
警察のおとり捜査及び警察官の偽証等によっ

て実刑判決を受けたとして国家賠償請求が認

容された事例（札幌地判平成22年３月19日判

時2095号87頁）についての民事法上（損害

論）・刑事法上（おとり捜査の違法性）の疑

問点とその検討

―松本実務研究会研究報告⑷ ―

大 江 裕 幸

１ はじめに

本稿では，2011年６月17日に開催された「第８回松本実務研究会」におけ

る報告の概要を報告する。

対象とした裁判例については，今回の研究会において対象としなかった国

家賠償法上の論点（検察官の公訴提起・追行の国家賠償法上の違法性，警察

官の法廷での証言の国家賠償法１条の「職務行為」該当性，中間判決におい

て判示された国家賠償法６条の適用等）を中心に，2011年４月９日に開催さ

れた「行政判例研究会」において報告を行い，その報告内容は別媒体におい

て公表することを予定している。また，本報告の内容は，民事法・刑事法・

実務について全く承知していない行政法研究者である筆者が，上記「行政判

例研究会」報告を準備する過程で抱いた，民事法上，刑事法上の理論上・実

務上の疑問点について，その内容を率直に披歴し，その疑問に対して素人の

思いつきの域を超えない簡単な検討を加え，民事法・刑事法研究者，実務家

の意見を伺うという点に眼目がある。そのため，文献等の引用は最小限度に

とどめており，検討内容についても研究会メンバーの議論を喚起するための
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門外漢による試論にすぎないということをお断りしておく。また，とりわけ

刑事法上の問題については，素人的な疑問を投げかけただけであり，それに

対する筆者としての試論を提示することはできていない。

なお，本報告を受けて，2011年９月27日に開催された「第９回松本実務研

究会」において，対象裁判例及び本報告の検討内容を対象として，刑事法研

究者（丸橋准教授）及び民事法研究者（栗田准教授）より，それぞれ専門の

観点からの報告が行われた。その報告内容は次号以降に掲載される予定であ

る。今回このような形で本稿を公表する理由は，次号以降の本格的な検討の

呼び水となった拙い報告内容を読者の参照の便に供するためである。

２ 事実の概要

本件は，けん銃１丁及び実包16発を携帯したとの銃砲刀剣類所持等取締法

違反の罪により懲役２年の実刑判決を受けたロシア人である原告Ａ・Ｂ（以

下「原告Ａ」という。）が，北海道警察本部生活安全部銃器対策課（以下

「銃器対策課」という。）の警察官による違法なおとり捜査等によって前記

判決を受けたと主張し，また，札幌地方検察庁（以下「札幌地検」という。）

の検察官も前記違法なおとり捜査等がなされたことを看過したまま公訴を提

起したなどと主張して，被告らに対し，国家賠償法１条１項に基づき，損害

賠償（慰謝料）を請求するとともに，原告Ａの弁護人を務めた原告甲野太郎

（以下「原告甲野」という。）も，前記銃器対策課の警察官や札幌地検の検

察官の不法行為によって弁護権を侵害されたと主張して，被告らに対し，国

家賠償法１条１項に基づき，損害賠償（慰謝料）を請求している事案である。

本判決は，警察官によるおとり捜査の違法性を否定したが，警察官による

虚偽の捜査関係書類の作成，刑事裁判における虚偽の証言（判決においては

「本件虚偽捜査関係書類の作成等」とされている。）があったことを認め，

その違法性を理由として，原告Ａの被った損害に対して，請求額2,200万円

（うち弁護士費用が200万円）のうち50万円（うち弁護士費用が20万円）の

限度で慰謝料請求を認容し，原告甲野の請求については棄却した。
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３ 判旨（損害論・おとり捜査の違法性についてのみ）

