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一　はごめに

　わがくににおける海辮水害訴訟では、その事件数麟箆較的多いことと業に、

大東水害訴訟最高裁講演｛董｝および多摩鱗水害訴訟最高裁覇決｛2｝を通じて、袿

姿的舞約や財政的・鼓籍約諾凝約論などを含めた瞬題点が瞬確化してきている。

その中ではとくに、海鱗管遷施設等の完全なる安全性を求めることは葬常に露

難であるが、その安全姓が瞳常有すべき∫ものかどうか、すなわち、縫会的

に許容されるべきものかどうかをさまざまな要素の総合考麟によって醗家

賠撹法2条の環疵責任（以下、単に「醗疵責任葺と記す〉の成否を鵯断ずるこ
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ととしている点は、従来から一貫して述べられてきている。

　これに嬉し．下水道水害訴訟は、その件数露体が少なく、しかも最高裁判決

は饗在のところ鐵されていない状浅にある．わがくにの水害の発生懇隷の申で

溝鱗からの外水による被害よ鯵も、いわゆる内水紅よる被害の方が多く戦　し

たがって、その紡壷のためには溝鱗の整備のみではなく下水道の整備も瞬時に

重要なものと位置づけられる．下水道水害訴訟紅おける下綴審凝決で1ま、湾耀

の場合と異なる綴疵鵯籔基準を定立するが、「総合考蜘の仕方や評懸の佳方

をみると、先の溝鱗水害に越する最高裁甥淡の多大な影響が認めら蕊る．たと

えば、三で分析するわがくにの下水道水害訴訟櫓では、「羅種霜焼模の溝鱗管

理の一般的水準」という評綴基準がほぼそのまま下承遂に置き換えられて、下

水道の趨格設定の適否の覇籔の際に羅いられている。下水道は、海鱗と嗣療、

水を安全に流下する機縫を有するが．それぞれの施設の管選等にかんする法律

の掻擬毒童異なること、　また．管理重三体も異なれ華ま、藩｝舞i法では、瞬法3条2項

の菱縫去匪施設と罫軽減重施設との区分がある解、下水遵法では、治水の観点

よ穆も毅境保護の観点が強くうちだされてお鯵、瞬法2条では公共下水道・流

絨下水道・擁市下水鋒に区分されているという板違点を無復することはできな

い．このような権違が、澱疵認定の際軽いかに影響を及ぼすのか、あるいはい

かに区霧して取穆接うべきなのかという点を考慮に入れて、ドイツ裁鱗鋼にお

ける違法性覇駈の考露要素およびその方法等を分籍する串で、その方陶性を示

していきたい、

　わがくにでのドイツ露寒責任にかかわる蓬論的醗究は従来から誰細になされ

てきている働が、たとえば、下水道水害というある事件類型にかんする補縷

構造や露有の霧題点などについては、いまだ十分な懸究溺なされているとはい

えない状湊にある兜それゆえ、本稿では、ドイツ麟家責任にかかわる運講的

状浅よりも、下水道水害にかんする裁覇弼の分新を主に行う．

　ドイツでは、主に海鱗からの氾濫被害1ま、高権的痒矯に起顕する場合には、

ドイツ民法典（以下、BG欝と記す）839条に基づく職務責任（A穣ts麺褻醗醗の
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嬉象または駿灘類蝦侵害（8援磁鍵盤郎麟ε1磁α琶魏響r澄）もしくは叡矯的侵害

繊細1欝皺曲r療盤奮雛乏／に基づく補鱗の講象とな甑鼻高権的咋弄馨に基づく場

合には建G9823条に基づく不法行為責経または至3G魯9総条に基づく私法上の

犠盤補嬉講衆（雛驚e毒。難｛e趨銀嶺破A蟹む緩er灘郎雛母難。簸の繋象とな辱

うる偽筆水遂水害の場合には、これに燃えて、行政法上の綾蕩関係に基づく

糞鰍難融解継s縦照夏毛繊慕s舳腹蜘Sc羅6蟹認幅総鋤と責任法壁8｝

2条i項に基づく作罵責綬（W1蛮難露擁｛t撒鐙の婦象とな叶うる。本籟では、

まず、童に後考の二つの責任類型紅かんする裁鵯蟹を二において分析する。ま

た、わがくにの下水道水害訴訟においても争点となる下水受入籠力設定の適否

について、ドイツでも窺椿設定（研盤e簸s沁盤e難簸浮の適否が義務違反の存否の

甥擬の鰹に裁覇で争点となる．しかし、澱疵責任が無遺失責任であ甑義務違

反の存否が霰疵認定にあたって必ずしも決定的なものではないため、ドイツ裁

霧蟹の分析にあたっては、義務違反の存否の際の考癒すべき要素および評優方

法等を中心に三で分析する．

ニ　ドイツ裁覇倒における下水道水害の補填構造

　磁　行政法上の優務閣係に基づく壷蔽による補填

　直接下水管を通じた家渥内への逆流水のみによる損害にかんし．ドイツでは、

行敵法上の籏務縫孫に基づく責任をとう訴訟が罐起されうる。この責任は、私

法．との責任IBG82騰条等の類雛遍罵／とパラレルにとらえられるため、職務

責任をとう場合の9G馨839条1項2文の補充牲規定および溝条3項の責任麟

畷欝線規建1が簡題となることはない，また、この責任では、時効難問が鷺G欝

欝5条によれば鶴年と棲めて長く　（職務責任は馨Gβ852条に基づき3年）．ま

た通常の不法行為訴訟とは立証責任の灘分が異なるため、この責任の方が被害

者／こは一般的に有蕎であるとされている醜このような責任類型がわがくにで

認められるかどうかは重大な麗題であるが、まず、いかなる下水遊水害の場合

　「
「
3
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にこの種の責任が認められるのかを闘らかにし、鍛続責任との繋鋤を試みたい．

　ドイツで下水道接続管を通じた逆流水による撮害の賠震を求めたり一ディ

ングケースはつぎのとお鯵である．菱擁原告地霧内の道酪下水管（S鍵＆

襲赦a鍛llからの接続下水管確総C睡酪総懸l／は．被告ゲマインデの要請で、

民間業者によって敷設されたが、講接続下水管は、適燐な勾醗をもたず、しか

も折れ，懸がっていたことによ管鑓接続下水管を通じて家渥内に下水が逆流し損

害が発生した。この事案につき連都通常裁醤辮（以下、単に魅G幾と記す〉

はつぎのように鵯示した｛璽

　被告によって設置され保存されている下水遵にかかる事業は、単純商権

的行醐翻（e醜慧e重藤暮膿墓獣姦1油犠。轟e醸。難erVerw旗灘g／であ蓼、

下水道繕への引き込み管の接続もその条鱗において被告に留保されている

が、それは公的主体睡e6餐ε獄磁嶺e餐餓轟1こ義務づけら為た生活醗慮

のaseま総vorso馨e／の領竣に羅す。本件で問題なのは、被告潜、一般的な

法的義務違反の下で換えた損害とは異なり、契約のような儀務法上の趨

勝的結合（So綴8rv8め撫δ灘齢の中で燈務考によって換えられた綾権者

の掻害に妥当する諸原理（8G92袴条および278条傭／に準じて責任を負わ

なければならないかどうかである。被告は、磨己の下水遂網に接続した

原告のような家渥霧有者と長難的な給付縫係（Lelt難郎ver嫉重縫slをこあ

り、こ蕊に基づき被告は土地から流鐵する下水を撰…永しなけれ、ばならな

い。被告は、家屡所有者と麟溺的で密接な閣係麟簸寵SO撮eres餓解S

Ve趨灘t錘s／、一般的にいえば下水道施設を経営する私法圭の事業者とそ

の穰客（K難6e麟との§§孫にある．縫人と蟹家またはゲマインデとの

縫懸的で密接な関係が綴塾づ酵られ、かつ公法上の契約の中で檎略する責

任配分が必要であるときは、契約にかかわる養務法の適霧がある（毯

ドイツでは、上下水道の接続・綾絹強鰯IA総。擁1籔懸δ8e難tz磁郎zw鶴gl
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が各自治体の条擁で規定されている場合がある。またその燦・下水道と下水送

使罵者の宅地とを結ぶ接続管を設置する権鰻を条鰹において窪治体に留保して

いる場合がある｛至純巨漢ではこの双方か条擁に矯定されていたが、8G縫

は、下水管を通じた家屋内への逆流水による浸水被害について、行政法上の

蟹務§§孫に基づく擬害賠餐の途を§麹・た．ζi墜で当事者の灘係を菱蟹驚的詰

合」岬簸1懸的で密接な麗係並つま疹　F下水遜！擁i設を経営する私法上の事業者

とその雲客との縫係にある季とした絃梁，この騰係の鑓羅内で、被告ゲマイ

ンデには下水管の正常な設置と繰存麟義務づけられ、原省には給付交換関係

（A纏sね鞭sc｝　ve療灘t盛麟畢こおける分撞金（黎e疑獄誓）および経常的料金建a駿艶猟量e

Geも灘瞬の納横縫務づけら漏ことになる凋題なの藏接続1輔強

請が条｛鶏こより導入されているにもかかわらず、本件のように行政法上の籏霧

灘係（契約類擾の縫孫鶴〉と性格づ捗ることができるかどうかである。しか

しこの点については．私法でも契約纏絡強鰯の餓（義務保験）があり矛盾する

ものではないことから、この髪葺肇1決は至当なものと評鐘iされ、ている（ま驚

　それでは褻葺の場合とは異な吟、下水道の使馬につ籍て条鱗による矯律が

ない場合には、講じく行政法＿鉱の｛責務黙係に基づく責イ壬解篤」定され、うるのかど

うかかつぎに総題となる。この点につき、【2翼醤G餐は、薪当事春闘の給付翼

係が私法的に形成された場合には、綾告は直接登G君2鴨条および278条に基づ

き責を負うが、公法によ鯵蔑律されている場合には、これら綬定において表

瞬されている一般的法思考に鍵って、被告は、原告にたいし公法上の獲務縫

係に基づき擾害臨儀義務を負うまと鵯示しだ戦ζ2董甥決によ甑ゼ餐鷲的

で密接な溺係」があり．原告が下水道接続考としての資路（蕪警e盤。盤証tals

A獄惣雛e魏α1で損害賠縷を請求しているのであるから、当事春闘の儀務

縣を疑律するも鋤徹法であれ公法であれ直接または闘接的紅β総購

条および278条によ陰、下水道綾絹看たる績権者に生じた損害の補覆がなされ

ることが瞬確イヒされ，た．

　しかし、【3豫告辮有地の背後にある離縁、蔀分的に導管が敷設さ訟

　　　　　　　　　　　　　　　一一欝7一
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かつ、被告霞が流露として購い、道露下水管ISt瞼雛e藏a塗盆8麟からの混合

承（簸sc嬢聡ssεr）を流下する鞍告薦の公共下水道に属するものであるが、豪

雨の諜、M辮から溢水し、その水が原告の営業空聞へと流れ込んだ事案にお

いてi3GRはつぎのように覇示している。すなわち、「本件では、損害の発盤

は、公法上の纒溺的結合から隼ずる原告の法的地位と内的経連（曲r　l懸εre

Z縫線欝盤e麟餓齢がなく、むしろ、それに左右されない．このことは．原告

の土地が糞下水遊に接続していなかったまさにその時に妥遙する」（驚また、

　ζ4墨原告は．繧斜のあるF道の最深部種近に住暑を構えていたが、そのF遵

には・離水主管へと注ぐ講下水道の支管が敷設さ轟ていた．原告宅には、この

支管への流入嚢があ静、その流入鑓から溢水または流入しえなかった水が原告

方地籍に浸入した場合には、瞭告は、毒下水選への接続者としての資格にお

いてではなく、それとは懸に、F道の居住者として被害を受けたのである」か

ら、「たとえ下水道の存在と原告の被害との闘に霞果縫係があるとしても、こ

のことが被告による蔭務関係侵害を成立させるものではない．なぜなら、本件

被害は、下水管への接続……と内的経連がないからである。むしろ、本件被害

は、下水管と接続しなかった場合であっても、発生していたものといえる野8｝

と甥示している。このように被害発生が直接接続管を通じた家産内への逆流水

によるものでなかった鞍、下水道に接続していなかったときであっても被害

解発生しえたときには、下水道への接続者としての姿賂にかかわ雛がな恥た

め行政法上の績務騰係に基づく責任は否定される．ただし、この場合には、

三（2／で分析するように．少なくとも職務責狂または駿驚類｛毅侵害に基づく補縷

の婦象として認められうる。

　行敵法、髭の績務隠係にお謬る保護義務の人的範翼は、土地の瞬有者である接

続者とともに、購藤の賃膳人にも及ぶ雌1下水道に接続している接続管を遜じ

た逆流承によって薩接被害を受サた場合には麟述の鋒1【21の覇示事項が

墨てはまるが、隣家の礬水驚接続管が醗塞したためそこから流鑛した下水に

よって、隣接下水道接続者に被害ぶ生じた場合にはその責任慧とえるのかが

一驚8一一
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つぎに問題となる。ζ鑓隣家の薦下水遵への接続管が鋭い角のある埋設誘

（Ver徳1擁護et量31〉によって破壊され、麟塞し、隣家の素水雛水管から雨水が

流撮した繕果、原告方一緡および纏霧の壁が濡れ、寒星の外壁に生じた被害を

除去するために要した費薦につき、原告は被告藩に薄し損害蕪縷を請求した。

この事案につき、βG董｛は、当蒔の家屋勝有者と被告との闘で下水道使驚のた

め存在した鴛政法主の硬鱗縫係βe雛tz麗郎ver雑談1糠sse／から生ずる請求権

についてつぎのように覇示した｛2穆

　履響潤係から生ずる被告の保護義務は、確かに第一次的には、緩々の

接続のために必要な下水システムの一部に麗達するがそれに鰻定されるわ

けではない，綾絹縫係の盤質からすれば，笈稽蓄騒々の法益に悪影響を及

ぼす可籠牲のある部分も一体的下水道システムに織する。これはとくに、

被害を受けた綾編者の痙近に（語徽搬戴8撫継er｝ξ麟elある施設の一鶴に

ついて当てはまる。したがって、髄覇者は、全システムの一部として、そ

の整稽縫｛系と直接的内的経連があるこの施設の部分から損害が発生しない

ことをその縫縮者としての資鰺に基づき要求しうる。この綾絹関係に基づ

いて、施設の事業者は、その綾糟考に薄し羅接施設の接続部分が専ら空醐

的に近接することのみを理由とする摸害が発生することから鋳繁しなけれ

ばならないのである」．

　さらに【5韮では、被告は、家屋醒有者との使罵露係に基づき、購家渥を

隣地の雨水下水管による損害から保護しな謬ればならず、整霧縫孫の枠内で、

BG9278条の類推から建設会社のなんらかの義務違反に代わって（簸r／その責

を負わなければならず、さらに、慧G露282条の類推によ甑その有責姓がなか

ったことを被告が立証しなければならないと覇示する。このように1濁では．

鴛政法上の使罵関係（績務麗係／に基づく保護義驚は、§宅の接続管やその接

続する下水管のみではなく、「隣接施設の接続灘分が奪ら空閥的に近接するこ

　　　　　　　　　　　　　　　一i鎗一
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とのみを遷幾とする損害が発生することから鋳禦達することにまで及ぶことを

瞬確にした。（鱗は、確かに隣接の下水道流入嚢から溢水な恥し下水道に流

入しなかった水により被害を受轄たものであるが、この空聞的逓接姓のみを損

害発生原霞としないところでζ51と檎達している。

　以上のように、行政法上の嚢務縫係に基づく責狂は、典型的1とは接続管を通

じた家麗内への逆流水によって焚稽考としての馨盛者に生じた被害をその韓象

としている．この点わがくにでは、下水道接続管を通じた家屋内への逆流水の

みによる浸水被害に鰐する地方公共鑓体の責任をとう訴訟は、筆者が調査した

醸蓼、存在しない。か穆に逆流水による被害の責餐｝をとう訴訟を提起しうると

しても．澱疫貴種をとう訴訟を罷起した方が被害者には有稀であるといえる。

　まず第一に縫題となるのが、下水道健灘幾係の法的盤質である．往来の裁判

鰯では、この髄環幾係は、下水道事業藩地方公其毯体の独毒事業であ捗（下水

遵法3条／、公共下水道の供絹醗始により原則として雛水簸域内の土地辮有春

等に撰…水設備の設置義務が課され，る　（疑渋塗条i項〉から誹水渠域内の住民嫁

事実上公共下水道の獲場を強麟され、また．その綾絹について管選者たる地方

公共懸体の承諾等を要しないから．その旋屠縫係は契約に基づくものではない

とされてきている繊1この点ドイツでは、【聾のように接続・旋罵強擬が導

入されている場合であれ、1朗のようにそうでない場合であ翻、いずれにし

てもその硬鱗縫係にはr鰹襲的で密接な縫係」があ蓼、鴛政法上の礒務縫係が

成立していると鵯織して綾務不履行（とくに積極的蟹権侵害〉の鰐象として燵

謹している．確かにわがくにでは、下水道綻罵雛始にあたって契約等の法律行

為を要しないがそれは生活藻境の保全に養聾した立法政策上の問題であること、

さらに、その後の使矯縫係については、給付交換性・経済的互換性があること、

また下水遵法上、少なくとも民法4i5条の焼定内容を親確善こ撰盆除するような麟

度が採られていないことから、この健馬鹿係につき籏権績務§§孫の盤質を一窮

雛験することはできない｛221それゆえ、下水道からの逆流による被害について

は、績務不緩行上の不完全履行に基づく損害賠綾請求を許容する可能性も否定
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できない．しかし、この下水道水害の綾務不緩行に基づく損害賠襲を地方公共

