。この観点は、現在に至るまでの損益相殺の議論に大き

な影響を与えている。 

 

 

第 5 判例の展開 

1 判例の詳しい内容については、第 5 章で検討するので、ここでは、戦後の判例の展開の

概略を指摘するにとどめる。判例は、同種の事案であっても単に前例を引用するにとどま

らず、理由付けを変えるなどしている。そこには、学説、特に澤井説の影響が見られる。

興味深いことに、澤井説の影響というべき、利益と損失の関係を考慮するという観点は、

多くの学説よりも判例の方が先に採用している。  

 

2 養育費の節約 

戦後の判例の中で、比較的早い時期に損益相殺について判断したのは、養育費の節約に

                                                   

*41 澤井・前掲注（20）「損益相殺（二）」78 頁。  

*42 澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」86 頁。  
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関する最判昭和 39 年 6 月 24 日民集 18 巻 5 号 824 頁である。養育費の節約とは、年少者が

死亡した場合の逸失利益の算定に当たり、その年少者を養育していた者（多くの場合は、

その者の親であり、損害賠償請求権を相続したとして、損害賠償を請求している原告）が、

養育費を支出することを免れたことを考慮すべきか否かという問題である。この昭和 39

年判決は、「損益相殺により差引かれるべき利得は、被害者本人に生じたものでなければ

ならない」として、養育費の節約による損益相殺を否定した。  

しかしながら、最高裁判決があるにもかかわらず、実務は養育費の控除説と非控除説と

に分かれて混乱していた。 

そこで、最判昭和 53 年 10 月 20 日民集 32 巻 7 号 1500 頁が、「養育費と幼児の将来得べ

かりし収入との間には前者を後者から損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき

損失と利得との同質性がなく、したがつて、幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたりそ

の将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきものではない」として、最高裁は非控除

説に立つことを再度明確にした。この判決は、損失と利得の同質性を問題としており、澤

井説の強い影響が指摘されている *43。  

 

3 私保険 

続いて、最高裁が損益相殺について判断したのは、生命保険金に関する最判昭和 39 年 9

月 25 日民集 18 巻 7 号 1528 頁である。 

この判決は、①保険金は保険料の対価の性質を有し、②不法行為の原因と関係なく支払

われるべきものであることから、不法行為により被保険者が死亡したため保険金が給付さ

れても、これを賠償額から控除すべきいわれはないとする。なお、この判決は、「損益相

殺」という言葉を使用していない。 

一方、損害保険については生命保険より遅れて最判昭和 50 年 1 月 31 日民集 29 巻 1 号

68 頁で判断が示された。  

この判決は、生命保険の場合と同様に、保険金は保険料の対価の性質を有するから、た

またま不法行為や債務不履行を契機に保険金が支払われることになっても、「いわゆる損

益相殺として控除されるべき利益にはあたらない」とした。この判決の事案では、損害保

険金が損益相殺の対象となり、そもそも保険金の分だけ減額された形で損害賠償請求権が

成立するのか、それとも損害保険金は損益相殺の対象とならず、減額されない形で損害賠

償請求権が成立し、保険金の支払いによって請求権の一部が保険会社に移転するのかが問

題となった。本判決は、損益相殺を賠償額の算定の問題に位置付けており、少なくともこ

の判決の場合においては、判例が、損益相殺を損害賠償請求権発生前の段階の問題として

いることが明確になった。 

 一連の、私保険に関する判例には、澤井説の影響は見られない。前述の通り、澤井説は、

損益相殺と代位を統一的に把握するところに、その特徴がある。これに対して、最判昭和

50 年は、被害者が保険金を受領した場合は、「商法 662 条所定の保険者の代位の制度によ

り」保険者が「支払つた保険金の限度において……損害賠償請求権を取得する結果、被保

                                                   

*43 松本光一郎「損益相殺 (1)―養育費の控除」篠田省二編『不法行為訴訟法 (1)』（青林

書院、昭和 62 年）395 頁。 
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険者たる所有者は……損害賠償請求権を失い、その第三者に対して請求することのできる

賠償額が減少することとなるにすぎない」という。また、被害者が先に損害賠償を受領し

た場合、保険者に請求することができる保険金が減少するのは、「保険者の支払う保険金

は被保険者が現実に被つた損害の範囲内に限られるという損害保険特有の原則に基づく結

果にほかならない」としている。それゆえ、判例は、私保険に関しては、澤井説と異なり、

代位と損益相殺を区別して理解しているということができよう。  

 

4 年金 

 前述したように最上級審が損益相殺（損得相殺）という言葉を用いて判断したのは、遺

族年金に関する前掲大判昭和 3 年 3 月 10 日が最初であるものと見られる。もっとも、知ら

れている限り、最高裁は、この判決と同じ論理を採用したことはない。 

 最判昭和 41 年 4 月 7 日民集 20 巻 4 号 499 頁は、被害者が受け取るはずであった恩給に

は、被害者の死後遺族に対して支給される扶助料も含まれており、被害者の相続人が両方

を受給することは二重取りであるなどとして、「損害賠償額の範囲を定めるにあたり依拠

すべき衡平の理念」から、扶助料の控除を認めた。 

衡平の理念は、修正相当因果関係説において主張され、また、澤井説においても強調さ

れた点である。そして、この判例は、喪失したとされる利益（被害者の恩給）の中には、

不法行為によって遺族が取得した利益（遺族扶助料）が含まれており、結局その利益は失

われていないとの考えから控除を認めている。  

さらに、最判昭和 50 年 10 月 24 日民集 29 巻 9 号 1379 頁は国家公務員の死亡により遺族

が法律の規定によって受ける各給付による利益は「死亡した者の得べかりし収入によつて

受けることのできた利益と実質的に同一同質」であるとして、遺族が受けた給付の控除を

認めた。 

ここでも、損害と利益との同質性が問題とされており、養育費の節約に関する前掲最判

昭和 53 年 10 月 20 日と同様、澤井説の影響がみられる。 

さらに、最大判平成 5 年 3 月 24 日民集 47 巻 4 号 3039 頁は、「損害と利益との間に同質

性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被害者が加害者に対して賠償を求める損

害額から控除することによって損益相殺的な調整を図る必要があ」るとした。  

この判決は、「損益相殺的な調整」に関するものであるが、前掲最判昭和 50 年 10 月 24

日からさらに進んで、損害と利益との同質性を公平の見地から判断しており、より澤井説

に近い内容となっている。 

 

 

第 6 学説における填補性・同質性基準 

1 はじめに 

 前述のように、澤井説は不明確な点も多く存在するが、その填補性という考え方は、判

例で採用されたこともあり、徐々に広まっていく。もっとも、填補性の具体的な内容に言

及するものはなく、その内容は曖昧なままである。澤井論文のように、加害行為と利益と

の関係、加害者の主観、加害者と被害者との関係等にまで踏み込んだ総合的考慮は見られ

ない。端的に「損害を填補する利益である／ない」という表現がほとんどである。澤井は、
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「損害賠償法の目的と当事者間の衡平」が填補性の判断の基礎であるとしていたのであり、

単に填補の有無のみを判断する見解は、澤井説と同じ見解と言えるか疑問である。そこで、

利益と損失との関係を「填補」「同質」などとして考慮する考え方を、填補性・同質性基

準とよび、澤井説とは区別することとする。  

 

2 初期の填補性・同質性基準 

 比較的早い時期に、填補性・同質性基準を採用しているのは、加藤一郎である。  

 加藤は、損益相殺の基準として、「具体的にどこまでのものが、利益として差し引かれ

るかといえば、相当因果関係の範囲内の利益を差し引くということになる」 *44として、一

応は、相当因果関係説を採用している。ところが、実際に、加藤が挙げた事例を見る限り、

相当性は問題となっていない。例えば、「香奠とか見舞金」については、「いちおう贈与

という別個の原因に基くものであるから、差し引くべきではない」 *45として、相当性では

なく、原因が異なることを問題としている。  

 その一方で、「損害保険金は、別個の保険契約に基くものだが、損害の填補を本来の目

的としているから、保険者の代位により」填補された範囲で損害賠償請求権が保険者に移

転するという。一方、「生命保険金は、損害の填補を本来の目的とするものではない」か

ら、損益相殺の対象にも保険代位の対象にもならないとする *46。 

 このように、加藤においては、損益相殺の基準はあくまで相当因果関係とされる一方で、

「損害の填補を本来の目的とするものではない」との理由で、生命保険金の損益相殺や保

険代位が否定されている。相当因果関係との関係は明確ではないが、填補性が、一定の利

益については、損益相殺や保険代位に共通する基準であると考えられていることが分かる。

この点では、加藤の見解は、澤井説と共通し、その一方で、判例とは異なっている。  

 

3 四宮の填補性・同質性基準 

 四宮は、加藤一郎と異なり、明確に相当因果関係説と澤井説とを区別した上で、「わた

くしも、基本的にはこの考え（濱口注－澤井説）を支持したい」*47としている。それゆえ、

四宮の見解は、澤井説に非常に近い。しかし、両者は随所で異なっており、同一の見解と

はいえない。 

 まず、四宮は、損益相殺の根拠について、「単なる差額説的思考だけでは、いやしくも

事故によって損害賠償請求権者に生じた利益であれば、すべて、損益相殺することになっ

てしまい、不当である」*48という。「損益相殺は、『原状回復の理念』の反面としての『利

得の防止』の思想に基づくもの」であり、「損益相殺は－『原状回復の理念』がそうであ

るように－規範的に捉えられなければならない」 *49とする *50。この点は、差額説のみに損

                                                   

*44 加藤一郎『不法行為』（有斐閣、1974 年）245 頁。 

*45 加藤（一）・前掲注 (44)『不法行為』245 頁。 

*46 加藤（一）・前掲注 (44)『不法行為』245 頁。 

*47 四宮和夫『不法行為』（青林書院、1987 年）602 頁。 

*48 四宮・前掲注 (47)『不法行為』600 頁。 

*49 四宮・前掲注 (47)『不法行為』601 頁。 
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益相殺の根拠を求めた澤井との大きな違いである。  

 次に、四宮は、損益相殺の要件として「利益が不法行為を契機として生じたものである

こと」と「両者関係からして損益相殺を認めるのが衡平である、と判断されること」が必

要であるという。四宮は後者を「法的同質性」とよんでいる *51。四宮は、「法的同質性」

の内容として「当該利益が実質上当該損害の填補ないしその肩代りをするという目的ない

し機能をもつとか、両者が、実質的にみて、対価と対価との関係、同一の地位に由来する

利用と負担との関係、あるいは担保物と債務との関係、に相当する」場合などとしている

*52。一見すると、損害と利益との関係に焦点が当てられているように見える。しかし、具

体的な場面を見ていくと、非常に多くの事情を考慮していることが分かる。しかも、その

理由付けは、法的な観点から説明するというよりも、かなり直感的・感情的な説明を含ん

でいる。 

 例えば、被害者に生じた利益が第三者に対する請求権である場合の損益相殺の可否とい

う問題がある。四宮は、この問題について、「損益相殺による損害賠償額からの控除を認

めると、賠償義務者が、みずから害を加えた賠償請求権者に対し、汝みずからが第三者か

ら取立よと要求することになって、不当である……この場合には、直ちには損害と利益と

の間に法的同質性があるとはいえず、請求権規範の目的･機能が損害の填補にあっても損益

相殺は認められない」という *53。ここでは、「請求権規範の目的･機能」にかかわらず、

結論の不当性だけを理由に法的同質性が否定されている。 

 他に特徴的な点としては、養育費の節約に関する説明がある。四宮は、「子の養育は愛

情･人倫あるいは社会の責務によるのであって、－労働能力取得のための経費という機能は

否定しえないにしても－規範的見地からは、その出資を免れたことを損益相殺すべき利益
、、

と見るべきではない」 *54という。「利益
、、

と見るべきではない」の意味は明確ではないが、

因果関係と法的同質性から損益相殺を判断するという枠組みを前提とすれば、法的同質性

を否定する趣旨であろう。そうであれば、「愛情･人倫」などといった、法的ではない観点

からも、法的同質性は判断されることになる。  

  このように、四宮の「法的同質性」とは、単に利益と損害との関係のみをいうものでは

ない。利益が第三者に対する請求権である場合の説明のように、結論の不当性のみを根拠

に、損益相殺の要件であるはずの法的同質性が否定されるのであれば、要するに、結論が

不当であるから損益相殺は認められないというに等しく、要件の意味がない。また、養育

                                                                                                                                                                        

*50 その理由として、四宮は、例えば資産家を殺害した場合、遺族の扶養義務の侵害に対

する損害賠償を免れることになり、規範目的 (人命の保護、不法行為の予防的機能 )に反し

不当である点、及び不法行為を契機に利益を得ても損益相殺しない場合がある点を指摘し

ている。 

*51 四宮・前掲注 (47)『不法行為』602 頁。 

*52 四宮・前掲注 (47)『不法行為』602 頁。 

*53 澤井は、損益相殺と賠償者代位との区別を、利益の直接性（被害者の処分行為を必要

としないこと）の有無に求めており、四宮のいう「法的同質性」は、澤井説の直接性をも

包含する概念であるということができる。  

*54 四宮・前掲注 (47)『不法行為』605 頁。 



 

第 1 章 日本の判例および学説 

21 

 

費の節約に関する説明のように、「子の養育は愛情･人倫」等によるものであるから、それ

を免れたことを利益と見るべきではないという説明は、直感的・感情的には納得できなく

もないが、それをどのように法的に構成するのかは不明である。最初に述べたように、四

宮のいう法的同質性の内容は、「損益相殺を認めるのが衡平である」ことである。四宮の

具体例に関する説明を見る限り、結局、四宮のいう法的同質性は、損益相殺の判断の指針

となるものではないといわざるをえない。おそらく、様々な法的評価の受け皿となる概念

なのであろう。 

 

第 7 重複填補 

 このような民法の議論とは別に、保険法の研究者から、保険給付と損害賠償との重畳的

給付の調整という視点が提示された。これは損害賠償と保険給付を同一の損害に向けられ

た重複の填補と捉え、両者の関係を検討するものである。  

 この視点は、交通法学会のシンポジウムにおいて「重複填補」として議論され *55、以後、

重複填補という言葉がよく用いられるようになった。  

 従来の民法の学説では、被害者が受けた利益を損害賠償にどう反映させるかという点に

焦点を当てた検討がなされてきたが、「重複填補」の視点からは、賠償権利者、賠償義務

者及び保険者の三者の関係を検討することになる。  

 重複填補の考え方は、民法学説においても採用され、判例に対しても、単なる損益相殺

ではなく、より広い観点からの検討が必要であるとの指摘がある *56。 

 もっとも、重複填補と損益相殺の関係について、統一された認識が形成されているとは

言い難い。 

 今日の基本書では、損益相殺と重複填補とを明確に区別しないのが一般的である。  

一方、重複填補は給付の調整の問題であり、損益相殺とは別の問題であるとの見解があ

る。古くは、前述の通り、杉之原が前掲大判昭和 3 年 3 月 10 日の判批で述べている（ただ

し、杉之原は共済組合に関する特殊な問題として議論している。）。今日でも、潮見がこ

の見解を採用している。具体的には、潮見は、損益相殺を、被害者が不法行為と同一の原

因によって利益を受けた場合に限定し、厳密には同一の原因とは言えない場合でも被害者

が一定の利益を取得したことから賠償額を減額する場合を損益相殺的調整（重複填補）と

して区別している（なお、潮見が例として挙げているもののうち損益相殺の対象となると

しているものは生活費控除のみである。） *57。 

 

第 8 現在の判例 

 上記の通り、前掲最判平成 5 年 3 月 24 日は澤井説に近い基準を判示し、この基準は、遺

族年金の問題に限らず、広く採用されている (たとえば、遺族年金給付に関する最判平成

                                                   

*55 『損害の重複填補・逸失利益の算定』（交通法研究第 10・11 合併号）1 頁以下（1982

年）。  

*56 潮見佳男「人身損害賠償請求権の相続的構成と損益相殺・併行給付問題」阪大法学 44

巻 2・3 号 460 頁（1994 年）。  

*57 潮見佳男『不法行為法』（信山社、1999 年）326 頁。  
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16 年 12 月 20 日判時 1886 号 46 頁、ヤミ金に関する最判平成 20 年 6 月 10 日民集 62 巻 6

号 1488 頁の原審、欠陥住宅に関する最判平成 20 年 6 月 24 日判時 2014 号 68 頁の原審、労

災保険法に基づく各種社会給付及び障害年金に関する最判平成 22 年 9 月 13 日民集 64 巻 6

号 1626 頁、労災保険法に基づく休業給付及び障害一時金に関する最判平成 22 年 10 月 15

日裁時 1517 号 4 頁)。 

 しかし、すべての判例が、損益相殺について、最判平成 5 年の基準を採用しているわけ

ではない。最判平成 6 年 12 月 20 日民集 48 巻 8 号 1676 頁は、市長が違法に固定資産税を

徴収しなかったことによる損害が問題となった事件であるが、損害と利益との間には、「対

価関係があり、また、相当因果関係がある」として、損益相殺を認めた。また、最判平成

8 年 5 月 31 日民集 50 巻 6 号 1323 頁は、交通事故後に被害者が事故とは無関係に死亡した

事案において、「交通事故と死亡との間の相当因果関係が認められない場合には、被害者

が死亡により生活費の支出を必要としなくなったことは、損害の原因と同一原因により生

じたものということができず、両者は損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき

損失と利得との関係にない」として、損益相殺を否定している。最近の判例にも、前掲最

判平成 20 年 6 月 10 日や前掲最判平成 20 年 6 月 24 日など、平成 5 年判決とは異なる基準

で損益相殺を判断しているものもある。  

一方で、前掲最判平成 22 年 10 月 15 日の千葉裁判官補足意見は、平成 5 年判決を前提に

前掲最判平成 16 年 12 月 20 日の見直しの可能性に言及しており、少なくとも一定の問題に

ついては、平成 5 年判決の基準は揺らいでいないようである。  

なお、平成 5 年判決以降、判例は「損益相殺的な調整」との表現を用いるようになった。

前掲最判平成 20 年 6 月 10 日や前掲最判平成 20 年 6 月 24 日はともに「損益相殺ないし損

益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも許されない」との表現で

損益相殺を否定している。判例の文言からすると、判例は、損益相殺と損益相殺的な調整

とを区別しているようにも見える。また、損益相殺は不法行為等を原因とする場合である

のに対して、損益相殺的な調整な厳密には原因を異にするが、重複填補として調整される

ものをいうとして、両者の区別を主張する見解もある *58。 

しかし、平成 5 年判決において問題となった状況を考えれば、損益相殺的な調整は、損

害賠償法の利得禁止原則によって利得が禁止される場合に、代位の適用の有無を問題とす

ることなく損害賠償請求権を減額するための概念であるといえよう *59。それゆえ、損益相

殺と損益相殺的な調整とを明確に区別することはできない。  

 

第 9 現在の学説 

現在の学説には、当初の意味の相当因果関係説を採るものはない。填補性・同質性基準

を採るものが多い *60が、潮見は填補性・同質性基準を基本としながらも、利益の発生原因

                                                   

*58 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』326 頁。 

*59 拙稿「判批」北大法学論集 64 巻 1 号 38 頁。 

*60 近江幸治『事務管理・不当利得・不法行為』 (成文堂、2007 年 )203 頁、吉村良一『不

法行為法』(有斐閣、2010 年 )171 頁。内田・前掲注（7）『民法Ⅱ』448 頁は、判例として、

填補性・同質性基準を挙げる。 
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も加味した考慮をしている *61。少数ではあるが、修正相当因果関係説を採る見解もある *62。 

石坂以来ほぼすべての学説において、根拠や要件はともかく、損益相殺自体は承認され

てきた。しかし、平井宜雄は、保護範囲説の立場から「控除されるべき利益は一義的な公

式によって定められないほど複雑多様であり、現在の実務では金銭的評価のうちに埋没し

てしまった」 *63として、統一的な損益相殺概念を否定した。  

損益相殺を否定しないまでも、従来の学説の対立に対しては、填補性・同質性基準は同

質性の判断において、相当因果関係説においては「相当性」の判断において、ともに損害

賠償の目的・機能や当事者間の公平を考慮しており、結局、両者の間に著しい隔たりはな

いとの指摘がされている *64。 

また、近江幸治や内田貴は、損益相殺には、政策的な判断を欠かすことができないと指

摘して、その判断は容易ではないとしている *65。 

 

第 10 小括 

 これまで見てきた、日本における損益相殺についての議論の推移を大まかにまとめると、

次のようになる。 

 まず、学説継受期に、石坂がドイツから損益相殺概念を紹介した。ここで損益相殺の要

件とされたのは、損害について求められるものと同じ、相当因果関係であった。しかし、

相当因果関係説に対しては、損益相殺される利益を適正に決めることができないとの批判

もあり、学説は、相当因果関係説の修正を行った。この流れの到達点というべき我妻は、

名目上は、相当因果関係といいつつも、実際には、予見可能性等の要素を全て排除し、端

的に「公平」で決めるべきであるとした。宗宮においては、利益の原因を損益相殺の要件

とし、相当因果関係説を非難した。 

 損益相殺概念が日本に紹介されたのが遅れたためか、明治期の判例の中で損益相殺とい

う考え方を採用したと見られるものは知られていない。大正期の判例には、死亡による損

害賠償の場合の生活費の控除において、損益相殺の観点を採用したと見る余地があるもの

がある。ただし、判例はここでも損益相殺という用語は用いておらず、判例が、損益相殺

という考え方を採用したのかは疑問が残る。判例が初めて損益相殺（正確には「損得相殺」。）

という用語を用いたと見られるのは、昭和に入ってからである。判例は、死亡による損害

賠償において、被害者の遺族が共済組合から受ける年金について、損益相殺を認めた。し

かし、この判例に対して、学説は否定的な態度を取った。  

 戦後に入り、澤井が差額説の立場から、新たな損益相殺理論を提唱した。澤井説は、損

益相殺の要件の中核に、損害と利益との填補性（法的同質性）を置いた。従来の見解は、

                                                   

*61 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』326 頁。 

*62 加藤（一）・前掲注 (44)『不法行為』245 頁。 

*63 平井宜雄「不法行為における損害賠償の範囲」有泉亨編『現代損害賠償法講座 7』(日

本評論社、1974 年 )25 頁。  

*64 潮見・前掲注（2）「差額説と損益相殺」122 頁。 

*65 近江・前掲注 (60)『事務管理・不当利得・不法行為』203 頁、内田・前掲注 (7)『民法

Ⅱ』449 頁。 
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損害賠償の原因となる事実と利益の関係のみに着目していたから、この点で、澤井説は画

期的であった。もっとも、填補性の判断は、損害賠償法の目的と当事者間の衡平を基礎に

すべきとされているが、その内容は明確ではない。  

  しかし、澤井の提唱した、損害と利益との関係を考慮するという観点は、徐々に判例に

取り入れられ、さらに学説にも広まっていく。  

  戦後しばらくの間の判例には、澤井説の影響は見られない。前掲最判昭和 39 年 6 月 24

日は、年少者の死亡における養育費の節約について、利益が被害者に生じたものではない

との理由で、損益相殺を否定した。また、前掲最判昭和 39 年 9 月 25 日は、生命保険金に

ついて、保険金の性質及び保険金は不法行為の原因と関係なく支払われるべきものである

との理由から、損益相殺を否定した。しかし、前掲最判昭和 41 年 4 月 7 日は、不法行為の

被害者の遺族が取得した遺族扶助料について、被害者の損害とその遺族の受けた利益との

関係を問題にして、「損害賠償額の範囲を定めるにあたり依拠すべき衡平の理念」から、

利益の控除を認めた。さらに、前掲最判昭和 50 年 10 月 24 日は、問題となっている利益と

逸失利益とが「実質的に同一同質」であるとして、控除を認めた。そして、前掲最判昭和

53 年 10 月 20 日は、養育費の節約について、理由付けを見直し、「損失と利得との同質性」

の欠如を理由に、「損益相殺の法理又はその類推適用」による控除を否定した。ここでは、

澤井説の強い影響を見ることができる。加えて、判例は、前掲最判平成 5 年 3 月 24 日にお

いて、「損害と利益との間に同質性」がある場合に、「公平の見地」から、損益相殺的な

調整を図る必要があるとした。この判例は、法的同質性説を採用したものということがで

きるが、後の判例の展開を見ても、かなり広い射程を持つことが分かる。 

  判例が、損害と利益との関係を問題にするという考え方を採用した後に、学説にも同様

の考え方が広まっていった。学説は、最初は、形式的に、相当因果関係説を維持した上で、

損害と利益との関係を検討していたが、四宮は、澤井説を「基本的には……支持したい」

として、填補性・同質性基準を採用した。もっとも、填補性や同質性の内容は、いまだに

明確になっていない。学説上は、重複填補という概念も提唱された。重複填補は、賠償権

利者及び賠償義務者だけではなく、利益の提供者との関係をも考慮すべきという点で画期

的であったが、現時点では充分成功しているとは言い難い。  

 現在の判例の状況としては、前掲最判平成 5 年 3 月 24 日の「損益相殺的な調整」に関す

る基準は、多くの判例において採用されている。この損益相殺的な調整は、損害賠償法の

利得禁止原則によって利得が禁止される場合に、代位の適用の有無を問題とすることなく

損害賠償請求権を減額するための概念であると考えられる。それゆえ、代位と無関係の場

合においては、判例は、前掲最判平成 5 年 3 月 24 日と異なる基準を採用している。例えば、

前掲最判平成 6 年 12 月 20 日や前掲最判平成 8 年 5 月 31 日は、相当因果関係を問題にして

いる。また、最近の判例としても、前掲最判平成 20 年 6 月 10 日や前掲最判平成 20 年 6

月 24 日のように、同質性とも相当因果関係とも異なる理由で損益相殺を否定する判例があ

る。それゆえ、判例における損益相殺に関する一般的な準則を読み取ることはできない。

また、「損益相殺的な調整」にしても、その基準は、「損害と利益との間」の「同質性」

と「公平の見地」という曖昧なものであり、明確な基準があるとはいえない。  

 現在の学説においては、填補性・同質性基準が多く見られるが、既に述べたように、填

補性･同質性の内容は明確にはなっていない。それゆえ、結局、相当因果関係説（ただし、
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これは本稿の区別に従えば、修正相当因果関係説である。）と填補性・同質性基準の間に、

明確な差異を見出すことができないのである。  

 

第 3 節 次章以降との関係 

 以上で検討したように、日本の判例および学説は、ともに、損益相殺に関する明確な基

準を打ち出すことができずにいる。特に問題であるのは、填補性や同質性の意義が明らか

ではないにもかかわらず、填補性・同質性基準が広く使用されていることである。それゆ

え、一見理由付けがなされているように見えても、結局、明確な理由が無い場合も多い。  

 そもそも、現在では、統一的な損益相殺概念を否定する平井説も存在することから、損

益相殺自体について、より根本的な検討が必要であるように思われる。思えば、損益相殺

という考え方も、また、相当因果関係や法的同質性という基準も、ドイツ法を参考にした

議論であった。それゆえ、損益相殺は、当初はどのような理論であり、また、どのような

発展を遂げたのかを明らかにすることが、今後の議論の上でも、また、従来の議論を検討

する上でも有益であるように思われる。  

 もちろん、本稿は、法史学の研究を行うものではなく、現在の法解釈を行うものである。

それゆえ、外国法の現在の法状況を検討することも、また、今後の議論のために有益であ

るものと考える。 

 そこで、次章においては、日本に紹介されるまでの損益相殺の議論を検討する。さらに、

第 3 章においては、次章より後のドイツの議論及びアメリカ法・オランダ法の議論を検討

することとする。 

 これらの検討を踏まえた上での、日本法の従来の議論についての評価は、第 4 章及び第

5 章において行う。
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第 2 章 歴史的に見た損益相殺 

第 1 節 はじめに 

 第 1 章で見たように、損益相殺は元々ドイツから紹介された概念である。損益相殺が日

本に紹介される前に、ドイツにおいて議論が行われていたことは、石坂が損益相殺につい

て、沢山の例を挙げながら、詳細な議論を展開していることからも明らかである。このよ

うな歴史的な議論を参照することは、いつ、どうして、損益相殺という原則が確立された

のかを明らかにするために、ひいては、損益相殺の基本的な考え方を明らかにするために、

必要不可欠である。 

 損益相殺の歴史については、かつては、日本において、学説継受期には、ローマ法に由

来するものと説かれた。そもそも、損益相殺という言葉は、ドイツ語の

Vorteilsausgleichung(直訳すると、「利益の調整」または「利益の差し引き」 )ではなく、

ラテン語の compensatio lucri cum damno に由来する。しかし、澤井は、損益相殺がローマ

法に由来することに疑問を呈した。現在の日本の文献において、ローマ法における損益相

殺について明確に述べるものは見当たらない。もっとも、日本の学説継受前のドイツ法に

おいて損益相殺の議論がなされていたことは確実である。どのような経緯で、ドイツ法に

おいて損益相殺が議論されるようになったかを確認しておくことは、損益相殺のあり方を

検討する上で、有意義であると思われる。  

 そこで、ローマ法を中心に、古代ローマから、近代のドイツに至るまでの、損益相殺に

関する歴史的な経緯を検討することとする。  

 なお、ここで特にドイツを取り上げるのは、以下の理由によるものである。 1 つ目は、

既に述べたように、日本法はドイツ法から損益相殺概念を継受したため、ドイツにおける

損益相殺の歴史的な経緯を検討することとは、日本における損益相殺について、歴史的な

経緯を知ることにもなるからである。 2 つ目は、歴史的な議論をするためには、その始点

をローマ法におかなければならないが、ドイツにおいては、ローマ法が普通法という形で、

比較的最近まで適用され、今日においても、ローマ法研究が盛んであるためでである。 3

つ目は、ドイツの隣国であり、ローマ法を継受したはずのフランスでは損益相殺に相当す

る統一的概念は存在しないことである。これは、ローマ法において承認されていた損益相

殺概念をフランス法が忘却したためであるとも考えられるが、損益相殺はドイツ法が創造

した概念であるという可能性も考慮しなければならない。もし、後者であれば、損益相殺

はドイツのいかなる状況下で創造されたものかを検討する必要があろう。  

 さて、ローマ法と一口に言っても、その歴史は長い。ローマ自体も、伝説のロムルス王

に始まり、共和制や帝政への移行を経て、最終的に、1453 年に東ローマ帝国が滅亡するま

で、2000 年以上の歴史を持っている。ローマ法は、ローマ帝国滅亡後も、使用され続けた

のであって、国家としてのローマよりも長い歴史を持っているといえる。この長い歴史を

持つローマ法を一体として捉えるのは不可能であり、適宜の歴史区分に応じて検討する必

要がある。これから検討する事項を、ローマ法の歴史とともに説明すると以下のようにな

る。 

  よく知られているように、ローマは都市国家から発達し、世界帝国となった。本稿では、

まず、古代の立法として、十二表法及びその改革としてのアクィーリウス法を取り上げる。

その後、先行研究において取り上げられてきた、「古典期」の法文について検討する。「古
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典期」は、概ね元首政期に対応する *66が、ローマの最盛期であるこの時代に、ローマ法も

最も組織的な発展を遂げたのである *67。もっとも、この当時のローマ法を直接伝える資料

は、ほとんど存在せず、その最も重要な資料はユスティニアヌス法典である。この有名な

法典は、古典期から数百年も後に編纂されたものであり、また、古典主義の下とはいえ、

現行の法典として機能させるため、インテルポラティーオ（ interpolatio）とよばれる修正

を行っている *68。それゆえ、法文について検討する際にも、修正の可能性を考慮しなけれ

ばならないのであるが、詳しくは問題の箇所で取り扱う。  

 古典期後のローマにおいては、社会の衰退や専主政による皇帝や官僚の権限の強化によ

り、古典的な法の創造は衰退した。代わって、法の卑俗化（Vulgarisierung)といわれる現

象が進行した。卑俗化した法を卑俗法（Vulgarrecht） *69という。卑俗化は、特に西ローマ

で顕著であり、西ローマ帝国滅亡後、ゲルマンの諸国家に継承されたのは、実際には卑俗

法であった。Levy の言葉を借りれば、「古典法のワインは、実際には、大量の通俗的な水

と混じり合っていた」*70のである。一方、東ローマ帝国においては、古典主義 (Klassizismus)

によって、卑俗化は食い止められたが、もはや古典的な法の発展は見られなかった。  

 西ローマにおいては、ローマ法は、西ローマ帝国の滅亡後もなお存続し、ゲルマンの部

族法と融合し、法典化された。これによって、「蛮族」の法律家がローマ法の担い手とな

った。この当時の法典のうち、主要なものは、東ゴート王の告示 the Edicts of the Ostrogothic 

kings*71や、「ブルグンドのローマ人法」Lex Romana Burgundionum*72や、西ゴートのロー

マ人法である、いわゆるアラリック抄典 Breviarium Alaricianum*73  である。もっとも、こ

れらの法典は、「ローマの器にー乱暴に混ぜられたー伝統的なゲルマン法と、偽りのロー

マ法を保存した」 *74  ものに過ぎなかった。 

  西ヨーロッパにおいては、形式的にはローマ法が存続し、中世には、各地の法学校にお

いてローマ法の研究が続けられた。その大部分が、古代ローマ帝国の領域ではなかったド

イツにおいても、ローマ法は、14 世紀にドイツ皇帝の法という形で、継受されるに至った。

もっとも、ここで継受された法は、ユスティニアヌス法典を基に、注釈学派が注釈を行っ

た「ローマ法」であった *75。このようなローマ法が通用する状態は、15 世紀には一般的な

                                                   

*66  論者によって時代区分に若干差があるが、例えば、紀元前 50 年ころから紀元後 230

年ころまでがこれに当たるとされる。ウルリッヒ・マンテ著田中実・瀧澤栄治訳『ローマ

法の歴史』（ミネルヴァ書房、2008 年）92 頁。 

*67 船田享二『ローマ法第一巻』（改版、岩波書店、1968 年）228 頁。 

*68 船田・前掲注（67）『ローマ法第一巻』462 頁。 

*69 卑俗化したローマ法であるので、正確には「ローマ卑俗法」と呼ぶべきかもしれない

が、本稿では単に「卑俗法」という。 

*70 Ernst Levy, West roman vulgar law the law of property, 1951, p.8. 

*71 東ゴート王テオドリック（454－526）の立法。 

*72 5 世紀末のブルグンド王グンバードが発布したもの。  

*73 西ゴート王アラリック 2 世が 506 年に発布したもの。 

*74 Hans Hattenhauer, Europäische Rechtsgeschichte, 2004, S.102. 

*75 船田・前掲注（67）『ローマ法第一巻』542 頁。  
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ものとなった。かくして、ローマ法は、ドイツにおいて、普通法（ gemeines Recht）となっ

たのである。このような状態は，最終的に、1900 年にドイツ民法典（以下では、ドイツ民

法典を「BGB」とよぶ。）が施行されるまで継続した。  

  本稿では、このような、十二表法から、卑俗法やユスティニアヌス法典を経て、19 世紀

のドイツ法までの議論について、検討する *76。BGB 施行後のドイツ法については、もはや

ローマ法の法源性が認められないことから、本章ではなく、次章において比較法の対象と

して検討することとする。 

 なお、日本法との関係でいうと、石坂が損益相殺を紹介した際に、参照したのは、

Walsmann*77と Oertmann*78の論文である。これらが、1900 年と 1901 年に出版されているこ

とから、日本に紹介された損益相殺の議論は、BGB 施行後の議論の影響をほとんど受けて

いないものと考えられる。そのため、19 世紀までのドイツ法の議論を検討することは、日

本の損益相殺の議論の出発点を確認するためにも重要であるということができる。  

 

第 2 節 十二表法とアクィーリウス法 

 まず、ローマ法は、一般的な損害概念を持たず、ローマ法においては、全ての違法な侵

害行為が賠償義務につながるわけでもなく、また、常に原状回復を目的としたわけでもな

かったということが知られている *79。 

  この傾向は、十二表法にも現れている。十二表法には、不法行為の場合の原状回復を命

じると見られる規定もあるが、その内容は必ずしも明らかではない *80。動物の所有者は、

その動物が他人に危害を加えた場合は、その動物を被害者に引き渡すか、損害を賠償しな

ければならなかったようである *81。一方で、十二表法は、しばしば、損害の倍額の支払い

を命じている。例えば、窃盗（非現行盗）は、その損害の倍額の支払を命じられ *82、その

家から盗品が発見された者は、盗品所持盗として盗品の 3 倍額の支払を命じられた *83。そ

もそも、当時の法律においては、現行法とは異なる思想の下で、制裁が規定されており、

                                                   

*76 検討の便宜上、古代ローマ（十二表法とアクィーリウス法、古典期、古典期後）と中

世（概ね、西ローマ帝国滅亡（476 年）から東ローマ帝国滅亡（1453 年）まで）、近代（概

ね、東ローマ帝国滅亡から 18 世紀まで）、19 世紀に区分した。 

*77 Hans Walsmann, Compensatio lucri cum damno, 1900. 

* 78  Paul Oertmann, Die Vorteilsausgleichung beim Schadensersatzanspruch im 

römischen und deutschen bürgerlichen Recht, 1901. 

*79 Gregor Thüsing, Wertende Schadensberechnung, 2001, S.116.  

*80 佐藤篤士『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』（早稲田大学

比較法研究所、1993 年）156 頁。 

*81 佐藤・前掲注（80）『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』158

頁。 

*82 佐藤・前掲注（80）『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』176

頁。 

*83 佐藤・前掲注（80）『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』172

頁。 
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例えば、放火をした者は、故意の場合は火刑に処され、過失の場合は損害賠償が命じられ、

貧困の場合は、軽い懲罰を受けるものとされている *84。このような法体制の下では、刑罰

と損害賠償とを峻別し、損害賠償から懲罰的要素を排除して、損害賠償は、原状回復のみ

を目的とし、損害賠償による被害者の利得は禁止されるという考え方を採ることは困難で

あろう。 

 十二表法には、知られている限り、損害賠償における利得の取扱に関する規定は存在し

ない。十二表法は、その一部が歴史の中で失われてしまい、その内容の全部が明らかにな

っているわけではないが、このような十二表法の傾向を見る限り、十二表法において、今

日の損益相殺に対応する概念が存在したということは困難であるように思われる。この傾

向は、次に検討する、アクィーリウス法（ lex Aquilia）においても同様である。 

 紀元前 3 世紀に制定された、アクィーリウス法は、損害賠償について十二表法を修正し、

その内容を具体化している。その内容は、次の通りである。  

 

１ 「もしある者が他人の奴隷男もしくは奴隷女又は他人の家畜たる四足動物を

違法に殺害したならば、〔殺害の〕当該年においてその物が有していた最高価格

につき、相当する金銭を所有者に与える責めあるものとされよ。もし否認したな

らば、二倍額を与える責あるものとされよ。」  

２ 「もし参加要約人が要約者に詐欺をはたらいて〔諾約者の〕債務額を受領さ

れたものとしたならば、その物が有する価格につき、相当する金銭を要約者に与

える責めあるものとされよ。もし否認したならば、二倍額を与える責あるものと

されよ。」 

３ 「もしある者が他人の財産を違法に焼却、破損又は破壊したことにより他人

に損害を与えたならば、最近三〇日の内にその物が有すべき価格につき、相当す

る金銭を所有者に与える責あるものとされよ。もし否認したならば、二倍額を与

える責あるものとされよ。」 *85 

 

 このように、アクィーリウス法は、一定の場合の損害額の算定方法を規定するとともに、

賠償義務者が訴訟において否認した場合に、二倍額の賠償を命じている。アクィーリウス

法においては、十二表法に見られる損害賠償額の法定（例えば、十二表法においては、他

人の奴隷を骨折させた者は 150 アスの罰金の支払いを命じられた *86。）は放棄されている。

損害賠償額の法定は、原始的な法律に見られる傾向があるが、経済情勢の変動に対応する

ことができない。アクィーリウス法は、そのものの価値を基準に損害賠償を規定した点で

は十二表法より進歩している。しかし、このアクィーリウス法においても、損害賠償にお

                                                   

*84 佐藤・前掲注（80）『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』164

頁。 

*85 以上のアクィーリウス法の法文は、西村隆誉志『ローマ賠償法理論史－法律論の歴

史過程－』（愛媛大学法文学部総合政策学科、1999 年）3 頁によった。 

*86  佐藤・前掲注（80）『改訂  LEX Ⅻ  TABULARUM 十二表法原文・邦訳及び解説』

152 頁。 
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ける利益の取扱については、規定されていない。  

 そもそも、アクィーリウス法は厳密な損害算定を規定したものとは言えない。第 1 の規

定は、過去 1 年間における最高価格を基準として賠償がなされることを定める。しかし、

奴隷や家畜が侵害の数ヶ月前に疾病等によって障害を負い、その価値が低下することもあ

り得る。この場合は、障害を負った奴隷や家畜を殺害した者は、健康な奴隷や家畜の価値

を賠償する責任を負うことになる。これは、今日の観点で言えば、過剰補償である。一方

で、この規定は、逸失利益を賠償の対象から排除するものと考えられている *87。この点で

は、過小補償となり得る。そもそも、奴隷や家畜の価値に大きな変動が無い場合でも、所

有者は殺害された家畜の皮を販売して利益を得ることもできるはずであり、それにもかか

わらず、「その物が有していた最高価格」について賠償を命じるのは、やはり、過剰であ

ろう。恐らく、アクィーリウス法は、訴訟における審判人の能力の問題もあって、ある程

度大雑把な損害の算定方法を指示したのではなかろうか（アクィーリウス法が、平民層の

慣行として、以前から存在し、平民会議決として確定したという可能性 *88はこの推測と矛

盾するものではない。）。もしそうであれば、アクィーリウス法の損害算定においては、

被害者に生じた利益は考慮の対象とならないことになる。  

 十 二 表 法 に お い て も 、 ア ク ィ ー リ ウ ス 法 に お い て も 、 ド イ ツ の 差 額 説

(Differenzhypothese)に見られるような財産の総額を捉えて、その変動を基準に賠償を行う

という発想は見られない。ここで見られるのは、個別の損害についての賠償の基準のみで

ある。そして、このような発想に立つ限りは、損益相殺という概念が生じないとしても当

然であろう。 

 ここでは、古代の代表的な法文として、十二表法とアクィーリウス法を取り上げたが、

このいずれにも損益相殺をうかがわせるような規定は存在せず、むしろ、利益の考慮につ

いて否定的である。 

 

第 3 節   古典期の法文 

第 1 日本における先行研究（坂論文と澤井論文）  

 ここでは、古典期のローマ法について、学説彙纂（digesta）の法文を取り上げる。これ

は、坂論文の中核であり *89、澤井論文においても検討されたところである *90。もっとも、

前者は、「余ハ羅馬法ニ於テハ損益相殺ヲ認メ且此等各種ノ法源ハ互ニ矛盾スルモノニ非

スト解ス」 *91と結論づけているのに対して、後者は、「近代的意味での損益相殺……につ

いては、この存在を証明する何らの証拠も見いだされていない」としている。このように、

2 つの先行研究が正反対の結論を示しているので、まずは、先行研究の内容を検討すると

                                                   

*87  西村・前掲注 (85)『ローマ賠償法理論史－法律論の歴史過程－』20 頁。 

*88  西村・前掲注 (85)『ローマ賠償法理論史－法律論の歴史過程－』22 頁。 

*89 坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1107

頁。 

*90 澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」303 頁。 

*91 坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1112

頁。 



 

第 2 章 歴史的に見た損益相殺 

31 

 

ころからはじめる。 

 まず、坂論文について検討する。坂論文は、損益相殺に関する法源として、事務管理に

関する法源（D.3.5.10*92）、相続財産の法源  (D.5.3.36.5)、組合契約に関する法源、賃貸借

に関する法源（  (D. 19.2.24.4)、追奪に関する法源  (D.21.2.47)を指摘する（組合契約に関

しては、後述の 4 つの法源を指摘する。）。そして、これらの法源のうち、事務管理に関す

る法源、相続財産の法源と組合契約に関する法源の一部については、「恰モ損益相殺ノ行ハ

ルルヲ是認スルモノノ如ク、之ニ反シテ爾余ノ諸法源ニ於テハ其等各種ノ場合ニ於テ発生

スル利益ト損失トハ互イニ関係スルトコロナシトスルハ恰モ損益相殺ヲ否認スルノ意味ナ

リト解スヘキニ似タリ」という。その上で、坂は、まず、相続財産に関する法源、賃貸借

に関する法源及び追奪に関する法源を検討し、これらは「損益相殺ノ認否ヲ決スルニ付キ

積極ニモ消極ニモ充分ノ根拠ト爲スニ足ラス」とする。その上で、坂は、核心とされる、

事務管理に関する法源と組合契約に関する法源の解釈を行う。  

  坂は、このうち、矛盾するかに見える組合契約に関する法源を検討する。組合契約に関

する法源のうち一部（ D.17.2.30）は損益相殺を肯定するように見えるが、他の法源

（D.17.2.23.1、D.17.2. 25 及び D.17.2.26）は、これを否定するように見える。これを調和

的に理解できるかが問題となるが、坂は、損益相殺を肯定するかに見える法源は、損害賠

償の損益相殺ではなく、組合における損益計算を規定するという。即ち、「組合ノ業務執

行カ或ル場合ニハ組合ノ利益ト為リ或ル場合ニハ損失トナルコトアリ此等ノ利益ト損失ト

ヲ差引勘定シテ結局組合ノ損益ヲ決済スヘシト謂フニ過キス、所謂損益相殺ノ問題ト何ラ

関与スルトコロアルニ非ス」。このようにして、坂は、組合契約に関する法源は、損害賠

償法における損益相殺と無関係のものを区別にすれば、損益相殺を否定するものであると

考えた。 

 その上で、坂は、事務管理に関する法源と組合に関する法源との調和的な解釈を検討し

た。坂はドイツにおける諸説を検討した上で、最終的に Mommsen の見解 *93を採用してい

る。これによれば、損益相殺が成立するためには、「利益ト損害トカ同一ノ損害賠償義務

発生ノ原因タル事実ヨリ生シタルコト」が必要である。「組合契約ノ法源ニ於テ格別ノ原

因行為ヨリ生シタル利益ト損害トノ相殺ヲ許ササルハ寧ロ理論ノ当然」であるという。一

方、事務管理の場合は、個別の「事務ヲ包括シテ一個ノ事實ト観念スル」ことが、最も経

済上及び社会上の観念に適合するという。それゆえ、事務管理の場合は、損害と利益とは、

「事務管理ナル同一ノ損害賠償義務ノ発生原因ヨリ生シタル」ものであるという。  

 このように、坂は、損益相殺と損益計算とを区別した上で、Mommsen の見解に従い、事

務管理を「一個ノ事實」と観念することで、羅馬法において損益相殺が認められていたと

の結論を導いている。 

 これに対して、澤井は、坂論文の 8 つの法文に加えて、さらに 2 つの法文を検討してい

                                                   

*92 この法文については、「D.3.5.10」と「D.3.5.11」、2 つの表記が存在するが、本稿で

は、「D.3.5.10」と表記することにする。内容については、本文を参照。なお、そのため、

本稿で「D.3.5.10」と表記している箇所について、参考文献や引用元等では、「D.3.5.11」

と表記している場合がある。 

*93  Friedrich Mommsen, Zur Lehre vom dem Interesse, 1855, S. 193 ff. 



 

第 2 章 歴史的に見た損益相殺 

32 

 

る。それは、売買訴権に関する法文  (D.19.1.42)及び解放奴隷に関する法文  (D.19.5.5)で

ある。もっとも、この 2 つの法文は澤井論文の検討において、あまり重要な役割を演じて

いない。特に、解放奴隷に関する法文については、澤井は、「この法文は……Oertmann が

損益相殺に関する法文だとしてかかげたものの 1 つだが、前後の関係が判らず、内容が良

く把握できない。」「事実がはつきりしない。」「とにかく控除を拒否しているから損益

相殺を認めた決定的根拠にはなり得ないように思う。」 *94としている。 

  澤井が重視したのは、損益相殺と損益計算との区別である。澤井は、坂がその根拠とし

た事務管理に関する法文についての、Oertmann の説明を引用した上で、「Oertmann は……

全体として一つのものと見ることにより、“利益と損失は一つの事実から生じた”という

結論を導き出そうとしているが、これは全く無理である。」 *95と断じている。澤井は、組

合契約に関して、損益相殺を肯定するかのよう見える法文（D.17.2.30）については、坂同

様、損益相殺ではなく損益計算に関するものであるという。そして、澤井は、坂と異なり、

事務管理に関する法文も、損益相殺ではなく、損益計算であるという。もっとも、組合契

約では、「損益計算の残高には関係なく、組合員は個々の取引における有責の損失につい

ては責任を負わねばならない」が、事務管理においては、管理者は、個別の取引の損益を

計算した後の残高についてのみ、責任を負う。これは、「事務管理ではその制度の性質上、

管理者の保護に傾いている」からであるという。それゆえ、事務管理に関する法文は、「損

益相殺の原理を宣言したものではなく、事務管理の特質から特に認められた衡平の制度だ

と考えるのが妥当である」とする。もっとも、このように「衡平の観点から損益計算が『責

任』の領域に入り込んだということは将来、近代法的損益相殺を生み出すべき意識の萌芽

がここにあるといえよう」として、損益相殺との関係で一定の意義があることは認めてい

る。  

  澤井は、前述の、解放奴隷に関する法文 (D.19.5.5)についても検討しているが、これも

損益計算の問題であるとして、簡単に退けている。  

  このように、坂論文と澤井論文との結論の差異は、事務管理に関する法文の解釈の違い

によるものである。すなわち、坂は、事務管理行為を一つの行為と見る解釈を採った上で、

事務管理の個別行為によって利益と損失とが生じた場合に、これを相殺することは損益相

殺であるとする。一方、澤井は、この法文も損益計算に分類した上で、損益相殺の萌芽が

見られるに過ぎないという。 

  いずれの解釈が正しいのかは、私の乏しいローマ法の知識では、俄に判断することがで

きない。もっとも、坂も澤井もドイツにおけるローマ法の議論を参照して検討している。

そこで、ドイツにおけるローマ法の議論を紹介しておくこともそれなりに有意義であると

考える。ここでは、Gregor Thüsing「Wertende Schadensberechnung」(2001)S. 119ff.におい

て検討されている法文を取り上げる。  

 

                                                   

*94  澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」305 頁。 

*95  澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」308 頁。 
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第 2 ドイツにおける研究（狭義の損益相殺）  

 Thüsing は、ローマ法の法文を、狭義の損益相殺 *96と損害賠償法以外の損益相殺 *97に分

けて、検討している。前者から紹介する。  

 Thüsing が、狭義の損益相殺の法文として指摘するのは、後見人による財産管理の懈怠

を理由とする損害賠償における損益相殺（D.38.17.2.44）、後見人による貸金返還請求の懈

怠を原因とする損害賠償における損益相殺（D.26.7.39.14）及び作業のその他の方法の使用

についての損益相殺（D.19.2.19.9 u.10）の 3 つである。順に説明する。 

 まず、後見人による財産管理の懈怠を理由とする損害賠償における損益相殺に関する法

文（D.38.17.2.44）について説明する。  

 

D.38.17.2.44 

 "Tractari belle potest, si pupillo amplum legatum sub conditione sit relictum "si tutores 

non habuerit" et propterea ei mater non petierit, ne conditione deficeretur, an 

constitutio cesset. Et puto cessare si damnum minus sit cumulo legati. Quod et in 

magistratibus municipalibus tractatur apud Tertullianum: et putat dandm in eius 

actionem, quatenus plus esset in damno quam in l egato. Nisi forte quis putet 

condictionem hanc quasi utilitate publica oppugnantem remittendam ut alias plerasque: 

aut verba cavillatus imputaverit matri, cur curatores non petierit. Finge autem plenius 

condictionem conscriptam: nonne erit matri ignoscendu m? Aut hoc imputatur matri, cur 

non desideravit a principe condictionem remitti? Et puto non esse imputandum." 

 

 これは、子供のために適正な後見人を請求しなかった母親の損害賠償義務に関するもの

のようである *98。巨額の遺産が被後見人に、後見人がいない状態で残された。被後見人の

                                                   

*96 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.119. 

*97 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.123. 

*98 (仮訳 )「巨額の遺産が子供に『後見人がいない』状態で残され、そのため、当該子供

の母がその子供のために、彼が条件を満たさないといけないので、申し込みをしなかった

というのは、法律が失効していないかを考えるためによい問題かもしれない。私は、損失

が財産の総額以下である場合、法律は失効すると考える。そして、この問題は、地方の行

政官の場合は、テルトュッリアーヌス法によって取り扱われる。彼は、訴権は彼らに対し

ては、遺産より損失が大きい限度で保障されるという。そうでなければ、おそらく、この

性質についての条件が多くの他の者がそうであったように、公の秩序に反して判明すべき

だというか、あるいは、母が管理人の申立をしなかった事実によって、母に対して責任を

請求するということによって論点をはぐらかすかもしれない。しかし、条件が全て表現さ

れたことを想像せよ；母は許されないのか？  あるいは、彼女が条件を明らかにするよう

に皇帝に嘆願しなかったことで彼女は非難されるべきなのか？  そして、私は、それによ

って彼女は非難されるべきではないという」。vgl. Thüsing, a.a.O.(Fn. 76), S.120. 訳に関

しては、Theodor Mommsen/Alan Watson, THE DIGEST OF JUSTINIAN, vol.3, 1985, 

P.372.を参考にした。 
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母親は、後見人の選任を請求する義務があったにもかかわらず、これを怠った。この場合、

母親は被後見人に対して損害賠償義務を負うが、同時に、母親は元老院決議（Senatus 

consultum）に基づく、相続権を喪失する。そうすると、母親が相続権を喪失したことによ

り、結果として、子供（被後見人）は多くの財産を相続することとなる。そのため、損害

賠償と、相続権喪失による利益との間で損益相殺の問題が生じうることとなる。なお、同

様のことは、現在の日本法においても、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿による損害賠償

とこれによる相続欠格について生じうる（民法 891 条 5 号参照）。 

 もっとも、ローマ法は、一定の場合に、後見人を請求しなかったことによって子供に発

生する損害を遺贈の額が上回らない限度で、母親が相続権を保持することを認めていたよ

うである。ここから、Ulpian は、この思想を損害賠償法上の損益相殺に関する事例に転用

したようである *99。Ulpian は、この事案において、母親の損害賠償義務は、母親が受ける

はずであった遺産の分だけ減少するものとしている。  

  この法文について、Oertmann は、当該結論をこの事案の特殊性によるものと考え、それ

ゆえ、他の事例には適用することができないとしている *100。一方、Eichhoch は、この法文

を、利益が帰属可能であり、それゆえ、少なくとも個別の事例においては損益相殺が承認

されなければならないことを確認する「卓越した地位」であるという *101。これに対して、

Walsmann は、この法文について 2 つの解釈の可能性を指摘している。1 つ目は、被相続人

が、受遺者には後見人を付けるべきではないとし、遺贈を通じて、これに対応する条件を

達成しようとしたという場合である。この条件は、善良の風俗に違反し無効であり、それ

ゆえ、この法文とは、異なった結論になるという。もう 1 つの解釈は、被相続人は被後見

人の世話をしようと思い、遺産をそのような条件下で遺贈したということである。この場

合は、第三者が不行為の被害者に同情の気持ちで贈与をした場合と同様であるという。こ

の場合も、この法文とは異なり、控除がなされないという結論になる。それゆえ、法文の

判断に異議を唱えるか、法文を独自の見解と見なければならないという。ありうるとすれ

ば、結局、Ulpian は、その見解に従い、被相続人は、同時に、政務官の利益を考慮してい

るとの理由で、控除を行おうとし、遺産の支払を、賠償義務に対する第三者の履行行為と

みなそうとしたということであるとする *102。 

  これらの解釈に共通しているのは、この法文は特殊な状況に関するものであり、容易に

一般化することができないということである。古典期のローマ法が損益相殺を承認してい

たかについては、法文の紹介が終わった後に検討するが、少なくともこの法文だけによっ

て、損益相殺を承認していたとすることはできないと考える。  

 次に、後見人による貸金返還請求の懈怠を原因とする損害賠償における損益相殺に関す

る法文（D.26.7.39.14）について説明する。  

 

 D.26.7.39.14 

                                                   

*99 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.120. 

*100 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.89. 

*101 Ernst Eichhoff, Über compensatio lucri cum damno, 1898, S.15. 

*102 Walsmann, a.a.O.(Fn. 77), S69. 
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"Neglegentiae tutorum periculo nominum, quae pater usuris maioribus fecit, adscripto 

pupilla quidem actionem calendarii praestare cogitur, exactas autem usuras tutelae 

tempore citra ullam compensationem retinet" 

 

 これは、高金利で金員を貸し付けた者が、貸金を回収する前に死亡し、かかる債権が娘

に相続されたところ、娘の後見人が債権の回収を怠り、その結果、債権が回収不能になっ

たという事案のようである *103。法文は、債権の回収を怠ったことにより増加した利息（利

得）と、債権が回収不能になったことによる損害賠償との損益相殺を否定している。

Oertmann は、このことを、既に貸金は、父（貸付を行った者）の死ぬ前に満期となってお

り、それゆえ、後見人の義務違反によって発生したのではない利息が問題となっていると

いうことによって説明しようとした *104。これに対して、Thüsing は、Oertmann の説明にあ

る、貸金は父が死ぬ前に満期になっていたという限定は、法文からは読み取ることができ

ないと指摘する *105。後見人が被後見人の利益を横領した場合は、後見人は被後見人に対し

て、後見人計算訴権（ actio rationibus distrahensis）によって、横領したものに対応する責

任を負う。さらに、自ら横領したのではない後見人も、少なくとも後古典期には、過失が

ある場合は、後見訴権によって連帯債務を負担したようである *106。Thüsing は、このイメ

ージは、義務違反によって発生する利益を損害賠償請求権から控除しないことと適合とす

ると指摘する。さらに、ローマ法に関する近代ドイツの学説は、後見に関する特別な規律

を無視し、その研究を行っていないという。Thüsing は、Oertmann の解釈を否定しており、

このことは現在のドイツの、他の論文も同様である *107。 

  そこで、Oertmann の解釈を排除して考えると、この法文は、債権の回収を怠ったという

同一の行為によって生じた損害と利益との損益相殺を否定したものということができる。

そうすると、この法文は、古典期のローマ法が損益相殺を否定していたことを示す資料で

あるということができる。 

 最後に、作業のその他の方法の使用についての損益相殺に関する法文（D.19.2.19.9 u.10）

について説明する。  

 

 D.19.2.19.9 u.10 

                                                   

*103  仮訳「父が高金利で貸し付けた貸金の危険が後見人の怠慢によるものであるときは、

被後見人女は、実際に、帳簿上の訴権を申し出せざるを得ないが、保護の期間の間、支払

われた利息はいかなる相殺とも区別しておかれる」。 vgl. Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.121. 

訳に関しては、Theodor Mommsen/Alan Watson, THE DOGEST OF JUSTINIAN, vol2, 

P.768.を参照した。 

*104 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S. 15. 

*105 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.121. 

*106 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.121. Max Kaser, Das Römisches Privatrecht, Bd.1, 

1971, §88, S.365f. 

*107 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.121f. 例えば、Albrecht Miller, Die Entwicklung der 

Vorteilsausgleichung, 1929, S.18 f. 
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"Cum quidam exceptor operas suas locasset, deinde is, qui eas condexerat, decisset, 

Imperator Antonius cum Divo Severo rescripsit ad libellum exceptoris in haec verba: 

Quum per te non stetisse proponas, quominus locatas operas Antonio Aquilae solveres, 

si eodem anno mercedes ab alio non accepisti, fidem contractus impleri aewuum est.  

Papinianus quoque libro quatro Responsorum scripsit, diem functo legato Caesaris 

salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si no n postea comites cum aliis 

eodem tempore fuerunt" 

 

 これは、雇用契約が締結されたものの、契約期間が終了する前に使用者が死亡したとい

う事案のようである *108。法文は、使用者の死後、労働給付をそれ以上提供することができ

なかった場合でも、被用者が他から給与を受けていない場合は、報酬請求権は存続するも

のとしている。若干のドイツの学説は、これを損益相殺の例と考えている *109。しかし、こ

れはいわゆる危険負担の問題であり、損害賠償請求権に関するものではない。損益相殺を

損害賠償に限定することなく、広く捉えるのであれば、これも損益相殺の例と言うことが

できるかもしれない。もっとも、この法文から、少なくとも損害賠償においてローマ法は

損益相殺を認めていたということは困難であろう。一般的に、ドイツの損害賠償法の文献

も、この法文を損益相殺の例としては取り上げていない *110。 

 

第 3 ドイツにおける研究（損害賠償法以外の損益相殺）  

 Thüsing が、損害賠償法以外の損益相殺としてあげているのは、組合における利益と損

失との調整（D.17.2.23.1, D.17.2.25, D.17.2.26）及び事務管理における利益と損失との調整

（D.3.5.10）である。なお、ここで挙げる法文の訳は、すべて坂論文からの引用である。 

 まず、組合に関する法文から見ていく。  

 

 D.17.2.23.1 

"Idem (Pomponius) quaerit, an commodum, quod propter admissum socium accessit, 

compensari cum damno, quod culpa praebuit, debeat, et ait compensandum. Quod 

nonest verum, nam et Marcellus libro sexto digestoru m scribit, si servus unius ex socii 

societati a domino praetaturum nec compensandum commodum, quod per servum 

societati accessit, cum damno: et ita divum Marcum (dc. Marc Aurel) pronuntiasse, nec 

                                                   

*108  仮訳「書記官が、自分自身の労働を賃貸し、その者の使用者がその後死亡した場合

は、Antoninus 皇帝は、神となった Severus とともに、書記官の求めに対して、次の言葉

を布告して回答した：貴殿は、貴殿が Antonius Aquila に貸与したが、貴殿が提供してい

ない労働については責任がないと主張するので、問題の 1 年間貴殿が他の誰からも給与を

受けていない場合は、契約書にある（賃金の）約束は終了するのが公平である」。 vgl. 

Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.121. 訳に関しては、Mommsen/Watoson, supra note 103, at 

564.を参照した。 

*109 例えば、Julius Larenz, Compensatio lucri cum damno, 1896, S. 23. 

*110 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.123, Anmerk. 38.  
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posse dici socio: ,abstine commodo, quod per servum accessit , si damnum petis'." 

「同人（ポンポニウス）問ふて曰く加入を許されたる組合員の作成したる利益は

其の者の過失に因りて生したる損害と相殺せらるへきにあらさる乎と、而して曰

く然り相殺せらるへきものなりと。然れとも是れ謬れり
、、、、、、、、、

マルケルスも亦其のディ

ゲスタ第 6 巻に叙述せる如く組合員の奴隷か主人の名を受けて組合事務を司り、

過失ありたる時は、主人は之に付きて組合に對して責任あり、而して其の奴隷に

依り組合に歸屬せしめられたる利益は損害と相殺せらるゝこと無し是れマルク

ス皇帝も亦裁斷せるところにして吾人は組合員に對し汝か損害の賠償を得むと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

欲すれは奴隷
、、、、、、

の作成せる利益を放棄せよと云ふことを得さるなり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」 *111 

 D.17.2.25 

"Non ob ea rem minus ad periculum socii pertinet quod neglegentia eius perisset, quod 

in plerisque aliis industria ius societas aucta fuisset: et hoc ex appellatione imperator 

pronuntiavit" 

「組合員の過失に因り物の喪失せる時は他の場合に彼の努力に
、、、、、、、、、、

因りて組合から
、、、、、、、

多くの利得を爲したりと謂ふ理由にて其の責任を輕減することを得す
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、皇帝は上

訴に對し斯くの如く裁斷せり」 *112 

 D.17.2.26 

"Et ideo si socius quaedam neglegenter in societate egisset, in plerisque autem 

societatem auxisset, non compensatur compendium cum negelegentia, ut Marcellus 

libro sexto digestorum scripsit" 

「若し一組合員か或る場合に組合に對して過失あり他の多くの場合に之に利益

を與へたる時は其の過失とは相殺せられるゝこと無かるへし
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

(non compensatur 

compendium cum negligentia)是れマルケルスかディゲスタ第 6 巻に於て述へたる

ところなり」 *113 

 

ここで挙げた３つの法文のうち、D.17.2.25 と D.17.2.26 は、組合員が組合にとって損害

となる行為を行うとともに、組合にとって利益となる行為を行った場合に関するものであ

る。いずれも、利益と損害との差し引きを行うことを否定している。D.17.2.23.1 は、組合

員の奴隷の行為に関する法文であり、特殊な点があるが、やはり、利益と損害とを差し引

き計算することを否定している。 

 坂論文は損益相殺が成立するためには、利益と損害とが「同一ノ損害賠償義務発生ノ原

因タル事実ヨリ生シタルコトヲ必要ト」することを前提に、これらの法文は、「格別ノ原

                                                   

*111  坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1108

頁。 

*112  坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1109

頁。 

*113  坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1109

頁。 
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因行為ヨリ生シタル利益ト損害」が問題となった事例であり、「相殺ヲ許ササルコトハ寧

ロ理論ノ当然」としている *114。澤井論文も、坂論文と同様に、「損失と利益とが夫々別個

の行為乃至取引から惹起されたものであつて、近代法的意義における損益相殺とは関係が

無い」と指摘している *115。 

 両者が前提としているのは、損益相殺は同一の原因から損害と利益とが生じた場合に関

する問題であり、これらの法文はいずれも損害（損失）と利益とが別個の原因から発生し

た事例であるという認識である。果たして、このように言うことに疑問の余地はないので

あろうか。 

 これらの法文のうち、D.17.2.25 と D.17.2.26 は、組合員の過失行為による損害と、それ

とは別の適正な業務執行行為による利益とが問題になっている。それゆえ、この 2 つの法

文については、坂や澤井のようにいうことができよう。これと同様の見解は、ドイツ民法

草案理由書（以下では、これを「Motive」という。）にも現れている。  

 

「普通法から引き続き、現在の立法において、組合員がその過失により組合に損害を発生

させた場合は、当該損失と、その組合員が他の事例において、注意深く組合に与えた利益

とを差引勘定することは許されないことが確認されている。その負担する義務に違反し、

損害賠償を義務づけられた者は、同一の法律関係に基づく他の義務を完全かつ最善の結果

で履行したことによって、その義務を回避することは許されないという、一般的な原則が

問題となっている。これについては、賠償されるべき損害の算定が問題となる限り、義務

違反に起因する利益が賠償額から控除されるべきことは、自ずから理解される。」 *116 

 

 これに対して、D.17.2.23.1 は、D.17.2.25 や D.17.2.26 とは異なる点が指摘されている。

まず目に付く点は、D.17.2.23.1 は、組合員の奴隷の過失行為が問題となっている点である。

D.17.2.23.1 では、直接には組合員の行為が問題となっているわけではない。もっとも、奴

隷の行為について、その主人が責任を負うべきであると考えれば、過失行為を行ったのが

組合員自身であるか、その奴隷であるかは、大した問題ではない。重要であるのは、

D17.2.23.1 では、新しい組合員を受け入れたことが義務に違反する行為であり、それによ

って損害賠償義務が発生し、受け入れられた組合員による、有利な取引も不利な取引も、

受入行為に還元されるとの指摘である *117。この指摘によれば、損害賠償義務の原因である

受入行為によって、損害（不利な取引の結果）と利益（有利な取引の結果）が発生してい

るということができることになる。そうすると、坂論文、澤井論文及び上記の Motive の説

明によって、この利益を損益相殺の対象から排除することはできないことになる。そうす

ると、D17.2.23.1 が、損益相殺を否定している根拠をどのように考えるべきであろうか。  

                                                   

*114  坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1118

頁。 

*115  澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」305 頁。さらに Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.10. 

*116 Motive Bd.Ⅱ , S.608. 

*117 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.126. 原文には｢D.17.2.25.1」とあるが、｢D.17.2.23.1」

の誤りと考える。 
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  これについて、Medicus は、組合訴権（ actio pro socio）も、清算の訴え（Abrechnungsklage）

であり、それゆえ、清算の際に生じる残高に焦点が当てられることになる。そのため、利

益と損失との調整は、初めから容易に思い浮かぶことであるという *118。そして、Medicus

は、D17.2.23.1 においては、被告の組合員が、独断で他の組合員の加入を許可したという

違法行為が問題となっている。この独断がなければあったはずの状態を回復するために賠

償を算定するのであれば、損害と利益とを調整することが当然、行われるであろう。しか

し、古典法の下で支配的であり、マルクス・アウレリウス帝が認めたものは、これとは逆

の結論であるという *119。そこで、Medicus は、D17.2.23.1 は、損害算定の方法が現在とは

異なるものであると考えている。即ち、ここでの損害の填補は、違法な行為がなかったで

あればあったはずの状態を回復するものではなく、個別の部分損害に向けられたものであ

る。独断で組合員の加入を許可したという行為から離れて、個別の損害費目ごとの損害額

の和が、組合員が賠償するべき損害額になっている。Medicus は、この方法では、独断で

組合員加入の許可をした組合員が他の組合員に生じさせた利益の考慮は、対抗計算

（Gegenrechnung）によってのみ行われうるとしている *120。そのため、これが衡平に反す

るのではないかとの疑問が生じ、法文にあるように、Pomponius と他の学者との間で意見

の対立が見られるところである。もっとも、Medicus は、D17.2.23.1 が、より深刻な損害算

定方法についての意見の対立を反映していると考えることには根拠がないとしている *121。 

 ドイツの学説の古い見解（例えば、Windscheid）は、D17.2.23.1 における Ulpian の結論

を、組合員の加入を許可した組合員は、片面的に、新規加入者の行為について、自らの行

為と同様に責任を負わなければならないと説明する *122。これによれば、当該組合員の責任

は、無断で新規組合員の加入を認めたことによる責任というよりも、新規組合員が個別の

取引により、組合に損害を生じさせたことによる責任として把握されることになる。この

ように考えれば、D17.2.23.1 は、D.17.2.25 や D.17.2.26 と実質的に異なることはないこと

になろう。Motive がいうように、組合員が過失により生じさせた損害を、注意深い業務執

行によって利益を生じさせたことを理由に減額することはできない。これについて、

Thüsing は、Ulpian は、片面的に受け入れられた組合員についての説明において、奴隷に

ついての場合とパラレルな推論のみに依拠しているため、比較の観点が制限されたことに

より、帰責の根拠が不足し、それによって、ある行為と、さらなる損害及び利益を生じさ

せる行為との区別が失われてしまったのかもしれないと指摘する *123。 

 一方、Honsell は、Ulpian の見解によっても、無断で受け入れられた者が行った取引によ

る利益は、他の組合員の利益にならないという。Honsell は、そのような者は、組合員では

                                                   

*118 Dieter Medicus, Id quod interest, 1962, S. 203. 

*119 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S. 204. 

*120 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S. 204. 

*121 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S. 204. 

*122 Bernhard Windscheid/Theodor Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.Ⅱ , 9. 

Aufl., 1906. §258, S.58 Fn 4. 

*123 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.126. 



 

第 2 章 歴史的に見た損益相殺 

40 

 

なく、表見組合員に過ぎず、その者の行為は組合のためになされるものではないとする *124。

この説明は明快であるが、表見組合員の行為の結果は、組合には帰属しないものと考えれ

ば、表見組合員は自ら発生させた損害について責任を負うと同時に、利益を享受すること

になる。そうすると、D.17.2.25 や D.17.2.26 と異なり、D17.2.23.1 においては、組合契約

と異なる理由から、損益相殺を否定していることになる可能性がある *125。 

 いずれにせよ、組合に関する法文には、これまで見てきたように、特に D17.2.23.1 に関

して様々な解釈の余地があるところである。しかし、結論としては、D17.2.23.1 は損益相

殺を否定した法文と見る余地がある他は、これらの法文はいずれも損害賠償法上の損益相

殺とは無関係である。要するに、組合に関する法文は、ローマ法が損益相殺を否定した根

拠となる可能性はあるものの、これを損益相殺が認められた根拠とすることはできない。  

 最後に、事務管理に関する法文を検討する。  

 

D.3.5.10 

"Si negotia absentis et ignorantis geras; et culpam et dolum praestare debes. Sed 

Proculus interdum etiam casum praestare debere, veluti si no vum negotium, quod non 

sit solitus absens facere, tu nomine eius geras: veluti venales novicios coemendo vel 

aliquam negotiationem ineundo. Nam si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te (sc. 

gerentem) sequetur, lucrum vero absentem: quod si in quibusdam lucrum factum fuerit, 

in quibusdam, absens pensare lucrum cum damno debet" 

「若し爾か不在者にして且事實を知らさる者の事務を管理する時は爾は故意及

ひ過失に付きて責あり然れともプロクルスは『事變に付きても責に任すへき場合

あり例へは賣買せられへき小奴隷の購入又は其の他不在者か平素爲ささりし取

引を彼の名に於て爲す時の如し』と謂へり、蓋し右の事實より損害を生すれは爾

の責任と為り利益は不在者に歸屬するか故なり然れとも或る場合には利益を生
、、、、、、、、、、、、、、

し他の場合には損害を生したる時は不在者は利益と損害とを相殺せさるへから
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

す
、
」 *126 

 

 この法文も、組合に関する法文と同様、複数の取引を行った場合に、その一部で損害が

                                                   

*124 Heinrich Honsell, QUOD INTEREST IM BONAE-FIDEI-IUDICIUM, 1969, S. 164 

f. 