⑴ おとり捜査の違法性について

「以上の事情を総合すれば，Ｃの原告Ａに対するけん銃取引の働き掛けは

乙山警部補の常日頃からの教示によってなされたものと認められるというべ

きである。よって，本件捜査は捜査協力者を利用したおとり捜査であったと

認められる。」〔97頁３段目・引用箇所の表示は判例時報2095号による。以下

同じ。〕

「以上のような事情を総合すれば，職業は船員であり，Ｃからの働き掛け

によって初めて本件けん銃等を日本に持ち込むことを決意し，父の遺品であ

る本件けん銃等を持ち込んだ旨の原告Ａの供述を直ちに信用することはでき

ないといわなけれならず，かえって，原告Ａは，Ｃの働き掛けがなされる前

から，場合によってはけん銃を日本に持ち込む意思を有していた疑いが残る

といわざるを得ない。

そうすると，銃器対策課の警察官が，本件捜査が捜査協力者を利用したお

とり捜査であったことを隠ぺいしたことを最大限考慮しても（この事実は，

後に述べるとおり，銃器対策課の警察官が本件捜査の適法性に問題があると

考えていたことを強く推認させる事実といえる。），本件捜査が違法なおとり

捜査であったと断定することはできないから，その余の点について判断する

までもなく，本件捜査が違法なおとり捜査であったことを前提とする原告ら

の主張は理由がない。」〔98頁２～３段目〕

⑵ 損害について

「原告Ａは，銃器対策課の警察官による違法なおとり捜査とその隠ぺいな

どによって，懲役二年の実刑判決を受けて服役したことなどが損害に当たる

旨主張する。

しかしながら，すでに説示したとおり，①原告Ａは，本件刑事事件におい

て，自己が勤務する会社の名前及びネフスカヤ号の入港目的を述べることが

できなかった上，本件けん銃等は父の遺品であるなどと本件けん銃等の入手

先について不自然な供述をしていること，②原告Ａは，本件けん銃等と一緒
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に予備弾倉を持ち込むなどけん銃取引に慣れていたことが一応推認されるこ

と，③原告Ａに対するＣの働き掛けは，けん銃を日本に持ち込む意思が全く

ない者にその意思を生じさせるようなものであったとまではいえないこと，

④原告Ａが，日本国内の中古車業者から中古車や盗難車を購入していると疑

われているロシアマフィアの関係者であるとの疑いを完全に払拭することが

できないこと等を考慮すると，捜査協力者を利用した本件捜査はなお適法で

あったと判断されていた可能性がありうるし，仮に違法であると判断された

としても，そのことによって直ちに証拠能力を否定する判断がなされていた

と断言することはできない。

ただし，他方で，前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，戊田検事は，

銃器対策課の警察官による本件虚偽捜査関係書類の作成等により，本件捜査

が捜査協力者を利用したおとり捜査であることを知らないまま本件公訴を提

起したと認められるところ，仮に，本件虚偽捜査関係書類の作成等が行われ

ずに，銃器対策課の警察官が戊田検事に対して本件捜査が捜査協力者を利用

したおとり捜査であることを知らせていれば，捜査が適法になされたことに

ついては検察官が立証責任を負うことから，戊田検事ら札幌地検の検察官は，

本件捜査の適法性を立証することができるか否かについて慎重に検討してい

たはずである。そして，原告Ａが本件犯行を行った経緯は前記認定のとおり

であるところ，銃器対策課の警察官が本件捜査の適法性に問題があると考え

ていたことからすると，札幌地検は，場合によっては原告Ａについて起訴猶

予としていた可能性も全くなかったとはいえないと認められる（なお，被告

北海道は，本件虚偽捜査関係書類の作成等と原告Ａが懲役二年の実刑判決を

受けたこととの間には因果関係がないと主張するが，本件虚偽捜査関係書類

の作成等と本件公訴の提起との間に因果関係が認められる以上，被告北海道

の主張は理由がないというべきである。）。

また，仮に，札幌地検が，検討の結果，本件捜査は適法であると判断して

本件公訴を提起したとしても，最終的に本件捜査の適法性の有無は本件刑事

裁判を担当している裁判官によって判断されるのであるから，裁判官の判断
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によっては無罪判決が言い渡された可能性も全くなかったとはいえないし，