慈体に請求する場合には、つぎのような翼題点がある。

　まず、ドイツでは、口H甥のように下水道接続管は地方轟治体がその設

置権限を留保し敷設霧業を履行補豹者に実施させている場合がある。．しかし・

わがくにでは、公共下水遂等の供購器始による誹水施設の設置・修繕等は土地

の勝有者や義有者等に義務づけられているから、撰水施設になんらかの欠臨が

あったため下水が逆流し家崖爽に掻害ぶ生じたときは、工事施工者に鵡する蝦

疫趣保責登‘23｝や疑法質7条等に基づき斬有者に損害難儀を請求しうるにとどま

るといえる。

　．つぎに、立談責任にかかわる開題点がある。わがくににおいても、ドイツに

おける行豫！法上の｛責務麗係に：基づく責錘をとう訴訟に類｛鞣するものぶある。た

とえば、嚢衡隊員にたいする安全醗慈義務の存否解争われた損害賠穰請求訴

訟｛鋤がそれである．最高裁は、この安全醗慮義務が付髄的義務であるため、

その義務の具体的内容を特定しかつ義務違反に該当する事実の主張立証をする

責錘は原告にある｛鰯と甥擬している。それゆえ、瞬織に・群氷施設を除く下

水道設備などに薄する地方公共懸体の安全確保義務の具体的内容等につき原告

が主張立簸黄経を負うことになろう．これ、に薄し、職疵養鯉では．この義務の

存否等とは無縫孫に、原告が当該下水道になんらかの欠臨があ箏その欠臨によ

瞬被害を受けたことを立証すれぱ畷疵の存在が事実上推定され、推定の基礎事

実については反証を、推定事実（鍛疵の存在）嚢体を争う場合には鱒接反撃事

実を被告は証萌しなけれ・ばならないとされている｛戦また、幾の論者によれば．

　囎法・場所的環境・稽罵方法等からみた営造勃の亀険な状態まや薪なんらか

の防護施設があれば危験が避けられたこと」を原告が立証すれば・公の営造

勅の設置管理に蝦疲があ穆そのため損害を受けたことが推定されるとしてい

参物いずれにせよ、叢疵の推定を認めることで被害者救済を実妙ならしめよ

うとする意爵縁共通しているといえる。換えて、籏務不履行に基づく撰害賠叢

請求の場合、か瞬こ下水道施設にたいする安全確保義務の具体的海容等を原告
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が証霧でき、被告が過失の不存在を証暖しなければならなくなったとしても、

その不存筏を誕窮すれば被告はその責を負わない．それに射し、曜疵責紐は無

遍失責鉦であ陰遜失がなくてもその責を負うから、原告にとっては、織綾責任

をとう訴訟を提超した方が蕎麟であるといえる。

　ドイツにお㌢・て行政法上の養務灘係に基づく責猛を肯定してきたのは、職務

責任をとう場合、補充姓燧定や責蕪燐酸誹陰規定の存在から被害者救済が罎難

であること、また②で述べるように、鑓董1甥当時の危険責任立法がこの種

の事案には適稽されなかったこと、さらに場打の責任法2条i項i文の修羅責

任が下水道等の醗管施設罫から／v（｝麟≦漏鐵した綾捧の華乍罵畢こよる被害につ》・

ては霧足しているが接続管を通じた逆流承による被害はその薄象で隷ないとさ

れていることから．救済の余地を確際する必要性をその基礎に置いているとい

える。これ記薄し、わがくにでは、ドイツにおけるような事欝は存姦しない。

この意鞍から、わがくにでは行政法、との績務縫係に基づく責任に類麟する方法

で下水道からの逆流水による被害の補漿を積極的1こ位置づけていく必要はない

といえる。

　鋤　責登法2条に基づく作購黄経による補填

　ドイツでは、薙1験責任にかんする特筆立法として責蓬法‘鍛（以下．疑Gと記

す〉が麟定されている．下水道水害とのかかわ馨で問題となるのは、講法2条

である。すなわち、購条i項i文では、「電線施設、灘管施設又縁エネルギー

若しくは物質欝蔵施設から漏鐵した電気、ガス、蒸気又は綾体の作廟こよ管．

人が死亡し、人の身体若しくは健康が損傷され、又は物が毀損されたときは、

その趨設の繰有者はその撰害を蕪縷する責に任ずる」として、いわゆる作璽責

任（Wl虚t組総盤雄糠簸灘を緯定している．それとは震に、嗣項2文では、rこれ

ら施設が損害発生時に亙常の状態になかったときは、損害が電気、ガス，蒸気

又は筋棒の作｛穣こ起露せず、施設の存筏に起霞するものである場合も保誉者は

その損害を賠嬢する責に観ずる」として、いわゆる状懇責任（Zt織a綴織a｛t灘齢
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を続定してい引物そして、本稿の分凝鰐象との縫係でいえば、とりわけ作馬

責任が賜題となる。また、瞬条3項3暑では、r損害が不可統力によ穆生じた

ときiにはこの危険責任も免責されることになっている点も問題となる．

　もともと盤質年6月7嚢のライヒ責任法1鋤は、一定の危験とみなされた事

業の事業者（たとえば、電気・ガス事業〉に蠕し、不法行為にかんする一般的

規定に銘しより厳揺な責鉦を導入した。簿43年8月欝欝のライヒ蚕種法の修歪

法｛鋤は、ライヒ黄経法のガスと電気のエネルギーを供給するための醒管・蔑

線施設のもつリスクに耕する危験責任の領域が急速な技嬉発展にたいし狭すぎ

ると捲摘され、それを補充したものである．そして、その後の更なる科学技術

の発展に蝿癒するため、電気・ガス・蒸気・液棒の醍線・配管施設に嬉しても

危験責任を適絹するよう現行銭Gに修蕉された。その際、立法過程において、

地方嚢治体の下水道施設は費濡上の遷曝でこの責任の一般的除外蕃考慮された

が、立法者は、利害聡係人の包抵的保護のため、下水道システムを食めて、単

に醗管施設病の勾醍を科矯して液体が送携鐵される場合にも、この責鉦が成立

しうるとしだ321

　麓G前の下水道水害事案では、接続管からの逆流水による被害は轡で述べた

とお移、行政法上の蟹務§§係に基づく責任の講象とな鯵えた．しかし、たとえ

ば、下水管が掻壊しそこからの溢水によ吟被害を受けたため、わがくにの疑法

7葺条における右有者責任に穏当するBGβ836条に基づき損害賠嬢を請求した

場合、そのぞ水管の損壊毒体の典型的穂験の婁現によ鯵、すなわち、擬壊嚢体

の柞馬力（醸eもewe解蕪w童滋e簸6eKギ滋t鋳こよ鯵損害が発生していなければこ

の責任は成立せず、救済手段としては不充分であった（33乙また、下水道麗舞鶴

などからの漏鐵水・溢水による被害の場合には、職務責懸または鞍馬類似侵害

に基づく補餐の蝦象とはな誓えたが、三で分析するように、多くは競格設定

（D翻舩slo盤ler難癖の適否の問題に駿敏し、財致事鋳を考慮することで救済さ

れない余地もある．しかし、RGによる掻害賠穫については、下水道は晒9管

施設ま昏こ該当するが、いかなる場合に講施設からの漏出と認められるか、いか
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なる場合が不響読方に該嘉するかが主たる争点となる．

　【鑓原告は、被告毒に薄し、豪雨のため公共下水道網からの接続管を通じ

た逆流水によ箏原告家麗の地1鞍に生じた損害の賠縷を請求した。これ、に帰し、

被告は．原書が誹本条溺に違反して充分な逆流鋳並設備を接続管に取零懲けて

いなかったことおよび本件溢水が集中豪薦によるものであるから不可航力であ

ると統弁した．登急難は、つぎのように判示して縫（｝による葎絹責錘を否定し

だ3驚

　9G2条に基づく原告の損害賠震請求権の羨提には、損害が醍管施設また

は送誘水施設から漏鐵した濠体の搾稽によって惹越した（Wl虚撒暮鎌雄t繍霧

か、掻害が談体の作罵ではなく、施設の存蓬欝体を原霞とする（Z雛sね蕪S一

難｛重難麟かのどちらかがある。賑告の撰害嫁、旛設馨体の機械的悪影響

1驚εc熱譲。難e盆搬w重嘘灘警e麟ではなく、むしろ．送撲承の典型的搾驚に

原露があるから、破篶霧の俸薦責軽が問題となる。原告の被害は、たしか

に、帯下水道の申の水の繹繕によって生じた。しかし、水害の原銀は、被

告確の下水道の水管システムの破裂、破撰その絶の不的確さ、またはその

ため下水遵から漏離した水の鶴橋によるものではなく、豪雨によって生じ

た下水が隅施設の申で滞留し、下水道を介して原告家屋内に逆流・浸水し

たのである。そのような逆流承による損害の婆スクをこの危験責任の中に

羅み込むことは、承認されない。

　ζ6韮では、下水道水害の発生態鐵にかかわ吟、逆流水による場合は伜罵責

任ではなく、鴛致法上の綾務縫係に基づく責任の韓象であることを瞬確化した

が、このような覇示内容については、鴛政法一豊二の縫務関係に基づく責任が有責

性を要件としてお辱、危験責任である鐸璽責麺と姥較してかな鞍その貴種要件

が厳格であるため、被害者救済に欠纏るとの雛舞がある〔戦それでは、下承驚

や下水道聡露都から溢水したために浸水被害が生じた場合は、この危険責任の
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鰐象となるかどうかが問題となる。ただし、■鉦都が饑き縁取られた雛水鶏およ

び下水驚は灘罫管歪施設に含まれず、その点で氾濫のような鬱然に存在する琴

スクについては、この条文は適購されないこととされている‘晩それ抄え、以

下では、後者の下水遵麗嚢薬等からの溢水によ吟浸水被害等が生じた事案につ

いて分観する．

　ζ7墨豪講の後ゲマインデの下水道靉靆部からの溢水によ蓉原告宅に生ビた

浸水被害につき、被告薦に鰐する｝墨G2条i項の作霧責任の成否が争点とな

った事案において、βG簸はつぎのように覇示し被告の、と告を棄隷しだ鰹

　連邦道の下に埋設された下水管はコンタ夢一ト水槽と毒の下水流入舞と

に接続されてお鯵、導管、上記水槽および癖水管は、櫨互に縫達する一体

的工作勅である．被告の癖本条弼によれば、公巽下水施設に属するのは、

披講的付属設備・（土地の境舞までの）接続管すべてを含めた地方嚢治体

の全下水管網のみならず、被告および第三者によって準備された下水の誹

鐵または廼理のための施設・設備である。原告の損害は、豪雨の後生じた

か妙多量の承が、藩随の下の下水管へと流入し、集水されて下水管内

で移送されたことに原霞がある．コンタ葺一ト水槽の導管から水が流聾し

たことおよびその後連邦遠が冠水し、原告に被害が生じたが、このような

発生態篠からすれば、醍管内の水の集中的移送と典型的に結びついた事業

一との特甥の危験が実饗したといえ、この種の事業上の飽験は、作薦責任を

導入する立法嚢的垂こ沿うものである。この水は、導管から瀧戯するまで、

奉件施設の§的に応じた空聞的・機鶴…的霞連を有した。

　このように8G9は．下水道麗舞蔀と醗管施設たる下水管との一体磐iを認定

し、下水遵雛韓部の存在§体が危験性を有するのではなく、地表水を受け入れ

それを流下するという下水管の機能と密接に縫達して危験（事業上の特鱗の麓

験／が生ずるのであるから、欝G2条の作絹責任の婦象となることを瞬確にし
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た。また、ζ7…醤決では、被告が不可抗力の航弁をしていたが、本件損害発

生は、人の認識および経験によって予見しえないものではなく、経済的にもた

えうる手段で務蓋しえたため、不欝撲1カではないと判示した。

　ζ7肇とは異な吟、下水道に流入しなかった水によって浸水被害を受けた場

合は雄馬責任の対象となるか摂つぎに周題となる．181雨水下水遵の幾絡設

定が不充分であったため道鋒雨水樵から雨水斜下水管内に流入せず（原告は道

路雨水検から溢水したと主張している〉家渥に浸水緩害が生じたため、その家

屋瞬有者がゲマインデに嬉して掻害賠震を請求した。原審は、本件被害は不適

切な規整設定に基づく越、下水管欝鉢は機能を発揮してお鯵、雨水を受入しえ

なかったにすぎないから、本締損害は、異常な降雨量から直接生じたものであ

吟、億験責任の保護範麗外であるとした潜、これに射してBG雛はつぎのよう

に半1肇派した｛3乾

　下水道の容量解不充分であるため雨水が下水管に到達せず、下水管内に

流入しなかった毎鍛geね露⇔まま隣家に浸入したことによる損害も作罵責

任による保護領域内であるかどうかは、重要な問題である。その場合には、

原審とは逆に本艀被害が葎罵貴種による保護領域内のものであると捲握す

ることは、そもそも管ILe誌難齢鱒敷設されていない場合には、R（｝2条

正項i文の作罵責任の成立余地は当初からないため、その時の賠震資格老

齢satz藝e罫ec麺露elが不利な立場に置かれるという解親を意喋すること

になる．しかし、末流入水（難霧e｛a雛es　W3sser）という氾濫原獲麟下水

管の不存在にあるのか不充分な焼賂設定にあるのかによ鯵薮賭すべきでは

ない。双方の場合において、（綾鉢の）作絹は、水嚢体に直接起鑓するも

のであって、管に起遜するものではない．しかしながら、この閣題は本件

では最終的に決定される必要はない。道霧雨水耕から本件溢水が生じたと

いう原告の主張について上告審は適燐なものと仮定するぶ、この主張に

よれば、醍管内の水の集中的移送と結びついた事業上の典型的亀険が顕
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在化したのである．本件水は、雨水雛から流超する藤に、施設の目的に

応じて、下水道システムと空鵜的機能総連を有した。この水か雨水穣醗

鑓部から流撫したとき、その水は、醍管施設ゼから」漏懲したものであ

る。

　菱8聾では、作馬責任による保護額域を瞬確化しようとしている。つま滲、

下水遵施設の配管網の破裂・破撰その飽の機龍緯書が生じたことによる液体の

作罵のため撰害を受けたことが難罵貴種の不響欠の前提なのではなく、むしろ、

醍管網による水の集中的移送と典型的に結びついた事業上の特懸の危険が顕在

化したことによる被害を賠叢すること解体罵貴種の本質にあることを指摘して

いる。それゆえ、事業の存否とはかかわ静なく、した潜って、下水管から漆鑓

していない雨水による被害は、停電責任の穀象とな雛えないことになる‘3艶ま

た、匿8蓬では，被告が主張している不可撹力の航弁について、不可航力とは

ヂ激しい轟然力または第三者の行為によって外からもたらされた事業に間わ吟

のない現象であって、人の認識および経験から予見できず、科学的手段を篤い、

事態に応じた還姓的覇擬に基づき幾待される再龍な眼移の溢意によっても防蓋

しえない現象、あるいは被害発生を防鋭しえず、その頻度が低いため事業者が

受忍することのできない現象≦である漢、本稗被害発生原露縁施設の事業と結

びついた婆スクであるから、不署銃力ではないと判示した．この頻度の低さに

かんする醤示部分から、適歪な燦諮設定がなされ’ていれ・ぱ、不可撹力に該当し

免責される余地が残る。いわゆる醤年鋒講（歪a魏魏撮erもr8ge緯1こよって下水

施設からの溢水鱒生じた場合、不薄抗力ぶ成立しう都醜なぜなら、もはや施

設にかかわる事業上の危験が顕在生したとはいえず、旛設の容量を全く異常な

降雨量に備えて設定することが施設事業巻にとって不可能であ滲経済的に幾侍

しえないからである綴込しかし、βG登の舞決によれ・ぱ、下水管に流入しなか

った水による鞍害は瞬下水管rから量漏出した水によるものではなく、この意

味で作霧責任は成立しない｛4惣さらに、末流入水による霰害は、16肇で分権
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したように状懇責任がr施設欝捧の機械的悪影響」を蝿象とするため成立せず、