*125 もちろん、この場合も複数の取引が行われているので、損害賠償法上の損益相殺に

当たらないとすることも充分説得力がある。しかし、坂論文が、D.3.5.10 について行った

ように、表見組合員関係を全体として一つの行為と見ることができるのであれば、

D17.2.23.1 も損得計算ではなく、損益相殺に関する法文であると読むこともできるかもし

れない。もっとも、その場合は、組合契約とは異なる理由で損益相殺が否定されたことに

なろう。 

*126 坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1107

頁。 
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生じ、一部では利益が生じたという事例に関するものである。前述の通り、この法文は、

かつて日本において、ローマ法は損益相殺を承認していたことの根拠とされた法文である。 

 内容についてみると、複数の取引を行ったという点では、組合に関する法文と同じであ

るにもかかわらず、この法文においては、損益相殺を肯定している点が目に付く。そのた

め、しばしば、当該箇所は後に修正（ interpolatio）された可能性が有力に主張されている

*127。しかし、Medicus は、これに反対している。D.17.2.23.1 にあるように、Pomponius は、

古典期の他の学説とは異なり、 actio pro socio（組合員訴権）の場合にも損益相殺を肯定し

ている。彼がこの解釈を actio negotirum gestorum（事務管理訴権）においても主張しても

何ら不思議なことではない。他の古典期の学者が、Pomponius の見解に反対していたとし

ても、D.3.5.10 自体は真正なものであろうという *128。Honsell も、この結論に賛成してい

る *129。 

  私には、 interpolatio の有無について判断する能力が無いので、この問題については棚上

げせざるをえない。仮に、この法文が修正されたものであるならば、坂論文はその根拠を

失うことになる。一方、澤井論文は、この法文が修正されたものであるかを問題にするこ

となく、この法文を前提にして、ローマ法は損益相殺を認めていたとはいえないとの結論

に至っている。そこで、本稿では、 interpolatio についてはひとまず棚上げして、この法文

が真正なものであると仮定した場合にどのようなことがいえるのか見ていくこととする。  

 Medicus は、この法文を、損害を侵害後の財産状態と侵害が無かった場合の財産状態と

の差額として理解するのではなく、利益 (lucri)と損害(damno)の形で把握され、その差額

を損害とすることの例と評価した *130。Honsell は、そのように差額を損害とした理由とし

て、ただ一つの行為、つまり、不在者が通常行わない冒険的な取引が、利益と損害とをも

たらしたということを挙げている。Honsell が、組合に関する法文とこの法文とで結論を異

にするに至った理由として挙げているのは、組合の場合は、利益を目的とする通常の行為

がなされたのに対し、この法文で問題となっている冒険的な取引においては、利益が生じ

るのはむしろ異常な場合であるということである。Honsell は、この場合は、利益と損害と

の調整が行われるのは自然であるとしており、Pomponius のみが利益と損害との調整を主

張していた訳ではないであろうとしている *131。 

 Honsell に類似した見解は、パンデクテン法学において多数主張されている。例えば、

Cohnfeldt は、当該行為が任意でなされたものか、義務づけられたものかという点で、組合

に関する法文と事務管理に関する法文とを区別している *132。Brinz は、過失責任と無過失

責任という点で、両者を区別する。過失責任の場合は損益相殺は認められないが、無過失

                                                   

*127 Gerhard von Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, 4 Heft, 

1920, S. 201. 

*128 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S.208f. 

*129 Honsell, a.a.O.(Fn. 124), S.165. 

*130 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S.209. 

*131 Honsell, a.a.O.(Fn. 124), S.165f. 

*132 Richard Cohnfeldt, Die Lehre vom Interesse nach Römischem Recht, 1865, S.171. 
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責任の場合は、損益相殺に寛容であったというのである *133。このように、組合に関する前

述の法文と、事務管理に関する D.3.5.10 とを区別し、D.3.5.10 については、奴隷の購入と

いった一連の取引を単一の取引の実行として扱うことは、パンデクテン法学においては一

般的なものであった *134。坂論文は、この当時のドイツの学説（具体的には、Fritz、Dernburg、

Cohnfeldt、Mommsen）を検討し、Mommsen の説に賛成している *135。この説が区別の基準

としたのは、同一の損害賠償義務発生原因事実から損害と利益とが生じたかどうかという

点である。この説によると、「組合契約ノ法源ニ於テ格別ノ原因行為ヨリ生シタル利益ト

損害トノ相殺ヲ許ササルハ寧ロ理論ノ當然」であるという。一方、事務管理については、

「此等各般ノ事務ヲ包括シテ一箇ノ事實ト觀念スルハ最モ經濟上及ヒ社會上ノ觀念ニ適合

ス」る。それゆえ、事務管理を同一損害賠償義務発生原因事実とみるべきであるという *136。

この見解にも見られるように、損益相殺をするためには、個別の取引の関係がある程度密

接でなければならないと考えられていた。もっとも、どの程度密接である必要があるのか

については、見解は一致していなかった。既に述べたように、Mommsen は、事務管理につ

いては、個別の取引の根底にある事務管理によって、この密接性は満たされているものと

している *137。一方、Eichhoff は、取引に何らの「確実な統一性」が無い場合に、損益相殺

を認めることは善良の風俗に反するとして、この密接性を厳格に判断した *138。 

 これらパンデクテン法学の学説は、差額説を前提にしているためか *139、D.3.5.10 を損益

相殺を承認した法文と見ることに積極的である。しかし、Thüsing も指摘するように *140、

この法文は、損害賠償法ではなく、委託に近い方向を示している。古典期のローマ法にお

いては、委託がないにもかかわらず、本人の名前で取引が行われた場合は、その取引が利

益が生じる場合は、本人は、取引を承認することで、取引を行った者に利益を引き渡すよ

                                                   

*133 Alois Brinz, Lehrbuch der Pandekten, Bd.Ⅱ , S. 652. 

*134 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.129. 

*135 坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1118

頁。 

*136 坂・前掲注（9）「損益相殺(Compensatio lucri cum damno)ニ付キテ（三完）」1118

頁。 

*137 Mommsen, a.a.O.(Fn. 93), S193. 

*138 Eichhoff, a.a.O.(Fn. 101), S.45. 

*139 坂論文にもこの傾向が見られる。例えば、坂・前掲注（ 9）「損益相殺(Compensatio 

lucri cum damno)ニ付キテ（二）」952 頁は、損益相殺の例として、競馬の騎手が馬を激

しく鞭打ったため、競争に勝って馬の所有者は償金を得たものの、馬は死亡したという騎

手事例を挙げている。しかし、既に検討したアクィーリウス法によれば、騎手はその馬の

過去 1 年間の最高価格を賠償することになるのであって、損益相殺が問題となる余地はな

い。差額説のように全財産の変動を捉えて損害の有無を検討する立場と、アクィーリウス

法のように個別の侵害の結果を損害と捉える立場とが存在するが、騎手事例は、前者を前

提とする場合にのみ損益相殺の問題となる。それゆえ、坂論文は差額説またはこれに類似

の立場を当然の前提として書かれているということができる。  

*140 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.130. 
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うに請求することができる。逆に、取引によって、本人に損害が生じた場合は、本人は、

取引を行った者に対して損害賠償を請求することができる *141。もちろん、本人は、あえて

取引を承認することで、自ら損害を負担することもできる。無委託の取引が複数回行われ、

ある取引では利益が生じ、別の取引では損害が生じた場合に、本人がすべての取引を承認

したときは、本人は、利益の引渡請求権を有することとなる一方で、自ら損害を負担する

こととなる。問題は、事務管理者が複数の取引を行った場合に、その一部だけを承認し、

一部の承認を拒絶することができるかである。Proculus は、このような一部だけを承認す

ることを認めているようであるが、この法文は、これを否定し、その結果、全部の取引を

承認することとなった本人について、利益と損害とを差し引きすることを命じているもの

と理解することができる *142。この利益と損害は、ともに、本人の計算に属する以上、両者

を差引計算することは可能であろう。しかし、このように理解する限り、この法文は、損

害賠償法の損益相殺とは無関係であるということになる。  

 

第 4  小活 

 損益相殺は賠償されるべき損害の範囲に関する問題であるが、ローマ法は統一的な損害

概念を知らなかったことが知られている *143。十二表法やアクィーリウス法の検討において

みたように、初期のローマ法においては、損害について非常に素朴な感覚があるように思

われる。アクィーリウス法は、他人の家畜を不法に殺した者は、その家畜の価格を賠償す

ることを命じる（但し、前述の通り、否認した場合は二倍額の支払いを命じられる。）。

ここでは、家畜を殺害したことにより、家畜の所有者に生じる利益は考えられておらず、

そもそも家畜の所有者の他の財産の状況を把握しようとする発想も読み取れない。  

  現在のドイツの通説は、損益相殺は差額説の当然の帰結であると説明する *144。これは、

抽象的な差額説においては、損害を把握するために全財産の状況を問題にするためである。

即ち、被害者の現実の財産の状況と侵害行為がなかったらあったであろう状況とを比較し

て、現実の財産の方が少ない場合にその差額を損害と認識するのである。このように考え

れば、論理的には、侵害行為と関係のある、全ての利益が損益相殺の対象となることにな

ろう *145。 

 一方、侵害行為の直接の結果のみを損害と考えれば、考慮されうる利益は限りなく狭く

なるであろう。他人の家畜を殺した者は、家畜の価格を賠償せよという、非常に単純で素

朴な発想の下では、家畜の所有者に生じた利益を考慮しようとするのは不自然である。そ

して、十二表法やアクィーリウス法は、このような発想の下で制定された法律なのである。 

 ここでは、十二表法から数百年後の、古典期の法文を検討したが、ここでも、抽象的な

差額説のような全財産の変動を考慮しようとする態度は見られなかった。ここで検討した

                                                   

*141 Kaser, a.a.O.(Fn. 106), Bd.1, §137, S.586ff. 

*142 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.130. 

*143 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.116. 

*144 Hermann Lange/Gottfried Schiemann, Schadensersatz, 3., Aufl ., 2003, S486. 

*145 ただし、現実にはこのような考え方は採られていない。これについては、次章にお

いて検討する。 
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法文の中であえて損益相殺に好意的な法文を挙げるとすれば、後見人の選任を懈怠したこ

とに関する、D.38.17.2.44 であろう。しかし、ドイツの研究者の言葉を信じるのであれば、

この法文は特殊な事案に関するものであって、一般的な立場を表明したものではない。一

方、後見人による貸金返還請求の懈怠に関する D.26.7.39.14 は、明確に、請求の懈怠によ

る、利益（利息）と損害（貸金の回収不能）との相殺を否定している。組合契約にする 3

つの法文のうち、D.17.2.23.1 は損益相殺を否定する趣旨と余地がある。かつて、ローマ法

が損益相殺を承認していたと主張する見解が根拠としていた D.3.5.10 は、interpolatio の疑

いがある上に、その法文自体も損益相殺を承認するものといえるか疑問である。  

 もちろん、法文にないからといって直ちに古典期のローマ法は損益相殺を否定していた

ということはできない。現在の日本法にもドイツ法にも明文の損益相殺の規定は存在しな

いが、一定の場合に、損益相殺が認められることについてはほぼ異論が無い。しかし、こ

のことは古典期のローマ法が損益相殺を承認していたということとは別問題である。法文

の中には、損益相殺に好意的なものもあるが、損益相殺を否定しているものもある。そも

そも、損益相殺に関して指摘される法文は、後見、組合及び委託に関するものに限定され

ている。このような限定された法文を基に、古典期のローマ法が損益相殺を承認していた

ということができるのかという疑問もある  

 ドイツの研究を見ると、そのほとんどの研究は古典期のローマ法が損益相殺という体系

を承認していたということができないという点で一致している *146。これらの研究は、利益

と損失とを定型的に対置することは古典期後の発想であるものと考えている。例えば、著

名な学者である Kunkel は、「損益相殺は、大半の事例では、真正のものではないように思

われる」 *147として、上記の損益相殺を認めているかのように見える法文は interpolatio に

よるものであると考えている。Medicus は、「ローマ人が、概してこの問題と quod interest

との間に、観念的なつながりがあると考えていたことを示す徴候は、全く存在しない」*148

としている（なお、「quod interest」とは、債務不履行による損害賠償において、損害賠償

額決定の基準となる、債権者の有する利益のことである *149。）。ドイツ以外の研究におい

ても、損益相殺は古典期後のものであるとされている *150。一方、Kaser は、損益相殺の思

想は、古典期以後のものではないとするが、法源をさらに検討するべきであるとして、結

                                                   

*146 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.131 

* 147  Wolfgang Kunkel, Diligentia, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte 45, 1925, S. 325. 

*148 Medicus, a.a.O.(Fn. 118), S.310. 

*149  船田享二『ローマ法第三巻』（改版、岩波書店、1970 年）506 頁。 

*150  私には読解することができないため、未確認ではあるが、Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), 

S.131 によれば、Camillo Lazzara, Ⅰ l problema dei vantaggi connessi con il fatto 

illecito la c.d. compensatio lucri cum damno, in: Studii Zingali Bd. Ⅶ , S. 438 は、損益

相 殺 は 古 典 期 の 思 想 で は あ る が 体 系 的 な も の で は な い と し 、 Biondo Biondi, La 

compensatione nel diritto romano, in: Annali del Seminario Giuridico dell Universit a 

di Palermo, Cortona 1929, S.429.は、損益相殺自体を古典期後のものであるとみなしてい

るようである。 
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論を留保している *151。 

  程度の差こそあれ、これらの研究の中に、古典期のローマ法が損益相殺という体系を承

認していたとする見解はない。Thüsing は、ここで損益相殺として検討されているのは、

統一された思想体系であり、損益相殺が古典期以後のものであるか、単に古典期のローマ

法にその体系を見いだすことができないにすぎないのかという見解の対立が、根本的に異

なる認識を明らかにするものであるかは疑問であるという *152。 

  本稿は、本格的なローマ法研究を目的とするものではない。それゆえ、ここで紹介した

ローマ法研究の結論を確認して、次に進むこととする。即ち、ローマ法の法文の中には損

益相殺を承認したと見る余地があるものもあるが、 interpolatio の可能性もあり、それが真

正なものであるかは疑問である。損益相殺は古典期以降の発想によるものであるとする見

解が有力に主張されており、また、損益相殺を古典期の思想であるとする見解も古典期の

ローマ法が損益相殺という体系を承認していたことまで主張するものではない。そうする

と、古典期のローマ法においては、損益相殺は存在しないか、未発達であったということ

になる。損益相殺は、（主に）古典期以後の法の発達によるものであるということができ

る。この古典期以後のローマ法の発達については、以下で検討する。 

 

第 4 節 古典期後と卑俗法 

 前述のように、古典期が終わると、法の卑俗化が始まった。この動きは、債権法や損害

賠償法にも影響を与えた。訴権を中心とする体系は克服され、古典期のローマ法の下では

異なる訴訟の根拠と責任結果とされたものが同化した。ほとんどの契約も、訴求可能なも

のとなった *153。不法行為法においては、私法上の、民事訴訟による贖罪金（Buße）の請

求権は、強力な専制国家による刑事訴追や政治上の責任追及によって、厳しく制限された。

ユスティニアヌス法典の、古典的な訴権体系への復帰の動きも、現実には、犯罪について

の私的な追及が国家によって制限されたという点では、この流れと異なるものではなかっ

た。その結果、卑俗法においては、私法上の不法行為請求権が認められた限度で、贖罪金

も、賠償給付(Ersatzleistung)の性質を承認された *154。 

  このような法の卑俗化によって、「損害」概念は曖昧なものとなった。古典期において

損害を決定するため重要な役割を果たした、債権者の利益 (Interesse)も、伝統的なドグマ

の構造が失われた。Levy は、「利益（ Interesse）は、法律家の技術の集積から無くなった

ように思える」*155という。特に卑俗化が顕著であった西ローマにおいて、古典期の損害理

解が失われた。かつての精密な損害理解を、卑俗法は、素朴な発想で、簡単に補充した。  

  有力な見解は、損益相殺はこの当時に生じたものであるという。例えば、ユスティニア

ヌス法典においても、勅法彙纂（Codex Justinianus）において、損害と利益とを対置するも

                                                   

*151 Max Kaser, Das Römisches Privatrecht, Bd.2, 1975, §253, S.327. Fn 9. 

*152 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.131f. 

*153 Kaser, a.a.aO.(Fn. 151),§253, S. 322ff. Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.133. 

*154 Kaser, a.a.aO.(Fn. 151),§253, S. 328. 

*155 Ernst Levy, Weströmisches Vulgarrecht Das Obligationenrecht, 1956, S. 125.  
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のが見られるようである *156。同様の損害と利益との対置は、西ローマの卑俗法やテオドシ

ウス法典（Codex Theodosii）においても見られるようであり *157、この当時の一般的な傾向

ということができる。 

 Levy は、古典期においては「利益 (lucrum)と損失 (damnum)とを画一的に扱うことは、

具体的な法律関係を支配する原則または……特約よりも優先する、包括的な準則には見ら

れなかった。このような取扱いは、後の時代に初めて生じ、それによって、利益と損害と

が対応するという、大いに異なる結果を正当化することとなった」という *158。 

 もっとも、この時期の法文にも、明確に損益相殺を認めたものは見られないようである。

Thüsing は、この一般的な傾向が損害賠償法において現れたのかは不確実であると指摘す

る *159。 

 この時期の法文の研究からいうことができることは、2 点ある。1 つ目は、この時期に、

損害賠償法上の損益相殺が認められるようになったかどうかは不確実であるものの、その

萌芽というべき、損害と利益とを対置するという思想がこの時期に生まれたものと見られ

ていることである。そして、もう 1 つは、この損害と利益との対置という思想は、古典期

のローマ法には見られなかったということである。  

 損益相殺は、損害と利益が生じたときに、損害から利益を控除することが可能であるこ

とをその論理的前提としている。これは、（方向性は違うものの）損害と利益とを同質の

ものと見ていることに他ならない。そして、この思想は、古典期後に生じた可能性が高い

のである。 

 

第 5 節 中世の法解釈 

 中世の法解釈は、古典期ローマ法（特に『学説彙纂』）の解釈を中心に展開した。その

中で、注目されるのは、前に検討した損益相殺に関係する、法文の整合的な解釈を試みて

いることである。具体的には、D.3.5.10（事務管理に関する法文）と D17.2.23.1（組合に関

する法文）の検討が中心となったようである *160。なお、組合に関する法文と事務管理に関

する法文とをいかに整合的に解釈するかは、前述の通り、坂論文でも検討されている点で

ある。ローマ法の法文において、損益相殺が認められているか否かという問題について、

これらの法文を中心に検討するという立場は、中世の法解釈に由来するということができ

る。 

 その中世の法解釈であるが、Wieling によれば、Summa Trecensis*161は、組合関係の場合

                                                   

*156 C 6.2.22.31. 賃貸借において、借主の占有下にあった目的物が盗まれたが、貸主に

おいて、盗人に対する目的物の回収と損害賠償の請求に成功したという事案のようである。

この法文は、獲得した賠償金を所有者に引き渡す必要はないとしている。  

*157 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.134f. 

*158 Levy, a.a.O.(Fn. 155), S. 243. 

*159 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.135 

* 160  Hans Josef Wieling, Interesse und Privatstrafe vom mittelalter bis zum 

bürgerlichen Gesetzbuch, 1970, S. 216. 

*161  注釈学派の始祖であるイルネリウス（ Irnerius）の作とされる。船田・前掲注（67）
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を除き（これは、D17.2.23.1 があるためであろう。）、一般的に利益の控除を許したよう

である。組合関係においてのみ、利益の控除が許されない理由は、組合員は、利益を生じ

させることが義務づけられているためであるようである。この点は、Accursius*162も強調し

たようである *163。 

 一方で、Rogerius は、事業主が承認しない取引を行った者は、不慮の出来事についても

責任を負うことを理由に、利益の差し引きが行われるのは事務管理の場合だけであると主

張したようである *164。 

  これに対して、Azo は、ある面では、Summa Trecensis の見解に従ったが、Accursius に

よれば、過失による損害と無過失による損害とを区別していたとされる *165。 

 このように、中世の法学は、ユスティニアヌス法典の整合的な理解という観点から、後

の損益相殺につながる議論を行っている。 

 もっとも、これによって中世の法学は損益相殺を承認していたと考えるのは早急であろ

う。当時の法学では、損害賠償法は、損害の填補の他に、贖罪や懲罰機能が維持されてい

たようである。被害者の利得禁止も明確なものではなく、しばしば、損害を上回る責任が

加害者の悪意によって説明されたという *166。 

 

第 6 節 近代の法解釈と立法 

  これに対して、近代に入ると、ようやく、損益相殺を支える差額説や損害賠償法におけ

る利得禁止が明確になる。 

 Wieling によれば、16 世紀の学者である、Franz Hotman*167の著作に、今日の差額説と同

じ損害の定義が見られる。そして、Hotman 自身は、その定義を従来の定義を改良しただけ

で、従前の解釈と逸脱するものとは思っていなかった。また、当時の他の学者も、これに

ついて支持をしたり、批判したりする者は無かったという。Wieling は、当時の学者は、

この Hotman の定義を正しいが、特に重要なものとはみなしていなかったという *168。 

 この Wieling の説明によれば、16 世紀の学者は、既に今日のドイツの差額説と類似の見

解に立っており、差額説による定義に対しても違和感を持たなかったことになる。おそら

く、一般的な 16 世紀の学者の見解は、Hotman とは若干異なるものであったのであろう。

しかし、この Hotman の定義は、Mommsen に引用され、今日の差額説につながるのである

*169。 

                                                                                                                                                                        

『ローマ法第一巻』526 頁。 

*162  1182-1260。船田・前掲注（67）『ローマ法第一巻』509 頁は、「先進学者の業績を

抜粋･編集して注釈学派の事業を完成した」という。  

*163 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.216f. 

*164 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.217. 

*165 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.217. 

*166 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.137 

*167 1524-1590. 

*168 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.19f. 

*169 Mommsen, a.a.O.(Fn. 93), S. 4 Anmerk.1. 
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  さらに、v. Pufendorf は、後の時代に大きな影響を与える、利得禁止思想を明確に定式化

したようである。それによれば、侵害行為の結果としての、被害者の利益を賠償請求権か

ら控除するので、被害者は利益を受けることはない *170。 

  もちろん、古典期の法文の解釈を巡る争いは続いていた。  

 Bruennemann は、D 3.5.10 と D 17.2.23 とを、任意性で区別したようである。つまり、加

害者が取引を任意で行った場合は、利益と損害との調整が許される。一方、組合員のよう

に、取引を行うことが義務であった場合は、調整は許されないというのである *171。 

 一方で、Lauterbach、Gothofredus や Samuel Cocceji は、過失責任と無過失責任との違い

から、結論を導いたようである。即ち、利益と損害との調整は、無過失責任の場合にのみ

許されるのである *172。 

  これに対して、v. Pufendorf のような自然法学者は、法文から離れて、この問題を損害算

定の問題とみなしたようである。被害者は、加害行為によって利得するべきではない。そ

れゆえ、利益の控除が原則としてなされる *173。 

 このように、近代の法学は、ローマ法を引用して議論しつつも、被害者の利得禁止とい

う新たな観点を導入して、議論を行った。一方で、18 世紀に入ると、各国で法典編纂が始

まり、ドイツでも、1756 年のバイエルン法典(Codex Maxmilianeus Bavaricus civilis)や 1794

年に成立したプロイセン一般ラント法 (Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten。

以下では、「ALR」という。)などが見られる。当時のドイツにおける法の理解を知るため

には、これらの法典の内容を検討することが有意義であろう。ここでは、これらのうち、

ドイツのかなり広い範囲で適用された ALR の条文を見ることにする。 

  まず、この当時でさえも既に長い議論の歴史を持つ、ユスティニアヌス法典の規律は、

ALR においても維持された。  

 

 ALR 第 1 部 13 章 

§253 Wer nach obigen Grundsätzen, wegen der Einmischung in fremde Geschäfte, 

einem Andern zur Schadloshaltung verhaftet wird, ist allemal befugt, den demselben 

verschaften Vortheil in Gegenrechnung zu bringen. 

253 条 上記の原則 *174に従い、通常は行わない取引を行ったことにより、他人に

損害を填補する責任を負う者は、常に、当該他人に提供した利益を控除する資格

がある。 

 ALR 第 1 部 17 章 

§215 Ein Gesellschafter kann sich von seiner Verbindlichkeit zum Schadensersatze 

dadurch nicht befreyen, daß er der Gesellschaft in andern Fällen besondere Vortheile 

                                                   

*170 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.141 

*171 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.219. 

*172 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.218. 

*173 Wieling, a.a.O.(Fn. 160), S.219. 

*174 249 条から 252 条を指す。これらの条文は、本人の意思に反して、他人と取引を行

った場合について規定している。 
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erworben hat. 

215 条 組合員は、他の事例で組合に特別な利益を生じさせたことを理由に、損

害賠償義務を免れることはできない。 

 

 これと同様の規律は他の法典でも見られる *175。それゆえ、このローマ法の法文は、当時

の一般的な理解であったということができよう *176。 

 ローマ法とは別に、ALR は具体的な場面における、損益相殺についても規定している。

以下は、不法行為で人を死亡させた場合の規定の抜粋である。  

 

 ALR 第 1 部 6 章 

An der Person. 

人に対する（不法行為）  

1) Durch Tödtung. 

1）人を死亡させることによる（不法行為）  

§. 98. Wer widerrechtlich einen Menschen ums Leben bringt, muß in allen Fällen der 

hinterlassenen Frau, und den Kindern des Entleibten die Kosten der etwanigen Cur, 

ingleichen die Begräbniß- und Trauerkosten ersetzen. 

98 条 違法に人の生命を侵害した者は、いかなる場合においても、残された妻及

び被殺者の子供に対して、万一の必要な治療費と、同様に、葬儀費用及び服喪費

用を賠償しなければならない。 

a) Wenn dieselbe aus Vorsatz oder grobem Versehen. 

a) 人を死亡させることが故意または重大な過失による場合  

§. 99. Außerdem ist, wenn die Entleibung and(= aus) Vorsatz oder grobem Versehen 

erfolgt, der Beschädiger verbunden, der Wittwe und den Kindern des Entleibten 

standesmäßigen Unterhalt, auch deletztern (=denletztern) dergleichen Erziehung und 

Ausstattung, als sie von dem Vater nach dessen Stand und Vermögen erwarten konnten, 

zu gewähren. 

99 条 その他に、人を死亡させたことが、故意または重大な過失によって生じた

場合は、侵害者は、死亡した者の未亡人及び子供に対して、その水準に応じた扶

                                                   

*175  例えば、オーストリア一般民法典（ABGB)1191 条。Jedes Mitglied haftet für den 

Schaden, den es der Gesellschaft durch sein Verschulden zugefügt hat. Dieser Schaden 

läßt sich mit dem Nutzen, den es der Gesellschaft sonst verschaffte, nicht ausgleichen. 

Hat aber ein Mitglied durch ein eigenmächtig unternommenes neues Geschäft der 

Gesellschaft von einer Seite Schaden, und von der andern Nutzen verursacht; so soll 

eine verhältnißmäßige Ausgleichung Statt finden. （いかなる組合員も、その責任によ

って組合に生じさせた損害を賠償する責任を負う。この損害は、他の組合に生じさせた利

益と差し引きされない。組合員が、独断で行った新しい取引によって組合に、ある面では

損害が生じ、他の面では利益が生じた場合は、相当な調整がなされなければならない。）。  

*176  前注の ABGB のように、現在でも効力を持つ法典もある。  
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養を、後者には、その父によってその地位と財産に従い期待することが可能な限

度で、教育と持参金をも与える義務を負う。  

§. 100. Dabey wird auf das von dem Entleibten hinterlaßne Vermögen, ingleichen auf 

die Unterstützungen, welche der Wittwe und den Kindern von dem Staat oder anders wo 

her angedeihen, keine Rücksicht genommen. 

100 条 その際、死亡した者が残した財産、同様に、当該未亡人及び子供が国ま

たはその他のものから与えられる援助を考慮しない。  

b) wenn sie aus mäßigem Versehen. 

b) 人を死亡させたことが通常の過失による場合  

§. 103. Ist die Entleibung nur durch ein mäßiges Versehen verursacht worden, so muß 

der Beschädiger für eine nach Verhältniß des Standes not hdürftige Verpflegung der 

Wittwe und Kinder des Entleibten, und für eine dergleichen Erziehung der letztern in so 

weit sorgen, als die Kosten dazu aus den Einkünften des hinterlassenen Vermögens und 

den Beyträgen des Staats oder eines Dritten nicht aufgebr acht werden können. 

103 条 人を死亡させたことが、通常の過失のみによって惹起された場合は、侵

害者は、そのための費用を、残された財産からの収入や国または第三者の援助か

ら調達することができない限度で、その地位の状況と比べて不足する食糧を、死

亡した者の未亡人及び子供に給付し、後者にはそのような教育を給付しなければ

ならない。 

 

 このように、ALR は、人を死亡させた場合に、常に賠償される損害、故意または重過失

の場合にのみ賠償される損害、軽過失の場合に賠償される損害の 3 種類に分けて規定して

いる。特に後 2 者を比較すると、軽過失の場合には、遺産から得られる利益や国等の援助

で賄うことができない費用についてのみ賠償すれば足りるのに対して、故意または重過失

の場合は、これらの利益を考慮することが禁止されている。軽過失の場合には損益相殺が

指示されているのに、故意または重過失の場合は、これが否定されているということがで

きる。 

 これまで見てきたように、近代の法学は、現代の損益相殺の基礎を築いたということが

できる。もっとも、ALR から分かるように、具体的な場面における損益相殺の適用に関し

ては、充分、その思想が浸透していたとは言い難い。具体的な場面について、損益相殺の

考え方が浸透するためには、 19 世紀を待たなければならなかったのである。  

 

第 7 節 19 世紀 

第 1 はじめに 

  19 世紀には、多くの国で民法典が編纂され、それによって、長く続いたローマ法の適用

は終焉を迎えた。早くも 1804 年には、フランス民法典（Code civil）が成立し、1811 年に

は、オーストリアでも民法典が完成した（以下、オーストリア一般民法典を「ABGB」と

いう。）。かなり遅れて、ドイツにおいても、 1900 年に BGB が施行されるに至った。 

 BGB の内容については、次章において検討するので、ここでは立ち入らないが、ここで

は、これらの立法において見られる損益相殺に対する態度や判例および学説について検討
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する。なお、既に述べたように、Walsmann と Oertmann の見解は、石坂を通じて、日本に

おける損益相殺の議論に大きな影響を与えた。このうち、Walsmann の論文は、1900 年に

出されたものであるが、両者は実際には 1 年しか違わない上に、内容においても類似して

いる。また、石坂を通じて、日本法に影響を及ぼしたという点でも、両者に顕著な違いは

ない *177。さらに、Oertmann の見解は、ドイツの判例においても引用されるなど、両者の

見解は、ドイツ法の議論にも大きな影響を与えている。そこで、Walsmann と Oertmann の

見解は、その他の 19 世紀の議論とは分離して、第 9 節において検討することにする。 

 いずれにせよ、これから見ていく 19 世紀の議論の結果が、BGB や Oertmann、Walsmann

の見解につながり、20 世紀のドイツや日本の損益相殺の議論につながっていくのである。 

 

第 2 立法 

 19 世紀に入ると、各国で法典編纂の動きが活発化した。前述のように、19 世紀初頭には、

フランス民法典や ABGB が成立した。ドイツにおいても、 1863 年には、ザクセン民法典

（Bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen）が成立し、1865 年から施行された。 

 前述の通り、ALR は、人を死亡させた場合の損害賠償について、加害者の主観によって、

賠償の範囲を区別していた。ザクセン民法典においては、このような区別は排除され、故

意と過失の均質化が進んでいる。  

 

 ザクセン民法典 

§1492. "War der Getödtete zur Ernährung eines Anderen verpflichtet, so erstreckt sich 

der Schadenersatz auch auf den dem Letzteren entgehenden Unterhalt, dessen Höhe 

nach richterlichem Ermessen zu bestimmen ist. Diser Schadenersatz is so lange zu 

leisten, als der Getötete, wenn er gelebt hätte, zur Ernä hrung der betreffenden Person 

verpflichtet gewesen wäre und keines Falles über die muthmaßliche Lebensdauer des 

Getödteten hinaus. Bei Bestimmung der Höhe des Schadenersatzes ist auf die 

Erwerbsfähigkeit des Getödteten zur Zeit der Tödtung und auf das Bedü rfniß des 

Ersatzberechtigten Rücksicht zu nehmen. Insbesondere steht der Anspruch auf diesen 

Schadenersatz der Wittwe des Getödteten blos soweit, als die Nutzungen ihres eigenen 

Vermögens, und anderen Personen blos soweit zu, als die ihnen in Folge des Abl ebens 

des Getödteten etwa zukommenden Vermögensmittel zu deren Unterhalte nicht 

ausreichen" 

1492 条   死亡した者が他人を扶養する義務を負っていた場合は、損害賠償は、そ

                                                   

*177  石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』329 頁など。また、損害論に関して、

奥田昌道編『新版 注釈民法（10）Ⅱ』（有斐閣、2011 年）266 頁（北川善太郎・潮見佳

男）は、「当時のドイツで差額説が既に通説としての地位を占めていたにもかかわらず、当

時のわが国の学説において差額説一辺倒の見解が提示されなかったのは、文献の引用状況

から判断すると、当時のドイツの有力な民法学者であるエルトマンの教科書がわが国にお

いて注目され、かつ、損失説に立つヴァルスマンの論文が当時のわが国において脚光を浴

びたところが大きいように思われる」という。  
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の他人が失った扶養についても及び、その額は、裁判所の評価によって決定され

る。この損害賠償は、死亡した者が、生存していたとしたら、当該他人の扶養義

務を負ったであろう限度でなされなければならないが、死亡した者の推定生存期

間を超える期間については、決してなされない。損害賠償額の評価においては、

死亡した者が死亡時に有していた就労能力及び賠償権利者の必要性を斟酌しな

ければならない。特に、この損害賠償請求権は、死亡した者の未亡人には、その

独自の財産の収益が扶養に充分ではない限度で認められ、その他の者には、死亡

した者の死の結果当然帰属する財産がその扶養に充分ではない限度で認められ

る。 

 

 1871 年にドイツ帝国が成立すると、このような領邦国家における立法とは異なり、ドイ

ツ全体に適用される法典（BGB)の編纂が進んだ *178。この頃になると、損益相殺について

の議論も深まっていた。詳しくは、以下で検討するが、この時点で、BGB の起草者らは重

要な態度決定をしている。Motive は、次のようにいう。  

 

 「損害賠償請求権につき、損害を生じさせた事情により被害者に帰属した利益を賠償額

から控除するべきか否か、またその範囲をどのようにするかという問題を決定することは

（ compensatio lucri et damni）、学説及び実務に委ねられなければならない。ある面では、

自己の負った義務に違反したために損害賠償義務を負う者は、この義務を排除するために、

同一の法律関係に起因する他の義務を完全に、かつ、最良の結果で履行したことを主張す

ることはできないが、他面、そのものがなすべき同一の処分または数個の処分により有害

な結果と有益な結果が発生した場合は、これを分離することなくその結果全体を観察する

べきであることは自明のことである。しかし、法律に規定することで、この問題を決定し

ようとすることは、特に不法行為事例について、疑問である。この問題の解決は、損害概

念の確認と本質的に結びついているし、そうでなくても、全ての起こりうる面やその他の

不確実な面について、全ての事例のために法律で解決することは不可能である。それゆえ、

この疑問の解説たるや重きに法律をもって全ての場合のためになすことはできない。法律

でこの問題を解決しようとすると、詳細に様々な場合を列挙することにならざるをえない

が、満足すべき結果を得ることはできないであろう。実務は、法律の規定に制約されるこ

となしに、個別の事例について、将来、適切な解決を見つけるであろう」 *179。 

 

 BGB は、損益相殺について、若干の個別の規定は存在するものの、包括的な規定はおい

ていない。それは、BGB の起草者が損益相殺を知らなかったためでも、その重要性を認め

なかったためでもなく、法律で規定することを不適当と認めたためである。このことには

                                                   

*178  「1871 年、ドイツ帝国の創建がなるや、民法典が国民の法的統合の象徴として希

求され、その成立が熱烈な賛美でもって歓迎された」（石部雅亮「ドイツ民法編纂史概説」

同編『ドイツ民法典の編纂と法学』（九州大学出版会、 1999 年）3 頁）。 

*179 Motive, Bd.Ⅱ . S. 18f. なお、訳に当たっては、『独逸民法草案第 2 編理由書』上巻

（司法省、1889 年）31 頁を参考にした。 
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特に注意する必要がある。 

 

第 3 学説 

 この時代の学説は、損益相殺（ compensatio lucri cum damno）という問題を統一的に解決

しようと努力した。Mommsen が確立した「差額説」（Differenztheorie）は、加害行為がな

ければあったであろう被害者の財産状態と、現実の財産状態との差額を損害として把握す

る。損益相殺は、差額説の論理的帰結である。Mommsen は、「利益の填補の唯一の目的は、

被害者から損害を除去することである」にもかかわらず、損益相殺をしなければ、「利益

を填補することによって、被害者に利益を分与することになる」 *180という。 

 もっとも、当時の学説が前提としていたのは、普通法としてのローマ法である。そのた

め、純理論的見地とは別に 2 つの特徴が見られる。 

 1 つ目の特徴は、損益相殺の基準である。事務管理に関する D 3.5.10 は、損益相殺を認

めるものであると考えられていたのに対して、D 17.2.23 などの組合契約に関する法文は、

損益相殺を否定するものと考えられていた。それゆえ、これらの法文の整合的な解釈とい

う中世以来の課題を克服しない限り、損益相殺の議論をすることはできなかった。ここで

も、多くの解釈が見られる。あるものは、過失責任と危険責任によって損益相殺の有無を

区別し、あるものは、利益を惹起する行為が任意のものか義務的なものかによって区別し

た *181。後の時代に大きな影響を与えたのは、Mommsen の解釈である。Mommsen は、利益

と損害とが、「単一かつ同一の事実の結果」（ Folge ein und derselben Thatsache）に基づく

ものである場合に損益相殺がなされるものと説いた *182。これは、利益の原因が、損害の発

生原因、すなわち、加害行為と同一であるかを問題とするものである。この考え方は、結

局のところ、加害行為と利益との因果関係 (条件関係)を問題とするものであるので、本稿

では、この考え方を条件説とよぶことにする *183。もっとも、条件説を採用することは、た

だちに、法文の整合的な解釈につながるわけではない。Mommsenn は、組合の場合は複数

の取引を同じ行為の結果と見ることはできないが、事務管理は 1 つの行為の結果であると

いう。それによって、事務管理については、損益相殺が認められ、組合の場合は、損益相

殺が認められないという法文を説明している。  

 2 つ目の特徴は、損益相殺の議論の前提である。この当時の学説は、独立した損害と独

立した利益が存在することが、損益相殺の前提であると考えていた * 184。この独立性

（Selbständigkeit）は厳密に定義されたものではないが、これは、被侵害法益以外の法益に

                                                   

*180 Mommsen, a.a.O.(Fn. 93), S.192. 

*181 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.144. 坂・前掲注（9）「損益相殺（三完）」1118 頁。 

*182 Mommsen, a.a.O.(Fn. 93), S.193ff. 

*183  既に見たように、後の日本においても、利益の原因を問題にする考え方はしばしば

見られる。しかし、そこでは、単純な因果関係が問題になっているわけではないので、

Mommsenn の条件説とは区別する。 

*184  例えば、Cohnfeldt, a.a.O.(Fn. 132), S169.は、「この利益と損害との差し引きは、

それ自体として存在する（ für sich bestehenden）損害とそれ自体として存在する利益と

を前提としている」という。 
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関する利益、または、契約以外の利益と関連する利益を意図するものであるようである *185。

例えば、「燒失セル家屋ノ灰燼」「殺サレタル動物ノ死骸」は、利益ではないとされる。

これらの物に価値がある場合でも、火災や殺害によって、家屋や動物の価値が減少したに

すぎないからである *186。一見もっともな議論のようにも思えるが、独立性を要求すること

は差額説とは無関係であり、むしろ、矛盾する恐れすらある。即ち、損害を、現実の財産

状態と加害行為がなかった場合の仮定的な財産状態との差額と理解するのであれば、利益

の発生も「差額」算定の問題に取り込まれ、その独立性を問題にする余地はないはずであ

る。しかし、現実には、当時の学説は、損害と利益の独立性を前提として、損益相殺を議

論していた。これも、解釈の前提となったローマ法の法文の影響が大きいものと思われる。

つまり、度々述べているように、当時の議論で損益相殺の根拠とされたのは、組合に関す

る法文と事務管理に関する法文であるが、これらは全て複数の取引を行い、ある取引では

利益を上げたが、他の取引では損失を生じたというものである。この法文を前提に議論を

すれば、利益と損害とが独立した形で認識されていることを前提にするのが自然であろう。

それゆえ、当時の学説の議論していた損益相殺は、加害行為があったものの、被害者がな

んらかの利益を得たため、財産的な損害が発生しなかった（あるいは、利益の分だけ減少

した形で発生した）というものではない。被害者には、明確な形で損害が発生したものの、

それとは別に利益も発生した場合に、これを損害から控除するかという問題なのである。

両者は、差額説、特に、被害者の全財産の変化を損害と捉える立場からは、区別されない。

しかし、この当時の学説は、両者を区別し、後者のみを損益相殺の問題と考えていたこと

には留意する必要がある。 

 一方、ローマ法から離れるが、当時の特徴的な見解として、Scherer の保険に関する言及

がある。Scherer は、「他人を違法に侵害した者は、その行為によって、名目上、被害者に

もたらされた利得を相殺するように請求する権利を有しない」として、損益相殺を否定し

た。その理由として、Scherer は「そうでなければ、例えば、高額の保険の掛けられた大酒

飲みを殺害した者に対して、殺された者の妻は、謝礼を支払わなければならないことにな

る」と述べている *187。ここでは、損益相殺、及び、その根底にある損害賠償法における利

得禁止原則に対する批判が現れている。  

 このように、損害賠償における利得禁止について、学説が議論をしている中で、判例は

具体的な事例に対して、学説とは異なる議論を展開した。  

 

第 4 判例 

1 損害の不顕現 

 損益相殺に関する学説の議論は判例にも影響を与えた。しかし、これから述べる判例の

事例は、当時の学説が議論していなかった問題である。  

                                                   

*185 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.144. 坂・前掲注（9）「損益相殺（二）」956 頁。 

*186 石坂・前掲注（9）『日本民法債権総論（上）』329 頁。 

*187 Martin Georg Viktor Scherer, Recht der Schuldverhältnisse des Bürgerlichen 

Gesetzbuches für das Deutsche Reich, 1899, zu §252 Nr.3. ただし、当該文献を入手す

ることができなかったため、Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.27 f.の引用部分に基づく。 
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 加害行為によって、違法な侵害が行われ、通常であれば損害が発生する場合であっても、

特殊な事情によって、現実には、被害者に財産的損害が発生しないことがある。例えば、

小麦粉の売買契約において、売主が買主に契約で規定された水準に満たない小麦粉を引き

渡したものの、買主がそのことに気づかないままこれを転売し、転売先からも特に抗議が

なかったという場合は、買主には目に見える形の損害は生じていない。あるいは、加害者

が被害者に暴行を加えて負傷させたが、被害者が友人の医師に無料で治療してもらった場

合は、被害者は治療費について現実の支出をしていない。このように、特殊な事情によっ

て、被害者に現実の損害が発生しなかった場合を損害の不顕現類型ということにする。  

 ドイツの支配的見解である抽象的な差額説は、「当該被害者の具体的事情を顧慮し実際

に発生した個別の損害項目を調査する」ことによって損害を算定する方法（具体的損害計

算。これに対して、「被害者の具体的事情を捨象して客観的な方法で」損害を「調査･確定

する方法」を抽象的損害計算という。）に馴染むものである *188。すなわち、損害とは、侵

害が無ければあったはずの財産状態と現実の財産状態との差額であるという公式をそのま

まこの場合に適用すると、損害の不顕現は損害の不存在を意味することになる。しかし、

19 世紀のドイツの裁判所は、事件によっては、これとは異なる結論を採用した。具体的に

見ていこう。 

 

 OAG Darmstadt 1855 年 5 月 12 日判決 *189 

〔事案〕 

 耕作地の賃貸借契約において、契約終了時に、畑に秋まき小麦を植えておくことが約定

されていた。ところが、賃借人は契約に違反し、秋まき小麦を栽培することなく、土地を

所有者に返還した。そこで、所有者が賃借人に損害賠償を請求した。訴訟において、所有

者は春まき小麦を栽培することができるとの抗弁が認められるかが問題となった。 

〔判旨〕 

 裁判所は、所有者には土地に種をまくことが義務づけられておらず、損害を回避するた

めの積極的な活動をする義務はないとの理由で、上記抗弁を排斥した。しかし、現実に、

所有者が春まき小麦の種をまいて利益を得たことが立証されれば、賠償額は軽減されると

した。 

 

 この判決は、原告が作付けをする義務を否定したものの、現実に作付けをしたことは考

慮の対象としている。すなわち、この判決においては、具体的損害計算を優先するという

傾向が現れているということができる。もっとも、原告が作付けを行う義務を問題とした

ことは、後の損害軽減義務を基準に損害額を算定する法理につながり、抽象的損害計算の

萌芽を内包しているものということができる。  

 

                                                   

*188  奥田・前掲注（177）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』317 頁（北川善太郎・潮見佳男）。

若林三奈「法的概念としての『損害の意義（一）－ドイツにおける判例の検討を中心に－』

立命館法学 248 号 689 頁（1996 年）。 

*189  SeuffArch 9, Nr. 273, S. 359. 
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 ROHG 1877 年 4 月 11 日判決 *190 

〔事案〕 

 原告は、被告から馬を 330 ターラー (Thaler)で購入した。その馬は元気であれば、 330

ターラーから 340 ターラーの価値があったが、実際には病的な息切れを起こす馬であり、

122.5 ターラーの価値しかなかった。そこで、原告は被告に対して、 207.5 ターラーの損害

賠償を請求した。これに対して、被告は、原告はその馬を 280 ターラーで第三者に再売却

したと主張し、かかる主張が抗弁としての意味を持つかが問題となった。  

〔判旨〕 

 価格減少に関する請求権は、再売買によって影響を受けない。再売買は第一売主と買主

との間の法律関係を変更させない、他人間の行為に該当するので、第一売主には、その利

益も損害も及ぶことはない。それゆえ、原告が馬を売却した価格によって、原告の被告に

対する請求権が増減することはない。  

 

 この判決は、明確に、抽象的損害計算を指向している。再売買によって原告が得た利益

（及び損失）が損害賠償に与える影響を排除することによって、抽象的な、売買代金額と

当該目的物の価値との差額を損害としているのである。  

 

 OLG Braunschweig 1891 年 1 月 26 日判決 *191 

〔事案〕 

  原告はパン屋であり、被告はパン焼き職人である。原被告は、6 年間取引を続けてきた

が、その取引は、原告が被告に毎日、その日の小麦粉を渡し、これを被告がパンに加工し

て、原告が報酬を支払うというものであった。しかし、被告は渡された小麦粉の全部を使

い切らず、残った小麦粉を横領していた。原告が、被告に対して損害賠償を請求した。こ

れに対して、被告は、被告が焼いた、やや小さなパンは、完全な大きさのパンと同じ値段

で売られていたのだから、原告には損害が生じていないと主張した。  

〔判旨〕 

被告が、小麦粉を横領し、自己の用益に供したことにより、被告はその価値について利

得し、原告は、本来より少ない数のパン、または、本来より小さいパンを販売したことに

よって、その分だけ損害を被った。この損害が、他の、被告の行為と無関係の原因によっ

て、認識できないものとなり、または、後で調整されるべき場合は、被告の賠償義務は、

完全に疑問の余地無く認められる。そして、当該損害とともに、他の損害の賠償を請求す

ることができる場合にも、被害者の請求権は残存するので、さしあたり、全ての盗品及び

その付加物を返還すること、これが不可能な場合にはその価値を返還することを請求する

ことができる。 

 原告は、その物の横領が無かったとすれば、その価値に対応する使用又は用益を行った

こと、または、原告がその物を使用することができなかったことによって、損害を被った

ことについて、合理的な立証をする義務を負わない。  

                                                   

*190 ROHGE 22, S 35. 

*191 SeuffArch 46, Nr. 173, S.272. 
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 この判決は、パン職人事例 (Bäckerfall)といわれる、ドイツの有名な損益相殺事例に関す

るものである。この判決でも、具体的損害計算は排除されている。より正確には、被告は

横領した小麦粉（またはその価値）を原告に返還する義務を負うこととされており、原告

が被告の作ったパンを通常と同じ価格で販売したという事情は考慮されていない。  

 

 これらの判決のうち、OAG Darmstadt 判決については、現在の判例とは異なる立場で判

断している。今日では、損害軽減義務を基準に損益相殺を検討するという判例法理が確立

されている（詳しくは、次章で取り上げる。）。しかし、既に述べたように、この判決も

原告の損害軽減義務を問題としており、それゆえ、単純に具体的損害計算を行ったわけで

はないことに留意しなければならない。  

 ROHG 判決及び OLG Braunschweig 判決は、今日でも同様の法理論が維持されている *192。

判決の趣旨は、要するに、被害者と第三者との取引は、加害者には関係が無いことである

から、被害者が第三者との取引によって利益を得ても、損害賠償義務は軽減されないとい

うものである。被害者が第三者との取引によって損失を被ることもあり得ることを考えれ

ば、このような抽象的損害計算にも合理性があるようにも思える。  

 しかし、判例は、第三者との取引を一切考慮しなかったわけではない。 

 

 RG 1886 年 3 月 2 日判決 *193 

〔事案〕 

 原告は、ベルギー国鉄当局との間で、オーク材の厚板を販売する契約を締結した。原告

は、この厚板を被告から購入するとの契約を締結した。ところが、被告による厚板の納入

が遅滞したため、原告は、ベルギー国有鉄道との契約を履行するため、第三者から厚板を

填補購入 (Deckungskauf)した。原告は、被告の履行遅滞によって生じた損害として、填補

売買の購入代金等を訴求した。 

〔判旨〕 

 （填補購入の代金の請求について）原告は、填補購入の締結と実行によって被った、実

在する損害についてのみ請求することができる。この反対請求権の額は、当然に、填補購

入に基づく損害賠償請求権まで、減少する。この場合、損害は、填補売買による利益を差

し引く形で理解される。  

 

 この判決以前に、ROHG 1877 年 6 月 6 日判決 *194も、同様に、売主の債務不履行の場合

に、買主が填補購入を行ったという事例において、原被告間の売買契約の代金と填補購入

による代金の差額を損害と判断している。それゆえ、このような場合には、損害の算定に

おいて、填補購入を考慮するのが当時の判例の立場であったといってよい。即ち、既に 19

世紀のドイツの判例は、損害額の算定において、填補購入の場合は、当該取引を考慮する

                                                   

*192 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.145 

*193 RGZ 15, 65. 

*194 ROHGE 22, 184. 
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という定式を確立していたということができる。  

 

2 利益の獲得 

 損害は発生したものの、被害者が侵害行為と関連して利益を獲得することがある。例え

ば、加害者が被害者に暴行を加えたため、被害者は負傷したが、これによって被害者の加

入していた私保険から保険金が給付されたという事例がこれに当たる。この類型を利益の

獲得とよぶことにする。これも差額説の見地からは、侵害が無ければあったはずの財産状

態と現実の財産状態との差額が（わずかしか）存在しない以上、損害が存在しないことに

なる可能性がある。そうはいっても、この類型の場合は、損害の不顕現類型と異なり、損

害を算定すること自体に支障は無い。すなわち、損害の不顕現類型では、具体的な取引の

価格とは異なる、抽象的な目的物の価額を設定しない限り、差額計算による損害算定によ

って、損害を認めることはできない。一方、利益の獲得類型では、明確な形で損害が発生

し、これを算定することに支障はないものの、別に、被害者が利益を得たために、これを

損害算定において考慮するかどうかが問題となっているのである。 

 この利益の獲得類型についても、次の通り、判例は利益の考慮に否定的である。  

 

 Oberste LG Bayern 1887 年 2 月 11 日判決 *195 

〔事案〕 

 原告は、被告に融資を行い、その際、被告の所有する不動産に抵当権を設定した。被告

が返済をしないので、原告は抵当権を実行し、競売が実施された。この競売においては、

原告自身が、通常より安い価格で当該不動産を競落した。原告は、競売によって回収する

ことができなかった不足分の賠償を求めて、訴えを提起した。原審は、競売によって、通

常より安く不動産を取得したことによる利益(剰余価値)は、貸付元本の不足分から控除さ

れなければならないとして、原告の請求を棄却した。  

〔判旨〕 

 原審は、損害の填補が、剰余価値の現実化、即ち、再売却によってのみ可能であること

を看過している。この再売却によって、計算上の剰余価値が現実化するかは疑わしく、再

売却は、もっぱら原告の投機行為である。その損失を原告が負担するのと同様に、剰余価

値は、正当な利益とみなされ、その利益が実現化したとしても、不当な利得と解釈される

べきではない。それゆえ、被告が、原告には損害賠償請求権がないと主張することは許さ

れない。 

 

 ここでは判例は、不動産投資は投機行為であり、原告が不動産を売却したことによる損

害及び利益は、被告に対する損害賠償請求権に影響しないとしている。一方、次の事例は、

被害者に確定的に利益が生じた場合に関する判例である。  

 

RG 1899 年 9 月 29 日 *196 

                                                   

*195 SeuffArch 43, Nr. 177, S. 262f. 

*196 SeuffArch 55, Nr. 74, S. 154f. 
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〔事案〕 

 原告が被告に対して、損害賠償を請求した。これに対して、被告は、原告は自ら締結し

た事故保険（Unfallversicherung）に基づき、保険組合連合から、保険金を受領しており、

これを賠償額から控除するべきであると主張した。  

〔判旨〕 

 2 つの差し引きされるべき請求権は、完全に異なる法的根拠に基づくものであるので、

事故と外形上の関連があるとしても、両者の間には、法的意味における関係が欠如してい

る。 

 特に、保険金請求権は、当該事故やそれによって生じた損害に基づくものではなく、保

険契約に基づくものである。その契約は、純粋な損害賠償請求権を生じさせるものではな

く、危険な法律行為に基づく財産上の利益を生じさせるものである。保険契約は、単に支

払われた保険料の額だけを指向する。上告人が主張するように、これは生命保険のみに妥

当するということは正しいとはいえない；事故保険の場合も、保険者の給付は、実際に発

生した損害に限定されるものではなく、それはむしろ、支払われた保険料の額に対応する、

保険金額において存在する。保険金額は、実際に生じる損害を下回ることがあるのと同様

に、それを上回ることもあり得る。それゆえ、特定の保険の種類（火災保険やそのような

もの）について、二重保険の事例において、二重の損害填補（ doppelten Schadensregulierung）

の否定が認められる、要するに、そのような損害填補が、具体的な保険取引の性質と矛盾

するという見解は、正当ではない。 

 

 保険法の観点から見て、この判例のいうことが適切であるかどうかはともかく、被害者

が受領した保険金については損益相殺を行わないということは、この当時の圧倒的多数の

判決によって確認された。Oertmann が指摘しているだけでも、 11 の判例が存在する *197。

Thüsing によれば、この結論に明確に反対しているのは、Hamburg Handelsgericht 1868 年 3

月 16 日判決 *198のみであり *199、保険金について損益相殺を行わないことは、実務上の扱い

として、ほとんど異論のないところであったといえる。 

 それゆえ、保険金の受領という、被害者が確定的に利益を受ける場合であっても、当時

の判例は損益相殺を認めていたわけではない。  

 

3 判例のまとめ 

 一見して明らかなように、学説が、損害賠償法における利得禁止を説いたにもかかわら

ず、判例は、ほとんどの事例で、被害者に生じた利益の控除を否定している。特に、学説

が問題とした、独立した損害と利益が発生する類型、すなわち、利益の獲得類型において

は、判例は、利益の控除を認めていない。判例が、利益の控除を認めたのは、学説が検討

していなかった損害の不顕現類型のうちの填補売買についてである。  

 このように、19 世紀のドイツ法の判例は、学説とはかなり異なる立場に立っていたので

                                                   

*197 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.111ff. 

*198 Hamburg Handelsgericht Gerichtszeitung 1868, Beiblatt Nr.12. 

*199 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.146. 
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ある。  

 

第 8 節 小活 

  これまで検討したところによれば、古典期のローマ法において、損益相殺概念が認めら

れていたということは困難であるように思われる。法文解釈上の困難さに加えて、

interpolatio の可能性も指摘されている。ドイツの学説によれば、損益相殺の前提となる利

益と損害とを対置するという考えは古典期ではなく、古典期後に生じたものである。それ

ゆえ、損益相殺概念の起源は、古典期より後の時代に求めなければならない。このことは、

損益相殺とは普遍的な概念ではなく、損害賠償法における損害概念に依存する概念である

ということを示唆している。 

  古典期後の、法の卑俗化において、古典期の損害概念は曖昧なものとなった。そして、

ドイツの有力な見解によれば、これによって初めて利益と損害とが対応するという発想が

生じたのである。もっとも、この時代に損益相殺が認められたかは未だ不確実である。  

 中世の法学は、古典期ローマ法の解釈を行い、特に、D.3.5.10（事務管理に関する法文）

と D17.2.23.1（組合に関する法文）の整合的な解釈を試みた。しかし、これも直ちに損益

相殺につながるわけではない。中世の学問は、損害賠償法の問題を解決しようとしたわけ

ではなく、法文の整合的な理解を試みたにすぎないからである。  

  確実に損益相殺と結びつくのは、近代の学説である。16 世紀の文献には、今日の差額説

と同じ損害の定義が見られる。そして、近代の自然法学者は、ローマ法の法文から離れて、

被害者は加害行為によって利得するべきではないという利得禁止思想を定式化し、それゆ

え、被害者の受けた利益は損害額から控除されると説いたのである。ここに至って初めて、

確実な損益相殺の定式化が見られる。もっとも、ALR に見られるように、いまだ、損益相

殺は法原則として根付いていたわけではない。ALR は、加害者の主観面の悪性によって、

賠償される損害を区別しており、損益相殺の可否もそれによって区別されていた。 

  19 世紀になるとようやく損益相殺思想は一般的に受け入れられるようになる。この時代

の学説は、損害概念について、差額説を完成させた。差額説が通説化したことにより、差

額説の論理的帰結である損益相殺思想もまた一般的なものとなった。中世以来続いていた

ローマ法の法文の解釈が、これと結びついた。即ち、損益相殺をローマ法の法文から読み

取ることができないかという試みがなされたのである。その一方で、この当時の議論は、

既に損益相殺の対象とならない利益が存在することを承認していた。それゆえ、1900 年か

ら施行された BGB は、あえて損益相殺についての一般的な規定を置かず、問題の解決を学

説及び実務に委ねたのである。 

  もっとも、19 世紀の学説と判例との間には大きな隔たりがあった。学説は、独立した損

害と独立した利益が存在することを前提に、損益相殺を原則と考えていた。しかし、判例

は、独立した損害と利益が存在する利益の獲得類型においては、損益相殺を認めなかった。

その一方で、学説が検討しなかった損害の不顕現事例のうちの一部で損益相殺を認めた。

判例を全体としてみれば、損益相殺を否定した類型が多数を占めている。  

 このような学説及び判例を前提する限り、19 世紀のドイツにおいては、損益相殺という

原則が承認されていたと、単純にいうことはできない。Motive は、「法律でこの問題を解

決しようとすると、詳細に様々な場合を列挙することにならざるをえないが、満足すべき
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結果を得ることはできないであろう」という。これが、19 世紀のドイツ法の到達点である。 

  ローマ法から、19 世紀ドイツ法までの議論を概観すると、損益相殺という問題は、若い

問題領域であり、同時に、洗練された議論ではないことが分かる。損益相殺概念は、差額

説の完成によって、19 世紀にようやく一般化したが、そこで議論されたことは、差額説か

らの利益控除の要請と、伝統的なローマ法の法文の解釈が融合したものであった。実務は、

填補売買の類型では、損益相殺を承認したものの、その他の多くの類型では、損益相殺を

否定した。損益相殺の研究者が、その根拠というべき差額説に疑問を抱くのは、むしろ当

然であろう。この傾向は、既に、Walsmann と Oertmann において現れている。 

 

第 9 節 Walsmann と Oertmann－損失説と後の議論への影響 

  Walsmann は 1900 年に、Oertmann は 1901 年に、それぞれ、損益相殺の論文を発表した。

Oertmann の論文は、20 世紀に入ってからのものであるが、両者の論文は発表時期が近接し

ているだけでなく、その内容もよく似ているため、両者を併せて、ここで検討することと

する。 

 Walsmann と Oertmann の論文は、ドイツ法においても、日本法においても、その後の損

益相殺の議論に大きな影響を与えている。日本の研究者が損益相殺概念を、この 2 つの論

文から学んだことは前述の通りである。ドイツ法に対する影響は、Oertmann の論文の表題

「Die Vorteilsausgleichung beim Schadenersatzanspruch im römischen und deutschen 

bürgerlichen Recht」（直訳すると、「ローマとドイツの民法における、損害賠償について

の利益の調整」となる。）にある Vorteilsausgleichung が、今日のドイツ法において、一般

的に損益相殺を指すものとして用いられていることからも知ることができる。  

  Walsmann と Oertmann の論文は、ローマ法の法文や独立した利益と独立した損害を議論

の前提とするなど、19 世紀のドイツの学説の特徴を残している。しかし、特に、Oertmann

の論文は、損失説や相当因果関係論の採用という点で、後の議論に大きな影響を与えた。  

  この 2 つの論文は、当時、既にドイツで支配的となっていた差額説ではなく、損害を具

体的な事実と捉える損失説を採用している *200。損害を財産の差額として抽象的に把握する

差額説に対して、損失説は、損害を具体的な損失として把握する。損失説は、当時の学説

が議論の前提としていた、独立した損害と独立した利益が存在するという状況に整合的な

損害理解である。もっとも、有力な学者であった Oertmann が採用したにもかかわらず、今

日に至るまで、ドイツの支配的な損害理解は差額説である。一方、日本法においては、損

失説は差額説と対立する有力な見解として受け取られ、両者を併用する形で損害概念が理

解されていった *201。今日の日本法においては、損失説は、伝統的な損害理解の中に取り込

まれているといえる *202。 

 一方、Oertmann による相当因果関係論の損益相殺への適用は、ドイツ法においても、日

本法においても採用された。日本法における相当因果関係は、前章の通りである。また、

ドイツ法における相当因果関係論については、次章で詳しく取り扱うので、ここでは取り

                                                   

*200 Walsmann, a.a.O.(Fn. 77), S. 10. Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.6. 

*201 石坂・前掲注（9）『日本民法債権総論（上）』284 頁など。 

*202 奥田・前掲注（174）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』266 頁（北川善太郎・潮見佳男）。 
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扱わない。注目すべきは、控除されるべき利益についても、損害と同様の相当因果関係を

要求している点、及び、損益相殺に関しては「柔軟な基準」を採用し、必ずしも相当因果

関係に基づかない解決を認めている点である。前者は、利益を損害と同様のものと考えて

いることを示唆している。一方で、後者は、利益について、損害と同様に考えることの限

界を示唆している。 

 いずれにせよ、このような議論を前提として、日本とドイツで、それぞれ、損益相殺に

関する議論が行われていったのである。
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第 3 章  比較法的に見た損益相殺  

第 1 節 はじめに 

 損害賠償の原因となる加害行為に関連して、被害者に利益が生じることがあるのは、ど

この国でも同じであろう。しかし、だからといって損益相殺という概念が万国共通である

ということは早計に過ぎる。我々は、既に、古典期のローマ法においては、損益相殺概念

は承認されていなかったと考えられていることを知っている。損益相殺が、損害概念に依

存するものであれば、国によって、損益相殺に関する考え方が異なるということは、当然

あり得ることである。現に、アメリカ合衆国においては、 collateral source rule という、

損益相殺の否定というべき原則が採用されていることが知られている 203。  

 外国法における、損益相殺という問題に対する対応を確認することは、日本法において、

損益相殺についての基本的な考え方を明らかにするためにも有用であるものと考えられる。

具体的には、日本法の議論に強い影響を与えたドイツ法と、前述の collateral source rule

を採用しているアメリカ法と、日本と同様、ドイツ法の影響を受けており、民法典に損益

相殺の規定を持つオランダ法を検討対象とする。この 3 ヶ国の中で、最も重要なのは、ド

イツ法である。これまで見てきたように、日本における損益相殺の議論は、ドイツ法の強

い影響下で発展してきた。それゆえ、ドイツ法の議論を検討することは、日本法を理解す

ることにもつながる。さらに、日本法と同様、利益の控除が原則とされているドイツ法の

状況を参照することは、日本法における損益相殺という「原則」を検討するためにも有用

なものと考えられる。ドイツ法以外では、アメリカ法は、被害者の受けた利益を控除する

という原則をいわば否定しているのであり、その理由について考察することは、日本法に

おける検討においても大いに有益なものと考えられる。オランダ法において最も注目すべ

きは、損益相殺に関する一般的規定が存在することである。ドイツ法にも、日本法にも、

損益相殺に関する包括的な規定は存在しないのであるから、このような規定が存在するこ

とは、オランダ法の大きな特徴と言える。そして、その規定の内容や、立法過程における

議論を参照することは、日本における損益相殺のためにも、有用であると考えられる。  

 

第 2 節 ドイツ法 

第 1 はじめに 

 本節では、ドイツ法における損益相殺を取り上げる。いうまでもなく、ドイツは成文法

中心の国であるから、ドイツ法において最も重要なものは、法律の規定である。それゆえ、

最初に、多少冗長になっても法律の規定を取り上げることとする。その次に、損益相殺に

関する基本的な考え方に関する議論を取り上げる。これは、学説の検討が中心となる。最

後に、具体的な事例に関する損益相殺の当否を取り上げる。これは、具体的な問題の解決

をその使命とする、判例の検討が中心となる。  

 なお、ドイツ法は、損害賠償において、原状回復を原則としている（BGB249 条 1 項）。

そのため、過剰填補という問題が存在する。例えば、他人の住宅を損壊させたため、その

損害を賠償する責任を負う者が、損害賠償として、被害者の住宅を建設することがある。

                                                   
203 樋口範雄「Collateral Source Ruleと日米不法行為法―損害の重複填補の調整あるい

は無調整―」学習院大學法學部研究年報20号171頁（1985年）。  
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しかし、これでは、被害者は、中古住宅の補償として、新築住宅を手に入れたことになり、

損害賠償によって、加害行為前よりも多くの財産を取得したことになる。これが過剰補償、

「旧物に代わる新物」（Neu für Alt）とよばれる問題である。この問題も、かつては、損

益相殺に関する問題であると認識されたことがあった。しかし、この問題は、金銭賠償主

義（日本民法 417 条）を採るわが国では問題となり得ない。また、ドイツの学説において

も、現在では、この問題は損害賠償の方法に関する問題であり、損益相殺とは区別して理

解されている *204。それゆえ、本稿においては、かかる過剰填補の問題は扱わないこととす

る。 

 

第 2 法律の規定 

 既に述べたように、BGB には、包括的な損益相殺に関する規定は存在しない。これは、

BGB の起草者があえて法律で規定することを避け、学説及び実務にこの問題の解決を委ね

たためである。もっとも、BGB 起草当時、既に決着が付いていた事項については、次のよ

うに断片的な規定がおかれている。  

 

BGB 

§ 642 Mitwirkung des Bestellers 

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so 

kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in 

Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. 

（2） Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs 

und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach de mjenigen, was der 

Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige 

Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. 

642 条   注文者の協力（注－請負契約に関する規定）  

1 仕事を完成する際に、注文者の行為が必要な場合は、請負人は、注文者が不

作為によって、当該行為を予定より遅滞した場合は、相当な補償を請求すること

ができる。 

2 補償金額は、一方では、遅延の期間及び約束された報酬額により、他方では、

請負人が遅延によって支出を節約した額または請負人の稼働能力を他の方法で

使用したことによって得ることができる額により決定される。  

§ 843 Geldrente oder Kapitalabfindung 

(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die 

Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemind ert oder tritt eine Vermehrung 

seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente 

Schadensersatz zu leisten. 

(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. 

                                                   

*204 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.30. 
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(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten 

Unterhalt zu gewähren hat. 

843 条 定期金又は一時金払い *205（注－不法行為に関する規定） 

1 身体又は健康の侵害により、侵害を受けた者の稼働能力が喪失若しくは減少

し、又は必要費が増加した場合には、侵害を受けた者に対して、定期金の支払に

よって損害賠償をしなければならない。  

3 侵害を受けた者は、重大な事由があるときは、定期金に代えて元本による一

時金払いを請求することができる。 

4 本条の請求権は、他人が侵害を受けた者に対して扶養義務を負うことによっ

て妨げられない。 

 

  BGB 以外では、保険契約法（Versicherungsvertragsgesetz。以下、「VVG」という。）67

条、社会法典（Sozialgesetzbuch。以下、「SGB」という。）第 10 編 116 条及び労働報酬継

続支給法（Entgeltfortzahlungsgesetz。以下、「EFZG」という。）6 条も、損益相殺に関連

する規定であると解されている *206。これらの規定は、損害賠償請求権の移転を規定してお

り、これは、当該規定に係る給付については損益相殺の対象とならない旨を示しているも

のと考えられている *207。 

 

VVG 

§ 86  Übergang von Ersatzansprüchen 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 

dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 

werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 

Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form - und Fristvorschriften 

zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 

mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 

Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 

von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 

                                                   

*205 BGB843 条の訳に関しては、E.ドイチュ /H.-J.アーレンス著 浦川道太郎訳『ドイツ

不法行為法』（日本評論社、2008 年）340 頁を参考にした。 

*206 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.35 

*207 ハンス・レイ・ヴァイヤース /マンフレート・ヴァント著、藤岡康宏監訳『保険契約

法』(成文堂、2007 年)260 頁は、(当時の)VVG67 条(現在の VVG86 条に相当する。）の

規定する「ルールは、損害保険者の給付は被害者の損害賠償請求権の計算の際に考慮され

ないこと、つまり、『損益相殺』によって控除されないことを明確にしている」という。  
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Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 

Versicherungsnehmer. 

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 

der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 

nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 

vorsätzlich verursacht. 

86 条 賠償請求権の移転 *208 

1 保険契約者が第三者に対して賠償請求権を有する場合は、保険者がその損害

を填補した限度で、その請求権は保険者に移転する。この移転は、保険契約者の

不利益に主張することができない。 

2 保険契約者は、賠償請求権又は、当該請求権の担保に役立つ権利を、適用さ

れる形式的規定及び期間に関する規定を顧慮して、維持しなければならず、保険

者が当該権利を実行する場合には、必要な限度で協力しなければならない。保険

契約者が故意にこの義務に違反した場合は、保険者は、その違反の結果、第三者

に填補を請求することができなくなった限度で、給付をする義務を免れる。義務

違反が重過失によるものである場合は、保険者は、その給付を保険契約者の過失

の重大さに対応する割合で、減額することができる；重過失の不存在の証明責任

は、保険契約者が負担する。 

3 保険契約者の賠償請求権が、損害の発生時に同居する家族構成員に対するも

のであるときは、第 1 項の移転は生じない。ただし、その者が故意に損害を惹起

した場合はこの限りでない。 

SGB 第 10 編 

§ 116 Ansprüche gegen Schadenersatzpflichtige 

(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines 

Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit 

dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der 

Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie 

der vom Schädiger zu leistende Schadenersatz beziehen. Dazu gehören auch  

1. die Beiträge, die von Sozialleistungen zu zahlen sind, und 

2. die Beiträge zur Krankenversicherung, die fü r die Dauer des Anspruchs auf 

Krankengeld unbeschadet des § 224 Abs. 1 des Fünften Buches zu zahlen wären. 

(2) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch Gesetz der Höhe nach begrenzt, 

geht er auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe ü ber, soweit er nicht 

zum Ausgleich des Schadens des Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erforderlich 

ist. 

(3) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch ein mitwirkendes Verschulden 

oder eine mitwirkende Verantwortlichkeit des Geschädigten begre nzt, geht auf den 

                                                   

*208 VVG86 条の訳に関しては、ドイチュ /アーレンス・前掲注（205）『ドイツ不法行為

法』409 頁(当時の VVG67 条の訳)を参考にした。 
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Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe von dem nach Absatz 1 bei 

unbegrenzter Haftung übergehenden Ersatzanspruch der Anteil über, welcher dem 

Vomhundertsatz entspricht, für den der Schädiger ersatzpflichtig ist. Dies gilt auch, 

wenn der Ersatzanspruch durch Gesetz der Höhe nach begrenzt ist. Der 

Anspruchsübergang ist ausgeschlossen, soweit der Geschädigte oder seine 

Hinterbliebenen dadurch hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften des Zwölften Buches 

werden. 