仮に有罪判決が言い渡されたとしても，原告Ａが本件犯行を犯したのはＣの

働き掛けによるものであったという事実は，原告Ａの量刑に少なからず影響

を及ぼす事実といえるから，原告Ａに対して懲役二年未満の判決が言い渡さ

れた可能性もありうると認められる。

そうすると，原告Ａは，本件虚偽捜査関係書類の作成等及び本件偽証によ

って，懲役二年の実刑判決以外の刑事処分を受ける可能性を奪われたといえ

るから，原告Ａにはその可能性を奪われたことによる損害（精神的損害）が

発生したというべきである。

そこで，原告Ａが受けた精神的苦痛を慰謝する金額は，以上のような事情

を総合考慮して，三〇万円と認めるのが相当である。

また，原告Ａの弁護士費用は，本件の難易度，原告Ａの請求額及び認容額

など本件に顕れた一切の事情を総合考慮して，二〇万円と認めるのが相当で

ある。」（99頁３段目～100頁１段目）

４ 検討

⑴ おとり捜査の違法性について

① 本判決の位置付け

おとり捜査とは，「捜査官が自ら又は他人を使い，その意図を秘して，第

三者に犯罪を行わせるような働きかけをなし，その者が犯行に及んだところ

を検挙する捜査方法」 である。国家賠償請求訴訟において当事者がおとり

捜査の違法性を主張した事案はいくつかみられるものの，それらの事案にお

いては，裁判所はおとり捜査の違法性の有無について正面から判断すること

なく結論を導いている 。そのような状況にあって，本判決は，国家賠償請

山本圭子「おとり捜査」平野龍一＝松尾浩也編『新実例刑事訴訟法 』（青林書院，

1998年）５頁。おとり捜査の定義について本論文を参照したのは，同書は多くの実務家

が参照していると基本的な文献であると考えられることに加え，本判決についての判例

時報匿名コメント（88頁）において本論文が引用されているためである。

管見の限り，国家賠償請求訴訟において当事者がおとり捜査の違法性を主張した例とし
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求訴訟においておとり捜査の違法性の有無についての判断を正面から行った

事例として，事例的価値のある裁判例であるということができよう。

② 本判決に対する疑問

本稿が本判決に対して抱いた疑問は，本判決がおとり捜査の刑事訴訟法上

の違法性についての近時の注目される最高裁判決である，最一小決平成16年

７月12日刑集58巻５号333頁に対する言及を一切行っていないのはなぜかと

いう点である。この疑問をやや抽象化すると，国家賠償請求訴訟におけるお

とり捜査の違法性判断基準と刑事訴訟におけるおとり捜査の違法性判断基準

との間にどのような関係が認められるのかという一般的な疑問に至る 。仮

に，刑事訴訟におけるおとり捜査の違法性判断基準と国家賠償請求訴訟にお

ける違法性判断基準が同一であり，かつ，前掲最決が刑事訴訟法上のおとり

捜査の違法性についての一般的な射程を有する判例としての位置を占めるの

であれば，前掲最決において示されたおとり捜査の違法性判断基準を定式化

した上で，本件の事実関係に照らしてその違法性が認められるかどうかにつ

いて判断を加えるという順序での論証を行うことが求められよう。しかしな

がら，本判決は，前掲最決に一切言及せずに，刑事訴訟法学説上有力な地位

を占める「機会提供型」と「犯意誘発型」の二分論を前提として，本件の事

実関係においては後者に該当するとは認められないという理由で，「本件捜

査が違法なおとり捜査であったと断定することはできない」としている 。

て，福井地判平成11年３月24日判時1694号126頁，佐賀地判平成22年８月27日（LEX/

DB25470393），その控訴審である福岡高判平成23年２月３日（LEX/DB25470392）が

みられるが，いずれの判決においてもおとり捜査の違法性の有無については判断されて

いない。

国家賠償法上の違法性についての近時の代表的な教科書の整理として，塩野宏『行政法

Ⅱ』［第５版］（有斐閣，2010年）313頁以下，宇賀克也『行政法学説 』［第３版］（有

斐閣，2011年）402頁以下参照。

判決中に明示されているわけではないが，本判決が上記二分論に依拠しているであろう

ことは，判決の「Ｃからの働き掛けによって初めて本件けん銃等を日本に持ち込むこと

を決意し，父の遺品である本件けん銃等を持ち込んだ旨の原告Ａの供述を直ちに信用す

ることはできないといわなけれならず，かえって，原告Ａは，Ｃの働き掛けがなされる

前から，場合によってはけん銃を日本に持ち込む意思を有していた疑いが残る」という
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そうすると，本判決は，少なくとも「刑事訴訟におけるおとり捜査の違法性