したがって、琵Gに基づく亀験黄経ではこの種の鞍害は補縫されないことにな

る。

　作稽責続で綜、愛管設備から薦鐡した水の葎灘紅よる被害がその対’象となる．

作購責葎が特雛立法紅基づく危験責｛壬で罎定的なものであるため、①下水鋒の

ようなr管∫以外の場合1激その難象とならない、②下水道網嚢部や道鶏雨水綬

など管と一捧的な灘管施設からの溢水・漏鐵承による被害でなければならない

とされ’ている・しかし、この種の水害潜種；験責任の講象となる点は注§される．

　（31小振（飽の責任類墾も含めて／

　鱗で分析したように、下水選接続管を通じた逆流水による下水道無稽者の

浸水被害は、弩政法．ヒの績務縫係に基づく責任の対象とな誓うる．ただし、

董鑓のように，必ずしも逆流水による被害1こ罎らず、隣接する施設の接続部

分解専ら空閥的に近接することのみを理蜜とする損害の場合をもその蝿象とす

る｛甜乙また、②で分断したように、下水道｛吏驚縫｛系垂こかかわらない下水道の縫

舞鶴輯雨承橿からの溢水叢書および下水管の醸裂による漏水被害の場合には、

麗G2条董項玉文の搾灘責種の鰐象とな誓うる｛暢

　以、熱の発生態様によらない被害は、主に職務責住（なお、逆満水については、

付随的義務と疑時に職務義務も通常生じるから、行政法上の養務§§係に基づく責

紐請求と職務責任請求とが競合することもある〉または駿霧類似侵害に基づく

補儀の繋象とな瞬うる．ただし、ぞ水道水霧にかかわ離鞍馬的侵害に基づく補

嬢の請求をした事案紅ついては、筆者が調査した譲り存在しないが、適法な下

水道整備により付縫的に縫者に蟻待されない特嚢の犠牲を被害者が受けた場合

には、成立する余地絃あるといえる。職務責麺または靉靆類繊嚢審に基づく補

縷については、たとえば、1鱗湛鋒建設工事の痒業および掘灘機の振動によ

ってマン本一ル等が土砂で閉塞し、たため下水が逆流し地繕に滝濫験害が生じた

場合には，職務責｛壬または駿灘類織侵害紅基づく補｛糞の繋象とな箏うる〔蕪乙ま
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た、ポンプの運転檸藍による氾濫被害にかんしつぎのような潅年の霧決があ

る。

　1瑚原告は、被告下水継合（Aもw総s硬ver藝鍛構に薄し、ポンプの構造圭

の欠鶏のためその運転を停止した織果、遵蕗の下水道マンホールから溢水し、

多量の水が原告宅地に浸入したことによる撰害の蕪撹を請求した｛璽原審は叡

講類絃授害に基づく捕獲請求についてその…部を認容した煎8G翼は①駿馬

類似嚢害については、商権的捲置（主に修為｛覇）と難産権として繰瞳されて

いる法的地紋への直接侵害が少なくとも必要であるが、ポンプを諄正したため

に被害が生じたから侵害の直接牲がない｛搬⑫職務責妊について1ま．下水越理

は商権的任務であ陰、下水齢去を婁除するために行われる下水の集水によって

第三者を亀殆化しないという一般的義務はあるが、ポンプの設置計藤を策定し

たのが奮闘家である費聡の枝輪であ警、その技麟に殺して被告がその爵霞を正

常な洪水防鑑の観点に黙らして審査する売分な機会を蒼していたか、および、

被告がその計画の環疵を発見するに足る認識濾（狂撲e難t鐙s麟e釜1ε麟を脅して

いたかどうかを再審遷するため漂審に差し戻したが．その燦つぎのように醤示

している。

　被告は下水雛除義務を負い、また総合管轄区壌内での下水の集水、下水

甦遷施設での浄匙やこれに必要な集水主管（｝熱羅tS餓鐙謡εr／および下水

道施設ならびにそれに羅する講簸池獣蔭。簸a董te娩。海霧およびポンプの

計蚕策定、建設、維持および操作を義務づ酵られている｛働が、漢水防箆

の蓬務や譜置鋤は、本体維持義務者、すなわちザールラント渉その義務

を負っている（萄から、洪水防止義務を被告は負わない。また、洪水紅蝿

するポンプの黄金確保を充分なものとする義務は、原購として・隣接者の

財産を洪水による被害から鋳饗するという羅的ではなく・単にポンプそれ

嚢体の機饒発揮を保証するにすぎないからポンプが機籠を発揮し氾濫発生

を少なくとも暫定的に羅焦しうるとしても、それは単に、隣接者にとつ
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ては有利な、被告による生活醗慮総髯の反狭にすぎない。ポンプの存在

それ自体および生活難慮給付に基づく危験が顕在化、すなわち、ポンプ

に集められ醗管に到達した多量の水解損害発生に寄与したときは鞍馬類

繊護憲も成立しうる溺、奉件損害原霞は、ポンプの建設・操伜によって

水流（Wasserla鵡および水の動態（Wassεr懲臨職g）擦影響を受けたこ

とではなく、積極的な生活蔑慮給酵がもたらされなかったことにある。

そのような場合、下水麺遅IAむw装ss薮e擬s醗g難癖騨原告からr奪われ

た《ge猟｝灘鵬e簸wor《玉e簸擁のではなく、軒渡されなかった（vore登t｝鍛髭e登

w（）rδe霧」こととなろう，

　【憩肇縄決は駿稽類骸侵害に基づく補綾および職務責任が成立しないとし

たが、これに薄し、つぎのような撹判がなされている‘荘門まず、BG翼は、

鞍耀類骸侵害に基づく補綾を基本法越条から窮り離して、犠牲補穰思考

《A癒。夢艶r頓鍛募s墓e63爆｛e霧に擾縫をおくとした｛紬のであるから、駿馬類桜後

書に基づく補｛賞は、国家不法行為（St鎗重S脇発喪tlに基づく請求であるため商

権的義務違反と結びつくが、義務内容赫兜分に瞬確でありその義務に第三者経

連（欝r墨ttbe綴g／があるにもかかわらず．ヂ不作為による侵害」を認めないとす

る点は理解できない｛5驚また、職務責任にかんし、雛醗の場合には、計蟹策

定露体1は準騰行為であ鯵その後の行政による建設行為がなければ被害は発生し

なかったのだから、道具遷論（We疲ze穫g－丁艶orle／を驚いて行政が私人の行動

を麟御する（娩艶でrs嶺e簸1ことが可能であったかどうかを審査することは妥当

ではなく、建設の際に、いかなる涯意義務解行政に要求されなけれ、ぱならない

のかが問題である。

　このζ瑚の事案と瞬様、わがくににおいてもポンプの停比によむ下水道潔

興部や水洗式トイレから下水が溢水および逆流した事案として、li慧草野燐

水害訴訟｛協がある．【i擁では、水害発生時の降雨量鮮公共下水道の計醸薦水

流鑛量を下繰るものであったが、平野鱗が改修未了であ吟、暴燐下流域での浸
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水の危験姓もあったため、講鱗ヘポンプによる敏流ができなかった結果、下水

管渠灘舞鶴や水洗式トイレ等から溢水し損害が生じたものである。欝達では、

ポンプの調整運転それ察体については、調整運転によって生じた本件鞍害とそ

れによって平野鱗下流域での渋壌等を騎慶することによって保護された科董と

が講種の財産権であ警、調整還転を実施しなければ下流籔において甚大な被害

が生ずる薄籠姓があ吟、調整運転をせず畢野編の溢水を招けば被告は本件と購

様に責任を追及されるから、罫雨水ポンプの調整運転を行っても行わなくても・

毒握当職員の不法行為責猛を追及されるという、いわば二律背反的な立場に置

かれま、調整運転を罵能な醗酵織遷しようと被告渉努めたことから、疑法72§条

の規定の趣看を類推して違法姓が懇隷されるとした。この違法牲曝蔀について

は、さまざまな議論があ鯵うる｛5亀しかし、駿葺では、海鱗改修事業と下水

道整備事業との齪難から譜面爾水流鐵量以下であっても浸水被害が生ずる危険

性嚇内在しており、被害発生を蟹遷しえない事構も認められないから、鍛疵の

存姦を認定している麟！

　わ潜くにの環疵責任は、無遍失責任であ鯵、愚夫がなくともその責任は成立

する。この意味では、ドイツの行政法、歎の養驚灘係に基づく責任や職務責任よ

鯵も、被害の補蠣を重縫すれば、蝦疵責任は被害者にとって有利な責任類型で

ある。また、ドイツでは、（i！の各事案や【鑓【欝弄の事案のように、履行補

助者の過失に帰する責緩や商権的欝欝かどうか、職務責錘上の公務員馨ea醸e／

であるかどうかの鵯簸が、裁鵯上、責錘成立にとって重要な開題となる。しか

し、蝦疲責任では、国家蕪懲法2条2項の矯定により、飽に損害の原翼につい

て責に任ずべき者があるときは、躍または公共霧体が求織するのであって、第

…次的に羅または公共霞鉢がその責を負うのであるから、このような複雑な問

題は生じない。

　以上のとお参、ドイツにおける下水遵水害の補罎権造は・わがくにの蝦疫責

任と比較して複雑ではあるが、各種の被害登生態様に難癒している・しかし・

義務違反の存否の輝織において、規格設定の適否の麟擬が重要な絃置を露めて
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いる．したがって、つぎにこの疑格設定の適否の覇藪方法について分析する．

三　規格設定の適否にたいする裁講懸紛覇籔方式

　轡　規格設定紛適否にたいする懸鐙妖溌

　わがくにでは、湧撰における海騰管運施設は、水猿、流量、地形、地質その

縫の海鱗の験漫筆を考慮した安全な構造をもつものでな捗ればならず（河繕法

捻条i項／、海辮管運者は．海燐工事につき、水系ごとに計爾高水流量等を定

めた工事実施基本計蔑に基づき工事を実施するものとされている（繕法絡条i

項／。この工事実施基本謙遜については、洪水等の防災にかんし、逝去の主要

な洪水、高潮等およびこれらによる災害の発生を誌正すべき地域の気象、地形、

地質、雛発の状溌等を総合的に考癒することが痒成する燦の準則となっている

（講法施行令欝条i項）．そして、海燐管運施設の堤防等主要なものの講造に

ついては、饗在、海癖管運施設購造令によって、一般的披衛的基準が定められ

ている。

　溝燐管理者が工事実施基本計蔑を作成するにあたって、当該海脚こおける蔑

往の淡水、暖海聯の蕪要度等を総合考慮し、降雨の年超遜確率を基準として基

本高水が決定され、これを海道・洪水講籔ダム等に酸分して海道の最大流量で

ある欝露高水流量｛鍛が定められる．さらに、当該海鱗の状浅に難して計癒高

水流量に鰐癒した流下擬懸を確保することを基本として計颪横籔影が定められ、

このような謙遜模擬形のもとで誹爾高水流量ぶ流下する場合の溝鱒水簸解説

麟高水鍾として算定される。以一との経過によ離、海辮管遷施設等の橋絡が設

定されることになっている．このことに縫達して、多摩耀水害訴訟最高裁鵯

湊爾では、ダ本件言霧絹部分は、基本誹藪策定後本件災害時までの間において、

基本謙遜紅定める事項に窯らして新規の改修、整備の必要がないものとされて

いたところがら、本件工事実施基本群藤に準擁して政修、整騰解された溝鱗と

購椀できるもの」であ蓉、このような溝繕の改修、整備の靉靆に講慈する安全
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蹴は、r懸霞確める綴麺灘における灘樋常の舗から予灘され

る災害の難生を防蓬するに足りる安全性をいうものと解すべきである。けだ

し、……溝鱗管理の特質から考えれば、改修、整備がされた藩辮1嵐その改修、

整備がされた段賠において想定された洪水から・盛時の防災妓籍の水準に照ら

して通常予難し、かつ．畷遷し得る水霧を紡比するに足りる安全性を備えるべ

きものである」と判示した。そして、差戻審甥決｛樋は、溝耀管蓬施設講造今

案第罫、改案に示されているr披籔基準は、これまでの講鱗工学の進歩、発展の

中で一般的に確立され、承認を得られてきた内容の技術的難発を基礎としてい

ることが認められ、一…将来購点での確保されるべ結い瞬を掲げている

ものとは認められないから、当時の溝鍵工学、ヒの一般的妓籍水準を示している

と解する鋤瀬難である」として、この基準を祉に騨堰の安全牲等を肇賑

している．

　以上では、改修済湾讃の通常有すべき安全性の講籔に醸して、計薩で定めら

れた規摸の灘であるかどうかが一つの顛な鍛騨懸の刃レクマールとされ

ている。しかし、この点1ま、本件水害発生態巌に窯らしたうえでの鵯籔である

から、駿瞬淀められた規摸の洪劇が麗なものでな糠ば・翻沸融

§に適歪な矯模の洪水について霧舞舞しうるという趣旨を垂舞除するのものとはい

えない醗もそして、この「適鑑な幾模の洪水」の麟籏方法が開題となるが、本

稿では、この海綿の矯籟設定の適否も重要な簡題ではあるがこれに立ち入らず、

下水道の媛鰺設定の適否について分析をすすめる。

　下水道施設、たとえば、公共下東道および流籔下水道について．これらの事

業舞’鍾では、予定甦運鉦域およびその周辺地織の地形および土地の絹途（4条

i項i号および賀条の2　i項i号）、計薩下水量等およびその算崖橿槌（縫

条里項2号および誓条の2　i項2号〉その魑を記載した書面を添付し、その

下水遂の醍置および縫方が箋該地賊における降水量、人爵その飽の下水の量お

よび水質紅影響を及ぼすおそれのある要霞、地形および土地の驚途ならびに下

水の放流先の状涜が認可申請の審査の繰に善感されなければならい（下水道法
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6条i項i号および25条の5　至項i号／撹もここで海鱒の場合と聡様、謙遜

下水量等の算鐵にあたっていかなる事項斜考癒されるのかが重要になる．この

算定にあたっては、①人霞および人繕密度ならびにこれ・らの推定の帳麺、⑨一

人一馨当たりの汚水の毫およびその推定の横縫、③家庭下水、工場鉾水、地下

水等の量およびこれらの推定の根擁、④降雨量（降雨強度公式を含む）および

その決定の運由、⑤流鐵係数およびその決定の運醸、⑧主要な管渠の流量計算

およびポンプ場の容量計算を瞬示する書面の礎鐵が通達で示されている（鰹

　ドイツでは、下水施設の設置や管理にかんする基本的な法舗度はつぎのよう

になっている．ドイツ水管遅法｛繍（以下、W琶Gと記す）鰺も条では、藩設

下水施設は、ヂ下水施設に関しその時々の考露婦象となる鼓徳上の定法（嵌e

lewe童ls鎧露畿ra£厩藍窃溢憩ε盤δe登盆鋸el簸δerTec顛鍬擁こ鎚って設置し管理iす

る侮綬r艶bε瞬ものとする」とされ、また、慶存の下水施設については、少な

くともW｝墨（｝7＆条で焼定されている「一般的に承認されている技術．との定

法纏ε謹gε盤e睡a総虚錨簸t綴衰εge葱6er　Tec嫉灘まに薄癒するものでなけ

ればならない．ドイツでは、下水施設が単に技術的実状に薄癒する最低鰻の

要請を充たすことが重複されている。rその時々の考慮薄象となる妓籍上の定

法まが必要とされるのは、と鯵わけ下水施設義こかんする技術的構1造、性状およ

び難動方式IW墨痕難鶴we至selならびにその整備（Wa魏囎筥｝、維持および監督

についてである。

　これら技術圭の定法は、その柔軟性を要するため、一般的行政規則によるこ

ととされている｛戦このような規則を採罵するメリットは、統一的解釈が可能

であること｛餓下水施設を設置または管還する利害騨係者にとって水舞行政庁

の裁量決定が醗鐙となること、事業者がこの技術士の定法に健って下水施設を

設置・管理すれぱ、rその時々の考慮婦象となる技織上の定法∫または紅一般

的に承認されている披講．との定法まを遵守していることが事実上推定されると

いう点があげられている繊！ただし．下水行敢窺雛IAもwasserverwalt澱9S－

V碇SC短鍛e麟の修成にあたって重要なのは、一定領域でいかなるものがその
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時々の承認されている技纂的甦遷法（tec擁重藤eL醜撒暮瞬かを究隣すること