(4) Stehen der Durchsetzung der Ansprüche auf Ersatz eines Schadens tatsächliche 

Hindernisse entgegen, hat die Durchsetzung der Ansprüche des Geschädigten und seiner 

Hinterbliebenen Vorrang vor den übergegangenen Ansprüchen nach Absatz 1.  

(5) Hat ein Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe auf Grund des 

Schadensereignisses dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen keine höheren 

Sozialleistungen zu erbringen als vor diesem Ereignis, geht in den Fällen des Absatzes 

3 Satz 1 und 2 der Schadenersatzanspruch nur insoweit ü ber, als der geschuldete 

Schadenersatz nicht zur vollen Deckung des eigenen Schadens des Geschädigten oder 

seiner Hinterbliebenen erforderlich ist. 

(6) Ein Übergang nach Absatz 1 ist bei nicht vorsätzlichen Schädigungen durch 

Familienangehörige, die im Zei tpunkt des Schadensereignisses mit dem Geschädigten 

oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft leben, ausgeschlossen. Ein 

Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann dann nicht geltend gemacht werden, wenn der 

Schädiger mit dem Geschädigten oder einem Hinterbliebenen nach Eintritt des 

Schadensereignisses die Ehe geschlossen hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt.  

(7) Haben der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen von dem zum Schadenersatz 

Verpflichteten auf einen übergegangenen Anspruch mit befreiender  Wirkung gegenüber 

dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe Leistungen erhalten, haben sie 

insoweit dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe die erbrachten 

Leistungen zu erstatten. Haben die Leistungen gegenüber dem Versicherungsträge r oder 

Träger der Sozialhilfe keine befreiende Wirkung, haften der zum Schadenersatz 

Verpflichtete und der Geschädigte oder dessen Hinterbliebene dem Versicherungsträger 

oder Träger der Sozialhilfe als Gesamtschuldner. 

116 条 損害賠償義務に対する請求権 *209 

1 他の法律の規定に基づく損害賠償請求権は、同種の損害の除去に役立ち、か

つ加害者により給付されるべき損害賠償と同一の時期に関わる社会保険を保険

者又は社会扶助の主体が損害事件に基づいて給付しなければならない範囲で、そ

れらの者に移転する。この給付には、以下の各号に掲げるものが含まれる  

一 社会給付により支払われなければならない金額、及び  

二 第 5 編 224 条を除き、病気休業補償金に対する請求権の継続する期間、支払

                                                   

*209  SGB 第 10 編 116 条の訳に関しては、ドイチュ /アーレンス・前掲注（205）『ドイ

ツ不法行為法』412 頁を参考にした。 
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われるであろう健康保険料 

2 法律による損害賠償請求権に上限がある場合には、請求権が被害者又はその

遺族の損害の補償に必要でない範囲で、当該請求権は保険者又は社会給付の主体

に移転する。 

3 損害賠償請求権が被害者の共働過失又は共働の責任により制限される場合に

は、第 1 項により制限を受けない責任で移転する賠償請求権のうち、加害者が賠

償義務を負う割合に相当する部分が保険者又は生活保護の負担者に移転する。賠

償請求権が法律により金額を制限されている場合も、同様である。被害者又はそ

の遺族が、それによって、第 12 編の規定の意味での扶助必要になる場合には、

請求権の移転は排除される。 

4 損害賠償請求権の行使に対して事実上の障害が生じる場合には、被害者とそ

の遺族の請求権の行使が第 1 項により移転した請求権よりも優先する。  

5 保険者又は社会扶助の主体が、損害を生じさせた事件に基づいて被害者又は

遺族に対して当該事件前と比べて、多額の社会給付を提供する義務を負わない場

合には、第 3 項第 1 文及び第 2 文の事例では、支払われるべき損害賠償が被害者

又は遺族の固有の損害の完全な填補に不要となる範囲でのみ、損害賠償請求権は

移転する。 

6 損害を生じさせた事件当時に被害者又はその遺族と同居して生活していた家

族構成員により故意ではない加害があった場合には、第 1 項による移転は免除さ

れる。加害者が被害者又は遺族と損害を生じさせた事件発生後に婚姻をし、かつ

同居をした場合には、第 1 項による賠償請求権は行使することができない。  

7 被害者又はその遺族が、保険者又は社会扶助の主体に対して義務を免れさせ

る効果を伴って、損害賠償義務者から移転した請求権に基づき給付を取得した場

合は、それらの者は、その限りで、保険者又は社会扶助の主体に対して提供され

た給付を返還する義務を負う。保険者又は社会扶助の主体に対する給付が何ら満

足を与える効果を持たない場合には、損害賠償義務者と被害者又はその遺族は、

保険者又は社会扶助の主体に対して連帯債務者として責任を負う。  

EFZG 

§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung 

(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten 

Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die 

Arbeitsunfähigkeit entstanden is t, so geht dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber 

über, als dieser dem Arbeitnehmer nach diesem Gesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und 

darauf entfallende vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, 

Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Pflegeversicherung 

sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters - und Hinterbliebenenversorgung 

abgeführt hat. 

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des 

Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers 
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geltend gemacht werden. 

6 条 第三者責任の場合の債権の移転 *210 

1 労働者が稼働不能により生じた収入の減少を理由として法律上の規定に基づ

き第三者に損害賠償を請求できる場合で、雇用主が本法律により労働報酬を継続

して支給し、それに基づき雇用主が負担するべき連邦労働庁への分担金、社会保

険、介護保健及び付加的な老人 /遺族養護施設への雇用主分担金を支払ったとき

は、労働者の請求権は雇用主に移転する。  

2 労働者は、雇用主に対して遅滞なく損害賠償請求権を行使するために必要な

報告をしなければならない。 

3 第 1 項の規定による債権の移転は、労働者の不利益になるように実行するこ

とはできない。 

 

 これまで、VVG67 条、SGB 第 10 編 116 条及び EFZG6 条の損害賠償請求権の移転に関す

る規定を見てきたが、いずれも相当複雑な規定である。それゆえ、これらの規定を適用し

た結果、保険給付、社会保証給付及び賃金の継続支払いがあっても損害賠償請求権の移転

が生じないということは当然生じうるところである。しかし、これらの規定によって、保

険給付等が損益相殺の対象にならないと考えられているということには留意する必要があ

る。もっとも、保険法の分野において、近年、従来の利得禁止に関する考え方が大きく変

化している。このことについては、後述する。  

 ともあれ、ドイツの法律の規定は、BGB の起草者が意図したように、今日まで損益相殺

の一般的な準則を規定しておらず、また、規定からかかる準則を読み取ることもできない。

それゆえ、ドイツ法における損益相殺については、学説及び判例を参照する必要がある。  

 

第 3 相当因果関係論の成立とその否定 

1 損益相殺される利益については、既に述べたように最初は、条件説が採られていた。し

かし、判例は、多くの事例で損益相殺を否定するなどし、学説上も、少数ではあるが、損

益相殺を否定する見解が唱えられていた。それゆえ、当時の学説も、損益相殺される利益

を適正に制限する基準が必要であることは認識していた。  

 このような中、最初に採用された基準は、相当因果関係であった。それゆえ、ここでも、

相当因果関係論についての検討を最初に行う。しかし、相当因果関係論については、学説

から多くの批判がなされ、現在のドイツの学説において、相当因果関係論を採用するもの

はないといってよい。そこで、ここでは、相当因果関係論の成立と、それが学説において

否定されるに至った経緯について、概観する。  

 

2 相当因果関係論の成立 

  周知のように、相当因果関係は、元々は、ドイツ刑法学において提唱されたものである。

19 世紀末に、v. Kries は、結果加重的な刑法上の構成要件を制限するため、この因果関係

                                                   

*210  EFZG6 条の訳に関しては、ドイチュ /アーレンス・前掲注（205）『ドイツ不法行為

法』414 頁を参考にした。 
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を提唱した。しかし、相当因果関係は、刑事事件については、ドイツの裁判所に受け入れ

られることはなかった *211。ところが、19 世紀末から 20 世紀初めにかけて、ドイツの民法

学は、これを損害賠償法に転用した。当時の学説は、ALR 等で見られた加害者の責任によ

る賠償範囲の区別（例えば、故意の殺人と過失致死では、賠償範囲が異なる）等を排除し、

加害行為の存在と損害の発生、そして、これらをつなぐ因果関係という、現在でも維持さ

れている損害賠償理論を完成させていた。しかし、この単純明快な理論は、抽象的な損害

概念と結びついて、賠償範囲が無限定に拡大するおそれがあり、それゆえ、賠償の対象と

なる損害を適切に制限する方法を必要としていた。そこで、相当因果関係が賠償範囲を制

限するための理論として採用されたのである。  

  このように、相当因果関係は、本質的に、負の結果の帰属について提唱され、また、発

展してきたのである。もっとも、相当因果関係を損害賠償法に転用する際に、既に、損益

相殺についても相当因果関係論を適用することが説かれている。例えば、Rümelin は、1900

年の論文において、損益相殺への相当因果関係の適用について検討している *212。前述のよ

うに、Walsmann や Oertmann が、損益相殺についても相当因果関係の適用を主張したこと

は、当時の学説の趨勢に沿ったことであった。  

 もっとも、学説と異なり、当時の判例は損益相殺について相当因果関係を適用すること

に躊躇したようである。ライヒ裁判所は、早くも 1902 年の判決 *213において、「 adäquaten 

Verursachung」として、損害の帰責について、相当因果関係を採用している *214。しかし、

損害帰責について相当因果関係を採用した後も、ライヒ裁判所は、損益相殺については、

従前の要件を採用した。RG1907 年 1 月 4 日 *215は、利益が控除されるのは、利益が「損害

と、単一かつ同一の事象によって直接惹起された」場合のみであるという。その後も、し

ばらくの間、ライヒ裁判所は、損益相殺については、相当因果関係を適用しなかった *216。

ライヒ裁判所が、損益相殺について相当因果関係論を採用したのは、1912 年になってから

である。RG1912 年 10 月 28 日判決 *217は、Oertmann の著書 *218を引用して、「賠償義務者

の、故意または過失による行為によって、直接または間接に惹起されたすべての相当な結

果は、損失であれ、利益であれ、考慮されるべきである」「直接の侵害行為と利益を生じ

させる行為の同一性ではなく、故意または過失によって行われた行為が、利益と損害との

共通の原因と同一であることこそが必要である」と判示した。当時の学説の圧倒的多数は、

                                                   

*211 ドイチュ /アーレンス・前掲注（205）『ドイツ不法行為法』35 頁。 

*212 Rümelin, Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf - und Civilrecht, AcP 90 

(1900), S. 276-281. 

*213 RGZ 50, 219, 222. 

*214  これは、有名な Träger の論文、Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht, 

Marburg 1904.よりも早い。 

*215 RGZ65, S.57. 

*216 この時期の判決として、RG, Grush 53, 79. RG, JW1909, 46.などがある。 

*217 RGZ 80, 155, 160. 

*218 Paul Oertmann, Recht der Schuldverhältnisse, 3. Aufl.,  1910, S. 39. 
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この判断を支持した *219。 

  ドイツの判例は、今日でも相当因果関係を採用しているが、相当因果関係のない利益を

損益相殺から排除するためにだけ使用しており、利益について相当因果関係があるからと

いって直ちに損益相殺の対象になるとは限らない。相当性のある利益だけが「損害賠償義

務の意味および目的に適合する控除、つまり、被害者に要求できない負担をかけることな

く、加害者に不公正に優遇を与えることのない控除」*220において、考慮されうるのである

*221。  

 

3 相当因果関係論の否定 

  このように、限定的とはいえ、相当因果関係を維持する判例に対して、今日のドイツの

学説は批判的である。相当因果関係論に対する批判を、いち早く展開したのは、Wilburg*222

であった。Wilburg は、Cantzler の相当因果関係論批判より早く、1932 年に、損益相殺に

ついての新たな理由付けを試みた。Wilburg が探求したことは、賠償権利者が保険、扶養

または第三者からの贈与によって獲得した利益を損益相殺として賠償額算定において考慮

することができないことの根拠である。これらの結論は、当時、既に通説となっていたが、

Wilburg は、その根拠を求めたのである。Wilburg の結論は、概ね、次のようなものである。

即ち、加害者が、自ら発生させたすべての損害を除去し、又はこれについて補償すること

は、損害賠償法の根拠と合致する。それゆえ、第三者の給付が損害を除去せず、単に損害

を移転するだけである場合は、損益相殺はなされない。  

 一方で、Wilburg は、この準則を修正し、追加的に、契約目的を考慮することを認めて

いる。即ち、第三者との法律関係に基づき、第三者が損害を負担したのではあるが、当該

法律関係によれば、賠償権利者が当該結果を保持すべきではなく、また、第三者に賠償を

移転すべきでもない場合は、賠償債権者は、直接保護される法益の価値を上回る利益を第

三者の同意がある場合にのみ請求することができ、当該損害は、当該法律行為によって第

三者に移転する。これに対応するのが、第三者の任意の支払の場合の制限である。この場

合は、常に損害の移転が存在するにもかかわらず、贈与者が、被害者に、当該事案におけ

る、加害者による賠償給付を取得させる意図がなく、まさに損害だけを補償させようとす

る意図を持っている場合は、控除が必要である。このように、結局、Wilburg は、その準

則を別の方向で限定している。つまり、利益が単なる損害の移転を意味するのでは無い場

合は、利益を、直接侵害された法益の客観的価値から控除するべきではない。Wilburg は、

その根拠を、Walsmann と Oertmann の具体損害概念(konkreten Schadensbegriff)及び損害賠

償の権利追求性に求めた。 

 このように、Wilburg は、単なる損害の移転は損益相殺を生じさせないとした。これは、

                                                   

*219 Klaus Cantzler, Die Vorteilsausgleichung beim Schadensersatzanspruch, AcP 

156(1957), S.29, 36f. 

*220 BGH, NJW 1997, 2378. 

*221 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.42. 

*222 Walter Wilburg, Zur Lehre von der Vorteilsausgleichung, JherJb 82 (1932), S. 51 

ff. 
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結局、賠償請求権が代位等によって移転する場合に、損益相殺を否定したものである。損

害賠償を受けた後に、賠償権利者が利益の給付者に、償還しなければならない場合も同様

であろう。一方で、Wilburg は、賠償請求権が移転したり、賠償権利者が償還したりする

必要が無い場合は、結局のところ、給付者との関係、特に給付者の意思によって、損益相

殺を決定している。そして、第三者の贈与で、当該第三者が賠償権利者が二重に給付を受

けることを許容している場合（もっとも、実際上は、多くの場合がそうであると思われる。）

は、損益相殺を否定している。ここで根拠となったのも、具体的損害概念である。 

 さらに、相当因果関係論に対する批判を推し進め、後の学説 *223に大きな影響を与えたの

は、Cantlzer*224である。第 1 章において紹介した、澤井裕 *225や北川善太郎も、Cantzler の

論文を引用して議論を展開しており、その影響は、日本にも及んでいるといえる。この

Cantzler の見解を詳しく見ていこう。 

 Cantzler は、損益相殺の理論を次のように説明する。  

「加害者は契約義務あるいは法益を侵害したがゆえに賠償を給付しなければならないので

ある。損益相殺が、この賠償義務したがつてその選考せる権利侵害に密接に依存している

ということは、この侵害された権利に損益相殺の根拠を求めることに近い。すなわち加害

者は当該権利を助成したとき、利益を享有するにいたる。  

 かくて損害賠償と損益相殺との関係と損益相殺の本質的基礎が明らかになる。契約義務

あるいは法益が侵害されたがゆえに、賠償義務が確立されたのである。この場合法益ある

いは権利義務の助成は加害者にとつても利益となるということが、論理と正義にかなつて

いる。損害賠償は権利侵害に根拠づけられ、損益相殺は権利助成に根拠づけられる。  

……すなわち侵害された契約義務あるいは侵害された法益の助成を意味するところの利益

が控除されるべきである。 

 損益相殺のより深い意味は損害と利益の相殺ではなくして権利侵害と権利助成の相殺で

ある」 *226 

 そして、Catztler は、「加害者は契約義務あるいは法益を侵害したがゆえに賠償を給付

しなければならないのである。損益相殺が、この賠償義務したがつてその選考せる権利侵

害に密接に依存しているということは、この侵害された権利に損益相殺の根拠を求めるこ

とに近い。すなわち加害者当該権利を助成したとき、利益を享有するにいたる」*227と説く。

                                                   

*223  例えば、Josef Esser/Eike Schmidt, Schuldrecht, Bd.Ⅰ /2, 7.Aufl., 1993, S.235f, 

Helmut Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht, Bd. Ⅰ , 2.Aufl. 1980, S. 206, 

Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 141), S.494, Karl Larenz, Schuld recht, Bd.Ⅰ , 14.Aufl., 

1987, S 531. 

*224  澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」81 頁に詳しく紹介されている。  

*225  第 1 章で紹介したように、澤井は、加害行為と利益との間には因果関係が必要であ

るとしたが、その因果関係は条件的なもので足りるという。なお、澤井が相当因果関係を

要求しない理由は明確ではない。 

*226  Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.52. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」84

頁によった。 

*227 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.59. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」84
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結論として、Cantzler は、「賠償義務を生ぜしめた事情によつて、惹起された利益は、そ

れが、被害法益または侵害された契約義務の助成（ Förderung）を意味するとき控除される

べきである。しかしこの種の利益は、それが被害者または第三者の固有の損害回復措置に

もとづき、しかもこの措置が被害者のみの有利に帰せしむべきことを目的とするときは控

除されない。法律の特別規定は個々の事件において、この両標準に優先する」*228としてい

る。 

 この Catnztler の見解について、澤井は「理論的には卓見だと思う」 *229としている。私

も、Catnztler の見解は、損益相殺について重要な観点を指摘しているように思われる。し

かし、澤井は、「『相当因果関係説以前』・『相当因果関係説』・『相当因果関係説の修

正』・『相当因果関係説の否定』」という流れで、ドイツの判例・学説を整理し、その最

後の「相当因果関係説の否定」に属する見解として、Catnztler を紹介している。それゆえ、

既に見たように相当因果関係論の（脆弱な）論拠との比較で、「卓見」といっているにす

ぎないことに留意する必要がある。一方、我々は、Catnztler 以前の、損益相殺に関するド

イツの学説の根拠として、具体的損害概念が存在することを知っている。それゆえ、相当

因果関係論の当否という、表面的な議論ではなく、より実質に踏み込んだ検討をすること

が可能であり、また、それによって、自ずと Cantzler の関係に対する見方も変わってくる

のである。 

 さて、その具体的損害概念であるが、一見したところ、Cantzler の見解には見られない。

しかし、Cantzler は、単純な差額説からの演繹で損益相殺を基礎づけているのではない。

Cantzler は、「損害賠償は権利侵害に根拠づけられ、損益相殺は権利助成に根拠づけられ

る」としているのである。19 世紀ドイツの私法学の最大の成果の 1 つは、加害行為と賠償

額とを一応分離した上で、損害賠償額を、加害行為と因果関係のある全損害とする単純な

定式を確立したことである。この定式の下で、差額説は、損害を、現実の財産状態と加害

行為がなければあったであろう財産状態との差額として、抽象化した。そして、この抽象

化に基づき、加害行為によって被害者の財産状態について生じた、プラスの変化も損害額

の算定において考慮しなければならないという損益相殺理論が確立されたのである。しか

し、この理論では、保険金や扶養請求権など、損益相殺の対象にならない利益が多数存在

することを充分説明することはできなかった。それゆえ、損益相殺の論者は、通説である

差額説を否定して損失説を採用し、また、そこまで行かなくとも、具体的損害概念を用い

て、損益相殺の否定を説明するなどしてきたのである。  

 Cantzler の見解は、明確に、この基本的な理論の枠組みから逸脱している。Cantzler は、

損益相殺と損害賠償とを対置させ、両者の根拠を共に、権利侵害／助成としている。これ

は、加害行為と賠償額とを分離し、抽象的に損害を算定するという、従来の通説とは異な

る立場である。従来の通説の理解では、権利侵害は損害賠償成立の要件ではあっても、そ

れが直接損害賠償額に影響することは否定されていた。「損害賠償は権利侵害に根拠づけ

                                                                                                                                                                        

頁によった。 

*228 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.59. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」82

頁によった。 

*229 澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」87 頁。 
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られ」るという表現は、それ自体では、抽象的であり、当然のことをいうものと思うかも

しれないが、Cantzler は、損益相殺の議論をしているのであり、損益相殺は賠償額を決定

する際に、考慮すべき要素の 1 つである。ゆえに、Cantzler は、損害賠償額を決定する際

の根拠を、権利侵害／助成に求めているというべきである。そして、いかなる理論を採る

にせよ、賠償額は具体的に決定されなければならない。それゆえ、損害賠償額決定の根拠

を権利侵害／助成に求める以上、その権利侵害／助成は具体的なものが想定されていると

考えるのが自然である。即ち、Cantzler の見解は、具体的な権利侵害／助成を損害賠償の

根拠と考えるものであり、これは具体的に損害を理解していることに他ならないはずであ

る。 

 このように、Cantzler の見解は、理論的には、具体的な損害理解に結びつき、それによ

れば、加害行為による、具体的な権利侵害／助成に基づいて、侵害と助成とを差し引きし

た上で、損害賠償額を算定することになるはずである。  

 しかし、Cantzler の見解は、徹底を欠いている。即ち、Cantzler は、実際には、具体的な

損害理解を採用せず、権利侵害／助成をかなり抽象的に捉えている。例えば、鼠径ヘルニ

ア（脱腸）の坑夫を担架で運んでいた者が、誤って担架を落としたために、患者は負傷し

たが、その衝撃で、鼠径ヘルニアが治ったという例を挙げる。この例について、Cantzler

は、「担い手は坑夫の健康を侵害したがゆえに賠償義務を負う。しかしこの同じ侵害が同

じ法益を助成し、彼に利益をもたらしたのである。すなわち坑夫は脱腸から回復したので

ある。しかし担い手に健康についての利益を与えることなく、健康についての賠償義務を

負わせることはできない」*230として、法益侵害／助成の対象となる「法益」を健康という

抽象的な概念で捉えている。その結果、法益助成として把握される利益が、広く捉えられ

ることになる。例えば､Cantzler は、「被害者あるいは第三者が、加害者の賠償に先んじて

加害を契機として損害を除去し、固有の損害回復措置をなすことがある。この措置は我々

の意味における真正の利益であり、加害によつて条件づけられ、侵害された契約義務ある

いは侵害された法益の助成を意味する」 *231という。Cantzler は、この種の事例は、損益相

殺の分野では支配的な役割を演じるとして、具体的な例を挙げている。それは、保険金、

贈与、年金及び相続財産である。 

 結局、Cantzler は、給付の目的によって、損益相殺を判断することを正当とする *232。

Cantzler は、「これらの場合において、利益は自由な行動によるのであつて機械的因果経

過によるのではないということは、この種の利益について別の取扱を要求する。各個人は

これらの場合において、自律的である。すなわち彼は、自分で予防的にあるいは事後的に

加害を考慮して、利益を生ぜしめるか否かを自由に決定できる。だが彼はこの利益によつ

て加害者あるいは被害者のいずれを有利ならしめようとするかの決定においても自由でな

                                                   

*230 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.55. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」84

頁によった。 

*231 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.55. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」85

頁を参考にした。 

*232 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.58. 
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ければならない」*233と説明する。ここには、法益侵害／助成に根拠をおく、損害賠償・損

益相殺という思想は見られない。利益を生じさせた者が、加害者を損害賠償義務から免責

することを意図したか、あるいは、被害者に損害賠償請求権を残存させることを意図した

かによって、損益相殺を判断するということは、結局のところ、損益相殺を、被侵害法益

とは関係のない、利益の供与者の意思に委ねるということである。Cantzler の見解は、損

益相殺に関する基礎理論と個々の判断が結びついておらず、その結果、判断基準が極めて

曖昧なものとなる危険性があるということができる。  

 澤井も、次のように、Cantzler の基準の曖昧さを指摘する。「競馬の騎手が馬を異常に

酷使したために賞金を獲得したが馬を殺した例でも、法益を馬の身体健康と考えるなら、

賞金は何らの助成を意味しないが、馬の価値（すなわち金銭価値）だと考えれば賞金は明

らかにそれを助成している。これでは損益相殺の公式としての意義はうすいのではない

か。」 *234 

 このようなことになった原因は明らかであろう。損害賠償、損益相殺の根拠を、法益侵

害／助成に求めるという考え方を打ち出したにもかかわらず、問題となる法益を充分具体

化しなかったために、損益相殺の対象となる利益を限定するという機能を果たすことがで

きなかったためである。「利益は、それが、被害法益または侵害された契約義務の助成

（Förderung）を意味するとき控除される」といっても、「被害法益または侵害された権利

義務」が抽象的なものであれば、「助成」を意味する利益は無限に拡大しうる。その結果、

Cantzler は、保険金、贈与、年金等の「助成」を意味する利益を損益相殺から排除するた

めに、利益供与者の意思を持ち出さなければならなかったのであろう。  

  Cantzler が、被侵害法益と利益との関係を考慮すべきとの考え方を打ち出したことは高

く評価することができる。しかし、「損害賠償は権利侵害に根拠づけられ、損益相殺は権

利助成に根拠づけられる」との理論を徹底させれば、異なる結論に達しえたように思われ

る。 

 損益相殺における相当因果関係論は、民法（損害賠償法）への相当因果関係の導入の中

で、採用されたものである。この理論は、主に、損害賠償と同じ扱いをすべきであるとい

う理論的観点から採用されたものであるが、既に、Oertmann は、個々の場合に控除される

べき利益の範囲については、疑問があるとしており *235、当初からかなり問題があるものと

認識されていた。そのため、Oertmann も、実際の判断においては、具体的損害概念に依拠

している。そのためか、判例も、損益相殺について相当因果関係を採用することは躊躇し

たようであり、また、早くも 1932 年に、Wilburg が相当因果関係論を批判している。そこ

で、提唱された理論も、具体的損害概念に依拠するものであった。  

 ところが、相当因果関係論に対して、理論的見地から、強力な批判を加えた Cantzler は、

具体的損害概念を採用せず、損害をかなり抽象的に理解した。そのため、結局、Cantzler

は、損益相殺の判断の根拠を、給付の目的に求めることになり、その基準はかなり曖昧な

                                                   

*233 Cantzler, a.a.O.(Fn. 219), S.58. 訳は、澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」85

頁によった。 

*234 澤井・前掲注（20）「損益相殺（三）」87 頁。 

*235 Oertmann, a.a.O.(Fn. 218), S. 39. 
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ものとなった。そのため、損益相殺に関する議論は、更なる展開を見せることになる。  

 

第 4 相当因果関係論に代わる統一的規範定立の試み 

1 前述のように、損益相殺における相当因果関係論には、強力な批判がなされた。これを

受けて、相当因果関係論に代わる、統一的規範の定立が模索された。  

 

2 Rudloff*236 

 Rudloff は、「利得の防止と利益の分配としての、利益の調整」（Der Vorteilsausgleich als 

Gewinnabwehr und Glücksteilhabe）と題して、損害賠償における利益の取扱について検討し

た。Rudloff の見解の特徴は、発生した利益が誰に与えられるべきかという観点から検討を

行った点にある。これは、Cantzler が「損害賠償は権利侵害に根拠づけられ、損益相殺は

権利助成に根拠づけられる」として、被侵害法益との関係で、損益相殺を検討したことと

は対称的である。 

 さて、前述の通り、Rudloff は、発生した利益を誰に与えるべきかという観点で検討を始

めている。まず、区別されるべきは、偶然（Zufall）発生した利益か、「配慮」（Sorge）

によって生じた利益かということである。この「配慮」とは、金銭、時間、労働または危

険、その他の、利益を得るために必要なものを提供することを表している。偶然発生した

利益については、非日常的というほど有利ではなく、その点では、通常の事実上または法

律上の状況によって生じた利益やそのようなものと、非日常的で、特に幸運な因果経過か

ら生じた利益とを区別するべきであるとされる。Rudloff は、前者の利益の控除は、利得禁

止の観点から正当化できるとして、広く控除することを認めている。一方、後者の「不幸

中の幸運」（Glück im Unglück）事例は、利益は、原則として、加害者に有利に扱われる

が、加害者が利益を受けるに値しない場合や、故意または重過失のある場合は、例外的に、

被害者に有利に扱われる。一方、配慮によって、利益が発生した場合は、その利益は、配

慮をした者に与えられるべきであるという。そして、利益が第三者によって生じた場合は、

当該配慮を行った第三者は、その利益によって、誰を優遇するかの決定権を持つとする。  

 具体的事例の解決についての Rudloff の結論は、概ね、通説と一致している。もっとも、

偶然発生した利益については、かなり通説と異なるところがある。特徴的なのは、騎手事

例などの「不幸中の幸運」事例において、故意、過失といった賠償義務者の主観を基準に

判断している点である。後述するように、一般的なドイツの学説は、賠償義務者の主観の

考慮に強い忌避感を示している。興味深いことに、澤井論文も、騎手事例について、「結

局は事案のすべてを総合して、右の賞金を騎手、馬主いずれに与えるのが衡平か……の判

断いかんにかかつている」 *237として、主観の考慮を認めている *238。  

 

                                                   

* 236  Karl Rudloff, Der Vorteilsausgleich als Gewinnabwehr und Glücksteilhabe, 

Festschrift für Fritz von Hippel, 1967, S.423. 

*237  澤井･前掲注（20）「損益相殺（三）」87 頁。  

*238  なお、澤井論文が公表されたのは 1958 年から 59 年であり、Rudloff の論文は、1967

年である。それゆえ、澤井が Rudloff の論文を参照した可能性はない。 



 

第 3 章 比較法的に見た損益相殺 

77 

 

3 Thiele*239 

 Thiele は、差額説からも利得禁止からも、具体的な正当化事由を導き出すことはできな

いとする。そのため、利益を控除することを原則とは考えず、利益の控除には正当化事由

が必要であると考えた。この原則と例外の逆転が、Thiele の見解の特徴である。Thiele は、

この正当化事由の存否を、利益と損失との間に、損害算定の観点から見て、解くことがで

きない内的関係（unlösbarer innerer Zusammenhang）が存在するかどうかによって判断して

いる。この内的関係こそが、Thiele の見解の見解の中核である。それゆえ、内的関係の有

無をどのように判断するかが問題となる。Thiele は、「基準となるのは、常に、個別の事

案の状況とその法的な評価である」*240としている。Thiele の見解は、当該事案についての

法的な評価から、当該利益を考慮すべきか否か判断するというものであり、結局は、その

ような考慮を通じて、当該事案において、賠償されるべき損害を算定するというものであ

ろう。そうであれば、Thiele の見解は、Walsmann や Oertmann の具体的損害概念、Cantzler

の損害と利益の同質性基準と同様の発想に立つものといえよう。  

 なお、Thiele の説いた「解くことができない内的関係（ unlösbarer innerer Zusammenhang）」

という基準は、多くの判例において採用されている *241。  

 

4 Büdenbender*242 

 Büdenbender の見解は、まず、損益相殺と第三者損害の清算（Drittschadensliquidation）

とを結合した点に特徴がある。さらなる、Büdenbender の見解の特徴は、徹底的な法的評

価を指向した点にある。  

Büdenbender は、一般的な基準による統一的な解決ではなく、個々の事案に即した客観

的かつ具体的な解決を探求した。その結果、Büdenbender は、相当因果関係を放棄し、事

例群に従い、法的評価によって損益相殺を整理しようとした。具体的には、BGB254 条 2

項から、被害者が義務を越えた損害軽減を行った場合の損益相殺の否定が導かれる。

BGB267 条からは、第三者が損害を填補する給付を行った場合に、誰を優遇するか決定す

る権利を有することが導かれる。チャンスとリスクの等しい取扱という原則（この原則は、

ドイツ連邦基本法の平等原則と間接的な第三者効（mittelbare Drittwirkung）から導かれる。）

からは、被害者または第三者の援助なしに、偶然発生した利益の控除可能性が導かれる。

債務関係の相対性原則及び BGB249 条 2 文から、被害者及びその契約相手との関係は、加

害者と被害者との法律関係に影響しないといったことなどが導かれるとされる。  

  Büdenbender の見解は、個々の事案の類型ごとに、法的評価を探求したものであり、従

来の議論より、はるかにきめ細やかな議論を行っている。この点で、Büdenbender の見解

は、高く評価できる。角度を変えると、この検討は、損益相殺の判断は、事案に即した様々

な法的評価が必要であり、一律の法的評価には馴染まないということを示しているという

                                                   

*239  Wolfgang Thiele, Gedanken zur Vorteilsausgleichung, AcP 167(1967), S.193. 

*240  Thiele, a.a.O.(Fn. 239), S.206. 

*241  vgl. BGHZ 136, 52, 57. BGH, NJW-RR 1987, 246, 247. 

* 242  Ulrich Büdenbender, Vorteilsausgleichung und Drittschadensliquidation bei 

obligatorischer Gefahrentlastung, 1996. 
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こともできる。その一方で、Büdenbender の論理はしばしばかなり強引であり、また、場

当たり的な解決を行っているようにも見える。これは、損益相殺の問題全体を見渡した、

基本的な指針の必要性を示唆しているように思えるのである。  

 

5 Wendehorst*243 

  Wendehorst の見解は難解であり、その正確な説明は、ドイツの文献でさえ断念している

*244。それゆえ、本稿でも、簡単に紹介するに留める。特徴的な点を取り上げると、Wendehorst

の見解の中心には、アリストテレスの iustitia commutativa（交換的正義）から導き出した、

静止原理（Statikprinzip）がある。この静止原理は、様々な債務法上の請求権の形態を描写

する、一般的な法原理として探求されたものである。  

 Wendehorst の研究は、理論上は興味深い点を含んでいるものの、実務的な価値はほとん

どないと評価されている *245。このことは、損益相殺という問題について、統一的に評価す

ることが困難であることを示している。  

 

6 Thüsing*246 

  かつて、相当因果関係論は、賠償されるべき損害について相当因果関係を必要とするが

故に、控除されるべき利益についても相当因果関係がなければならないと説いた。この考

え方について、詳細な再検討を行ったのが、Thüsing である。彼は、損益相殺の歴史の検

討、比較法の検討及び法と経済学の観点からの検討を行った。Thüsing は、最終的に個別

の類型ごとに、損益相殺の判断を行っている。  

 Thüsing は、対称思想（Symmetriegedanke）と名付けたが、かつて、ドイツのライヒ裁判

所は、賠償される損害について相当因果関係が必要とされることとの均衡上、控除される

利益にも相当因果関係が必要であると解していた。我が国でも、石坂が、これと同じ見解

を唱えて、通説化した。Thüsing は、この対称思想について検討した上で、損益相殺につ

いては、機会と危険の一致という点でのみ、根拠たり得るとする。この機会と危険の一致

は、古くはローマ法においても承認された法原則であり、例えば、危険負担については、

一般的に危険な行為による利益を受ける者は、その不利益な結果についても責任を負わな

ければならないということによって根拠づけられる。Thüsing は、この法原則を、損益相

殺にも適用することができるとするが、その適用範囲を相当限定している。そのため、単

なる外形的な損害と利益との対応のみに注目して、対応思想に基づき、包括的に損益相殺

理論を構築することは否定している。  

 また、Thüsing は、現在のドイツの支配的見解である、損害と利益の合致を損益相殺の

要件とすることにも否定的である。Thüsing は、利益と損害とが同じ法益に該当しなけれ

ばならないとすることは、具体的損害理解（ konkreten Schadensverständnis）に立脚するも

のであり、その名残が、対応基準（Kongruenzkriterum）であると説く（対応基準について

                                                   

*243 Christiane Wendehorst, Schaden und Ausgleich, 1999. 

*244 vgl. Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.53. Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.492. 

*245 vgl. Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.53. Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.492. 

*246 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79). 
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は、後述する。）。そして、この具体的損害理解は、克服され、対応基準も否定されるべ

きであるというのである。Thüsing は、今日のドグマ的な出発点は、差額説であり、差額

説は全財産に焦点を当てているのであって、侵害された法益のみに焦点を当てるのではな

いという。Thüsing が、具体的損害理解を否定する根拠は、BGB 立法当時、抽象的な差額

説が判例および学説の支配的見解であった、BGB の原状回復原則は抽象的な差額説を採る

ことの妨げにはならない、法と経済学的分析に基づく、損害賠償法の予防目的からの演繹

も、財産を全体として考慮することに賛成するというものである *247。Thüsing の検討は、

もっぱら過去の事情や理論的見地からなされている。Thüsing のいうように、100 年以上前

から、今日に至るまで、ドイツにおける、損害概念については、抽象的な差額説が通説で

ある。それにもかかわらず、損益相殺については、具体的損害理解が支配的見解となって

いる理由については、Thüsing は言及していない。また、対応基準の否定は、理論的根拠

のみによるものであり、実際上の要請に基づくものではない。現に、 Thüsing は、実際上

必要な 2 つの場合には、対応基準を正当としている。その 2 つとは、財産損害と非財産的

利益との損益相殺を否定すること、及び、部分損害（Teilschaden）について賠償すべき場

合（例えば、死亡の場合に、扶養権利者に対する賠償を命じる BGB844 条 2 項）に考慮さ

れるべき利益を限定することである。さらに、前述の通り、Thüsing は、一定の類型につ

いて、損益相殺の当否を検討している *248。しかし、一定の類型において、損益相殺を検討

するためには、当該類型における、損害と利益とをある程度具体的に把握することができ

ることが前提になるはずである。抽象的な差額説を前提に、全財産状況について焦点を当

てるのであれば、どうして、当該類型における損害や利益を想定することができるのであ

ろうか。 

 その理論構成には疑問があるが、Thüsing も、今日のドイツの支配的見解と同様に、類

型ごとに損益相殺の当否を検討するという思考を採用している。  

 

第 5 一般的な準則 

1 前述のように、今日のドイツの支配的見解は、類型ごとに損益相殺の当否を検討してい

る。もっとも、損益相殺に関する一般的な準則が放棄されたわけではない。ここでは、今

日のドイツ法における一般的な準則を取り上げる。  

 

2 法定債権譲渡（Cessio legis） *249 

 例えば、損害保険金のように、一定の給付については、給付によって、損害賠償請求権

が移転することが法定されている（損害保険金について、VVG67 条）。この種の規定は、

様々な法律に置かれている（SGB 第 10 編 116 条以下。連邦社会救助法 4 条 2 文。公務員

法の統一のための基本法 87a 条。EFZG6 条）。この場合の給付は、損益相殺の対象になら

                                                   

*247 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.439ff. 

*248 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.471ff. 具体的には、直接利益、被害者の損害軽減、第三

者給付、扶養損害（望まれない出生と不法行為による死亡）、契約による損害賠償における

損益相殺、損益相殺と税及び共同過失と第三者利益である。  

*249 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.495f. 



 

第 3 章 比較法的に見た損益相殺 

80 

 

ないと解されている。 

 このような給付は、本来であれば、損益相殺の対象になるべきところ、仮に損益相殺を

行うと、譲渡されるべき債権が存在しないこととなる。そこで、これらの規定は、損益相

殺を否定する趣旨を包含しているものと解されている。この解釈自体は、古くから承認さ

れてきたが、差額説との関係では、これらの規定は、差額説に優越する法的評価に基づく

ものであると解することになる。もっとも、損害保険との関係では、新価保険をどのよう

に理解するのか疑問があるが、これについては、後で検討する。  

 

3 精神的利益 *250 

 被害者が、加害行為によって、精神的損害を被るだけでなく、精神的利益をも受けるこ

とがある。この場合は、損害と利益とは損益相殺されない。精神的苦痛は、損害と利益と

に分離することはできず、総合的に評価して、賠償額を決定することになるからである。

また、財産的なものと精神的なものとを比較することはできないので、財産的利益を精神

的損害から控除することもできない。もっとも、財産的利益を受けることによって被害者

の精神的苦痛が慰謝されることはありうるので、そのような利益は、慰謝料の算定におい

て考慮されうる。一方、被害者が精神的利益を受けたことを理由に、財産的損害を減額す

ることはできない。 

 

4 抽象的損害算定 *251 

 抽象的な損害算定の分野では、損益相殺の余地はない。この場合は、具体的な経過と無

関係に、給付の内容を決定することが可能だからである。実際上、意味を持つのは、BGB288

条 1 項の規定する法定の利息請求権である。もっとも、同条 4 項の規定により、法定利率

を超える遅延損害金の支払を請求する場合は、抽象的な損害算定ではないから、損益相殺

の対象となり得る。他に、法律が目的物の一般的な価値の賠償を命じている場合は、損益

相殺は排除される *252。 

 

5 時的限界 *253 

 訴訟において、基準時後に発生した利益については、損益相殺の対象とならないことは

異論がない。損害賠償債務の弁済後や和解後に、利益が発生した場合も同様である。問題

は、このような事情がない場合の時的限界である。学説は、否定的であるが、判例は、後

述の有利な競落事例などでこれを承認している。  

 

6 費目拘束 *254 

                                                   

*250 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.497f. 

*251 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.498. 

*252 例えば、商法（HGB, Handelsgesetzbuch）429 条、658 条、659 条、内水交通法

(BinSchG, Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der 

Binnenschiffahrt)26 条。 

*253 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.499f. 
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  損害の一部について給付がなされる場合に、当該給付の額が当該損害の額を上回ること

がある。例えば、交通事故による後遺症により、被害者が障害年金を受給することになっ

たが、その支給額は、被害者の収入の減少より多額であった。この場合は、年金を控除す

ることができるのは、収入の減少部分に限定され、その他の損害についてこれを考慮する

ことはできない *255。判例 *256によれば、BGB844 条 1 項に基づく請求に関しては、扶養請

求権の喪失に関連する利益のみを考慮することができるとされる。  

 一般的に、利益と損失とは、同一の損害費目に結びつかなければならないと解されてい

る。これが、費目拘束であり、Thüsing のいう対応基準（Kongruenzkriterum）である。 

 この費目拘束は、Cantzler や Thiele の見解、さらには、Walsmann や Oertmann の具体的

損害概念に基礎をおくものである。それゆえ、Thüsing のいうように、費目拘束を認める

ことは、抽象的な差額説との関係で緊張関係にある。このことについては、後で取り上げ

る。 

 

7 加害者の故意過失 *257 

 ALR に見られるように、加害者の故意または過失あるいは過失の軽重によって、賠償義

務の範囲を変えることは、しばしば見られることである。もっとも、BGB は、一般的に、

賠償義務の範囲を加害者の主観とは分離し、完全賠償原則を採用した *258といわれている。

学説の多くは、損益相殺を含む、損害の算定に当たり、加害者の責任を考慮することに否

定的である。もっとも、慰謝料の額の算定には、一般に加害者の故意過失を考慮すること

が承認されている *259。 

 損益相殺において加害者の主観を考慮する見解も少数ではあるが、存在している。たと

えば、Heck*260は、その教科書において、機械が故意に毀損されたが、この損害を除去し

ようと試みる際に、偶然価値のある発明が生じたという事例を挙げている。Heck は、悪意

の加害行為であるとの理由で、この利益が控除されることを否定するものと考えられる。

一般的に、かつ、明確に、Baur*261は、「法的感覚」のみに依拠して、加害者が故意に行っ

た場合は、被害者に生じた利益は、損害賠償請求権を減少させないと主張した。さらに、

Felgentraeger*262は、賠償義務者に利益を与えることを禁止するという一般的な思想のみに

よって、故意の加害者については損益相殺しないことを説明した。また、前述の通り、

Rudloff も、故意又は重過失の加害者は、偶然発生した利益という幸運を受けるに値しない

                                                                                                                                                                        

*254 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.501f. 

*255 vgl. BGH NJW 1985, 735. 

*256 BGH NJW 1980, 1787f. 

*257 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.58ff. 

*258 vgl. Motive, Bd. II, S.17. 

*259 Heinz Thomas, in:Palandt, 40. Aufl., 1981, §847 BGB, S.907. 

*260 Philipp Heck, Grundriß des Schuldrechts, 1958, S.50. 

*261 Fritz Baur, Zum Problem der Vorteilsausgleichung, JW 1937, S.1463f. 

*262  Heinrich Stoll/Wilhelm Felgentraeger, Vertrag und Unrecht, Bd.II, 3.Aufl., 1943, 

S.239. 
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としている。 

 これらの学説に加えて、判例においても、加害者の主観を損益相殺において考慮するも

のがある。 

 

BGH 1975 年 7 月 9 日判決 *263 

〔事案〕 

 遺産の管理人が、遺産の土地を売却して獲得した売上金の一部を用いて、金の延べ棒を

購入した。ドイツマルクの切り上げにより、後に、金の延べ棒は、投資した金額よりも低

い金額で売却された。相続人は、これによる損害と、売上金について利息が付かなかった

ことによる追加の損害を請求した。これに対して、被告の遺産管理人は、責任の存在を争

うとともに、相続財産は元々債務超過であったと主張した。遺産管理人の主張によれば、

その巧みな取引と、受遺者 C との困難な交渉によって、受遺者 C にその請求権の重要な部

分を放棄させ、相続人に約 50,000 ドイツマルクを獲得させることに成功した。一審、二審

は請求認容。破棄差戻。  

〔判旨〕 

（金を購入したことを直ちに遺産管理人の義務違反と認定した原判決に対して、遺産管

理人は遺産を適正に処分する義務を負うのであり、金に投資をすることは充分合理的であ

りうる。本件の具体的事情で、金に投資をすることが義務違反であったかをさらに審理さ

せる必要がある） 

「損害を発生させた事象（金の延べ棒の購入）と被告が主張する受遺者 C との和解による

利益との間には、高等裁判所の事実認定によれば、相当因果関係がないので、被告の主張

を損益相殺の観点で考慮することはできない。しかし、金の購入について、損害賠償義務

を生じさせる義務違反が非難されるべきときは、被告の主張は考慮しないわけにはならな

い。というのは、被告は遺産管理人として、遺産債権者による根拠のない請求権を拒絶す

る義務を負っていた。しかし、遺産債権者に、正当な債権の一部を断念させることは、そ

の任務には含まれていない。－被告が主張するように－遺贈者 C に対して、C が、定期金

遺贈についての和解において、正当な権利を放棄し、それによって、被告は、債務超過に

よる相続財産の破産を回避しただけではなく、原告のために相続財産を 5 万マルク以上確

保することに成功したのであれば、被告はその限度で、原告に対して遺産管理人としての

義務以上のことを行った。一方で、被告が、年金遺贈を解消して確保した収益を要求し、

他方で、被告に金の購入によって生じた損失を理由に責任ありとしようとするのであれば、

このような状況下では、請求は信義則に抵触するであろう。」「この場合、被告のあり得

る責任の重大さが、重要な意味を持つ。被告が善意の熟慮によって行ったことが、後に間

違いであると証明されたのか、または、軽率若しくは非常に大きな過失で行動したのかが

重要となりうる。」 

 

 また、以下のように、ドイツの判例においては、同種の事案でありながら、過失の場合

は損益相殺を認める一方、故意の場合は損益相殺を否定するものが見られる。  

                                                   

*263  FamRZ 1975, 576. 
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BGH 1988 年 1 月 11 日判決 *264  

〔事案〕 

 合名会社の業務執行社員であった被告は、同社の業務執行社員である原告の反対にもか

かわらず、会社のために弁護士Ｌを雇い入れた。この会社においては、雇用契約の締結に

は、他の業務執行社員の同意を得る必要はないとの業務執行社員決議が存在しており、被

告も自己に業務執行権があるものと理解していた。しかし、商法典（HGB）115 条 1 項は、

他の業務執行社員がある行為に対し異議を述べた場合は、当該行為を中止しなければなら

ない旨を規定している。そのため、被告による L の雇い入れは、越権行為であった。原告

は違法な雇い入れを理由に、被告に対して損害賠償を請求した。  

〔判旨〕 

「会社は、被った損害を充分説明し、証明した。これに対して、場合によっては、業務

執行社員は、反対給付が履行されたために、会社の損害を除去し、または、減少させた財

産上の利益がもたらされたことを証明しなければならない。このためには、相互に義務を

負う給付の間に、均衡の取れた価値の関係が存在するということでは不充分である。これ

では、財産の比較の前に、比較の考慮において、どのような役割を収納することができる

かについて、評価的な判断を行わなければならないことを考慮していない (vgl. H.Lange, 

Jus 1978, 649 ff m.w.N.)。ここでは、会社が取引にその意に反して入ったことが顧慮されな

ければならず、実際に押しつけられた反対給付が会社にとって有用に使用できるものであ

ったかどうか、及びどの程度使用できるものであったは、完全に開かれている。そのため、

会社は反対給付ないし分け前を、それがなくても必要とし、または、禁止された措置によ

って、そうでなければ受け取ることがなかった、他の財産的価値ある利益を獲得したこと

を証明しなければならない」 

 

BSG 1995 年 6 月 21 日判決 *265 

 〔事案〕 

 医師である被告が、許可の条件を満たさないにもかかわらず、詐欺によって、疾病金庫

（日本の健康保険に相当する）の金庫医としての許可を受けた（ドイツでは、開業医が保

険診療を行うには、予め、金庫医の許可を得る必要がある）。疾病金庫が、被告による治

療は許されないとして、支払った報酬について、損害賠償を求めて提訴した。これに対し

て、被告は、被告が許可を得なくても、他の医師が医療給付を行い、金庫はそのために支

払をしなければならなかったであろうとして、損益相殺を主張した。  

 〔判旨〕 

 （民法上の損益相殺が、公法の分野にも適用される旨を述べる）  

 「そうでなければ（注－被告が金庫医として治療を行わなければ）原告に支出が生じた

であろうかどうか、及びその額を判断することは許されない。というのは、これによって

発生する利益の控除は、問題となっている損害賠償請求権の性質故に、一般的に問題とな

                                                   

*264 WM 1988, 968. 

*265 NJW 1996, 3102. 
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らないからである。 

 損害を減少させる利益を、立法者は発生した財産損害を算定する際に原則として控除が

損害賠償の目的に合致する場合に限り、相殺されなければならないものとした（規範的損

害概念；Palandt/Heinrichs, 54. Aufl., Vorb. §249 Rdnr. 13 m.w. Nachw.)。この場合に、それ

が妥当するかどうかは、損害賠償法以外の法的な評価を考慮して決定されるべきである。

当部は、無許可の治療によって発生する損害の賠償において、損益相殺の問題と密接に関

係する、正当化されない利得の抗弁について、法律又は契約に違反して提供された給付に

ついての報酬請求権を否定する際に、1994 年 5 月 4 日判決(BSGE 74, 154[158]=SozR 3-2500 

§85 Nr.6)において、金庫医が仕事を行うために基準となる法律の規定は、金庫医のシス

テムが全体として機能することを確保するために決定されなければならず、この目的は、

不当利得法の原則を適用することによって、その効果を失わせることは許されないと判示

した。この判例は、給付が違法な契機でなされたことを理由とする損害賠償に妥当する。

仮にそうでないとすれば、許可を得ていない医師が、法定の疾病金庫の負担で、その権限

なく、許可を受けた医師に適用される法律及び契約上の制限に拘束されることなく、給付

を行う誘因を与えるかもしれない。原告の損害賠償請求については、それゆえ、結果的に

支出を節約したという抗弁を申し立てることはできない。」  

 

 OLG München 1965 年 4 月 8 日判決 *266 

 〔事案〕 

 被告は、その資格がないのに、詐欺によって、大尉に任命された。そのため、ドイツ連

邦共和国は、被告に対して、不法行為を理由に、士官の給料と兵卒の給料との差額を請求

した。 

 〔判旨〕 

「広く行われる、損益相殺のための要件は欠如している。原告には、被告の職務によって、

被告に実際に帰属すべき、伍長、軍曹及び曹長の給料を超える利益は発生していない。な

ぜなら、被告の大尉としての職務は、被告にとっては、大尉の職務としての法的な価値を

有していないからである。このため、原告は、その職務を行うことが法的に可能な大尉の

職務を免れたということはできない。」  

 

 BGH1988 年判決及び BSG1995 年判決は、いずれも違法な行為を行ったものの、それに

よって被害者のためになる行為（労働や診察）が行われた事案である。しかし、BGH1988

年判決は、損益相殺を認めているのに対して、BSG1995 年判決は、これを否定している。

この違いの理由としては、加害者の故意・過失の違いに注目すべきであろう。特に BSG1995

年判決は、損益相殺を認めれば、無許可の医師が疾病金庫の負担で治療を行う誘因となる

恐れがある旨を述べるが、この理由付けがよく妥当するのは、故意に違法行為を行った場

合である。OLG München 1965 年判決の事案も、加害者が故意に違法行為を行ったことは

疑問の余地がない。この判決も、明示的に、加害者の主観を考慮しているわけではないが、

一応は、被告が大尉の職務を行っていたことは間違いない。仮に、原告国が、意図して、

                                                   

*266 MDR1965, 988. 
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被告を大尉に任命したのであれば、被告が大尉の給料を受けることは正当というしかない。

問題は、国が意図せずに、それゆえ、過誤で、被告を大尉に任命した場合である。 OLG 

München 1965 年判決の事案も、結局は、国の過誤というべきであろうが、被告の詐欺とい

った事情が無く、単に国の担当官吏が誤って、被告を大尉に任命したのであれば、被告が

大尉の給料を受領したことを非難することはできないであろう。München 高等裁判所は、

被告の職務は、「大尉の職務としての法的な価値を有していない」というが、その根拠と

なっているのは、客観的に見て、被告に大尉の資格がないということに加えて、詐欺によ

って大尉に任命されたという、被告の悪性であろう。そうであれば、結局、この判決も、

加害者の故意を根拠に、損益相殺を否定したものというべきである。したがって、ドイツ

の判例は明確では無いものの、一定の事例については、加害者の主観を考慮しているもの

といえる。 

 

第 6 類型ごとの検討 

1 理論的背景 

 これまで紹介してきたように、損益相殺に関するドイツの学説は、当該事案における損

害を賠償させるため、それと無関係な利益の考慮を否定するもの（Walsmann、Oertmann、

Cantzler や Thiele）と、抽象的な命題から導いた一般原則によって損害とは無関係に統一

的解決を図ろうとするもの（Rudloff や Wendehorst）に分けることができる。一般的に支

持されているのは、前者であり、今日の完全に支配的な見解は、損益相殺について、何ら

かの方法で、損害と利益との合致を要求している *267。これは、被害者の全財産についての

差額を損害とする考え方（この考え方を「総体財産差額説」という *268。）の否定である。

すなわち、今日のドイツの支配的見解に従う限り、当然に、「加害行為により、被害者が

不利益を受けると同時に、利益を受ける場合がある。このような場合には、不利益から利

益を控除した残額が、賠償を要する損害になる」*269ということはできない。対応原則の下

で、費目拘束が承認される結果、同一の損害費目に関しない利益は損益相殺の対象となら

ない。 

 これは、Thüsing のいうように、具体的損害理解の表れである。損害は、被害者の全財

産の変化というように抽象的に把握されるのではなく、実際に発生した害悪に対応して、

具体的に把握される。加害行為に関連して、複数の害悪が生じたときは、個別の損害を合

計したものが全損害となる。 

 この具体的損害理解を採用することは、事例の類型的な理解と整合的である。類型的な

理解を行うためには、一定の加害行為から、類型的にどのような損害と利益とが生じるか

を想定できなければならない。しかし、現実には、様々な態様で利益が発生することがあ

る。交通事故で被害者が重度の後遺症を負った場合に、消費貸借契約の約定に基づき、被

害者の銀行に対する借入金返済債務が消滅することもある。共働き夫婦の夫が事故で死亡

                                                   

*267  vgl. Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.55. 

*268  用語は、奥田・前掲注（177）『新版・注釈民法（10）Ⅱ』269 頁（北川善太郎・潮

見佳男）による。 

*269  加藤一郎編『注釈民法（19）』（有斐閣、1965 年）46 頁（篠原弘志）。 
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し、妻が損害賠償を請求したという典型的な事例でも、実は、夫が妻を虐待しており、そ

のため、妻は精神的に病んでおり、カウンセリングを受けるなどしていたが、夫が死亡し

たことでストレスの原因がなくなり、カウンセリング費用が節約できたほか、仕事も順調

に進むようになって、給与も増加したということもないわけではない。この場合は、妻に

とっては、扶養の喪失が損害であり、その一方で、カウンセリング費用の節約や給与の増

加という利益を受けたと考える余地もあろう。このような様々な場合を、すべて考慮した

上で、類型化することは困難である。現実の使用に耐える類型化をするためには、費目拘

束を前提とし、それゆえ、具体的損害理解に依拠する他ないであろう。  

 

2 利益の発生源に基づく区別 

 具体的損害理解に依拠すると言っても、利益と損害との結びつきには、強弱があり得る。

今日のドイツ法における、一般的な類型の枠組みは、当該利益の発生源である *270。すなわ

ち、被害者の行為によって利益が発生したのか、第三者の給付等によって利益が発生した

のか、あるいは、これらによらず自然に利益が発生したのかによって区別を行うのである。 

 これは、利益と損害との結びつきの強弱による区別と理解することができる。被害者や

第三者が何らの介入もすることなしに発生する利益は、一般的に、損害との結びつきが強

いものと考えられる *271。一方、被害者の行為による利益は、被害者が損害による不利益を

回避するために採った行動によって生じたものであろう。それゆえ、被害者の行為が介在

する以上、自然に生じた利益よりは、損害と利益との関係が希薄であるといわざるを得な

いが、一応は、損害の発生回避と結びついている。他方、第三者の給付による利益は、損

害の回避というより、損害の穴埋め（填補）にすぎないことが通常であろう。そうすると、

一般的な傾向としては、自然に発生した利益が最も損害との結びつきが強く、第三者の給

付等による利益が最も結びつきが弱いといえよう。この結びつきの強弱は、損益相殺の判

断に影響しうる。それゆえ、具体的損害理解の観点からは、現在のドイツで一般的な類型

の枠組みは、充分合理的なものとして正当化できよう。一方、抽象的な差額説を前提に、

素直に理解すると、損害も利益も、単なる差額として把握され、その原因は捨象されるこ

とになろう。それゆえ、利益の発生源によって、区別して考える根拠を欠くことになるの

ではなかろうか。 

  どのような理論構成を採るかは別にして、今日のドイツ法は、損益相殺を利益の発生源

に応じて、類型的に検討することでほぼ一致している。そこで、以下では、類型ごとの検

討を行う。 

 

3 被害者または第三者の行為によらない利益 *272 

（1） 総論 

 先に、理論的見地から、一般的傾向として、この類型の利益は、損害との結びつきが強

                                                   

*270  vgl. Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.502ff. 

*271 もちろん、様々な場合が考えられるが、前述のように、ここでは、損害と同一の費

目に関する利益であることを前提としている。  

*272 Thüsing は、この類型を直接利益（Direkte Vorteile）と呼んでいる。 
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いものと考えられると述べたが、実際上も、以下で取り上げるように、この類型の利益は、

一般的に広く控除が認められる傾向にある。そのため、この類型の利益は、純粋な計算項

目に緩やかに接近しているとの指摘がある *273。純粋な計算項目であれば、損害と利益の存

在を前提とする損益相殺の問題として処理するのではなく、初めから、全体として、損害

が発生しないものと考えるか、あるいは、損害が利益の分だけ減少した形で発生したもの

と考えることになる。 

 これまでも取り上げてきた騎手事例は、この類型に含まれる。判例は、賠償義務者が自

己の有利になるように、被害者の土地に仮登記を設定していたが、当該仮登記を適時に抹

消することを怠ったために、被害者は当該土地を売却することができず、損害が生じたが、

その一方で、不動産の価値が上昇した事例において、価値の上昇を考慮すべきとした *274。

類似のものとして、違法な建築制限により、不動産を売却することが遅延し、損害が生じ

た場合に、その間の土地の価値の上昇及び賠償権利者に費用を填補しない、建築すべき建

物の賃貸借によって生じた損失の減少を考慮すべきであるとする判例がある *275。他に、判

例は、リースの借り主の契約違反によって、リース物を予定より早期に返却する場合は、

契約に従った返却の場合のリース物の価値と、実際の返却の際のリース物の価値との差額

を考慮すべきであるとした *276。 

 これらの判例は、損益相殺を肯定した例である。もっとも、被害者または第三者の行為

によらない利益であっても、判例は常に損益相殺を行っているわけではない。損益相殺を

否定した例としては、有名な、ビール購入事例（Bierbezugsfall）*277がある。これは、原告

が被告との間でビールの継続的な購入契約を締結したが、適時に、被告が原告にビールを

提供しなかったために、損害賠償を請求したというものである。原被告間の契約には、原

告は被告以外の者からビールを購入しないとの約定が存在し、これに違反する場合は、違

約金を支払うこととされていた。損害賠償訴訟において、被告は、損害賠償から、原告が

支払を免れた違約金を控除するべきであると主張した。ライヒ裁判所は、これを 2 つの理

由から排斥した。1 つは、利益と損失とが、単一かつ同一の行為から発生したものではな

いということであり、もう 1 つは、損益相殺されるべき利益は一般的に生じたものであっ

てはならず、損害を回避するものに限定されるが、当該事案の利益は一般的に生じたもの

であるということである。この理由付けは、当時の通説に基づくものであるが、ともに、

問題の利益と、加害行為･損害との結びつきが希薄であることを言うものである。具体的損

害理解からは、賠償されるべき損害との結びつきの希薄な利益を損益相殺の対象としない

ことは自然な帰結であろう。一方、抽象的な差額説を前提に、損害を財産状態の差額と考

えれば、加害行為や賠償されるべき損害との結びつきを問題にすることは困難ではなかろ

うか。 

 

                                                   

*273 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.502. 

*274 BGHZ 77, 151. 

*275 BGH NJW 1989, 2117. 

*276 BGH WH 1995, 935. 

*277 RG recht 1908, Nr.3240. 
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（2） 支出の節約 

  加害行為の結果、被害者が本来であれば必要な支出を免れることがある。日本法におい

ては、生命侵害の場合の被害者の生活費の控除が有名である。しかし、ドイツ法において

は、生命侵害の場合の損害理解について、いわゆる扶養構成が採用されており（BGB844

条 2 項）、生活費控除の問題は生じない。 

 この類型で有名なドイツの事例は、被害者が入院した場合の食費の節約である。これは、

入院中は、病院が食事を提供するため、その間、被害者は食費を負担する必要がなくなっ

たというものである。この費用の節約は、損益相殺の対象となるものと解されている *278。

同様の論理は、交通事故によって自動車が毀損され、修理を要することとなったが、修理

中に、被害者がレンタカーを使用した場合の、自動車の消耗の節約にも妥当する。他にも、

住居の完成の遅延による損害に対して、遅延によって、被害者が銀行から受ける融資の期

間が節約されたことを考慮すべきであるとされた事例 *279などがある。 

 もっとも、節約された支出が、被害者の不自由によって生じた場合は、当該支出の節約

は、損益相殺の対象とならないと解されている *280。例えば、被害者が、事故で修理中の自

動車について、代わりの車両をレンタルせずに済ませた場合は、自分の車の消耗が節約さ

れたことは考慮されない。美食家の被害者が、食餌療法を受けることとなり、その結果、

食費が大いに減少したとしても、そこで考慮される食費の節約は病院食の価額に限られる
*281。 

 ここで問題となっているのは、結局のところ、単なる損害の算定方法のように思われる。

日本法であれば、被害者が入院して、入院費用が必要となったが、その一方で、食費を節

約することができたというのではなく、端的に食費を除いた入院費用について、本来であ

れば不要な費用が必要になったのであるから、これを損害を捉えることに躊躇はないであ

ろう *282。ドイツ法において、このような迂遠とも思える算定方法が採用されているのは、

原状回復を原則としているためであろう（BGB249 条 1 項）。例えば、事故によって、自

動車を使用することができなくなった者は、代わりの自動車を請求することができる。こ

の自動車の使用のための費用（一般的には、レンタル費用）は、賠償義務者が負担しなけ

ればならない。その一方で、被害者の自動車は修理期間中、消耗することを免れているか

ら、その消耗については、被害者が加害者に返還しなければならないとされるのであろう。

                                                   

*278 OLG Nürnberg VersR 1964, 176; KG VersR 1969, 190; OLG Celle NJW 1969, 

1765; OLG Düsseldorf VRS 56(1979), 2. 

*279 BAG JZ 1971, 380. 

*280 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.504. 

*281 OLG Hamm NJW-RR 2001, 456, 457. 

*282  もっとも、現在の日本の裁判実務においては、入院の際の財産的損害は、治療費と

入院雑費で算定することとされており、このような算定方法は充分合理的と考えられる。

そして、入院雑費は、通常は、ある程度、定額で算定される（日弁連交通事故相談センタ

ー東京支部編集発行『民事交通事故訴訟･損害賠償額算定基準上巻』（赤い本）（ 2014 年（平

成 26 年）版、2014 年）35 頁は、1 日につき 1500 円とする。）。それゆえ、日本において

は、あえて、食費の節約を問題とする必要はない。  
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金銭賠償主義を採用する日本法からは、端的に、自動車の使用不能を損害と捉えて、それ

を金銭評価して賠償を命じればよいようにも思われるが、BGB が、そのような賠償を許さ

ないのである。その結果、損害も、原状回復に馴染む形で把握され、その一方で、原状回

復の観点から被害者の利益も返還しなければならないことになるのである。このように、

この類型は、原状回復原則を採用するドイツ法独自の問題が多く含まれている。  

 

（3） 生命侵害に伴う利益 

  BGB844 条は、生命侵害について、2 種類の賠償を命じている。1 つは、葬儀費用（Kosten 

der Beerdigung）であり（同条 1 項）、もう 1 つは、扶養（Unterhalt）である（同条 2 項）。

問題が多いのは、後者であるが、前者についての賠償も認められていることには留意する

必要がある。なぜなら、前述のように、一般的に対応基準に批判的な Thüsing でさえも、

生命侵害の場合には例外的に、対応基準を肯定しているが、対応基準を前提とする限り、

賠償すべき損害と関連した利益についてしか、損益相殺を認めることはできないからであ

る。死亡それ自体と関連した見舞金等の、公的･私的な給付や援助は葬儀費用との関係での

み問題となる。若干変わったところでは、喪服の購入費用の賠償が争われた事案 *283もある

が、これも葬儀費用との関係で問題となる。  

 ここでは、問題の多い、扶養についての賠償を中心に検討する。なお、死亡を原因とし

て給付がなされることはしばしばあるが、これについては、第三者の給付等による利益に

おいて扱うので、ここでは検討しない。  

 まず、扶養義務からの解放という問題を検討する。BGB844 条 2 項は、扶養請求権の喪

失について賠償を命じるが、扶養権利者が同時に扶養義務者でもあることは、ままあるこ

とである。例えば、夫を失った妻は、夫から扶養を受けることができなくなったが、それ

と同時に、夫を扶養する義務から解放された。夫のみが就業する専業主婦の家庭において

は、現実には、妻が夫を扶養することは考えにくいかもしれない。しかし、少なくとも法

律上は、妻にも夫を扶養する義務が存在し、夫が就業することが出来なくなった場合は、

妻は可能な範囲で就業するなどして、夫を扶養しなければならないのである。それゆえ、

夫を失った妻は、夫に対する扶養請求権を喪失すると同時に、夫に対する扶養義務を免れ

たといえる。この扶養義務からの解放については、支配的な判例は、損益相殺を肯定して

いる *284。これに対して、学説は、配偶者の喪失は明白な利益とは言えない、婚姻から生じ

る義務は、交換関係の枠組みで評価することはできないため、損益相殺に必要な利益と損

失との対応がないとして、損益相殺を否定している *285。この問題は、未だ統一的な解決を

見ていない。しかし、先の例では、夫を失った妻は、夫に対する扶養をする必要がなくな

ったために、不要になった支出を、自らの生活のために使用することができる道理である。

また、実際上の問題として、妻が夫を扶養しなければならないという事例においては、通

常は、夫の妻に対する扶養が多額に上るということもないであろう。そうすると、扶養の

喪失を損害としてみる以上、扶養義務からの解放を利益として考慮することにも充分理由

                                                   

*283  控除の当否は、葬儀の性質によるようである。OLG Celle ZfS 1987, 229. 

*284 BGHZ 56, 389, 393; BGH VersR 1973, 84, 85; 1984, 875, 876. 

*285 Dieter Medicus, in:Staudinger, 12. Aufl., §249 Rn.171. 
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があるように思える。いずれにせよ、判例も学説も、扶養損害という形で、具体的に損害

を理解した上で、検討していることは明白である。なお、死亡した者が、法律上要求され

る程度を越えて扶養を行っていた場合は、損益相殺の枠組みにおいて、遺族に有利に考慮

するものと解されている *286。 

 次に、早期の相続財産の承継という問題を検討する。死亡事故によって、本来よりも早

く相続が生じることとなる。その結果、賠償権利者が相続人である場合は、相続によって、

相続財産を利用することが可能になるから、本来よりも多くの収益を得ることとなる。通

説は、この利益は、通常であれば、侵害事象がない限り、賠償権利者に生じなかったであ

ろう利益の限度において、考慮されると解している *287。それゆえ、相続財産の元本は、賠

償権利者に相続財産が通常の因果経過であっても帰属したであろう場合に、その限度にお

いては、控除されない *288。これに対して、相続財産の収益は、恐らく扶養の負担を賄うた

めに使用され、相続財産の増加や維持のために使用されないであろう限度で、控除される

*289。それゆえ、例えば、生命侵害が発生しなかったとしても、ランニングコストや償却の

ために使用されたであろう、土地の賃料収入は控除されない *290。同様に、農地からの収入

も、それが通常の農場経営において、投資に費やされる限度では、損益相殺の対象になら

ない *291。BGB844 条 2 項は、扶養の喪失について賠償を命じているのであるが、死亡した

者がその財産を切り崩して、賠償権利者を扶養していた場合は、賠償権利者は相続財産を

取得したことにより、実質的には、扶養義務者から受けるはずであった扶養（に相当する

財産）を取得したといえる。それゆえ、その限度においては、扶養は侵害されていないと

もいえよう。一方、相続財産を取得しても、それが扶養に費やされないのであれば、それ

は扶養の喪失という損害とは無関係であり、損益相殺の対象とならないということになろ

う。前章で紹介した、生命侵害に関する ALR の規定を思い出してみよう。ALR99 条は、

死亡が、故意または重過失による場合に、遺族への扶養を行い、教育と持参金を与えるこ

とを命じていた。そして、この場合は、相続財産や、国等からの援助を考慮しないことと

していた（ALR100 条）。一方、通常の過失の場合は、賠償義務者は、相続財産からの収

入や国等の援助では不足する限度で、賠償を行えばよいとされていた（ALR103 条）。第

三者からの給付については後述するが、現在のドイツの法状況は、故意または重過失の場

合に関する ALR の規律に近いといえるだろう。 

 

（4） 賠償義務者の事務処理による利益 

 賠償義務者が、賠償権利者の事務を処理すべき場合において、その事務処理が違法であ

るため、損害を賠償する義務を負うが、その一方で、事務処理の結果、賠償権利者に利益

を生じさせることがある。 

                                                   

*286 BGH NJW 1979, 1501, 1503; OLG Zweibrücken NJW-RR 1989, 479. 

*287 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 141), S.507. 

*288 BGHZ 8, 325, 328; BGH NJW 1957, 905; 1979, 760; BGH VersR 1969, 713. 

*289 BGH NJW 1974, 1236; 1979, 760; OLG Frankfurt NJW-RR 1990, 1440, 1443. 

*290 BGH VersR 1962, 322. 