判断基準と国家賠償請求訴訟における違法性判断基準が同一のものであり，

かつ，前掲最決が刑事訴訟法上のおとり捜査の違法性についての一般的な射

程を有する判例としての位置を占める」という前提には立っていないものと

考えることができる。後者の，前掲最決の射程と学説における二分法との関

係という問題については筆者の能力を超えるものであり，十分な検討を加え

ることはできないが ，素人考えとしては平成16年裁決との関係を明示する

ことが，論証過程の可視化という観点からは望ましいのではないかという疑

問が生じる。さらに，本判決が仮に刑事訴訟法におけるおとり捜査の違法性

判断基準と国家賠償請求訴訟における違法性判断基準が同一のものではない

という前提に立っているのであれば，国家賠償法上の違法性論の基本問題に

かかわるところであり，理由付けを含めてその黙示の前提を明示し，可視化

することが，国家賠償法上の違法性論の深化，国家賠償法と刑事訴訟法の対

話にとって有益であったと考えられる。感想の域を超えるものではないが，

行政法研究者としては，本判決が理論的考察の深化に資しうるそのような選

択を行わなかったことが，極めて残念である 。

⑵ 損害論について

① 判決に対する疑問

本判決は，本件虚偽捜査関係書類等の作成等により，原告が「懲役二年以

箇所から読み取ることができる。

この点については，次号掲載予定の丸橋准教授による報告において本格的な検討が行わ

れる予定である。

なお，研究会においては，本報告が提示した，「本判決が上記最決に言及していないの

はなぜか」という疑問について，行政法固有の関心に基づいた上記の仮説のほかにいく

つかの―思いつきの域を出ない―仮説を提示し，それに対して研究会メンバーからの有

益な意見をいただいたが，本報告の主たる関心からは外れるため，その点についての言

及は行わない。この点については，本報告における要領の得ない説明に替えて，丸橋准

教授が主として刑事法上の観点からの的確かつ説得的な解説を行う予定となっている。

また，本文中で言及した二分論の内容および位置付け，違法なおとり捜査の効果といっ

た刑事訴訟法上のおとり捜査の違法性論一般についても，次号以降に掲載予定の丸橋報

告を参照されたい。
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外の刑事処分を受ける可能性を奪われた」ことを損害とし，可能性が「全く

なかったとはえいない」といった低い程度の可能性をもって損害の発生ない

し行為と損害との因果関係を肯定している。原告に生じた損害をこのような

形で「可能性」として把握し，さらに，低い程度の可能性をもってかかる意

味での損害の発生を認めることが妥当であるのか。これが，本報告が本判決

に対して抱いた，本判決の損害論についての疑問である。

② 試論

１）医療過誤訴訟における機会の喪失論（平成12年最判の法理）

本報告が，本判決に対する評価を行う際に参考とすることができると考え

たのが，医療過誤訴訟における判例理論としての機会の喪失論である。

機会の喪失論とは，「不法行為責任又は債務不履行責任において，被害者

に生じた最終的な不利益ではなく「最終的な不利益を回避する可能性（機

会）」の喪失を損害と捉え，それについての賠償を認めるという考え方」 で

ある。この考え方を採用したとされる医療過誤訴訟に係る一連の最高裁判例

の流れを概観すると次のようになる。

医療過誤訴訟における機会の喪失論のリーディングケースとされる最二小

判平成12年９月22日民集54巻７号2574頁は，「本件のように，疾病のため死

亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が，その過失により，当時の医

療水準にかなったものでなかった場合において，右医療行為と患者の死亡と

の間の因果関係の存在は証明されないけれども，医療水準にかなった医療が

行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程

度の可能性の存在が証明されるときは，医師は，患者に対し，不法行為によ

る損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。けだし，生命を

維持することは人にとって最も基本的な利益であって，右の可能性は法によ

って保護されるべき利益であり，医師が過失により医療水準にかなった医療

を行わないことによって患者の法益が侵害されたものということができるか

らである。」としており，医療行為と患者の死亡という結果との間の因果関

中原太郎「機会の喪失論の現状と課題・１」法律時報82巻（2010年）11号95頁。
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係が証明されない場合であっても，「医療水準にかなった医療が行われてい

たならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性

の存在が証明されるとき」には，医師の損害賠償責任が認められるとしてい

る。

この判決を受けた最三小判平成15年11月11日民集57巻10号1466頁は，「医

師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかった場合には，その医療

行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが，上記医療が行

われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度

の可能性の存在が証明される場合には，医師は，患者が上記可能性を侵害さ

れたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負うものと解すべ

きである（最高裁平成９年オ第42号同12年９月22日第二小法廷判決・民集54

巻７号2574頁参照）」という形で上記最判平成12年の判旨を定式化し，損害

の内容は可能性侵害であることを明示するとともに，可能性の程度としては

相当程度の可能性で足りるとしている。

２）平成12年最判の法理の適用場面の拡張の可能性

その後の最一小判平成17年12月８日判時1923号26頁は，この平成15年最判

の意味における「相当程度の可能性」の存在を否定した例であり，厳密に言

えば傍論ということになろうが，平成12年最判の射程が国家賠償請求の形態

における医療過誤訴訟にも及ぶと判示している。この平成17年最判において，

平成12年最判の法理の適用場面の拡張という観点から注目されるのが，島田

仁郎判事による補足意見である。島田補足意見は，「ここで不法行為法上の

保護法益として考慮の対象とされたのは，なお維持できたであろう患者の生

命又は重大な後遺症が残らなかったであろう患者の身体である。医師の不法

行為責任を問うには医師の過失と患者の生命身体に受けた損害との間の因果

関係の存在が必要であるところ，それに代えてこのような「相当程度の可能

性の存在」があれば足りるとすることによって医療過誤訴訟における患者側

の立証の困難を緩和するとともに，「相当程度の可能性の存在」を要件とす

ることによって，発生した結果との間の因果関係が立証されなくても損害賠
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償責任が認められる場合を合理的な範囲に画したものと理解される。」「この

点は，相互の信頼関係を基盤として成り立つ弁護士，税理士，教師等の仕事

において，適切十分な弁護，指導等を受ける依頼者，生徒等の利益をどの程

度まで保護すべきであるかということと共通する極めて広がりの大きい問題

でもある。私は，この種の事件に関して保護法益を柔軟かつ弾力的に広げて

解することについて反対するものではないが，それによって発生した結果と

の因果関係が立証されないか結果が発生しない場合までも過失責任を認める

ことになるので，それが不当に広がり過ぎないように，法益侵害の有無につ

いては厳格に解さなければならないと考える。したがって，かかる保護法益

が侵害されたというためには，単に不適切不十分な点があったというだけで

は足りず，それが果たして法的に見て不法行為として過失責任を問われねば

ならないほどに著しく不適切不十分なものであったというべきかどうかにつ

いて，個々の事案ごとに十分慎重に判断する必要がある。」と述べている。

一読してわかるように，後半の引用箇所において平成12年最判の法理の適用

場面の拡張の可能性が語られているが，そこでは同時に，その拡張の範囲が

「相互の信頼関係を基礎として成り立つ」仕事に限定されるとともに，安易

に拡張する立場に対しての慎重な態度が示されている。この観点から前半の

引用箇所を見ると，「なお維持できたであろう患者の生命又は重大な後遺症

が残らなかったであろう患者の身体」が保護法益の対象であることを宣言す

ることにより，保護法益の観点からも拡張の範囲に制限を加えようとする意

図が看取される。

このような島田補足意見の趣旨を受けて，平成12年最判の法理を警察官の

救護義務の場面に拡張したのが，横浜地判平成18年４月25日判時1935号113

頁である。そこでは，「上記最高裁の判例は，医師の患者に対する医療行為

について判断されたものであるが，その趣旨は，生命の維持が人にとって最

も基本的な利益であること，医療を受ける患者は医師に依存する立場にある

こと，これに対し，医師は法制上も認められた独占的，専門的な地位にある

こと，医師は患者の生命の維持に最善を尽くすべきであることなどの医師と
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患者との特殊な関係に伴う事情から，たとい医師の過失と患者の死亡との間