であ触，脚難Gの概念矯定からすれば、規嚢1灘達者IVors撫ぎ挽e貧馨e漉で1が独

馨に評無し決定する余地はないとされている（鰹ことである。

　一般的に承認されている妓籍圭の定法にお謬る『一般的に承認されている葺

かどうかの判断につ恥ては、その妓籍上の定法ぶ実蝶の襲驚で試され、関連す

る専轡集鐡によって藍当とみなされることをいい、この技術上の定法の客観的

重しさではなく、縫保する専開集懸に認知され受け入れられていることが淡定

的である｛懲それゆえ、ある技術上のゼ定法が文献において主張され学縷的

に理論上承認されることでは不充分であ箏、塞た、その披講上のF定法」が当

該施設の多数で蔑に使璽されていることは必要ではない．このような定法は、

経済的に負極斑能かどうかによって鞭界づけられるものではないが、それぶ不

経済なものであれば、技術．ヒは可麗なものであっても野一般的に承認された」

ものとして実施されない｛醜したがって、ドイツでは、事実、ヒ経済的に負担

可能なもので、専霧集懸によって承認されているものか技術上の基準になる

から、財敢上の麟約を駿に麟提として展醗されている披講水準を行政規灘に

定めることにな鯵、そこには行政庁による裁量の余蜷はないといえる｛鷹そ

して、ドイツでは、妓籍上の定法は前述したように行政蔑顯に定められるこ

ととなっている搭、行政焼嚢嚇こ定められたもの摂常に技術士の定法となるの

ではなく、專霧行政庁にはζ規範を具体化する行政矯則（麺醜ret鰹ere総ε

Verwa窒t囎2sv破s嶺r潅e講釜を窪めるにあたって立法霧よ陰付与された標準設

定余鍵爽Sta簸雄＆r磁錘e撫養響ss癖縫r3磁》があるため鰻定的にではあるが、裁辛ll藪

は行政規則において披講上の定法が適蛋に焼建されているかどうかの審査権を

もつとされている｛聯ことには浅意を要する．

　以上の点は、ドイツに醸らず、わ解くにでも海損・下水道の規格をいかに設

定すべきかの問題と、かかわる。下水遵への下承や雨水の受入量を大きくすれ’ば、

それだけ豪雨時においても下水道からの溢水等による浸水被害は発生しづらく

なる．しかし、あらゆる天候等に誘惑しうるように橋絡設定することは園難で
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あるから、一定趨模にならざるをえない。したがって、いかなる規摸の下水遂

が整備されるべきなのかが重要な醗題となる．この点についてドイツでも燦賂

設定の潤題として透年数鵯で一争点となってお鯵、一定の審査方法が確立して

いるといえるので、まず、主にドイツではいかなる事項を考露して審査されて

いるのかを分耕する。そして、わがくにでも、下水遂の競落設定の基礎の一つ

である基準降雨量の設定の適否が下水遊水害訴訟で争点となってきているので、

欝せて分観する．

　12）饒；賂設定の適否にかんするドイツ裁鵯醗の分蟹

　二で分析したように、職務責任、青酸法．との儀務騰係に基づく責鑑または駿

講類鍛侵害紅基づく補叢では、違法性の存否の醤薮の際に趨纏設定の適否が争

点となる場合が多い（簿｛鷹わがくにでも、ある一定の時聡雨量を設定してそ

れに靖葛1するよう下水道の欝格が設定される。この規整設定に不備ぶあるかど

うかの判嶽にかんし、ドイツでは計藤裁量に帰するコント葺一ル方法の一つで

ある鏡鞍衡量要請（A碁W謙懸墓sg的艇／によるとされているσ5｝潜、8GRの審査

方法がそれによるものか、さらにドイツではいかなる要素を考癒して審査され

て》、るのかに着§して分衝をすすめる．

　1葺翻分的に導管が敷設され、遵鋒群氷露からの混合水を流下する公共下

水驚である轟然流水本体｛2魏瞼罐雌蕊銀e駐機慶s　Gew総ser／のM癖が、豪薦

の繰、急速な堰塞を迅速に交分流下しえなかったため、原告の事業達辮に氾濫

被害が生じたことにつき、購下水整の鏡絡設定の不備を奪！慈に原告は被告議に

帰し、基本法誕条・以湛83§条および8G露823条に基づく損害麩盤ならびに

鞍懸類｛袋侵害に基づく補嬢を請求しだ陀原審は、M輝撰いわゆる一年算定雨

量（W3sser穣磯彗ee搬εse塗諏搬重葺eη露erec懸職墓鍵e寡e瞬を流下しうるよう設

計されていれば適窮であると推定し、しかも導管が敷設された簸鱗を薦の下水

錐としていかに矯整設定すべきであったかの審査に際し、独霞の判織をせず、

ラント環境局（La欝積esa驚t韓r馨搬w展t）によるザーノレラント全般の気象輻告に
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縫った潜、本件水鶏の隣接者の利益、地織の状撹も考慰すべきであるにもかか

わらず・かなり矯期間に二度集中豪雨が発生し・その時原告に被害が発生した

という事構を考慮していないとBGRは舞示し、差戻審ではつぎの事項を考癒

すべきであるとした。

　必要な下水露の穫簸面を究聞する際、気象統…葺から警鰺脅する降雨魑

醸1磁eでsc穀a欝wer艶盤／とその飽の滞留水および流水の量がまず縷討薄象と

なる。さらに、溝鱗流域の事椿、すなわち、その機業…、貫流地域における流

れ方ならびに特性および標高綴畿磁秦v8a緯、水の動懇（W薦set籔鞭職幻

を顧慮すべきである．水の蓬常な流下のために講じられた措置と将棄的見

通しをもった広範な事繭措置の効果とを、騎丘措置の実現璽籠姓とそのコ

ストに応じて、危娯される損害の程度とその蓋然性と購様に熱感すべきで

ある．厳鱗の燈標設定について、3・5・欝あるいは憩年算定雨量を考感

すべきかどうかは、饗在の事実状溌および争いの状灘喝最終的に磐膨し

えない．今まで認定された状浅のもとで一年のみの算定講量での設爵がい

ずれ・にせよ不充分であるとしても、経験土葬常紅長嬬の閥蕪をおいて生じ

うる天災的嵐（欝年理象（」識盗難δerteτel辮lsllをも孝慈して規格設定を

する必要はない。重要なのは、考感贈象となる要素すべてを包抵的に評籔

するこ二とである。

　そして、8G鷺は、ヒ寵の以外の考露事項として、①M擁が宅地を貫流して

いるから被告毒は跳較的高度な義務を負うこと、⑧鱗絹が下水雛として奉礪さ

れているため、豪雨の縢はまさに、その緊的に鄭して多量の水を流下しなけれ

ばならないこと、そして、⑧竜験防藍のため必要な雨水講簿濾嬢e慕e継琶。恥

難鑛t8馳＆e麟の設罎等の欝置を顧慰したうえで、現実的な氾濫跡豊薄籠性、被

告の財政上の食糧能力、およびゲマインデの全体計藏を考叢した防蓮鑑置の難

待薄能性、本鞭濫の後被告が実撚こ講じた鞭であって原告の主翼な麟ま
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先の豪雨に類鬱したその後の豪雨があった際の氾濫を鋳益したとされる欝置の

三点を捲撫している．これ・ら事項を包婚約に葬優し、その適否については、予

灘できるすべての状漫に嬉癒することはできないから，財政状涜を考慮して、

鰹驚具体的にどの程度のものであればよいのかを鵯織すべきであるとしてい

る（驚

　1擁は、下水鋒としての機籠も欝する海錨からの溢水による緩害にかんす

る事案であったぶ、下水管からの溢水によ辱浸水被害を受けた場合における焼

格設定の適否にかんする事案をつぎに分凝する．【2蚤原告は、豪雨の後，道

露に敷設されている雨水管の矯穰が不適窮で受水容量が不達したため、雨水が

道錯雨承辮を通じて流鐵し、浸水被害を受けたことにつき、被告に嬉し，職務

責任に基づき損害賠僕を請求！した。原審は、統計、との平均値に基づき一年確率

降雨量に蝿広しうるよう下水管を設置し、保存する義務がゲマインデにあむ本

件下水管の媛賂設定に不備はなかったとして請求を棄無した鱒、8G難はつぎ

のように覇示して、適燐な規格設定にかんする審査をするよう原審に差し要し

だ781

　下水管施設の艇格設定にとって漢定的な算定雨量につ》、て、わずか一年

の周蟻でそれが見積もられるとき、極嬬な場合には、一年に一睡氾濫にみ

まわれることを返縫住民は曾憂しな謬れ、ばならないことになろう。この種

の負極は嬬侍しえない．このような下水道は、原審の認定に反して、下水

経済・下氷技衛上の承認されている定法に薄応せず，近隣住艮の法燈が

充分保護されているとはいえない。昌§係地域の標高と水の動態を、した

がって、具体的には、原告の家産およびその隣家は、露露よ吟も約5§セ

ンチメートル低難置にあるという事実が重要である．算定雨量は、その

焼格設定にそって形成される施設であっても、発生する降雨量が通常の観

察方法の枠内でも考慮すべき頻繁な場合も寛験すること解できないときに

は、施設の燈標設定のための唯一の基準IM誤sta瞬とはならない。した
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解って、重要な下水経済上の、披講上の、地形上の事椿のすべてを包括的

に評儀する必要解ある。

　菱2葦では、1麟の甥示事項を擾馬するとともに、一年確率降雨量に基づ

き下水遠施設を蔑賂設定することは、裏を題せぱ極端な場合一年に一度浸水被

害等麟生ずることにな蓼、その負撞を被害者に課すことは蟻持しえない蟹を鵯

尽している。【鱗では、本件前にも数度被害が生じている麟、本件摸害発生

原霞たる氾濫は二年闘に二度生じている．それ・に換え、算定雨量は規格設定の

基準となるものであるが、通常の観察方法によ静頻繁にその程度の降講が発生

する場合、たとえば、算定雨量に基づいて下水道を設置したにもかかわらず、

街整に再三氾濫が生ずる場合には、設定された算定雨量を至当秘事霞とするこ

とはできず、その能の事嬉を包抵的に考癒する必要かあることを捲締している。

　【2董は下水管からの溢水による被害垂こたいする賠｛裳請求事案であった。

つぎに、必ずしも下水道ではない解離水システムの一環をなす管渠への未流

入水による浸水被害（いわ塗る内水水害〉の場合についてつぎに分析する．

給源告宅裏の溝渠（G盤娩霧および原告方付近にある道落下を横擬する管渠

（貧的羅蟹。嬢a鋤では受入しえない水量渉生じ溝緩宅に浸水被害勝生じたため、

原告は緩告毒に薄し氾濫被害にたいする掻害賠撹を請求した．原審は本件溝渠

および道露下を横擬する管渠（この上額での道跳工事によ吟砂、岩羅が堆積し

たため緊塞していたことの鰹に、溝渠に箆し管渠が過小に競絡設定された〉の

規格設定は充分だったと醤漸し請求を棄薄したぶ、3G翼はつぎのように判示

して原審に差し戻した僻！

　たとえば一定の算定降雨または本件のように一定の滞水頻度（£撫sta疑

臨藤g短沿という一般的基準潜不適燐かどうかの判簸は、縫溺事案に

おいて、その被害原露がまれな擁外的流入量であったかどうかと共に一

般的考察方法の枠内でも顧慮すべきかなり頻繁なその発生を流露システ
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ムIA誠錘tt鍵薯ssyste醗1毒監吏綴できないかどうかによる。本鯉地域は、

数年に一度豪雨の後洪水が繰瞬返し生じている．鞍告は、宅簸の標高か

らくる不羅遷の危験に難し水の流下を安全にしなければならなかったの

である。鑑定人によれば、管渠は高度の蓋然性をもって覇塞したとい

う。会誌として、癖承システムがもはや洪水防豊と縫会生活上の安全牲

（V綬盆e歴SS圭嶺e療e誌｝の要請に充分こたえられないという瞬らかな兆蝶勝

あった．以上の事実釈混から、本件離水システムが充分であったかどうか

が依然として翼題として残る．というのも、被告はそのシステムが充分な

ものであると評慰していなかったからである。しかし、被告は、窪らがそ

のシステムを充分なものとする義務を負って恥ないと主張しているのであ

るから、争わ翻ている本件第一露・第二醸双方の損害発生前に管渠が充分

な通水能力を有していたかどうかを検査しなかった。被告は、溝渠の溝掃

を本件第二露震の撰害発生前にのみ実施させた、いず轟にせよ、被告は、

本件麟の数度の鞍害発生からその後も瞬種の被害渉生じるうるという警告

を受けてお瞬、しかも、原告の要望にもかかわらず、溝渠システムにつき

なんら変更を換えなかった。被告は、本件第一園馨の横害発生後その原霞

を究暖し、その放流水面を整備する義務を負っていたから、遍失の推定も

撰…除され、ない。

　1鍵では、鎚来、盗れ繕た水は、溝渠から隣接する農地に分散されてお穆、

隠蔽のその水は浸透しまたは飽の轟然細流（難儀幽磁e照盤s纏e瞬へと流鬱し

ていたが、馬糞の建設地域綿a駿ge疑et／で瞬登が進んだことによ鯵窪無爵水が

不能となったため、被告には、本件瞬発地域の宅地そして原告の土地家渥を必

要かつ期待可能な範麟内で、溝渠およびとくに遵露下にある管渠が滴水をもは

や受入せずそのため原告の蟻訴に氾濫歩生ずる危験から保護する生漬灘慮措置

を講ずる義務があるとしている．また【鑓の場合、道酪下の管渠麟工事の実

施も起霞して闘塞したため、延会生活上の安全確保の要請の問題もと移あげら
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れている。

　以上の朝示内容からすれ、ば、下水道が単1こ一華算定雨籔のみに基づいている

場合には、その下水道は不充分であるということ・極端な場合年一騒の氾濫

を隣接孝慈甘受しなければならないように醍管施設溺疑格設定されていると

きは騰接者が十分保護されているとはいえないこと、および充分な醍管簸面

（L醸懸9S卿erSC擁1鱒を究隣する際には適燐な下水経済・披街上ならびに地

形上の事椿すべてを包揺的に評慰しなければならないことが絹らかになる。さ

らに、このような一般的考察方法が採られていれば、たとえそれが一年算定雨

量に依擁していても、淡して葬難されるべきではなく｛機通常の流下籠力以上

のものを必要とする特段の事構がなけれ、ばそれを変更しなくても義務違反とは

ならない撰！このような技構土・地形上の事倦等については、専需家による鑑

定などの方法によ鯵事実認定をすすめること勝できょうが、縫題は、幾格設定

の背景にある財政上の麟約をその審査の際にいかに考慮すべきかである。

　　巨峯原告は、壕遂の最深部付近に猛爆を購えていた煎撲水主管へと濫ぐ

毒下水道の支管潜上記道に敷設されていた（なお、この支管は一年算定雨量を

基準として燈格設定されていた／。原告宅には、その支管への漉入韓があった

が、豪雨の後、瞬支管へ漉入しなかった水によ蓼原告方地霧に氾濫溺隼じた。

原告は被告ゲマインデに繁して縷害賠償を請求した。原審は請求を棄隷した魁

BG翼は縫来の縄決を援篤し原審に差し戻したが、その申で費用の考憲方法に

ついてつぎのように鵯示した戯言

　原審は、鑑定人の鑑定に基づき、被告の下水道網内での主な流下方晦は

地区の一一般的な離水施設のそれと逆方講に流れているから、紅極めて都合

の悪い」ものであるが、財政事構からすれば、当時三年に一度氾濫が生ず

るという状混（三年算定雨量〉で充分であるとした。しかし．この説琴霧こ

は、隣接者の科蓋（8e墨撒響elとゲマインデのそれとを考慮し当事看の利益

（懸艶resse〉にかんする箆較衡量（A毒w護鍵盤露が採雛入れられ’ていない。
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どのくらい高額な費繕を要するのかの認定を欠いているため・三年に一度

の鵜隔でのみ生ずる氾濫を紡製するという董轟で保護に値する隣接者の利

益（茎鍍eτessε〉がゲマインデの低コストによる利益（KGste虚撹e艶sselの背

後に後退しなけれ，ばならないかどうかの覇薮潜できない．必要な一般的考

察方法をもとに謙露され設置された施設であっても鰯人の地翫ぶ不都合な

場勝に位置している場合には倒外的に不発分な施設であるといいうるが、

その夢スクは原告によって負担されなければならない。しかしな撚ら、本

件下水管のある蕗線全体にわたって再三氾濫被害勝生じているときには、

このジスク負捲の観点は否定さ為る（8乾

　　【贋は職務責長または行政法上の綾務聡係に基づく損害賠盤請求事案であ

るから、鰯人に鰐する聴考に期待されない特勝の犠牲まがあったとしても、

それ、は駿稽類蝦侵害または級罵的侵害に基づく補儀請求の対象とな鯵えても、

このことから直ちにゲマインデに下水道旛設の改修義務を生じさせるものでは

ないことを覇示しているといえる。しかし、14，では、原告のみに浸水被害

淋生じたのではなく、その周辺隣接者にも被害潜生じていたから、原告を含め

た周辺隣接者にその被害を負極させるのは期待されず、幾途、ゲマインデの抵

コストによる利益と隣接者らの氾濫防禦によ蓼受ける利益との比較衡量を要す

る（発鋒…の文藻からすれば、このような場合には下水道施設の改修に要す

る費絹麟莫大である場合を除き、隣接者の利益を優先するという帰結を導きや

すいことになろう。

　以上の分析からすれば、ドイツにお謬る下水管などの遍小な規楼設定のため

生じた浸水被害等にたいする損害賠嬢事案については、利益・不利益の比較衡

量を要するけれどもそれ’に蟹走されるものではなく、わがくにでの蝦疵責任に

おける瞬愛蔑まの認否の際に潤いられる罫総合考慮塞という審査方法と講様の

ヂ包抵的評懸」が要請されていること解わかる．その際、特籔的なことは、一

定の算定雨量をもとに規格ぷ設憲される瀞、それを曜一の基準として審査ぶな
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されるものではないこと、違法覇擬の際、BG琵の判決文をみる鰻鯵事実上の