*291 BGH VersR 1961, 855. 
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 前述の BGH1975 年 7 月 9 日判決、BGH1988 年 1 月 11 日判決及び BSG1995 年 6 月 21 日

判決は、すべて、この類型に属する。この類型においては、賠償義務者の主観（故意、過

失）が、考慮されているのは、興味深い点である。前述の OLG München1965 年 4 月 8 日

判決の事案は、被告は現実には大尉の職務を行ったものの、その職務執行が法的に無価値

と評価されたものである。これは、事務処理の過程が問題となったというより、そもそも、

事務処理自体が、詐欺という違法な原因に基づいて、開始されたものであるが、事務処理

が違法であったことには変わりない。そして、この判決においても、賠償義務者は故意に

違法な事務処理を行っており、それによって生じた利益の損益相殺が否定されているので

ある。 

 一般的に、ドイツ法においては、賠償義務者の主観面の悪性は、故意過失を必要とする

という限度で、損害賠償の要件となることはあっても、損害賠償の範囲には影響しないと

解されている *292。賠償義務者が故意であるからといって、通常より重い賠償義務を負担す

ることもないし、賠償義務者が軽過失であるからといって、通常より賠償義務が軽減され

ることもないはずなのである。しかし、この類型に関しては、判例は、損益相殺という賠

償範囲の決定に当たって、賠償義務者の主観を考慮しており、非常に興味深い。  

 

（5） 小活 

 原則で述べたように、被害者または第三者の行為によらない利益は、一般的に広く損益

相殺が認められる傾向にある。本稿では、具体的な類型として、支出の節約及び生命侵害

に伴う利益を取り上げたが、これらについても、ドイツ法の原状回復原則の影響によって、

若干修正を受けている点はあるものの、全体としてみれば、問題となっている損害を算定

するという観点から、損益相殺について判断しているといえる。注意すべきは、賠償義務

者の事務処理による利益の類型である。この類型では、賠償義務者の主観が考慮されてい

る。賠償権利者の主観については、慰謝料の算定において考慮する余地があるが、現在の、

懲罰性を排除した損害論を前提とする限り、賠償義務者の主観は、損害額の算定に影響を

及ぼさないはずである。それが考慮されているということに、単なる損害の計算項目に止

まらない、損益相殺固有の問題が存在するように思える。  

 

4 被害者の行為による利益 

（1） 総論－被害者の努力による損害軽減 

 損害は、常に、加害者ではなく被害者の側に発生する。それゆえ、損害を惹起したのは

加害者であっても、損害の発生または現実化に当たり、被害者の行為が介在することは、

まま見られることである。例えば、加害者が被害者に暴行を加えて、傷害を負わせたとす

る。しかし、被害者が負傷しても、それだけで、直ちに現実の所得の減少につながるわけ

ではない。被害者が職を失ったり、それまでの高賃金の仕事をすることができなくなった

り、就労時間が減少したりすることによって、初めて、所得の減少が生じるのである。そ

して、ここには、被害者の行為が介在する。被害者が通常以上の努力をするなどして損害

回避に努めた場合、現実の所得は減少しない可能性があるのである。この場合に、被害者

                                                   

*292 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.444. 
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の努力によって生じた利益を、損益相殺するかという問題が生じる。この被害者の努力に

よる損害軽減という類型について、ドイツでは、一般的に、次の判例が参照されている。  

 

BGH1971 年 2 月 16 日判決 *293 

〔事例〕 

 原告は、自動車教習所の教官である。被告の自動車が、原告の教習用自動車に衝突し、

被告は事故による損害を賠償する義務を負うことになった。そこで、原告は、自動車を修

理する間、教習を行うことができなくなったとして、その間の報酬の喪失について賠償を

請求した。なお、原告の自動車は、教習用の特殊な車両であり、修理期間中に、代車を借

りて教習を行うことは不可能であった。一審及び二審は、原告の請求を概ね認容した。こ

れに対して、被告が上告。上告審では、原告が、自動車の修理後に、原告が超過勤務を行

い、結局、原告には経済的な損失が生じていないことが問題となった。  

〔判旨〕 

「控訴審裁判所は、この問題を損益相殺の観点から捉えている。当該分野において、被

害者自身の行為に基づく利益は、それが、BGB254 条 2 項 1 文の損害軽減義務を越える場

合は、控除されないとの、実に一般的な法解釈が妥当する」「これは、BGB254 条 2 項か

ら直接生じるものではないが、この規定において明らかにされた評価の意味に即した適用

によって生じるものである」 

「被害者が、BGB254 条 2 項に基づく追完（Nachholung）の義務を負わない限度では、被

害者の損害賠償請求権は、そのまま残る；被害者が、追完を義務づけられる限度において

のみ、被害者の請求権は減少する」 

「いかなる事例においても、損益相殺の分野において、本来の意味で発展した、損害事

象と関連した有利な事情は、控除が損害賠償の目的に合致し、加害者を不当に免責するこ

とがない場合に限り、斟酌されるべきであるという原則は、ここでも妥当する。同様に、

当該法思想及び BGB254 条 2 項の法的評価から、被害者の義務を越えた努力による損害回

避･軽減によって、加害者を免責すべきではないことが察知されるべきである。」  

「それゆえ、控訴審裁判所の法的出発点は、結論において是認することができる」とし

て、上告を棄却した。 

 

 BGB254 条 2 項 1 文は、被害者の損害軽減義務を規定している。「被害者が、損害の発

生後、これを期待可能な措置によって改めて回避･軽減することを怠った場合に」は、同文

により「賠償請求権の縮減」がなされることになる *294。例えば、「被害者は、それが容態

の改善にとって必要であり、特別なリスクもない場合には、手術を受けなければならない」

*295。これによって、被害者が、期待される措置によって損害軽減を行わない場合でも、加

害者は、被害者が期待される損害軽減措置を採った場合と同じ賠償を行えばよいことにな

                                                   

*293 BGHZ 55, S.329ff. 

*294 ハイン･ケッツ／ゲルハルト・ヴァーグナー著、吉村良一／中田邦博監訳『ドイツ不

法行為法』（法律文化社、2011 年）372 頁。 

*295 ケッツ／ヴァーグナー・前掲注（294）『ドイツ不法行為法』372 頁。 
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る。一方、ドイツの判例及び通説は、損害軽減義務を損益相殺の場合にも援用する。被害

者が、義務を越える損害軽減を行った場合は、当該行為による利益は損益相殺の対象とな

らない。 

  論理的帰結として、被害者が期待される損害軽減措置を採ることを怠り、その結果、過

大な損害が発生した場合も、逆に、損害軽減義務を越える努力を行い、その結果、損害が

回避･軽減された場合も、被害者が期待通りの損害軽減を行った場合と、賠償額は同じにな

る。もちろん、法律が期待する損害軽減措置の範囲には幅がありうるのであり、実際には、

被害者の措置如何に関わらず、一定の賠償額が定まるわけではないであろう。しかし、損

害軽減義務が、損害額の定額化の方向に作用していることは疑問の余地がない。  

 ドイツの学説の多くは、損益相殺を利益の帰属の問題として捉え、その結果、被害者が

義務を越える損害軽減のための努力を行った場合は、それによる利益は被害者に与えられ

るべきであるという考え方に立っているようである。もちろん、このこと自体は正当な考

え方であると思われる。しかし、角度を変えて見れば、被害者が期待される損害軽減措置

を怠ったことによる損害は被害者が負担すべきであり、その一方で、被害者が義務を越え

る損害軽減のための努力をした場合は、その利益は被害者が享受するのであるから、結局、

加害者が賠償すべき損害は、被害者の現実の努力に関係なく決定されるべきことになる。  

 この判決の事案についていえば、被害者が超過勤務を行うことは損害軽減義務の範囲を

超えると考えられている。それゆえ、被害者が超過勤務を行ったことは度外視して、被害

者が働くことができなかった期間についての報酬の喪失について、賠償を認めている。  

 ここで取り上げた、被害者の義務を越える損害軽減は考慮しないという準則は、優先順

位の高い準則である。例えば、次で取り上げる、有利な填補取引による利益は、原則とし

て、損益相殺の対象となると解されている。しかし、被害者の義務を越える損害軽減のた

めの努力によって、有利な填補取引が成立した場合は、損益相殺の対象にならないことで、

ドイツの学説は一致している。通常であれば、すなわち、被害者が特別の努力をしたとい

う事情が無ければ、損益相殺すべき類型でも、被害者の義務を越えた損害軽減がなければ、

当該利益が発生しなかった場合は、その利益は損益相殺の対象とならないのである。それ

ゆえ、この被害者の行為による利益という類型については、被害者が通常期待される程度

の努力をすることを前提として議論を進めなければならない。被害者の行為による利益に

含まれる、いかなる類型についても、被害者の損害軽減義務を越える努力によって、当該

利益が獲得された場合を考えることはできるが、そのような場合は、当該利益は、損益相

殺の対象とならない。以下では、被害者が、損害軽減義務を越える努力をしないことを前

提として、検討する。 

  なお、この判決に出てきた「控除が損害賠償の目的に合致し、加害者を不当に免責する

ことがない場合」に、損益相殺がなされるということは、損益相殺についてドイツの判例

がしばしば持ち出す「基準」である *296。もっとも、この「基準」の根拠は明確ではなく、

そもそも、「基準」といいうる程度のものかも疑問であり、評価そのものにすぎないとも

考えられる。このような曖昧な「基準」に依拠しているところにも、損益相殺に関する議

論が未成熟であることが現れているように思われる。  

                                                   

*296 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.489f. 
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（2） 有利な填補取引 

 物品の売買において、売主が所定の義務を履行しない場合に、買主が他から目的物を調

達することは、しばしば見られることである。このような場合に、売主が買主に対して、

損害賠償義務を負担することは疑問の余地がない。しかし、買主による填補取引が、本来

の契約よりも、買主にとって有利な条件（例えば、本来の契約よりも低額で目的物を調達

できるなど）であった場合は、当該利益を損益相殺することができるのであろうか。ある

いは、逆に、買主が目的物の受領を拒絶したため、売主が、目的物を他に売却することも

ある。この場合も、売主が有利な条件で売買契約を締結すれば、同じ問題が生じる。これ

が、有利な填補取引の問題である。 

 前章で紹介した、RG 1886 年 3 月 2 日判決 *297も填補取引の事例であり、ドイツの判例は、

古くから、填補取引による利益は、原則として、損益相殺の対象となるものとしている。  

 例えば、填補売却（買主の契約違反により、売主が目的物を他に売却する場合）の場合

は、填補売却を度外視して、当初の契約が履行されていたら得られたはずの利益を損害と

することはできない *298。次の判例が示すように、填補売却の場合の損害の算定には、その

売却代金を考慮しなければならない。 

 

RG1916 年 12 月 19 日判決 *299 

〔事案〕 

1914 年 8 月 10 日、原告は、被告に、塩漬けのベーコンを売却した。この商品は、原告

において、燻製を行い、 1914 年 9 月 15 日までに引渡を行うこととなっていた。この契約

は、一部しか実行されなかった。結局、原告は、被告に対して、未受領の分の価格の支払

いを求めて期限を定めて催告し、期限経過後に、債務不履行を理由に損害賠償を求めて提

訴した。一審は、原告の請求を認容した。被告が控訴したが、控訴は棄却された。ライヒ

裁判所は、控訴審判決を破棄し、事件を原審に差し戻した。 

〔判旨〕 

原告の主張によれば、原告は、1914 年 6 月の安い相場で、被告に売却したベーコンの材

料を購入したので、被告と取り決めた売買価格の半分に当たる、 1Zentner 当たり 120 マル

クが純粋な利益である。原告は、未受領の 876.88Zentner について、この割合による利益の

賠償を被告に請求する権利があると主張し、控訴審裁判所はこの損害算定を正当と認めた。 

「この判断は、BGB249 条、252 条に違反する。原告の損害算定は、控訴審裁判所のいう

ようにいわゆる抽象的になされるのではなく、完全に具体的になされる。原告は、通常で

あれば、期待することができた利益の賠償を請求するのではない。」  

 

 この判例のいうように、填補取引の類型は、「損害算定」の一種ということもできる。

そのため、有利な填補取引による利益は、本来の契約による目的物の代金を上回らない限

                                                   

*297 RGZ 15, 65. 

*298 BGH NJW 1981, 1834; 1982, 326. RGZ 90, 160; 102, 348 . 

*299 RGZ 89, 282. 
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度においてのみ考慮することができると解されている。仮に、填補取引の代金額が、本来

の契約よりも有利であったとしても、それは、目的物の調達または処分等について本来の

契約よりも不利にならなかったという意味で、損害が発生しないというに止まり、当該利

益をその他の損害（填補取引の契約に要した費用や目的物の納入や処分等が遅れたことに

よる損害など）から控除することはできない。  

  填補取引を、損害の算定方法の問題と考えれば、契約違反に対して、合理的な填補取引

が行われた場合に、本来の契約代金と填補取引の代金との差額を損害として把握すること

は容易に是認できるものと思われる。それゆえ、填補取引による利益は、損害の算定要素

に近い場合も多いともいえよう。しかし、被害者の損害軽減義務を越える努力によって有

利な填補取引が実現したという場合を考えれば、単なる算定要素としてではなく、損益相

殺の問題として取り扱う意義があるといえよう。そして、通常よりも有利な条件で填補取

引が成立したのは、インフレーション等の市場の変化を別にすれば、被害者の努力による

ことが多いのではなかろうか。 

 

（3） 有利な転売 

 売買において、売主が瑕疵あるものを給付したが、買主が当該ものを第三者に有利な条

件で転売することがある。典型的には、買主が、瑕疵に気づかないまま、当該ものを、瑕

疵のない価格で売却する場合である。この場合も、瑕疵あるものを給付した売主は、損害

賠償義務を負う。問題は、賠償額を定めるに当たり、買主が有利な条件で転売したことを

斟酌することができるかということである。ドイツの判例は、これを否定している *300。 

 よく引用されるのは、前章で紹介したパン職人事例 (Bäckerfall)*301と、ラード事例 *302で

ある。前者においては、判決は、「被告が、小麦粉を横領し、自己の用益に供したことに

より、被告はその価値について利得し、原告は、本来より少ない数のパン、または、本来

より小さいパンを販売したことによって、その分だけ損害を被った」「被告の賠償義務は、

完全に疑問の余地無く認められる」と判示している。一方、後者のラード事例は、契約で

定められた品質より低い品質のラードを提供したため、買主が売主に損害賠償を請求した

事案である。この事案では、原告（買主）が、自治体であり、ラードは、戦時下の配給制

によって、市民に売却されていたという事情があったので、被告は、原告には損害が生じ

ていないと主張した。裁判所は、ラード事例についても、被告の主張を排斥した。  

 有利な転売の類型は、填補取引の場合とは異なり、損益相殺が否定されている。これは、

転売の類型においては、瑕疵あるものが給付された時点で損害が確定し、その後で、有利

な取引が成立しても、そのことは、損害賠償に影響を与えないということができる。填補

取引の場合は、本来の契約よりどれだけ悪い条件で填補取引を行うことになったかが損害

として把握されているのである。そのため、転売事案と填補取引事案との、損益相殺につ

いての判断の相違は、損害の把握方法の相違によるものといえる。  

 

                                                   

*300 RGZ 59, 238,239. 

*301 OLG Braunschweig v.26.1.1891SeuffArch 46, Nr.173, S.272. 

*302 RGZ 90, 160. 
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（4） 有利な競落 

 ここで問題となっているのは、賠償権利者が、賠償義務者の行為によって、その担保権

を喪失したが、その一方で、担保目的物の競売に参加したことにより、市価より安価で当

該目的物を取得したという類型である。  

 ドイツの判例は、損害賠償請求権の原因となった事情によって、賠償権利者が有利に当

該目的物を取得した場合は、損益相殺を肯定している *303。もっとも、競落後に、目的物が

値上がりした場合は、時的関連（ zeitlichen Zusammenhang）がないとして、損益相殺を否

定している *304。 

 この場合は、結局、損害賠償の原因によって、賠償権利者は、担保権を喪失したが、目

的物を有利に取得したのであるから、その差異が損害として把握されているのであろう。

学説は、差額説の立場から、取得後の価格の上昇についても損益相殺の対象とするが、目

的物の価格の上昇は、担保権の喪失と無関係であるから、判例は損益相殺の対象から排除

しているものと思われる。 

 

（5） 次の賃借人による美的修繕 

 これは、建物の賃借人が退去時に美的修繕（Schönheitsreparaturen）を行う義務を負って

いたが、これを怠ったため、賃貸人が損害賠償を請求したというものである。これに対し

て、賃借人は、次の賃借人が退去時に美的修繕を行った以上、もはや美的修繕は不要であ

り、賃貸人に損害は生じていないと主張する。  

 この類型では、判例の趨勢は、損益相殺を否定している *305。支配的な学説も、損益相殺

を否定する *306。債権者が本来受けるべき利益を受けることができなかったが、次の取引先

との間で有利な取引をすることができた結果、損害が表面化しなかったという点で、この

類型は、有利な転売の類型と類似している。そのため、判例が、損益相殺を否定するのは

当然であろう。ここでは、賃借人が美的修繕を怠ったことが損害として把握されている。  

 

（6） まとめ 

 被害者の行為による利益についても、結局は、被害者または第三者の行為によらない利

益と同様、損害を算定するという観点から損益相殺について判断しているものといえよう。

ここで注意すべきは、2 点である。1 点目は、初めに述べたように、被害者による義務を越

える損害軽減による利益は、損益相殺の対象にならないということである。 2 点目は、損

害確定後に、被害者の行為によって、損害が填補されても、それは損益相殺の対象となら

ないということである。 2 点目については、若干説明が必要であろう。  

 ここでは、4 つの事例を取り上げたが、被害者の行為を考慮することで初めて損害が確

定される類型と、被害者の事後的な行為の結果、損害が填補された類型に分けることがで

きる。前者には、填補取引と競落事例が属し、後者には、転売と美的修繕事例が属する。

                                                   

*303 RG JW 1916, 1016. 

*304 BGH VersR 1967, 187,189. 

*305 BGHZ 49, 56, 62. 

*306 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.76. 
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填補取引の場合は、債務不履行によって、契約によって得られるはずであった有利な地位

が侵害されたのではあるが、通常は、填補取引を行うことが可能である。例えば、鉄鋼 100

トンを 1000 万円で売却する契約を締結した売主は、買主の債務不履行により、当初の契約

を実行することが不可能となっても、その鉄鋼を第三者に填補売却することが可能なはず

である。そして、その填補売却の結果、900 万円しか得ることができなかったのであれば、

1000 万円－900 万円＝100 万円が、売主の損害となるものと考えられる。仮に、当初の契

約が実行されれば、売主は、 300 万円の利益を得ることができた（鉄鋼の原価が 700 万円

の場合）としても、この 300 万円を売主の損害とすることはできない。このように具体的

な場面を考えれば、填補取引の場合は、填補取引の内容を考慮して、初めて損害を確定す

ることができるといえよう。競落事例の場合は、賠償権利者は、競売によって、担保権を

喪失したものの、有利な価格で所有権を取得したのであるから、結局、賠償権利者は、競

売において、担保権と金員によって、所有権を購ったといえるであろう。そうであれば、

賠償権利者の損害を確定するためには、有利な競落も考慮しなければならないと思われる。

一方、有利な転売事例においては、賠償義務者が瑕疵あるものを給付したことによって、

賠償権利者は、本来受けることができるものよりも価値の低いものを受け取ることになっ

たのであるから、この時点で、損害を確定することができる。美的修繕事例も同様である。

この場合は、被害者の事後的な行為によって、損害が填補され、あるいは表面化しなかっ

たとしても、損益相殺は認められていない。競落事例においても、事後的に、目的物の価

格が上昇したことにより、賠償権利者に生じた利益は損益相殺の対象とされていない。そ

のため、被害者の行為による利益は、それが損害確定のために必要な限度では考慮される

が、損害確定後に、被害者の行為によって利益が生じたとしても、そのような利益は損益

相殺の対象とならないものということができる。  

 

5 第三者の行為による利益 

（1） 総論 

 既に述べたように、一般的傾向として、第三者の給付等による利益は、比較的、損害と

の結びつきが弱い。そして、以下で取り上げるように、この類型の利益については、しば

しば損益相殺が否定されている。ここで重要な条文は、前述の BGB843 条 4 項である。こ

の条項については、後で詳しく取り上げるが、BGB 自体が損益相殺の否定を規定している

のであり、その意義は大きい。他に、各種の法律にある損害賠償請求権についての代位規

定が重要である。代位規定は、一般に、損益相殺を排除するものと理解されている。  

 問題は、ドイツ法の通説である、抽象的な差額説からは、論理的に、すべての利益の控

除が導かれることである。この類型の利益については、損益相殺が否定されることが多い

が、どのような理由で、損益相殺が否定されているのかを注目して、見ていくことにする。 

 

（2） 義務的な扶養 

 第三者の行為による利益として、最初に指摘すべきは、義務に基づく扶養である。後遺

症によって就労することができなくなった者は、親族に対して、扶養を請求することがで

きる。この扶養によって得られる利益は、BGB843 条 4 項により、損益相殺の対象となら

ない。 
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 この BGB843 条 4 項は、BGB 制定当時に、既に異論がなかった点を、特に条文で明確に

したものである。法文上は、”Der Anspruch”即ち、BGB843 条 1 項の規定する、身体また

は健康に対する侵害による稼働能力の喪失または減少等による損害賠償請求権に限定され

ている。しかし、今日では、この規定は拡大解釈されており、広く扶養一般に関して、損

益相殺を否定するものと理解されている。例えば、治療費用の賠償についての請求権につ

いても、扶養請求権を損益相殺することはできない *307。BGB1833 条に基づく、後見人の

賠償責任について、親や親族に対する扶養請求権を考慮することはできない *308。さらに、

条文上は、請求権とあるが、同様のことは、実際に扶養が行われた場合にも妥当する。

BGB843 条 4 項からは、扶養請求権に対する損害賠償請求権の優越を規定したとの評価を

読み取るべきとされる *309。そのため、子供が怪我をした場合に、親が治療費を支払ったと

しても、子供は加害者に対して治療費の賠償を請求することができる。  

 この扶養請求権の不考慮は、BGB844 条 2 項 1 文により、生命侵害の場合の扶養損害の

賠償にも適用される。さらに、BGB845 条 2 文により、第三者が直接の被侵害者から受け

るべき労務の提供を受けることができなくなった場合の損害賠償にも適用される。判例 *310

は、この法理を、賃金の継続支払いの場合にも適用したことがあるが、学説は、懐疑的で

ある *311*312。 

 もっとも、ライヒ上級商事裁判所やライヒ裁判所と同様、連邦通常裁判所の判例も、再

婚による扶養の獲得は、BGB844 条 2 項に基づく生命侵害の場合の扶養についての賠償請

求権を減少させるとしている *313。この賠償請求権の減少は、正式の婚姻の場合にのみ妥当

する。正式の婚姻によらない生活共同体の場合は、パートナーに対して、法律上保護され

た請求権を有しないからであるとされる *314。他にも、BGB843 条 4 項にかかわらず、判例

は、扶養義務者が死亡した場合でも、死亡によって扶養義務を負うこととなる第三者が、

死亡した者と同じ給付源から扶養を行う場合は、その扶養は、損益相殺の対象となるとし

ている *315。たとえば、父が、就労しておらず、その財産を用いて子供を扶養していたが、

父が死亡し、母がその財産を相続して、それを用いて子供を扶養する場合が、これに当た

る。これは、既に紹介した、扶養に用いられていた財産を被扶養者が相続した場合と同様

の判断である。 

 このように、扶養請求権については、損益相殺の対象とならないことが法律上規定され

ているが、ドイツの判例学説は、必ずしも法文通りに判断しているわけではない。そこで、

                                                   

*307 RGZ 65, 162; 132, 223; OLG Celle NJW 1962, 51; NJW 1969, 1765. 

*308 BGHZ 22, 72. 

*309 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.516. 

*310 BGH NJW 1974, 1237, 1238. 

*311 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.517. 

*312 もっとも、現在では、EFZG6 条が、賠償請求権の代位を規定しているので、賃金の

継続支払いが損益相殺の対象にならないことは疑問視されていない。  

*313 ROHGE 22, 184; RG JW 1950, 143; BGH VersR 1958, 627; BGHZ 58,  270, 272. 

*314 BGH JZ 1985, 86. 

*315 BGH NJW 1969, 2008; BGH VersR 1976, 471, 472. 
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どのように BGB843 条 4 項を解釈するかが問題となる。1 つの解釈は、抽象的な差額説を

前提に、扶養請求権についてのみ、特別の規定を置いたというものであろう。しかし、こ

の解釈では、扶養請求権が損益相殺の対象となる場合があることを説明することは難しい。

これに対して、具体的損害理解を前提に、扶養請求権のような損害と関係のない利益は損

益相殺の対象にならないことを明らかにした規定であるとの解釈もできよう。この解釈の

方が、損益相殺の対象となる扶養利益が存在することを説明しやすいように思われる。賃

金の継続支払いについても、BGB843 条 4 項の適用があるかという問題は、この解釈の相

違を表しているように思われる。前者の解釈を採れば、扶養請求権を賃金の継続支払いの

場合にまで拡張することは困難であろう。一方、後者の解釈を採れば、賃金の継続支払い

についても、損益相殺を行わないことは当然といえよう。  

 

（3） 任意の援助 

 交通事故の被害者に友人が見舞金を交付するように、加害者行為の被害者が損害賠償を

請求することが出来る場合であっても、被害者が、法定の義務とは無関係に、援助を受け

ることがある。この利益を損益相殺するかが、任意の援助の問題である。見舞金の以外で

も、被用者が負傷した場合に、使用者が義務なくして、賃金の支払いを継続する場合も、

この類型に属する。 

 今日のドイツの通説は、第三者が任意で被害者に給付をした場合は、その目的によって、

控除の対象となるかどうかが決まるものとしている *316。第三者が、加害者の利益になるよ

うに給付をした場合は、その給付は、損害賠償から控除される。一方、第三者が、被害者

の利益になるように給付をした場合は、損害賠償において考慮されない。かつて、判例は

因果関係によって理由付けをしていた *317が、これは、今日の通説の採るところではない。

もっとも、今日の通説が、被害者の利益を目的とする給付を損益相殺から排除する理由は

明確ではない。これに関して、Büdenbender は、第三者弁済に関する BGB267 条 *318を指摘

する *319。判例の中には、任意になされた扶養について、BGB843 条 4 項から導かれる法思

想を参照するものもある *320。 

 仮に、BGB267 条が、任意の援助について、控除を否定する根拠となるのであれば、も

はや、任意の援助は、損益相殺の考慮対象ではない。前述の通り、BGB267 条は、第三者

弁済に関する規定である。そして、弁済によって、損害賠償請求権が減少することには疑

問の余地がないが、それは損害賠償請求権が成立した後の問題であり、損害賠償請求権の

成立及びその範囲に関する損益相殺の問題ではない。被害者の受けた利益を損益相殺する

ことは、抽象的な差額説の論理的帰結である。しかし、今日の学説に、任意の援助を損益

                                                   

*316 Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.89. 

*317 RGZ 152, S.273, 280. 

*318 BGB267 条 1 項 債務者が自身で給付をしなくてもよい場合は、第三者も給付をす

ることができる。債務者の同意は必要ない。2 項 債権者は、債務者が反対の意思を表示

したときは給付を拒絶することができる。  

*319 Büdenbender, a.a.O.(Fn. 242), S.36. 

*320 BGHZ 91, 357, 363; RGZ 92, 57. 
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相殺の対象から除外する明確な根拠は見当たらない。学説は、因果関係の欠如を根拠とす

ることを否定している。判例の指摘する、BGB843 条 4 項は、これを任意の援助に直接適

用することはできないから、その解釈が必要である。そうすると、既に検討したように、

抽象的な差額説ではなく、具体的損害理解に依拠すべきではないかとの疑問が生じる。具

体的損害理解を採用するのであれば、任意の援助も、義務的な扶養と同様、基本的に、損

害とは無関係であるから、損益相殺の対象にならず、単に、第三者弁済として、損害賠償

請求権を減少させる可能性だけがあることになろう。  

 

（4） 私保険 

ア 私保険は、損害保険と定額保険に分けることができるが、ドイツ法の判例通説は、こ

のいずれについても、損益相殺を否定している。  

 

イ 損害保険 

 前述の通り、VVG67 条 1 項は、法定債権譲渡を規定している。そして、これは、損害保

険について、損益相殺を否定するものと理解されている *321。かつてのライヒ裁判所の判例

は、因果関係の欠如によって、保険金の損益相殺を否定した。これは、損益相殺には、損

害と利益とが、同一かつ単一の原因によって発生したものでなければならないが、保険金

請求権の根拠は、保険契約であって、侵害行為は、単なる条件に過ぎないので、その原因

の同一性を欠くというものである *322。しかし、Oertmann は、この判例の理由付けを否定

した *323。学説は、判例の結論を正当化するために、保険者と被保険者の当事者意思に従い、

保険契約の目的は、加害者を利得することでないこと *324や、被害者は保険給付のために保

険料を支払ったのであって、被害者は無償で保険給付を受けたわけではないこと *325を主張

した。他にも、Wilburg は、この場合は、損害が単に移転しただけであることから、損益

相殺の否定を導いた *326。また、Heck は、法秩序に基づき、保険に加入していない者に対

する侵害と、保険に加入している者に対する侵害とを比較して、保険に加入している者に

対する侵害を有利に評価すべき理由は存在しないとした *327。 

 若干ではあるが、保険給付に関する損益相殺を肯定する見解も存在した。これには、保

険給付全体を損益相殺すべきとする見解 *328と、保険給付と支払われた保険料の差額につい

                                                   

*321 Lange/Schiemann, a.a.O.(Fn. 144), S.520f.  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.77. 

*322 RGZ 15, 83ff. 

*323 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.123. 

*324 Heinrich Siber, in:Planck, Bd.Ⅱ /1, 4.Aufl., 1914,§249 BGB, S.82. 

*325 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.135. 

*326 Wilburg, a.a.O.(Fn. 222), S.75ff. 

*327 Heck, a.a.O.(Fn. 260), §15, S.50. 

* 328  Walter, Zum Problem der Vorteilsausgleichung gegenüber 

Haftpflichtansprüchen: Sind private Versicherungsleistungen anrechnungsfähig  ?, JW 

1937, 846, 850. 
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て損益相殺すべきとする見解 *329があるが、その理由は、差額説である。ライヒ裁判所の判

例に、保険料を被害者が支払っておらず、使用者が被害者のために支払っていた場合は、

公務員の恩給と同様、保険金は損益相殺されるとしたものがある *330。 

 損害保険については、VVG67 条の法定債権譲渡が存在することを理由に、損益相殺を否

定する説明も見られる *331。しかし、この説明は、特に今日のドイツ法の状況を前提にする

限り、説得的とは言えない。ドイツ法では、広く新価保険が認められている。新価保険と

は、損害保険の一種であって、事故によって滅失した保険対象物件につき、再調達価格を

基準として保険金が支払われるものである。たとえば、車両保険の付された自動車（新車

であれば 100 万円、事故当時 80 万円の価値）が、交通事故で滅失した場合、通常の損害保

険であれば、損害に対応する 80 万円しか給付されないところ、新価保険であれば、新車購

入代金に相当する 100 万円の保険金が給付される。この場合も、VVG の対応原則 *332によ

り、法定債権譲渡の対象となるのは、保険の対象となった損害に対応する損害賠償請求権

に限定される。その結果、先の例では、被害者が、人身損害等を併せて、加害者に対して、

合計 300 万円の損害賠償請求権を有していたとしても、法定債権譲渡の対象となるのは、

事故で滅失した自動車の価額である 80 万円相当に限定される。そのため、ドイツ法におい

ては、法定債権譲渡が存在するが故に、損害保険において被害者に利得が生じることはな

いということはできない。さらに、近年の連邦通常裁判所の判例 *333は、損害保険における

一般的な利得禁止の強行法規性を否定している。以前のドイツの通説は、「一般的な利得

の禁止」を強行規定と解していた。保険契約者は保険給付によって保険事故以前より多額

の財産を保有するように、保険で填補される損害が定義されてはならないと解していたの

である。その法的基盤とされたのは、「保険金額が，保険事故発生時の保険価額より高額

であっても，保険者は，損害の金額を超えて填補する義務を負わない」と規定する VVG55

条であり、同条は強行規定と解されていた。ところが、判例は、VVG が「一般的かつ強行

的な不当利得の禁止」を定めていることを否定した。判例に従うのであれば、VVG55 条は、

利得禁止の根拠とならず、任意規定にすぎない。決め手となるのは、保険契約の約定であ

り、法律の明文の規定がない限り、保険契約の合意が遵守されるべきであるというのであ

る *334。それゆえ、現在のドイツの判例法理に従う限り、損害保険契約において、実際に発

生した損害を上回る保険金を支払うことを約束することも、明文の規定に違反しない限り

は、有効である。  

                                                   

* 329  Georg Schimmel, Probleme der Vorteilsausgleichung im privaten und 

öffentlichen Recht, Würzburg, 1938, S.31ff. 

*330 RGZ 70, 101. 

*331 Maximilian Fuchs/Werner Pauker, Delikts- und Schadensersatzrecht, 8.Aufl., 

2012, S.325. 

*332 ヴァイヤース・ヴァント・前掲注（207）『保険契約法』266 頁。 

*333 BGHZ 137, 319; BGHZ 147,212. 

*334 ヴァイヤース・ヴァント・前掲注（207）『保険契約法』197 頁。詳しくは、𡈽岐孝

宏「損害保険契約における『利得禁止原則』否定論  (２・完)」立命館法学 293 号（2004

年 1 号）256 頁。 
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先に、法定債権譲渡の存在によって、損益相殺の否定が説明されていると述べた。しか

し、法定債権譲渡が、損益相殺を否定する根拠となり得るのは、損害保険においては、現

実に発生した損害額以下の給付しかなされないからである。損害保険金が、現実に発生し

た損害額を越えることもあり得る以上、もはや、法定債権譲渡によって、被害者の利得を

防止することはできない。それゆえ、今日のドイツ法においては、損害保険において、法

定債権譲渡が存在するが故に、損益相殺の対象とならないという説明は、説得力を失って

いる。 

 

ウ 定額保険 

 定額保険は、主に、生命保険と損害保険から成る。このうち、主に議論されてきたのは、

生命保険である。 

 かつての判例は、定期保険 (Risikolebensversicherung)と貯蓄保険（Sparlebensversicherung）

とを区別 *335し、前者については常に損益相殺を否定するが、後者については、この保険類

型が特殊な貯蓄形態であり、BGB844 条 2 項に基づく請求権についての、相続財産の控除

に関するルールに従わなければならないことを理由に、それに対応する収益を控除してい

た *336。しかし、後に判例は、後者についても危険保険料を含有していることを理由に、損

益相殺を否定するに至った *337。 

 学説は、定額保険からの保険金を損益相殺しない理由として、保険金は被害者による保

険料の支払いによるものであること * 338、保険の目的は加害者の免責ではないこと * 339、

VVG67 条の評価の一部は定額保険にも及ぶこと *340、BGB843 条 4 項の法思想によれば、加

害者は損害が第三者によって填補されていることを引用することができないこと *341など

を挙げている。 

 一方で、定額保険からの保険金の損益相殺に賛成する見解も多少ではあるが、存在する。

その理由は、被害者が二重の給付を「ドイツ経済の負担によって受ける」のは不当である

こと *342、VVG67 条を反対解釈し、一般原則によるべきであるが、保険給付と損害は、同

一の事象に基づいて発生し、それゆえ、損益相殺されるべきこと *343、損害と早まった利益

                                                   

*335 「定期保険では契約期間中に保険事故（付保された人間の死亡）が発生するか否か

は不確実」である（ヴァイヤース・ヴァント・前掲注（ 207）『保険契約法』285 頁）。 

*336 BGH v.19.4.1963, BGHZ 39, S.249f. 

*337 BGH v.19.12.1978, BGHZ 73, S.109. 

*338 Oertmann, a.a.O.(Fn. 78), S.135. Gottfried Schiemann, in:Staudinger, 2005,§

249 BGB Rn 161. 

*339 Rümelin, a.a.O.(Fn. 212), S.280; Siber, a.a.O.(Fn. 324), S.82. 

*340 Mertens, in:Soergel, Vor§249, 3.Aufl., 1941, BGB Rn 243. 

* 341   Arnold, Vorteilsausgleichung, insbesondere bei Zahlung von Ruhegehalt, 

Zeitschrift der Akademie des Deutschen Rechts, 1937, S.399. 

*342  Walter, a.a.O.(Fn. 328), S846, 850. 

*343  Alfred Werner, Kausalität und das Wesen der Schadensersatzpflicht, NJW 1955, 

S.769, 773. 
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は、お互いがなければ発生し得ないのであるから、「分離することができない内的関係」

が存在すること *344などである。 

 今日の判例及び学説は、例外的に、保険契約者が損益相殺されるべき「正当な利益を持

ち、異なる約束が存在しない」場合には、定額保険について損益相殺を肯定している *345。

具体的には、搭乗者傷害保険 *346による保険金がこれに当たる。 

 

エ 私保険からの給付については、差額説に依拠して、損益相殺を肯定する見解も見られ

ないわけではないが、常に少数にとどまっている *347。ドイツ法の通説は、一貫して、結論

としては、私保険からの給付の損益相殺を否定してきたといえる。ここでは、抽象的な差

額説というドグマから来る要請と、現実の問題の妥当な解決が対立している。そして、現

実の問題の解決の妥当性を重視する見解が、常に多数を占めてきたのである。しかし、損

益相殺否定説が、論理的に説得力のある理由付けに成功しているとはいえない。それは、

損益相殺を否定する根拠が様々であり、通説的な見解が見当たらないこと、そして、少数

とは言え、差額説の見地から損益相殺肯定説が唱えられ続けていることからも、明らかで

あろう。通説である、抽象的な差額説を前提とする限り、損益相殺肯定説を採用するのが

論理的に一貫している。しかし、損益相殺を肯定するという結論は、ほとんど受け入れら

れていない。このことは、抽象的な差額説の問題性を示唆しているように思われる。  

 

（5） 社会保険 

 社会保険については、SGB10 編 116 条が、保険者が、社会保険給付を損害事例の原因に

基づいて提供した限度において、法定の損害倍賠償請求権が、保険者に移転することを規

定している。もっとも、社会保険については、SGB 制定以前から、損益相殺の対象になら

ないことで一致していた。今日でも、このことは、SGB10 編 116 条が適用されない場合に

妥当する *348。 

 これについても、かつてのライヒ裁判所の判例は、因果関係の欠如を理由に、損益相殺

を否定していた *349。今日、社会保険について損益相殺を否定する根拠としては、以下の点

が指摘されている。社会保険給付は、加害者の支払に劣後するものであり、加害者を援助

するものではない。加害者が惹起した損害を、社会保険の被保険者の共同生活上の連帯を

通じて、労働及び保険料によって取得され、しばしば、州の多大な補助によって行われて

いる給付によって、填補することは不当であり、加害者を免責することは「法倫理上の考

                                                   

*344  Thiele, a.a.O.(Fn. 239), S.293, 235. 

*345  BGHZ 64, 260, 266. 

*346  被契約自動車に搭乗中の者が自動車事故により、死亡し、または、負傷した場合に、

保険金が支払われる種類の保険。保険契約者は、通常は自動車の所有者または使用者であ

り、自動車に搭乗中の者が被保険者となる。  

*347  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.80. 

*348  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.81 

*349  RGZ 10, 50. 
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慮」に合致する *350。 

 ここでも、差額説は利益の控除を要求するが、判例通説はこれを否定している。ここで

も、差額説の論理的帰結をそのまま当てはめようとする見解は、一般的なものではない。  

 

（6） 雇用関係 

 ここで問題となるのは、労働者が加害行為によって就労不能となったものの、使用者か

ら賃金や年金の支払いを受けた場合に、その利益を損害賠償において考慮すべきかという

ことである。 

 EFZG の規定により、使用者は、一定の場合には、労働者が労働をすることができない

場合でも、賃金を支払続けなければならない。そして、EFZG6 条は、使用者が賃金を継続

支給した場合に、その限度で、第三者に対する損害賠償請求権が移転することを規定して

いる。それゆえ、現在では、EFZG の適用を受ける場合については、損益相殺の議論をす

る実益はない。問題は、EFZG の適用を受けない賃金の支給 *351についてである。 

 かつての判例は、任意の賃金の継続支給についても、一般的な第三者が任意で援助を行

った場合と同様の判断で、損益相殺を否定した *352。一方で、判例は、労働契約及び BGB255

条 *353の類推適用によって、法定債権譲渡の適用がない場合でも、労働者が使用者に損害賠

償請求権を移転させる義務を認める判断をした *354*355。もっとも、より新しい判例は、こ

の問題について、損益相殺という概念を用いることなく、「法的意味における損害」（ Schaden 

im Rechtssine）または「規範的損害」(normative Schaden)が賠償されるべきであるという

ことに依拠して、賃金の控除を否定している *356。それゆえ、今日の判例によれば、使用者

の賃金の継続支給が義務によるものであろうと、任意でなされたものあろうと、当該賃金

を損益相殺することは否定される。そして、EFZG の適用を受ける場合は、同法 6 条によ

り、損害賠償請求権は法定債権譲渡の対象となる。また、同法の適用を受けない場合でも、

労働者は、使用者に損害賠償請求権を移転させる義務を負う可能性がある。  

                                                   

*350  BGHZ 9, 179, 190. 

*351  法人の役員や社員に対する賃金の支給や EFZG で義務づけられた範囲を超える賃

金の支給がこれに当たる。 

* 352   RGZ 141, 173(使用者による任意の扶養年金） ; BGHZ 10, 107; BGH VersR 

1964,S.626; OLG München NJW 1985, 564. 

*353  BGB255 条（賠償請求権の譲渡） 物又は権利の喪失に対して賠償しなければなら

ない者は、物の所有権又は第三者に対する権利に基づいて賠償権利者が有する請求権の譲

渡と引換えにのみ賠償する義務を負う（ドイチュ /アーレンス・前掲注（205）『ドイツ不法

行為法』332 頁より引用）。 

*354  BGHZ 21, 122; BGHZ 107, 325. 

*355  BGB255 条は、EFZG6 条と異なり、賠償請求権が当然に移転するとは規定してい

ないので、BGB255 条の準則に従って、労働者が使用者に損害賠償請求権を移転する義務

を負うとしても、使用者がこれを賠償義務者に対抗するためには、別途対抗要件を具備す

る必要がある。 

*356  BGHZ 42, 76, 80; BGHZ 43, 378, 381. 
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 今日の学説も、EFZG の適用のある場合はもちろん、任意の賃金の継続支給についても、

損益相殺を否定するということで一致している *357。もっとも、その理由付けは様々である

*358。任意の第三者給付と同様の見解に立つもの、給付の福祉的性格を強調するもの、使用

者は、給付を加害者に有利になるようにしようとはしないと説くもの、さらには、BGB843

条 4 項を補足的に援用するものもある *359。判例においても、学説においても、労働者が損

害賠償請求権を使用者に移転する義務を負うことを、損益相殺を否定する根拠として援用

することは一般的ではない。 

  結局のところ、この場合も、損害保険と同様、法定債権譲渡の制度や労働者の損害賠償

請求権の移転義務のみによって、損益相殺の否定が正当化されているわけではないといえ

よう。判例の採る、「法的意味における損害」「規範的損害」が賠償されるべきとする論

理は、EFZG の適用されない場合にのみ妥当するものではあるまい。その一方で、EFZG に

よる法定債権譲渡の範囲は、すべての賃金の継続支給ではない。EFZG の適用されない場

合については、法定債権譲渡とは別の損益相殺を否定する根拠が求められるのである。そ

の根拠については、様々な見解があるが、いずれも差額説から導かれるものではない。  

 

（7） まとめ 

 総論で述べたように、第三者の行為による利益については、損益相殺が否定される例が

多々見られた。ここで取り上げたのは、義務的な扶養、任意の援助、私保険からの給付、

社会保険及び雇用関係に基づく給付である。このいずれについても、抽象的な差額説をそ

のまま適用して損益相殺を判断することは行われていない。特に、義務的な扶養について

は、BGB843 条 4 項が、利益の不考慮を規定している。そして、この BGB843 条 4 項は、

その法思想も含めれば、任意の援助や定額保険など、非常に広い範囲で援用されている。

このことは、BGB843 条 4 項を、具体的損害理解に沿って解釈する見解に整合的である。  

 

5 類型ごとの検討のまとめ 

 前述のように、抽象的な差額説からは、その論理的帰結として、全ての利益を損益相殺

することが導かれる。仮に、この論理が正しければ、どの類型の利益についても、等しく

損益相殺の対象となるはずである。ところが、これまで見てきたところから明らかなよう

に、損害との結びつきの強い、被害者または第三者の行為によらない利益については、広

く利益の控除が認められている。一方、損害との結びつきが弱い、第三者の行為による利

益については、ほとんど損益相殺が認められていない。これは、損益相殺に関しては、現

実には、抽象的な差額説とは異なる論理によって、判断がなされていることを示している。 

 第三者の行為による利益についての検討のまとめでも述べたが、類型ごとの検討の結果

は、具体的損害理解と整合的である。もちろん、一口に具体的損害理解と言っても、かな

り見解に差があるが、差額説のように抽象的に損害や利益を把握していないことは明らか

であろう。また、ドイツ法においては、抽象的な差額説が通説であるといっても、被害者

                                                   

*357  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.83f. 

*358  vgl. BGHZ 21, 112, 116. 

*359  Schiemann, a.a.O.(Fn. 338), §249 BGB Rn 152. 
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の行為による利益に見られるように、法的な評価が優先し、その結果、現実に財産的損失

が発生していない場合でも損害を認め、あるいは、逆に、現実に財産的損失が発生してい

ても賠償されるべき損害はないとされる場合もある。それゆえ、差額説がどこまで現実に

貫徹されているのかは注意する必要があろう。  

 

第 7 小活 

 前章の検討結果も踏まえて、ドイツ法の状況をまとめると以下のようになろう。  

 19 世紀のドイツ法学は、損害賠償においては、加害行為と因果関係のある損害を賠償し

なければならないという単純な公式を確立した。ここでいう「損害」とは、ALR のような

加害類型ごとに限定された具体的な損害ではなく、逸失利益を含む、すべての負の変化を

包含しうるものであった。これが、抽象的な差額説である。差額説は、それ自体としては、

賠償範囲を限定する機能を持たない *360。それゆえ、賠償範囲を限定する機能は、因果関係

に委ねられ、その結果、因果関係について華々しい議論が行われたことは周知の通りであ

る。一般的な損害賠償については、相当因果関係が通説となったが、損益相殺については、

相当因果関係は不都合であった。抽象的な差額説は、すべての財産状態の変化を考慮する

ため、その論理的帰結として、損益相殺から全ての利益を控除することとなる。そのため、

生命保険金のような、損益相殺の対象にならない利益を、相当因果関係の観点から排除す

ることは困難である。Walsmann や Oertmann は、損益相殺についても相当因果関係を唱え

たが、実際の判断として重要なのは、具体的損害概念である。このことは、Walsmann や

Oertmann の見解のうち、後の学説が継受したのが具体的損害概念であるということからも

明らかである。 

 相当因果関係からの決別が明確になるのは、Cantzler からである。Cantzler は、相当因果

関係論を批判し、事実上、これを葬り去った。今日のドイツ法では、損益相殺に関して、

相当因果関係に言及するのは、若干の判例のみであり、それすらも学説は批判している。

その一方で、Cantzler は、差額説を採用しながら、権利助成理論を唱えるという、矛盾す

るとも思える解釈を採った。それゆえに、Cantzler の解釈は徹底を欠き、曖昧なものとな

った。しかし、Cantzler の後の議論への影響を考えると、もっとも重要なのが相当因果関

係の否定であり、次に重要なのが、権利助成理論という、具体的損害概念ではないが、具

体的損害理解に基づく法解釈である。具体的損害理解は、問題となっている損害を当該事

案に即して、具体的に理解するものであるから、抽象的な差額説とは、本質的に矛盾する。

これは、19 世紀のドイツ法が確立した公式のほころびでもある。賠償範囲の決定を因果関

係のみに委ねるのではなく、損害論の問題としても処理することになったからである。  

  このようにして、損益相殺は、因果関係の問題から、主に損害論の問題へと移行した。

このことは、具体的損害理解が、損益相殺に関しては、今日のドイツの通説というべき地

位にあること、一般的に費目拘束が承認されていること及び具体的な類型に関する検討の

結果より明らかである。被害者の損害軽減義務に関する議論も、結局のところは、いかな

る損害が生じたものと評価するかという問題に行き着くであろう。問題は、因果関係と損

                                                   

*360  おそらくは、差額説は、それ自体としては無内容であるが故に、現実の財産状況の

差額と直接結びつくものと思われる。  
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害論だけで、損益相殺の問題を処理することができるかである。  

 本稿は、現在のドイツ法の枠組みを前提とする限り、この 2 つの議論だけで損益相殺の

問題を処理することはできないと考える。理由は、以下の 3 点である。1 点目は、任意の

援助に関する検討でも指摘したが、若干の利益については、弁済に準じた取扱が必要であ

ると考えられるからである。弁済は、本来は、損害賠償請求権の成立後の問題であるが、

実際に、損益相殺の問題として処理されている以上、この点も放置することはできない。2

点目は、より深刻な問題である。先に検討したように、損益相殺の中には、加害者の故意

過失といった主観によって、その当否が判断される類型が存在すると考えられる。しかし、

一般的な損害賠償法の理論においては、加害者の主観は、損害賠償請求権成立の要件とし

て要求されることはあるものの、損害賠償の範囲を左右するものとは考えられていない。

そこで、損益相殺という局面において、特に、加害者の主観を取り込んで判断することが

求められるのである。3 点目は、理論的見地からの問題である。一般に、ドイツ法におい

ては、損害賠償法は懲罰的要素を持たないとされ、もっぱら填補や調整を目的とすると説

かれる。これは、具体的損害理解とは整合的ではない。損害賠償が、填補や調整を目的と

するものであれば、広く損益相殺を承認すべきだからである。  

 この検討結果は、我が国の議論を理解し、発展させるためにも大いに有益である。石坂

の紹介した、相当因果関係中心の損益相殺論は、かつてのドイツの議論の影響によるもの

であろう。これに対して、澤井説やそれ以降の填補性・同質性基準は、今日のドイツの通

説と言うべき具体的損害理解に沿ったものといえよう。それゆえ、必ずしも明確に意識さ

れないうちに、我が国でも、損益相殺が、因果関係の問題から、損害論を中心とする問題

に切り替わったのである。もちろん、このような体系的な理解だけでは、我が国の損益相

殺の議論のためにも不充分であり、適切な問題解決のためには、ドイツ法の問題点につい

ても考慮しなければならないであろう。これについては、第 4 章で検討する。  
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第 3 節 アメリカ法 

第 1 はじめに 

 いうまでもなくアメリカは判例法国である。そのため、個別の判例に法源性が認められ、

アメリカ法の理解を困難にしている。しかも、連邦制を採用している結果、各州及び連邦

が独自の法体系を有しており、そのため、1 つの国の中に 51 もの法体系が存在する。それ

ゆえ、本稿において、個別の州の個々の判例にまで立ち入って検討することは、事実上不

可能であり、また、そのような検討は、アメリカ法を概観する上で、適当でもない。もっ

とも、この複雑な法体系をまとめ上げるため、アメリカ法律協会（American Law Institute）

が、リステイトメント(Restatements of the Law)を発表しており、これがアメリカ法を検討

する上で、非常に重要な資料となっている。  

  既に述べたように、本款の検討対象であるアメリカ法の collateral source rule については、

樋口範雄の優れた研究 *361が存在する。この樋口の論文は、30 年近く前に出されたもので

あるが、そこで参照されている第二次不法行為リステイトメントは、今日でも、損益相殺

の分野に関しては、最新のものである。それゆえ、本稿が参照しうる資料は、樋口論文と

大差ない。もっとも、本稿の検討対象は、損益相殺全体であるのに対して、樋口論文は、

collateral source rule、即ち、重複填補の場合のみを扱っている。そして、検討対象が異な

る以上、新たに資料を引用して、アメリカ法の状況を紹介する必要がある。  

 そこで、本款は、リステイトメントに基づき、アメリカ法の状況を概観することとする。

なお、 collateral source rule の紹介自体は、既に樋口論文が行っていることであるので、簡

単に行うこととする。 

 

第 2 リステイトメントの規律 

 損益相殺について、不法行為第二次リステイトメントは、次の規律をおいている。  

 

§920. Benefit to Plaintiff Resulting from Defendant's Tort 

When the defendant's tortious conduct has caused harm to the plaintiff or to his 

property and inso doing has conferred a special benefit to the interest of the plaintiff 

that was harmed, the value of the benefit conferred is consiered in mitigation of 

damages, to the extent that this is equitable. 

920 条 利益が被告の不法行為によって原告に生じた場合  

被告の不法行為が原告又はその財産にに損害を生じさせ、そのようにすることが

損害を被った原告の利害にとって特別の利益を生じさせたときは、発生した利益

の価値は、これが公平（ equitable）である限度で、損害の軽減と見なされる。  

§920A. Effect of Payments Made to Injured Party 

(1) A payment made by a tortfeasor or by a person acting for him to a person whom he 

has injured is credited against his tort liability, as are payments made by another who 

is, or believes he is, subject to the same tort liability. 

                                                   

*361  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」171 頁。  
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(2) Payments made to or benefits conferred on the injured party from other sources are 

not credited against the tortfeasor's liability, although they cover all or a part of the 

harm for which the tortfeasor is liable. 

920A 条 被害者になされた支払の効果 

（1） 不法行為者またはその者のために行動する者が、当該不法行為者が侵害

した者に対して行った支払は、その不法行為者の不法行為責任から控除される。

同一の不法行為責任を負う他の者、または、責任を負うと考えられる他の者が行

った支払も同様である。  

（2） 他の原因（ other source）からなされた、被害者に対する支払又は被害者

に与えられた利益は、それが、当該不法行為者が責任を負う損害の全部又は一部

を填補する場合であっても、不法行為者の責任から控除されない。  

 

  この 920A 条 2 項が、いわゆる collateral source rule である。collateral source rule は、損

益相殺の概念の元、被害者の受けたすべての利益を損害額から控除しようとする者にとっ

ては、非常に違和感のある準則である。 collateral source rule については、後で検討するこ

ととして、ここでは、規定の構造に着目する。  

 被害者が不法行為によって利益を受けた場合に関する基本的な準則は 920 条である。こ

こでは、「公平（ equitable）である限度」において、被害者の受けた利益が斟酌されるこ

ととなっている。「公平」の内容にもよるが、この準則自体は、多くの者にとって、さほ

ど違和感のないものであろう。日本法においても、生命侵害における死亡保険金のように、

損益相殺の対象にならない利益が存在することは、ほぼ異論なく承認されている。  

 920A 条は、不法行為第二次リステイトメントにおいて新設された規定である。同条は、

被害者になされた支払（Payment)について、特に規定をしている。もっとも、その第 1 項

は、不法行為者等の支払に、不法行為責任の軽減を認めるものであり、日本法においても

何ら違和感のないものと思われる。問題は、第 2 項であって、他の原因（ other source）に

基づく支払や利益を、不法行為者の責任から控除することを否定している。  

 このように、リステイトメントの準則全体を概観すると、全体としては、日本法との差

異は、必ずしも大きくない。条文の構造上は、必ずしも重要な地位を占める訳ではない

collateral source rule が強調されるのは、日米の考え方の違いによるところもさることなが

ら、実際上の影響が大きいからであろう。つまり、今日では、（アメリカにおいてさえも）

公的・私的な保険や保障の充実が求められているところである。そして、保険や保障の制

度が充実すればするほど、実際上、 collateral source による給付が増大し、 collateral source 

rule の守備範囲が拡大するのである。 

 以下では、リステイトメントの規律に従い、その具体的な内容を検討する。  

 

第 3 920 条 

1 920 条の要件は、上記の通りであるが、リステイトメントは、Comment において、4 つ

の事項を説明している。その事項とは、①同一の利益への制限(Comment b)、②公共にと

っての一般的利益の除外(Comment c)、③因果関係(Comment d)、④公平性の考慮(Comment 

f)である。この 4 つの事項について、リステイトメントの説明を見ていこう。なお、不法
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行為者又は共同不法行為者による被害者に対する支払、及び、第三者によって与えられた、

被害者に対する支払又はその他の利益については、 920A 条で規定される（Comment e)。  

 

2 ①同一の利益への制限 (Comment b) 

 ある利益(one interest)の侵害によって生じた損害は、他の利益 (an other interest)について

利得したことによって軽減されない。これについて、リステイトメントは、名誉毀損の例

を 2 つ挙げている。 

 

A が B は殺人犯であるとして、告発した。これに対して、B は、名誉毀損を理由に訴訟

を提起したが、そこで、B は特別損害（ special damege）を主張しなかった。この場合は、

被告 A は、告訴の結果、B の営んでいる、清涼飲料水販売事業が売り上げを伸ばしたこと

によって、損害が軽減されたと指摘することはできない（ Illustration 4）。 

A は B が秘密結社の構成員であると告訴した。B は、名誉毀損を理由に訴訟を提起した

が、そこで、特別損害（ special damege）として、自身の外科医としての収入が減少したこ

とを主張した。この場合は、A は、誤った告訴により、B が自らの講演に聴衆を呼び込む

ことが可能になったことを、 B の利益として、損害の軽減を主張することができる

（ Illustration 5）。 

 

  この 2 つの例から明らかなように、この制限は、当該訴訟において問題となっている損

害の内容である利益と、問題となっている利益とが同じものでなければならないというも

のである。ドイツ法の対応基準や、日本における、填補性や損害と利益との同質性を要求

する見解に近い考え方であるということができよう。  

  ここで注意すべきは、上記の 2 つの例の対比である。2 つの例の加害行為は、ほぼ同一

といってよい。 Illustration 5 では、原告は、収入の減少を損害として主張している。これ

に対して、 Illustration 4 では、原告はそのような主張をしていない。違いがあるのは、原

告の主張の内容だけである。そして、その主張の内容が、損益相殺の可否という結論に影

響している。ここには、訴訟において、具体的に主張されている損害と密接に関連する利

益だけが損益相殺の対象となるという考え方が現れている。ここでいう、「損害」とは、

抽象的な財産状態の差額ではなく、現に訴訟において、原告が主張している具体的な個々

の損害なのである。詳しい検討は、後で行うが、日本において、填補性や同質性を要求す

る見解も同様の考え方に依拠している可能性がある。  

 

3 公共にとっての一般的利益の除外 (Comment c) 

  920 条の文言に現れているように、同条では、一般的な利益は損益相殺の対象とならな

い。ここで問題となれているのは、ドイツと同じ、工場等の公害事例である。例を見てみ

よう。 

 

A の工場が排出した酸性煙は、風に運ばれて、B の農場に届き、そこの作物を壊滅させ

た。工場の立地によって、B の土地の市場価値が向上したという事実に関わらず、B は、

当該侵害について、損害賠償を請求することができる。この損害は、壊滅した作物の価値、
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煙の有無による土地の賃貸価値の差異及び B がその土地に居住している場合は、B 及びそ

の家族に生じる個人的な苦痛又はその他の損害の総額を包含する（ Illustration 7）。 

 

  ここでは、工場の建設による B の土地の市場価値の上昇は、損害賠償において、完全に

無視されている。損害賠償によって、「回復」される B の地位は、工場の建設により土地

の価値が上昇することに加え、工場から有害な煙が排出されないという仮定の地位である。

このことを端的に表しているのは、煙の有無による、土地の賃貸価値の差異の賠償を認め

ている点である。この賠償は、工場が建設されたが、有害な煙が排出されている現実の賃

貸価値と、工場が建設され、しかも有害な煙が排出されない仮定の賃貸価値との、差額に

ついての賠償である。それゆえ、一般的利益については、これを享受することを前提に、

侵害からの救済が認められているということができる。 

 ドイツ法では、この問題を因果関係の問題として処理している。もっとも、結論は、ド

イツ法もアメリカ法と同様である。 

 

4 因果関係(Causation)(Comment d) 

  リステイトメントでも、利益と不法行為との因果関係 (Causation)は必要とされている。

例えば、石油を求めて、土地を掘削していたが、油井の制御を失敗し、その結果、原告の

土地や家を石油まみれにした者は、油田の採掘に成功し、その結果、原告の土地の価値が

上昇したことを援用して、損害の減少を主張することができないとされる。他に、A が B

に暴行を加え、B は乗船予定の船舶に乗ることができなかったが、当該船舶は乗員全員を

乗せたまま沈没し、結果的に、B は死を免れたという例を挙げている。この場合は、B の

暴行についての損害は、A の行為によって死を免れたことによって、軽減されることはな

いという（ Illustration 8）。 

  特に、暴行の例から明らかなように、ここでいう因果関係 (Causation)は、条件関係のよ

うなものではなく、多分に法的評価を含んだ概念である。暴行の例では、A の暴行がなけ

れば B は死亡していたわけであるから、「あれなくばこれなし」の条件関係は満たされる。

それでも、因果関係を否定するのは、B が死亡を免れたことを A の暴行の結果と捉えるべ

きではないという法的評価が存在するためであろう。  

 

5 公平性（ equitable）の考慮(Comment f) 

 公平という言葉は、非常に抽象的であり、その具体的な内容を確認する必要がある。  

 リステイトメントは、公平性（ equitable）について、次のように説明している。すなわ

ち、本条で言及されている準則は、不法行為事例における損害の評価に内在する一般的な

原則によって制限される。それによれば、被害者は、加害者の不法行為がなければ、占め

ていたであろう地位に可能な限り近い地位を占める権利がある。この原則は、第一に、被

害者の填補を、被害者が実際に被った損害に制限し、不法行為者に、被害者の意思に反し

て、被害者に利益を与えることを許容しないことを意図する。それゆえ、財産を特定の目

的のために使用している者は、その財産を当該目的のために使用し続ける権利があり、そ

の使用を妨げた者は、それによって、市場価値が上昇したということによって、損害の減

少を主張することはできない。この場合は、当事者態度の誠実さや合理性が、填補の基準
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を決定する要素である。それゆえ、原告が気まぐれ又は悪意（ spiteful）があり、しかも、

被告が故意ではなく、過失によって行動した場合を除き、損害は、被告の妨害が、当該財

産の金銭的な価値を増大させたという事実によって、減少しない。それどころか、所有者

が、合理的に、その財産を現状回復する場合は、そのために必要な費用を回収することが

できる。 

 ここで「公平」（ equitable）として、リステイトメントが述べていることは、加害者は、

被害者に具体的に生じた損害について賠償する必要があり、客観的に見れば財産状態が向

上した場合でも、損害賠償が認められるということである。もっとも、被害者の悪性が強

く、逆に、加害者の帰責性が低い（過失しかない）場合は、除外されている。リステイト

メントは、このような場合として、次の例を挙げている。  

 

A は、B の指示で、C の土地上の、荒廃した、経済的価値のない建物を取り壊し、同じ

土地上に、堅固な建物を建設した。A は、B には建物の取り壊し等を行う権原があるもの

と考えていたが、建物完成後、A は、B には、そのような権原がないことを知った。C は、

荒廃した建物を隣人に対する嫌がらせのためだけに維持しており、B はそれに怒りを覚え

て、権原なく行動していた。この場合、C は、A に、実質損害（ substantial damage）の賠

償を請求する権利を有しない（ Illustration 10）。 

 

 C は、A によって、自己の所有する建物を破壊されたのであるから、当該損害について、

賠償請求をすることができても不思議ではない。しかし、経済的価値のない建物の取り壊

しは、取り壊し費用を負担する必要がなくなったことを意味する。しかも、堅固な建物が

建設されたことは、土地所有者の C にとっては、利益である。それゆえ、この例では、全

体としてみれば、C には経済的損失は生じていない。むしろ、本件不動産（土地及びそこ

にある建物）の価値の上昇により、C は、利益を受けている。C は、建物を隣人に対する

嫌がらせのために残していたにすぎない。それゆえ、C に損害があるとすれば、建物を特

定の目的のために利用する利益が侵害されたことであろうが、嫌がらせ目的は、法によっ

て保護される利益ではない。加えて、A には、C の権利侵害について、故意はなく、せい

ぜい過失があるにすぎない。そのため、A は C に対して、実質損害（ substantial damage）

の賠償を請求する権利を有しないとされている。  

 しかし、これまでの説明からも分かるように、リステイトメントにおいて、他人の財産

を侵害して、損害賠償が認められない場合は、非常に限定されている。あくまで、具体的

な権利侵害について、それを回復するための費用の賠償を請求することができるのが原則

とされているのである。そして、この例にあるように、例外的に、損害賠償を請求するこ

とができない場合は、損害の発生が否定されるのではなく、その賠償が否定されるに過ぎ

ないのである。 

 

6 小活 

 920 条の検討で明らかになったことは、侵害行為前後の財産状態の差額といった抽象的

な損害概念ではなく、現実に即した、具体的な損害理解である。すなわち、ある利益の侵

害によって生じた損害は、他の利益について利得したことによって軽減されない。そして、
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一般的な利益が発生しても、侵害行為が存在する以上、侵害からの救済が認められる。さ

らに、侵害行為によって、目的物の価値が上昇した場合でも、被害者の悪性が強く、しか

も、加害者の帰責性が低いといった例外的な場合を除き、当該目的物を元の目的に使用す

るために原状回復する費用を請求することさえ認められる。また、侵害行為と関連して、

あるいは、侵害行為の結果、被害者が利益を受けた場合でも、利益と不法行為との因果関

係がないとして、利益の考慮が否定されることがある。  

 このような損害理解を前提にする限り、損害算定に必要なものを別にすれば、損益相殺

が認められる場合は、ほとんどないであろう。いうなれば、損益相殺は、「悪いことをし

たかもしれないが、損害と利益とを考慮した上で、結果的に、損にならなかったから賠償

責任はない」という論理である。ところが、 920 条は、特定の（適正な）目的のために財

物を使用していた場合は、その使用が侵害された場合は、たとえ、侵害によってその物の

市場価値が上昇した場合でも、原状回復のための費用の賠償を求めている。この場合の賠

償は、客観的な交換価値という観点から見れば、被害者の財産を損なうためになされるの

である。しかし、被害者の側から見れば、例外的な場合を除き、当該目的物を一定の目的

のために使用することが妨げられる理由はないはずであり、使用が妨害された場合は、再

度、使用することができるように原状回復のための費用を請求することは至って自然なこ

とである。ここでは、当該目的物の市場価格の上昇は問題とならないのである。  

 もっとも、具体的な損害理解だけですべての問題を解決することはできない。公平性

（ equitable）の考慮において明らかになったように、例外的ではあるものの、具体的な損

害理解という観点からは損害があるといえる場合であっても、被害者の悪性が強く、逆に、

加害者の帰責性が低い場合には、例外的に、損益相殺が認められている。  

 

第 4 920A 条 

1 まず、920A 条 1 項であるが、不法行為者等の支払について、賠償責任の減少を認めて

いる。不法行為者等の支払は、実質的には、弁済の一種であろうから、このことには異論

の生じる余地は少ないものと思われる。  

 

2 問題は、920A 条 2 項である。ここで規定されている、 collateral source rule の内容や根

拠等については、すでに述べたように、樋口範雄の優れた研究が存在する。この研究で意

図されたことは、「不法行為に関する民事責任のあり方」についての「日米の比較」であ

る *362。そして、日本法では、損益相殺概念を採用し、また、各種の立法においても、代位

の制度を設けるなど、被害者が重複して給付を受けることに否定的である。一方、collateral 

source rule は、これを認めている。その違いの理由として、樋口は、次の 3 点が考えられ

るとしている *363。 

  1 点目は、日本では、被害者自身による不法行為責任の追及が充分期待できず、保険会

                                                   

*362  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」256 頁。 

*363  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」256 頁。 
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社や企業、社会保険給付を行う国や公共団体から、代位求償させる方が、「加害者の責任

追及が確実に行われ、かつ被害者の負担を肩代わりすることになる」という点である。し

かし、これについては「本当に加害者の責任追及が確実に行われるのだろうかという疑問

符がつく」「理論的にはむしろ責任を免れやすい」として「わが国の制度は……不法行為

責任の追及を確実にするためと言うよりも、むしろ……被害者の二重填補を防止するため

に機能している。その反面、不法行為者の責任追及は二次的なものとなっている」と指摘

している。 

 ここでは、日本法の傾向が問題となっているが、その傾向とは、被害者の責任追及とい

うよりも、むしろ、加害者の責任追及の妨げとなっても、被害者の二重填補防止を優先し

ようとする傾向である。  

 2 点目は、アメリカでは、日本と異なり、陪審制が採用されており、また、日本と比べ

て弁護士費用が高額であるということである。樋口は、アメリカにおいて、被害者に保険

金を支払った保険会社が、代位によって自ら損害賠償請求権を行使するのではなく、被害

者の名前で訴訟追行しようとする傾向があるとしている。そして、その理由として、歴史

的な理由もあるものの、実際的な理由としては、陪審制の存在が大きいという。「なぜこ

のようにしてまで保険会社が表に出たがらないかといえば、そこには陪審制の存在が大き

く作用しているといわれている。たとえば、うっかり誤って損害を惹起したとはいえ、通

常の資力しかない加害者に大資本の保険会社が損害賠償の取立をするという構図は、実際

上、陪審の共感をよびにくいからである」 *364。 

 弁護士費用に関しては、周知のように、アメリカの弁護士費用は高額になる傾向があり、

その一方で、被害者の弁護士費用は損害賠償請求できないとされている。そのため、単に、

損害に対応する賠償が認められただけでは、高額の弁護士費用の分だけ、被害者に実質的

な損害が残ることになる。そこで、「被害者は二重取りをしているのではなく、 collateral 

benefits をえてようやく損害の十分な填補を受けていると考えられる」 *365 とされている。 

 この 2 点目の理由は、アメリカの訴訟制度に起因する、極めて実質的なものである。 

 3 点目は、「不法行為訴訟の現実の機能、あるいはその評価」に関するものである。そ

こで、樋口は、アメリカ法は、「被害者が加害者を訴えるという不法行為訴訟の原型をで

きるかぎり維持しようとする」のに対し、「日本法は、不法行為訴訟についてそもそも高

い評価を与えていない」ということが考えられると指摘する。まず、「不法行為者が負担

すべき損害賠償額は全額支払わせるのが法であるとすると、被害者を中心とする私人の手

によってその法を実現することに日本法は熱心でない」*366と指摘されている。次に、日本

の不法行為法は、不法行為の抑止的効果をその目的としておらず、その機能は、刑事罰等

で行われるという。そして、「不法行為訴訟は社会的なコストの面から見て最悪とされ、

                                                   

*364  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」194 頁。 

*365  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」239 頁。 

*366  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」258 頁。 
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むしろ損害の社会化、損害の分散がわが国では重視される」 *367という。このようにして、

樋口は、「日本においては不法行為はそう不法な行為ではないのかもしれない」として、

日本の訴訟においては、喧嘩両成敗的な発想が見られることを指摘し、日本では、過失が

認められやすく、それゆえ、責任も希薄化することが予想されるという。  

 要するに、日本法は、アメリカ法と比べて、加害者の責任に対する制裁という観点より

も、損害の調整という観点を重視しており、それゆえ、不法行為が認められた場合でも、

他の給付の考慮を広く認める傾向にあるということであろう。  

 

3 この樋口の指摘した理由は、説得的であるように思われる。しかし、それに加えて、別

の観点を指摘したい。それは、 920 条の検討で明らかになった、損害の具体的理解という

観点である。 

 実は、これに関係する理由付けは、樋口も検討している。樋口は、 collateral source rule

を基礎づける理由として、 5 つの理由を挙げているが、その一番最初に、「加害者には関

係ない副次的給付(collateral benefits)だという理由」を指摘している *368。しかし、この理

由について、樋口は、「これは要するに、被害者が副次的給付源 (collateral source)から受

け取る給付は加害者にとって副次的(collateral)だということで、全くのトートロジーであ

る」 *369として、無内容であると考えている。 

  しかし、「加害者には関係ない」というのは、本当に無内容なのであろうか。920A 条は、

支払(payment)の主体によって、異なる効果を定めている。そのため、規定を素直に理解す

る限り、加害者（または加害者と一定の関係にある者）に関することなのか、あるいは、

加害者と関係のないことなのかは、決定的な意味を持つはずである。  

 そもそも、加害者と無関係の者が支払をしたとして、それによって、損害が回復された

ことになるのであろうか。純粋に経済的な観点から見れば、誰が支払おうと一定の支払が

なされれば損害は回復されうるであろう。しかし、920 条で検討した、侵害行為によって、

物の市場価値が上昇した場合も、純経済的な観点から見れば、損害が生じていないのであ

る。この場合は、被害者が特定の目的のために目的物を利用するために、原状回復する費

用が損害と考えられていた。そして、この場合も、加害者は原状回復に必要な費用を賠償

する義務を負うのみであり、目的物の市場価値の上昇は、加害者には関係のないことなの

である。 

  第 4 章で詳しく検討するが、具体的な損害理解を前提にすれば、加害者（または加害者

と一定の関係にある者）が賠償をしない限り、損害は回復されないということは充分理由

があるように思われる。損害があっても、別のところから支払を受けたのだから、もはや

賠償されるべき損害は残っていないという論理は、被害者の全財産状態の変化を損害とす

                                                   

*367  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」258 頁。 

*368  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」230 頁。 

*369  樋口・前掲注（203）「Collateral Source Rule と日米不法行為法－損害の重複填補

の調整あるいは無調整－」230 頁。 
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る抽象的な損害理解を前提としている。例えば、自己の所有する家屋を放火によって失っ

た場合の損害を、家屋の滅失と考えることにする。この場合は、家屋の滅失という損害に

ついて、被害者は、賠償を請求することができるのが自然であろう。仮に、被害者が火災

保険から、保険金を受領していたとしても、この考え方に依拠する限り、それによって損

害が変化することはない。一方、損害を抽象化し、家屋の滅失を含む、被害者の財産状況

に生じた負の変化と考えれば、保険金等も被害者の財産状況に変化を生じさせるものであ

る以上、損害において考慮することが自然であろう。この考え方に依拠する場合は、損益

相殺として、損害から利益を控除することが原則となる。  

 このように、日本法とアメリカ法との差異として、損害理解の方法が異なることがある

ように思われる。アメリカ法の具体的な損害理解は、当該損害以外の財産状況の変化を損

害において考慮することを否定する傾向にあるのではないか。逆に、日本法において、損

益相殺に関する限り、しばしば見られる、抽象的な損害理解は、損害の具体的内容を曖昧

にすることで、給付その他の利益を広く考慮する傾向を生じさせているように思われる。

そして、具体的な損害理解を前提とすれば、加害者等以外の者の行った支払は、まさに「加

害者には関係ない副次的給付 (collateral benefits)」にすぎないことになる *370。 

 

第 5 小活 

 簡単な検討であったが、アメリカ法の検討から得られたことは大きい。当然のことであ

るが、損害理解の方法によって、損益相殺される利益は変化しうる。そして、抽象的に損

害を理解すれば、それだけ損益相殺の対象となる利益は拡大しうるのである。ここで、ド

イツ法においても、損益相殺に関しては、具体的に損害を理解する見解が通説であること

を想起する必要がある。ここでは、日本法は抽象的な損害理解をしていることを前提に検

討したが、本当に、そのような損害理解が適切であるのか、再度検討する必要がある。  

 アメリカ法の検討においては、かなり明確に、具体的な損害理解を読み取ることができ

た。この損害理解は、前述の通り、ドイツ法においても、損益相殺については、通説的な

地位を占めている。もっとも、ドイツ法においても、指摘したことではあるが、具体的損

害理解だけで、損益相殺に関する、すべての問題を解決することはできない。アメリカ法

においては、公平性の例として、嫌がらせ目的で、経済的価値のない建物を所有していた

者が、過失で建物を取り壊し、土地上に堅固建物を建築した者に対して、損害賠償を請求

することが否定されている。ドイツ法においては、他人のために事務処理を行う場合につ

いて、具体的な損害理解に還元することができない損益相殺が存在した。アメリカ法の例

は、ドイツ法のそれとは異なるが、具体的損害理解に還元することができない損益相殺の

事例が存在するという点で、やはり注目に値する。加えて、920A 条 1 項が、加害者及び

これと一定の関係にある者の給付については、損害賠償から控除する旨を規定しているこ

とにも注目すべきであろう。これは当然のことのようにも思われるが、ドイツ法において

                                                   

*370  このような具体的な損害理解を前提とする限り、加害者の支払によっても損害は軽

減されず、単に弁済として、損害賠償請求権を減少させるに過ぎない。もっとも、損害が

減少したものとして取り扱っても、損害は減少せず、賠償義務のみが減少するものと取り

扱っても、結論には大差ないであろう。  
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指摘したように、損益相殺の問題として処理されている以上、この点も放置することはで

きない。  

 また、損益相殺も、訴訟制度や損害賠償に対する態度によって影響を受けうることも明

らかになった。アメリカと比べれば、日本は、損害賠償に積極的であるとは言えないであ

ろう。そうすると、純粋に理論的な見地とは別に、法的な評価の問題として、そのような

態度が、損益相殺に影響を及ぼすことがあり得るであろう。  
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第 4 節 オランダ法 

第 1 はじめに 

 オランダは、新しい民法典を持つ国であり、現行民法典（以下、「NBW」という。）は、

1971 年から 1992 年にかけて施行されたものである *371。オランダは、その言語だけではな

く、法律学においても近隣の国家の強い影響を受けている。オランダでは、日本と同様、

ドイツ法の影響により、損益相殺概念が承認されている。その意味では、オランダ法は、

collateral source rule を採るアメリカ法と異なり、日本法に近い立場を採っているというこ

とができる。しかも、NBW は損益相殺に関する一般的な条項を設けている。現在行われて

いる、我が国の債権法改正の議論もそうであるが、立法に至る過程においては様々な議論

がなされるのであり、オランダにおいて、損益相殺に関する、議論の結論がどうなったか

を確認することは、一般的な基準について検討する上で有益であろう。とりわけ、NBW は、

国際取引における機能、社会公共の利益の考慮及び比較法の見地から、「きわめて重要な

意義を有している」 *372と指摘されている。このため、NBW について検討することは、日

本法を検討する上でも重要であるものと考えられる。  

 もっとも、NBW が損益相殺に関する規定を置いているということは、オランダにおいて、

損益相殺に関する意見の一致が見られるということを意味するものではない。それどころ

か、オランダの研究者は「民法上、損益相殺ほど合意が存在しない問題はほとんど無い。

承認された論理は存在しない」 *373としている。 

 このように、オランダの研究者は、損益相殺について、非常に悲観的な結論に達してい

る。しかし、そこに至る前に、まず、オランダ法の歴史を確認するところから始める。現

在の議論は、歴史的な議論の積み重ねの末に形成されたものであるからである *374。 

 

第 2 NBW 制定に至る経緯 

 中世から 18 世紀の終わりまで、オランダに適用される法は、ゲルマン起源の慣習法、諸

州等の条例、そして、普通法としてのローマ法であった。しかし、国家としてのオランダ

と同様、オランダ法も、フランス革命の大きな影響を受けた。  

 フランスで、フランス民法典（以下、「CC」 *375という。）が成立し、当時のホラント

                                                   

*371  NBW は、なおも、編纂中であり、現在施行されているものは、その一部にすぎな

い。 

*372  潮見佳男「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）－改正オ

ランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」阪大法学 47 巻 2

号 211 頁（1997 年）。 

*373  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.257 より。同書によると、Mok, in: Schadevergoeding in 

een som, S. 17: "Er zijin weinig onderwerpen in het burgerlijk recht waarover zo weinig 

overeenstemming bestaat als de voordeelstoerekening. Wwn gevestigde theorie bestaat 

er niet". 