の因果関係が証明されない場合においても，その患者の生存について相当程

度の可能性が証明されたときは，これを被侵害利益として，過失のあった医

師に対し不法行為上の損害賠償責任を認めたものと考えられる。／これに対

し，本件は，警察官が一般市民を過失により救護せず，一般市民が死亡した

場合である。しかし，警察官については，専門的職業人として市民の安全を

保護するために，警職法上，保護義務が定められ，市民の生命維持のために

最善を尽くすことが期待されていることは，前記⑵アのとおりである。そし

て，本件については，前記のとおり，乙山らは一一〇番通報によりパトカー

で急行し現場に臨場したこと，乙山らに発見された太郎は生命に危険のある

状態であったところ，その生命の維持は乙山らの救護に全面的に依存してい

たこと，乙山らが一一九番通報をし，又はパトカーで太郎を最寄りの病院へ

搬送することが困難であるとするような特別な事情もなかったことが認めら

れるのであるから，このような生命の維持が問題となる緊急の場合には，上

記の判例の趣旨に照らし，太郎の延命可能性を法的に保護すべき利益ととら

えることができるものと解すべきである。」としている。この判決は，平成

12年最判の法理の基礎にあるのが，被侵害利益の重大性，医師の職責ないし

医師と患者との特殊な関係という観点であると整理した上で，後者の関係性

が警職法上の救護義務を課された警察官とその救護対象となる一般市民との

間にも認められることを理由に，平成12年最判の法理の適用場面の拡張を肯

定したものと理解することができる。ここには，平成17年最判における島田

補足意見に見られた，適用場面の拡張を肯定しつつ安易な拡張に対しては慎

重な立場を取る姿勢への配慮が看取される。

その一方で，東京高判平成21年３月25日判時2053号127頁は，平成12年最

判の法理を国鉄を承継した JRにおける不公正な選考に基づく採用の可能性

喪失の場面に適用しているが，平成12年最判の法理をこのような場面に拡張

して適用することの理論的基礎については沈黙しており，平成17年最判にお

ける島田補足意見の懸念に無頓着であるように考えられる。
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以上のように，平成15年最判によりモディファイされた平成12年最判の法