推定という手法を驚いておらず、被害発生地の地形条件や被害発生頻度を考慮

すること麟強調さ為、そ轟ゆえ、財政事構を考癒する際も、一般的な財政鰯納

を講じるのではなく、被害者の不霧益との箆較衡量を要するとしている点であ

る．

　③　規格設定の適否にかんするわがくに裁轡鱗の発析

　わがくにではこの規整設定の適否にかんし、主に下水道水害訴訟で争われる

麟、下水道承害訴訟自棒の件数が褒在のところ少なく、それを直接争ったもの

も少ない。しかし、ここでは／2）のドイツ裁物擁の分赫を参考にしながら、わが

くににおける焼格設定の適否の覇籔方法およびその要素について分桁を換える。

　【菖董平｛乍燐水害訴訟（85㌧ま、豪雨によ吟、下水道経水鋸から濾i水が生じ床

上浸水の被害が生じたため、原告ら解国家賠騰法2条に基づき撲須賀市に損害

賠穣を請求した事案である．ζ鑓鵯決では、一鶴の水鶏を除き、その余は普

通溺辮でもあると認定する、そして、普通潟撰たる下水道の安全姓については、

大東水害訴訟紛および多摩鱗水害訴訟最高裁覇決（鎗によって承された遍護的

あるいは駿繕的安全性基準は、適罵海穫又は準矯湾翅について講じられたも

のである」から普遍溝灘に嬉し直ちに瞬様の解毅はできないが、灘薄部にある

普通灘燐管理の重要性は、薪溝鱗法上の潮勝1の管運に比肩しうるものであ雛、

都驚部にある普通河辮を公共下水道として整備するについては種々の灘約が伴

う」ため、本件水鶏（普通溺耀〉については「溝燐法上の溝燐に準じて、これ

を都南癖水路として通常予難し、かつ、簸遷しうるあらゆる水害を未然に防慶

するに足参る下水道旛設として完備するには、構慈の期鱒を必要とするから、

それまでの隅は、未整備又は整備不÷分な薬毒欝水鶏として、その通常備える
　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ヤ　　ち　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　モ　　ヤ　　ヤ　　マ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ　　ヤ

べき安全性は、諸鰯約の基で一般に施行されてきた下水道事業の段贈に薄略す

るいわば段階的な安全盤をもって建吟る茎（艇点引綿者／とし、濫水量麟少な

いことや改修実施を要する特段の事構がないため澱疵はなかったと覇示した．
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また、下承遵と認定された水落については、r通常予灘される災害に耐えられ

るだけの安全性崖解必要であむ．このF通常予灘されるま災害に耐えられるだ

けの安全牲とは、r下水遂事業の鐸的、性格に黙らせば、薮該下水道を懸幾釣

具棒的にみて．地域の藝然的条件や縫会的環境の下で、工作勃等の人工設備を

含め当該下水道が、通常予想さ翻る競摸の流量に対し、これを安全に海又は溝

縄等の水域に流下させ、もって流水の滞留を生じさせることのないような安全

な欝造を備えるまものである（傍点群馬春／とする。しかし、本件水害当時は

雨量溺極めて大きく、平作鱗の流量も姦水盤をはるかに上翻るものであったた

め神水踏に滅入した雨水麟平搾鱒に罷力誹除されること解できず、曙水銘の

下水管渠内に極めて大きい水窪が生じたためであると推定される」ことおよび

妾該水鶏からの溢水のみでは床上浸水が生じたと鵯擬できな》・として、瞬水鶏

に叢蔑はないと料激した．

　ここで問題となる蔑絡設定の適否については，まず、技衛士の講約とのかか

わ滲で、激流先である溝鱗の流下餐…カいかんによ管下水道の撰…水能力や敏流方

法ぶ左右され、溝燐との欝連を考慮しながらその安全性確像のための整備が図

られなければならず、単に下水道管運の観点のみで先行することは露難である

という妓籍的鰹約藻あると判示し、基準降雨量設定の適否についてつぎのよう

に舞示した。

　控訴人らは、時潤雨量6§ミ夢メートルという基準降雨量は遜小に邊ぎる

と主張するが、「右設定魑は、神奈燐羅内においては横浜毒と重んで最も

蔑い基準であ吟、多雨鐘籔である靉靆、九嬢地方を除けば、全国的にも高

い水準にあると考えられ、その基準の設定雍体に遜譲があるとは到底認め

られない」。また、擦訴人らは、時間雨量驚ミ夢メートルを基準とするこ

とが穏当であるとするが、「本来下水撰…水施設は、特雛の趨設を除き、ほ

とんどは比較的小規摸な施設によって都南全般にわた陰欝常の毒民生活か

ら生ずる汚水及び霞然降雨による薦承を都市の毒民生活に重大な影響を与
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えない程度に撰水難遜をするための営造勅なのであるから、極大の降雨に

も耐えられ、完全に誹水薄龍な機能を鴬に鶏待することは露難であ甑あ

る程度の範遜に藍まるのはやむを得ないところであ甑羅麟管蓬する海燐

に箆べその基準降雨量がやや低く押さえら翻ることも避けられないもので

ある輩。また、数流先である平体繕については。降水確率齢年（誕爾時間

雨量簿ミ夢メートル）を採篤したが、これぶそのまま実施されるには至ら

ず、当癒の改修の実行としては暗闘雨量灘ミサメートルを設寇しているの

であ鯵、F前記の溝鱗と下水道との櫨違をも考慮するならば、本件水害地

域の特殊性や平｛乍鱗との縫係を麟酌しても、下承道整備の実施基準か低き

に遜ぎるということはない窪。

　151甥決では、本件基準降雨量の設定は飽地薮との箆較をして遜色ないこ

と、および、控訴人の全羅平均を基準とすべきではないとの主張に薄して、放

流先溝糊の流量との箆較を絹い、本件地壕の特殊性を考慮しても・不適嬬な点

がなかったと響示している．15｝覇決では、普遜湾鱗にかんする蝦疵の喜否

の醸にこの基準降雨量設定の適否を認定して、そ蕊をそのまま下水遵の澱疵覇

臨についても当てはめている。

　譲た、【鑓原告らの居宅の購羨懸道鋒には懸簸からの癖水を流下するため

の下水道撚敷設され、講緩宅透くに下水道のマンホールが2か瞬設置されて

いたが、このマン承一ルからの溢水と詫綴本銘からの浸水によ鯵旅下浸水を

受けたため、被告櫓毒に薄し羅家賠穰法2条に基づき損害賠穣を請求した事

案｛灘｛脇では、時間雨量欝ミ夢メートルを基準籏として下水道設備を設計施工

していたが、本件水害当時の暗闘降雨量難58・5ミジメートルであった・この認

定のもと、裁讐藪はつぎのように判示した．被告は、合理式によって蟻大計暖

雨水流鐵量を算鐵し、気象、気候、地勢等を傍考のうえ、時閣雨量50ミ婆メー

トルを基準魑として下水道整備誕露を立て、その実施に努めたが、略の数値

は近隣地方懲治体（東窟都及び千葉毒）の下水道整備誹懸上の数値と講銘して
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十分な合理性のあるものと認められ’るま瀞、r醗に設置されている下水道の流

下龍力が下水道整騰計麟上の詩嚢蘇1水量を下躍ることがi藪ち華こ轟該下水遵整｛薄

の設置又は管理の叢疵といえるか否かはともかくとして、本件水害時の最大時

間降雨量が、被告の譜面雨水量の基準纏を超える五八・五ミサメートルであっ

たまから、本件下水道の流下縫方が前記基準値に達していたとしても本稗水害

の発生は免れなかったのであ蓉、原告ら主張の蝦藻と本件掻害との舞舞こは馨果

麗係がない．

　　菱鑓ξ鑓における軸承内容で莫通して見受けられるのは、勉の隣接地方

公共露鉢（あるいは全醗的〉での基準降雨量との箆較を得いて、当該地域に

お酵る基準降雨量設定の合種姓を導き饑している点である。この点嫁、大葉水

害訴訟等各海燐水害訴訟における最高裁肇1決に見いだされる「海燭管建におけ

る財数的、技徳的及ぴ縫会的諸鰹約のもとでの慰種・講焼模の海鱗の管選の一

般水準まに蕪らして蝦疵の存否を覇籔するという方式に財っているといえる。

演趨管蓬については、国の管理すべき溝綴は多数にの蔽り、その堤防の基礎地

盤の面積も広大なものだから、難政1蚕および妓籍覆｝から不可能を強いることは

できないとの遷虫でこのような毅疵判擬方式が裁舞舞上裸馬されてきている、

しかし・下水遵は、その管理主体が地方公共懸体であ鯵、かつ、轡で述べたよ

うに、叢該事業計懸では、下水放流先の点を除けば、予定鎚理匪賊およびその

溝辺地域の地形や±地の矯途、下水道の醗置および縫方が塞該地域における降

水量、入舞その飽の下水の量に影響を浸ぼすものなどが重要擬されている。

さらに、【鐘紡藁の覇示内容には．1鑓の普通海ヌ1きについての判示部分を

饑き」講種・講幾模の下水道管遷の一般水準∫なる文書はない。かえって、

15董報決では、下水遂における設麗または管遷の環疵については、地域の農

然的条件や縫会的藻境のもとで騒常予想されるべき流量」にたセ・して安全な

講造でなければならないと醤示し地域姓を強調して》、ることから、この部分の

讐示内容は大東水害訴訟最高裁舞決の趣蓉に基づいているものではない．それ

にもかかわらず、たんに近隣地方公共懸体や全醒的レベルをもとに、基準降雨
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量の設定に合理性があったと覇擬することは、重大な譲理矛盾を趨こしてい

るものといえる、

　これに対して．講じく規譲設定の適否が争われた事案である瀞、基準降雨量

の適否ではなく．基準降雨量以下の鋒雨でも敬流先海綿の事椿から下水道容量

が不疑し、縫の方法でその容量を確保すべきであったかどうかが争われた事案

についてつぎに分模する。17茎平野繕水害訴訟醐では、水害発生時の降雨量

が公共下水道の譜面爾水流畿量（雨水強度毎鋳鑓ミ夢メートル〉をはるかに下

園るもの（最大で時露雨量33ミ夢メートル〉であったが、平野塀が改修兼了で

あ箏、瞬辮下流域での浸水の亀験牲もあったため、瞬綴ヘポンプによ雛放流で

きなかった結集、下水管渠麗舞部や水洗式トイレ等から溢水し撰害が生じた。

匿7韮判決1で垂ま・公共下水道の安全性については罫計露上予定されている降雨

強度に薄癒した雨水流嵐量を迅速にかつ滞静なく穂水翫に集水した上で全量、

海鱒等に敏流することぶでき、内水滞留を生じさせない機饒を具備達している

こと潜必要であ絵、その有無については、r下水道施設察体の矯模、瀉下及び

携水龍力のみならず、放流先溝鱗の流下能力まで含めて験試して決めべき穿で

あるとともに、当該下水道施設寒体恭謙函雨水流鐵量を十分流下、放流できる

籠力を備えていなければ、瑛実に雨水を群氷することは不再籠であ鯵、罫甥途

に離水し得ない余遜雨水について適饗な滞留紡丘措置を講じておかない罎蓼、

妾該公共下水道施設は内水滞留の亀験牲を有するものとして、安全盤が欠如し

ているまと判示する．そして、具体的にはおよそつぎのように判示している。

　被告（大阪市〉は、§簸こ第二次五簸年計醤策定時に、本件下水道施設の

整備が完了しても率聾緯等の改修未了のために軸承漸に集水した雨水を敏

流することができない場合もあることを十分予臠していた．さらに、離水

潔ンプの運転を舗醸すれば下水管渠が通水不能状態に臨参、擁水鱗屑透の

下水管渠雛讃部から雨水麟溢水することは容易に予難しえた。それゆえ、

本緯下水道施設の設置またはその後の管蓬に合わせて、その下水鎚理饒力
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に満たない降雨による雨承量で浸水が発生することを十分防蓋しうる程度

の施策を講じなかったため．本件下水道施設は通常有すべき安全盤渉欠け

ている。また、fたとえ十分な浸水防幾措置を講じるにつき財致上その飽

の鰹約があったとしても、特段の事驚がない縷貌、こ蕊を選曲に被告が

免責されることはない。被告がいくつかの浸水紡蓬に有効と患われる搭罐

を講じたが、本件下水道施設に内在する危験牲が解溝されるには至ってお

らず、本件水害時までに講じられた防童措置は応急的ないし簡接的なもの

麟多く、本稗のような内水溢水形態の浸水紡蓮に効果的である雨水調簿地

潜一鶴完成したのは本件水害後であ鯵、馳に浸水の織選が不薄能であると

考えられる特段の事購が証擁を総合しても認められ’ない雲から、被告は免

責されない。

　【？藁講決では、多摩辮水害訴訟と講様、誕露、赴予定されていた規模の降雨

量ないし水量以下で水害が発生した事案である．それゆえ、この降雨強度（基

準降雨量〉の適否露捧撰争、燕とはならず、溝繕に激流できない事情解ある場合

の握保として事蕪に下水道施設全体の受水縫方を余講雨水に薄徳できるように

しておくべきであったかどうか越争点となる。【7…の場合には、調籔漣の未

設置が環疵認定の際の重要な霧辮軽科となっている。171の水害発生は、昭

秘57年8月」ヒ旬であり、被告大阪薦垂こ二よ1る調籔漉の建設善玉舞召革嚢56年度オ玉ら畷乗合

され（なお，この設置は都市溝鱗緊急整備事業によるもので、その費罵は、躍、

大阪府および大飯毒がそれぞれ3分のiずつ負捷している／、その完成が紹秘

総年度であった。ζ7ヌ舞決では．曜鞍麗年の第2次蓋力年謙懸策定時から蔑

に本件のような被害発生態療で水害が発生しうることを予濾したとし、調簾漉

の建設を撃難に養手ずれば、本件被害発生は紡荒しうる状漫にあったことを重

観しているものといえる醗！

　以上みてきたように、擬賂設定の適否については、水害発生原石が基準降雨

量（降雨強度〉を超える降雨量による霧合には、その基準降雨量の設定嚢体の
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適否を争うことになり、その基準降雨量以下で水害搭発生した場合には、余剰

雨水による水害発生を防鋤するためにいかなる浸水防止措置を講ずべきであ

ったかが中心的な争点となる．と鯵わ継、規格設定の適否で多く争われるの

は、基準降雨量設定の適否にあるといえる。わ潜くにでは、【5董16彊の覇

納容にみ練るよう、基麟薩の謎については・近隣地方公嬬体や

搬によっては蟹鍛定状測灘らしてその適否沸騰醸ているが護i彊

【甥榎鑓で分析したように、ドイツでは当該地域の地形や気象状涜等を考

慮してその麟を籍している．下縫齢麓下水道事業講の認畷誘た

って当該地域の鬱然的・社会的条件等を考慮すべきこととしていることからす

れば、近隣地方公共掻暮の駿涜は、一つの考慮要素であ蓼うるとしても、それ

を決定的要素として取攀援うことはできないといえる・また・敏流先湧鱗との

縫係でいえば、海難改修に先行して下水選が整備されるという齪離ぶある場合

には、【7董で分析したように、いかに浸水鋳豊措置を講ずべきか摂問題とな

るから、激流先溝聯の計嚢高水流量等を決定的要素としてぞ水道における基準

降雨量設定の適否を鵯簸するという方法も必ずしも適嬬とはいえない。さらに1、

基準降雨量の設定にあたって極大の降雨量に麟慈しうるように設定することは、

財政的・縫会的麟約等からすれ、ば羅難であることは否定できない．しかし、単

に下水道整備に一定の費絹を要したから責任をとえないとするのではなく、

　【嚇讐決ぶ示すよう、整備等に要する費罵と、被害者の被害の程度、換言す

れぱ浸水等ぷ防止されることによる隣接者の秘益との衡量を要するものといえ

る、肚磁強縮を経てばじめて、裁糀、翻な繍設定の鱗が溢

れるものと思われる。また、か蓼に整備等に要する費灘ぶ莫大なものであるな

どの事情があるとすれ、ば、醐題は、被害者｛羅の受けた不篇益が受忍鰻度内にあ

るかどうかの甥簸になる。17藁の霧合には、溢水地役権を設定しうる等の議

論餓があり、その愚考方法には傾聴すべき点渉少なくない。ただ、往来の裁

甥倒の覇撮枠緩みからすれば、家屋内への逆瀧下水のみによる被害を磐彗にして、

被儲は下水趣蠣翫いう端雄も、当該下水蘇分近隣に離していた
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がために被害を受けたという意駿で第三者姓ぶ高い（職から、大阪窒港訴訟最高