*374  以下の説明は、主に、アーサー･S・ハートカンプ・曽野裕夫訳「オランダ私法の発

展－ヨーロッパ的視座に立って－」民商法雑誌 109 巻 4・5 号 623 頁（1994 年）によった。 

*375  この法典の呼び方は、時代によって変化し、正式な呼称が「ナポレオン法典（Code 
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王国 *376でも、1809 年に、民法典が制定された。「この最初の法典はフランスのナポレオ

ン法典の引き写しではなかったが、それから強い影響を受けて作られた」 *377ものである。

もっとも、ホラント王国が滅亡し、フランス帝国の一部となったため、オランダにおいて

も CC が直接適用されることになった。ナポレオン戦争で、ナポレオンが敗北し、その結

果、オランダはフランスの支配から解放されたが、CC は、1838 年に新しい民法典が施行

されるまで、有効であった。この新民法典も、「ナポレオン法典に大きく依拠したもので

あった」 *378。 

 ナポレオン戦争後の、19 世紀後半のオランダ法はフランス法の強い影響下にあった。当

時の、民法についてのオランダの「文献ではフランスの法学者に大きな注意が払われてい

るのに対して、その他の国々の動きについての記述は実質的に無いに等しい」*379状況であ

った。裁判所もオランダ法の条文をフランス法の条文に照らして解釈することが多かった

という。その一方で、立法府の活動の停滞や条文の厳格な解釈がなされた。「フランスの

裁判所が社会の変化に適応すべき厳格な歴史的解釈から離れている場合にも、オランダの

裁判所はオランダにおける法典施行時におけるそれらの条文の意味に固執することさえあ

った」 *380という。 

  19 世紀の終わりから、20 世紀の最初にかけて、ドイツとスイスにおける法典編纂の結果、

ドイツ法がオランダ法に影響を及ぼすようになった。さらに、オランダの学説と判例が、

フランスやドイツの議論の影響を受けて、民法典の自由な解釈に寛容になった。また、こ

の時代になって、立法者が法改正の必要性に目覚め、未成年者法、不動産賃貸借法、農地

賃貸借法、割賦法などの規制が加えられた。しかし、立法府は、法典の総論部分（物権法

及び債務法）の改正を行おうとしなかった。これに対して、学界では、「私法の完全な法

典再編纂」について活発な議論がなされた。  

  1947 年、ライデン大学の E.M.Meijers 教授に、新民法の起草が委託された。そして、長

期間にわたる作業の末に、ついに、 1992 年に NBW の核心部分が施行された。 

 その施行までに長期間を用している NBW であったが、「判例は、 1838 年民法の解釈に

当たって、施行前の改正民法のルールを取り込む努力を重ねており、改正民法は実質上」

                                                                                                                                                                        

Napoléon）」となった時もあるが、本稿では、時期を問わず、フランス民法典を「CC」と

いう。 

*376  バタヴィア共和国に代わり、1806 年に成立したフランスの衛星国家。初代国王で

あるルイ･ボナパルトは、フランス皇帝ナポレオン 1 世の弟。1810 年に、フランスに侵攻

され、滅亡する。 

*377  ハートカンプ・前掲注（374）「オランダ私法の発展－ヨーロッパ的視座に立って－」

624 頁。 

*378  ハートカンプ・前掲注（374）「オランダ私法の発展－ヨーロッパ的視座に立って－」

625 頁。 

*379  ハートカンプ・前掲注（374）「オランダ私法の発展－ヨーロッパ的視座に立って－」

625 頁。 

*380  ハートカンプ・前掲注（374）「オランダ私法の発展－ヨーロッパ的視座に立って－」

625 頁。 



 

第 3 章 比較法的に見た損益相殺 

120 

 

その施行前から「機能している」とされている *381。詳細は、以下で述べるが、NBW の特

徴として指摘されるのは、裁判所の裁量を大幅に認めたことである。この特徴は、損益相

殺に関する規定にも現れている。 

 

第 3 損害賠償法の準則 

 NBW の損益相殺に関する規定を検討する前に、一般的な損害賠償法の準則を確認する。

損益相殺は、損害賠償法の準則を前提にした概念であり、これを無視して損益相殺だけを

取り上げることは不可能だからである。  

 NBW は、ドイツ法と同様、統一的な損害賠償法の規定を置いており、この規定は、契約

違反に基づく損害賠償、不法行為に基づく損害賠償及びその他の損害賠償について適用さ

れる *382。損害賠償法においては、完全賠償が原則であり、懲罰的損害賠償や名目的損害賠

償は認められていない *383。もっとも、加害者の主観を考慮することは、常にではないが、

明確に行われているようである。非財産的な損害は、身体侵害や人格権侵害の場合を除き、

故意による損害惹起の場合に限り賠償される（NBW6:106 条 1 項 a)。加害者が賠償すべき

損害の範囲は、合理性（Redlichkeit）によって決定されるが、悪意で損害が惹起された場

合には、賠償範囲の枠組みが拡大されるようである *384。 

  損害賠償の範囲に関する、具体的な規定としては、NBW6：98 条がある。この規定は、

「賠償のために考慮されるのは、債務者の責任を生じさせるもととなった出来事との関係

で、責任および損害の種類を考慮した場合にこの出来事の結果として当該損害が債務者に

帰責されうるという関係にある損害のみである」*385というものである。損害賠償の範囲に

ついて、オランダの判例は、かつては、予見可能性を判断基準とする相当因果関係理論を

採用していた。しかし、1960 年代に、予見可能性基準に反対する学説が台頭し、「被告が

責任を負うべき出来事が当該損害の原因として寄与した見るのが合理的であるかどうか」

* 386が重要であると主張した。この見解は、オランダの最高裁判所によって採用され、

NBW6：98 条もこの流れを受けたものであるとされる。もっとも、未だに予見可能性は因

果関係を判断する際の重要な要素の一つであると考えられているようである *387。しかし、

交通事故などの事故による人身損害の分野における損害賠償の分野においては予見可能性

                                                   

*381  森島昭夫「企画の趣旨」民商法雑誌 109 巻 4・5 号 621 頁（1994 年）。 

*382  アーサー･S・ハートカンプ・曽野裕夫訳「オランダ新民法典における裁判官の裁量」

民商法雑誌 109 巻 4・5 号 649 頁（1994 年）。 

*383  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.260. 

*384  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.260. 

*385  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 216 頁。 

*386  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 217 頁。 

*387  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 217 頁。 
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はほとんど機能していない *388との指摘がなされている。少なくともオランダ法は、判例、

学説及び条文のいずれにおいても、予見可能性に基づく相当因果関係は、損害賠償の範囲

を決定するために万能の基準とはなり得ないことを承認しているものということができよ

う。そして、相当因果関係に代わり、オランダ法において、因果関係の判断の基準として

採用されたのは、「合理」性である。この合理性は、予見可能性の影響を受けることもあ

るようであるが、少なくとも予見可能性そのものではなく、それゆえ、様々な事情が考慮

されうる *389。例えば、前述のように、故意に加害行為を行った場合は、過失の場合と比べ

て、帰責の範囲が拡大するとされる *390。 

 このように、NBW は、損害賠償の範囲の決定のために、非常に柔軟な枠組みを提供して

いる。そして、このことは、損益相殺についても同様に妥当する。  

 

第 4 損益相殺に関する準則 

 損害賠償の範囲に関する規定と共に、NBW は、次のように、損益相殺に関する準則を定

めている。 

 

NBW 

Art. 6:100 Heeft enn zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens 

voordeel opgeleverd, da moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling 

van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht. 

（仮訳） 

6：100 条 同一事象が被害者に損害の他に、利益も生じさせた場合は、これが合

理的である限度で、この利益は、賠償されるべき損害を評価する際に考慮されな

ければならない *391。 

 

 この NBW の規定は、非常に抽象的であり、具体的な事件において、直ちに、ここから

何らかの解決を導き出すことは困難であろう *392。ここで、規定されているのは、因果関係

                                                   

*388 ハートカンプ・前掲注（382）「オランダ新民法典における裁判官の裁量」 650 頁。 

*389  既に、問題となっている事件の分野によって、予見可能性の考慮の程度に差がある

との指摘を紹介したが、このような分野も損害賠償範囲の決定において考慮されていると

いうことができる。 

*390  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.260 

*391  訳に当たっては、Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.262 を参考にした。 

*392  日本において、現在進行中の債権法改正においても、損益相殺の規定を置くことが

提案された（民法（債権関係）の改正に関する中間試案  第 10 債務不履行による損害賠

償 ８ 損益相殺「債務者が債務の不履行による損害賠償の責任を負うべき場合において、

債権者がその不履行と同一の原因により利益を得たときは、裁判所は、これを考慮して、

損害賠償の額を定めるものとする。」）。日本においても損益相殺の規定を置くのであれば、

オランダ法のように抽象的な規定のみを設け、その具体化を裁判実務に委ねるしかなかっ

たように思われる。しかし、中間試案の作成者は、損益相殺される利益を限定することの



 

第 3 章 比較法的に見た損益相殺 

122 

 

と合理性が、損益相殺を決定することだけである。後述するように、このうち、重要なの

は、合理性である。合理性の内容は、非常に曖昧であり、裁判官によって具体化されなけ

ればならない。もちろん、これは、立法者が意図的に、個別の事件について妥当な判断を

行うために、裁判官の裁量を残したものである。判例は、損益相殺の問題を適切に解決す

るための事例群を定式化すべきであるとされている *393。前述のように、ドイツの BGB の

起草者は、損益相殺について一般的な基準を定めることを回避した。これに対して、オラ

ンダの立法者は、あえて非常に抽象的な規定を置くことで、その具体化を判例に委ねると

いう選択をしたのである。 

 この規定は、Meijers の草案によるものであるが、その元となったのは、オランダの最高

裁判所の判例である。最高裁判所は、 1973 年 11 月 9 日に、損益相殺に関する 2 つの判例

を出した。それのうちの 1 つは、芸術作品に対する侵害に対して、国が損害賠償を請求し

たというものである。もう 1 つは、沈没した船舶を航路上から除去したことについて、こ

れも国が損害賠償を請求したというものである。これらの訴訟において、原状回復措置に

伴う付加価値税を賠償額から控除する必要があるかが問題となった。これに対して、最高

裁判所は、「そのような帰責又は控除を肯定するための、合理性の基盤が欠如している」

として、控除を否定する判断を下した *394。 

  この判決に従い、判例法が形成された。NBW6:100 条は、判例の準則を成文化するため

に作られたのであり、立法資料は、明確に、従前の判例が維持されることを示しているよ

うである *395。 

 

第 5 損益相殺に関する準則の内容（因果関係）  

 NBW6:100 条は、利益と侵害事象との因果関係を要求している。この因果関係は、特に

厳格なものではなく、相当因果関係等が必要であるとは理解されていない。判例において、

                                                                                                                                                                        

困難さを認識していなかったのか（同試案の補足説明では、「債権者が債務不履行と同一の

原因により利益を得た場合に、債権者が利益を得たことを最終的な賠償額算定に至るまで

のプロセスにおいて、賠償額の減額要因として考慮すべきことについては、異論なく承認

されている」とされている。）、NBW6:100 条のような制限（「合理的である限度」）を設け

なかった。そのため、パブリック・コメントの手続に寄せられた意見の中には、損益相殺

の対象が拡大することを懸念する意見が見られた。この懸念は、直接には、中間試案が損

益相殺の対象となる利益について合理的な制限を加えなかったことによるものであると考

えられる。もっとも、実際に制限を加えるとすれば、NBW6:100 条のように抽象的なもの

にならざるをえないであろうから、単に文言を加えるだけでは足りず、その具体的な内容

に関する充分な議論の蓄積が必要となろう。結局、債権法改正の議論においては、損益相

殺の「論点については取り上げないこととし、引き続き、解釈・運用に委ねることと」さ

れた（法制審議会民法（債権関係）部会第 78 回会議（2013 年 10 月 8 日開催）部会資料

68A「民法(債権関係)の改正に関する要綱案のたたき台 (3) 」）。 

*393  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.263 

*394  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.263 

*395  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.264 
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条件関係（ conditio sine qua non）が認められるにも関わらず、因果関係を否定した例はな

いようである *396。 

 もっとも、因果関係に関する判断も単純ではない。ここでは、因果関係の判断について、

疑問が呈されている判例を 2 つ取り上げる。 

 1 つ目は、スヘルトーヘンボス裁判所の 1965 年の判決 *397であり、ティルブルフ市（Stadt 

Tilburg）が、家を取り壊した際に、隣家を損傷させたため、これに対する損害賠償が請求

された事案に関するものである。この事案では、市が、家を取り壊したことにより、原告

の家の両側の家がなくなったため、原告の家は角地に立つことになり、その価値が上昇し

た。そこで、この利益を損益相殺すべきかが問題となった。裁判所は、損益相殺を否定し

た。その理由は、家の取り壊しが不法行為なのではなく、取り壊しによって生じた損害の

支払を拒絶したことが不法行為である。そして、原告の家の価値の上昇は、取り壊しの結

果であって、支払拒絶の結果ではない。適法行為によって生じた利益を違法行為による損

害と相殺することはできないというものであったようである *398。 

 この判決の論理は、一般論としては理解できなくはないが、損害の支払を拒絶すること

こそが不法行為であるという点は、にわかには首肯しがたい *399。原告の家屋を損傷させた

ことが不法行為であると考えるのが自然ではなかろうか。そして、原告の家屋を損傷させ

ることを侵害行為と捉えれば、原告の隣家の取り壊しによる、価値の上昇とは因果関係が

ないといえよう。原告の家屋を損傷することなく、隣家のみを取り壊せば、原告の家屋の

価値が上昇したであろうから、あれなくばこれなしとはいえないからである。もっとも、

現実には、原告の隣家の取り壊しによって、原告の家屋も損傷しているのであり、この単

一の行為を適法な部分と違法な部分とに分けて理解することが適切かという疑問は残る。

仮に、分離することが不可能又は不適切であるとすれば、因果関係論ではなく、損害論等

で処理されるべき問題であろう。 

 2 つ目は、同じくスヘルトーヘンボス裁判所の 1980 年の判決 *400である。これは、自治

体が、違法に建築確認を拒絶し、その結果、最終的に、原告は不動産を売却することにな

ったという事案に関するものである。原告からの損害賠償請求に対して、自治体は、原告

は家を売却したことによって利益を得ているとして、その利益について損害賠償が減額さ

れるべきであると主張した。これに対して、裁判所は、「この場合は、完全に偶然に、利

益が存在するのであって、利益は、原告について問題となっている損害を惹起した事象と

は関係がない」として、損益相殺を否定したようである *401。 

 この場合も、因果関係がないと言い切れるかは疑問が残る。原告が家屋を通常の市場価

格によって売却したのであれば、原告にはそもそも利益が生じていない。原告が、建築確

                                                   

*396  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.264. 

*397  Hof 's-Hertogenbosch v.14.12.1965, NJ 1967, Nr.92. 

*398  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.265. 

*399  隣家を取り壊す際に、原告の家屋が損傷することがやむを得ないという事情でもあ

ったのであろうか。 

*400  Hof 's-Hertogenbosch v.14.5.1980, NJ 1981,Nr.652. 

*401  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.266. 
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認の拒絶により、偶然とは言え、市場価格よりも高い価格で家屋を売却したのであれば、

あれなくばこれなしとは言えないから、条件関係は認められるはずである。偶然発生した

利益について、因果関係を否定するのであれば、条件関係ではなく、相当因果関係等を要

求することが必要となろう。 

  このように、因果関係の判断の中には疑問があるものも存在する。もっとも、結局は、

説明の問題であろう。次で取り上げる合理性という要件が、非常に柔軟に機能するものと

理解されているからである。 

 

第 6 損益相殺に関する準則の内容（合理性）  

1 相当性（Adäquanz） 

 前述のように、オランダ法においても、かつては、損害賠償の範囲について、予見可能

性を判断基準とする相当因果関係理論が採用されていた。しかし、予見可能性基準に反対

する学説が台頭し、合理性が判断基準となった。そして、これに対応して、損益相殺の判

断基準も、相当性に代わって、合理性がその地位を占めるに至った *402。損益相殺の判断基

準は、損害賠償の基準と同じでなければならないと考えられていたためである。既に 1904

年に、Van Woudenberg Hamstra は、次のように説明している。  

 

「前提とされるべきは、当然、利益が惹起されたかどうかという問題に解答するに当たっ

て、損失が発生したかどうかという問題の場合と同じ原因概念を出発点としなければなら

ないということである；両者は、一定の事象の結果である場合に限り考慮される；両者が

実際の結果であるかどうかは、それゆえ、同じ原則によって確認されなければならない」

*403 

 

もちろん、ここで、Van Woudenberg Hamstra が、説いた「同じ原則」とは、相当性のこと

である。そして、相当性を基準とすることは、オランダにおいても受け入れられなかった

ようである *404。 

                                                   

*402  もっとも、オランダ法においては、それ以前より、ドグマ的な制約は緩やかであり、

裁判官は、適当と思われる結論に到達するために、大きな裁量が認められていたようであ

る。相当性は弾力的な公式であるとされ、個別の事例において公平を達成するための、唯

一の手段ではあるが、意味のある限定を提供することはできないとされる。 Thüsing, 

a.a.O.(Fn. 79), S.267. 

*403  Van Woudenberg Hamstra, Voordeelstoerekening, S. 59. 但し、原典が入手でき

なかったので、Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.268 のドイツ語訳による。なお、同書によると

原文は以下の通り。"Voorop gestelt wordet natuurlijk, dat men bij de beantwoording der 

vraag of er voordeelen verootzakt zijin, van hetzelfde oorzaakbegrip moet uitgaan als 

bij de vraag of nadeelen zijn teweeggebracht; beide komen slechts in aanmerking voor 

zover ze gevolg zijn van een bepaalde gebeurtenis; of ze werkelijk gevolg zijn, moet 

derhalve volgens dezelfde beginselen vastgesteld worden." 

*404  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.269. 
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 しかし、1965 年の Bloembergen の論文も、Van Woudenberg Hamstra 同様、損害と利益の

帰責について、同じ基準で処理すべきであるとしたようである *405。もっとも、ここで求め

られた基準は、相当性ではなく、合理性である。  

 判例は、当初から、損益相殺の問題については、明確に、相当因果関係論を採用するこ

とはなかったようである *406。そして、前述のように、判例は、1973 年の 2 つの判決にお

いて、合理性基準を採用するに至った。  

 

2 合理性の内容 

 問題は、合理性の内容である。これについては、以下のような検討がなされているよう

である。 

 まず、利益と損害との内的関係や、両者の同質性によって説明しようとする研究がある。

これは、ドイツの具体的損害理解に類似する見解であろう。たとえば、財産上の損失を精

神的な利益によって填補することができないという解釈が見られた。この解釈は、ドイツ

法では一般的に支持されている。しかし、オランダの判例は、これに、あまり好意的では

ないようである。たとえば、「発生した事象について、複数の損害が問題となる場合は、

いかなるものの価値についても、個別の損害が所与の事情の下で、この利益を減少させる

ものと考慮することが、どの程度、合理的であるかは、裁判官の判断に委ねられる」*407と

いうのである。それゆえ、結局は、合理性の有無によって決定されることになる。  

 これに対して、Bloembergen が「鏡像思想」（ spiegelbeeld gedacht）を有力に提唱した *408。

Bloembergen は、利益を鏡で映したときに対応する損失と考えられるものが考慮されるべ

き場合は、当該利益も考慮されるべきであると説いたようである。この鏡像思想は、侵害

行為と利益との間に、侵害行為と損失との間で必要とされるのと同様の関係が必要である

ということの他、利益と損害との対応が必要であるということをも、その帰結とする。前

者については、ドイツ法における相当因果関係論の議論においても見られたのと同様の発

想によるものであろう。例えば、蓋然性がないとの理由によって損失を帰責すべきではな

い場合は、それが利益であっても控除されない。不法行為の被害者が、事故に遭うことを

回避できない場合、損害賠償を義務づけることができないのと同様に、被害者が遅れて目

的地に到着したことによって、自動車展示場の十万人目の来客としてスポーツ車を獲得し

た場合も、損益相殺の対象にはならないとされる *409。一方で、この対応関係は、利益と損

失との関係にも適用されるようである *410。租税上の損失が賠償される場合には、租税上の

                                                   

* 405   Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Nr.222. Thüsing, 

a.a.O.(Fn. 79), S.T269. 

*406  ただし、学説は、しばしば、判例を相当因果関係論に立つものと理解していたよう

である。Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.269. 

*407  HR v.17.12.1976, NJ 1977, Nr.351. ただし、訳は、Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.272

を参照した。 

*408  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.272. 

*409  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.273. 

*410  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.272. 
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損失に対応する利益も損害賠償から控除されうる。精神的利益についても同様である。  

 この Bloembergen の考え方を継承したのが、Boldt である。Boldt は、鏡像思想の正当性

を守ることに全力を尽くした *411。現在のオランダの学説においては、広く、Boldt の見解

が受け入れられているようである。Boldt は、損益相殺の判断基準を以下の 6 つの準則で

表した *412。  

 

１ 利益は、当該利益と損害事象によって発生した損失との間に、損害賠償において要求

される、充分な関係が存在する場合にのみ控除されなければならない。  

２ 控除のために要求される関係は、利益が一定の損失の鏡像を表す場合、又は、利益に

よって損失が相殺される場合に、存在する。 

３ 鏡像思想により、抽象的な損害算定の事例では、抽象的な利益だけが控除において考

慮されることが推論される。それに反して、具体的な損害算定の場合は、原則として、

全利益が考慮されうることが推論される。  

４ 第三者の援助を受けることなく発生する利益について、必要な関係が存在する場合は、

この利益は、損失について支払われるべき損害賠償の額の算定において、考慮されな

ければならない。 

５ これに対して、当該利益が第三者の行為によって、被害者に生じた場合は、まず、利

益の控除は、一定の関係が存在しなければならないという条件の下で正当化されるか

どうかが吟味されなければならない。これとともに、控除についての結論から目を離

してはならない。控除を行うことが、被害者及び第三者の利益を考慮して、控除によ

る、賠償義務者の不当な優遇という結果を生じさせることにつながる場合は、控除が

行われてはならない。 

６ 賠償義務者の不当な優遇は、第三者が賠償義務者に対する求償権を有しない場合にの

み問題となり、2 つの場合がある： 

a) 利益が損害事象の結果だけではなく、被害者又は第三者の任意かつ個人的な法律

行為によって発生し、その際、被害者又は第三者が、それについて、受け取った給

付に関し、支払をしている場合； 

b) 受け取った給付が非常に人的な範囲に存在する場合  

 

 この準則の１から４までは、鏡像思想の表れである。いかに、オランダの学説が、鏡像

思想に依拠して損益相殺理論を構築しているかが理解できる。もっとも、今日の損益相殺

の問題の中心は、私保険や社会保険を初めとする、第三者給付である。第三者給付につい

ては、準則の５と６で規定されている。しかし、ここでは、利益の控除が、賠償義務者の

不当な優遇という「結果」に結びつくかが問題とされており、鏡像思想との関係は薄れて

きている。 

 このように、学説は、鏡像思想を用いて、合理性の内容を定式化しようとしている。し

かし、そもそも、損益相殺については、損害賠償において要求されるのと同じ合理性が要

                                                   

*411  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.273. 

*412  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.278f. 
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求されているのではあるが、これについては、そのまま放置されている（準則の１）。前

述の通り、合理性は非常に柔軟な要件であると考えられている。因果関係のように、 all or 

nothing の判断ではなく、一部について判断することも可能である。また、以下のように、

加害者の主観を考慮することも認められている。  

 

3 加害者の主観の考慮 

 オランダ法においては、加害者の過失は、損益相殺において考慮されるべきことが承認

されているようである。加害者の過失が軽ければ軽くなるほど、それだけいっそう、利益

は控除されるべきであるという。特に、NBW6:107 条の立法資料は、このことを明確にし

ている。加害者が違法な行為を故意または過失によって行ったことにより、身体侵害を生

じさせた場合は、加害者の主観的悪性故に、損害賠償請求権から保険級を控除することが

否定されるというのである。加害者に非難可能性がある場合、つまり、加害者に故意また

は過失がある場合は、常に、加害者が無過失責任を負う場合と比べて、利益を控除するこ

とが合理的であるとされるという *413。  

 

4 NBW6:109 条 

 前述の通り、NBW の特徴の 1 つは、裁判官に広い裁量を認めたことである。このことは、

NBW6：109 条 1 項に明確に現れている。  

 

NBW 

Art. 6:109  

1 Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven 

omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen 

partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk 

onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke 

verplichting tot schadevergoeding matigen. 

6:109 条  

1 損害全部の賠償を認めることが、当該事情、とりわけ、責任の種類、両当事

者間に存在している法律関係および両当事者の給付能力に照らすと明らかに受

け入れることのできない帰結をもたらすであろう場合には、裁判官は、法定の損

害賠償義務を縮減することができる *414。 

 

この 6：109 条 1 項により、裁判官は、損益相殺の要件を具備しない場合であっても、「損

害全部の賠償を認めることが」「明らかに受け入れることのできない帰結をもたらすであ

ろう場合」には、損害賠償義務を縮減することができる。さらに、侵害事象によって惹起

                                                   

*413  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.274. 

*414  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 220 頁に

よる。 
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された利益を控除することによっても、同条の損害賠償義務の縮減は生じるとの解釈も見

られるようである *415。 

 6：100 条と 6：109 条との適用関係が問題になるようにも思われるが、どちらも、裁判

官の広範囲な裁量の下で、損害賠償請求権を縮減させるのであるから、いずれが適用され

ても異なる結論となるものではなかろう。そうであれば、裁判官にとっては、6：100 条の

解釈を厳密にする必要がないことになる。  

 

5 これまで見てきたように、合理性は、非常に柔軟な枠組みであり、客観的な事情の他に、

加害者の主観までも考慮されることとされている。そして、損益相殺においても合理性を

要件とすることの根拠となった鏡像思想に基づく解釈も、合理性の内容を充分具体化でき

ているとは言い難い。NBW は、6：109 条などで、裁判官の広範な裁量を認めており、 6：

100 条の合理性に関しても、その内容を具体化することは困難であるように思われる。  

 

第 7 NBW による問題解決 

1 NBW は、6：100 条の一般的な規定の他に、具体的な場面における損益相殺に関する規

定を置いている。法律において、損益相殺の当否について直接規定することは、日本法は

もちろんのこと、ドイツ法においても見られず、オランダ法の特徴であるといえる。  

 

2 まず、指摘すべきは、賃金の継続支給に関する、NBW6：107a 条である。 

 

NBW 

Art. 6:107a 

1 Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander 

aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, houdt de rechter bij 

de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gekwetste aanspraak  kan 

maken rekening met de aanspraak op loon die de gekwetste heeft krachtens 

artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomst. 

6：107a 条  

1 ある人が、他の者が責任を負うべき事象の結果として、身体的又は精神的な

損害を被った場合は、裁判官は、被害者が請求権を有する損害賠償を算定する際

に、被害者が 7：629 条 1 項に基づき、又は労働契約若しくは賃金協約によって

有する賃金継続支給請求権を考慮しなければならない *416。 

 

 ここで、規定されている NBW7：629 条 1 項は、法定の賃金継続支給に関する規定であ

って、ドイツ法の EFZG に相当するものである。NBW6：107a 条 1 項は、法定のものであ

ると、契約上の義務によるものであるとを問わず、労働者の有する賃金継続支給請求権を

                                                   

*415  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.276 

*416  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.294.を参考にした。 
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考慮することを命じている。加えて、同条 2 項において、使用者が、加害者に賠償請求権

を有することを規定しているようである *417。 

 これによって、使用者が賃金を継続支給する部分については、労働者に損害が発生する

ことが否定され、労働給付を受けることなく、賃金の継続支給をすることを強いられた使

用者に損害が認められることになる。結論としては、ドイツ法の EFZG6 条や、（ドイツの

判例によれば認められうる）BGB267 条による代位と類似したものとなる。もっとも、労

働者には初めから（賃金継続支給請求権の認められる限度では）損害賠償請求権が発生し

ないので、損害賠償請求権の移転に伴う問題（例えば、BGB267 条の要求する対抗要件の

具備）は生じない。 

 

3 次に指摘すべきは、売買契約の解除の場合の、損害賠償に関する規定である *418。 

 ここでは、契約目的物に時価がある場合には、「契約中で定められた代金と不履行の日

における時価との間の差額」が損害であるとされる（NBW7:36 条 1 項。同条 2 項によれば、

時価とは、「売買がなされた市場の時価であり、あるいは、そのような時価が存在せずま

たは時価を用いることが困難でありうる場合には、合理的に見てこの市場に代わりうる市

場での対価である」とされる。）。それゆえ、有利な転売による利益は、損害賠償額の算

定に影響しない。これは、ドイツ法と同じ結論である。 

 その一方で、例外的に、填補取引の場合は、「填補売買を行なった者（売主の不履行の

場合に填補購入をした買主、買主の不履行の場合に填補売却をした売主）が相当な方法で

当該填補売買を行なったのであれば、『彼には合意された代金と填補売買の代金との間の

差額が与えられる』」 *419のである（NBW7:37 条）。この結果、填補取引による利益は、

損益相殺の対象となることとなる。これも、ドイツ法と同じ結論である。  

 これらの規定は、損益相殺について、明確に規定しているわけではない。しかし、当該

場合における損害を指示することによって、同時に、損益相殺についても判断しているの

である。しかも、その判断は、ドイツ法における、損益相殺に関する議論と同じ結論を採

用している。これは、問題となっている場合における損害を明確に把握することによって、

損益相殺の問題を解決することができる場合があることを示す、一つの例であるといえる

のではなかろうか。 

 

第 8 小活 

 オランダ法は、ドイツ法の影響を受けながらも、理論的には、ドイツ法と異なる立場に

立っていると言える。  

 既に見たように、ドイツ法は、かつては、鏡像思想に基づいて、損害賠償と同じ基準を

損益相殺においても採用したが、現在では、ほとんど行われていない。一方、オランダ法

                                                   

*417  Thüsing, a.a.O.(Fn. 79), S.294. 

*418  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 218 頁。 

*419  潮見・前掲注（372）「最近のヨーロッパにおける契約責任･履行障害法の展開（一）

－改正オランダ民法典･ドイツ債務法改正委員会草案･ヨーロッパ契約法原則－」 218 頁。 
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は、今日においても、鏡像思想を維持し、損害賠償法の準則に対応して、損益相殺におい

ても、合理性を主な判断基準としている。この判断基準は、非常に柔軟であり、裁判官の

広い裁量を認めるものである。  

 もっとも、具体的な内容に関しては、オランダ法とドイツ法の間に、それほど大きな違

いはない。オランダの学説は、鏡像思想に基づいて、合理性の内容を具体化しようとして

いるが、そこでは、ドイツ法の具体的損害理解に類似した、利益と損害との対応が要求さ

れている。一方、第三者給付に関しては、結果の妥当性に重点を置いた定式が用いられて

いる。  

 もっとも、NBW は、損益相殺の判断を合理性に委ねる一方で、一部では、損害の内容に

ついて規律することで、損益相殺についても問題を解決している。これは、損益相殺の問

題の、少なくとも一部が、損害の把握によって解決しうる問題であることを示している。  

 冒頭で、オランダ法の研究者は、「民法上、損益相殺ほど合意が存在しない問題はほと

んど無い。承認された論理は存在しない」としていると述べた。損益相殺に関する論理の

明確化を妨げている原因の 1 つが、裁判官の広い裁量にあることは明らかである。しかし、

損益相殺の問題の、少なくとも一部は損害の把握の問題であることは明らかになっている

ように思われる。我々は既にドイツ法及びアメリカ法の検討において、ドイツの支配的見

解である具体的損害理解によって、損益相殺の多くの問題を解決することができることを

見てきた。しかし、その一方で、具体的損害理解だけでは解決することができない問題が

存在することも見てきた。オランダの学説も具体的損害理解に類似した準則を提唱してい

るものの、広い支持を集めるには至っていない。これは、オランダ法においても、具体的

損害理解に還元することで処理することのできない利益が存在し、それをうまく説明する

ことができないためではなかろうか。  
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第 4 章 基本的な考え方の検討 

第 1 節 検討の進め方  

 我々は、前章まで、歴史的、比較法的な検討を通じて、損益相殺の起源や外国法におけ

る損益相殺の議論の状況を確認してきた。これについては、次節で、簡単にまとめること

とする。本章の主題は、このまとめに基づき、日本法における損益相殺についての基本的

な考え方を明らかにすることである。序章で述べたように、従来、日本法においては、賠

償権利者に利益が生じた場合には、それを理由に、損害賠償において、賠償されるべき損

害を減少させることが原則であると考えられてきた。しかし、本当に、利益の控除が原則

であるということができるのであろうか。これについての検討の観点は、既に序章におい

て指摘した。すなわち、従来の日本の学説は、「損害賠償の目的」（原状回復） *420、「損

害概念」（差額説を前提に） *421、「公平の観点から当然」 *422などの理由から、損益相殺

を説明してきた。これらの理由付けが本当に説得的なのか検討する必要がある。  

 本稿では、特に損益相殺を取り上げて検討を進めてきたが、損益相殺も損害賠償法の一

部である以上、損害賠償法一般の議論の影響を受けることはいうまでもない。特に、損益

相殺は、損害論と切っても切れない関係にある。しかし、本稿は、損害賠償法全体を検討

対象とするものではないし、また、損害賠償法全体を理論的に再構築するなどは、私の能

力では、到底不可能である。そのため、必然的に、従来の損害賠償法理論を前提に、必要

と思われる箇所のみ修正し、その他はこれを維持するという方法で検討を進めるしかない。

もっとも、これは特に悲観すべきことではない。私の考えでは、先人達の検討の結果、特

に長くに渉って多くの研究者に支持されてきた理論は、少なくとも多くの場合に妥当であ

り、また、少なくとも合理的といえる範疇に属する。それゆえ、本稿で検討することがで

きない箇所については、安心して、伝統的な理解に依拠して、損益相殺の理論を検討する

ことができるのである。  

  ここで、損益相殺の「理論」という表現をしたが、日本でも、また、ドイツを初めとす

る外国でも、本稿で検討した限り、具体的事案についての結論は、ほとんどの場合問題視

されていない。この点についても、具体的な事件を担当した、裁判官を初めとする実務家

の判断、及び、判例評釈や論文等の形で、その結論の妥当性を支持してきた学説に依拠す

ることができる。損益相殺については、国内外を見渡せば、様々な見解が対立しているが、

多くの場合、問題となっているのは、その理論的な説明なのである。それゆえ、本章は、

損益相殺に関する具体的事案について、合理的な説明を行うと共に、将来の指針となるこ

とのできる、理論を構築することをその目標とする。  

 

第 2 節 前章までのまとめ 

 第 1 章から前章までの検討によれば、以下のように言うことができよう。  

 まず、ローマ法から、今日の日本法やドイツ法に至る経緯についてである。  

 今日の研究を前提とする限り、古典期までのローマ法には、少なくとも損益相殺という

                                                   

*420  石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』326 頁など。 

*421  澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」78 頁など。 

*422  内田・前掲注（7）『民法Ⅱ』455 頁など。 
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体系は存在しなかったと考えるのが自然である。かつて、ローマ法において、損益相殺が

認められた証拠とされた、D.3.5.10（事務管理に関する法文）は、損害賠償法における損

益相殺を認めているのか疑問である上に interpolatio の可能性も指摘されている。ローマ法

の法文の解釈に関する議論は、中世・近代において行われたが、明確に、損益相殺と結び

つくのは、差額説が台頭した後のことである。今日のドイツ法において、損益相殺は差額

説の論理的帰結であるとの説明が見られるが、まさに、損益相殺は、差額説によって生み

出された問題であるといえるであろう。  

 抽象的な差額説は、すべての財産の変化を損害として把握するため、同時に、すべての

プラスの財産の変化をも考慮しなければならないこととなった。もっとも、ドイツ法の支

配的見解は、損益相殺の限度では、この抽象的な差額説を拒絶している。差額説は、19 世

紀のドイツ法が確立した、加害行為と因果関係のあるすべての損害が賠償されなければな

らないという定式と結びついている。ここでは、因果関係が、賠償されるべき損害の範囲

を合理的に限定するために重要な役割を果たすこととなる。そのため、20 世紀初頭のドイ

ツの民法学は、刑法において提唱された相当因果関係理論を損害賠償に導入した。ところ

が、これは、損益相殺については、考慮されるべき利益を合理的に限定することができな

かった。早くも、19 世紀の終わりから 20 世紀の初めに掛けて、Walsmann や Oertmann は、

差額説ではなく、損失説、すなわち、具体的損害概念を採用した。Walsmann や Oertmann

は、相当因果関係も唱えたが、後の損益相殺の議論により大きな影響を与えたのは、この

具体的損害概念の方であった。Walsmann や Oertmann の見解を参照した学説継受期の日本

法は、損害論において、差額説と同時に損失説をも採用した。  

 戦後のドイツ法学は、損益相殺について、相当因果関係論を排除し、填補性や内的関係

などという表現で、具体的損害理解を採用した。もっとも、Cantzler は、抽象的な差額説

を採用する一方で、法的同質性という具体的損害理解に親和的な要件を設定したことで、

混乱を来している。今日のドイツの通説は、損益相殺については具体的損害理解を採用し

ているといってよい。戦後の日本法においても、ドイツ法の影響を受けて、相当因果関係

説が批判され、今日の通説は、損益相殺に関しては、損害と利益との填補性や法的同質性

を要求するという形で、具体的損害理解を採用しているといえる。もっとも、この具体的

損害理解は、抽象的な差額説とは緊張関係にある。後者は、損害を被害者の財産状態の変

化として抽象的に把握するのに対して、前者は、具体的に把握するからである。抽象的な

差額説はすべての利益を損益相殺することを要求するが、具体的損害理解は、損害と一定

の関係にない利益の考慮を否定することによって、損益相殺されるべき利益を制限する。 

 より明確に損害を具体的に把握しているのが、アメリカ法である。アメリカ法では、損

害把握の方法に加えて、陪審制や懲罰的損害賠償に見られる損害賠償に対する積極的な態

度を採っている点で、日本法やドイツ法とは大きく異なっている。アメリカ法は、損益相

殺には否定的な傾向を示している。 

 オランダ法の学説は、具体的損害理解に類似した見解を唱えているが、裁判官に広範な

裁量が認められていることもあり、損益相殺の具体的基準は不明確である。NBW は、因果

関係と合理性を基準とし、合理性においては、加害者の主観や利益の相当性等を考慮する

ことも許されるものと理解されている。NBW は、このような抽象的な準則を置き、裁判官

の裁量を認める一方で、若干の場合については、損害について個別の規定を置くことで損
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益相殺の問題を解決している。これは、損益相殺の問題の少なくとも一部が、損害の把握

によって解決することができる問題であることを示している。  

 損害についての理解が、損益相殺の解決に大きく影響していることは疑問の余地がない。

もっとも、損害論だけで、損益相殺の問題を解決することもできない。既に見てきたよう

に、ドイツの判例は、一定の事例における損益相殺の判断に、加害者の主観を考慮してい

る。アメリカ法は、リステイトメントにおいて、「公平」（ equitable）として、加害者の

主観を考慮することを明言している。オランダ法は、合理性という判断枠組みそれ自体が、

加害者の主観をも考慮することを許容している。付け加えると、後で検討するように、日

本の判例も、加害者の主観を考慮しているのである。少なくとも、今日の日本の損害賠償

法の枠組みを前提とする限りは、一般的には、加害者が故意に損害を惹起した場合と過失

で損害を惹起した場合とで、賠償すべき損害額が変わるものとはされていない。もちろん、

損害論において、加害者の悪性如何によって、損害の範囲は変化しうると考えることも可

能であろう *423が、仮に、そのように考えないとすれば、一般的な損害論とは区別される、

損益相殺独自の問題領域が存在することになろう。  

 

第 3 節 日本法の議論の問題点 

 既に繰り返し指摘してきたように、日本法においては、明確か否かはともかくとして、

賠償権利者の受けた利益は、損益相殺されるのが原則であり、損益相殺されない利益は例

外であると考えられてきた。例えば、「一つの事実から損害と同時に利益を生じたときは、

損害から利益を控除した残額が実損害であることはむしろ当然のことである」*424、「不法

行為による損害賠償の理念を、不法行為がなければあったであろう状態の回復（原状回復）

と理解すれば、不法行為を契機として利益を得ることを認める必要はない」*425といった説

明がされている。しかし、この「原則」は、本当に、自明のことであろうか。  

  前述のように、損益相殺の伝統的な説明の 1 つは、損害賠償は原状回復を目的とするも

のであるということである。しかし、原状回復とは、文字通り、元の状態（原状）に戻す

ことを意味するのだろうか。ある人が不法に他人に暴行を加えたが、当該他人には、全く

（精神的なものを含む）損害が発生せず、かえって、その暴行の衝撃によって、病気が治

ったという例を考えてみよう。不法な侵害の結果は、除去しなければならないから、原状

回復が必要であるというのであれば、この幸運な「被害者」には、再度病気になってもら

わなければならない。あるいは、民法 417 条は、金銭賠償主義を採用しているのだから、

すべてのことは金銭で解決しなければならないと考えることができるかもしれない。そう

                                                   

*423  例えば、交通事故訴訟においては、加害者故意または重過失や事故態様が悪質であ

ること、事故後の証拠隠滅や虚偽供述などは、慰謝料を増額する事由であると考えられて

いる。詳しくは、髙取真理子「慰謝料増額事由」日弁連交通事故相談センター東京支部編

集･発行『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』 (2005 年（平成 17 年）版、2005 年）下

巻（講演録編）37 頁を参照。もっとも、慰謝料については、加害者の主観的悪性によって、

被害者の精神的苦痛が増大すると考えることができる。  

*424  於保・前掲注（1）『債権総論』133 頁。 

*425  内田・前掲注（7）『民法Ⅱ』447 頁など。 
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すると、この幸運な「被害者」には、病気が治ったことによる利益（に対応する金銭）を

「加害者」に支払う義務を負うことになろう。しかし、このようなことを説く見解は見当

たらない。損害と利益が発生し、損害が利益を上回る場合は、その差額を賠償することと

しても、利益が損害を上回る場合には、単に、損害賠償を否定するのが通常の理解であろ

う。現に、これに反対する見解は、見当たらない。  

 では、どうして「加害者」が利益の引渡を請求するという結論が支持されないのか。す

ぐに思い浮かぶ答えは、損害賠償法規範（例えば、民法 709 条）は、「損害」と規定して

いる、それゆえ、損害が生じた場合のみが問題となり、損害が生じない場合は問題となら

ないというものである。これは、正しい答えだと思う。しかし、そうであれば、原状回復

とは、損害についてのみ原状回復するということであり、利益について原状回復する道理

はないことになろう。条文の規定が損害と利益とを峻別していると理解するのに、当該条

文は、損害であれ利益であれ原状回復を命じていると解釈するのは、論理的に無理がある。

あるいは、条文の文言はともかく、損害賠償は、原状回復を目的としているという理解を

採用した上で、不法な行為によって、利益だけが被害者に生じることはないと考えている

のか。しかし、損害の発生が損害賠償請求権成立の要件であることには、異論はないよう

である *426。そうであれば、不法な行為があっても損害が発生しない場合が存在することは

容易に想像できるはずである。そして、そのような幸運な場合に、さらに幸運なことに、

被害者に損害ではなく利益が発生するということも当然考えられてよいはずである。既に

紹介したように、100 年以上昔に、Scherer は、次のように述べている。  

 

「私の見解によれば、他人を違法に害した者は、その行為によって、被害者に寄せられた

と見える、利得の相殺を請求する権利を有しない。そうでなければ、例えば、高額の保険

の掛けられた大酒飲みを殺害した者に対して、殺された者の妻は、謝礼を支払わなければ

ならないことになるだろう」 *427 

 

ここでは、人道的な見地や精神的な苦痛を度外視し、金銭面だけで考えることにするが、

被害者である大酒飲みは、給与のすべてを酒代に充て、全く貯金もせず、妻へ生活費を支

払うこともしていないかもしれない。そうすると、被害者が本来生存していたら蓄積した

であろう財産はゼロであり、相続財産の減少はないから、相続構成を採る限り、損害はな

いということになる（ドイツ法では、相続構成ではなく扶養構成を採ることになろうが、

いずれにせよ、このような給与のすべてを酒代に充てる者については、現実問題として扶

養の喪失はないため、損害はないと考えられる。）。一方で、殺された者の妻は、夫の死

亡によって多額の生命保険金を受け取ることになる。これは、不法な行為によって生じた

利益といえる。そうすると、損害賠償法の原状回復を、損害であれ、利益であれ、文字通

り、原状に復させることと考えれば、このような場合は、Scherer のいうように、「殺され

た者の妻は、謝礼を支払わなければならない」はずである。しかし、Scherer 自身も、その

ような結論は否定しているし、おそらく、ほとんどすべての者が否定するであろう。そう

                                                   

*426  内田・前掲注（7）『民法Ⅱ』382 頁参照。 

*427  Scherer, a.a.O.(Fn. 187), zu §252 Nr.3. 
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であれば、その根拠が明らかにされなければならない。  

 長々と述べてきたが、この問題についての本稿の結論は明確である。損害賠償法の目的

とする原状回復とは、損害の除去を意味し、利益の剥奪を意味しない。このことは、法律

の文言からも明らかである。また、これまでの研究において、不法な行為を受けた者が、

行為者にその利益を提供しなければならないという結論が支持されてこなかったことから

も裏付けられる。損害賠償法は、損害の除去を目的としているが、直接には、利益につい

て関心を持っていない。このことは、損益相殺という命題が、常に「被害者が損害だけで

なく、利益をも受けたときは……」という形で提示されることにも現れている。要するに、

損害賠償法は、損害の除去（これを「原状回復」とよんでいる。）を目的とし、利益はそ

の過程で考慮されうるにすぎないのである。  

  厳密な定義を避けて、大雑把に考えれば、損害は、財産的または非財産的な負の変化ま

たはそれに関するものであることは間違いない。不治の病に冒された者が病気のままであ

ることについて、損害が生じたということはできないであろう。健康な者が病に冒され、

病気の者であれば病状が悪化し、あるいは、治るべき病気からの回復が妨げられて初めて、

損害と関係しうるのである。これに対して、利益とは、財産的または非財産的な正の変化

に関するものであるということもできよう。そうすると、損害と利益とが同時に生じた場

合は、両者を差し引きすることができるとの考えが浮かぶかもしれない。利益は、損害と

いうベクトルを逆向きにしたもの（負の損害）であるというわけである。しかし、我々は、

既に、損害賠償法は、損害と利益とで、その対応を異にしていることを確認した。それゆ

え、損害賠償法の観点から見れば、本来、利益と損害とは質的に異なる *428ものであり、利

益は負の損害ではない。もちろん、複数取引の清算、例えば、株式の取引等で、A 株につ

いては利益を上げたが、B 株については損を出したので、両者の差額について決済をする

ということは、しばしば見られることであり、法的にも問題はない。しかし、これは、損

害賠償法とは特に関係のないことである *429。 

 このように、損害と利益の異質性を肯定すると、従来、損益相殺の根拠とされてきた「損

害賠償の目的」「損害概念」「公平の観点から当然」といった点は、いずれも再検討せざ

るをえない。これらについては、次節以降で、検討することにする。  

第 4 節 損益相殺の根拠の再検討  

第 1 損害賠償の目的 

 前節の検討において、損害賠償法は、損害の除去のみを目的とし、利益の剥奪を目的と

はしていないと述べた。この「損害賠償の目的」について、もう少し検討する。  

  我が国の伝統的な損害賠償法の理解によれば、今日の損害賠償法には、懲罰的要素はな

                                                   

*428  澤井・前掲注（20）「損益相殺（二）」80 頁は、「損失と利益という物理的には異質

のものを法的観点（ここでは主に衡平）から統一せしめる点に、この理論の特質とむずか

しさがある」というが、損害（損失）も利益も、単なる物理現象ではないことは明らかで

あって、法的な評価の結果に他ならない。それゆえ、澤井が、どのような意味で「物理的

には異質」といっているのかは、明確ではないが、本稿は、損害賠償法の観点から見て、

損害と利益とは、本来異質なものであると考える。  

*429  澤井・前掲注（3）「損益相殺（一）」97 頁。 
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く、単に不法な行為の結果を除去することのみをその目的とする *430。このような説明から、

損害賠償法は、不法な行為がなかったのと同じ状態を作り出すために機能する、ニュート

ラル（中立的）な規定であるような印象を受ける。この印象に従えば、被害者は加害行為

によって利益を受けてはならないという考え方も生じうるであろう。しかし、既に述べた

ように、不法行為等によって、被害者が利益を受けたとしても、この場合に、加害者に利

益の引渡請求権を認める見解はない。  

  やはり、損害賠償法は、損害の除去のみを目的としていると理解するしかない。もっと

も、厳密に言えば、ドイツと異なり、金銭賠償主義を採用するわが国では、金銭の窃盗な

ど、金銭それ自体について侵害があった場合を別とすれば、損害賠償法は、賠償義務者に

対して、賠償権利者への、損害に対応する金銭の給付を命じているだけであって、損害そ

のものが除去されるわけではない。いずれにせよ、損害が発生したが故に、損害賠償が命

じられるのである。前述の通り、損害は、負の変化またはそれに関するものである。そう

すると、損害賠償とは、法定の行為 (多くは違法行為)を行い、それによって、負の結果を

発生させたことを理由として、金銭の賠償を命じる制度であるということもできよう。同

様の行為を行った場合でも、たまたま正の結果が生じれば、賠償をする必要は無いのであ

る。ここで決定的に重要なのは、損害賠償請求権の成立は、行為の結果に依拠していると

いう点である。言い換えれば、負の結果が生じたが故に、損害賠償が問題となるのである。

正の結果が生じた場合には、損害賠償は問題とならない。  

 この損害賠償法の片面性は、これまでの議論では、ほとんど注目されてこなかった。従

来の学説は、この片面性を当然のこととしてあえて取り上げてこなかったように思われる。

例えば、「損害を塡補すべき責任が現実に制裁として機能することや、政策的見地から損

害賠償に制裁の機能を期待すること」*431があるとされてきた。これは、損害賠償法の片面

性を前提とする議論である。不法行為者が被害者に不法行為による利益の引渡を請求する

ことができるのであれば、損害賠償が不法行為に対して「現実に制裁として機能する」保

障はないことになる。この場合は、仮に損害賠償の片面性を否定すれば、損害賠償が不法

行為者に対する報償として機能する可能性もあるから、「政策的見地から損害賠償に制裁

の機能を期待する」ことも困難になろう。  

 広く知られているように、ローマ法においては、損害賠償は懲罰的機能を有していた。

しかし、近代のドイツ法は、損害賠償法から懲罰的機能を排除し、さらに、損害賠償法の

調整的機能を強調してきた。日本法の議論も、ドイツ法の影響を受けて推移してきた。差

額説による、賠償権利者の財産状態の差額が損害であるという説明は、損害賠償法が、損

害にも利益にも偏らないニュートラルな価値判断をしているように感じさせる。しかし、

いかに調整的機能を強調したところで、損害賠償法の片面性を否定することはできない。

仮に、片面性を否定すれば、損害賠償法は利益の返還をも命じる法に、つまり、法定の行

為（例えば、民法 709 条の規定する不法行為）の結果を、その結果の善し悪しを問わず、

すべて行為者に帰属させるための法に変化するか、あるいは、逆に、利益の返還を命じな

いことと歩調を合わせて、損害の賠償すらも命じることがなくなり、終焉を迎えるしかな

                                                   

*430 坂・前掲注（9）「損益相殺（一）」782 頁。  

*431  四宮・前掲注（47）『不法行為』266 頁。 
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いであろう。おそらく、このいずれも、我々の法感覚には合致しない。要するに、少なく

とも現時点の我々の法感覚に合致するようにする限り、損害賠償法の片面性は肯定せざる

を得ないのである。  

 このように、「損害賠償の目的」は、損害の除去であって、利益の剥奪ではない。それ

ゆえ、損害賠償において、全ての利益を考慮することは、「損害賠償の目的」に合致する

ものではない。損害賠償は、負の結果が発生した場合にのみ問題となるのである。  

 なお、利益剥奪型の損害賠償について、若干付言しておく。一定の類型の損害賠償にお

いて、行為者の得た利益を被害者の損害として取り扱うことにより、不法な行為による利

益を剥奪することが行われている。例えば、会社法 423 条 2 項は、取締役等の競業避止義

務違反による利益を会社の損害と推定している。このような利益剥奪型の損害賠償は、被

害者の損害が必ずしも明らかになっていない点に特徴があるが、損害賠償法の片面性に関

しては、通常の損害賠償と同様のことが妥当する。利益剥奪型の損害賠償は、行為者が利

益をあげたが故に問題となるのであり、損失が生じた場合には問題とならない。取締役が

競業避止義務に違反して営む事業が利益をあげる保障はどこにもない。もちろん、そのよ

うな取締役は利益をあげるつもりで事業を開始するのであろうが、だからといって事業に

成功するとは限らないのである。そして、競業避止義務違反の取締役が、事業で損失を生

じたからといって、会社にその填補を請求することはできない。あくまで、取締役が事業

で利益をあげた場合に、会社がそれを剥奪することが認められているにすぎない。それゆ

え、やはり損害賠償法には片面性が認められ、この点では、利益剥奪型損害賠償といえど

も、通常の損害賠償と何ら異なる点は無いのである。  

第 2 損害概念 

 前述のように、損益相殺の根拠として、損害概念が挙げられている。差額説を前提する

限り、損害は、現実の財産状態と、侵害行為がなかったという仮定の財産状態との差額で

表現される。そうすると、この差し引き計算において、利益は当然に考慮されるという論

理である。これは、正当であろうか。損害について検討する必要がある。  

 我が国の通説判例は、損害論として、差額説を採用しているといわれる *432。この差額説

とは、「金額の差をもって損害と捉える点を」「基本的要素とする立場」と考えられてい

る *433。ここには、ドイツ法の通説である、抽象的な差額説の、被害者の全財産の変化を損

害とするという、抽象的な損害理解が含まれていない（以下、ドイツ法の通説である、抽

象的な差額説と区別する意味で、金額の差をもって損害を捉える点を基本的要素とする差

額説を「金額差額説」ということがある。）。  

そもそも、損害概念については、かつてのドイツで、Walsmann や Oertmann が、具体的

損害概念(損失説）を主張して、通説の差額説と対立し、その両者を融合したものが我が国

の通説として受け入れられたという経緯がある。この対立は、(我が国で正確に理解されて

いたかどうかはさておき )損害を具体的に理解するか、抽象的に理解するかという対立であ

った。 

 既に紹介したように、Walsmann や Oertmann は、損益相殺に関する検討において、具体

                                                   

*432  奥田・前掲注（177）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』262 頁（北川善太郎・潮見佳男）。 

*433  奥田・前掲注（177）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』263 頁（北川善太郎・潮見佳男）。 



 

第 4 章 基本的な考え方の検討 

138 

 

的損害概念を採用した。抽象的損害概念においては、損害および利益の範囲は、因果関係

による制限はあるにせよ、無限定に拡大しうる。この拡大可能性こそが、抽象的損害概念

の特徴である。Mommsen が、差額説によって解決しようとした問題には、逸失利益の賠償

を一般的に認めることがあったといわれている *434。ALR は、具体的に賠償されるべき損

害を規定していたことを思い出してほしい。賠償されるべき損害を拡大するためには、あ

のような具体的な規定は不都合なのである。ドイツ法学は、損害を加害行為がなかったで

あればあったであろう財産状態と現実の財産状態との差額として、抽象的に捉えることで、

逸失利益のような、新しい損害を損害概念に包含することに成功した。また、それによっ

て、加害行為との因果関係のある全損害が賠償されるという単純な公式が成立することが

可能になった。 

 ところが、抽象的な差額説は、損益相殺においては不都合であった。19 世紀のドイツ法

学の定立した公式によれば、加害行為と因果関係のある利益はすべて損益相殺されうるこ

とになった。ところが、相当因果関係は、帰責の制限を目的とするものであって、損益相

殺されるべき利益を合理的に限定することはできなかった。その結果、生命保険金のよう

な、誰もが控除に反対する利益についてまで、損益相殺の対象とならないことの説明が困

難になったのである。Walsmann は、1900 年の論文で、Oertmann は、1901 年の論文で、損

益相殺に相当因果関係という考え方を導入するとともに、当時既に通説となっていた差額

説に反対して、損失説、具体的損害概念を唱えたのである。ドイツの判例および学説は、

損益相殺の要件として、相当因果関係を採用することを承認した。我が国でも、相当因果

関係説が受け入れられた。その一方で、ドイツ法においては、抽象的な差額説は、損害論

においては通説であり続けた。しかし、損益相殺に関しては、具体的に損害を理解すると

いう考え方が、後の議論に大きな影響を与えた。  

戦後、ドイツで、Cantzler は、相当因果関係論を批判し、代わって、権利助成理論を提

唱した。既に検討したように、この権利助成理論は、具体的な損害理解と結びつきやすい

ものであった。もっとも、Cantzler は、抽象的な損害概念を採用したため、充分な成果を

挙げることはできなかった。これに対して、Thiele は、損害と利益との間に、解くことが

できない内的関係（unlösbarer innerer Zusammenhang）を必要とし、多くの判例で採用され

た。現在のドイツの支配的な見解は、損益相殺に関しては、具体的損害理解を採用し、対

応基準を必要としている。  

 ドイツ以外でも、アメリカ法においては、かなり明確に、具体的損害理解を読み取るこ

とができた。さらに、オランダの学説も、具体的損害理解に類似した、損害と利益の対応

を必要としている。  

このように、外国法の状況からも、損益相殺を考える上では、具体的に損害を理解するこ

とが重要であることが分かる。日本では、学説継受期に、差額説と損失説が導入され、両

者が融合したものが、伝統的な損害理解となった。さらに、戦後、Cantzler の影響を受け

て、澤井が、法的同質性説を唱えた。澤井の提唱した、損害と利益との法的同質性、また

は、填補性を必要とするという考え方は、徐々に、判例および学説に受け入れられていっ

                                                   

*434  樫見由美子「ドイツ法における損害概念の歴史的展開―ドイツ民法典前史―」金沢

法学 38 巻 1・2 合併号 217 頁（1996 年）。 
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た。損益相殺のためには、損害と利益との対応を必要とするという考え方は、結局のとこ

ろ、賠償されるべき損害を具体的に把握するということである。  

ここで、どうして、具体的に損害を理解することが、損益相殺においては重要なのかを

検討する。比較の対象は、抽象的な差額説である。  

前述のように、抽象的な差額説においては、損害は、加害行為がなかったであればあっ

たであろう財産状態と現実の財産状態との差額として理解される。この抽象的な損害概念

は、因果関係の認められる限度で、全ての損害と利益を考慮することを要求する。この損

害概念を採用する場合は、損害の除去（原状回復）とは、差額について賠償することを意

味する。それゆえ、損益相殺は、抽象的な差額説の論理的帰結である。一方、具体的損害

理解は、例えば、家屋を焼損させたのであれば当該家屋の滅失、被害者を負傷させた場合

は、身体の完全性への侵害、精神的苦痛、稼働所得の喪失、（後遺症が残った場合は）金

員獲得能力の減少などを損害として具体的に把握する。この損害理解においては、損害の

除去（原状回復）とは、当該具体的な損害の除去、または、これに代わる賠償を行うこと

を意味する。この損害理解においては、利益の控除は、必ずしも要求されない。もちろん、

賠償額を算定するために、見かけ上の損害から見かけ上の利益を控除することはあるであ

ろう。しかし、具体的に損害を理解する限り、損害概念自体から、当該損害と無関係な利

益を考慮することは要請されない。  

このように、損害概念から損益相殺が導かれるというのは、抽象的な差額説を採用した

場合のことである。具体的損害理解を前提とすれば、損益相殺は、必ずしも、損害概念か

らの要請ではない。ドイツ法において、損益相殺が差額説の論理的帰結とされるのは、抽

象的な差額説が前提となっているからである。抽象的な差額説は、ドイツ法の通説である

が、日本法の通説ではない。前述のように、日本法の通説は、金額差額説である。  

抽象的な差額説は、損害を、被害者の財産状態の差額として抽象化し、それによって、

被害者の全財産の状態を問題とする。これに対して、金額差額説は、金額の差をもって損

害とするだけである。もちろん、金額差額説においても、被害者の全財産の状態を問題と

するという前提を置けば、抽象的な差額説に接近する。しかし、単に、損害を金額の差を

もって把握するだけであれば、抽象的な差額説にはならない。この金額差額説は、具体的

損害理解とも調和しうる。現に、注釈書においても、「個別財産差額説」の名前で、具体

的損害理解に立脚した差額説が紹介されている *435。また、裁判実務において採用されてい

る差額説は、いわゆる個別積み上げ方式とよばれるものである。そして、個別の具体的な

損害の合計を、賠償すべき損害とするのは、具体的損害理解と整合的である。これに対し

て、抽象的な差額説においては、個々の損害の合計ではなく、被害者の全ての財産状態が

問題となる。抽象的な差額説は、具体的損害理解と緊張関係にあるが、金額差額説であれ

ば、具体的損害理解と矛盾なく整合する。  

損益相殺においては、考慮される利益の範囲をいかに合理的に制限するかが問題となる。

かつての、ドイツや日本の学説は、通常の損害賠償と同じ基準が妥当であるとの理由で、

損益相殺にも相当因果関係を採用した。しかし、既に何度も述べているように、相当因果

関係は、損益相殺される利益を合理的に制限することはできなかった。そこで、ドイツに

                                                   

*435  奥田・前掲注（177）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』270 頁（北川善太郎・潮見佳男）。 
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おいても、日本においても、損害を具体的に把握して、損害と一定の関係にある利益のみ

を損益相殺の対象とするという考え方が支持を集めている。本稿も、少なくとも損益相殺

に関しては、日本法においても、具体的損害理解を採用するべきであると考える。この具

体的損害理解は、損害賠償法の片面性を認めることとも整合的である。  

既に述べたように、具体的損害理解は、抽象的な差額説とは緊張関係にある。しかし、

金額差額説と具体的損害理解とは、矛盾なく調和する。ドイツ法は、損害論としては、抽

象的な差額説を採用しながら、具体的損害理解を採用しているのである。その結果、損益

相殺の理論は、今日でも混乱しているが、具体的な問題の解決については、具体的損害理

解に従った結果を採用していることはほぼ疑問の余地がない。これに対して、日本法は、

損害論としては一般的に金額差額説を採用する一方で、どういう訳か、損益相殺に関して

は、損害概念から導かれるものと説く見解が見られるのである。損害を金額で把握するこ

とにしたからと言って、全ての利益の控除が導かれる訳ではないから、ここでいう「損害

概念」はドイツ流の抽象的な差額説に他ならない。そうすると、損害概念から当然に損益

相殺が導かれるという見解は、日本法では一般的ではない抽象的な差額説を根拠として、

損益相殺を考えていることになる。ところが、損害論として、抽象的な差額説を通説とす

るドイツ法においてさえも、損益相殺においては、具体的損害理解が通説なのである。日

本法において、あえて、損益相殺に限って、抽象的な差額説から演繹するという説明には

説得力がないものと言わざるを得ない。  

なお、これまで、具体的損害理解においては、不利益それ自体が損害であるとの前提で

説明してきた。もっとも、差額説を採用する場合は、若干損害の内容が異なり、例えば、

家屋を焼損させたのであれば当該家屋の滅失に相当する財産状態の差額が損害となる。  

具体的損害理解を採用する以上、損害賠償においては、具体的に把握された損害が問題

となる。加害行為によって、被害者に利益が生じたとしても、それを賠償額から控除する

ことは、損害概念からは導かれない。損害概念から導かれるとすれば、損害を具体的に把

握する過程で、見かけ上の損害から見かけ上の利益を控除することだけである。  

第 3 公平の観点 

 本稿は、具体的損害理解を採用することを明らかにしたが、それとともに、損害賠償法

の片面性を確認している。損害賠償法の関心は、損害を除去することに集中しており、利

益が発生したとしても、直ちに、これを除去しようとはしない。その限度で、損害と利益

とは異質なものである。では、異質なはずの損害と利益とが発生した場合に、損害賠償と

いう局面において、差し引きすることが、「公平の観点から当然」なのであろうか。  

 言うまでもなく、「公平」という概念は明確ではない。しかし、「公平」というからに

は、多くの人が、少なくとも感覚的には同意できる必要があろう。では、損害と利益との

異質性を認めることは、公平に反するのであろうか。Scherer の挙げた、大酒飲みの夫を殺

害した事例を思い出してほしい。損害の賠償を命じることは「公平」であろうが、被害者

に、加害者に対して利益の給付を命じることは、おそらく、多くの人の持つ「公平」の観

念に反するのではなかろうか。少なくとも、私は、被害者に、加害者に利益を給付せよと

命じることが「公平の観念」に合致するとは思わない。  

  問題は、被害者から加害者に利益を移転することではなく、被害者が他から充分給付を

受けている場合に、さらに加害者からも損害賠償給付を受けることで、「焼け太り」にな
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ることかもしれない。しかし、この「焼け太り」防止には疑問がある。  

 疑問の 1 つ目は、「焼け太り」は本当に防止されなければならないのかという点である。

「焼け太り」で容易に思いつくのは、交通事故等で、被害者が死亡したが、生命保険金が

給付されたというものである。判例通説によれば、生命保険金は、損益相殺の対象ではな

いから、被害者の遺族は、生命保険金と損害賠償を二重に受け取ることになる。確かに、

保険金の額を決定する際に、損害賠償のことを考慮する人は少数派であろうし、仮に考慮

したとしても、加害者の資力の問題がある以上、あまり損害賠償を当てにすることはでき

ないであろう。結局、合理的な被保険者は、自分の死後、保険金受取人が充分生活するこ

とのできる額の生命保険に加入するしかないのである。そうすると、被害者の遺族は、充

分な額の保険金を受け取る一方で、さらに、加害者に損害賠償を請求することになる。し

かし、これは、被害者が生命保険に加入した以上、当然生じる結果である。少なくとも、

個別に見れば、生命保険金の請求も、損害賠償請求も、適切な行為である。もちろん、結

果的に見れば、被害者（またはその遺族等）が、過大な金員を取得することはあるであろ

う。しかし、だからといって、加害者の賠償義務を否定することは不当であろう。  

 2 つ目の疑問は、「焼け太り」防止は、損害賠償法の責任なのかという点である。「焼

け太り」は現象面で見ると、被害者が不当に利益を得ているように見えるが、より大きな

観点からはかなり疑問がある。不法行為等の被害にあっても、被害者にとって必要なのは、

損害が回復され、元の状態に戻ることだけのはずである。一家の稼ぎ手を失った家族に必

要なのは、（精神的な面を別にすれば）稼ぎ手が稼ぐはずであった金員を獲得することだ

けのはずである。それ以上の金員は、不要なものであり、不当な利益と考えられる傾向に

あるが、しかし、その利益の原資は何であろうか。金は空から振ってくるものではない。

給付される以上は、その原資が存在するはずである。給付が社会保険などの公的給付であ

れば、その原資は、税金や保険料という形をとる。当然、被害者等もその一部を負担して

いる。給付が、生命保険などの私的な給付であれば、その原資は、被害者等の支払った保

険料であろう。見舞金等の贈与は、経済的には、緊急時の相互援助と考えるべきであるか

ら、これも大きく見れば、被害者等がその原資を負担していることになる *436。このように

考えていくと、結局のところ、「焼け太り」の原因となっている利益を生み出しているの

は、大きな目で見れば、被害者等が負担する金員なのである。もちろん、個々の被害者を

見れば、負担が少なく給付が大きい者もいるであろうが、構造的に見れば、被害者の属す

る集団が負担した金銭が、特定の被害者に給付されているにすぎない *437。そうすると、結

局、「焼け太り」を生じさせているのは、被害者等の不必要な負担であるということがで

きよう。つまり、「焼け太り」は、需要を見誤り、必要以上の給付を行う仕組みが採られ

                                                   