理は，必ずしも医療過誤訴訟の局面に止まらず，他の局面についても拡張し

て適用される可能性を孕むものである。この適用場面の拡張は，前掲東京高

判平成21年３月25日に見られたように柔軟に幅広く行われる余地を有するも

のである。しかしながら，平成12年最判の法理は，不法行為における因果関

係，損害の所在，これらの相互関係を柔軟化，さらには形骸化させてしまう

契機を孕むものでもあり ，平成17年最判の島田補足意見で柔軟な拡張には

一定の懸念が示されているように，その適用場面の拡張の際には，前掲横浜

地判平成18年４月25日に見られたような慎重な検討が不可欠であると考えら

れる。

３）本判決の評価

以上のような観点から，平成12年最判の法理を本判決の事案に拡張して適

用することにより，本判決の判示内容を正当化ないし説明することが可能か

という点について検討を加える。

本件において問題となっている局面は，虚偽供述書類等の作成等を行った

司法警察職員と被疑者ないし刑事被告人との関係である。この関係に医師の

職責及び医師と患者との関係と同視しうるような職責及び関係性が認められ

るかという点が問題となる。たしかに，司法の廉潔性，捜査の適正性という

観点から司法警察職員には高度の職責が要求されるということができるだろ

う。もっとも，これを医師と患者との関係における医師の職責と同等である

とまで言い切ることができるかどうかという点については若干の疑問が残る。

さらに，司法警察職員と被疑者ないし刑事被告人との間に，前掲横浜地判平

成18年４月25日で指摘されている警職法上の保護義務に基礎づけられた警察

官とその救護対象となる一般市民との関係と同視できるような法的な基礎を

有する濃密な関係性を見出すことができるか疑問なしとしない。

また，医療過誤訴訟の局面で問題とされている患者の利益の背後には，生

この点については，当日の研究会において実務家サイドより懸念が示されたところでも

ある。

― ―178

松本実務研究会研究報告⑷



命という最高度の要保護性が認められる法益が存在している。本件のような

ケースで被疑者ないし刑事被告人について問題とされる利益の背後に認めら

れる法益としては，人身の自由，適正手続の保障といった憲法上の価値を観

念することができようが，これを直ちに生命と同程度の価値を有するものと

断じることは困難であろう。

もっとも，結果の事後的検証という点に着目すると，起訴便宜主義（刑訴

法248条），証拠の証明力についての自由心証主義（同法318条）等の刑事訴

訟における基本原則に照らせば，起訴の要否，刑事裁判における判決の内容

といった刑事処分の内容の当否については事後的検証が極めて困難であると

いうことができる。この，事後的検証の困難性に由来する，発生した結果と

の因果関係の立証の困難性という事情は，医療過誤訴訟の場合と異なるもの

ではないと考えることもできる。

以上の点からすると，若干の疑問を差し挟む余地はあるものの，平成12年

最判の法理を，本件のような司法警察職員の虚偽書類作成等の不法行為の局

面に拡張して適用することは，直ちに否定されるものではないであろう。し

たがって，本判決を平成12年最判の意味における機会の喪失論を拡張したも

のとして評価することは可能ではないかと考えられる。

その上で，本判決に対してなお残るのが，「可能性が全くなかったとはい

えない」，「可能性もありうる」という程度の可能性で平成12年最判の法理に

おける「相当程度の可能性」の程度を満たすのかという疑問である。裁判例

においては，「相当程度の可能性」の程度について20％程度のものであって

もこれが認められているということが指摘されているが ，「可能性が全く

なかったとはいえない」という文言と20％という数値とを同視してよいか若

干の疑問が残る。もっとも，本件の事案は警察官による虚偽供述調書作成等

という故意不法行為が問題となったものであり，安易な拡張適用が結果予見

義務，結果回避義務の過剰な負荷につながりかねないという懸念が生じうる

西田祥平「最高裁判例に見る「相当程度の可能性」の認定」ジュリスト1344号（2007

年）46頁。
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過失不法行為の場合とは異なり，拡張適用の弊害が少ないと考えることもで

きる。この意味における故意不法行為事案ゆえの柔軟な対応として理解すれ

ば，低い程度の可能性でも「相当程度の可能性」を満たすとした点は，一応

の正当化は可能であるように考えられる。

以上のように，本判決においては，原告に生じた損害を「可能性」として

把握し，さらに，低い程度の可能性をもってかかる形での損害の発生を認め

ている点に疑問を投じることができるが，前者については平成12年最判の意

味における機会の喪失論の適用場面を拡張したものであり，後者については

故意不法行為事案ゆえの柔軟な対応であると理解することができれば，本判

決の損害論の正当化ないし説明は可能ではないか。以上が，本判決の損害論

について本報告の提示する試論である。

５ おわりに

冒頭に述べたとおり，本報告は，本判決に対して抱いた民事法上，刑事法

上の疑問を率直に披露し，その疑問について行政法研究者の立場から簡単な

検討を加え，民事法・刑事法研究者，実務家に議論の素材を提供することを

目的としたものである。本判決に対して抱いた疑問についても，検討内容に

ついても，素人の思いつきによるものにすぎず，専門家であれば犯しえない

ような誤解や重大な誤りが含まれている可能性が高い。以上のような多くの

問題を抱えてはいるものの，本報告は研究会メンバーである民事法研究者，

刑事法研究者，実務家の興味を多少なりとも喚起したようであり，本報告の

内容を素材として民事法研究者，刑事法研究者による専門家の観点からの報

告が行われる運びとなったことは冒頭に示したとおりである。2011年９月27

日に開催された「第９回松本実務研究会」においては，刑事法の観点からは，

おとり捜査の刑事訴訟法上の問題点の整理，平成16年最決の位置付け，これ

らを踏まえた本判決の評価について，民事法の観点からは本報告が取り上げ

た医療過誤訴訟に限られない機会の喪失論の豊富な内容，機会の喪失論の民

事法上の体系的な位置付けについての本格的な検討が行われた。これらの報
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告に接し，自らの浅学非才ぶりを痛感すると同時に，極めて充実した報告に

接することができたことに研究者としての大きな喜びを感じたところである。

内容的な面はともかく，次号に掲載が予定されている両報告の呼び水となり

えたという点において，本稿はその役割を果たしたものと自認している。
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