裁大法廷轡決｛鱒および厚木基地騒音公害訴訟最高裁料決｛鰍の趣鷺をもとに、受

忍鰻度を超える被害の場合には環疵責任解成立するとして、その被害を補罎する

こともできよう。いずれにしても、権隣法にかんする浸法耀定が権互互換性を

繭提としているため、その思考方法を驚いた生活鋳害的アプ費一チによ噂、違

法姓ひいては霰疵の存否を舞籔することも今後必要となろゲ讐

霞　おわ彰ナに

　ドイツ裁舞舞によれば、下水道水害にかんし、一般的には、下水道整備が商

権的捲置であるから、職務責任や駿稽類似侵害に基づく補縷の薄象となる。ま

た、下水道への接続潜強麟されているものであれ、されていないものであれ、

下水遂接続管を通じて下水が家屋爽に遂漉したため生じた被害について絃、靉

靆的で密接な震源があるため下水遺篇濡者としての資格で行政法上の養務露係

に基づく責任をとうこともできる。これに対し、下水遂総員部からの濾水によ

る浸水被害については、責任法に基づく危験責任の一つである搾罵責任の鰐象

とな滲うる魁下水道に流入しない水または逆流水による浸水被害の場合垂こは、

その講象とはならない．それゆえ、下水遵への来漉入水による浸水被害にづい

ては、職務責任または敬驚類骸授害に基づく補震請求の対象となるにすぎない．

　作講責任の磐象となる場合には、有責姓や違法性は総題とならず、その被害

解奮年現象のような不可抗力による場合のほかは、その責任はほぼ成立するか

ら・責餐…成立要件は鰻定的ではあるが被害者は救済される置f龍｛盤解高い、これ’に

帰して、その勉の責錘類型では、少なくとも違法姓を一要件とするから、義務

違反の存否の判籔撰重要な醐題となる。その縢、とくに、来淀入水または逆流

水による緩害が、下水道の受入能力不足のため生じた場合1こは、燦格設定の適

否が違法性の判籔のメルクマールとなる。そして、その適否は、甕該地域の地

形状涜、被害の発生頻度ならびに下水経済および技衛上の諸事欝を包抵的に
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評慰して判薮されている。さらに、財政上の麟約麟開題となる場合・それにか

かわる評懸1は、ある一定の頻簑で生じうる被害を騎鑑することによ穆隣接者解

受ける利益と下水道を整備する公共懸捧解受ける低翼ストによる利益との艶較

衡量によって決せられる。

　わがくにでは、下水道水害は霰疵責任を横挽として争われてきている。従来

の裁料擁では．下水這の受入能力の適否が重要な争点となってお甑この悪辣

で、程度の差はあるが、ドイツにおける事精と一致している。わがくにでは・

．水害の鍛蔑責任による補堰を考察する上で、溝辮水害が中核的な位置を霞めて

きているため、この種の最高裁覇決解下水道水害訴訟覇決にも、多大な影響を

及ぼしている．とくに、焼縮設定の適否について》、えぱ、溝鱗改修の際に考慮

される事項と下水道整備の際に考慮される事項と解かな撃相違することやそれ

に関連して管理主体か湾翅では主に醗だ解下水道では地方公共懸捧であること

の種違等を充分ふまえることなく、瞬種羅規模の下水道管理iの水準をもとに安

易に評纒されている場合都ある。一定の基準降雨量を確定し、それに基づき下

水遂の燈格が設定される麟、その基準降雨量潜当該地域において適蜀かどうか

を纒懸具体的に考察して、最蔑の存否が判纈されるべきである。

　いずれにせよ、地域によっては浸水被害の生じやすいところもあ鰍その被

害は筆毒に尽くし潜たい場合もある。この種の被害にたいする羅あるいは地方

公共団体ごとの補獲麟度等の確立が急務である。

膨注

鯨　最料紹隷硲年玉拷26馨費集38巻2号53頁。

（2）　最警董平威2年i2湾i3舞葦篶集唾護巻9号ii琶§頁G

鱗　国土庁防災講監修災害韓策講度麟究会編著雑本の災害繋策（酸訂蔽矯27頁

　および覆土庁編毬単戚六年度蔽　防災白書書44頁以下。
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鱗　たとえば、東束轟報軍威3年4舞2§騒講時欝8§号籔要。

翰　たとえば、軟鐡義紹職給毯家的蟹家責任論『公法と経済法の諸鷺題　上垂

　醸g雛年〉323頁以下駈薮．宇賀克毯ぎ蟹家責錘法の分極罐（ig8蓼年〉がある．

織　また、ドイツでも、溝鱗等からの漫濫被害や下水道からの浸水鞍害にたいす

　る補填を求める講談は、そみ件数はわ潜くによ警も多い演．この種の事件類

　型にかんする文献による分衝や評糞籔ま充分になされていない。ドイツでは、羅

　家責任の各類璽ごとに、たとえば、オッセンどユール教授による馨家責任法の

　教科書（Osse曲臨董，S毛a2独旗膿霧sでe蕊童，蓬．A癒．，i§盤〉で1ま、氾濫鞍害につい

　ては鞍馬類桜穫害総．欝麟または鍍灘的侵害（S、22懲の類璽で，下水の逆瀧によ

　る浸水被害については行政法上の績務麗孫に基づく責任の類璽（S．2§紛で取鯵

　あげられているにすぎない。

鱗　接穂罫ドイツ裁甥擁における氾濫被害の補蠣購造」皐穰鐙法学会誌44巻299貰

　以下参照．

（81　Ra｛t茎潰走。盤弩ζesetz量．（圭．F．｛置αβeき轍嚢賊難ac熱董簸霧vo搬尋．聾騰鞍3ボi｛垂78〔8G駐董．

　亙，玉45〉．

麟Osse曲灘，蝕錘硫e織，S．28艇．；Kre｛t，A麟櫨膿薯LM露G馨§278

　Nr．55．なお、この行政法上の篠務閣係に基づく奏任の成立遜程についての誰

　織な醗究については、Sl猛O簸S，Le童st難郎st敬膿騒e簸　ver黒総豊t懸霧s難曲極C魏r

　Sc擁1δvεr雛1纏ssε，i§釘やP罐er，飯を恥r融r醗欝verletz盤墓ぬ§旋漉一

　董紀短資良ec｝建，欝7｛｝がある．

1麺馨G9，｛∫魏嚢v．3春．9、垂9簿露G蕪Z騒，2鯵．

醗　猛Gβ2驚条は、第一項で「優務者は．勝段の定めぶない醸穆、故意及び遍失

　に薄し責懸を負わな酵ればならない。桂会生活上必要な濫意醸e磁Ve虚e紐

　er｛o羅er量感e　Sor麟31t）を霧怠した者は、愚夫あるものとする1とし、蟹務不履

　待責錘にたいする遺失責任主義の導入を燭足している．また、慧G8278条は、

　蹟務者は、法定幾瑳人混び義務の履行のため綾絹する者の麿責（Versc擁羅e麟

　について、嚢Eの脊責と瞬一の範麩内でその責を負わなければならない」とし、

　履行補修者総ダ癒1難聴s蓼磁毒e鍵の遺失にたいし綾藩老がその責を負うことを規

　足している．なお、これら規定の内容については、欝寿夫・右逝健男縮ゼドイツ

　綾権法総義塞（欝88年）で詳細に論じられている。
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麟　なお、被告ゲマインデはその条鯛でつぎのような趨定を設けていた。すなわ

　ち、条擁3条逢項では髪癖誹水網縄継w齢sε撒簸欝etzlからそ親に接続した土地

　への下水の逆流に帰し、各接続老農らがこれを鋳製しなければならない。下承

　道網からの逆流によって生じた摸害につき、ゲマインデに嬉する摸害賠嬢請求

　は認められないオ．豪た、条鱗鴛条では、f公共下水道網における事業瞳害の発

　生18trle総s繕綴糞ge霧もしくは外霞による事業寧幾（A積§e也蕊r量e糠t澱確）の

　とき、または洪水綴。磁w3ssεr）、豪薦もしくは霊解けその纏の馨然現象の糖果

生じた逆灘こよって塞た購水管噸こおける滞劉漉醗搬縫聡e瞬こよって蝦疵

　および叢書ぶ発生したときは、接続権者IA簸sc睡慧塞雛τec塗重鎮e）1こは繰寄贈艦講

　求権絃猛じない」．これら議定に基づき、被告ゲマインデが免責されるかどうか

　も奉欝では争点となった．この点につき、βG縫は、原則として、麹己の遍炎も

　履行補麟者の遍失も契約または契約額継の繋係の枠内で簑権者がこれを負極す

　る緯G建278条〉から、このような鱗堺蔑定は一般に駿られてお甑責任を免ず

　ることに難して疑いをもって解験すべきであるとして、捻条は・新下水選施設の

　事業にとって決して完全には撰醸しえず再三発生する嚢害行為・いわゆる一豊

　常に設置され管運されている一下水遊施設の典型的侵害行為に適灘される。し

　かし、被害またはその履行補豹者ぶ隣接する土地に欠鶴ある接続管を有責に

　設置したため生じた逆灘虹麟掘削ず、また3条噸身こついても下水

　遂事撫こかかわる不可避な擾割こついて免責さ締るので麟・奉件のよう

　な場合には免責されないと鵯示している。支醗的学説では、通常・故意また

　は重大な過美以磐の場合には免責されうるとするが、本件でもみられるよう

　に、欠雛ある接続管を姦責に設置したなどの事精がある場合は、免責されない

　飾rs翻《，Ve懸璽惣窪sで磁歪，9．A慧ず董，，§224（s・⑳；w・雛壌ac雛／

　S重。難eギ，VefW温tt膿霧sぎed貰叢，　5、At至難．　§鱒　R感盤・39・；P＆鎮（壕肇叙瓢　P襲｝

　St盆ats醸造t濃霧（S。磁eギ総S紳εa縫Sδε醗建G雛erK・騰ε登t麟Art・34舳τ・

　7至、；Pa夢er懸盤ノL薩r／A譲ls髭e，盆ec嬢6εr譲ε藤。麟Sa磁eR・i§87・S’i53・l

　Pa蜘，臨紬e鰹K・職e撫rz鰻搬聾GB3a盤蕗2・A礁§83§総鑑72；

　丁重e鑑懸，G蹴轟r3鱒瞳erSt罐s一難4Be蹴ze撫｛織霧短登e醸z磁窪s－

　ve雛3董醸sse簸，Ve躍盤磁弱齢矯，尋§蛋．1．ただし、①箆弼源灘などの行政法

　基本騨雛遵守されなけ瞬まならないこと、②背離的と矛癒してはならない
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背紋歓会譲葉　第7巻　第2・3帯

　こと（重大な健康被害に蝋する責蓬婁除は無禁となる／、⑧藍当な責任麓分を獲

　得しなければならないが故意・重大な遜笑・軽遺失とセ・う隻法上のカテゴ讐一

　に縛られ，る必要はないこと、④纒々人の緩害は軽微だがその合誹が公共施設の

　捷い手に多大な負撞を課すときの責任灘綴鍮、低廉な料金によって被害者露身

　が無益を受けているから認められうるが、受忍しがたい1ナスク（たとえば健康

　鞍害〉を羅疑に課す場合には認められない．⑤職務責任の責任欝除との縫係で

　は、行政が盛事考の法馨係を耀律する権鰻を蒼している場合には轡能だが、行

　政法上の綾務縫係から独立している職務義務違旋にかかわる責任には讐馨余され

　えなシ＼とたんに軽遍失の場合には免責されるのではないことを櫓講ずる見解

　（嚢董護織er，嶺：鷺r霊C盤se嚢／董纏＆r重e簸S，A蓋董9、Verw蚕～，警．A鰻重董．（i§92》，§53驚《至難t．i3》

　や、公共施設の構造・機能紅蕃§し纒購具棒的に考察すべきだとする見解

　10ss磯嬢灘，欝憾簸碗e織，S．3醗董．｝も有力に曝えられている。

麟　わがくにで絃、下水遜法欝条によ弩、下水道への接続が強麟されてはいるが、

　群氷設備は原雛として土地の湊麿者・占有者・綻薦者が設置することになる．

鯵　　V癖蓬｝a葦〉茎x｝τ灘｛圭登盤／L善雛／A磁歪r量s嚢e，Ft霧簸ote鯵，S．蔦3．；丁艶盤農難灘，F簸露簸ote

　瞬，VerwAr磁§5縫鱗｝，3暮舘．

1重韓　Fr圭tz露a駿ぎ，A盤錯eτ歓餓暮，玉Z董警7i，9嬉．

麟3G9，t駐ε壷童v．28．馨、玉9欝欝W亙§77，獅、

艇β鐙，U翻lv．27．至．欝83碑醗．醗3，i鰯盤LM§83綴FeBG露鍮．7魂、

／麟BG翼，翫te董lv．ii．7．i鰯醗W磁2，3§瓢Vers搬鱒2，58．

麟OLGD慧sse至60r｛，磯e勲．i2．疑．垂§8iVeでs灘§82，857．

鱒　　BGR，t動te謎v．墨7．3．鯵83Veτs震臆総，58慧．麗麗VwZ董｛｝83，57董．

繊　菓京地無聡秘43年3月2総付載倒集謄巻3畢529翼、東蕪地裁八王子支決昭隷

　灘年鴛擁8舞覇時8総懸鰺頁および東窯地無昭秘6§年6鍔28濤料蒔墾66暑§5頁参

　窯．

鱒　たとえば、薦秀r上水遂・下水道の鵜絹縫係∫新政法の争点（矯瀬〉3ε頁以

　下および広灘縫r公共施設の利罵灘孫」行政法の争点（新籏〉i騒頁以下参醸。

1講　たとえば、簸疲i雛保責蕪を認めた事韓としては、蕉都地霧平成護年i2欝4馨

　覇時鱒76号慧2嚢がある。この事案では、汚水管が合流する部分の醗管の接続藻

　分が汚勃の残留しやすい構造になっていたため、原告が本件建勃の各室の賃貸
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下水道水害にたいする責益（下由　憲治）

　を縫始した直後から賃潜入のトイレが詰まった琴、汚水が逆流するなどの事故

　が頻繁に発生するに棄つた．それについて裁輝辮は、薩建勤の療育者の請求に

　たいし、工事施工者の澱蔑握保黄経を認めている。

麟　最鵯羅鞍5§年2篶25醤鍵集2§巻2葺i43頁。

籔　簸筆鋒馨藤5暮年2月露馨畏集35巻玉畢5§頁．なお、薦1務不履行にかかわる立証

　責任について、単発宣雄匿優権総譲妻（欝85年〉57責琢ヂぶ舞継に論じている。

鵬）　古鶴獲長『国家賠震法婿籠塞（捲き5年）鴛3葺および戻法7董7条にかんする鶏遠

　であるが轡と博巳藷塁霧責籠の鰯究（新駿鷺（難薦年）297頁。ただし、澱疫の

　認否については、罫当該営造劾の構造、幣法、場蓉的濃箋及び麟矯献濁等譲般の

　事構を総合考愚」して決せら蕊るべきものである（簸霧紹額認年7擁4§提集

　32巻5弩8｛薄頁〉から、一応の推定の手法が稀霧され、な㌢唾嚢梅毒こあるこ1とが携義

　されている（吉麟ぎ露家賠騰法醗究垂n3頁〉．なお、海鱗水害ではあるが、長

　良灘水害訴訟控講審霧決（名古屋高甥軍威2年2肩2縮料鋳欝鶉号7翼〉では．

　軒経験難を遷絹するのを穣当でな静と思料さ翻るようなま欝驚の事実がある場

　合には鍛疵の鑑定ができないと覇幸している。いずれにせよ、水害発生態撮に

　よって、簸癌の鑑定がなされるどうかが訣定されることになるといえる。

麟　潅嵩毒覇隣家賠襲請求訴訟にお謬る主張・立証責葭葺羅家補嬢法大系2選

　－醗毅3競頁。

鰍甑t舜C搬esetzl．6．罫．慶r融然撫ac油霧V灘尋・Ja磁aぎ辮叙募GBl・

　至，越§／．

雛1なお、認項3文では「購施設が承認されている披講、との定法に合致し、かつ

　欠臨がない酸琴、その施設は蕉常なものとみなすまと矯定し責任籔翼を暇足し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ
　ている。このr承認されている鼓纂一との定法」については、三郷で講述する・

畿毒　（｝εsεtz　董｝etr．　｛嚢e　V琶r碁繕｛量巽。｝里墨｛e重を　z穏難　Sc醜我｛董ε糞eギs農tz　髭嚢　〔墾ε　be量　｛艶醗

　Bεtr油VO簸εlse痴誌欝，βεr霧W樵繊騨．睡曲瞭e触で織丁§麟馨ε鷺膿6

　K齢erver翌磁z囎墓e鷺｛裟ε量。蝕譲舜。嫌esεtz）v。搬7・6・i87玉簾GBl・2轟7・

雛）　Gesetz臓r　A簸｛楚離礁ζ慶s霞e董嶺曲aずφ銀。難奮εsetzεs　vo灘至5港ほ鱗3，嚢GβL

　｛，48§．

麟V霧至、Pr・t“獅ll薦ε躍三e8．Sltz瞭鱒εS殺紬ts撫SSC嬬SεS6esO磯SC蝕

　至3囎｛麺sta禦s　S．22，27奪．l　BT一至）臓。衰s．8／鯵8s．稔；露丁一夏〉r駿cl｛s・8！総2Sユ21
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行激徒会議集　第7巻　第2・3号