*436  実際問題として、隣人が困窮しているのに、何らの援助も与えない者は、自分が困

窮しても、援助を受けることが多いであろう。  

*437  なお、税金や社会保険料等は、加害者も等しく負担している。しかし、公的な給付

は、加害行為を行ったがゆえに給付されるのではなく、被害に遭ったがゆえに給付される

のである。それゆえ、結局のところ、主に被害に遭った場合に備えて、税金や社会保険料

等を負担していると言うことができ、このことは、偶々当該事故においては加害者となっ

た者についても等しく妥当する。 
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ているからこそ生じるのである。先に例に挙げた、生命保険のような、定額の給付を行う

仕組みでは、保険金の額を過大に設定すれば、容易に「焼け太り」が生じうるであろう。

一方、損害保険のように、発生した損害に対応する給付しか行わず、加えて、請求権代位

（保険法 25 条）のような仕組みを採用すれば、「焼け太り」防止に有効である。さらに、

需要に応じた給付だけを行うことで、被害者等の負担の軽減にもつながる。例えば、被保

険者が死亡した場合に、常に 1 億円を支払う生命保険と、同じ場合に、必要に応じて最高

1 億円を支払い、損害賠償請求権があれば、請求権代位する損害保険とを比較した場合、

理屈の上では、保険料が安いのは後者であろう。もっとも、需要に応じた給付は、理念と

しては優れていると思われるが、実際問題として、需要（損害額）の確定という問題があ

り、その点にコストがかかるので、生命保険のような定額給付を行う仕組みにも一定の合

理性がある。この点、損害賠償法は、損害についての給付しか行わないという枠組みを採

用しており、「焼け太り」防止という観点からは、優れていると言える。結局、「焼け太

り」の原因は、需要と供給とが、必ずしも対応しないにもかかわらず、給付が行われると

いう仕組みが採用されていることにあるように思われる。そして、損害賠償法は、少なく

ともそれ自体として、「焼け太り」を生じさせるような仕組みを採用しているわけではな

い。「焼け太り」の防止が「公平の観点から当然」要請されなければならないのだとすれ

ば、損害賠償より先に、その原因である生命保険のような定額給付の保険や見舞金 *438の規

制などが必要となるのではなかろうか。しかし、実際には、そのような議論は見当たらな

い。 

 結局のところ、「焼け太り」防止も「公平の観点から当然」といえるほど明確な要請で

はないように思われる。 

 そうすると、もっと単純に、命じられる賠償が、発生した損害を越えてはならないとい

うことが、「公平の観点から当然」に要請されると考えるべきであろうか。これについて

は、特に異論なく承認できよう。損害賠償規範は、損害（の全部または一部）の賠償を命

じている以上、論理的に、法が命じうる賠償が、損害を越えることはあり得ない。そして、

このような規定になっていることは、おそらく、多くの人の感覚に合致するところであり、

「公平の観点から当然」といえるであろう。  

 このように、公平の観点からも、全ての利益の控除が当然に要請されるということはで

きない。公平の観点から要請されるのは、単に、発生した損害を越える賠償をさせないこ

とだけなのである。  

第 4 小活 

 本節では、これまで損益相殺の根拠とされてきた、損害賠償の目的、損害概念及び公平

の観点について再検討し、そのいずれも、全ての利益の控除を必要とする根拠たり得ない

                                                   

*438  見舞金は、通常、被害者の需要を調査して給付額が決定されるわけではないので、

「焼け太り」の原因となりうる。見舞金を給付する前に、給付者に損害額の算定を義務づ

け、また、被害者が損害賠償金等を受領して、経済的な困窮を脱した場合は、見舞金を返

還させるなどの対応を採ることにすれば、「焼け太り」の問題は解消されよう。しかし、こ

のような「対応」を採ることを義務づけるとすれば、かえって「公平の観点」に反するの

ではないかという疑問が生じる。 
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との結論に至った。損害賠償の目的は、損害の填補であって利益の剥奪ではない。公平の

観点も、損害を越える過剰填補を否定する根拠にはなり得ても、全ての利益の控除を基礎

づける根拠となることはできない。問題が大きく、おそらく錯綜しているのは損害概念で

ある。  

 ドイツ法の通説である、抽象的な差額説は、損害を被害者の財産状態の差額として抽象

的に把握するために、その論理的帰結として、全ての利益の控除を要請することになる。

しかし、ドイツ法においてさえも、損益相殺については、具体的損害理解が通説となって

いる。まして、日本法の通説は、差額説と言っても金額差額説である。日本法においては、

損益相殺についてのみ、あえて、抽象的な差額説を採用するという前提に立って、初めて、

全ての利益の控除が要請されることになるのである。  

 本稿は、既に、損益相殺に関して、具体的損害理解を採用することを明らかにした。そ

して、損害を具体的に理解する以上、賠償は損害を越えないという命題も自ずとそれに沿

った内容にならざるを得ない。ある人が、交通事故で負傷し、治療費（身体の完全性の侵

害）、逸失利益（金員獲得能力の減少）、慰謝料（精神的苦痛）などを合わせて合計 1000

万円相当の損害を受けたとしよう。この被害者が、傷害疾病定額保険契約を締結しており、

その結果、保険者から 1000 万円の保険給付を受けるということが考えられる。抽象的な損

害理解をする人であれば、1000 万円－1000 万円＝0 円と計算して、損害はない、それゆえ、

賠償もないと考えるかもしれない。しかし、具体的に考えれば、保険給付を受けても、負

傷、つまり、身体の完全性が侵害されたという事実は変わらない。それゆえ、損害がある

以上、例えば、身体の完全性を回復するための費用、つまり、治療費の賠償を命じること

に支障はないことになる。金員獲得能力の減少を理由とする、逸失利益の賠償や、精神的

苦痛を理由とする、慰謝料の賠償なども同様である。このように、具体的損害理解を前提

とすれば、損害を越える賠償は許されないという命題を前提にしても、利益の考慮を当然

に要請されることはないということになる。利益を考慮すべき場合は、後で検討するが、

そもそも損害賠償法は、損害の除去を目的とし、利益の返還には無関心である以上、損害

賠償の局面においては、利益の控除が原則ではなく、例外となるのが、自然であるように

思われる。 

  もちろん、損益相殺を一切否定するわけではない。後で検討するように、例外的に、利

益を考慮すべき場合がある。そして、具体的損害理解を採用しても、当該損害について、

賠償額を算定する上で、差し引き計算をする必要がある場合がある。この差し引き計算は、

人身損害について顕著であるが、人身損害については後述するので、ここでは、自動車の

毀損を例にあげる。交通事故等で、営業用の自動車が毀損され、修理の期間中営業ができ

なかったとする。もちろん、その間代車を用いて営業することも考えられるが、営業の特

殊性から、代車を調達することは不可能であった（前述の、ドイツのいわゆる自動車教習

所教官事例に類似したケース。なお、同事例では、教官が事後的に超過勤務をして、休業

中の損失を取り戻したが、ここでは、そのようなことは考えない。）。このような場合は、

被害者には、自動車を使用できなかったことにより、本来営業していたら得られたはずの

利益を得ることが出来なかった。しかし、この損害は、営業によって得られたはずの利益

と同額ではない。自動車を運行するためには、燃料代その他の費用が必要だからである。

それゆえ、営業していれば得られたはずの利益を 100 万円、不要になった費用を 10 万円と
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すれば、損害額は、100 万円－10 万円＝90 万円となる。これは、独立した利益と独立した

損害とが発生する場合に、両者を差し引きしているのではなく、単に、自動車を使用する

ことが出来ないことによる損害の額を算定しているに過ぎない。他にも、100 万円の価値

ある自動車を破壊され、金属くずとして 10 万円で売却することとなった場合の損害額は、

100 万円－10 万円＝90 万円である *439。これも、自動車の破壊によって生じた損害の額を

算定しているに過ぎない。 

 このように、実際に生じた損害の額を算定するために、見かけ上の損害（典型的には、

得られたはずの利益）から、見かけ上の損害（典型的には、不要になった費用）を控除す

ることがある。これは、具体的損害理解を前提にすれば、実際に発生した損害に対応する

損害額を、算定しているに過ぎない。上の例では、自動車の使用不能によって生じた、自

動車を使用していれば得られたはずの利益の喪失や、自動車の破壊による価値の減少が、

現実の損害である。そして、これに対応する損害額を算定するために、 100 万円－10 万円

＝90 万円という計算をしているに過ぎない。このような、損害額を算出するための差し引

き計算を、損害算定的損益相殺と呼ぶことにする。  

 損害算定的損益相殺は、真の損害額を算定するためのものである。それゆえ、加害者の

故意過失等に関係なく、広く認められる必要がある。もし、損害算定的損益相殺を怠れば、

実際に発生した損害を越える賠償につながり、損害賠償法の原則に反することになる。  

 損害算定的損益相殺の内容については、次節以降で検討するが、ここまでの結論をまと

めると、次のようになる。  

 

損害と利益とが、同一の行為から発生したとしても、原則として、利益は損害から控除さ

れない。もっとも、真の損害額を算定するための損害算定的損益相殺は、広く認められる。 

 

第 5 節 規範的な損害把握に基づく損益相殺の判断  

第 1 総論  

  損害算定的損益相殺について、検討するためには、そこで求められるべき、真の「損害」、

つまり、具体的損害理解における損害について、充分理解する必要がある。ここで最も問

題となるのは、損害の評価である。というのは、具体的損害理解においては、家屋を焼損

させた場合は当該家屋の滅失、被害者を負傷させた場合は、身体の完全性への侵害、精神

的苦痛、稼働所得の喪失、金員獲得能力の減少といったものが、損害として理解される。

そして、家屋が滅失しても、それだけでは、損益相殺という話になりようがないのである。

ところが、日本民法は、金銭賠償主義を採用し、その結果、損害賠償は金銭の支払の形で

なされなければならない。そして、家屋の滅失のような具体的な損害について、これを金

銭で評価しなければ、賠償額を決定することは出来ないのである。このようにして、損害

を評価することが必要となり、そして、その評価の過程で現れるが、損害算定的損益相殺

なのである。 

                                                   

*439  もっとも、現在では、通常は、金属くずとしての価値より、廃車費用の方が多額に

なるものと思われる。 
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  ところで、今日では、損害も法的評価の結果であるということは広く認知されている *440。

そして、具体的損害理解は、法的評価を排除するものではない。むしろ、損害を規範的に

評価することとよく合致するのである。  

 どのように説明するかは別にして、損害による賠償額を検討する上で、規範的評価は不

可欠である。例えば、交通事故で後遺症を負い、稼働能力が減少した者が、通常人であれ

ば不可能な必死の努力を続け、その結果、従来と変わらない収入を維持したとしよう。こ

の場合は、その収入を損益相殺の対象とすべきではない。この結論は、ドイツ法において

は、損害軽減義務との関係で説明されることになろう。損害軽減義務を越える損害軽減が

あった場合に、当該軽減の結果を損益相殺の対象としないことは、ドイツの判例通説の認

めるところである。日本の学説においては、この問題についての統一的な見解は見当たら

ない。ドイツ法のように損害軽減義務に基づく検討を行うのか、あるいは、相当因果関係

の名の下に、問題の利益を考慮することを否定するのか、理論構成は明確では無いが、結

局のところ、このような被害者の努力の結果は、損益相殺の対象から排除されるものと思

われる。判例法理は、その理論構成は明確ではないものの、これを承認している *441。おそ

らく、そこには、法が要求しうる程度を越えて、被害者が努力をした場合には、その努力

の成果は被害者に帰属すべきであるという評価が存在する。そして、この評価をどのよう

に結論に反映させるかという議論において、ドイツ法は、損害軽減義務を基準とした賠償

額の決定という法理論を編み出したのである。しかし、具体的損害理解を前提とすれば、

単に、損害に対応した賠償を命ずれば足りることになる。先の例では、後遺症による、稼

働能力の減少が損害であるから、それに対応する賠償を命じればよい。被害者が必死の努

力を行っていることは、損害とは無関係の事情であり、また、損害の評価によって賠償額

を決定する際に考慮すべき事情でもない。よって、具体的損害理解では、特殊な法理論を

構築する必要はなく、容易に、妥当な結論に到達できることになる。  

 これは、被害者が勤勉であった事例であるが、逆の例も考えられる。被害者は、やはり

交通事故で負傷したのであるが、幸いにも軽傷で済み、それゆえ、少しの治療で就労が可

能であったとする。ところが、賠償金を引き上げるために、あえて医師の指示に従わず、

怠惰な生活を送ったため、治療期間が延び、その結果、就労によって得られたはずの収入

は、大きく減少した。この場合は、収入の減少の大半は、被害者の怠惰によるものである

から、その分については、賠償を認めるべきではない。これも、法的な評価によるもので

ある。もちろん、この場合も、損害軽減義務に基づき、理論を構築することは出来る。し

かし、この場合も、被害者の負傷による稼働能力の減少を損害として、これに対応する賠

償を命じれば足りる。 

  填補売却や填補購入といった、初期のドイツの判例が議論した損益相殺の類型は、この

種の評価が問題となったものである。ここでは、当該事例における損害の適切な評価が重

要であり、結局のところ、それに尽きる。問題となっている、損害賠償規範によれば、当

該事案において、何が、賠償されるべき損害であるかを判断し、これを金銭的に評価する

ことになる。上の 2 つの例では、いずれも、（後遺）障害による稼働能力の減少が損害で

                                                   

*440  奥田・前掲注（177）『新版 注釈民法（10）Ⅱ』275 頁（北川善太郎・潮見佳男）。 

*441 最判昭和 56 年 12 月 22 日民集 35 巻 9 号 1350 頁。 
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あると考えられるので、これを適切に評価すればよいのである。もちろん、そのためには、

実際の収入の減少も考慮すべき要素の 1 つではあろうが、上の例のように、被害者が特に

勤勉または怠惰であるなど、単に収入の減少によって、損害額を認定できない事例も存在

する。そのような場合には、特に、金銭的な評価の方法が重要になろう。例えば、岡山地

判平成 12 年 3 月 9 日交民 33 巻 2 号 511 頁は、交通事故の被害者（自営業）の営んでいた

事業の営業収入が、交通事故の年は、交通事故の前年より増加していたという事例で、賃

金センサスを基礎に、現実の収入に対応する金額を控除して、休業損害を算定している *442。

同種の事案を解決する上で、参考になるものと思われる。  

 

第 2 人身損害  

1 人身損害における損害把握の問題点  

 今日の日本における、損益相殺の問題の多くは、人身損害の場合である。例えば、被害

者死亡の場合の生活費控除や遺族年金・障害年金その他年金の控除といった問題を指摘す

ることができる。本稿は、このような問題の多くは、損害算定的損益相殺、つまり、損害

を適正に評価して、その額を算定する際の問題であると考える。そして、そのように考え

る以上、何を損害と捉えるべきかという問題が重要な意義を有することになる。 

 通常の物の滅失であれば、滅失それ自体を損害と捉えて、その物の市場価値に対応する

賠償を命ずればよいであろう。物の毀損であれば、毀損による市場価値の低下について賠

償させればよい。しかし、人身損害の場合は、そういうわけにはいかない。人が死亡した

からといって、その人の市場価値に対応する賠償を命じることはできない。人が後遺症を

負った場合も同様である。このように、市場価格というものを観念することができないと

いう問題は、実務上は、損害額の算定の困難さとして、理論上は、損害把握の困難さとし

て現れる。もっとも、両者は、表裏一体の関係にある。 

  学説上、人身損害の把握については、議論が見られるところである。損害をどのように

把握するかは、当該損害賠償法規範の問題であるから、最終的には、個別の規範の法解釈

に委ねられることとなろう。もっとも、実務上、交通事故等の不法行為においては、いわ

ゆる個別積み上げ方式によって、損害額が算定されている。そこでは、治療費等の積極損

害の他、休業損害、逸失利益と慰謝料などの合計が、損害額とされている。これらの個別

の損害額の算定は、いずれも規範化が進んでいる。もちろん、このような算定の方法が、

不法行為法の解釈として適切かという議論をすることも可能であるが、それは、本稿の目

的から外れる。本稿は、このような裁判実務における不法行為法の解釈を前提に、当該費

目で把握されている損害は何かを検討し、それに基づいて、損益相殺の問題を検討する。  

 人身損害といっても、後遺症が残らなかった場合、後遺症が残った場合、死亡の場合と

様々である。ここでは、生活費控除や遺族年金・障害年金その他年金の控除といった問題

を取り上げるが、後遺症の残らなかった場合は、そのような問題は生じない。そこで、後

                                                   

*442  より正確には、就労が著しく困難になった、本件交通事故の日の翌日から症状固定

日の期間につき、賃金センサスを基に、日割り計算で、事故がなければあったはずの収入

を算定し、そこから、現実の収入のうち、就労不能期間に対応する部分を控除することで、

休業損害を算定している。 
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遺症の残らなかった場合の人身損害については、本節の検討対象から除外することとする。

本節では、まず、後遺症が残った場合を中心に検討し、その後で、死亡の場合について検

討する。問題となるのは、主に、逸失利益についての、損害の把握である。  

 2 後遺症の場合の逸失利益  

  後遺症の場合の逸失利益については、周知のように、判例の態度に変遷が見られる。最

判昭和 42 年 11 月 10 日民集 21 巻 9 号 2352 頁は、「損害賠償制度は、被害者に生じた現実

の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわら

ず損害が発生しなかつた場合には、それを理由とする賠償請求ができないことはいうまで

もない」と判示して、労働能力喪失による逸失利益を否定した原審の判断を維持した。し

かし、最判昭和 56 年 12 月 22 日民集 35 巻 9 号 1350 頁は、「かりに交通事故の被害者が事

故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念すること

ができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職

業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合において

は、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地

はない」としつつも、「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能

力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づく

ものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合と

か、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の

性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるもの

と認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段

の事情」が存在する場合には、給与等が現実に減少していなくても、「後遺症に起因する

労働能力低下に基づく財産上の損害がある」旨判示した。これを受けて、今日の裁判実務

においては、「逸失利益の算定は労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進･転職･

失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う」*443こととされており、労

働能力の低下が重要な要素となっている。  

 実際上も、収入の減少がなくても逸失利益を認めた裁判例が、『民事交通事故訴訟･損害

賠償額算定基準』*444上巻 93 頁以下に挙げられているものだけで、46 例ある。前掲最判昭

和 56 年 12 月 22 日は、「後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段

の事情」が存在する場合は、「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があ

る」という。しかし、後遺症が残る場合は、後遺症がごく軽度の場合を別にすれば、（現

在または将来の）職務に支障が出るおそれがあるのが通常であろう。それゆえ、同最判に

よれば、結局、後遺症のある場合は、後遺症の程度が軽く、「本人が現に従事し又は将来

従事すべき職業の性質に照らし」「不利益を受けるおそれが」ない場合を除き、現実の収

入の減少がなくても、財産上の損害が肯定されることになる。極端な例であるが、交通事

故により、被害者が、両下肢完全麻痺（自賠責保険後遺障害等級 1 級）の後遺症を負った

                                                   

*443  日弁連交通事故相談センター東京支部・前掲注（ 282）『民事交通事故訴訟･損害賠

償額算定基準』（2014 年（平成 26 年）版）上巻 79 頁。 

*444  日弁連交通事故相談センター東京支部編集発行、 2014 年（平成 26 年）版、2014

年。 
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が、事故の前後で、被害者の収入があまり変化しなかったという事案がある。詳しくは、

後述するが、この事案について、神戸地判平成 3 年 12 月 20 日交民 24 巻 6 号 1572 頁は、

「原告……の収入に本件事故の前後を通じての変更がないのは、同人において本件労働能

力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているからに外ならず、同人のこの

ような特別の努力がなければ、同人がたちまち無収入状態に陥るであろうことは、火を見

るより明らか」として、100％の労働能力喪失を認め、それに基づき逸失利益を算定してい

る。 

 このように、後遺症による逸失利益は、労働能力喪失率などを考慮して、法的な評価に

基づき、算定されている。しかし、逸失利益とは、何を失ったことについての損害なのだ

ろうか。 

 これまでの検討からすると、逸失利益は、将来の収入の喪失（または減少）、または、

労働能力の喪失（または低下）についての損害であると考えるのが自然であろうか。もっ

とも、労働能力の喪失（または低下）を損害と考えても、その額は、将来の収入の減少と

いう形で、評価されることになる。しかし、収入というのは、労働のみによって得られる

わけではない。資産の運用益等で生活する資産家もいるであろうが、運用益は、人身損害

と無関係なので、ここで問題としている収入ではない。人身損害と関係する収入で、多く

の場合、最も金額的に大きなものは、おそらく公的年金であろう。一定以上の障害を負え

ば、障害年金を受給できる可能性がある。また、死亡の場合は、遺族が遺族年金を受給で

きることがある。このような場合には、年金が重要な収入源となり、給与に代わって、家

計を支えるということもあろう。恩給も、年金と同様の機能を果たす。  

 このような年金や恩給等を損害賠償において控除するかについては、議論のあるところ

である。現在の判例は、損益相殺的な調整として、部分的にこれを承認している（最大判

平成 5 年 3 月 24 日民集 47 巻 4 号 3039 号など）。 

 これらの年金や恩給は、人身損害による逸失利益とどのような関係にあるのだろうか。

逸失利益を、将来の収入の喪失（または減少）と捉えるのであれば、年金も収入である以

上、被害者が年金を受給していることは、損害がない（あるいは少ない）ことを根拠づけ

る事実となろう。一方、逸失利益を、労働能力の喪失（または低下）と捉えるのであれば、

年金の受給と労働能力は無関係であるから、被害者の受給する年金は、損害とは直接関係

のない利益ということになろう。このうち、前者については、現実には収入のない専業の

家事従事者（いわゆる専業主夫や専業主婦）についても、裁判実務は、損害賠償を肯定し

ている（最判昭和 49 年 7 月 19 日民集 28 巻 5 号 872 頁） *445。専業の家事従事者について

                                                   

*445  本文の昭和 49 年最判は、「妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利

益を挙げている」。専業主婦の家事労働は、「具体的事案において金銭的に評価することが

困難な場合が少くないことは予想されうるところであるが、かかる場合には、現在の社会

情勢等にかんがみ、家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇

傭労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である」

としている。裁判実務は、賃金センサスを参考にして、損害額を算定しているようである。

日弁連交通事故相談センター東京支部・前掲注（ 282）『民事交通事故訴訟･損害賠償額算

定基準』（2014 年（平成 26 年）版）上巻 133 頁参照。 
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は、将来の収入を観念することは困難であるにも関わらず、判例および裁判実務は、損害

を肯定しているのであるから、判例と同様の考え方を採る限り、将来の収入の喪失を損害

と考えることはできない。一方、後者については、被害者死亡の場合に、普通恩給及び老

齢年金等について、逸失利益を認める判例（最判平成 5 年 9 月 21 日判時 1476 号 120 頁な

ど）をどう考えるかが問題となる。全部の年金ではないにせよ、年金や恩給について、逸

失利益を肯定するのであれば、逸失利益を労働能力の喪失（または低下）と捉えるのは狭

すぎる。年金や恩給は、労働能力がなくても（あるいは、ないからこそ）、支給されるか

らである。そもそも、労働能力は、「労働」というものの、労働者にとって、労働それ自

体は、目的ではない。労働は、手段であり、労働の結果得られる金員（給料）を獲得する

ことが目的なのである。そうすると、損害を、労働能力の喪失と考えるのは、表現の上で

も不適切であろう。手段にすぎない「労働」をすることができなくなっても、充分な金員

さえ得ることができれば、何ら問題はないからである。そうすると、表現の正確さの点で

も、年金等を包含するという点でも、後遺症の場合の逸失利益は、金員獲得能力の喪失と

いうべきである。この金員獲得能力は、基本的には、労働して金員を獲得する能力である

が、法定の要件を具備する場合は、公的年金を受給する能力も含まれる。労働して金員を

獲得する能力を喪失する典型的な事例は死亡や後遺症であり、公的年金を受給する能力を

喪失する典型的な事例は死亡である。  

 これを前提に、後遺症によって、労働して金員を獲得する能力を喪失したが、反面、障

害年金の受給権を獲得したという事例を検討する。この場合は、給料を得ることはできな

くなったが、障害年金から金員を獲得することはできるのである。それゆえ、後遺症がな

ければ得られたはずの給料から、受給することになった年金を控除した差額が、失われた

金員獲得能力の額となる。よって、この種の公的年金の控除は、金員獲得能力の低下とい

う損害を評価し、その額を算定するためのものであるから、損害算定的損益相殺の一種で

ある。 

  なお、これまで、逸失利益について検討してきたが、後遺症の場合の逸失利益に関する

ことと、ほぼ同じことが、休業損害にも妥当する。休業損害は、治療のため、金員獲得能

力を発揮することが一時的に阻害されたことについての損害であり、後遺症による逸失利

益は、心身の機能に不全を来したため、永続的に金員獲得能力が低下したことについての

損害である。実務上、症状固定時までの損害を休業損害、症状固定後の損害を逸失利益と

して処理しているが、ある時点で区別して振り分けていることからも分かるように、両者

に本質的な差異はない。それゆえ、被害者が障害年金を受給している場合は、休業補償と、

後遺症による逸失利益の両方について、損害算定的損益相殺として、受給した障害年金を

考慮する必要がある。  

 3 死亡の場合の逸失利益  

 さて、これまでは、後遺症の場合の逸失利益を中心に検討してきた。これからは、死亡

の場合の逸失利益について検討する。言うまでもないことであるが、後遺症の場合との大

きな違いは、被害者本人は死亡しているという点である。その結果、被害者本人の生活費

は不要となり（生活費控除）、また、公的年金等の受給権者は、被害者本人ではなくその

遺族となる。 

 既に検討したように、後遺症の場合の逸失利益の実体は、被害者の金員獲得能力の喪失
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または低下である。死亡の場合は、被害者には、金員獲得能力がないことは明らかである

から、同じように考えると、金員獲得能力の喪失を損害と捉えることになるかもしれない。

確かに、後遺症の場合であれば、金員獲得能力を喪失した被害者に、それに代えて賠償金

を得させることが可能である。しかし、死亡の場合は、被害者自身に、金員獲得能力に代

わる賠償を得させることは不可能である。そして、不可能である以上は、金員獲得能力と

は別の損害を塡補するために賠償がなされると考えるのが自然である。  

 被害者死亡の場合の損害は、他の損害と同様、大きくみれば、精神的損害と財産的損害

に分けられる。精神的損害は、慰謝料として処理されるから、ここでは検討しない。財産

的損害は、死亡時までの治療費などの積極損害を別にすれば、被害者が生存すれば、有し

たはずの金員獲得能力の喪失を問題にするのか、あるいは、遺族が受けるはずであった財

産の減少を問題にするしかないように思われる。そして、既に述べたように、もはや填補

が不可能な被害者の金員獲得能力を損害と捉えるべきではあるまい。  

 死亡の場合の損害を、遺族が受けるはずであった財産の減少と捉えるとしても、さらに

2 通りの考え方が可能である。 1 つは、被害者の相続財産の減少を問題にすることである。

被害者が生存したならば、その金員獲得能力を発現させたはずであるから、それによって、

被害者の財産は増加したはずである。そして、被害者の財産は、被害者が死亡したときに

は、遺族に相続されることとなる。つまり、この場合の損害は、被害者が本来死ぬべき時

に死んでいればあったであろう相続財産と、現実に被害者が死亡した時に残した相続財産

の差ということになる。これは、相続構成とよばれる考え方である。もう 1 つは、被害者

から、受けるはずであった扶養を問題にする考え方である。被害者が生存すれば、遺族は

被害者から扶養を受けることができたはずであるが、現実には、被害者が死亡したために、

遺族が扶養を受けることは不可能になった。そこで、遺族が受けるはずであった扶養につ

いて、賠償を請求するのである。これは、扶養構成とよばれる考え方である。 

 相続構成と扶養構成は、いずれを採用すべきか議論がある。これについても、本稿の検

討対象から外れるので、本稿は、判例（大判大正 15 年 2 月 16 日民集 5 巻 150 頁）が承認

し、裁判実務において定着している、相続構成を前提に検討する。  

 相続構成において、相続財産の差といっても、被害者が現実の死亡時に保有した資産等

は、その遺族に相続されたはずであるから、資産そのものやその運用益等は、通常は、問

題とならない。結局、被害者が生存すれば獲得したであろう金員から、被害者が消費した

であろう金員を差し引き計算することによって、損害額を把握することになる。それゆえ、

いわゆる生活費控除は、損害算定的損益相殺の問題である。  

 ここで、被害者の死亡によって、遺族が受給することとなった遺族年金を損益相殺する

かという問題がある。遺族年金にも種類があるが、例えば、遺族厚生年金は、一定の要件

を具備する被保険者等が死亡した場合に、その配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、

死亡の当時、被保険者等によって生計を維持したものに支給される（厚生年金法 58 条、59

条）。被害者（被保険者等）が死亡することが、遺族年金の支給の要件となっているから、

遺族年金は、民法 896 条の相続財産（条文上は、「被相続人の財産」）でないことは明ら

かである。しかし、ここで扱っているのは、損害賠償法であり、一定の場合に、いかなる

賠償を命じるかという問題である。それゆえ、被相続人が遺した財産をどのように分配す

るかという相続法とは異なる評価をすることも可能である。本稿は、遺族年金は、相続法
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においては相続財産に含まれないが、ここで検討している被害者死亡の場合の逸失利益に

おける、相続財産には含まれうると考える。その理由は、遺族年金は、被害者が法定の要

件を具備して死亡したために、支給されるものであること、すなわち、遺族年金の支給も、

被害者の金員獲得能力の発現と見ることができるからである。前述のように、死亡の場合

の逸失利益は、被害者が本来生存すれば、金員を獲得し、その一部を残したであろうと考

えられるから、本来あるはずの相続財産の減少である。そして、被害者が死亡しても、な

お、金員を獲得しているのであれば、当該金員は相続財産に準じるものと考えることがで

きる。既に述べたように、金員獲得というのは、労働による金員の獲得に限られない。公

的年金を受給しているというのも、また、金員獲得に他ならない。そして、被害者死亡後

に、その遺族に、遺族年金が支給されるのも、また、被害者による金員獲得の一形態であ

る。それゆえ、被害者の死亡によって、遺族が受給することとなった遺族年金は、被害者

の金員獲得能力の発現であり、相続財産に準じるものであるから、死亡による逸失利益の

算定において考慮されることとなる。これも、損害算定的損益相殺の一種である。  

 他に、生命侵害については、被害者が年少者の場合に、扶養義務者（多くの場合は、両

親）の養育費の節約という問題が存在する。この養育費は、扶養義務者が負担すべきもの

であって、被害者が負担すべき性質のものではない。当然のことながら、扶養義務者が養

育費の支払を免れたからといって、それによって、被害者の相続財産が増減するというこ

とはない。もちろん、被害者が死亡している以上、その損害賠償請求権を行使するのは、

その相続人であるし、相続人は、被害者の両親であることが多いであろう。しかし、論理

的に、被害者の扶養義務者と被害者の相続人が一致する保障はない。特殊な生育環境を考

えなくても、両親が相続放棄をした場合を考えればよい。被害者に兄弟姉妹がいる場合は、

両親は、相続放棄をすることで、被害者の兄弟姉妹（両親から見れば、子供）を相続人と

し、兄弟姉妹において（場合によっては、両親がその法定代理人として）、責任追及する

ことが可能である。このような手法を採用することによって、両親の財産を減少させ、最

終的に、両親死亡時の相続税を軽減することが可能になる。この場合は、損害賠償請求者

と扶養義務を免れた者が異なる以上、養育費の節約を損益相殺の対象とする余地はないで

あろう。養育費の節約を理由に、賠償義務者がその分の損害賠償を拒むとすれば、それは、

扶養義務者（両親）に、「あなたの子供を殺したことによって、あなたは扶養義務を免れ

たのだから、それによる利益を支払え」と言っているのと同義である。もちろん、このよ

うな主張が認められる余地はない。結局のところ、養育費の節約という問題は、偶々、賠

償権利者が、賠償されるべき損害と異なる事項について利益を受けた場合に、賠償権利者

は、賠償義務者に当該利益を引き渡すべきかという問題に帰着するのである。この問題に

ついての解答は、明らかである。既に確認したように、損害と利益とが、同一の行為から

発生したとしても、原則として、利益は損害から控除されないのである。養育費の節約は、

損害算定的損益相殺の対象にならない。  

 なお、これまで、生命侵害については、相続構成を前提に検討してきた。相続構成と扶

養構成は、生命侵害の場合の損害の理解の相違によるものである。それゆえ、扶養構成を

採用するのであれば、これまでの結論も異なりうる。顕著なのは、年少者の死亡の場合の

養育費の節約という問題である。相続構成を採用する場合は、既に述べたように、生命侵

害による財産損害は、被害者の相続財産の減少という形で把握される。これに対して、扶
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養構成の場合は、死亡者から受けることができたはずの扶養を奪われたという形で把握さ

れる。それゆえ、扶養構成では、扶養義務者兼扶養権利者（例えば、年少者の両親）の損

害を把握する場合に、節約した扶養によって自らを養ったとして、損益相殺を認める余地

がある。もっとも、本稿は、生命侵害の場合の損害理解の当否について検討するものでは

ないので、これ以上の検討は行わない。  

 

第 6 節 損害とは別の利益の調整（利益調整的損益相殺）  

 既に述べたように、真の損害額を算定するための損害算定的損益相殺を別にすれば、同

一の行為から、損害と利益が発生したとしても、原則として、利益は損害から控除されな

い。もっとも、損害算定的損益相殺以外でも、例外的に、損益相殺が認められる場合があ

ると考える。 

 具体的な例は、最判平成 6 年 12 月 20 日民集 48 巻 8 号 1676 頁である。この判例につい

ては、次章で詳しく検討するが、要約すると、次のような事案である。  

 東村山市は、テニスコート等を設置するため、土地を所有者から借りて確保することを

企図し、所有者らに対し、当該土地の提供を受けた場合にはその固定資産税は非課税とす

る旨の見解を示し、また、当該土地につき若干の金員を報償費として支払う旨を提案して

協力を求め、その了承を得た。東村山市長であった被告は、当該土地について、固定資産

税の非課税措置を行い、その後、固定資産税の徴収権は時効消滅するに至った。なお、報

償金はかなり安価であって、当該土地を借りた場合の通常の賃料は、報償金と固定資産税

額の合計よりもはるかに高額である。  

 このような事例において、被告の行った非課税措置は違法であるとして、損害賠償を求

める住民訴訟（地方自治法 242 条の 2）が提起された。最高裁は、非課税措置の違法は認

めたが、非課税措置による損害と土地の使用の対価を免れたことによる差引利益とは、「相

当因果関係があ」り、「両者は損益相殺の対象となる」と判示し、東村山市の損害を否定

した。この事案においては、違法な非課税措置による損害は、固定資産税の徴収権の喪失

であり、利益は土地を安価で使用できることである。両者は関連しているが、別個のもの

である。それゆえ、この判例のいう損益相殺は、損害算定的損益相殺ではない。  

  この、平成 6 年最判の意義を明らかにするために、東京地判平成 6 年 12 月 22 日判時 1518

号 3 頁を見ておく。 

 この判決の事案は、株式会社間組の取締役であった被告が、茨城県三和町 *446町長に、1400

万円の賄賂を贈った行為が、取締役の任務に違反する行為であるとして、同社の株主であ

る原告が、間組に対して、1400 万円の損害を賠償するよう求めて、株主代表訴訟を提起し

たというものである。なお、被告は、この贈賄行為について、贈賄罪で起訴され、有罪判

決を受けた。論点は多数あるが、本稿に関係のある部分だけを取り上げると、被告は、「本

件贈賄行為によって三和町から工事の受注に成功し贈賄行為によって支出した額以上の利

得を会社にもたらしていることは明らかであり、損益相殺すれば会社に損害は生じていな

い」と主張した。これに対して、東京地裁は、「本件贈賄行為により三和町から工事を受

注することができた結果、間組が利益を得た事実があるとしても、右利益は、工事を施行

                                                   

*446  現在の古河市の一部。 
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したことによる利益であって、例えば賄賂が返還された場合のように、贈賄による損害を

直接に填補する目的、機能を有するものではないから、損害の原因行為との間に法律上相

当な因果関係があるとはいえず、損益相殺の対象とすることはできない」と判示して、被

告の主張を排斥し、賄賂相当額全額について賠償を命じた。  

 この 2 つの判決の違いはどこにあるのであろうか。両者は、団体の長または役員である

被告が、違法な行為を行った結果、団体に損害を与えたが、被告自身は、当該団体に利益

をもたらすことを企図しており、結果としても、当該団体に利益が生じた事案に関するも

のであるという点で共通している。最判においても、東京地判のように、「本件非課税措

置により、安価で土地を使用することができた結果、東村山市が利益を得た事実があると

しても、右利益は、土地の使用による利益であって、例えば非課税措置の対象となった固

定資産税が任意に納付された場合のように、非課税措置による損害を直接に填補する目的、

機能を有するものではない」ということもできたはずである。そうすると、判決理由を読

み比べるだけでは、両者の違いを見いだすことはできない。  

 判決理由からは明確ではないが、両者の違いは、行為の悪性の程度であると考えるのが

自然であろう。最判の事案は、結局のところ、税法の理解不足によるものである。一方、

東京地判の事案は、贈賄という明確な犯罪行為である。被告の責任の程度としても、最判

の事例は、過失によるものと考えるのが自然であろう。一方、東京地判の事案は、故意で

あることに疑問の余地はない。同じ違法行為であるといっても、 2 つの事案における、行

為の悪性の違いは明確である。そうすると、損害賠償義務者の主観も含めた、行為の悪性

の違いによって、結論の違いが導かれうることになる。  

 こんことは、理論的にはどうなるのか。そもそも、損害算定的損益相殺以外の損益相殺

が原則として否定されるのは、損害賠償法の片面性によるものであった。すなわち、損害

賠償法は、損害の除去を目的とし、利益の剥奪を目的とするものではない。それゆえ、賠

償権利者が加害行為によって利益を得たとしても、損害賠償を根拠に、賠償義務者は、賠

償権利者に当該利益の引渡を請求することはできない。しかし、原則として、このように

いうことはできても、損害賠償を命じる一方で、加害行為によって生じた利益を保持させ

ることは不当と感じられる場合があろう。このような場合には例外的に、利益の控除が要

請されることになる。この場合の損益相殺を、利益調整的損益相殺と呼ぶことにする *447。

利益調整的損益相殺が行われる場合は、その論理的帰結として、被害者は被った全損害に

対応する賠償を受けることはできなくなる。このことを明確に認めているのが、アメリカ

法の不法行為第二次リステイトメント 920 条における公平性（ equitable）の考慮(Comment 

f)である。そこでは、「原告が気まぐれ又は悪意（ spiteful）があり、しかも、被告が故意

ではなく、過失によって行動した場合」に、例外的に、損害賠償が否定されている *448。  

                                                   

*447  本稿は、いわゆる「損益相殺制度の独自性」（潮見・前掲注（2）「差額説と損益相

殺」123 頁）は、利益調整的損益相殺の限度で認められると考える。  

*448  なお、潮見・前掲注（2）「差額説と損益相殺」131 頁は、最判平成 20 年 6 月 10 日

民集 62 巻 6 号 1488 頁と最判平成 20 年 6 月 24 日判時 2014 号 68 頁を前提に、「要は、判

決のいう『反倫理的行為』に何を盛るかであるが、ここでの利得禁止の理念（思想）が含

意するところによれば、道徳的倫理観ではなく、むしろ、①利益取得のために被害者が不
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 この利益調整的損益相殺は、損害賠償法の片面性という原則に対する例外であるから、

広く認められるものではない。既に、最判平成 6 年 12 月 20 日と東京地判平成 6 年 12 月

22 日の比較において、賠償義務者の行為の悪性が結論を分けた点であると述べた。故意過

失といった次元ではなく、賠償義務者の行為の悪性という非常に曖昧な基準によって判断

が分かれるという点において、既に、利益調整的損益相殺の不安定性が現れている。  

 どのような場合に、利益調整的損益相殺が肯定されるかは、具体的な事例ごとに、法的

な評価に基づいて判断するしかない。もっとも、一般的に、利益の考慮が認められるべき

場合とは、加害者の悪性（特に、主観面。）が弱く、利益と損害とが一連の行為によって

生じ、両者が密接に関連している場合ということになろう。澤井や Rudloff が、賠償義務

者の主観面も含めた総合考慮を主張していることは、この限度で正しいように思われる。

また、かつてのドイツの見解に、無過失責任の場合に限り、損益相殺が認められると説く

ものがあるが、加害者の悪性が低い場合にのみ、損益相殺が認められるという趣旨であろ

うから、その限度で正しいものと思われる。  

 もっとも、損害賠償法は、民法 709 条に見られるように、故意と過失といった加害者の

責任の軽重とは無関係に、損害賠償額を決定することとしているのが、一般的である。そ

れゆえ、加害者の悪性を、損益相殺において考慮してよいのかという疑問も生じうるとこ

ろである。 

 しかし、利益調整的損益相殺は、例外的にのみ認められるに過ぎないし、その内容も、

行為者の悪性故に損害賠償義務を加重するものではない。賠償義務者の悪性の低い行為に

よって、結果的にも、被害者に利益が生じている場合に、損害賠償の算定において、当該

利益を考慮するというに過ぎないのである。現に、先に述べたように、日本の判例も、賠

償義務者の行為の悪性を考慮して判断しているものと思われる。また、ドイツの判例も、

日本と同様、明言はしてないものの、行為者の主観面の悪性を考慮しているものと思われ

る（例えば、前章で取り上げた、BGH WM 1988, 968、BSG NJW 1996,  3102 や OLG München 

MDR1965, 988。）。さらに、前章で紹介したように、オランダ法は、損益相殺の判断に当

たって、明確に、賠償義務者の主観を考慮することを認めている。それゆえ、損益相殺に

おいて、賠償義務者の主観を考慮することは、今日でも、広く行われていることである。

なお、前述のリステイトメントは、賠償義務者の主観的悪性が低いことだけではなく、賠

償権利者が「気まぐれ又は悪意」として、その主観的悪性をも要求している。これは、ア

メリカ法においては、損害賠償法の調整的機能を強調する日本法などと異なり、不法行為

において懲罰的損害賠償を承認するなど、損害賠償法の片面性が、より明確に現れるから

であろう。  

 なお、利益調整的損益相殺においても、問題なく損益相殺が認められる場合がある。そ

れは、利益が、弁済としての性質を帯びている場合である。例えば、賠償責任保険のうち、

                                                                                                                                                                        

法行為を利用したと評価するに値する主観的・客観的事情が被害者側に認められるかと、

②不法行為をおかした故意・過失ある加害者をそれでもなお減免責することを正当化でき

る主観的・客観的事情が加害者側に認められるかという観点から、『利益』控除の当否を判

断するのが適切である」という。 
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自動車のいわゆる任意保険においては、保険約款で、被害者の保険会社に対する直接請求

権が認められていることが通常である。被害者が、この直接請求権を行使して、加害者の

加入する自動車保険の保険会社から、保険金を受領した場合は、この保険金は、保険会社

が被害者に直接弁済したものであるが、実質的には、加害者が弁済したものというべきで

ある。このような、弁済としての性質をもつ利益については、特別な要件を要求すること

なく、損害賠償において考慮されることになる。これは、形式的には、損益相殺の一種と

いうことができるが、実質的には、弁済として処理されるものである。  

 

第 7 節 代位との関係 

 伝統的に、日本においては、損益相殺は、代位と結びついて議論されてきた。日本に、

損益相殺を紹介した石坂は、損益相殺を認めるべき理由の 1 つに、民法 422 条を挙げてい

る。「第四百二十二條ニ於テ賠償義務者ノ代位ヲ認ムルニ於テハ損得相殺ヲ認メサルヘカ

ラス蓋損得相殺ハ賠償義務者ノ代位ト其立法上ノ根據同シキカ故ナリ」 *449というのであ

る。また、石坂は、損害保険との関係では、「損害保険ニ在リテハ保險者ハ加害者ニ對シ

被保険者ノ權利ヲ行使スルコトヲ得ルカ故ニ（商第四百十六條）損得相殺ヲ認ムルノ餘地

ナシ」 *450として、損害保険の請求権代位は、損益相殺を否定する理由になるとしている。 

 代位については、まだまだ検討すべき課題も多く、それについては、今後の課題とした

いが、損益相殺との関係について若干述べておく。  

 本稿は、損益相殺を二分して、その根拠や要件が異なることを明らかにした。そして、

損益相殺が二分される以上、損益相殺との関係では、代位も、また、二分して考えるべき

である。 

 そこで、まず、損害算定的損益相殺に関する代位について、検討する。  

 損害算定的損益相殺は、真の損害を定めるに当たり、便宜上、見かけの損害と利益との

差し引き計算を行うものである。損害算定的損益相殺に関する代位は、この見かけの利益

について、損害賠償請求権の移転を認めるものである。損害算定的損益相殺の対象となる、

見かけ上の利益に対応する部分は、通常の損害賠償法上は、損害とは考えられない。それ

ゆえ、損害算定的損益相殺に関する代位は、本来は、損害ではないものを損害と擬制し、

それについての損害賠償請求権を代位者に帰属させるものであるといえる。例えば、交通

事故の被害者が、事故の後遺症により、労働能力を喪失したが、障害年金を受給したとす

る。この場合の損害は、被害者の金員獲得能力の減少である。それゆえ、年金原価等の問

題を省略すれば、被害者が就労すれば（場合によっては、就労を続ければ）得ることがで

きた金員から、受給した障害年金を控除することで、損害額を算定することになる。とこ

ろが、公的年金制度には、代位の規定が存在する（厚生年金保険法 40 条 1 項、国民年金法

22 条 1 項、国家公務員共済組合法 48 条 1 項など）。そこで、これらの法律の規定に従え

ば、国等は、給付の価額の限度で、第三者に対する損害賠償の請求権を取得することとな

る。もっとも、損害賠償法の理論からは、この場合の第三者に対する損害賠償請求権は存

在しない。そこで、代位規定の存在により、給付の価額の限度で、被害者に損害があるも

                                                   

*449  石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』327 頁。 

*450  石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』334 頁。 
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のと擬制され、国等がこれを取得するのである。代位規定の存在しない、恩給法に基づく

恩給については、損害の擬制は生じず、損害賠償法の理論が貫徹される。  

 損害算定的損益相殺に関する代位は、代位規定がなければ存在しない損害賠償請求権を

発生させるものであり、賠償義務者にとっては、責任の加重となる。そのため、法律の規

定がなければ、代位をすることはできないと解される。この種の代位は、社会保障の分野

に多く見られる。このような第三者が直接の被害者に給付をする義務を負う場合に、直接

の被害者にとっては、当該給付の限度では損害は発生していないが、給付者との関係では、

損害であるという規律は、NBW6：107a 条を初めとするオランダ法においても見られるも

のである。 

  一方、損害算定的損益相殺に関係のない代位も存在する。損害保険における請求権代位

（保険法 25 条）がその典型である。このような代位は、利益の調整局面における代位であ

る。代位があることによって、賠償権利者は、第三者から給付を受けるとともに、損害賠

償給付をも受けることで、二重の給付を得ることができなくなる。これは、損害賠償法が

要請することではないが、特に、禁止していることでもない。本質的に、損害賠償法は、

被害者の利益については、無関心である。利害関係という観点から見ても、この場合は、

代位によって、賠償義務者の責任が加重されるわけではない。それゆえ、法律の規定では

なく、当事者間の契約によっても行うことができる *451。 

 損害賠償において、2 種類の代位を区別する意味は、代位と賠償請求権の範囲との関係

の相違に現れる。損害算定的損益相殺に関する代位は、代位に必要な限度で、損害の発生

を擬制するものであり、代位の範囲は、賠償義務者が賠償権利者に支払うべき賠償額に影

響しない。損害算定的損益相殺に関する代位は、何らかの理由（多くの場合は、法律の規

定）によって、代位の範囲が制限されることがある。先に挙げた公的年金給付についての

代位は、「給付の価額の限度で」行われることとされている。第三者から受ける利益と代

位の範囲との差が顕著なのは、健康保険である。健康保険においては、被保険者の疾病ま

たは負傷について、療養の給付を行うこととされているが、療養の給付は、診察を初めと

する現物給付によって行われる（例えば、健康保険法 63 条。以下、健康保険法を例に説明

するが、他の健康保険においても、同様の制度が採用されている。）。そして、療養の給

付においては、被保険者は、一定の一部負担金（健康保険法 74 条）を支払うこととされて

いる。損害賠償事件の被害者が、その疾病または負傷について、保険診療を受けた場合は、

この一部負担金に基づき、治療費の額が算定されることになる。一方で、「保険者は、療

養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものと」され、「保険医療機

関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給

付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬

局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額」とされている

（健康保険法 76 条 1 項）。しかし、保険診療によって、被保険者＝被害者が受ける利益は、

                                                   

*451  もっとも、代位によって、損害賠償請求権が移転する以上、理論上は、対抗要件の

具備（民法 467 条）が必要となろう。しかし、民法 422 条や民法 500 条は、広く、対抗要

件不要の当然代位を規定しており、実際上は、ほとんどの代位が対抗要件を必要としない

ものと考えられる。  
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療養の給付に要する費用から、一部負担金に相当する額を控除した金額にとどまるもので

はない。ここでいう「療養の給付に要する費用の額」は、厚生労働大臣が定めるところに

より算定される（健康保険法 76 条 2 項）。この「療養の給付に要する費用の額」が、自由

診療と比べて低額に設定されていることは周知の事実である。ある医療機関において、同

等の治療であっても、保険診療の場合は、診療報酬が 100 万円（被保険者の一部負担金の

割合が、3 割であるとすると、被保険者の負担は 30 万円。）であり、自由診療の場合は、

診療報酬が 150 万円であっても、何ら不思議なことではない。この例では、保険診療の場

合の被害者の損害額は 30 万円であり、自由診療の場合の損害額は 150 万円であるから、差

し引き 150 万円－30 万円＝120 万円が、健康保険が被害者にもたらした利益である。しか

し、この例では、保険者が代位することができる金額は、70 万円に限られる（健康保険法

57 条 1 項）。このように、損害算定的損益相殺に関する代位においては、被害者に生じた

利益と代位の範囲とが一致する保障はない。しかし、この場合の代位は、本来であれば損

害にならない事項について、被害者に損害があるものと擬制することで、給付を行う国等

に損害賠償請求権を帰属させるものである。そのため、被害者の利益と代位の範囲とが一

致しなくても、何ら問題ないのである。  

 一方、損害算定的損益相殺に関しない代位は、損害賠償法と無関係であるから、代位者

が行使することができる損害賠償請求権の額と、代位によって被代位者が失う損害賠償請

求権の額は、一致する。ただし、代位の範囲は、当該代位規範によって決定されるので、

給付額と一致する保障はない *452。  

 

 

                                                   

*452  例えば、新価保険であれば、保険の目的物の価額と保険給付の額が異なることが予

定されている。損害賠償請求権は、目的物の価額を基準として算定されるし、おそらく、

請求権代位（保険法 25 条）も、目的物の価額を基準としてなされるように思われる。も

っとも、代位の範囲をどのように決定するかは、第一義的には保険契約の問題であり、さ

らに、保険法 25 条が片面的強行規定として適用されることになるので、これらの規定及

び解釈によることとなる。 
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第 5 章 事案の類型的検討  

第 1 節 はじめに 

 前章では、損益相殺の理論について検討した。しかし、抽象的に、損害算定的損益相殺

や利益調整的損益相殺を説明したところで、充分、損益相殺の理論を明確にしたとはいえ

ないかもしれない。そうはいっても、何を損害として把握して、それをどのように金銭的

に評価するかは、本来、個別の損害賠償規範の解釈の問題であり、一律に、損益相殺の問

題として処理することはできない。そこで、本稿の立場をできる限り、明確にするために、

従来、日本法で問題となった損益相殺の類型を取り上げて、従来の議論を紹介するととも

に、本稿の理論に基づくとどのような処理になるのかを明らかにすることとする。  

 

第 2 節 被害者または第三者の行為によらない利益 

第 1 生活費控除 

 1 人が不法行為等によって死亡したとき、判例によれば、被害者の相続人は不法行為等

に基づく損害賠償請求権を相続し、生存していれば得られたはずの利益等の賠償を求める

ことができる。しかし、被害者が生存していれば労働等によって収入を得たと同時に生活

のために費用を支出したはずである。そのため、損害賠償の計算にあたり、得べかりし利

益から生活費を控除すべきかが問題となる。なお、ドイツのように不法行為による死亡の

場合に、死者の損害賠償請求権の相続を認めない、即ち扶養利益の喪失等の形で相続人の

固有の損害賠償請求のみを認める場合、生活費控除の問題は生じない。  

 

 2 初期の学説で、生活費控除を問題としたものはない。ただ、石坂は、売主が馬の引渡

しを遅滞した場合、買主はその飼養料を節約することになるので、損害額からこれを控除

すべきとする *453。人道上の問題はさておき、生活費控除と同種の考えを採用したものであ

ろう。  

 

 3 この問題が判例に現れるのは早く、第 1 章で取り上げた、大判大 2 年 10 月 20 日民録

19 輯 910 頁がこの問題を論じている。 

この判例は、賠償額から生活費を控除することを認めており、現在まで一貫した判例の

立場となっている。 

 

4 もっとも、前述したように末川は、前掲大判大 2 年 10 月 20 日と同旨の、大判昭和 3

年 3 月 10 日民集 7 巻 152 頁を批判して、次のように、生活費控除を否定する見解を採って

いる。  

 

 生命侵害による損害賠償請求権を被害者自身に認める以上、その後続けられたはずの生

存を不当に生命の断絶を理由に賠償がなされるのであって、必ずしも財産上被った損害を

賠償させることを目的として賠償がなされるわけではない。  

 もし人間を単に純収益を生むための機械のようにみて、その生命を侵害することは財産

                                                   

*453 石坂・前掲注（5）『日本民法債権総論（上）』330 頁。 
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的な生産力を奪うに過ぎないとすれば、判例のように生活費を控除することは当然であり、

そのため、純収益を生まない人間については生命侵害による損害は発生しないということ

になろう。しかし、人間は生活費その他の必要費を使いながら、生存を維持し、生前を享

楽するのである。そのため、生活費その他の費用を獲得してそれを消費しうるということ

自体が生存を価値あらしめているものとみなければならない。  

 もっとも、このような非財産的な損害を正確に算定する方法はない。そこで、被害者が

その後生存を続けて人生を享楽しえたであろう年数とその享楽のために費やしえたであろ

う金額とを基本として算定をすることが最も合理的である。この、享楽のために費やしえ

たであろう金額については、その者が得ていた総収入が一応の基準となる。  

判例のように、総収入から生活費等の必要費を控除した純収益のみを損害であるとする

には、被害者が生存すればより多くの遺産を遺すことができたという意味において、この

種の損害賠償請求権を相続に関連して取り扱うほかはない。しかし、従来の我が国の判例

学説はこのような立場をとっていないし、被害者自身について損害賠償請求権を認める立

場をとる以上そのように解すべきでもない。  

 

5 このような末川の反対にもかかわらず、判例は、生活費を控除する立場を維持した。そ

して、前掲大判大正 2 年 10 月 20 日以降、基本書等でも、損益相殺の例として、生活費控

除があげられるようになる *454。学説はおおむね判例に賛成した。たとえば、四宮は、節約

された支出は「逸失利益」を支える労働能力―労働力を再生産するための費用に他ならな

いとする（両者は同一の地位に由来する利用と負担との関係に立っているともいえるとす

る。） *455。  

 

 6 判例（最判平成 8 年 5 月 31 日民集 50 巻 6 号 1323 頁） 

 この判例では、不法行為によって負傷後、被害者が別の不法行為によって死亡した場合

に、最初の不法行為について、実際に死亡した時以降の生活費の控除が認められるかが争

われた。  

 

〔事案〕 

交通事故によって負傷し、後遺症の生じた A が事故の 1 年 8 か月後に別の交通事故にあ

って死亡した事案である。被害者の両親（X ら）が最初の事故の運転者 Y に対して後遺症

による逸失利益の賠償を請求した。Y は 2 件目の交通事故によって死亡した以降の生活費

を控除すべきと主張して争った。原審は、生活費を控除しない判断をした。これに対して、

Y が上告した(2 件目の交通事故による A の死亡によって死亡後の逸失利益が喪失するかも

争われたが、原審、本判決ともにこれを否定した。）。  

〔判旨〕 上告棄却 

                                                   

*454 勝本・前掲注 (21)『債権総論 (上巻 )』404 頁。我妻・前掲注 (23)『事務管理・不当利

得・不法行為』204 頁。四宮・前掲注 (47)『不法行為』605 頁。加藤雅信『事務管理・不

当利得・不法行為』（2 版、2005 年）334 頁。  

*455 四宮・前掲注 (47)『不法行為』605 頁。 
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「交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために労働能力の一部を喪失した後に死

亡した場合、労働能力の一部喪失による財産上の損害の額の算定に当たっては、交通事故

と被害者の死亡との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合

に限り、死亡後の生活費を控除することができると解するのが相当である。けだし、交通

事故と死亡との間の相当因果関係が認められない場合には、被害者が死亡により生活費の

支出を必要としなくなったことは、損害の原因と同一原因により生じたものということが

できず、両者は損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との関係に

ないからである。」  

 

7  この最判平成 8 年 5 月 31 日が相当因果関係がないことを理由に生活費控除を否定した

ことは、やや形式的に過ぎ、相続構成の下での賠償額の合理的縮減を考えるべきではない

かとの批判がある *456。 

調査官は、生活費控除を認めない理由として、①賠償権者の死亡は、不法行為とはまっ

たく別個の事実により生じたものである、②仮に控除説をとると被害者の死亡まで最終的

な権利関係が確定しないことになり、法律関係をいたずらに不安定にするという 2 点を指

摘している *457。 

 

8 本稿の立場 

 既に述べたように、生命侵害による財産的損害は、本来あったはずの相続財産の減少で

あると考える。被害者が、問題の侵害行為によって死亡しなければ、金員を獲得し、その

一部を消費して、残部を相続財産として残したはずである。この相続財産の減少によって、

生命侵害による財産的損害を把握しているのであるから、損害額の算定において、生活費

控除を行うことは当然である。この利益の控除は、損害算定的損益相殺に該当する。もち

ろん、末川のように、「生活費その他の費用を獲得してそれを消費しうるということ自体

が生存を価値あらしめている」のであり、その「人生」の「享楽」について、損害賠償を

認めるのであれば、話は別である。末川と、判例通説とでは、生命侵害において問題とな

っている損害の把握自体が異なる。これについて検討することは、本稿の目的を逸脱する

ので、これ以上の検討は行わない。しかし、損害算定的損益相殺が、損害賠償規範が命じ

る、真の損害を算定するためになされるものである以上、何を損害として把握するかに関

する解釈が異なれば、損益相殺についても異なる判断に至るのは当然である。  

  一方、前掲最判平成 8 年 5 月 31 日で問題となっている生活費控除は、損害算定的損益

相殺の問題ではない。この判例においては、交通事故によって、被害者 A が負傷したこと

による損害賠償が問題となっている。前述のように、不法行為によって後遺症を負った被

害者は、金員獲得能力を奪われたというべきである。この判例の事案においては、A の負

傷による治療費や金員獲得能力の喪失などが問題となっているのである。A が、別の交通

事故で死亡したことは、A の治療費や金員獲得能力の喪失とは何の関係もない。それゆえ、

損害算定的損益相殺であるとして、A の死亡による利益、つまり、不要になった生活費を

                                                   

*456 樫見由美子「判批」平成 8 年度重要判例解説 83 頁。 
*457 三村量一「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成 8 年度 421 頁。 
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控除することはできない。 

 では、利益調整的損益相殺として、A の死亡による利益を控除すべきか。確かに、A が

事故後も生存し、生活費が必要であるという前提で損害を算定することは、現実には必要

のない A の生活費についても賠償を認めることになるようにも思われる。しかし、利益調

整的損益相殺は、例外的に認められるに過ぎない。損害賠償法の基本は、被害者が被った

全ての損害を賠償させることである。この判例の事案でも、A は負傷し、後遺症を負った

のであるから、それに対応する損害を賠償させることが原則となる。被害者が、このこと

と関連して、利益を受けたとしても、損害賠償法は損害の填補を目的としており、利益の

剥奪を目的とするものではないから、原則として、加害者は、その利益の控除を請求する

ことはできない。問題は、例外的に、利益を考慮すべき事情があるかである。しかし、こ

の判例の事案は、要するに通常の交通事故であり、加害者の賠償責任を軽くすべき、主観

的な悪性の無さなどが見られるわけでもない。利益と損害との関係も希薄であり、問題と

なっている侵害行為（被告の起こした交通事故）と利益（被害者 A の死亡により生活費が

不要となったこと）との間に因果関係もない。この事例は、利益調整的損益相殺を行うべ

き、例外的な事情はないというべきである。よって、この事例では、損益相殺を行うべき

ではない。 

 

第 2 養育費の節約 

1 年少者が死亡した場合、親は年少者が成人するまでに要する養育費の負担を免れること

になる。それでは、養育費の節約が損益相殺の対象になるのか。この問題については、実

務が最高裁の判例に反する立場を採用したことがあったため、判例・裁判例を中心に検討

する。  

 

2 判例（最判昭和 39 年 6 月 24 日民集 18 巻 5 号 824 頁） 

〔事案〕 

A 及び B は当時 8 歳であったが、両名は自転車に二人乗りをしていたところ、交通事故

にあい、死亡した。そこで、A の両親 X1X2 及び B の母 X3 が、自動車運転手 Y1 及びその

使用者である Y2 を相手に損害賠償を求めた。原審は請求額の一部を認容した。これに対

して、Y らが A 及び B が 20 歳になるまでの養育費を控除すべきであるなどとして、上告

した（本件の最大の争点は年少者の逸失利益を認めるかであるが、この点は省略する。）。 

〔判旨〕 破棄差戻（ただし、養育費に関しては上告棄却）  

「上告人らは、また、論旨三において、本件損害賠償請求権を相続した被上告人らは、

他面において、被害者らの死亡により、その扶養義務者として当然に支出すべかりし二〇

才までの扶養費の支出を免れて利得をしているから、損益相殺の理により、賠償額から右

扶養費の額を控除すべきであると主張するが、損益相殺に  より差引かれるべき利得は、被

害者本人に生じたものでなければならないと解されるところ、本件賠償請求権は被害者ら

本人について発生したものであり、所論のごとき利得は被害者本人に生じたものでないこ

とが明らかであるから、本件賠償額からこれを控除すべきいわれはない。」  

 

3 この昭和 39 年最高裁判決に対しては、千種達夫が生活費控除と同様、養育費を控除す
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るのが衡平の観念にあうとして批判した *458。 

さらに、昭和 39 年最高裁判決にもかかわらず、しばらくの間、裁判実務は養育費の控除

を認めてきた。長くなるが、その先駆けとなった東京地判昭和 44 年 2 月 24 日を紹介する。 

 

4 裁判例（東京地判昭和 44 年 2 月 24 日下民集 20 巻 1・2 号 76 頁） 

〔事案〕 

Y1 は大型貨物自動車を運転進行中、道路左側を自車と同方向に歩いていた訴外 A に自

車を  接触、転倒させてこれを轢過し、A を死亡させた交通事故の事案である。A の両親で

ある X らが Y1 及び上記車両の所有者である Y2 を相手に A から相続した逸失利益や固有

の慰謝料等の賠償を求めて提訴した。これに対して、Y らは事実関係を否認するとともに

仮定的に養育費等の控除及び就労可能年限以降の生活費の控除を主張した。  

〔判旨〕 請求一部認容 

「いわゆる損益相殺は、「賠償請求権者」が損害を受けると同時に損害を  受けたと同じ原

因によつて利益を受けた場合に限られるべきものであるところ、本件の場合、原告らが被

害者登の死亡により扶養義務者としての将来の支出を免れたとしても、死亡により被害者

A に生じた逸失利益賠償請求権の主体は A 自身なのであつて、原告らとは人格を異にする

から、いわゆる損益相殺をなすべき場合とはいえないとの見解がありうるが、当裁判所は

そのようには考えない。一体、死者の遺族が死亡による消極的損害の賠償を請求する場合、

二つの  理論構成がありうる。一つは、遺族が死者から得ていた扶養に着目し、扶養喪失を

間接被害者たる遺族に生じた損害として、あるいは、扶養請求権の侵害という  直接損害と

して、把握する仕方であり、もう一つは死者本人が死亡によつてその得べかりし利益の喪

失による損害賠償請求権を取得したのをその死亡により相続する、という常套の手法であ

る。この後者は、相続という点を強く見れば、なるほど人格を異にする二つの権利主体間

における権利移転を主張するものであるが、元来相続を予期せずに被相続人に帰属してい

た権利が、その後に生じた死亡により相続せられることとなる通常の事態と異なり、この

場合には、被相続人に生ずる権利はその死亡自体によつて発生するとされるものなのであ

り、従つて、発生すれば、そのまま即時に相続人に移転される権利なのであるから、死亡

と同時に相続人に発生する権利と比べて逕庭はないのである。このように見れば、死者の

遺族が、前記の後者すなわち逸失利益相続の理論によつて請求をしている場合に、それが

相続であることに拘泥して死者本人への中間的な権利帰属を強調することは、かえつて事

態の真相を見誤らしめることとなり兼ねない。むしろ、遺族は、どの理論構成によるも、

当該死亡事故による「賠償請求権者」自身なのであつて、他の賠償請求権者の単なる『相

続人』ではなく、逸失利益相続理論によるのは、その賠償請求額算出の一手段たるに止ま

る、と見るべきものである。 

 かように論じうるとすれば、損益相殺の法理の適用にあたつても、遺族を中心に考える

べきこととなる。従つて被相続人の死亡という事実により遺族が支出を免れた費用がもし

あるとすれば、相続した逸失利益賠償請求権額からこれを控除するのが当然であり、本件

における養育費、教育費等は、原告らが A の扶養義務者として、同人の死亡により将来の

                                                   

*458 千種達夫「幼児の損害賠償」ジュリスト 431 号 225 頁（1969 年）。  



 

第 5 章 事案の類型的検討 

163 

 

支出を免れたものと言えるからやはりその例外をなすものではない。  

（中略） 

本件の場合、賠償請求権者である原告らが A の就労可能年限である六〇歳以後の生活費を

負担する可能性は極めて少ないのであるから、原告らに A の右生活費負担を免れたことに

よる利益が生じたと見ることは困難である。もつとも、登が六〇歳以後無収入となつても

他からの扶養を受けずに暮してゆくべきことが確実であれば、損益相殺をまたず、前記逸

失利益の算定上これを考慮して損害発生の額を少なく見るべきものであるが、社会保障制

度の発達からも将来のそのような事態を推認する余地はない。従つて、いずれにせよ、こ

の抗弁は認められない。」  

 

5 このように東京地判昭和 44 年 2 月 24 日は、「逸失利益相続理論によるのは、その賠償

請求額算出の一手段たるに止まる」として、遺族に生じた利益も損益相殺の対象になると

して、養育費の控除を認めた。その背景には死亡事故の場合に逸失利益を相続したとの構

成を改め、遺族自身の扶養利益の喪失との構成を採用すべきであるとの考えがある。控訴

審にあたる東京高判昭和 44 年 12 月 19 日交通民集 2 巻 6 号 1805 頁は、この点について原

判決を支持した。なお、上告はなされなかった。  

その後、養育費を稼働能力取得のための必要経費であるとの構成に転じたが（東京判昭

和 46 年 3 月 13 日交通民集 4 巻 2 号 478 頁、東京高判昭和 49 年 2 月 25 日判時 737 号 44

頁、東京地判昭和 51 年 9 月 27 日交通民集 9 巻 5 号 1337 頁）、しばらくの間、東京地裁交

通部では養育費を控除するとの運用が続いた *459。 

一方で、養育費を控除しない裁判例も多数みられる（大阪地判昭和 43 年 3 月 12 日判時

522 号 54 頁、札幌地判昭和 43 年 12 月 18 日判時 564 号 68 頁、大阪高判昭和 45 年 4 月 16

日判タ 253 号 16 頁、名古屋地判昭和 46 年 9 月 8 日判タ 272 号 264 頁、高松地判昭和 47

年 1 月 27 日交通民集 4 巻 5 号 1509 頁、千葉地判昭和 47 年 5 月 25 日交通民集 5 巻 3 号 725

頁、東京高判昭和 47 年 11 月 22 日判タ 291 号 330 頁、東京高判昭和 48 年 5 月 16 日判時

709 号 39 頁など）。これら非控除説に立つ裁判例の多くは、その理由として養育費の節約

は被害者に生じた利益でないことを挙げる。しかし、幼児は無償で扶養を受ける地位にあ

ることを強調するもの（前掲大阪高判昭和 45 年 4 月 16 日）や幼児の損害賠償額について

控えめな算出方法が採用されていることから、養育費を控除すれば具体的妥当性を欠くと

するもの（前掲名古屋地判昭和 46 年 9 月 8 日、前掲東京高判昭和 47 年 11 月 22 日）もあ

る。 

このように実務が混乱する中、次の最判昭和 53 年 10 月 20 日が養育費の節約は損益相殺

の対象にならないことを改めて判示した。  

 

6 判例（最判昭和 53 年 10 月 20 日民集 32 巻 7 号 1500 頁） 

〔事案〕 

10 歳の女児 A が交通事故によって死亡した。そのため、A の両親である X らが自動車運

転者 Y1 及び自動車保有者 Y2 を相手に損害賠償を求めた。原審は、逸失利益から中間利息

                                                   

*459 松本・前掲注 (43)「損益相殺 (1)―養育費の控除」391 頁。 
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のほか、A が満 18 歳になるまでの養育費を控除した。これに対して、X らが判例違反を理

由に上告した（なお、中間利息の計算方法についても争われているが、省略する。）。 

〔判旨〕 破棄自判 

「交通事故により死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支

出を必要としなくなつた場合においても、右養育費と幼児の将来得べかりし収入との間に

は前者を後者から損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との同質

性がなく、したがつて、幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたりその将来得べかりし収

入額から養育費を控除すべきものではないと解するのが相当である（当裁判所昭和 36 年

（オ）第 413 号同 39 年 6 月 24 日第三小法廷判決・民集 18 巻 5 号 874 頁参照）。」  

 

7 この昭和 53 年最高裁判決については、澤井説がかなりの影響を及ぼしていることは明

らかであるとの指摘がある *460。調査官は、澤井説を引用し、「損益相殺の対象となる利益

とは、加害と相当因果関係にあり、かつ、損失を填補する性質（損失との同質性、すなわ

ち、損失に対する填補の目的・機能を有すること。）を有することが必要と解されるとこ

ろ、幼児の成年に達してから得べかりし所得の喪失と親の養育費の支出の免脱とは同質性

がない」としている *461。  

 

8 現在の学説は養育費を控除しないことにいずれも賛成している。もっとも、その理由は

説によって異なっている。 

例えば、四宮は、この養育は愛情・人倫あるいは社会の責務によるのであって、規範的

見地からはその出資を免れたことを損益相殺すべき利益とみるべきではないとする *462。 

潮見は、所得喪失という逸失利益と養育費の節約との間には同質性がないから、非控除

説が正しいとする *463。 

近江は、理論的には幼児の逸失利益を相続した以上、親が養育費の支出を免れたと解さ

れなくもないとしながらも、ただ、そのような結論は、社会の一般感情が許さないとして

損益相殺を否定している *464。  

 

9 本稿の立場 

 養育費の控除は、損害算定的損益相殺の問題である。年少者が死亡した場合という、極

めて一般的な場合に、年少者の親が負担を免れた養育費の控除を問題としているのである

から、例外的に認められる、利益調整的損益相殺は問題とならない。  

 それゆえ、養育費の控除を認めるか否かは、ひとえに、年少者の死亡の場合の損害をど

のように把握するかにかかってくる。養育費の控除を巡って混乱が続いたのは、損害理解

の違いによるものである。この問題は、結局のところ、死亡による損害をどのように把握

するかという問題である。養育費の控除を認める見解は、死亡による損害を親の損害と捉

                                                   

*460 松本・前掲注 (43)「損益相殺 (1)―養育費の控除」395 頁。 

*461 時岡泰「判解」最高裁判所判例解説民事篇昭和 53 年度 495 頁。  

*462 四宮・前掲注 (47)『不法行為』605 頁。 
*463 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』327 頁。 
*464 近江・前掲注 (60)『事務管理・不当利得・不法行為』203 頁。 
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えているのであろう。死亡による損害を被害者自身の損害（被害者が死亡している以上、