　鷺丁・至〉r護。藪s．8／誌3．

　　露G猛，モJrte嚢v．玉？．3．鯵83Vετs嚢i§蓼3，き88、灘翼VwZ欝83，57i．

　　馨G｝董，｛Jr童e重重v．7．7．i§曾3βG董｛Z88，85二｝膏JWアi§暮4，§iき鴛きξVwZ　i§83，5暮8．

　　V璽至．欝舳a畿，臨雛紬t窟e総tz，3．A駿套．，欝欝，§2臨L27、

　　F縫t襲a簸童，F麟3灘建e雛｝，　§2殺6登r、簸、

　　欝G茎｛，篭』｝rtε圭董v．三尊．7．i｛妻88｝ξ』茎W至§8§，i｛蕪、

　　露G至｛，衝重e嚢v．5．鯵．婚齢3G餐Zi翻，8、瓢醗Wig鱒，i辮7、

　　その鰹、建G欝，｛∫r総量lv．6、§、鯵毅Vers衰臆§2，58慧翼JW欝欝，2§351v．難．

　7、湧重職W欝2，3§、V霧1．F鮭総t，F露盤ote欝，§2懸盤．2§．

鱒V墓1．BG9，Ur竜ellv、2琶．i．醜2LM§83獣欝e｝3G君瞳、6§ごVeダs灘露2，

　護37縫霞δv．27．至．玉§暮3董〉V亙墾董§き3，亜｛獲～5、

　駐G縫は、ゲマインデの下水遊と被皆の配管纒とが接続してお鯵、講者は一俸的

　醍管施設であるから俸罵責任の蝦象とな瞬うるが、被告のポンプ諄豊によ吟ゲ

　マインデ下水道肉の下水鮮被告の甕管織こ到達しなかったことのみによ静溢水被

　害ぶ生じたのであれば、棄流入縫表洪水（澱禦ね齪es　Oも齪｛簸磯e曲倉磁轡asse麟

　と評懸され、被魯の灘管網罫から（vo瞬」流織したものとはいえないから、この

　部分の認定をするよう差戻審に要請している．

鱒　なお、【纏鵯決では、行政法上の債務驚係に基づく責任と瞬時に二②で分誓

　する責無法2条に基づく鐸湧黄経の成立する可籠嫉も承されている．

鱒　わがくにでは、下水の逆流による浸水被害については、罎定的であるぶ、保

　験による補蟻がなされることもある（蟹走庁紡災局監修災害対策麟度醗究会編

　著融本の災害韓策（改訂駿麺（欝髄年｝432頁〉．たとえば、①保瞳の察的で

　ある建物・家財に保験懸額の3§％以上の撥鏤：ぶ生じたとき、②床上浸水により

　縁験馨的である建勃・家難に擾害ぶ生じたとき、①では（保験金額x撰害額÷

　保険懸額×簿％〉瞬が、②ではi§暮万霧を、k縷に（保険金額×5％！霞が水害繰

　険金として支払われることになる．

綿　V麟．BG麗，聾r給養v．簸．i．辮73WM欝73，3鱒、牽鯉では、纏交絹類蝦饅害が

　前提とするのは、嘉権主体礒磁er簸欝轟によって難産権としての繰護を受ける

総

懸

轍

㈱

麟

囎

脇

麟醗t難a纏，ぎ慮餓e麟，§2灘欝．7壕．

鱒　V癖．馨（｝琵，｛Jr鰓蓋草．27、i．欝蟹翼JW欝鱗，騒鎗慧JZ懲毅，784．本件では、
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下水遂水霧にたいする責任（下山　憲治〉

　第三者の晦ε盤購法的地貌が壷接優害され，たこと、したがって、高権的捲置に

　よって財産権が直接侵害されたことである。このことほゲマインデによる下水

　道整備葎業の結果として盤じうる建造勃侵害……に蚤てはまる」とし、請負契

　約に基づき建設会縫が工事を実施して》・たため、薪行致庁は、その蝿鐙の方法、

　と吟わけ建設会琶を拘束するような捲示（Wels膿解麟および飽の強力な影響力

　行綾によって、当該会続の行動を農己の皆勤と爵織に承認することを董当銘す

　る影懇で活動したかどうか∫によ吟、駿簾類1蓑侵害の嬉象いかんが覇籔される。

鱒8GR，Urtellv．27．至．i§擁購Wi§蟹，董≦§8＝揺至§襲，7雛

総　ここで「主に作為∫としたのは、原難は作為による財産権侵害でなければな

　らない解，挙纏不作為ではなく．建築許可の申請を擾否した場合のように建築

　の霞岳を観す不搾為は舞外的に霰授害者の権稀護壕への侵害行為として位置づ

　浮られるから、駿薦類蝦糧害に基づく補綾請求の薄象とな鯵うる（βG鷲，Urtell

　v、緯、稔．鎗878G簸Z驚2，3蕊［36勇〉。象た、穏来的に建築許可をしない憲

　の言畷によ導事実上の建築禁止総a総舞でr酵となった場合や建築許可ぶ遅麺し

　たような事実上の謹書（盤絃ls磁er蔽簸鍔r澄1も特雛の不鐸為瞬難1錘zleギ鎗s

　ぴ齪e擁aS総癖として叡驚類謬穫害の講象とな瞬うるとされているからである

　醗鞠e難sノβG蜘聡，敵e蜘鐙，Soz量a董浄曲嬉，翫te聯膿墓，醗7，翼磁臓

　婆2（廷｛、膿猟至Oss建盤｝｛撫壷，罫誕3簸ote轄〉，　S．2玉2套｝、

／婚　駿環類｛毅侵害に基づく請求1権オ長考鐙薄象となるのは、難産縫iとして保護され

　ている法的地縫が商権主体によって直接優害され、したがって、轟権的鑑置が

　財産権侵害を犠接∫搭来し、被害者に公壌のため縫者に簸待されない特驚の

　犠盤を課したときのみである．この「直接牲3について1欝1鵯決内で、第王者

　に鰐し悪影響を及ぼす魑の商権的捲置との箋雰設定焼準縫む蟹a㌶囎薯蝋rlter簸鵬1

　が必要であ讐、この意華表で痘接姓のメノレクマーノレは、責｛垂範麩と撃スク馨嚢域に

　基づき謬緬される被害結果の帰責の蔑準であると肇1尽している．

鱒V慕至．§2δesSaa蕗憾sc醜e籔緬w寂ss響rver旛δs鰹etzesvo貸　L2・至§7き

　（A董3至s，2鱒1．

繍　この洪水紡隻欝罎の盤質等については、機稿「ドイツ裁響舞舞における氾濫被

　害の補漿構造」早穏繋法学会誌44巻2葺嚢以下参照．

繍V癖．§§磁，§董，6§，逢76εsSaarl触δ圭sc紬W＆ssεr霧esetz謡曲ぬ灘ls

　geltε磁ε鷺F3ss羅露v．23．7．欝7藪A搬S．67灘L　V．灘鍵§3璽W琶C
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行政縫会譲葉　第7巻　第2・3号

鯵　（）sse曲糠1，A簸澱αk醗警，護Z謄蟹，78綴．

麟　もともと、較絹類籔侵害または鞍稽的獲害に基づく補養は、基本法錘条を考

　癒して、裁覇官定立法として展聡してきたものである。しかし、欝8i年7月蔦

　βの速報憲法裁舞湧の淡定懲Ve媛G狂58，鵠韓以後、この責任類攣について多

　くの議講がなされている。この決定にかかわる事案は、嘗己辮膏地での砂舞採

　擬の許可串講をしたがそれを振否されたため牢講者である原告が補叢を求めた

　ものである、連都憲法裁鵯湧は、補叢ぶ法難によって裏付けられ、瞬時にその

　法律が補雛の種類と程度について窺律している場合にのみ許容されるが，その

　ような補嬢幾定を欠く駿薦にかかわる法律は違憲であ静、その法律に基づく鞍

　縢捲置は違法であるから、被害者は補穰を求めるのではなく、まずその鞍絹行

　為の取濁しを乗めなければならないと漢寇した。これに嬉し、BG墨｛は、鞍醜類

　骸笈害に基づく補震はそれが基本法慧条3項を直接の根擁とするものではなく、

　プロイセンー般ラント法序章難・75条に示された犠盤補嬢思考をその基礎に置

　く縷習法を横縫とするとしてこの補獲麟渡を存続しているβG｝至，鯵魏ell凧2§・

　茎．欝84縷G縫Z鋳，i7［2凝｛鋳．また、鞍稽的侵害に基づく補綴は、それが違法

　牲を要盤としていないため、鋳書癖除等飽の被害羅避手段を講じえないから、

　この連i綿憲法裁睾携琴の決1定の影響を受けないとしている（8G蕪，駐rte護v、2§．3、

　欝84（BG縫Z蟹，2鋳．なお、以上の点にかんする文献としては、たとえば、恥s雛，

　｝…1簸te重奮資猛襲警，e登毛e垂≦ξ難戦葺gs馨璽e墨。｝まer　狂：塗露r童姿　綬難｛童　St3a之s鼓a重t慧舞≦ξ，　pV8董　i｛嬢3，

　i｛｝3垂；　Pa茎）艶r，　Sta盆s｝監a衰膿梁，　瞬：　玉se熊sεe／K量rc｝療。蓄，　銭a獄重量撮。｝董　6εs

　Staa童sぎec｝震s，露a蟹玉拶「，i｛肇8§，嚢｛恥r簸．57廷；Osse雄》｛撫茎，欝灘3盤。艶（6》，　S，i73薮；

　漁舞ge盤s／B・幽礪，無断・te翻，羅騰、凌2縫；Sc擁6t－A鍵飆飆駐α

　碁餐e簸罎磁e　S改t翻　｛董es　G驚猟茎e董9懸拠盈s　撮　6α　鼓e総re豊　｝≧ec賊s要｝ギe磁鞭糞薯，

　亙）V搬欝87，2簸6／盤鯨がある／．そして、この連類憲法裁鵯辮とBG蘇の判示

　海容の撫違は、前者が憲法に反する難産権侵害を防焦することに、後者が結果

　的に童じた損害の補縷に重点を置いていることに超饗するという指摘もある

　（M麗鷺r，A翼馨e鐙ε塗εs　V磁walt磁選sギec嬢、8、A痘毒．，§2§裂6殖、7i｝が、逐年連

　邦憲法裁覇穫も、単縫法（e重範ね。盤es貧εc雛〉上の法鰯度としての駿絹類鞍鰹害を

　認める決定を鑛している（欝Ve鍾G，駐esc鐘娘§v．2§．7、臆毅翼｝Wi§§2，361371／。

　以上から、ζ鞍馬類鬱鬱害3という表糧を絹いず、罫違法な難産権侵害に基づく
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下水道水害にたいする責任（下出　憲治〉

請求権のerA脚r麟鞭暮e獄e醸頼奮靴r2禦膿鶴Vεrl磁騰効という表

　愛を購いる教科書もある（Oss錯聴難，搬雛硫e鋤〉、そ轟ゆえ、f鞍馬まという俸

　為に起羅するものに簸らず、不作為による財産権侵害についてもこの責紐類塗

　の繋象であるという主張も鉦当牲を帯びてくる．しかし、【鱒…覇決にもみられ

　るよう、駿繕類鍛侵害について・藪然として登G餐は、基本法麺条を悲痛して

　いるという擾縛が強勢（Ma欝繊，a．a．o．，§．汽磁．，§2§懸盤．87）。なお、以上

　の点についての詳継は、たとえば、宇賀克毯薩嚢家責紐法の分観蕃（緯88年〉

　238頁以下および懇埜章『撰失補礫の要否と海容違（懲毅年／錘嚢以下参窯。

麟　ただし、鞍馬類鍛侵害に基づく補嬢の一要群である違法姓についての覇懸1嵐

　水槽隣法（Wasser撒磁雛でrεc鱒1こ違反した場合にも違法と覇擬されることに漣

　意を要する。この点垂こついての詳総は、纏稿匿ドイツ裁辛彗擁における氾濫被害

　の補嚢講造ま攣穏瞬法学会誌44巻235頁以下を参照されたい。

鯵　大薮地霧躍秘紀年6月魂馨鵯時鴛4i号3頁。その麹、札饒地霧軍威3年i需

　3i蒙肇斐舞地方嚢絵88弩隠蓑＝訟務薄幸嚢37巻7号蔓87頁ぶある。

麟　たとえば、宇賀克毯「下水遵と水害壌ジュ夢スト892暑92頁以下、古鋳慶長

　「毒畜灘地区下水遂逆流水害損害賠綾請求事件ま舞鯵地方嚢治駐号鱒頁以下、

　および地露麺男罫下水道水害の蟹家責任蓬覇タ6雄号鱒頁以下参照。

麟　この点についての詳細慧、麟稿f災害と蟹家賠縷法二条の霰疵責任（二／j畢

　大法醗譲集65号87頁縁下を参蕪されたい。

簿　この謙響蕎水流量を毅疵の存否の甥騒基準にすえる学説がある。この点につ

　き、植木哲r災害と法ζ第二籔廷（轡蟹年）2欝蚕以下が欝総に蘇じ1ている。

騒　最舞軍威2年i2灘3羅　浸集誕巻9号難86頁

簸舞　東舞罫高半畦軍威4年i2、弩i7華…　寧彗タ8｛鴻号77頁

瞬　この点にかんして、多摩擬水害誘訟最蘇鼓舞決をめぐる議譲の中でも、紅謙譲

　に定められた媛穫の洪水」（謙爾轟水流量）の法規籠牲を認める考え秀と、あく

　までも内蔀基準であるからその法規籔姓を難縫観する考え方とがある。たとえ

　ぱ、前巻の箆解として、浦鱗遵太臨「多摩遷水害訴訟最高裁鵯決の分擁（講時

　63巻護号雛震〉があ瞬、後者の箆解として、芝濾義一r多摩燐水害訴訟最高裁

　講演の検認i（麟32頁／がある、なお、この点につ塾ては、本稿で詳述すること

　はできないが、罷達する離分も多い。
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行政縫会論集　第7巻　第2・3暑

翻　下水遵法7条に基づく撰進基準を定めた政令は公査されていないが、建設省

　都濃局下水道蕪雛修ゼ下水遂施設設誹欝鋭と解説選（欝鱗年／が実務圭参考にさ

　れている．

嚇　罫公共下水道の事業齢蚕の認可について∫（建設省穣下事発第35号　昭秘47年

　8肩23碍および「流域下水道の事業誕懸の認可について」（建設省都下事発第

　35弩の2　昭憩嬰年8罵23購。なお、人韓等の変動を考慮に入れて誹錘が策定

　されるが、たとえば、下水遵法2条の2に基づく流域幾下水道整備総合詩蚕で

　は、少なくとも2暮年究をその燐象とするよう捲承されている（建設省都毒馬下

　水道離監修蓼流域雛下水道整嚢総合誹蚕講査毒針と解説毒（欝92年／68頁〉。

韓蓼　　Gese童z　z駁で　Or｛量糞簸嚢≦ξ6εs　Wass｛｝r聡我綬s難a肇ts　｛Wassεダ簸a穫s紮農翫sgεsεtz一構7登Gl

　voη塁　27．7．董§§7　圭、琶、F．6琶r　…3｛叢｛a簸簸t憩a£簸避魏蓼vo盤　23．9．董｛妻8惑　（君G避翼．　亜　S．

　i52§｝、z黛茎εtzt　gε護簸鍾8r重6蓑τc｝嵐Gεsetz　vo揃i2．2．翼妻｛搬（董…｝G8璽．夏　S．2（肇5》、

㈱GlεS欲e／W董曲職a澱ノCzダ出OWS籍，W段sse撫麟alts慧esetz，6．A譲．，§i8a

　裂曲、欝；Bτ齪r，醸韻ll醜s雛⑬卿a奮esWasserrec義t，2．A癒董．，黙ηr．3蓬7．

　V露．§尋5a　Wassεr墓εsεtz鰍3a曲級一W醸te婚eで郎．6．F．v．i．7．腿8（GB董．S．

　26｛妻〉1§毒襲｝Bayεぎ童s｛：難εs等翠ass｛｝でgεsεtz圭．δ、F．v．3．2．1988《GVB重．S．34｝；§3塁

　Wassergεs琶tz譲es　L騰｛きes　Sc鰻εsw19一琶纏s艶重篤v．25．2．謄総IGVB窒．S．3§）1．6、

　ぎ．V、亜7、i．騰3（｛｝V鎖．S．241；§玉§3難曲S蝕slSC熱εsW盆sse響esetzl．壁、ぎ．

　v．2｛｝、＆i弱奪｛GV獲、S．37聾1§灘Wasser筥esεt2食玉r虚馨s　La瓶豊R撤｝麹室段瞑董一

　Pね至z童．6．F，v．鯵、2．エ9§§（GV2茎．S．i　i｝1§57Wasser墓es破z｛｛量r6as　L3葺δ

　翼or盈難曲一Wes緩a茎綴v．尋、7．ig79（GV議．S．嬢8｝1．6．F．v．§．6．i§8綴GV麟．

　S．認蔀．なお、7a条による行政叢麟への委任が民望主義および権力分立など

　の憲法原饗に違摸するという主張も有力に曝えられている（L盤鋤e－WG簸，

　K（鶏s之建蟹t至。登　慧簸｛量　Ko舞婁｛re麺2量εギ琶轟薯　ε滋塞e縫帯馴lr嚢雛葺響ssa盤er　St盆R虚ar｛圭s　6雛rc轟

　Verwa董漉寒s慰sc難醸e糞，β6V，醗7，§8§；Kl・e擁er厳麗醜ぎ，盆紬ts一

　βギ（｝簸e盤eδe蓄Gre醜zwεrtε餐賛A董》wasseギe搬董ε孟奮罎登警e登，Z解ig書§，i｝感

鰯／　｝至e欝se董εr，至）as裂ec｝董t6er　Aもwasser短se圭t玉響嚢R露T　i§83，S．董碁3．

㈱翫綴er，聚εze擁。齪ec輸ls嶺εr艮鋸歯曲rc薮曲Rεc難重sor畿翻墓，A醸騰，

　総；纏ers，恥雛。艶繍，癒盤盤、3i3騰63軽；翫登s8董er，F破融otε鱒，S．i磯｛；

　（｝妻εse差｛ε／W艶《董e灘我R農1Czyc｝鎗wsl｛量，欝霞馨魏Gte韓襲，　§7a衰｛垂糞r、22，　§至83建欝｛董ギ．
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下水遊水讐嚢こたいする責任（下由　憲治）