これは、相続財産の減少という形で現れる。）として捉えるのであれば、養育費の節約は、

第三者の利益に過ぎない。今日、一般的な相続構成は、後者の見解に立つものである。一

方、ドイツ法のように、扶養構成を採用すれば、前者の見解を採ることもできよう。 

 生命侵害による損害賠償において、相続構成を前提とする以上、賠償されるべき損害と、

養育費の節約は関係がなく、それゆえ、養育費の節約は、損害算定的損益相殺の対象にな

らないこととなる。を行うべき例外的な事情も見当たらない。それゆえ、養育費の節約は、

損害賠償において考慮されない。 

 

第 3 節 被害者の行為による利益 

第 1 総論 

 この類型の利益は、日本ではあまり議論されていない。もっとも、問題がないわけでは

ないので、裁判実務は、この問題についても答えを用意している。そこで、判例や裁判例

を中心に検討を進めることとする。 

 

第 2 被害者の努力による利益 

1 通常であれば、収入の減少など、明確な形で損害が発生するべきところ、被害者の努力

によって、収入の減少が生じないことがある。この類型は、交通事故等によって、被害者

に後遺症が残った場合に、しばしば見られる。まずは、前述の、最判昭和 56 年 12 月 22

日を見ることにする。  

 

2 判例（最判昭和 56 年 12 月 22 日民集 35 巻 9 号 1350 頁） 

〔事案〕 

原告 X は、被告 Y の運転する自動車と衝突して、負傷した。X は治療を受けたが、腰部

挫傷後遺症（身体障害等級 14 級）の後遺症が残った。後遺症の内容は、右下肢に局部神経

症状があるものの、上、下肢の機能障害及び運動障害はないというものである。この後遺

症は、多分に心因性のものであると考えられる。X は、通産省工業技術院繊維高分子材料

研究所に技官として勤務し、本件事故前はかなり力を要するプラスチック成型加工業務に

従事していたが、本件事故後は腰部痛及び下肢のしびれ感があつて従前の仕事がやりづら

いため、坐つたままでできる測定解析業務に従事するようになった。もっとも、本件事故

後も、給与面については格別不利益な取扱は受けていない。  

 原告が、後遺症による逸失利益を請求したので、原審は、上記後遺症のため、労働能力

の 2％を喪失したものであり、その喪失期間は、事故後 7 年間と認めるのが相当であると

して、その限度で、逸失利益の賠償を命じた。これに対して、Y が上告。 

〔判旨〕 破棄差戻 

「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失し

たこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であ

つて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認

められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由と

する財産上の損害を認める余地はない」。  
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X は、「現状において財産上特段の不利益を蒙つているものとは認め難いというべきであ

り、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害がある

というためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労

働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基

づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場

合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職

業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがある

ものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる

特段の事情の存在を必要とする」。原審は、「後遺症の存在のみを理由にこれによる財産

上の損害を認めている」ので、原審には、「損害認定に関する法令の解釈、適用の誤り、

ひいては審理不尽、理由不備の違法がある」。  

 

3 この判決については、現実の損害がなければ、賠償請求は認められないという原則論を

採りながらも、「被害者に『特段の事情』がある場合には、労働能力の一部喪失という事

実に鑑み、財産的損害を認める可能性を示した」という点で、「伝統的通説･判例の立場で

あるとされる『差額説』を―規範的な考慮を通して―修正する余地を認めるものであり、

このことから判例における損害概念の規範化への先鞭をつけた」と評価されている *465。  

 

4 前掲最判昭和 56 年 12 月 22 日のうち、本稿との関係で、より重要であるのは、現実の

収入の減少がなくても、損害が認められている点である。この判決は、現実の収入の減少

がなくても「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害がある」場合が存在す

ることを認めている。そして、そのようにいうためには、「特段の事情」が必要であると

いうのではあるが、その内容は、「収入に変更がないことが本人において労働能力低下に

よる収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであ

つて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」や「本人

が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して

不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」などとされている。軽微な後

遺症ならともかく、重度の後遺症を負った場合で、被害者に現実の収入の現象が生じてい

ない場合は、ここで挙げられているような「特段の事情」があるのが通常ではなかろうか。

結局のところ、この判例は、被害者の後遺症が軽微で、被害者の特別の努力がなくても収

入を維持することができ、また、現実に、収入が維持されており、将来の昇給、昇任、転

職等においても不利益な取扱を受けるおそれがない場合に限り、後遺症による逸失利益の

賠償を否定したものといえる。「特別の事情」という文句とは裏腹に、逸失利益の賠償が

否定される場合はかなり制限されているのである。  

 現に裁判例は、多くの場合に、現実の収入の減少がなくても、損害を認定している。重

度の後遺症が生じたが、現実の収入の減少がない事例に関する裁判例として、次の神戸地

判平成 3 年 12 月 20 日を見ることにする。  

 

                                                   

*465  若林三奈「判批」別冊ジュリスト 196 号（民法判例百選Ⅱ第 6 版）180 頁。 
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5 裁判例（神戸地判平成 3 年 12 月 20 日交民 24 巻 6 号 1572 頁） 

〔事案〕 

 原告 X1 の運転する自動二輪車は、被告 Y の運転する乗用車と衝突し、第四胸髄損傷、

両下肢完全麻痺（体幹機能障害）の傷害を受けた。X1 は、治療を受けたが、後遺症が残り、

両下肢の完全麻痺の後遺障害が残存し、両下肢の自動運動は不能で、痙性が極めて顕著な

状態である。この後遺症は、自賠責保険後遺障害等級 1 級に該当する。 

 X1 は、高校卒業後、ベビーシッター、住み込みの手伝い、中古車センターの事務員等の

業務に従事しており、その間の収入は、 1 か月当たり 10 万円程度であった。X1 は、本件

事故当時無職であった。しかし、事故の 3 日後から歯科医院に月給 12 万円で就労する予定

であり、歯科医院で就労しながら、歯科衛生助手の資格を取得するつもりであったことが

認定されている（ただし、「歯科衛生助手」という資格は存在しない。歯科衛生士の誤り

であろう。）。X1 は、症状固定後に、玉津福祉センターにおいて機能回復訓練を受け、さ

らに、職業訓練学校で訓練を受けて、同校を卒業し、同校の紹介により、就職し、宝飾品

の修理業務（車椅子に座つたままで行う手作業）に従事し、1 か月 10 万円程度の収入を得

ている。この就労は、X1 において、身体障害者として残された機能を少しでも活用し、一

日も早く社会復帰することが大切であると考えたためであり、あえて、自らを過酷な環境

においていることが認定されている。また、この収入は、「収入は、福祉的意味合いも含

まれていると推認できる」とされている。もっとも、この就労もいつまで継続することが

できるかは、不確定である。 

〔判旨〕 一部認容 

「被告 Y が主張するように原告 X1 の収入が、本件後遺障害にもかかわらず減少してい

ない以上右後遺障害による逸失利益は存在せず、あるいは仮にそうでないとしても、同人

の本件後遺障害による労働能力の喪失が一部にすぎないと解することは相当でない。」  

「右認定各事実を総合すると、原告 X1 の収入に本件事故の前後を通じての変更がないの

は、同人において本件労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしている

からに外ならず、同人のこのような特別の努力がなければ、同人がたちまち無収入状態に

陥るであろうことは、火を見るより明らかというべきである。  

 さらに、右説示に加え、右認定にかかる原告 X1 の本件事故前後における勤務業種の差

異、同人の右事故後における就労の継続可能性の有無、同人が現在受けている収入の性質

等をも総合すると、単に原告 X1 の収入額を本件事故前後で比較し、その間に変更がみら

れないとの一事から、直ちに、同人の本件後遺障害による逸失利益、あるいは同人の労働

能力の喪失につき前記のとおり解するのは相当でないというべきである。」  

 

6 本稿の立場 

  前述の通り、後遺症による逸失利益については、被害者の金員獲得能力の 1 つである、

労働能力の喪失を損害と把握すべきである。問題は、その額の認定である。原則として、

労働能力喪失率を基準に算定すべきである。しかし、後遺症が軽微で、被害者の特別の努

力がなくても収入を維持することができ、また、現実に、収入が維持されており、将来の

昇給、昇任、転職等においても不利益な取扱を受けるおそれがない場合にまで、賠償を認

める必要はないであろう。このような場合は、自賠責保険の後遺障害別等級表等に当ては



 

第 5 章 事案の類型的検討 

168 

 

まるとしても、当該場合の法的な評価としては、現実には、労働能力の喪失が生じておら

ず、損害はないものというべきである。  

 一方、重度の後遺症の場合は、たとえ、本人の特別の努力等によって、収入が維持され

ていたとしても、実際には、労働能力が著しく低下している以上、これを損害と捉えて、

それに対応する賠償を行うべきである。その限度では、損害算定的損益相殺は否定される。 

 

第 3 加害者の行為による利益 

1 加害者の行為によって、被害者に利益が生じるという類型は、意外と見られるのではあ

るが、まとまった議論がされていない。そこで、ここでも、判例や裁判例を中心に取り上

げる。  

 

2 加害者の事務処理によって生じた利益 

(1) 賠償義務者が、賠償権利者のための事務を処理する場合において、違法な事務処理を

行ったために、賠償義務者は、損害賠償義務を負うこととなったが、賠償権利者は当該事

務処理によって利益を受けることがある。最判平成 6 年 12 月 20 日民集 48 巻 8 号 1676 頁

や東京地判平成 6 年 12 月 22 日判時 1518 号 3 頁が、その例である。  

 

(2) 判例（最判平成 6 年 12 月 20 日民集 48 巻 8 号 1676 頁） 

〔事案〕 

 東村山市は、市民の利用に供するテニスコート等を設けるため、土地をその所有者らか

ら提供を受けて確保することを企図し、そのため、右所有者らに対し、本件各土地の提供

を受けた場合にはその固定資産税は非課税とする旨の見解を示し、また、本件各土地につ

き三・三平方メートル当たり 1 ヶ月 50 円の割合の金員を報償費として支払う旨を提案して

協力を求め、その結果、右所有者らから右提案内容についての了解を得て本件各土地を借

り受けた。この報償費は、通常の賃料の 10 分の 1 以下であり、本来の賃料を支払うとすれ

ば、報償費に固定資産税相当額を加えた額よりも、高額の費用が必要であった。しかし、

東村山市の条例によれば、有料の借り受けの場合は、固定資産税を免除することはできな

かった。東村山市長は、所有者との合意に従い、昭和 60 年度の固定資産税を賦課しない措

置（本件非課税措置）を採り、その結果、徴収権が時効消滅した。そこで、市長の違法な

非課税措置により、東村山市が損害を被ったとして、その賠償を求める住民訴訟が提起さ

れた。 

〔判旨〕 破棄自判 

「住民訴訟において住民が代位行使する損害賠償請求権は、民法その他の私法上の損害

賠償請求権と異なるところはないというべきであるから、損害の有無、その額については、

損益相殺が問題になる場合はこれを行った上で確定すべきものである。したがって、財務

会計上の行為により普通地方公共団体に損害が生じたとしても、他方、右行為の結果、そ

の地方公共団体が利益を得、あるいは支出を免れることによって利得をしている場合、損

益相殺の可否については、両者の間に相当因果関係があると認められる限りは、これを行

うことができる。」 

「本件非課税措置は違法というべきであり、同市は、これにより右税額相当の損害を受
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けたものというべきである。しかしながら、同市は、同時に、本来なら支払わなければな

らない土地使用の対価の支払を免れたものであり、右対価の額から右報償費を差し引いた

額相当の利益を得ていることも明らかである。そして、上告人が本件非課税措置を採らず

に固定資産税を賦課した場合には、それでもなお本件各土地の所有者らが本件のような低

額の金員を代償として土地の使用を許諾したはずであるという事情は認定されていないの

で、前記の原審認定事実によれば、同市があくまでも本件各土地の借受けを希望するとき

は、土地使用の対価として、近隣の相場に従った額又はそれに近い額の賃料を支払う必要

が生じたことは、見やすいところであり、その額が固定資産税相当額に右報償費相当額を

加えた額以上の金額になることは、前記の原審の認定する各金額の差から明らかである。  

 上告人が本件非課税措置を採ったことによる同市の損害と、右措置を採らなかった場合

に必要とされる本件各土地の使用の対価の支払をすることを免れたという同市が得た前記

の差引利益とは，対価関係があり、また、相当因果関係があるというべきであるから、両

者は損益相殺の対象となる」  

 

(3) 裁判例（東京地判平成 6 年 12 月 22 日判時 1518 号 3 頁）  

〔事案〕 

 中堅ゼネコンである間組の取締役 Y が、茨城県三和町（現在の古河市）の公共工事を受

注するため、同町の町長に 1400 万円を交付した行為は、刑法上の贈賄罪及び政治資金規正

法上のいわゆるヤミ献金に該当し、取締役の任務に違反する行為であり、間組に対し同額

の損害を生じさせたとして、株主代表訴訟により損害賠償の請求がなされた。被告 Y は、

贈賄行為により、交付した金額以上の利益を会社にもたらしたことは明らかであるなどと

主張した。 

〔判旨〕 認容 

「取締役がその任務に違反して会社の出捐により贈与を行った場合は、それだけで会社

に右出捐額の損害が生じたものとしてよいと解されるが、とくに贈賄の場合は公序良俗に

反する行為であり、交付した賄賂は不法原因給付として返還を求めることができないもの

であるから、本件において賄賂として供与した 1400 万円が会社の損害となることは明らか

である。 

 本件贈賄行為により三和町から工事を受注することができた結果、間組が利益を得た事

実があるとしても、右利益は、工事を施行したことによる利益であって、例えば賄賂が返

還された場合のように、贈賄による損害を直接に填補する目的、機能を有するものではな

いから、損害の原因行為との間に法律上相当な因果関係があるとはいえず、損益相殺の対

象とすることはできないと解すべきである。したがって、被告は供与した賄賂相当額全額

について会社に対する損害賠償義務を負う。」  

 

(4) 本稿の立場 

 ここで挙げた、判例・裁判例は、市長・取締役という、市・会社のために事務を処理す

る者が、違法な事務処理を行った事案に関するものである。被告である、市長・取締役は、

おそらく市･会社の利益のために、本件非課税措置や収賄をしたのであろう。そして、結果
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として、市・会社は、利益を上げている *466。 

 もっとも、この利益は、訴訟で問題となっている損害とは、直接の関係はない。最判の

事案では、市長が本件非課税措置を行い、その結果、固定資産税の徴収権を時効消滅させ

た。それゆえ、当該固定資産税相当額の賠償が問題となったのであり、ここで把握されて

いる損害とは、得られるはずであった固定資産税を失ったことである。この損害の算定に、

土地使用の対価を免れたという利益は関係がない。よって、当該利益は、損害算定的損益

相殺の対象にはならない。しかし、利益調整的損益相殺の対象にはなる可能性がある。確

かに、被告である市長は、本件非課税措置によって、市に損害を生じさせたが、本件非課

税措置を行わなければ、安価に土地を使用することはできなかったのである。結局、東村

山市は、本件非課税措置によって利益を得ている。しかも、おそらく、被告である市長は、

違法であるとの認識があって、本件非課税措置を行ったわけではない。本件非課税措置が

違法であるのは、東村山市税条例 40 条の 6 が、「固定資産を有料で借り受けた者がこれを

法第 348 条第 2 項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有

者に対し固定資産税を課する」*467と規定していたからである。このような規定がなければ、

市長である被告が、固定資産税を課するか否かを判断することができたのである。要する

に、被告は、おそらく条例の認識不足により、結果的に違法な非課税措置を行ったものの、

それによって、より多くの利益を市に生じさせたのである。加害行為の違法性はそれほど

強いものとはいえず、加えて、賠償義務者の主観的悪性は低いというべきであり、また、

加害行為によって、賠償権利者に利益を生じさせているのである。このような場合にまで、

損害賠償法の片面性を強調して、全損害の賠償を命じるべきではなかろう。それゆえ、利

益調整的損益相殺として、土地を安価に使用することができたことによる利益を控除する

ことができるのである。  

 一方、東京地判の事例は、利益が損害算定的損益相殺の対象にならないところまでは、

同じであるが、それ以降の状況は大きく異なる。間組の取締役が行った収賄は、疑問の余

地なく犯罪であり、当然、取締役もそのことを知悉していたはずである。仮に、ここで損

益相殺を認めれば、犯罪行為による利益を犯罪者が受けることを許容することになる。も

ちろん、刑法と民法は別の法律である以上、異なる評価がなされてもよい。しかし、犯罪

者の利益を守るために、あえて、利益調整的損益相殺という例外的な対応を採るべき理由

は見当たらない。加害行為の違法性は強いものというしかないし、賠償義務者の主観的な

悪性も高いというべきである。収賄行為と工事の受注との間に因果関係があるとしても、

このような悪性の高い行為を行った被告に対しては、原則通り、全損害の賠償を命じるし

かないであろう。よって、原則通り、利益調整的損益相殺は否定される。なお、東京地判

                                                   

*466  もっとも、取締役の収賄に関しては、収賄行為の発覚により、公共事業の入札への

参加資格を剥奪されるなどの処分を受けているはずであって、それにより、かなり大きな

損害を被っているはずである。それゆえ、本当に会社が利益を上げたといえるかは疑問が

ないわけでもない。もっとも、少なくとも、本文で取り上げた東京地判平成 6 年 12 月 22

日においては、そのような主張立証はなされていないようであり、実際にそのような損害

があったとしても、訴訟とは関係がない。  

*467  ここでいう「法」は、地方税法を指す。 
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のいうように、賄賂が自主的に返還された場合は、結局、会社に損害は発生しなかったの

であるから、損害賠償は否定される。この場合の賄賂の返還は、損害算定的損益相殺の対

象である。 

 

3 加害者が交付した利益 

(1) 加害者が、不法行為を行うために、被害者に利益を交付することがある。多くは、被

害者を欺罔するなどして、加害者に金員を支払わせるためである。このような、欺罔行為

等の手段として交付された金員が損益相殺の対象になるかという問題がある。  

 

(2) 判例（最判平成 20 年 6 月 10 日民集 62 巻 6 号 1488 頁） 

〔事案〕 

 被告 Y は、いわゆるヤミ金融を経営しており、著しく高利の貸付けにより多大の利益を

得ることを企図して、ヤミ金融の組織を構築し、その統括者として、自らの支配下にある

各店舗の店長または店員をして、ヤミ金融業に従事させていた。原告 X らは、Y の支配下

にある各店舗から借り入れとして金員を受領し、その後、各店舗に対し、金員を弁済とし

て交付した。この利率は、年利数百％～数千％であった。この著しい高利を取られて、損

害を被ったとして、X らは Y を相手に損害賠償を請求した。 

 原審は、本件各店舗が X らに貸付けとして金員を交付したのは、X らから元利金等の弁

済の名目で違法に金員の交付を受けるための手段にすぎず、X らは，上記各店舗に弁済と

して交付した金員に相当する財産的損害を被ったとして、損害賠償を認めた。しかし、そ

の一方で、原審は、「本件各店舗が上告人らに対し貸付けとして行った金員の交付は，各

貸借取引そのものが公序良俗に反する違法なものであって，法的には不法原因給付に当た

るから，各店舗は，上告人らに対し，交付した金員を不当利得として返還請求することは

できない。その反射的効果として，上告人らは，交付を受けた金員を確定的に取得するも

のであり，その限度で利益を得たものと評価せざるを得ない。」「不法行為による損害賠

償制度は，損害の公平妥当な分配という観点から設けられたものであり，現実に被った損

害を補てんすることを目的としていると解される（最高裁昭和６３年（オ）第１７４９号

平成５年３月２４日大法廷判決・民集４７巻４号３０３９頁参照）ことからすると，加害

者の不法行為を原因として被害者が利益を得た場合には，当該利益を損益相殺として損害

額から控除するのが，現実に被った損害を補てんし，損害の公平妥当な分配を図るという

不法行為制度の上記目的にもかなう」旨判示して、X らが受領した金員を損益相殺した。

これに対して、X らが上告。 

〔判旨〕 破棄差戻 

「民法７０８条は，不法原因給付，すなわち，社会の倫理，道徳に反する醜悪な行為（以

下『反倫理的行為』という。）に係る給付については不当利得返還請求を許さない旨を定

め，これによって，反倫理的行為については，同条ただし書に定める場合を除き，法律上

保護されないことを明らかにしたものと解すべきである。したがって，反倫理的行為に該

当する不法行為の被害者が，これによって損害を被るとともに，当該反倫理的行為に係る

給付を受けて利益を得た場合には，同利益については，加害者からの不当利得返還請求が

許されないだけでなく，被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺な



 

第 5 章 事案の類型的検討 

172 

 

いし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも，上記のような民

法７０８条の趣旨に反するものとして許されないものというべきである。なお，原判決の

引用する前記大法廷判決は，不法行為の被害者の受けた利益が不法原因給付によって生じ

たものではない場合について判示したものであり，本件とは事案を異にする。」  

「これを本件についてみると，前記事実関係によれば，著しく高利の貸付けという形を

とって上告人らから元利金等の名目で違法に金員を取得し，多大の利益を得るという反倫

理的行為に該当する不法行為の手段として，本件各店舗から上告人らに対して貸付けとし

ての金員が交付されたというのであるから、上記の金員の交付によって上告人らが得た利

益は，不法原因給付によって生じたものというべきであり，同利益を損益相殺ないし損益

相殺的な調整の対象として上告人らの損害額から控除することは許されない。」  

 

(3) 最判平成 20 年 6 月 24 日判時 2014 号 68 頁は、投資詐欺において、被害者らを欺罔す

るため、配当金名目で金員を交付したという事案につき、この最判平成 20 年 6 月 10 日を

引用して、同様に損益相殺を否定している。  

 

(4) 本稿の立場 

  前掲最判平成 20 年 6 月 10 日の事案は、ヤミ金融が、違法な高利で原告らから元利金等

の名目で金員の交付を受けたことが問題となっており、不法行為の損害は、原告らが交付

した金員である。そして、問題となっている利益は、ヤミ金融が、貸付名目で、原告らに

交付した金員である。ヤミ金融が、違法な高利で元利金等の名目で交付させた金員という

損害を算定するために、当該利益を考慮する余地はない。よって、損害算定的損益相殺の

対象にはならない。 

  もっとも、利益調整的損益相殺が問題となりうる。しかし、損害賠償法は、すべての損

害を賠償させることを原則としており、利益調整的損益相殺は、その例外である。そして、

利益調整的損益相殺が認められるのは、賠償義務者の悪性が低い場合である。この判例で

問題となっているのは、ヤミ金融であるが、ヤミ金融は、社会の倫理、道徳に反する醜悪

な行為である。賠償義務者の悪性は低いどころか、むしろ、通常の場合よりも高いという

べきである。よって、このような反倫理的行為に関して、利益調整的損益相殺が行われる

ということはないというべきである。このことは、前掲最判平成 20 年 6 月 24 日の投資詐

欺についても同様である。 

 

4 加害者の行為の結果、事実上生じた利益 

(1) 加害者が違法な行為を行ったが、その行為が一応は、被害者の利益にもなり、事実上、

被害者に利益が生じることがある。問題となったのは、欠陥住宅の建設である。  

 

(2) 判例（最判平成 22 年 6 月 17 日民集 64 巻 4 号 1197 頁） 

〔事案〕 

 X らは、Y1 から、本件建物及びその敷地を購入した。本件建物は、Y1 と Y2 との間で

締結された請負契約に基づいて建築された建物であり、工事の施工は Y2 が、その設計及

び工事監理は Y3 及び Y4 が担当した。しかし、本件建物には、構造耐力上の安全性にかか
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わる重大な瑕疵があるため、これを建て替えざるを得ない状態である。X らが、Y らに対

して、不法行為に基づく損害賠償を請求して、訴えを提起した。原審は、X らの請求を認

容。これに対して、Y らが、X らがこれまで本件建物に居住していたという利益や，X ら

が本件建物を建て替えて耐用年数の伸長した新築建物を取得するという利益は，損益相殺

の対象として，建て替えに要する費用相当額の損害額から控除すべきであるとして、上告

受理申立。 

〔判旨〕 上告棄却 

「売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合に

おいて，当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的

なおそれがあるなど，社会通念上，建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべき

ものであるときには，上記建物の買主がこれに居住していたという利益については，当該

買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺な

いし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない」  

「構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があるというのであるから，これが倒壊す

る具体的なおそれがあるというべきであって，社会通念上，本件建物は社会経済的な価値

を有しないと評価すべきものであることは明らかである。そうすると，X らがこれまで本

件建物に居住していたという利益については，損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象と

して損害額から控除することはできない」 

「また，X らが，社会経済的な価値を有しない本件建物を建て替えることによって，当

初から瑕疵のない建物の引渡しを受けていた場合に比べて結果的に耐用年数の伸長した新

築建物を取得することになったとしても，これを利益とみることはできず，そのことを理

由に損益相殺ないし損益相殺的な調整をすべきものと解することはできない」  

 

(3) 本稿の立場 

 この判例では、賠償権利者が本件建物に居住したことによる利益と、耐用年数の伸長し

た新築建物を取得したことによる利益が問題となっている。  

 損害賠償の対象たる損害は、瑕疵のない建物を得ることができなかったことであり、本

件建物のような倒壊の具体的なおそれのある危険な建物については、その建て替えに要す

る費用が賠償されることとなる。この、瑕疵のない建物を得ることができる地位を奪われ

たという損害を算定するために、建物に居住したことによる利益や耐用年数の伸長は無関

係である。よって、上記の利益は、いずれも損害算定的損益相殺の対象とはならない。  

 それでは、利益調整的損益相殺はどうか。まず、建物に居住したことによる利益である

が、判旨もいうように、倒壊のおそれのある危険な建物に居住することによる利益は、社

会通念上、否定されるか、仮に認められてもごくわずかであろう。仮に、利益が認められ

るとしても、被告らは、共同して、危険な建物を建築して、これを販売したのであって、

その行為の違法性は決して軽微なものではない。よって、建物に居住したことによる利益

を、利益調整的損益相殺の対象とすることは否定される。次に、耐用年数の伸長した新築

建物を取得することになる利益であるが、これは、被告らが賠償を遅らせた結果、原告ら

が新しい建物を建築するのが遅れているということに他ならない。不法行為においては、

損害賠償債務は、不法行為時に履行遅滞に陥るというのが、確定判例であり、被告らが、
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損害賠償債務を履行しないのは、違法である。この判例の事案では、訴訟の結果、被告ら

の損害賠償債務が否定される可能性はほとんどないと言うべきであるから、訴訟継続中で

あるから、損害賠償債務を履行しないことも無理はないということもできない。よって、

新しい建物の耐用年数が延びるという利益は、その利益を生じさせているのが、被告らが

違法に損害賠償債務の履行を拒んでいることによるものであること、被告らの履行拒絶に

合理的な根拠も見当たらないことから、原則通り、利益調整的損益相殺の対象にならない

というべきである。 

 なお、この判決では、被告らの履行遅滞により遅延損害金（民法 419 条）が生じている。

この遅延損害金は、損害賠償の一種であるが、損害額が法定されているので、損益相殺は

問題とならない。 

 

第 4 節 第三者の給付による利益 

第 1 総論 

 この類型は、重複填補として議論されているところである。そこでは、重複填補の調整

という観点が指摘され、次の 3 つの調整方法があるとされる *468。 

 

 ①累積制 損害の差引き等の調整をすることなく、被害者は両方の給付を受ける。 

 ②代位制 加害者が第三者に対して給付分を償還する。代位制の変形として、賠償後に

第三者が被害者に対して給付分の償還を求める償還制もある。  

 ③控除制 加害者は給付を控除して残額を賠償すればよい。損益相殺はこれに当たる。  

 

 この重複填補という観点は、第三者給付の問題を、被害者と加害者だけではなく、第三

者も含めた総合的な関係として捉えるものであり、重要な観点である。  

 もっとも、まず考えなければならないのは、被害者と加害者との関係であり、被害者が

加害者にどのような請求ができるのかということである。損害賠償法においては、加害者

は損害を賠償しなければならないのであるが、そこでいう損害とは何かを明確にしなけれ

ばならない。重複填補という観点は、同一の損害に対して、これを填補するための複数の

給付が存在することを前提としているが、損害が何であるかは規範によって異なりうる。

これは、損害賠償法においてもそうであるし（損害賠償法と言っても、数多くの規範が存

在する。）、ましてや、この重複填補という観点は、損害賠償以外の給付も含めて議論し

ているのであるから、損害が何かという問題は切実なものとなさざるを得ない。まずすべ

きは、議論の対象となる各規範において、何が填補されるべき損害であると考えるかを特

定することであろう。異なる損害に対して、異なる給付が行われても、それは、重複填補

ということはできないであろう。 

 各規範に対する理解が充分ではないので、本稿では、この重複填補という観点から検討

を行うことはできない。以下では、加害者と被害者の関係に焦点を当てて、第三者給付に

よる利益を損害賠償法においてどのように考慮し、または、考慮すべきではないかを検討

                                                   

*468 加藤一郎「総論―重複填補の問題点」『損害の重複填補・逸失利益の算定』交通法

研究第 10・11 合併号 8 頁（1982 年）。 
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する。  

 

 

第 2 私保険 

1 生命保険 

(1) 生命保険とは、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約する

保険をいう(保険法 2 条 8 号)。生命保険の保険料は、被害者側が支払うのが通常である。  

 生命保険は、損害保険とともに最も古くから損益相殺として議論されてきた問題である。

生命保険金が重複填補による調整の対象にならないことは、判例・学説とも異論がない。

しかし、その根拠となるとさまざまな見解がある。  

 

(2) 初期の学説は、当時のドイツの学説と同様 *469、生命保険金は損益相殺の要件を満た

すものの、その例外として損益相殺の対象にならないと解していた。その理由として、石

坂は、次の 2 点を指摘する。①被保険者の保険金請求権は事故発生以前に既に生じており、

事故は不確定期限を到来させたに過ぎないから、被害者は事故発生によって利益を得たと

いうことができない。②保険者が保険金を取得するのはその対価として保険料を支払った

からであり、仮に保険金額を賠償額から控除すべきものとすると保険者は無償で保険料を

支払った結果となる *470。これに対して、中島は、保険金を損害から控除しないのは「保険

ノ客観的ノ目的上然ル所ナリ」*471とする。生命保険は殺人犯等に利益を与えることを目的

とするものではなく、これらの被害者に利益を与えることを唯一の目的とするものだから

であるという。  

 

(3) その後、相当因果関係説に対して批判がなされる中、相当因果関係の修正が試みられ

るようになると、学説は、損益相殺の要件の枠内で生命保険金が損益相殺の対象とならな

い理由を説明するようになった。三木は、中島と同様、保険契約は被保険者の利益のため

に締結されることを強調し、保険金は相殺に供することを妥当としない利益であるという

意味で、相当因果関係がないと主張した *472。一方、勝本は、石坂の①の理由に加えて、保

険金は保険料支払の対価であるから利得とはいえず、損益相殺の要件を欠くとした *473。 

また、宗宮は、石坂の①②の理由に加えて、保険金は、保険契約という別個の原因から

生じるものであることを挙げて、損益相殺を否定した *474。他に、原因を異にするとの指摘

としては、我妻＝有泉＝四宮がある *475。  

                                                   

*469 中島・前掲注 (15)『民法釈義巻之三債権総論上』519 頁。 

*470 石坂・前掲注 (5)『日本民法第三篇債権総論上巻』334 頁。  

*471 中島・前掲注 (18)『民法釈義巻之三債権総論上』519 頁。  

*472 三木・前掲注 (19)「損益相殺」73 頁。  

*473 勝本・前掲注 (21)『債権総論（上巻）』409 頁。  

*474 宗宮・前掲注 (24)『不法行為論』134 頁。  

*475 我妻栄・有泉亨・四宮和夫『判例コンメンタール事務管理・不当利得・不法行為』（日

本評論新社、1969 年）234 頁。  
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(4) これらに対して、加藤一郎は、修正相当因果関係説に立ちつつも、生命保険金は、損

害の填補を本来の目的とするものでないことを理由に、損益相殺を否定した *476。 

法的同質性説をとる澤井や四宮も、加藤同様、生命保険金の損害填補性を否定している

*477。澤井は、次に述べる最判昭和 39 年 9 月 25 日の評釈において、生命保険はその定額性

から損害保険と異質であることは明らかであり、損害填補性を有しないとする。その理由

として、澤井は、人の生命は他の物的損害と異なり、正確に評価することができないこと

に帰し、「本来は損害の填補を目的としながらも、結局は損害填補とは異なる次元で処理

せざるを得ないのが生命保険である。したがって損害を問題とする損益相殺も代位も、生

命保険金には無縁の法理である」と述べている *478。 

一方で、保険金は、保険料の対価であることを理由に、生命保険金の損益相殺を否定す

る見解は主張され続けた（谷口・植林 *479）。  

 

(5) 判例(最判昭和 39 年 9 月 25 日民集 18 巻 7 号 1528 頁) 

 判例は次のように生命保険金は保険料の対価であることを理由に損益相殺を否定した。  

〔事案〕 

 訴外 A は、訴外 B の運転する自動車にはねられて死亡した。そこで、A の両親である X

らは、B の運転していた自動車の所有者である Y に対して、自動車損害賠償保障法 3 条に

より、A から相続した損害賠償と固有の慰謝料の支払いを求めた。X らは、A が加入して

いた生命保険金を受領したため、Y がこれを賠償額から控除すべきだと主張した。第 1 審

は控除を認めたが、原審は特に理由を付することなく、控除を否定した。これに対して、

Y が原審はこの点につき判断を脱漏した理由不備の違法があると主張して上告した（本件

では、過失相殺も問題となっているが、この点は省略する。）。  

〔判旨〕 上告棄却 

「生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質

を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件

事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保

険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれは

ない」  

 

(6) 今日でも、法的同質性説の立場から、生命保険金の損害填補性を否定する見解が主張

されている(たとえば、吉村良一 *480。明確ではないが幾代通 *481)。 

 しかし、この見解に対して、近江は、生命保険金は、生命の填補以外の何ものでもない

                                                   

*476 松阪佐一・加藤一郎『事務管理・不当利得・不法行為』 (有斐閣、1957 年 )245 頁。  

*477 澤井裕「判批」民商法雑誌 52 巻 4 号 630 頁。四宮・前掲注 (47)『不法行為』608 頁。  

*478 澤井・前掲注 (477)「判批」633 頁。  

*479 谷口知平・植林弘『損害賠償法概説』（1964 年、有斐閣）103 頁。  

*480 吉村・前掲注（60）『不法行為法』172 頁。  

*481 幾代通著、徳本伸一補訂『不法行為法』 (有斐閣、1993 年 )304 頁。  
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と批判している。そして、近江は、損益相殺が政策的に判断されることを前提に、生命保

険金は、保険料の対価として生じるものであって、生命保険金と不法行為の損害賠償金と

は政策的に相互補完の関係にないとされているにすぎないと主張する * 482  (内田 * 483も同

旨)。 

 他方、潮見は、法的同質性説に立ちつつも、保険金は、同質性の問題ではなく、利益の

発生原因の問題と位置付ける。そして、生命保険金は、保険事故 (人の死)の発生の際に、

不法行為の原因と関係なく、実際の損害額を問わずに、保険料支払いの対価として、定額

が支払われるものである。そのため、不法行為を原因とする利益であるといえず、損益相

殺の対象にならない。また、損害の填補を目的とするものでもないから、重複填補の問題

にもならないとする *484。  

 

2 損害保険 

(1) 損害保険とは、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補す

る保険をいう(保険法 2 条 6 号)。損害保険の保険料も、生命保険同様、被害者側が支払う

のが通常である。 

 損害保険についても、生命保険同様、判例・学説は一貫して損益相殺を否定している。  

 

(2) 損害保険についても、生命保険同様、初期の学説は、損益相殺の例外であると考えて

いた。その理由として、石坂は、①保険代位の存在と②保険金は保険料の対価であって、

仮に損益相殺を認めれば保険契約者は無償で保険料を支払う結果となることの 2 点を挙げ

る(②は生命保険と共通である。)*485。一方、中島は、生命保険と損害保険とを区別するこ

となく、保険は被害者に対して利益を与えることを唯一の目的とするとの理由から、損益

相殺を否定している *486。  

 

(3) 修正相当因果関係説の中では、三木は、中島と同様、保険契約は被保険者の利益のた

めに締結されることを強調し、保険金は相殺に供することを妥当としない利益であるとい

う意味で、相当因果関係がないと主張した。これに対して、勝本は、①保険金請求権は、

保険契約に基づきすでに期待権として発生している以上、保険金を受領しても新たな利得

とは言えない、②保険金は保険料支払いの対価である、③加害者の損害賠償義務と保険者

の保険金支払義務とは賠償義務の競合の関係に立ち、いずれか一方によって損害が填補さ

れたときは他方は消滅するが、これは損益相殺によるものではないとして、損害賠償金の

損益相殺を否定した *487。  

 

                                                   

*482 近江・前掲注 (60)『事務管理・不当利得・不法行為』204 頁。  

*483 内田・前掲注 (7)『民法Ⅱ』446 頁。  

*484 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』328 頁。  

*485 石坂・前掲注 (5)『日本民法第三篇債権総論上巻』334 頁。  

*486 中島・前掲注 (18)『民法釈義巻之三債権総論上』520 頁。  

*487 勝本・前掲注 (21)『債権総論 (上巻 )』409 頁。  



 

第 5 章 事案の類型的検討 

178 

 

(4) 判例（最判昭和 50 年 1 月 31 日民集 29 巻 1 号 68 頁） 

〔事案〕 

X は Y に対して、自己所有の建物を賃貸し、Y はこれをパチンコ店として使用していた。

Y の差し入れた敷金は 600 万円であり、Y は本件建物につき保険額 650 万円で火災保険契

約を締結していた。ところが、本件建物は Y の使用人の重過失により、焼失した。そこで、

X は火災保険金 650 万円を受領するとともに、本件建物焼失による損害額は 1980 万円であ

るとして、Y に対して、敷金 600 万円を内入弁済に充当するとの意思表示をするとともに、

不法行為（使用者責任）ないし債務不履行に基づき残額 1380 万円の損害賠償を請求した。 

一方、Y は、建物の価値は 300 万円程度であり、火災保険金によって既に填補されてい

るから Y には損害はないとして、敷金 600 万円の返還を求めて提訴した。 

第 1 審ではこれらは併合審理され、建物の価値は 726 万円、焼失による X のうべかりし

利益は 120 万円であり、合計 846 万円が X の損害であると認定された。その上で、保険会

社は 650 万円を支払ったから当時の商法 662 条（注―現行の保険法 25 条に相当）によりそ

の限度で損害賠償請求権を取得し、X の Y に対する損害賠償請求権から 650 万円が損益相

殺により控除され、残額は 196 万円である。したがって、敷金 600 万円からこれを控除し

た 404 万円が X の返還すべき敷金である。このようにして、第 1 審は、X の請求を棄却し、

Y の請求を 404 万円の限度で認容した。これに対して、XY 両方が控訴したが、原審は控

訴をいずれも棄却した。そこで、X が上告した。上告理由は、損害賠償においては第一義

的には不法行為者（あるいは債務不履行の債務者）が責任を負うべきであり、本件におい

ては、損害賠償にまず敷金を充当し、不足のある場合に保険会社が責任を負うと解すべき

である。しかし、原審は先に保険金を充当しており、この点について何ら理由を示してい

ないので、理由不備の違法があるというものであった。  

〔判旨〕 破棄自判（第 1 審判決中 Y 勝訴部分を取り消し、Y の請求を棄却） 

「家屋焼失による損害につき火災保険契約に基づいて被保険者たる家屋所有者に納付さ

れる保険金は、既に払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、たまたまその損害について

第三者が所有者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合において

も、右損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたら

ないと解するのが、相当である。ただ、保険金を支払つた保険者は、商法 662 条（注―現

行の保険法 25 条に相当）所定の保険者の代位の制度により、その支払つた保険金の限度に

おいて被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する結果、被保険者たる所

有者は保険者から支払を受けた保険金の限度で第三者に対する損害賠償請求権を失い、そ

の第三者に対して請求することのできる賠償額が支払われた保険金の額だけ減少すること

となるにすぎない。また、保険金が支払われるまでに所有者が第三者から損害の賠償を受

けた場合に保険者が支払うべき保険金をこれに応じて減額することができるのは、保険者

の支払う保険金は被保険者が現実に被つた損害の範囲内に限られるという損害保険特有の

原則に基づく結果にほかならない。 

（中略）本件建物賃貸借が目的物の滅失によつて終了した結果、敷金 600 万円は被上告人

の上告人に対する右損害賠償債務に当然に充当され、損害賠償債務はうち 600 万円が右充

当によつて消滅した 

（中略）原審は、被上告人の上告人に対する損害賠償額の算定にあたつて、上告人が保険
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金として受領した 650 万円をいわゆる損益相殺として控除した結果、 右賠償額は 196 万円

であるとし、敷金のうち 196 万円のみが充当されるとして、上告人は残りの 404 万円を被

上告人に返還すべき義務があるとしたものであつて、原判決には法令の解釈適用を誤つた

違法がある」 

 〔補足〕 

蛇足であろうが、本判決の前提をなす論理構造について若干説明したい。  

本件では、X の損害額は 846 万円しかないのに、X は火災保険金 650 万円及び敷金 600

万円を受領し、ともに返還していないのであるから、X が過剰に利得していることは明ら

かである。問題はこれらの充当の順序である。  

通説・判例によれば、敷金は停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であり、明渡

時までの賃借人の債務不履行による債務は、敷金から当然に控除される。  

したがって、本件の事情では、X の Y に対する損害賠償請求権の額が損害額に相当する

846 万円なのか、それとも火災保険金 650 万円を控除した 194 万円なのかが問題となる。 

原審のように、損害保険金は損益相殺の対象となるとすると、損益相殺は賠償額の範囲

の問題であると考えられているから、損害賠償請求権は、損害から保険金を控除した 194

万円になる。一方、最高裁のように、損害保険金は損益相殺の対象とならず、保険代位に

よって損害賠償請求権が減額されるにすぎないと考えると、保険代位は保険金の支払いに

よって生じるから、損害額に相当する 846 万円の損害賠償請求権が発生し、これに敷金 600

万円が当然充当され、残額の 246 万円につき保険代位が生じることになる。  

最高裁は、上記の通り、損害保険金は損益相殺の対象にならないとしたのであり、結果

的に、損害に対して、保険金より敷金の充当を優先させたものといえる。  

 

(5) 法的同質性説に立つ四宮は、損害保険は、請求権規範の目的・機能が損害の填補ない

し損害賠償の肩代わりにある場合にあたり、損益相殺の変態としての代位の形で損益相殺

から控除されるとする *488。四宮の見解は、損害保険金を損益相殺の範疇に取り込むもので

あり、それ以前の学説や前掲最判昭和 50 年 1 月 31 日とは異なる立場に立つものである。 

同じく法的同質性説に立つ澤井は、前掲最判昭和 50 年 1 月 31 日を引用しつつも、「保

険金が支払われると被害者はもはやその分、加害者に請求できないという現象は、損益相

殺である」と指摘する。そして、損害保険における損益相殺と保険代位の関係を「交付さ

れて利得となれば損益相殺、いまだ請求権のままなら代位で控除」とする *489。  

 

(6) 今日の学説をみると、潮見は、損害賠償金は保険料支払の対価であるから、損益相殺

として控除されるべき利益には当たらない。もっとも、損害保険は損害の填補を目的とす

るものであるから、生命保険と異なり、重複填補の問題が生じる。そのため、保険代位の

制度が設けられており、保険金を支払った保険者は保険金の限度で第三者に対する損害賠

償請求権を失うとする *490。 

                                                   

*488 四宮・前掲注 (47)『不法行為』608 頁。  

*489 澤井裕『事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣、 2001 年）249 頁。  

*490 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』329 頁。  
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近江や内田もほぼ同様の見解を述べる（ただし、近江は保険代位によって損益相殺と同

じ結論になるとする。） *491。 

 

3 傷害保険 

(1) 保険法上、傷害保険については、傷害疾病損害保険契約と傷害疾病定額保険契約の二

種類の保険が規定されている。前者は損害を填補することを約するのに対して、後者は一

定額の保険給付を行うことを約するものとされている。そのため、現在では、傷害保険は

定額保険、損害保険いずれの形態でもありうる。  

しかし、歴史的には損害保険による傷害保険は認められていなかったため、傷害保険は

定額保険であるとの前提で議論がなされてきた。ここでも、伝統的な表現に従い、定額保

険のもののみを「傷害保険」といい、損害保険については「所得補償保険」として検討す

ることとする。 

学説上、傷害保険金の損益相殺または保険代位については、次の最判が出されるまでほ

とんど議論されてこなかった。  

 

(2) 判例（最判昭和 55 年 5 月 1 日判時 971 号 102 頁） 

〔事案〕 

 X は、ジープを運転して、Y 他 1 名とともに鴨猟に出かけたが、狩猟場でジープをいっ

たん停車させたところ、Y がジープ内で実包を装填した散弾銃の銃口を X のやや右に向け

て置いたため、X がジープを発進させた際、同乗していた猟犬が銃の引き金を踏みつけ、

散弾が暴発した。その結果、X は傷害を負ったので、Y に対して入院費等 308 万円を請求

した。X は、本件事故を理由に、加入していた生命保険の傷害特約によって、保険会社 3

社から傷害給付金合計 22 万円及び入院給付金 54 万円をそれぞれ受領した。そのため、Y

はこれらによって損害が填補されているから、賠償額から控除されるべきであると主張し

た。 

原審は、「生命保険契約に付加された特約による給付金であるから、不法行為とは別個

の保険契約から支払われる保険金であつて、保険金支払によって保険代位を生じるもので

はない」として、Y の主張を排斥した。これに対して、Y が、傷害保険は、生命保険と異

なり、損害填補を目的とする損害保険である、傷害保険は生命保険と異なり一定の時期が

来れば必ず保険金の給付が受けられるわけではないなどと主張して上告した。  

〔判旨〕 上告棄却 

「生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給

付金又は入院給付金は、既に払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、たまたまその

負傷について第三者が受傷者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う

場合においても、右損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利

益にはあたらないと解するのが相当であり（最高裁昭和 49 年（オ）第 531 号同 50 年 1 月

31 日第三小法廷判決・民集 29 巻 1 号 68 頁参照）、また、右各給付金については、商法 662

                                                   

*491 近江・前掲注 (60)『事務管理・不当利得・不法行為』204 頁、内田・前掲注 (7)『民

法Ⅱ』449 頁。  
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条（注―現行の保険法 25 条に相当）所定の保険者の代位の制度の適用はないと解するのが

相当であるから、その支払をした保険者は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請

求権を取得するものではなく、したがって、被保険者たる受傷者は保険者から支払を受け

た限度で第三者に対する損害賠償請求権を失うものでもないというべきである。」  

 

（3） 学説は、損益相殺を否定した点及び保険代位を否定した点のいずれについても、判

例を支持した *492。 

その理由としては、保険金は保険料の対価であること、傷害保険は定額保険であるから

損害填補性がない、約款上保険代位が否定されている点などがあげられている *493。 

 

4 搭乗者傷害保険 

(1) 搭乗者傷害保険とは、自動車に搭乗中、事故にあって死傷した場合に、一定の保険金

を支払う保険である。被保険者が事故発生まで確定しない点、及び自動車保有者（あるい

は運転者）が保険料を負担し、いわば加害者の負担で被害者が給付を受けることが通常の

傷害保険と異なる特徴である。また、搭乗者傷害保険は、任意の自動車保険に付帯してな

されることが通常である。  

 

(2) 搭乗者傷害保険については、次の最判平成 7 年 1 月 30 日の原審(高松高判平成 3 年 2

月 26 日民集 49 巻 1 号 220 頁)が損益相殺を認めたこともあって、学説上議論がなされた。 

山下友信は、一般的には加害者の意思が搭乗者保険金が賠償金の支払に充当されるとい

うものであるとは言えないと思うとして、損益相殺を否定する *494。 

また、洲崎博史は、ドイツの判例学説(搭乗者保険金控除説)を紹介し、批判的に検討し

たうえで、ある個人に対して生命保険・傷害保険をかけておいた保険契約者が、その者に

対して賠償義務を負う場合に当然に加害者の免責を認めることはモラルリスク排除の見地

から問題があると指摘する。その上で、洲崎は、搭乗者傷害保険については、自動車の運

転においては事故発生はまれではないこと及び事故が発生すれば運転者も危険にさらされ

ることから、例外的に加害者を免責する余地があるという。しかし、搭乗者傷害保険の保

険金を賠償金の支払いに充てようと意図しないのが通常であろうし、仮に意図したとして

もそれだけでは損害賠償額を減額するための理由としては不十分であるとする。結論とし

ては、洲崎は、原則として搭乗者傷害保険の保険金を損益相殺することを否定している *495。 

一方、坂口光男は、比較的広く損益相殺を認める。坂口によれば、加害者が保険料を支

払っている場合は、保険者から支払われる保険金をもって加害者を免責させるのが衡平に

                                                   

*492 例えば、鴻常夫「判批」生命保険判例百選（増補版） 262 頁 (1988 年 )。  

*493 潮見・前掲注 (57)『不法行為法』329 頁。  

*494 山下友信「保険契約と損益相殺―搭乗者傷害保険を中心として―」吉川栄一・出口

正義編『商法・保険法の現代的課題』石田満先生還暦記念論文集 (文眞堂、1992 年 )433 頁。  

*495 洲崎博史「定額保険と損益相殺―搭乗者傷害保険の問題を中心にして―」龍田節・

森本滋編『商法・経済法の諸問題』川又良也先生還暦記念 (商事法務研究会、1994 年 )339

頁。  
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かなう。また、洲崎のいうモラルリスク排除の見地は必要であるが、搭乗者傷害保険の場

合は、運転者が搭乗者に対して賠償責任を負うことが類型的に予想され、モラルリスクの

点は問題がない。しかし、責任保険の保険金で賠償すべき全額を支払うことができる場合

は、損益相殺を認めても保険者を利得させるだけである。そのため、搭乗者保険金が損益

相殺されるのは保険契約者が自ら賠償義務を履行しなければならない場合に限られる *496。 

このように、学説は搭乗者傷害保険金を損益相殺することに理解を示しつつも、原則と

して損益相殺を否定するものが多数を占めていた。  

なお、下級審は、前掲高松高判平成 3 年 2 月 26 日を除き、いずれも損益相殺を否定して

いた *497。  

 

(3) 判例（最判平成 7 年 1 月 30 日民集 49 巻 1 号 211 頁） 

〔事案〕 

X らの子である A は、Ｙ1 の運転する車に同乗中、Y2 の運転する車と衝突し、死亡した。

X らが Y らに対して共同不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴した。X らは Y1 が加入

していた搭乗者傷害保険により保険金 1000 万円を受領したため、これを損益相殺すべきか

が問題となった。Y らは、保険金は、損益相殺されるべきであると主張し、原審はこれを

認めて「X らが受領した前記死亡保険金 1000 万円は右損害をてん補するものであるとし」

て、Y らに対し、損害額から保険金を控除した額の賠償を命じた。これに対して、X らが、

原審の判断は法令の解釈を誤ったものであるとして上告した。  

なお、本件の搭乗者保険の内容は具体的には次のようなものであった。  

（１）本件保険契約は、Y1 運転の本件自動車を被保険自動車とし、保険契約者（Y1）が

被保険自動車の使用等に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

をてん補するとともに、保険会社が本件条項に基づく死亡保険金として 1000 万円を給付す

ることを内容とするものであるが、（２）本件保険契約の細目を定めた保険約款によれば、

本件条項は、被保険自動車に搭乗中の者を被保険者とし、被保険者が被保険自動車の運行

に起因する急激かつ偶然の外来の事故によって傷害を受け、その直接の結果として事故発

生の日から 180 日以内に死亡したときは、 保険会社は被保険者の相続人に対して前記死亡

保険金の全額を支払う旨を定め、また、保険会社は、右保険金を支払った場合でも、被保

険者の相続人が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得しない旨の定めがある。  

〔判旨〕 破棄自判 

「本件条項に基づく死亡保険金は、被保険者が被った損害をてん補する性質を有するも

のではないというべきである。けだし、本件条項は、保険契約者及びその家族、知人等が

被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ、右の搭乗者又はその相続人に定額の

保険金を給付することによって、これらの者を保護しようとするものと解するのが相当だ

からである。そうすると、本件条項に基づく死亡保険金を右被保険者の相続人である上告

人らの損害額から控除することはできないというべきである。」  

                                                   

*496 坂口光男「搭乗者傷害保険金と損益相殺」法律論叢 67 巻 4・5・6 号 287 頁（1995

年）。  

*497 野山宏「判批」最高裁判所判例解説民事篇平成 7 年度 74 頁。  
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(4) このように判例は、学説や実務の多くと同様、搭乗者傷害保険金を損益相殺しない立

場をとった。 

その後の学説も、自動車保険の現状などから損益相殺を否定するものが一般的である

*498。 

 

5 所得補償保険 

(1) 所得補償保険とは、就労不能を保険事故として、損害の填補または一定額の給付を行

う保険である。もともとは、損害保険会社のみが損害の填補の形で販売していたが、現在

では生命保険会社も「就業不能保障保険」という名前で一定額の給付を行う保険もある *499。 

所得補償保険については、次の水戸地判昭和 54 年 3 月 9 日が保険代位を認めたことから、

保険代位の関係で議論がなされた。  

 

(2) 裁判例（水戸地判昭和 54 年 3 月 9 日判時 935 号 89 頁） 

〔事案〕 

X は Y の過失による交通事故によって頸椎鞭打傷害・腰椎挫傷の傷害を負い、そのため

14 か月間稼働することができなかった。そのため、X は休業損害として 243 万 7848 円の

損害を被った。X は Y に対して休業損害を含む損害の賠償を求めた。一方、X は、加入し

ていた所得補償保険により、本件事故によって休業したことによる補償として保険会社か

ら金 255 万 3333 円の所得補償保険金の給付を受けた。そこで、Y が原告の休業損害額から

右保険金額を控除すべきであると主張して争った。  

〔判旨〕 一部認容 

「損害保険契約に基づいて保険金を支払った者は、生命保険契約に基づいて保険金を支

払った者と異なり、商法 662 条（注―現行の保険法 25 条に相当）所定の保険者代位の制度

により、その支払った保険金の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償

請求権を取得する結果、被保  険者は保険者から支払を受けた保険金の限度で第三者に対す

る損害賠償請求権を失ない、その第三者に対して請求することのできる賠償額が支払われ

た保険金の額だけ減少することになる。  

 そこで、所得補償保険が生命保険類似のものか、それとも損害保険の一種であるかどう

かにつき考察するに、《証拠略》によれば、所得補償保険（傷害による死亡・後遺傷害担

保特約条項の部分は除く。以下同じ）は、被保険者が身体障害（傷害又は疾病）を蒙り、

就労不能となった場合に、就労不能により被保険者が  蒙る損失について一か月につき保険

金額かあるいは被保険者の平均月間所得額のいずれか低い方の額を支払うことにより被保

険者の所得を補償する保険であること、右保険の普通保険約款には、通常の損害保険にみ

られる重複保険の場合の保険金分担条項のあること、引受けにあたっては、平均月間所得

額の範囲内で保険金を決めるようにしていること、以上の事実が認められる。  

                                                   

*498 岡田豊基「保険契約と損害賠償との調整－搭乗者保険における損益相殺の可否を中

心として―」神戸大学院法学 31 巻 2 号 141 頁 (2001 年 )など。  

*499 神田秀樹「判批」保険法判例百選 48 頁 (2010 年 )。 
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 ところで，生命保険は、人の生死に関し一定の金額を支払うものであり、これに類似す

る傷害保険は、傷害による死亡・後遺傷害に関し一定の金額を支払い、 又、傷害を蒙った

場合に、実際に支出した治療費とはかかわりなく、経済的には損失がない場合においても

一定の医療保険金を支払うものであるが、右認定事実によれば、所得補償保険は、これら

生命保険ないし生命保険類似の傷害保険とは明らかにその性質が異なり、損害の填補を目

的とするものであるから、損害保険の一種と認めるのが相当である。 

 そうすると、原告の前記休業損害額金二四三万七八四八円から原告が支払を受けた所得

補償保険金二五五万三三三三円を控除すべきこととなるが、右保険金は  右休業損害額を上

回るので、原告の就労不能による休業損害は全て填補されたことになる（なお、入院雑費

及び慰藉料は、直接には就労不能による損害とはいえないので、保険金が就労不能による

休業損害を上回っても、これらの部分には填補されない。）。」  

 

(3) 水戸地判昭和 54 年 3 月 9 日に対しては、学説から強い批判が寄せられた。たとえば、

西島梅治は、損保業界は、所得補償保険を設計する際に定額型の損害保険契約を志向して

おり、重複給付が可能であるかのように言われて保険の募集がなされており、保険契約者

もこれを信じて所得補償保険を締結したと指摘している *500。 

学説の批判にも関わらず、判例は次の通り、所得補償保険を損害保険と位置付け、保険

代位を認めた。  

 

(4) 判例（最判平成元年 1 月 19 日判時 1302 号 144 頁） 

〔事案〕 

 X は自動車運転中、Y1 運転の Y2 所有の自動車に衝突され、頭部挫傷の所外を負い、休

業を余儀なくされた。そこで、X は Y らに対して損害賠償を請求した。一方、X は、本件

事故によって就業不能となったため、加入していた所得補償保険から所得補償保険金の給

付を受けた。そこで、Y らは賠償額から所得補償保険金を控除すべきだと主張した。1 審 2

審ともに、当時の商法 662 条により、保険会社は保険金の限度で Y らに対する損害賠償請

求権を取得し、その分を X の賠償請求権から控除すべきであると判示した。  

これに対して、X は、①保険会社は商法第 662 条により、被保険者の第三者に対して有

する権利を代位取得しても、不法行為の加害者（本件では被上告人ら）に対して、右代位

権を取得しない実情にある②保険会社と被保険者間において、保険契約締結の際に、当事

者間で商法第 662 条の適用を排除する旨の黙示の合意が成立していたと認められる社会的

基盤が存在しているなどと主張して上告した。  

〔判旨〕 上告棄却 

「原審の適法に確定したところによれば、本件に適用される所得補償保険普通保険約款

には、保険者代位の規定はないが、（１）被保険者が傷害又は疾病を被り、そのために就

業不能になったときに、被保険者が被る損失について保険金が支払われるものである（一

条）、（２）保険金の額は、就業不能期間一か月に  つき、保険証券記載の金額あるいは平

均月間所得額の小さい方である（五条二項）、（３）原因及び時を異にして発生した身体

                                                   

*500 西島梅治「所得補償保険と給付調整」交通法研究 10・11 合併号 54 頁 (1982 年 )。 
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障害による就業不能期間が重複する場合、その重複する期間については重ねて保険金を支

払わない（七条）、（４）重複して所得補償保険契約を締結してあり、保険金の支払われ

る就業不能期  間が重複し、かつ、保険金の合算額が平均月間所得額を超える場合には、保

険金を按分して支払う（二七条）、（５）約款に規定しない事項については日本国の法令

に準拠する（三二条）との趣旨の規定があるというのであるから、本件所得補償保険は、

被保険者の傷害又は疾病そのものではなく、被保険者の傷害又は  疾病のために発生した就

業不能という保険事故により被った実際の損害を保険証券記載の金額を限度として填補す

ることを目的とした損害保険の一種というべきであり、被保険者が第三者の不法行為によ

って傷害を被り就業不能となった場合において、所得補償保険金を支払った保険者は、商

法六六二条一項の規定により、その支払った保険金の限度において被保険者が第三者に対

して有する休業損害の賠償請求権を取得する結果、被保険者は保険者から支払を受けた保

険金の限度で右損害賠償請求権を喪失するものと解するのが相当である。保険会社が取得

した被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を行使しない実情にあったとしても、右の

判断を左右するに足りるものではない。」  

 

(5) 学説はこの最高裁判決に対してほぼ一致して反対している。その理由としては、当事

者の黙示の合意によって、商法旧 662 条の適用が排除されていると解するのが妥当である

ことなどがあげられている *501。 

判例に賛成する見解においても、所得補償保険に代位が認められるかは判旨のようにあ

っさりと割り切れる問題ではないとの指摘もなされている *502。 

 

6 本稿の立場 

 これらの私保険からの給付は、賠償されるべき損害の算定とは無関係であるから、損害

算定的損益相殺の対象にはならない。また、その多くは、賠償権利者（側）が保険料を負

担して、その結果獲得したものであるから、保険による利益を賠償義務者に与える理由は

なく、利益調整的損益相殺の対象にもならない。唯一問題となるのは、搭乗者傷害保険で

ある。搭乗者傷害保険は、保険料を運転者（通常は、加害者）が負担していることが多い

ので、そのような場合には、賠償義務者が賠償権利者のために保険に加入していることと

なる。そうすると、弁済に準じるものとして、利益調整的損益相殺の対象になるのではな

いかという問題が生じる。 

 これについても、法的な評価が問題となる。搭乗者傷害保険の保険金が、弁済としての

性質を有していると評価できるのか。ドイツ法では、搭乗者傷害保険の保険金は、損益相

殺の対象となるものと解されている。これは、論理的には、充分ありうる解釈である。州

崎の、当然に加害者の免責を認めることはモラルリスク排除の観点から問題があるという

指摘は、あまり説得的ではないように思われる。事故発生時に、まさに加害者の免責を目

的として、賠償責任保険が販売されており、これを違法という見解は見当たらないからで

ある。結局は、通常の当事者の意思や、保険金の金額、付保に至る状況等を総合的に考慮

                                                   

*501 神田・前掲注 (499)「判批」49 頁。 

*502 山本哲生「判批」法学 55 巻 5 号 789 頁。  
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して、搭乗者傷害保険の保険金が、弁済としての性質を有しているかどうかを検討するし

かないように思われる。  

 判例は、「本件条項は、保険契約者及びその家族、知人等が被保険自動車に搭乗する機

会が多いことにかんがみ、右の搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによ

って、これらの者を保護しようとするもの」と認定している。仮に、搭乗者傷害保険の保

険金が、弁済としての性質を有するとすれば、同保険金を受領することによって、損害賠

償請求権は減少することとなる。ここで問題となるのは、保険契約者が、保険によって、

被害者をどこまで保護しようとしたかということである。交通事故は、典型的には、 2 台

またはそれ以上の数の自動車が衝突することによって発生する。これらの自動車の運転手

には、多少なりとも過失が認められるのが、通常である。そのため、衝突した自動車の運

転手全員の共同不法行為（民法 719 条 1 項）となり、運転手全員が、被害者に対して、不

真正連帯債務を負担する。被害者は、運転手と何らかの関係のある者であることが通常で

あろう。典型的には、運転手の家族や知人などである。これらの被害者は、特に、自分が

乗車していた車の運転手が自分の家族である場合は、運転手に損害賠償を請求しても、家

庭内で金員が動くだけであるから、損害賠償請求を控えることが多いものと思われる *503。

そうすると、被害者は、自分が乗車していなかった自動車の運転手に損害賠償を請求する

ことが通常であるものと思われる。これを前提に考えれば、搭乗者傷害保険からの保険金

を損益相殺することは、被害者側（具体的には、被害者の家族や知人等である、被害者乗

車車両の運転手）の負担で、加害者（被害者乗車車両と衝突した自動車の運転手）の利益

を図ることとなる。判例で問題となったのは、被害者の相続人が、被害者乗車車両の運転

手に対して、損害賠償を請求した事案である。しかし、被害者が、被害者乗車車両と衝突

した自動車の運転手に損害賠償請求をすることも充分ありうることを考えれば、搭乗者傷

害保険からの保険金は、弁済に準じる性質を有しないものと考えるのが自然ではなかろう

か。もちろん、ドイツ法においては、弁済に準じる性質を持つものと解されているのであ

ろう。個人主義を徹底すれば、家族であろうが知人であろうが、他人である以上、そのよ

うになるだろう。しかし、現在の日本法においては、そのような解釈を採用することは困

難であるように思われるのである。 

 なお、保険法の定める請求権代位（保険法 25 条）についても、本稿の立場を説明してお

く。前章で検討したように、請求権代位は、損害算定的損益相殺に関する代位ではなく、

利益調整的損益相殺に関する代位である。代位を行うかどうかは、保険法及び保険契約の

定めるところによるが、仮に、代位が行われないとしても、当然に当該利益が損益相殺の

対象になるわけではない。損益相殺に関する学説は、長い間、損害保険に関しては、請求

権代位の存在を損益相殺否定の根拠としてきた。一方で、判例は、保険金は、払い込んだ

保険料の対価たる性質を有するという、生命保険等と同じ理由で損益相殺を否定している。

本稿の立場は、判例のそれに近い。これに対して、四宮や澤井は、損益相殺と請求権代位

とを一体のものとして考えている。このような考え方は、保険金と請求権代位の対象とな

                                                   

*503  もっとも、運転手が、賠償責任保険に加入しているのであれば、保険に対して賠償

金の支払いを請求することや、その意味で、形式的には、自社の運転手に損害賠償を請求

することもあるだろう。  
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るべき損害賠償請求権の額が同じであることを論理的前提としている。しかし、今日では、

新価保険は基本的に適法であると解されている *504。新価保険においては、保険の目的の価

額と保険金の額が一致する保障はない。そして、損害賠償請求権は、被侵害法益の価額を

基準に算定されるから、保険金と、代位の対象となる損害賠償請求権の額が異なることは

当然生じうる。さらに、請求権代位のない損害保険という類型も考慮する必要がある。所

得保障保険については、学説は、ほぼ一致して、請求権代位を行うことに反対している。

保険法 25 条は、片面的強行規定である（同法 26 条）から、保険約款において、請求権代

位を排除すれば、所得保障保険についても、請求権代位は行われないこととなる。この、

請求権代位のない損害保険も適法である以上、これも考慮の対象にしないわけにはいかな

い。そうすると、損益相殺と請求権代位とを一体ものと考える見解によれば、被害者が、

たまたま、請求権代位のない保険のうち、生命保険・傷害保険に加入していた場合は、損

益相殺の対象にならないのに対して、所得保障保険のような損害保険に加入していた場合

は、保険金を損益相殺されることとなる。このような結論を取り得ないことはいうまでも

ないであろう。問題の根源は、生命保険・傷害保険といった定額保険と、損害保険とを峻

別し、前者は損益相殺の対象にならないとする一方で、後者は、本来は損益相殺の対象で

あると考えたところにある。定額保険であると、損害保険であるとを問わず、請求権代位

は、損害賠償法の損益相殺の問題とは分離して、保険法の問題として議論すべきであろう
*505。現に、最判平成 24 年 2 月 20 日民集 66 巻 2 号 742 頁を初めとする、人身傷害保険に

基づく請求権代位に関する判例においては、保険約款の解釈は問題となっても、損益相殺

は問題となっていない *506。請求権代位の議論が、損害賠償法の議論と区別されていること

は明らかである。今日の法状況を前提とする限り、もはや、損益相殺を請求権代位と一体

のものとする解釈は取り得ないというべきである。  

 

第 3 社会保険等 

1 社会保険の意義は多義的であるが、ここでは、損益相殺が問題となった例として、年金

保険(恩給等を含む。)と労働保険(労災保険)を扱う。 

また、本来は社会保険ではないが、国が関与するという点で社会保険と共通している生

活保護もここで扱うことにする。 

 なお、本来の意味の社会保険には医療保険も含まれる。医療保険には、法律上、代位の

                                                   

*504  山本哲生「損害保険」山下友信・永沢徹編『論点体系保険法 1』（第一法規、2014

年）52 頁。  

*505  本稿は、損害賠償法と保険法の請求権代位とは、特に密接な関係はないと考える。

それゆえ、保険法が許容するのであれば、損害賠償法の観点からは、請求権代位のない損

害保険の他、逆に、請求権代位のある定額保険が存在しても支障がないと考える。さらに、

保険法上、許されないとされる物定額保険も、損害賠償法の理論に動揺を与えるものでは

ないであろう。これらの私保険は、すべて損益相殺の対象とならず、保険法及び保険契約

の命じるところにより、請求権代位がなされるだけのことである。  

*506  これについては、拙稿・前掲注（59）「判批」52 頁参照。 
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規定が置かれており *507、代位型による処理がなされるものと考えられ *508、特に議論はさ

れてこなかった。しかし、最近自治体が年少者等に対して各種健康保険に上乗せして、医

療費を助成する制度が広くみられる。このうち、損害賠償請求権との調整のため、代位や

償還の規定を置いている (前者の例として千代田区こども医療費助成条例施行規則 10 条 1

項、後者の例としてさいたま市妊婦健康診査費及び子育て支援医療費の助成に関する条例

11 条)自治体もあるが、調整の規定を欠く自治体も見られ（たとえば、札幌市子ども医

療費助成条例）、今後問題となる可能性がある。  

 

2 年金保険 

(1) 年金受給者または将来受給権を有することになる者が死亡した場合、年金受給権の相

続は認められないから、年金受給権は消滅し、または発生しないこととなる。  

しかし、一方で、年金受給者等が死亡した場合、その扶養者等に対して、遺族年金が支

給されることがある(恩給法 37 条 1 項等)。 

そこで、この遺族年金が損益相殺の対象になるかが問題となった。ここでは、被害者以

外の者の利益であっても損益相殺が許されるか、また年金の給付は長期にわたることから

いまだ給付されていない請求権も損益相殺の対象となるかが問題となった。  

 

(2) これらの問題について、初期の学説の議論には登場しない。  

 

(3) しかし、前述した大判昭和 3 年 3 月 10 日民集 3 号 152 頁が被害者の遺族が年金給付

（遺族扶助料）を受けたことを原因に損益相殺を認めたため、学説においてもこの問題が

取り上げられるようになった。 

前述の通り、末川と杉之原の判批は、年金の給付は、共済組合への加入という、不法行

為とは別個の原因によるものであるとして、損益相殺すべきではないとした。一方で、我

妻は、この判決の結論は、損益相殺の理論としては正当であるとした（ただし、共済組合

の性質との関係で問題が残るという。） *509。  

 

(4) 判例（最判昭和 41 年 4 月 7 日民集 20 巻 4 号 499 頁） 

〔事案〕 

交通事故により恩給受給者である被害者が死亡した。そのため、被害者の遺族らが自動

車の所有者に対して自動車損害賠償保障法第 3 条に基づき損害賠償を求めた。これに対し

て、被告は相続人の 1 人が恩給法による扶助料の受給権を取得したから損益相殺されるべ

きだと主張した。原審は、被害者の死亡によつて遺族扶助料を支給せられるから右恩給喪

失による損害分は扶助料受給額と差引されて消滅するものと解するのが相当であるとして

相続人の一人が被害者から相続した損害賠償請求権から被害者の恩給喪失による損害分を

                                                   

*507 健康保険法 57 条、国民健康保険法 64 条、介護保険法 21 条、国家公務員共済組合

法 48 条、地方公務員等共済組合法 50 条等。  

*508 加藤（一）・前掲注 (468)「総論―重複填補の問題点―」6 頁。  

*509 我妻・前掲注 (23)『事務管理・不当利得・不法行為』204 頁。  
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控除した。これに対して、相続人らが損害賠償請求権と扶助料との間には因果関係がない、

損害賠償請求権と扶助料は発生原因が異なるなどとして、上告した。  

〔判旨〕 上告棄却 

「普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償ないし生活保障を与えることを目的とす

るものであるとともに、その者の収入に  生計を依存している家族に対する関係において

も、同一の機能を営むものと認められる。そして、恩給を受けていた者が死亡したときに

は、これにより生計を維持し、または、これと生計を共にしていた一定の遺族に扶助料が

支給されるが、右扶助料は右遺族に対する損失補償ないし生活保障の目的をもつて給付さ

れるものであることは明らかである。このように、恩給権者固有の恩給と遺族の扶助料の

両者が、当該遺族について、その目的あるいは機能を同じくすることを考えると、恩給を

受けている者が、他人の不法行為によつて死亡し、これによつて被つた財産的損害の中に、

その者がなお生存すべかりし期間内に取得すべき恩給受給利益を喪失した損害が計上され

ており、右財産的損害賠償債権の全部もしくは一部が、相続により、一相続人に承継され

た場合において、右相続人が、他方において、前記恩給受給者の死亡により、扶助料の支

給を受ける権利を取得したときは、右相続人の請求できる財産的損害賠償額の算定にあた

り、右損害賠償債権の中の恩給受給の利益に関する部分は、右扶助料額の限度において、

当然、減縮しなければならないと解するのが相当である。けだし、このように解すること

が、 同一目的の給付の二重取りを許すにも等しい結果の不合理を避け得る所以であるとと

もに、不法行為に基づく損害賠償額の範囲を定めるにあたり依拠すべき衡平の理念に適合

するからである。」  

 

(5) この最判昭和 41 年 4 月 7 日は、損益相殺という言葉を用いることなく「衡平の理念」

との表現を用いている。調査官解説によれば、これは、大判昭和 3 年 3 月 10 日の杉之原の

判批が損益相殺は同一の責任原因より生じた損害と利益の問題であるとされていることに

配慮したものである *510。 

この最判昭和 41 年 4 月 7 日に対しては、法的同質性説の澤井が、扶助料は加害者を益す

るものではなく、損害賠償義務を軽減させる必要はないとして、理論的には代位だが、本

件は恩給支給者と扶助料支給者が同一人であるため、扶助料支給者は損害を受けておらず、

事実上代位者のない特殊な事例であるとする *511。 

一方、修正相当因果関係説を採る加藤一郎は、扶助料の控除をしなければ、二重取りを

したような結果になり、実質的に見れば控除は当然であるとする。そして、その理論構成

としては、死者の損害賠償に関する扶養構成を前提に、恩給と扶助料の実質上の共通点か

ら形式を超えて実質に基づく控除を認めるべきとしている *512。  

 

(6) 判例（最判昭和 50 年 10 月 24 日民集 29 巻 9 号 1379 頁） 

〔事案〕 

                                                   

*510 蕪山厳「判批」最高裁判所判例解説民事篇昭和 41 年度 599 頁。  

*511 澤井裕「判批」民商法雑誌 55 巻 5 号 769 頁。 
*512 加藤一郎「判批」法学協会雑誌 84 巻 3 号 386 頁。 
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被害者は国家公務員であったが、公務中に交通事故により死亡した。そこで、遺族らが、

相手方車両の所有者と運転者に対して自動車損害賠償保障法 3 条、不法行為を理由に損害

賠償を請求した。被告らは、過失の有無について争ったほか、死亡に関して支払われた遺

族補償金、退職金、遺族年金、自賠責保険金を賠償額から控除すべきであると主張した。

原審は、遺族補償金等を相続分に応じて原告らに帰属したものと認め、原告らはいずれも

損害を超える給付を受けたとして請求を棄却した。これに対して、被害者の妻を除く原告

らが、遺族補償金等の受給を受けたのは妻だけであるとして上告した。  

〔判旨〕 一部破棄自判 

「国家公務員が死亡した場合、その遺族のうち一定の資格がある者に対して、国家公務

員等退職手当法による退職手当及び国家  公務員共済組合法による遺族年金（以下単に「遺

族年金」と略称する。）が支給され、更に、右死亡が公務上の災害にあたるときは、国家

公務員災害補償法による遺族補償金（以下単に『遺族補償金』と略称する。）が支給され

るのである。そして、遺族に支給される右各給付は、国家公務員の収入によつて生計を維

持していた遺族に対して、右公務員の死亡のためその収入によつて受けることのできた利

益を喪失したことに対する損失補償及び生活保障を与えることを目的とし、 かつ、その機

能を営むものであつて、遺族にとつて右各給付によつて受ける利益は死亡した者の得べか

りし収入によつて受けることのできた利益と実質的に同一  同質のものといえるから、死亡

した者からその得べかりし収入の喪失についての損害賠償債権を相続した遺族が右各給付

の支給を受ける権利を取得したときは、 同人の加害者に対する損害賠償債権額の算定にあ

たつては，相続した前記損害賠償債権額から右各給付相当額を控除しなければならないと

解するのが相当である  （最高裁昭和 38 年（オ）第 987 号、同 41 年 4 月 7 日第一小法廷判

決民集 20 巻 4 号 499 頁参照。） 

二 ところで、退職手当、遺族年金及び遺族補償金の各受給権者は、法律上、受給資格が

ある遺族のうちの所定の順位にある者と定められており、死亡した国家公務員の妻と子が

その遺族である場合には、右各給付についての受給権者は死亡した者の収入により生計を

維持していた妻のみと定められている（国家公務員等退職手当法 11 条 2 項、1 項 1 号、国

家公務員共済組合法 43 条 1 項、2 条 1 項 3 号、国家公務員災害補償法昭和 41 年法律第 67

号改正前の 16 条 2 項、1 項 2 号）から、遺族の加害者に対する前記損害賠償債権額の算定

をするにあたつて、右給付相当額は、妻の損害賠償債権からだけ控除すべきであり、子の

損害賠償  債権額から控除することはできないものといわなければならない。けだし、受給

権者でない遺族が事実上受給権者から右各給付の利益を享受することがあつても、それは

法律上保障された利益ではなく、受給権者でない遺族の損害賠償債権額から右享受利益を

控除することはできないからである。」  

 

(7) 前掲最判昭和 50 年 10 月 24 日が遺族給付金は受給権者からしか控除できないとして

いる点については、下森定は、問題はあるが、実際問題の処理としては本判決のように割

り切るのが一番明確かつ妥当であろうとして、賛成している *513。西井龍生も、遺族給付金

が遺族の一部のみ支給されることには疑問があるとしながらも、そのようにされている以

                                                   

*513 下森定「判批」判タ 335 号 100 頁。 



 

第 5 章 事案の類型的検討 

191 

 

上、遺族給付金を控除すべきなのは受給権者についてのみであるとして、判例に賛成して

いる *514。  

 

(8) 判例（最判平成 5 年 3 月 24 日民集 47 巻 4 号 3039 頁） 

〔事案〕 

交通事故で死亡した被害者Ａの妻 X が、加害者 Y に対して損害賠償を請求した事案であ

る。A は地方公務員等共済組合法に基づく退職年金を受給しており、A の死後は X が遺族

年金の受給権を取得し、実際に受給していた。X は A が退職年金の受給権を喪失したこと

も損害に含めて主張した。そのため、遺族年金は損害から差し引かれるか、差し引かれる

としても将来分は控除の対象となるかが争われた。  

原審は、遺族年金の既払分については控除が必要であるとしたが、将来分については控

除不要とした。 

これに対して、将来分の控除を不要とした原判決は違法であるとして、Y が上告した。 

〔判旨〕 変更 

「２ 被害者が不法行為によって損害を被ると同時に、同一の原因によって利益を受け

る場合には、損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被

害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を

図る必要があり、また、被害者が不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得し

た相続人が不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合にも、右の損益相殺的な調整

を図ることが必要なときがあり得る。このような調整は、前記の不法行為に基づく損害賠

償制度の目的から考えると、被害者又はその相続人の受ける利益によって被害者に生じた

損害が現実に補てんされたということができる範囲に限られるべきである。  

３ ところで、不法行為と同一の原因によって被害者又はその相続人が第三者に対する債

権を取得した場合には、当該債権を取得したということだけから右の損益相殺的な調整を

することは、原則として許されないものといわなければならない。けだし、債権には、程

度の差こそあれ、履行の不確実性を伴うことが避けられず、現実に履行されることが常に

確実であるということはできない上、特に当該債権が将来にわたって継続的に履行される

ことを内容とするもので、その存続自体についても不確実性を伴うものであるような場合

には、当該債権を取得したということだけでは、これによって被害者に生じた損害が現実

に補てんされたものということができないからである。 

４ したがって、被害者又はその相続人が取得した債権につき、損益相殺的な調整を図る

ことが許されるのは、当該債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその

存続及び履行が確実であるということができる場合に限られるものというべきである。」  

 

(9) 前掲最判平成 5 年 3 月 24 日に対しては、潮見は、現実に利益を受けたという点を重

視する「損益相殺」という枠組みから出発して「損益相殺的調整」へと至った多数意見の

思考過程自体に問題の根源があるとし、「損益相殺」的視点から「併行給付・重複填補」

                                                   

*514 西井龍生「判批」民商法雑誌 75 巻 2 号 158 頁。 
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的視点への発想の転換が必要であると批判している *515。 

もっとも、前述したようにこの判例の基準は、現在、多くの判例で使用されており、「併

行給付・重複填補」的視点への発想の転換は進んでいない。  

 

(10) 本稿の立場 

 既に述べたように、生命侵害による財産的損害は、加害行為によって死亡しなければ、

金員を獲得して、その一部を相続財産として残したと考えられるところ、当該、相続財産

の減少である。そして、年金の受給も金員獲得能力の発現であることに変わりはない。遺

族年金は、本人が受けるはずであった年金の一部を遺族に給付するものであるから、遺族

年金が給付される限度では、なお、被害者本人の金員獲得能力は存続するということがで

きる。それゆえ、損害を算定するためには、遺族年金を考慮する必要があるといえる。こ

れは、損害算定的損益相殺の一つである。  

 遺族年金の受給権者以外の者からの損害賠償については、遺族年金を受けていない以上、

遺族年金を考慮することができないのが、当然である。そのような者に関しては、被害者

が残したはずの相続財産は減少したままであり、それに代わる遺族年金の支給も行われて

いない以上、遺族年金の受給権者に遺族年金が支給されたとしても、損害はなお存在する

と言うしかない。 

 これに対して、損益相殺の対象となる遺族年金の時的限界については、別の考慮を必要

とする。どの時点までに生じた利益を損益相殺の対象とするかという、時的限界について

は、ドイツ法では、一般的に、基準時までであると考えられている。一般に、基準時以後

に生じたことは考慮することができないのであるから、利益についても、この原則に従う

というだけのことであろう。ここで問題となっているのは、損益相殺固有の問題ではなく、

通常の損害賠償に関する訴訟法の準則である。  

 最後に、前掲最判平成 5 年 3 月 24 日が確立し、その後の判例においても採用されている、

損益相殺的な調整について、本稿の考えを説明しておく。私は、以前、平成 5 年「判決が

使用した『損益相殺的な調整』は……損害賠償の賠償権利者が、第三者から重複填補を受

けた場合で、その受けた利益について損害賠償法における利得禁止原則によって利得が禁

止される場合に、代位の適用の有無を問題とすることなく、損害賠償請求権を減額するた

めの概念である」*516と述べた。前述のように、損害算定的損益相殺は、真の損害を定める

に当たり、便宜上、見かけの損害と利益との差し引き計算を行うものであり、損害算定的

損益相殺に関する代位は、この見かけの利益について、代位を認めるものである。遺族年

金等の公的年金を控除することは、損害算定的損益相殺であるから、公的年金に関する代

位規定は、損害算定的損益相殺に関する代位である。この場合は、損害賠償法は、当該利

益の控除を命じるから、本来は、当該利益を控除した残部について、損害賠償請求権が発

生する。しかし、代位規定が存在するために、代位に必要な限度で、損害の存在が擬制さ

れ、それに対応する損害賠償請求権が発生し、同時に、これが代位権者に移転する。これ

                                                   

*515 潮見・前掲注 (56)「人身損害賠償請求権の相続的構成と損益相殺・併行給付問題」

460 頁。 

*516  拙稿・前掲注 (59)「判批」38 頁。 
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を現象面で見ると、被害者（またはその遺族）からの損害賠償請求においては、裁判所は、

代位規定の存在を気にすることなく、年金給付について、損害算定的損益相殺を行って、

損害を算定すれば足りることとなる。代位の有無及び範囲については、代位権者（と称す

るもの）が、代位によって取得したという損害賠償請求権を行使した時に初めて考慮すれ

ばよい。損益相殺的な調整は、このような理論的背景が存在するからこそ、成立しえた概

念であるといえる。 

 

3 労働保険 

 労働者が業務または通勤中に災害にあい、死傷した場合は、労働者災害補償保険法によ

り、保険給付を受けることができる (労災保険)。この労災保険は、使用者の負担する保険

料で運営されている。そして、労働者災害補償保険法 12 条の 4 は、第三者行為災害につい

て政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者

に対して有する損害賠償の請求権を取得するとしており、代位型の調整をしている。一方、

使用者行為災害については同様の規定はない。そのため、ここでは、第三者行為災害と使

用者行為災害とに分けて検討する。 

 

(1) 第三者行為災害 

ア 判例（最判昭和 52 年 5 月 27 日民集 31 巻 3 号 427 頁） 

〔事案〕 

X は自動車販売会社の整備工であった。Y は、同社で販売中の中古自動車のエンジンを

試動するに際し、ギヤ・チェンジレバーがニュートラルの位置にあることを確認せず、エ

ンジンスイッチを入れた。そのため、同車は暴走して X に衝突し、X は左下腿複雑骨折等

の障害を負った。この事故による後遺障害のため、X は整備工としての仕事に就くことが

不可能になり、生涯軽作業にしか従事しえない状態となった。そこで、X は、Y に対して、

休業損害、逸失利益、慰謝料等の賠償を求めた。  

Y は次のように主張して争った。X は労災保険による休業補償を受給しているから、少

なくとも同額の休業損害は填補されている。また、X は労災保険及び厚生年金保険の各障

害補償を受領しているから、X の労働能力喪失に基づく損害は同額だけ填補されている。

この傷害補償給付額は逐次増額され、現在年額 52 万 9314 円となっているから、X の年間

逸失利益が 50 万円であれば、優にこれを填補でき、以後逸失損害を生じる余地はない。  

原審は、すでに X が受領した休業補償金および障害補償金については、逸失利益からの

控除を認めたが、傷害補償給付は現に給付を受けた限度においてのみ損害が填補されたも

のとみるべきであり、将来の給付額を算定して X の損害から控除すべきではないとした。 

これに対して、Ｙは将来にわたり傷害補償給付を受けるべき地位を取得したならばその

時損害は填補されたものと解すべきであるなどとして上告した。  

〔判旨〕 上告棄却 

「厚生年金保険法 40 条及び労働者災害補償保険法（昭和 48 年法律第 85 号による改正前

のもの。）20 条は，事故が第三者の行為によつて生じた場合において、受給権者に対し、

政府が先に保険給付又は災害補償をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求

権はその価額の限度で当然国に移転し、これに反して第三者が先に損害の賠償をしたとき
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は、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができ、又は災害補償の義務を免れる

ものと定め、受給権者に対する  第三者の損害賠償義務と政府の保険給付又は災害補償の義

務とが、相互補完の関係にあり、同一事由による損害の二重填補を認めるものではない趣

旨を明らかにしている。そして、右のように政府が保険給付又は災害補償をしたことによ

つて、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権が国に移転し、受給権者がこれを失うの

は、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がな

い以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は第三

者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害額から控除する

ことを要しないと解するのが、相当である。」  

 

イ この最判昭和 52 年 5 月 27 日は、当時の学説・裁判例の多数と同様 *517、労災給付につ

いては、保険金を給付したときに損害賠償請求権が移転するとの見解を採用したものであ

る。 

学説もおおむね妥当としているが、年金形式で給付がなされるのに、代位によって給付

の調整をはかることには問題があるとの指摘もなされている *518。  

 

(2) 使用者行為災害 

ア  使用者行為災害については、前述の通り、労災給付と損害賠償請求権の調整に関する

規定がない。そこで、どのように調整するか問題となる。これについて、谷口は、使用者

行為災害について、事業者が将来負担することあるべき損害賠償責任のため、労災保険料

を支払っているのであるから、被害者が直接に保険金を請求して取得したときは、賠償額

から控除されるが衡平であるとして損益相殺を肯定していた *519。  

 

イ 判例（最判昭和 52 年 10 月 25 日民集 31 巻 6 号 836 頁） 

〔事案〕 

X は、特殊自動車等の分解整備を業とする Y 会社に雇用されていた。X が Y 社工場で勤

務中、設備の瑕疵により、ショベル車のバケット（重量約 1.5 トン）が落下する事故が起

こり、X はバケットの下敷きとなって、脳挫傷、頸椎骨折、左橈骨折、右大腿骨骨折等の

重傷を負い、労働能力を完全に喪失した。そこで、X は Y 社に対して民法 717 条により逸

失利益、付添看護料、慰謝料、弁護士費用の賠償を求めた。これに対して、Y 社は X が受

け取ることになった、労災保険法に基づく長期傷病補償金及び厚生年金保険の障害年金を、

未払分既払分ともに控除すべきだと主張した。  

原審は、長期傷病補償金、障害年金ともにホフマン式により現在価額を算出してこれを

X の逸失利益から控除し、X の請求を一部認容した。 

これに対して、X は、原審が長期傷病補償金の将来分を控除したのは労働基準法 84 条の

解釈を誤ったものであり、障害年金の既払分及び未払い分の現在価額を控除したのは違法

であるなどとして上告した。 

                                                   

*517 時岡泰「判解」最高裁判所判例解説民事篇昭和 52 年度 184 頁。 
*518 下森定「判批」判タ 367 号 39 頁。 
*519 谷口・植林・前掲注 (479)『損害賠償法概説』103 頁。 
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〔判旨〕 変更 

「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義

務を政府が保険給付の形式で行うものであつて、厚生年金保険法に基づく保険給付と同様、

受給権者に対する損害の填補の性質をも有するから、事故が使用者の行為によつて生じた

場合において、受給権者に対し、政府が労働者災  害補償保険法に基づく保険給付をしたと

きは労働基準法 84 条 2 項の規定を類推適用し、また、政府が厚生年金保険法に基づく保険

給付をしたときは衡平の理念に照らし、使用者は、同一の事由については、その価額の限

度において民法による損害賠償の責を免れると解するのが、相当である。そして、右のよ

うに政府が保険給付をしたことによつて、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失

われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実に保険金を給付

して損害を補填したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継

続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をする

にあたり、このような将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しないと解す

るのが、相当である（最高裁昭和 50 年（オ）第 431 号同 52 年 5 月 27 日第三小法廷判決（民

集 31 巻 3 号 427 頁登載予定）参照）。」  

 

 ウ 内田など、現在の学説も、最判昭和 52 年 10 月 25 日に賛成している。 

内田は、判例の挙げた二重填補の回避のほかに、保険料を負担する使用者にとって労災

保険が責任保険的な意味を有することが重要な判断要素であると指摘としている *520。  

 

(3) 本稿の立場 

 ここで取り上げた 2 つの判決は、ともに、厚生年金保険に言及している。厚生年金保険

も、被害者の金員獲得能力を示すものであるから、被害者の後遺障害等による逸失利益と

の関係では、損害算定的損益相殺の対象となる。労災保険も、厚生年金保険と同様に、被

害者の金員獲得能力を示すものである。それゆえ、被害者の逸失利益との関係では、損害

算定的損益相殺の対象となる。第三者行為災害の場合にのみ、代位規定が存在し、使用者

行為災害の場合には、代位規定が存在しないのは、労災保険料を使用者が負担していると

いう事情によるものであろう。この代位は、損害算定的損益相殺に関する代位であるから、

代位の対象になる場合は、その限度で損害が擬制されて、損害賠償請求権が移転し、代位

の規定がない場合は、損害算定的損益相殺が行われて、それで処理は終了する。  

 利益調整的損益相殺を行うべき事情は見当たらない。  

 

6 生活保護 

(1) 生活保護については、学説はほとんど議論してこなかった。しかし、次の判例が出さ

れ、学説もこれに賛成している。  

 

(2) 判例(最判昭和 46 年 6 月 29 日判時 636 号 28 頁) 

〔事案〕 

                                                   

*520 内田・前掲注 (7)『民法Ⅱ』451 頁。 
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X は A の運転する自動車と接触し、腰椎骨々折および右腸骨々折の傷害を受けた。事故

後、X は、東京都より生活保護法にもとづく医療扶助を受け、治療費用の 16 万 4244 円が

支弁された。X は、A の運転していた自動車の所有者であった Y1 会社に対して自動車損

害賠償保障法 3 条に基づき、Y1 会社の代表取締役である Y2 に対しては民法 715 条 2 項に

より、連帯して付添看護と日常介護料、医療扶助費返還債務を請求した。原審は、請求の

うち、医療扶助費返還債務については、交通事故の被害者が加害者から直ちに賠償を得る

ことができず、訴訟にまで至っている場合、当該被害者には、法律上たしかに損害賠償債

権があるが、賠償案件が解決し、現実に賠償金を取得するまでは、他に需要を満たすに足

りるだけの資産等がないかぎり、当該被害者は本来的に保護受給資格を有するとして、「Ⅹ

が費用返還義務を負うことを前提として Y らにその賠償を求めるのは失当である」と判断

し、Ⅹの主張を排斥した。 

そこでⅩが上告した。 

〔判旨〕 破棄差戻 

「交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても、加害者

との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり、賠償を直ちに受けることが

できない場合には、他に現実に利用しうる資力がないかぎり、傷病の治療等の保護の必要

があるときは、同法(注―生活保護法)4 条 3 項により、利用し得る資産はあるが急迫した

事由がある場合に該当するとして、例外的に保護を受けることができるのであり、必ずし

も本来的な保護受給資格を有するものではない。それゆえ、このような保護受給者は、の

ちに損害賠償の責任範囲等について争いがやみ賠償を受けることができるに至つたとき

は、その資力を現実に活用することができる状態になつたのであるから、同法 63 条により

費用返還義務が課せられるべきものと解するを相当とする。  

 したがつて、これと異なる見解のもとに、上告人に費用返還義務なしとし、これを前提

に上告人の損害賠償請求を理由のないものとした原審の判断は、生活保護法 4 条、63 条の

解釈適用を誤るものであり、この点に関する論旨も理由があり、原判決は破棄を免れない。」 

 

(3) この最判昭和 46 年 6 月 29 日は、生活保護と損害賠償請求権の調整について、生活保

護法が償還制による調整を行うことを明らかにしたものといえる。  

 

(4) 本稿の立場 

 不法行為によって傷害を負った場合は、身体の完全性の侵害それ自体が損害となると理

解されるべきである。しかし、被害者が、適切な治療を受けて、身体の完全性を回復した

後は、結局のところ、治療に要した費用の形で損害が認識されることになろう。問題は、

この費用がいくらかということである。通常であれば、医療機関に支払った金額によって、

損害額を認定すればよいであろうが、最判昭和 46 年 6 月 29 日の事例では、被害者は医療

扶助を受けている。そのため、被害者の現実の支出は存在せず、損害はないものと考える

のが自然である。これも、損害算定的損益相殺の一つである。  

 もっとも、生活保護法 63 条は、費用返還義務を課しているから、その限度では、被害者

は無償で治療を受けたとはいえない。そのため、費用の返還に必要な限度で、損害が擬制

され、被害者において、損害賠償請求権を行使することができる。  
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第 4 第三者からの贈与 

1 事故を契機に親族や友人等から見舞金その他の名目で贈与を受けることがある。この贈

与は、不法行為等を契機になされたものであるし、事故がなければ、贈与を受けることは

なかった。被害者の損害を少しでも軽減しようとの趣旨でなされるものであるから、損害

填補目的であるといえなくはない。しかし、判例・学説は一貫して損益相殺を否定してい

る。  

 

2 この贈与についても、当初の相当因果関係説は何ら言及するところがない。  

 

3 修正相当因果関係説においては、贈与について論じたものがみられる。たとえば、三木

は、このような贈与について、加害者を利する意思が全然存しないから、これによって加

害者の賠償義務が軽減あるいは免除されるのは不当であるという。そして、ドイツの判例・

学説は一貫して被害者が損害により第三者から贈与を受けたことを抗弁とすることを禁止

しているという。三木は、第三者の贈与は、被害者のために存在し、加害者のために存在

するものではないので、相殺に供すべき性質の利益ではないとして、その意味で相当因果

関係のない利益であるとしている *521。 

これに対して、勝本は、利益が損害賠償義務の原因発生以後においてその原因と関係な

い他の事実によって生じた場合、いわゆる原因から通常生ずべき利益ということができな

いとして、相当因果関係を否定する *522。  

 

4 判例（大判昭和 5 年 5 月 12 日新聞 3127 号 9 頁） 

〔事案〕 

事案は明らかでない。不法行為によって被害者が死亡したため、遺族が損害賠償を請求

したようである。 

〔判旨〕 

「葬式ノ際ニ受授スル香奠ノ如キハ損失填補ノ性質ヲ有スルモノニ非サルカ故ニ不法行

為ニ因ル死亡ヲ原因トシテ死亡者ノ遺族カ不法行為者ニ対シテ損害賠償ノ請求ヲ為スニ当

リ右香奠ノ額ヲ差引カサルヘカラストノ所論ハ固ヨリ之ヲ採用スヘカラス而シテ原審ハ証

人小森熊雄ノ供述ニ依リ本件葬式費用ニ九百二十四円ヲ要シタル事実ヲ認定シタルモノニ

シテ右供述特ニ右供述ノ一内容ヲ成ス甲第九号証ニ依レハ該事実ハ之ヲ認メ得ラレサルニ

非サルニヨリ論旨ハ之ヲ排斥ス」 

〔補足〕 

最判昭和 43 年 10 月 3 日判時 540 号 38 頁も、この大判と同様、香典は「損害を補填すべ

き性質を有するものではない」ことを理由に損益相殺を否定した。  

 

                                                   

*521 三木・前掲注 (19)「損益相殺」76 頁。  

*522 勝本・前掲注 (21)『債権総論（上巻）』407 頁。  
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5  この大判昭和 5 年 5 月 12 日より後の学説についてみると、原因説の宗宮は、贈与は、

別個の原因に基づくとして損益相殺を否定する *523。修正相当因果関係説の加藤一郎も、香

典や見舞金は、一応別個の理由に基づくとしている *524。 

我妻は、遺族の受けた香典を控除しないのは、公平の観点からみて正当とする *525。 

一方、法的同質性説の四宮は、給付の目的がもっぱら被害者のためのものだからという

（最判のいう損害を填補すべき性質のものでないからとの理由と実質的には同一という。）

*526。 

政策的見地からの考慮が必要とする近江は、死傷者への贈与であるという簡単な理由で

損益相殺を否定している *527。  

 

6 本稿の立場 

 第三者からの贈与は、被害者の死亡による逸失利益などの損害とは無関係であり、損害

算定的損益相殺の対象とはなり得ない。加えて、利益調整的損益相殺の対象とすべき理由

も見当たらない。贈与を行った第三者は、被害者や受贈者の利益になるように贈与を行っ

たはずであり、これを加害者に有利に斟酌することはできないであろう。  

 よって、第三者からの贈与は、損益相殺の対象とならない。

                                                   

*523 宗宮・前掲注 (24)『不法行為』134 頁。  

*524 加藤 (一 )・前掲注 (44)『不法行為』245 頁。  

*525 我妻・前掲注 (23)『事務管理・不当利得・不法行為』204 頁。  

*526 四宮・前掲注 (47)『不法行為』604 頁。  

*527 近江・前掲注 (60)『事務管理・不当利得・不法行為』205 頁。  
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第 6 章 まとめ  

第 1 節 はじめに  

 以下では、本稿のこれまでの議論を振り返る。時系列に沿って説明した方が理解し安い

であろうから、説明の順序を変えて、まず、損益相殺の議論の歴史を取り上げる。具体的

には、ローマ法について説明した後に、密接に関連して発展してきたドイツ法と日本法を

取り上げる。その後、今日の法状況について振り返る。具体的には、日本法とドイツ法の

状況の他に、比較法的な検討の対象とした、アメリカ法及びオランダ法を取り上げる。そ

の上で、基本的な考え方の検討及び具体的な場合における検討をまとめて取り上げる。  

 

第 2 節 損益相殺の議論の歴史  

 本稿が検討した資料を時系列順に並べると、先頭に来るのは、十二表法である。損益相

殺は、ローマ法に由来するとの見解を検証するために、本稿はまず、ローマ最古の立法と

いわれる十二表法とアクィーリウス法を検討した。これらの立法には、損益相殺の考え方

は見られず、それどころか、損益相殺に対して否定的な態度を示している。ローマ法の黄

金期に当たる古典期の法文には、かつて、損益相殺を肯定するものと考えられたものが存

在する。事務管理に関する D.3.5.10 が、それであるが、この法文は、事務管理者が複数の

取引において、一部で利益を生じ、一部で損失を生じた場合の、損害と利益の調整を命じ

ている。しかし、本人が事務管理者の行った取引を承認することで、利益や損害を帰属さ

せることができるところ、この法文は、事務管理者が複数の取引を行った場合に、本人が

その取引を承認しようとするときは、その全部の取引の承認を強制することで、結果的に

利益と損害との差引が行われることというものと理解することができる。これは、委託法

の問題であり、損害賠償法の問題ではない。さらには、この法文については、 interpolatio

の可能性も指摘されている。この法文を根拠に、古典期ローマ法が損益相殺を承認してい

たということは困難であるし、他に、明確に、損益相殺を承認する法文も見当たらない。

損益相殺に好意的な法文もあるが、後見、組合及び委託に関するものに限定されており、

古典期のローマ法が損害賠償法における損益相殺を承認していたのかは疑問である。各国

の先行研究を見ると、古典期に損益相殺という思想があったことを否定するか、少なくと

も、損益相殺という体系は存在しなかったものとしている。これらの研究によれば、損益

相殺の萌芽というべき、利益と損害とを対置するという思想は、古典期後のローマ法にお

いて生じたようである。  

 ヨーロッパ中世の法学は、古典期ローマ法の解釈を行ったが、そこで問題となったのは、

前述の D.3.5.10 と D17.2.23.1（組合に関する法文）の整合的な理解である。両者は、複数

の取引を他人のために行ったということでは、共通するが、前者では、前述の通り、利益

の控除が認められているのに対して、後者では、利益の控除は否定されている。様々な解

釈が見られたが、法文の解釈の問題に止まっており、ここでも、まだ、損益相殺が承認さ

れるには至っていない。  

近代に入ると、ようやく、学説上、損益相殺を支える差額説や損害賠償法における利得

禁止が明確になってくる。その一方で、古典期の法文の解釈を巡る対立は続いた。D.3.5.10

と D17.2.23.1 の規律は、1794 年の ALR においても維持された。ALR は、損害賠償におい

て、その要件及び効果を細かく規定していた。  
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 19 世紀になると、立法上も、故意と過失の均質化が進むなど、現代の法律に近くなって

くる。この時代のドイツ法学は、差額説を完成させて、損害賠償法の理論を大いに発展さ

せたが、これは損益相殺にも及んだ。損益相殺は、差額説の論理的帰結として生じ、当時、

普通法であったローマ法の議論と結びついた。それによって、損益相殺の議論として、

D.3.5.10 と D17.2.23.1 の整合的な理解が試みられるようになった。ここで、Mommsen は、

利益と損害とが、「単一かつ同一の事実」（Folge ein und derselben Thatsache）に基づくも

のである場合に損益相殺がなされるものと説いた。さらに、独立した損害と独立した利益

が存在することが、損益相殺の議論の前提とされた。これは、差額説の帰結ではない。ロ

ーマ法の法文の影響であろう。  

 このように、19 世紀のドイツの学説は、いまだ、ローマ法の影響から抜け出してはいな

かったが、損益相殺理論の基礎を築いた。その一方で、既に、Scherer は、保険の掛けられ

た大酒飲みを殺害したという例を挙げて、損益相殺に反している。  

 一方で、当時のドイツの判例においても、損益相殺の問題が現れている。最初に問題に

なったのは、通常であれば、損害が発生するところ、特殊な事情によって損害が発生しな

かった、損害の不顕現類型である。この類型について、大半の判例は、差額説と親和的な

具体的損害計算ではなく、抽象的損害計算を採用した。これは、損益相殺の否定である。

次に問題となったのは、被害者に損害が発生したものの、私保険からの給付や抵当不動産

の競落等によって、利益を獲得した類型である。これも、素直に差額説に従えば控除され

るはずであるが、判例はこの類型についても損益相殺を否定した。  

 このように、19 世紀のドイツ法学は、損益相殺の議論を深めたが、いまだに、具体的な

事例への当てはめには疑問が残る状況であった。  

 その一方で、19 世紀の終わりから 20 世紀にかけて、ドイツ民法学は、損害賠償法に相

当因果関係理論を転用した。これは、損害の帰責に焦点を当てたものではあったが、当初

から、損益相殺にも適用されることが予定されていた。Walsmann と Oertmann は、その相

当因果関係論を損益相殺において採用したが、同時に、損害論として、損失説、すなわち、

具体的損害概念を採用した。これが、その後の議論の出発点となる。なお、当時のドイツ

法においては、既に差額説が通説となっていた。  

 ドイツの判例は、Oertmann の著書を引用して、損益相殺においても、相当因果関係論を

採用した。ドイツの学説も、相当因果関係論を維持した。もっとも、後の損益相殺の研究

において大きな影響を与えたのは、相当因果関係論ではなく、具体的損害理解であった。

日本には、学説継受期に、石坂音四郎が、Walsmann と Oertmann の著書を引用して、損益

相殺を紹介した。それと同時に、両者の採用した損失説を、差額説と同時に採用し、両者

を併用することを説いた。両説は、本来対立するものであるが、日本法においては、これ

らが融合し、通説的地位を占めることとなる。一方で、石坂は、Walsmann と Oertmann に

したがって、損益相殺の要件として、損害賠償と同じ相当因果関係が必要であると説いた。

しかし、相当因果関係説は、批判にさらされ、日本の学説は、相当因果関係の名の下に、

損害賠償における相当因果関係とは、異なる考慮を行うようになった（修正相当因果関係

説）。大正期、昭和初期に、損益相殺に関する判例が登場したが、判例も、これに対する

評釈も相当因果関係の有無を問題にはしていない。  

 戦後、ドイツにおいては、Cantzler が、相当因果関係論に批判を加えた。この Cantzler



 

第 6 章 まとめ 

201 

 

の相当因果関係論への批判は、学説に支持され、今日のドイツの学説で、相当因果関係論

を支持するものは見当たらない。判例は、形式的には、相当因果関係論を維持しているも

のの、実質的には、相当因果関係で判断をしていないとされる。Cantzler の見解の見解は、

日本法にも大きな影響を与え、北川善太郎や澤井裕が、相当因果関係説批判を展開した。  

一方で、Cantzler が、相当因果関係論に代わって、損益相殺の要件として提唱したのが、

法益助成理論である。Cantzler は、損害論として、差額説を採用する一方で、損害賠償、

損益相殺の根拠を、それぞれ、権利侵害、権利助成に求めた。このように考えるのであれ

ば、Cantzler の見解は、具体的損害概念に結びつくはずであるが、彼は、権利侵害／助成

を抽象的に把握し、その結果、損益相殺の対象となる利益を適切に限定することができな

くなった。結局、Cantzler は、給付の目的によって損益相殺を判断することとし、理論と

個々の判断とが結びつかないことになった。日本では、澤井が、Cantzler の見解を参考に

した上で、法的同質性説を唱えた。この法的同質性説は、損害と利益との関係を考慮する

ものであり、具体的損害理解に属するものである。しかし、澤井も、Cantzler 同様、損害

論として、差額説を採用した。そのため、澤井は、一方では、「損益相殺の根拠は、損害

概念から理論的に生ずる」とする一方で、損益相殺を異質のものを主に衡平の観点から統

一するための概念とすることにもなり、混乱している。損害賠償の目的も、損失から利益

を控除した差額を賠償することであるとする旨の記述がある一方で、被害者の利益を考慮

しない損失的変化のすべてを賠償することが大原則とされるなど、損益相殺を原則と捉え

るのか、例外と捉えるのか一定していない。澤井説は、問題も多いが、損益相殺において、

利益と損失との関係を考慮するという観点を提供したという点で、後の学説に与えた影響

は大きい。  

 

第 3 節 今日の法状況  

第 1 日本法  

 澤井論文以降、比較法研究を伴う本格的な損益相殺の研究は行われていない。澤井説の

影響を受けて成立した、填補性・同質性基準が多数説である。修正相当因果関係説は、少

数説となっている。損益相殺において、政策的な判断の必要性を指摘する見解も存在する。

重複填補という観点がしばしば指摘されるが、損益相殺と重複填補の関係について、統一

された認識が形成されているとは言い難い。  

 判例は、「損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を被

害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除することによって損益相殺的な調整を

図る必要があ」る（最大判平成 5 年 3 月 24 日民集 47 巻 4 号 3039 頁）などとしており、損

害と利益の同質性を要件とする、澤井説の影響が見られる。もっとも、この最大判平成 5

年 3 月 24 日とは異なる基準で、損益相殺を判断している判例も見られる。  

 

第 2 ドイツ法  

 Cantzler 以後、ドイツ法においては、Rudloff、Thiele、Büdenbender、Wendehorst や Thüsing

が、損益相殺に関する統一的規範を定立しようと試みた。現在のドイツ法で認められてい

る一般的な準則としては、以下のものがある。 1 点目は、法定債権譲渡の対象となる利益

は損益相殺の対象としないということである。 2 点目は、精神的利益と財産的損害とを損
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益相殺することはできないということである。 3 点目は、抽象的損害算定の場合は、損益

相殺は行われないということである。4 点目は、時的限界の承認である。5 点目は、費目拘

束の承認である。6 点目は、一部の事例における、加害者の故意過失を考慮することの承

認である。このうち、費目拘束の承認については、具体的損害理解と結びつくものである。

具体的損害理解においては、損害は、被害者の全財産の変化というように抽象的に把握さ

れるのではなく、実際に発生した害悪に対応して、具体的に把握される。加害行為に関連

して、複数の害悪が生じたときは、個別の損害を合計したものが全損害となる。  

この具体的損害理解に基づいて、損害と関係のない利益は排除され、これを前提に類型

ごとの検討がなされている。被害者または第三者の行為によらない利益については、一般

的に広く損益相殺が認められる傾向にある。これは、当該利益が、純粋な計算項目に接近

しているということを裏付けている。注目すべきは、賠償義務者の事務処理による利益の

類型である。この場合は、賠償義務者の主観が考慮されており、ここには、単なる損害の

計算項目に止まらない、損益相殺固有の問題が存在するように思える。被害者の行為によ

る利益において、指導的な役割を果たしたのは、損害軽減義務である。被害者が損害軽減

義務を怠ったときは、それによって増加した損害は賠償されないのはもちろんであるが、

逆に、被害者が義務を越える損害軽減を行った場合には、それによって生じた利益は損益

相殺の対象にならない。この損害軽減義務が、被害者の行為の影響を除去する機能を果た

している。加えて、損害確定後に、賠償義務者の行為によって損害が填補されても、その

利益は損益相殺の対象とならない。填補取引や競落事例のように、被害者の行為によって

初めて損害が確定する類型においては、損害算定において、当該取引による利益を考慮す

る。一方で、転売事例や美的修繕事例のように、既に損害が確定している場合は、被害者

の行為による利益は、損益相殺の対象とならない。第三者の行為による利益については、

損益相殺を否定する例が多々見られる。抽象的な差額説をそのまま適用して損益相殺を判

断することは行われていない。BGB843 条 4 項が広い範囲で援用されているという事実は、

同条項を具体的損害理解に沿って解釈する見解に整合的である。ドイツ法においては、抽

象的な差額説が通説とされているが、それがどこまで貫徹されているかは疑問である。  

ドイツ法における議論の流れを見てみよう。19 世紀のドイツ法学は、加害行為と因果関

係のある損害を賠償しなければならないという単純な公式を確立した。ここでいう、「損

害」とは、すべての負の変化を包含しうる、抽象的な差額説による「損害」であった。賠

償されるべき範囲を制限する機能は、因果関係に委ねられた。この因果関係として、一般

的な損害賠償においては、相当因果関係が採用されたが、損益相殺においては、これは不

都合であった。戦後、Cantzler を初めとするドイツ法の研究者は、相当因果関係論と決別

した。しかし、ドイツ法の歴史を俯瞰すると、既に、 19 世紀の終わりから、Walsmann や

Oertmann が、通説である差額説に反対して、具体的損害概念を採用していた。戦後には、

Cantzler も具体的損害理解に基づく法解釈を展開するなど、一貫して、損益相殺に関して

は、具体的損害理解が通説的な地位にある。損益相殺の判断において、具体的損害理解が

浸透していることは、具体的な事例群の検討によって裏付けられた。  

その一方で、因果関係と具体的損害理解だけでは説明することのできない損益相殺の類

型が存在することも明らかになった。弁済に準じた取扱を要する利益の類型と、賠償義務

者の故意過失という主観を取り込んで判断する必要がある類型がそれである。このような
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類型の存在と、損害賠償法の目的をどのように理解するかという理論的問題が、課題とし

て残ることとなった。  

 

第 3 アメリカ法  

 アメリカ法は、不法行為第二次リステイトメントを中心に検討した。リステイトメント

は、損益相殺について、920 条（利益が被告の不法行為によって原告に生じた場合）と 920A

条（被害者になされた支払の効果）の 2 つの規律を置いている。  

 920 条は、同一の利益への制限を要求しているが、これは、ドイツ法において検討した、

具体的損害理解の表れであるといえる。 920A 条の規定する collateral source rule も、基本

的に、具体的損害理解によって理解することができる。もっとも、ドイツ法において課題

とした問題と同じ問題ががここでも見られる。リステイトメントにおいても、損益相殺の

判断において、賠償義務者の主観を取り込んむ類型が存在することが確認された。また、

920A 条 1 項は、賠償義務者及びこれと一定の関係にある者の給付について、損害賠償から

控除することを命じている。  

 アメリカ法において新たに明らかになったことは、損益相殺の判断が、訴訟制度や損害

賠償に対する態度によって影響を受けうることである。アメリカと比べて損害賠償に消極

的な日本においては、アメリカ法より、損益相殺を積極的に承認する可能性がある。  

 

第 4 オランダ法  

 オランダ法は、日本法と同様、ドイツ法の影響を受けているが、理論的には、ドイツ法

とはかなり異なる立場を採用している。  

 損益相殺以前の問題として、損害賠償法の準則が異なっている。損害賠償の範囲は、相

当因果関係ではなく、合理性によって決定される。この合理性は、予見可能性の影響を受

けるものの、予見可能性その物ではなく、様々な事情を考慮しうる。例えば、合理性にお

いては、賠償範囲を決定するために、賠償義務者の主観も考慮され、故意の賠償義務者は

過失の場合と比べて、賠償範囲が拡大する。  

 この合理性基準は、損益相殺においても妥当する。NBW6:100 条は、合理性という抽象

的な基準を定めることで、裁判官に広範な裁量を与えている。そのため、合理性の内容を

明らかにすることは困難である。学説は、合理性基準が採用される前から、一般的な損害

賠償と同じ基準が損益相殺にも妥当すると説かれてきた。これが「鏡像思想」である。「鏡

像思想」は、ドイツ法では、相当因果関係論の議論において見られたが、オランダ法では、

これが今日に至るまで、有力に主張されている。もっとも、今日のオランダ法の学説は、

単に同じ基準を用いるだけではなく、「鏡像思想」から、具体的損害理解に類似した、利

益と損害との対応を要求している。また、第三者給付に関しては、結果の妥当性に重点を

置いた定式を採用している。  

 NBW は、損益相殺について、抽象的な規定を置いて、判断を裁判官に委ねるだけではな

く、一部の分野については、自ら、損益相殺について判断をしている。特に、NBW7:36 条

1 項は、売買契約の解除の場合の損害賠償について、契約目的物に時価がある場合には、

「契約中で定められた代金と不履行の日における時価との間の差額」が損害であるとする。

これによって、転売による利益は、損害賠償に影響しないこととなる。その一方で、



 

第 6 章 まとめ 

204 

 

NBW7:37 条は、填補取引が行われた場合について、「合意された代金と填補売買の代金と

の間の差額」を損害とする。この結果、填補取引による利益は、損益相殺の対象になるこ

ととなる。これらの結論は、ドイツ法と同じである。  

 オランダ法は、鏡像思想を維持し、合理性を、一般的な損害賠償と損益相殺の共通の基

準としているという点では、ドイツ法と大きく異なっている。もっとも、合理性の内容と

して、具体的損害理解に類似した事項を含む見解が有力に主張されている。また、NBW は、

一部では、損害を法定することで損益相殺の問題を解決しており、損益相殺の問題の少な

くとも一部が損害の把握の問題であることを示している。  

 

第 4 節 検討  

 損益相殺について検討する以上、利益を控除する根拠を検討しなければならない。損益

相殺の根拠として、従来、損害賠償の目的は原状回復である、差額説を前提に損害概念か

ら生じる、公平の観点から当然といった点が指摘されてきた。これらの根拠は、損益相殺

を原則とし、損益相殺の否定は例外であることを前提としている。この「原則」について

検討する必要がある  

 伝統的に、損害賠償は原状回復を目的とするものであるから、被害者が利得することは

許されず、その利益は損益相殺されるという説明が見られる。しかし、この説明が正しい

とすれば、不法な行為によって、「被害者」に損害ではなく、利益だけが発生した場合は、

「加害者」は「被害者」にその利益の引渡を請求できるはずである。既に、 100 年以上前

のドイツで、Scherer は、損益相殺を認めれば「高額の保険の掛けられた大酒飲みを殺害し

た者に対して、殺された者の妻は、謝礼を支払わなければならないことになるだろう」と

いった。もちろん、加害者が被害者に利益の引渡を請求できるという結論は否定されなけ

ればならない。このことは、これまでの研究がこのような結論を支持してこなかったこと

によって裏付けられる。また、民法 709 条を初めとする、損害賠償法規範も、「損害」の

賠償は命じても、利益の引渡は命じていない。このように、条文の文言からも、従来の研

究からも、損害賠償法が、利益についても原状回復を命じていると理解することはできな

い。損害賠償法の目的とする原状回復とは、損害の除去を意味し、利益の剥奪を意味しな

い。損害賠償法は、損害の除去を目的とし、利益はその過程で考慮されうるに過ぎない。  

 損害賠償の目的に関して、今日の損害賠償法には、懲罰的要素はなく、単に不法な行為

の結果の除去のみを目的とするとの説明もみられる。しかし、被害者が受けた利益につい

て、加害者に引渡請求権を認める見解はない。損害賠償法は、加害者が、負の結果（損害）

を発生させたが故に、損害賠償を命じているのであって、正の結果（利益）については、

基本的に無関心である。このように、損害賠償の目的を片面的に捉える以上、損害賠償に

おいて、全ての利益を考慮することは、損害賠償の目的と合致しない。  

 それでは、損害概念は、損益相殺の根拠たり得るのか。損害について検討する必要があ

る。  

 歴史的に見れば、昔の法律は、ALR に見られるように、具体的に賠償されるべき損害を

規定していた。しかし、これでは、賠償対象となる損害の拡大という要請に応えることは

できない。19 世紀のドイツ法学は、差額説によって、逸失利益の賠償を一般的に認めるこ

とに成功した。この、抽象的な差額説は、損害を加害行為がなかったであればあったであ



 

第 6 章 まとめ 

205 

 

ろう財産状態と現実の財産状態との差額として把握することを、内容とする。これととも

に、19 世紀のドイツ法学は、加害行為との因果関係のある全損害が賠償されるという単純

な公式を確立した。抽象的な差額説は、損害を、財産状態の差額として、抽象的に把握す

ることにより、この単純な公式と併せて、因果関係の認められる範囲で、全ての損害と全

ての利益を考慮するという結論を導いた。  

 しかし、抽象的な差額説は、損益相殺においては不都合であった。ドイツの民法学は、

賠償されるべき損害の範囲を合理的に限定するために、刑法において主張された相当因果

関係という考え方を損害賠償に導入した。同時に、この相当因果関係は、損益相殺にも導

入された。しかし、相当因果関係は、損益相殺されるべき利益を合理的に限定することは

できなかった。Walsmann や Oertmann は、その論文で、損益相殺への相当因果関係の導入

を説く一方で、既に当時通説となっていた、抽象的な差額説ではなく、損失説、具体的損

害概念を主張した。ドイツの学説及び判例は、損益相殺へ相当因果関係を導入することに

は賛成したものの、損害論においては、抽象的な差額説は通説であり続けた。しかし、損

益相殺に関しては、後の議論に大きな影響を与えたのは、相当因果関係ではなく、具体的

に損害を理解するという考え方であった。  

 戦後のドイツにおいて、Cantzler は、相当因果関係論を批判した。現在のドイツの学説

において、損益相殺に関して、相当因果関係論を唱えるものは見当たらない。Cantzler は、

相当因果関係論に代わって、権利助成理論を提唱した。この権利助成理論は、具体的な損

害理解と結びつきやすいものであった。さらに、Thiele は、損害と利益との間に、解くこ

とができない内的関係（ unlösbarer innerer Zusammenhang）を要求し、多くの判例で採用さ

れた。現在のドイツの支配的な見解は、損益相殺に関しては、具体的損害理解を採用して

いる。  

 ドイツ以外でも、アメリカ法においては、かなり明確に具体的損害理解を読み取ること

ができた。さらに、オランダの学説も、具体的損害理解に類似した、損害と利益との対応

を必要としている。  

 さらに、日本法においても、具体的損害理解は根付いている。Walsmann らが主張した損

失説は、学説継受期の日本法に、差額説とともに受け入れられた。この損失説と差額説が

融合したものが、日本法における、伝統的な損害理解となっている。損益相殺に関しても、

戦後、澤井が法的同質性説を提唱した。澤井の提唱した、損害と利益との法的同質性、ま

たは、填補性を必要とするという考え方は、徐々に、判例および学説に受け入れられてい

った。これは、結局のところ、賠償されるべき損害を具体的に把握するということである。

では、日本法において、通説とされている差額説は、損益相殺と、どのような関係にある

のか。  

 抽象的な差額説は、損害を抽象的な差額として把握する。そのため、全ての損害を包含

することができるが、同時に、全ての利益の考慮をも要求する。それゆえ、損益相殺は、

抽象的な差額説の論理的帰結である。しかし、日本法の通説は、抽象的な差額説ではなく、

金額の差をもって損害と捉える点を基本的要素とする、金額差額説である。金額差額説は、

必ずしも、損害を抽象的に把握することを内容としていない。金額差額説は、具体的損害

理解と調和しうる。現に、「個別財産差額説」として、具体的損害理解に立脚した差額説

が紹介されている。また、裁判実務で採用されている、個別積み上げ方式は、差額説であ
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ると考えられているが、具体的損害理解と整合的である。金額差額説は、具体的損害理解

と矛盾するものではない。  

 損益相殺において問題となるのは、考慮される利益の範囲をいかに合理的に制限するか

ということである。本稿で検討した外国法の多くや、今日の日本法は、具体的損害理解に

よって、これを達成している。日本法において通説となっている金額差額説は、具体的損

害理解の妨げとなるものではない。理論的な見地からも、具体的損害理解は、抽象的な差

額説と異なり、損害賠償法の片面性を承認することとも整合的である。本稿は、少なくと

も損益相殺に関しては、日本法においても、具体的損害理解を採用すべきであると考える。

そして、具体的損害理解を採用する以上、具体的に把握された損害を算定する限度で、見

かけ上の利益が控除されることはあっても、損害概念からは、損害と関係のない利益の控

除が要請されることはない。  

 それでは、「公平の観点から当然」損益相殺が要請されるという見解は、どうだろうか。

確かに、損害を越える賠償を命じることは、「公平の観点」からすれば許されないかもし

れない。しかし、本稿は、既に、損害賠償の片面性を承認し、具体的損害理解を採用する

ことを明らかにした。それゆえ、「公平の観点」から要請されることは、具体的に把握さ

れた損害を越える賠償を命じないことだけである。確かに、被害者が利益を受けるともに、

損害の賠償も受ければ、「焼け太り」の状態が生じるが、このことは、「公平の観点から

当然」回避されなければならないことではない。これに対して、賠償が、発生した損害を

越えないことは、「公平の観点」から要請される。そして、損害を考慮する際に、見かけ

上の損害から見かけ上の利益を控除して、真の損害を把握することがある。これを「損害

算定的損益相殺」ということにした。これ以外の損益相殺は、原則として、認めることが

できない。損害賠償の片面性を承認する以上、損害賠償法の観点からは、損害と利益とは

異質なものと言わざるを得ない。そして、損害賠償法は、損害の除去を目的とし、利益の

返還には無関心である以上、損害賠償の局面においては、利益の控除は例外となる。  

 これまでの結論をまとめると、「損害と利益とが、同一の行為から発生したとしても、

原則として、利益は損害から控除されない。もっとも、真の損害額を算定するための損害

算定的損益相殺は、広く認められる。」となる。  

 この損害算定的損益相殺は、真の損害を算定するためになされるものであるから、そこ

では、損害の内容が正確に把握されなければならない。日本民法は、金銭賠償主義を採用

しているので、損害賠償は金銭の形でなされなければならない。そのため、家屋の滅失の

ような具体的な損害について、これを金銭で評価することが必要となる。その評価の過程

で現れるのが、損害算定的損益相殺である。  

 今日では、損害も法的評価の結果であるということは広く認知されている。そして、具

体的損害理解は、損害を規範的に評価することとよく合致する。例えば、被害者が、加害

行為によって後遺症を負ったが、必死の努力を行ったために、現実には、収入が減少しな

いということがある。逆に、被害者が、軽い傷害を負ったにもかかわらず、適切な治療を

受けることを怠ったために、大いに収入が減少するということもある。ドイツ法では、こ

のような場合は、損害軽減義務の問題として処理される。被害者が、義務を越える損害軽

減を行った場合は、それによる利益は、損益相殺の対象とならない。逆に、被害者が、損

害軽減義務を怠った場合は、それによって増加した損害は、賠償されない。この結論は、
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日本法においても支持されている。そして、具体的損害理解であれば、これらの場合でも、

被害者が実際に負った傷害に対応する賠償を命じればよいことになり、容易に妥当な結論

に到達することができる。  

 今日の日本における損益相殺の問題の多くは、人身損害の問題である。そして、その多

くは、損害算定的損益相殺、つまり、損害を適正に評価して、その額を算定する際の問題

であると考える。ここで問題となるのは、人身損害においては、物の毀損のように市場価

値で算定することができず、損害を把握することが困難であるということである。本稿で

は、このうち特に、後遺症の場合の逸失利益と、死亡の場合の財産的損害について検討し

た。  

 後遺症の場合の逸失利益については、判例が、現実の収入の低下・喪失を損害と把握す

る旨の判断を示したことがある。しかし、その後、判例は、「後遺症が被害者にもたらす

経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」には、労働能力低下による損害賠償を認め

る立場に転じた。今日の裁判実務においては、労働能力の低下が、後遺症の場合の逸失利

益を算定する上で重要な要素となっている。また、現実には収入のない専業の家事従事者

についても、逸失利益は認められているが、これも、労働能力の低下という観点から説明

することができる。一方で、収入という観点を無視することもできない。労働者は、金員

（給料）の獲得を目的に労働するのであり、就労不能になっても、金員が支払われ続ける

のであれば、問題となることはない。そして、現在では、公的年金制度が確立され、就労

しなくても一定の場合には金員の支払を受けることができる。現に、判例は、普通恩給や

老齢年金等について、逸失利益性を認めている。そこで、後遺症の場合の逸失利益は、金

員獲得能力の低下または喪失を意味するものと理解すべきである。例えば、被害者が、後

遺症によって、労働して金員を獲得する能力を喪失したが、反面、障害年金の受給権を獲

得したとする。この場合は、被害者は、労働によって金員を獲得することはできなくなっ

たが、障害年金から、金員を獲得することはできる。したがって、その限度では、被害者

の金員獲得能力は存続していると考えるべきである。そして、この場合は、就労による逸

失利益から、障害年金から給付された金員を控除して損害額を算定することになる。これ

は、損害算定的損益相殺の一つである。  

 一方、死亡の場合の財産的損害については、後遺症の場合のように、金員獲得能力の喪

失または低下と考えることはできない。死亡の場合は、被害者自身に金員獲得能力に代わ

る賠償を得させることは不可能である。そして、不可能である以上は、金員獲得能力とは

別の損害を填補するために賠償がなされるものと考えるべきである。死亡の場合の損害に

ついては、見解の対立があるものの、本稿は、判例・裁判実務の採用する、いわゆる相続

構成を前提とする。死亡の場合についても、そして、被害者が加害行為によって死亡しな

ければ、被害者は、その金員獲得能力を発現させて、その一部を相続財産として残したは

ずであるところ、被害者の死亡によって不可能となった。この本来であれば相続できたは

ずの財産の減少を、死亡の場合の財産的損害と捉えるべきである。被害者は死亡しなけれ

ば、金員獲得能力を発現させて、金員を獲得し、その一部を自己のために消費し、残部を

相続財産として遺したはずである。この被害者が消費したはずの金員をもっとも、このよ

うに考えても、問題となっている財産は、被害者の金員獲得能力の発現によって得られた

はずのものであるから、金員獲得能力との関係を無視することはできない。例えば、被害
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者が死亡した場合に、それによって、被害者の遺族に、遺族年金が支給されることがある。

これは、被害者が法定の要件を具備して死亡したために支給されるものである。それゆえ、

遺族年金も、被害者の金員獲得能力の発現と見ることができる。被害者が死亡してもなお、

その金員獲得能力の一部は失われていないのであるから、遺族年金の支給分については、

損害があるということはできない。それゆえ、損害の算定においては、遺族年金について

は、控除がなされることになるが、これも、損害算定的損益相殺である。  

 このような損害算定的損益相殺は、広く認められてよい。しかし、それ以外の場合は、

同一の行為から、損害と利益が発生しても、原則として、利益は損害から控除されない。

もっとも、例外的に、損益相殺が認められる場合がある。それが、利益調整的損益相殺で

ある。利益調整的損益相殺は、最判平成 6 年 12 月 20 日民集 48 巻 8 号 1676 頁やドイツの

判例等に見ることができる。より明確に、アメリカの不法行為第二次リステイトメントは、

「原告が気まぐれ又は悪意（ spiteful）があり、しかも、被告が故意ではなく、過失によっ

て行動した場合」に損害賠償を否定している。このような賠償義務者の悪性の不存在（場

合によっては、賠償権利者の悪性の存在）によって、利益の控除の有無が判断される点に、

利益調整的損益相殺の不安定性が現れている。  

どのような場合に、利益調整的損益相殺が肯定されるかは、具体的な事例ごとに、法的

な評価に基づいて判断するしかない。もっとも、一般的には、加害者の悪性（特に、主観

面。）が弱く、利益と損害とが一連の行為によって生じ、両者が密接に関連している場合

ということができよう。  

 なお、利益が弁済としての性質を帯びている場合は、利益調整的損益相殺においても、

問題なく損益相殺が認められる。これは、形式的には、損益相殺の一種ということができ

るが、実質的には、弁済として処理されるものである。  

 本稿は、これまで見てきた基本的な考え方に基づき、具体的な場合における損益相殺に

ついて検討した。  

 最初に検討したのは、生命侵害の場合の生活費控除である。生活費控除は、前述のよう

に、損害算定的損益相殺として、認められる。この生活費控除が大きな問題となった場合

として、交通事故の被害者が事故で後遺症を負ったため、損害賠償請求がなされたものの、

その後、別の事故で死亡した事案があった。この場合は、後遺症について損害賠償請求が

なされているのであるから、被害者が死亡し、生活費が不要となったことは、損害の算定

とは無関係である。よって、損害算定的損益相殺をすることはできない。また、利益調整

的損益相殺を認めるべき例外的な事情も見当たらない。そのため、別の事故で被害者が死

亡したからといって、生活費控除がなされるわけではない。  

 次に検討したのは、年少者が死亡した場合の養育費の節約である。養育費の節約に関し

ては、最高裁が、これを損益相殺しない判断を示したにも関わらず、かなりの数の下級審

がこれとは異なる判断をし、再度、最高裁が、損益相殺しないことを判示し、ようやく実

務上も、損益相殺の否定が定着したという経緯がある。このような混乱は、結局のところ、

死亡による損害をどのように把握するかという問題に起因するものである。養育費の控除

を認める見解は、死亡による損害を、年少者の親の損害と捉えるものであろう。これに対

して、死亡による損害を被害者自身の損害（被害者が死亡している以上、これは、相続財

産の減少という形で現れる。）として捉えるのであれば、養育費の節約は、第三者の利益
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にすぎない。いわゆる相続構成は、後者の見解に立つものである。一方、ドイツ法のよう

な、扶養構成を採れば、前者の見解を採用するのが素直である。本稿は、相続構成を前提

とするので、養育費の節約は、損害算定的損益相殺の対象にならないことになる。また、

利益調整的損益相殺を行うべき例外的な事情も見当たらない。それゆえ、養育費の節約は、

損害賠償において考慮されない。  

 その次に検討したのは、被害者の努力によって得られた利益についてである。既に検討

したことではあるが、ここでは、重度の後遺症の場合は、本人の特別の努力等によって収

入が維持されていたとしても、実際には、労働能力が低下している以上、これを損害と捉

えて、それに対応する賠償を行うべきことが確認された。  

 問題が多かったのは、加害者の行為による利益についての検討である。まず、加害者の

事務処理によって生じた利益について検討を行った。このうち、市長が、違法に、固定資

産税の非課税措置を行い、それによって、固定資産税徴収権を時効消滅させ、市に損害を

生じさせたが、その一方で、市が安価に土地を借りることができたという事案について、

判例は、当該利益の損益相殺を行っている。しかし、固定資産税徴収権の時効消滅という

損害を算定する際に、土地使用料の節約という利益を考慮する必要はない。この損害と利

益とは無関係であり、損害算定的損益相殺を行うことはできない。問題は、利益調整的損

益相殺である。この事案では、市長は、違法な非課税措置を行ったが、これは、条例の認

識不足によるものと考えられる。その一方で、市長は、より多くの利益を市に生じさせる

ことに成功している。この事案では、加害行為の違法性はそれほど強いものであるとはい

えず、加えて、賠償義務者の主観的悪性は低いというべきであり、また、加害行為によっ

て、賠償権利者に利益を生じさせたといえる。このような場合には、損害賠償法の片面性

を強調し、賠償権利者に、利益を得させる一方で、賠償義務者に、全損害の賠償を命じる

べきではあるまい。利益調整的損益相殺を行い、損害の賠償を否定すべきである。この事

案と対称的なのは、ゼネコンの取締役が収賄を行い、それによって公共事業を受注したと

いう事案である。この収賄事案においても、取締役は、会社のために、違法な事務処理を

行い、結果的に、会社に利益を生じさせたと言えなくはない。しかし、収賄事案は、固定

資産税の非課税措置を行った事案と異なり、行為の悪性は、顕著である。収賄が、犯罪行

為であることに疑問の余地はなく、問題の取締役も、そのことを理解した上で、収賄を行

ったのである。加害行為の違法性は強いものといわざるを得ないし、賠償義務者の主観的

悪性も高いといわなければならない。そして、このような悪性の高い行為について、利益

調整的損益相殺という例外的な取扱をすべき理由はない。よって、収賄事案については、

損益相殺は否定され、取締役は、賄賂の全額について賠償しなければならない。  

 この収賄事案と同様に、賠償義務者の醜悪な行為が問題となったのが、いわゆるヤミ金

に関する問題である。ヤミ金は、高利の貸付という形をとって、被害者から元利金等の名

目で違法に金員を取得し、多大な利益を得るという行為の手段として、被害者らに、貸付

として金員を交付している。被害者が、ヤミ金に対して、損害賠償を請求したところ、ヤ

ミ金が、貸付として交付した金員を損益相殺すべきであると主張した。これに対して、判

例は、被害者が、反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合には、当該利益を損益

相殺の対象として、損害額から控除されることは許されない旨を判示した。これについて

は、まず、被害者が、元利金等の名目で交付させられた金員という損害と、貸付金として
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交付された金員という利益は無関係であり、損害を算定するために、この利益を考慮する

必要はないから、損害算定的損益相殺を行うことはできない。一方で、利益調整的損益相

殺は、損害賠償法の片面性という原則に対する、例外的対応である。そして、ヤミ金のよ

うな、反倫理的行為については、賠償義務者の行為の悪性は顕著である。それゆえ、利益

調整的損益相殺も行われないのである。同様のことは、投資詐欺の事案についても妥当す

る。  

 その次に検討したのは、加害者の行為の結果、事実上生じた利益である。具体的には、

欠陥住宅を購入した被害者が、建物の販売者や設計者等を相手に、立替費用相当の損害賠

償を請求した事案において、被害者が当該欠陥住宅に居住することによる利益などが問題

となった。この場合は、瑕疵のない建物を得ることができる地位を奪われたという損害が

問題となっているが、この損害と居住による利益は無関係である。それゆえ、損害算定的

損益相殺をすることはできない。また、建物の販売者らは、共同して危険な建物を建築し

て、これを販売したのであって、その行為の違法性は決して軽微なものではない。よって、

利益調整的損益相殺の対象にもならない。欠陥住宅に居住することによる利益を損益相殺

することは否定される。  

 最後に検討したのは、第三者の給付による利益である。ここでは、重複填補という観点

が指摘されているが、この観点から検討するためには、何が填補されるべき損害であるか

を特定しなければならないであろう。そのためには、各規範に対する充分な理解が必要と

なるが、本稿はこれを満たすことはできない。本稿は、加害者と被害者の関係に焦点を当

てて、損害賠償における利益の考慮を検討した。  

 もっとも、代位との関係については、若干言及しておく必要がある。本稿は、損益相殺

を二分して、その根拠や要件が異なることを明らかにした。それゆえ、代位についても、

これに対応して、説明する。  

 まず、損害算定的損益相殺は、真の損害を定めるに当たり、便宜上、見かけの損害と利

益との差し引き計算を行うものである。損害算定的損益相殺に関する代位は、この見かけ

の利益について、損害賠償請求権の移転を認めるものである。それゆえ、本来は損害では

ないものを損害と擬制し、それについての損害賠償請求権を代位者に帰属させるものであ

るといえる。公的年金に関する代位は、この類型に属する。損害賠償法上は、本来、損害

ではないものを、代位規定によって、損害と擬制するのである。それゆえ、公的年金と同

じ性質を持つものであっても、代位規定の存在しない恩給については、損害の擬制は生じ

ない。この種の代位は、賠償義務者の責任を加重するものであるから、法律の規定によら

なければすることができない。一方、損害保険における請求権代位のように、損害の算定

ではなく、利益の調整局面における代位も存在する。この種の代位は、代位があることに

よって、賠償権利者は、第三者の給付と、損害賠償給付を二重に受けることができなくな

る。これは、損害賠償法とは、無関係な代位である。損害賠償法は、被害者の利益につい

ては無関心であり、加えて、この種の代位は、賠償権利者の責任を加重するものではない

から、法律の規定ではなく、当事者間の契約によっても行うことができる。  

 この 2 種類の代位は、代位と賠償請求権の範囲との関係が異なっている。損害算定的損

益相殺に関する代位は、代位に必要な限度で、損害の発生を擬制するものである。それゆ

え、代位の範囲は、賠償義務者が賠償権利者に支払うべき賠償額に影響しない。代位の範
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囲が限定される場合でも、それに対応する損害の発生が擬制されて、代位者に移転するだ

けのことである。これに対して、損害算定的損益相殺に関しない代位は、損害損害賠償法

と無関係であるから、代位者が行使することができる損害賠償請求権の額と、代位によっ

て被代位者が失う損害賠償請求権の額は、一致する。ただし、代位の範囲は、当該代位規

範によって決定されるので、給付額と一致する保障はない。  

 このような代位に関する理解を前提に、第三者の給付による利益について、具体的に検

討した。  

 最初に検討したのは、私保険である。主要な私保険は、生命保険、損害保険及び傷害保

険である。さらに、特殊な損害保険として、所得補償保険が存在し、特殊な傷害保険とし

て、搭乗者傷害保険が存在する。これらについて、損益相殺や、損害保険については請求

権代位が議論されてきた。本稿は、これらの私保険からの給付は、賠償されるべき損害の

算定とは無関係であるから、損害算定的損益相殺の対象にはならないと考える。さらに、

多くの保険については、賠償権利者（側）が保険料を負担して、保険金を獲得するもので

あるから、利益調整的損益相殺の対象にもならない。問題となるのは、搭乗者傷害保険で

ある。ドイツ法では、搭乗者傷害保険の保険金は、損益相殺の対象となるものと解されて

いる。論理的には、同様の解釈をすることも可能であろう。しかし、ここで問題となるの

は、搭乗者傷害保険の保険金が、弁済としての性質を有するかということである。仮に、

弁済としての性質を承認すると、交通事故の被害者が、搭乗者傷害保険から保険金を受け

取ることによって、事故の乗車する車に衝突した、相手側の自動車の運転手に対する損害

賠償請求権も減少することになる。個人主義を徹底すれば、そのような結論も許容しうる

のであろうが、現在の日本法においては、そのような解釈を採用することは困難であるよ

うに思われる。  

 なお、損害保険においては、請求権代位が存在するために、損益相殺が否定されるとい

う説明が見られる。しかし、判例は、保険金は、払い込んだ保険料の対価たる性質を有す

るという、生命保険等と同じ理由で損益相殺を否定している。本稿も、損害保険の保険金

については、生命保険の保険金と同様、損害算定的損益相殺の対象にも、利益調整的損益

相殺の対象にもならないので、損益相殺される利益ではないと考える。かつての学説は、

損益相殺と請求権代位とを一体のものとして考えていた。この考えは、保険金と請求権代

位の対象となる損害賠償請求権が同額であることを前提としている。しかし、前述の通り、

保険金と代位の額が同じである保障はない。例えば、新価保険では、保険の目的の価額と

保険金の額が異なることは、保険の性質上、予定されている。そして、損害賠償請求権は、

被侵害法益の価額を基準に算定されるから、保険金と、被代位請求権の額が異なることは、

当然、生じうる。また、所得保障保険では、学説は、ほぼ一致して、請求権代位を行うこ

とに反対したが、そのような請求権代位の存在しない損害保険の存在も考慮する必要があ

る。今日の法状況を前提とする限り、もはや、損益相殺を請求権代位と一体のものとする

解釈は取り得ないというべきである。  

 私保険の次に検討したのは、社会保険である。このうち、年金保険からの給付について

は、前述のように、金員獲得能力の発現と見るべきである。それゆえ、後遺症の逸失利益

や、死亡の場合の財産的損害を検討する際には、損害算定的損益相殺において、年金保険

からの給付を考慮しなければならない。遺族年金については、受給権者以外の者が、被害
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者の死亡による損害賠償請求権を相続したとして損害賠償請求をすることがあるが、この

場合は、遺族年金を受給していない以上、年金を考慮することができないのは当然である。

社会保険には、労働保険（労災保険）もあるが、これも、年金保険と同様、損害算定的損

益相殺において考慮される。なお、判例のいう「損益相殺的な調整」は、損害算定的損益

相殺においては、それに関する代位規定が存在しても、被害者からの損害賠償請求におい

ては、代位規定を度外視して、損害を算定すればよいからこそ成立する概念である。損害

算定的損益相殺に関する代位は、代位に必要な限度で、損害の発生を擬制することで、損

害賠償請求権を発生させ、その損害賠償請求権が代位権者に移転する。代位の範囲につい

ては、代位権者が、損害賠償請求権を行使したときに検討すればよく、被害者が損害賠償

請求権を行使する際には問題とならないのである。  

 社会保険ではないが、生活保護についても、検討を行った。生活保護から医療扶助を受

けた場合は、被害者は、それによって無償で治療を受けたのであるから、治療について、

損害は発生していない。この場合に、医療扶助を考慮するのは、損害算定的損益相殺の一

種である。もっとも、生活保護法 63 条は、費用返還義務を課しているから、その限度では、

被害者は無償で治療を受けたとはいえない。そのため、費用の返還に必要な限度で、損害

が擬制され、被害者において、損害賠償請求権を行使することができる。  

 最後に検討したのは、第三者からの贈与についてである。この贈与による利益は、被害

者の死亡による逸失利益などの損害とは無関係であり、損害算定的損益相殺の対象とはな

り得ない。加えて、利益調整的損益相殺の対象とすべき理由も見当たらない。  
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結びに代えて 

 

 損益相殺について長々と検討してきたが、日本法における検討は、ある意味では、非常

に拍子抜けするものであった。日本法における損害賠償の議論は、ドイツ法の強い影響を

受けて発達してきたものであることは周知の通りである。ところが、日本法は、学説継受

期に、ドイツ法の通説であった差額説をそのまま承継することはせず、損益相殺の問題解

決に有用な損失説を同時に継受した。当時の日本法が、損益相殺における損失説の意義を

充分理解していたかは定かではないが、結果的に、日本法に、損害を具体的に把握すると

いう考え方が根付くことになった。  

損益相殺は、ドイツの差額説に由来する問題である。日本法では、抽象的な差額説をそ

のまま承継することはしなかったためか、ドイツ法に比べて、損益相殺として議論されて

いる問題が格段に少ない。ドイツ法では、填補取引を行った場合の損害額の確定や、被害

者の義務を越えた損害軽減などにおいても、損益相殺が問題となる。これに対して、日本

法では、損害額の確定は損益相殺の問題ではないと見なされる傾向が強く、多くの問題は、

人身損害に関するものに集中している。これは、人身損害においては、どのように損害を

把握するかが明確になっていないためであると考えられる。さらに、現在では、澤井説に

端を発する、填補性・同質性基準が広く受け入れられている。そのため、この填補性・同

質性基準の指向する具体的損害理解を基底にして、損益相殺の問題を、損害の把握（損害

算定的損益相殺）と、その後の利益の調整（利益調整的損益相殺）とに分けて分析するこ

とができた。仮に、日本法が、ドイツ法の抽象的な差額説を全面的に採用していれば、本

稿の分析はより困難なものとなっていたに違いない。  

 先人達の優れた判断に敬意を表する次第である。 

もちろん、損益相殺の議論の多くは、残ったままである。本稿が明らかにすることを試

みたのは、損益相殺の基本的な考え方だけである。損害算定的損益相殺といったところで、

何が賠償されるべき損害かは、個別の損害賠償規範を解釈した上で、当該事案に即して検

討されなければならない。本稿においても、人身損害における損害の把握のように、具体

的な損害を把握するために検討を行った問題がある。その他の損害については、簡単に触

れただけであるが、これらについても、さらなる損害賠償規範の解釈が必要とされるとこ

ろである。また、利益調整的損益相殺についても、その要件は明確なものとはいえない。

こちらは、一応、損益相殺固有の問題といえるが、損害賠償規範の内容とも無関係ではな

い。それ以上に、個別の事案に依存する度合いが高く、その内容の具体化は容易ではない。

これらの点については、今後の検討課題としたい。  

 

※ 本稿は JSPS 科研費 25・2206 の助成を受けたものです。  