　舞．霞鑓6§i醗｝、疑遠登蓄．鷲，とく1こ，最後ヂ）点は、レ・わ塗る予めなされた専霧家に

　よる鑑定理論に基づくものであるが、これには擬甥が多く／v離猿。搬lsc鉱

　Wec蓑se翻撫糞鱒zw量＄c盤e鍛Tec皺曲癖e麟衰ec猛，欝Wig82，2§33；

鰍s敏，Das，，袋搬圭zl瞬tεs罐聡rsta磁圭鱒蝉紬織麟一e醜｛撫

δ艦。醸ratめ7，欝Wi露3，i鱒8；Ja密ass，艶でrεc嫉。魏Ste童茎e簸w磁t曲一

頭sc艶r膿6wlss餓sc麺ξ重重1盤rSta撮ar蕊，醗W黙7．i255；Wa鮮鋭

　Wes雛錘。櫨elt癖el嶺貫r魏擁磁疑鍾、NJW欝盤，3塞7／、裁判霧でも理在では

　採璽されていな》・（たとえば、v露．雛VerwG，蘇鍾e董茎v薩9、茎2・欝＄5亙｝V猟鰺86・

　i鱒嚢§釘〉。ただし、その当否を辱彗にして、この主張欝捧は締政矯難それ登俸に

　法規性を直接導入するものではなく、裁鞭手続上の便宜を磨ることに重点が置

　かれていることに注意を要する。なお、この議詮の詳羅については・大橋洋一一

　匿行政幾澱み法理と実態垂（欝8§年）陰7實以下．轟橋滋ぎ環代璽認識と行政裁

　量雪（i鈴2年）67頁以下および富籤三躯ぎ行政裁量とその続麟密雲悉（ig擁年〉

　225嚢以下を参窯されたい．

馨毒　　蚤｛e簸s《獲eで，　罫猛餐簸｛》tε　馨麟，　S．　置｛漣；　G圭esε茎｛ε／犠飛ε〈墨ε盤a簸欝！Czyc難owsld・

　F蟹露簸畿e鶴｝，　§7a　衰｛塾で叢、　矯　慧糞鍾　2馨1　駐rε慧建r，　ぎ霞馨簑ote鶴凱　裂｛撫r・3垂21

　Sa鼠艶r，翼e騒e　A蓑重。戴ετ膿誓e籔鍛wasseπec嚢綴。娩登εs綾el｛　ε銀ぎAもwassα一

e搬独膿騨，Z欝亜9鶴，43宿421．

鱒V暮董．Gles鯉／W1ε6鱗a醗ノC2y翻wS無脇醸e鱒，§7a賄r・i春；

　Sa藤r．Z離脱r翻幡霜露蝕澄1鞍鯉1糞麗繍a譲e簸衰e墓幽慮
　懸ec難融睡S油団εs§7aW賛Ge糞纈rec臨蝕Ml繭sta癒醇δεr灘寒e焦

　z鋼玉鱒，i37；δεrs，F鵬醸e翻，z鯉欝鱗，珪3714麟．

！騰　　V爆．S技蟹垂εr、Ft惑費。艶讐鵜，　ZずW欝？9，　i3？；馨でe般e鷲　ド耀さ舞硫e㈱，　艮｛蟹凱

　3鰍飾師ε，P継癒霞雛tl繍携「ert娘春a癒e嬉灘9醗糀ltSC擁雛ec転1§級

　S．三32．

傭　この点に聡達して．わがくにでは、純鋒なる綾籍一との灘約と難靉靆納を背景

　とする技徳一との凝約とを醒幾して論じるべきことが指摘されている〔たとえば・

　下襲瑛二「水害と賠償責任∫行政法大系§　ま麟頁以下瓦

範｝　8r｛｝t童eτ，F逓畠鶏Gtε織，　嚢δ鼓ダ簸．37藪｛；G量ese韮｛e／W養e｛董e盈農舞舞〆Czyc籔ows璽｛重・

　F滋3簸ote馨馨，　§i8碁蘇kき難r．鷺駿鼠墨§7段R｛沁r・22・
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／鯵　これに薄し．琶G2条に基づく作霧責任では、不可叢力かどうかの覇擬の際

　にこの童舞賂設定が考磨：されるものとされ，ている｛欝1髭盤a鞭t，F縫婁猟寛ε（轟，　§2

　農透鍵．7擁。ただ、このように礁灘貴種にお恥て媛纏設定の適否が閣題とな雛うる

　のは．下水道麗嚢諜等からの溢水が遍小な下水管籔癒にあるときなどに銀建さ

　れる．また、1璽燐水害事案ではあるが、流水隆害療霞の除去権罎の不行優にか

　かわって、百年洪水による被害かどうかを、予見可籠軽1の存否、すなわち不可

　抜力の潮懸として取疹籔う裁輝擁もある馨ay（海LG，難rtellv．§．欝．欝8§Z解

　欝欝，銘21．本来、二（2／でみたよう紅、露華現象は不璽貌力の賜題としてと

　管あげられているが、なにゆえ、百年現象が不可撹力で、それ以下の場合摂媛

　格設定の適否として違法朝籔の襟に考鑑されるのかについては、畷醸な糧擁を

　箆いだしえない、

鯵　繰馨設定に不勝があれば、鞍稽類蝦侵害の直接牲は否定されない。なぜなら、

　たとえば、溝渠工事寧そしてその後近隣の牧草地上の地表水が膝篶工場に浸水

　し舞料や内装1こ鞍害が生じた事案につき、この工事による危験釈義賢Ge盤嚢re譲a霧鰺

　と無鷺孫ではないことから較罵類薮侵害を認容した事案（暮G翼，Uτtεllv．i．欝．

　珍8至Vers嚢謄82，翻；鱗W蝕寵．鐙771があ雛．工事による危験毅溌と鞍害発

　生との翼果縫｛系が譲1雛されれば、この罫直接性まが認められるからである。

難V癖．登e賊εr1S夢arwassεy，t∫臨賊t縦鮭，2．A威、難鰍，麗蟹．麟β倉鐘鼓，

　玉無二S童e垂藍錐S壌○登麹／S3撫S，V8rwal麟暮sveで餓re資S竃esεtz，垂．A縫｛董．（鵬31，

　§7蓬嚢6蟹．22、行政裁舞懸では、欝賂設定、たとえば、空港の滑；走露の長1さの適

　否βverwG，t∫r亀e嚢v．講．5．董盤4，E静，257［27餐碧；翠．5．翌2、欝86，茎…蔦，

　2i薮237稽／や土地の経済的活絹を馨るための道露の鋒線経鋒の遷歪（翫εrwG，

　敬重麟v．22．3、至§総．鷺7董，馨糾算21）につき．蔀響誹癒の策定にかんする法律

　の設定蔭標に合致しているかを簡題とする計醸藍当髭（Pla蟹gc鼓t重ert量g囎鐙で

　畢まなく、疑二較衡攣；、との磯疵のため遍1大な矯季冬が設建：され，たかとレ・う疑二較衡量要

　講の縫題であるとして耽る。

（羅露G疑，奪rt擁v．27．玉。i艶3簸V懲．難鶴．韓誌鴬LM§総§伊e｝9G8》む．簿．な

　お、この講決麟では、ポンプの容量設定の適否につき（護．G更嬉sse羅醗｛，覧∫rt麟

　v。建．雛．i§縦Ver譲難82，絡7．があ絵．また、緯格設定の不備と被害者の逆流

　防藍雛上置の未実施にかんする騰繰ま墨失につき8G縫，馨rt磁lv．3暮、§．玉露2翼｝隅「

　鍛83．昏22がある。
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下水道水害にたいする責任（下露　憲治｝

鰍　疑鷺の蓬、のとして．被告毒に薄し、公共下水道纏から逆流し原魯家渥の地隊

　に生じた浸水被害の酷織を原告潜請求した事案馨G覧気懸賞ε｛董v、7、7．呈露3

　8G｝駕総．8馳欝Wi§繕，6難がある。

聡／8G鷲，Ur艶莚v．§．灘．欝8§βG暮Z欝§，8、＝蟻W鯵臓歪懇7・

灘B劔，馨τtεllv．雛．欝．｝欝欝W設衰欝i，733・

㈱慧鐙，鯵rt麟v．簸、7．欝髄v8醸贈2，58、一聯w鱒2・3§・

麟βG登，懸。藝ta藪紬購｝潟es嶺茎慧．v．22．§ほ鰹麟賦GGv。rArt・至ノ

　e酸e重奮簸銭無ξs縛e圭。｝玉｛｝r　E麺郎量廷（翼〈》c｝盗was総rsc｝灘tz　il・

繍　β（｝R，誓r童e重l　v．縫．7．欝劔vをr訳i聾2，磁器欝W薄給臆

㈱Vg蓋、B嬢，擁e三里v．暮．韓．i§8鰍G暮z融8［三生唇翼JW醗雛蝿7＝麗

　§8蹴Fe協G獣τ．i総翻v．7．7．欝83欝驚鰹，§茎5瞬71－L麟講

　zpo翼r．i慧．

麟　この観点とは若干異なるものに、離淫纏の海審とかかわって、「薦水下水道の

　容量は、希にしか発生せず異常な頻度の降薦に際しても充分であるほど大綬

　模に算定される必要はない．このことは、経済的遅識、つま甑誌局接続料金

　の一と舞という形で隣接考に不無益を及ぼすため，認められない。通常1嵐この

　種の施設1ま、一定の経験簸に基づいて算定された鋒雨に麟簸すれば露分である」

　（F圭垂縫絵雛，F蝋盤ote縫，§2衰《蟄凱i7鴎という捲摘がある。

鱗　東窟轟鵯平成3年壌月2醸趨時欝緬号藪頁．原審である第一審（横謀難裁横

　須賀支甥耀隷縫年8月2醸訟鰐32巻7号欝5§頁〉では．公共下水遵の設置・管

　遷の蝦綾につ諮ては、新下水連管遷の霞的は健全な擁毒擬態としての雨水・汚水

　の婁除、そのための施設の地籔全般にわたる機能の維持、整備、確保に重職が

　置かれてお瞬、暇られた簿所における洪水、溢水等の災害鋳生のみを霞的まと

　せず、また湾鱗における轟然公務的性格がほとんどないか趣めてわずかにとど

　ま吟、「下水道法の譲的及び灘毒計蚕法等の趣旨との関連から考えると、むしろ

　一獄道事業謙露こよる誹薩事業の実贈の覆臨こあったとしても健全旛毒

　機能として最｛薮銀漢：必要な垂落水・汚水の雛…水機黍…を有しないで、餐帯にお季ナる

　講民生活の受忍銀度を超える浸水被害やこれに類する影響を生ずるおそれの程

　度に有機諺の欠如、欠臨があるときは、公共下水道の設置・管理に鍛疵がある

　ものと考えるのが権当であるまと舞示した．そして続けて、たびたび下水道か
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　らの溢水による藤下浸水ぶあ蓉本件羨にも二度旅上浸水ぶ生じ、その浸水後書

　は襟帯の薦民生活としての受忍醸箋を超えるものであること、豪た、本1件地域

　の都南簿造、南難舞環、大饗、猛宅数、工場等の増大筈に伴う必要酸度の下承

　遊欝水能力．ポンプ等による滞水の撥水建方の不建が原馨であると雄定され、

　これに燐応ずることに多くの残難が伴うものであったとしても、都薦機籠とし

　ての公其事水道の持つ機龍的懸鎧からみて，姦ちにその毅続を否定することは

　で。きない濤を舞尽している．この第一審講決については、下水道水害の場合に

　は受忍罎度を超えるかどうかに重点を置換て瑠疵の存否を無断すべきものと霧

　示している点は漣嚢される．しかし、本盤二隆爾量が詩嚢基準鋒講量を超える時

　鐸雨量68ミ肇メートルないしそれ以鉦のものであったため、本件降雨が遜常期

　待しえない程度のものであ疹、r結集璽避義務上の責任」はとえないと判擬して

　いる。この轡決の謬i毅に絃、たとえば宇賀克磁・前漣懸．解離文孝「解説達訟

　月32巻7号i59頁および漉醗麺男・麟注繍がある．

　　欝簿縫撫59年絹2穣艮集認巻2弩53翼．

　　単成2年穂薄鍛馨鍵葉騒巻警号琶総頁。

　　千葉地裁松茸交響軍威元年i欝2膿舞鶴地方察治銘号6？頁。

　　この矯賂設定の適否については、下水道水害事案ではないが、つぎのような

　事案もある．鞍告薦が土地酸良法に基づく爆地総合整騰事業を実施し、原告藪

　有の土地建物に隣接する農道の嵩．とげに梓静離水整を改修したが、豪雨の蝶爾

　水が韓土地建鞠に流入して蕨一ヒ浸水による被害を受けた事案につき、基準雨量

　の設定等にかんし裁舞辮はつぎのように舞示している（津地鵯羅秘鍵年i擁29

　響舞舞地方薄給焉号57頁。本件ではさらに、燐地総合整鶴事業舞舞に箆し本件土

　地建勃にかんする癖本状漫嫁悪達していないこと、本件浸水被害をもたらした

　豪薦は、当地での気象記録上過去第三位のものであることを認定しているン。す

　なわち、オ蓑｛隼燃圭毯総合整備事業はダ予慧され，るあらゆる降雨時にも万全の蟹…水

　設騰を設置することを舞的としたものではなく、一〇年確率法垂こよって算珪1し

　た目総量二一五ミ夢メートルの基準雨量鋳の完全癖水を羅標に後前の群氷酪を

　改修、整備したものでまあむ、この事業がr羅渠からの補勤金を受け、さらに

　地元受益者から分握金を徴敬して緩告が実施したという事業の性質一ヒ・……右

㈱

麟

㈱

繍

基準雨量の設定及びそれを馨標とした撲水霧の改修．整備は妥当である1。この
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　判決では、飽地域との比較によらず、事業実趨資金ぶ蟹や察の資金のみによら

　ないため、地先受益者の負毯縫方を考叢して規整設定の適蒼を鵯難している点

は特舳である．なお、この基準磯の設定については濃林水産省の搭載こ

　饗つたものである．

総大駈地霧晒鑓2年6擁護畔1曝2曇号3蔦

麟宇賀克勧難㈱㈱醐難では、【71轍醐題点の一つとして・講
　難の建設には罵遮確保や購駿難、実理にはかな静の時閥を要することなどから・

　購欄の場合のように遜渡的安全姓で足馨るといえないであろうか」と捲嫡さ

　れている。しかし、本嚢決では、認定事実からすれば、か嚇こ、贈零麟7年当時

　の計颪策定段購から予難しえた危験に薄する調節漣等の建設を立案・実施すれ

　ば、；本件水害発盤当蒔には、完成しえたものと戦慰し、現実に本磐：水害前に工

　事に着手していることからすれば、そのような諸麟約講を本韓に持ち込むこと

　は不要であると覇蜥しているものといえよう。

鱒　宇賀克毯・麟溢㈱および地霧煙男・前溢翻参黙・

鱒　たとえば、この第！者姓を強調して、瑠疵責任の類璽ごとの覇籔基準を瞬確

　化し、堰疵責任の再構成を糶ろうとするものに、小軽縫子薪曝家賠嬢法二条の

　再構成（止め上智法学論集3？養i・2暑83頁以下がある。

麟　曙秘56年捻月聡弩餐集詩巻爵号捻6§頁・

翻　平成5年2月25琶畏集薮巻2号643頁。

繍この詳細こついては畿稿塗イツ裁判灘こ隷ナる滋濫駿害の襯購趣早穏

　鑓法学会誌製巻鍛7頁以下参照。
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