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事案 の概要

1

事 実 の概 要

Xl(事 故当時 4歳 )は 、平成 19年 2月 、Yl運 転の大型貨物 自動車 (保 有者 Y2)
に衝突 され、脳挫傷、びまん性軸索損傷等 の傷害 を負った。Xlは 、約 5年 10か 月
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の入通院 を経 て、平成 24年 12月 27日 、症状 固定 に至 り (症 状 固定 日の年齢 10
歳)、 後遺障害等級 3級 3号 該当の後遺障害 (高 次脳機能障害)が 残存 した。X2及

(北 河 )

でき、かつ、被害者側 もその賠償方法 を望んでいるときには、後遺障害逸失利益 に
」
ついて定期金による賠償を命ずることはできるとい うべ きである。

び X3は Xlの 両親である。

当事者双方が各敗訴部分を不服 として控訴。

Xlら は、Ylに 姑 して民法 709条 に基づ き、Y2に 対 して 自賠法 3条 に基づ き、
Y2と 対人賠償責任保険契約 を締結 している Y3に 対 して保険契約の直接請求権 に

3

第 二 審判 決 (札 幌高判平成 30年 6月 29日 判例 タイ ムズ 1457号 73
(1))
買 ・ 判例 時報 2420号 78頁 '自 保 ジャー ナ ル 2068号 10頁

も基づ き、損害の賠償 を請求 した。請求の内容 は、Xlの 損害 と しては、治療費、
入院雑費、通院交通費、装具費用等、症状固定前 の付添看護費、介護費用、不動産

原判決 を一部変更。控訴審において Ylら は、後遺障害逸失利益に係 る定期金賠

賃借料、将来介護費用、逸失利益、慰謝料及 び弁護士費用であ り、X2及 び X3の

償について、①後遺障害逸失利益 について定期金賠償 を認めることは、事故発生時

損害 としては近親者 の固有慰謝料及 び弁護士費用である。

に全ての損害が発生 して遅i帯 に陥ることを前提 として、後遺障害逸失利益について

Xlは 、将来介護料については、症状固定 日の翌 日か らXlの 死亡 日まで

(平 均余

いわゆる継続説 を採用 した最高裁判所平成 8年 4月 25日 第一小法廷判決 (民 集 50

介護期間 70年 間にわた り、毎月支払 うことを求め、逸失利益 につい
ては、労働能力喪失率 100%、 平均賃金 (平 成 24年 賃金 セ ンサ ス男子 。学歴計 ・

巻 5号 1221頁 )と 整合 しない、②消滅時効や除斥期間との関係 を考慮すると、後

全労働者平均賃金 529万 6800円 )を 基礎収入 とし、18歳 か ら 67歳 までの 49年

合理的でない、③後遺障害逸失利益が問題 となる事案について定期金賠償が認め ら

間にわた り、毎月支払 うことを求めた。

れるとすれば、任意保険が付 いている交通事故以外の損害賠償請求な ど他の事案 に

命 70.23年

)、

遺障害逸失利益 に係 る損害賠償義務 のため 50年 以上 もの間当事者 を拘束するのは

被告 らは将来介護の必要性 を争 うとともに、逸失利益 については定期金賠償に よ

おいて も定期金賠償 の必要性が生 じ、紛争の一 回的解決の要請にも反する、な どと

る請求 を含め争った。なお、以下では逸失利益の定期金賠償 を検討するが、将来介

指摘 して、後遺障害逸失利益に係 る定期金賠償 については理論的に認め られず、ま

護料 について もXlが 死亡す るまで定期金賠償が命 じられてい る。

た、本件において後遺障害逸失利益について定期金賠償 を認めることは相当ではな

2

第 一 審判 決 (札 幌地判 平 成 29年 6月 23日 判例 時報 2420号
保 ジ ャ ー ナ ル 2068号

88頁

。自

10頁 ・ 自保 ジ ャ ー ナ ル 2003号 1頁 )

一部認容。後遺障害逸失利益の定期金賠償 については次のように判示 し、労働能
力喪失率 100%、 平均賃金 (平 成 24年 賃金 セ ンサス男子 ・学歴計 ・全労働者平均
賃金 529万 6800円 )を 基礎収入 とし、Xlが 就労可能 となる年齢 に達する日か ら

い と主張 した。
これに対 し、第二審 は、後遺障害逸失利益 について定期金賠償 を認めることに理
論的な問題 はな く、本件 においては、後遺障害逸失利益 について定期金賠償 を認め
る合理性があ り、これを認めるのが相当である、として、第一審判決が後遺障害逸
失利益 について定期金賠償 を認めた判断は相 当 とした。

Ylら が上告受理 申立て。

67歳 に達す る日までの間、毎月 18歳 か ら67歳 までの 49年 間にわた り、毎 月 44
万円余の支払 い を命 じた。
「被告 らは、後遺障害逸失利益 について定期金に よる賠償 を命 じることについて
争 う。 しか し、後遺障害逸失利益 について実務上一時金によって運用 される例が多
いのは、事故前収入、症状固定時の後遺障害による労働能力喪失率及び症状 に鑑み
た労働能力喪失期間を予測 して適切 な金額を算定することがで き、被害者側 も一時
金による賠償 を望んでい るか らであるにす ぎず、定期金による賠償 を命ず ることが
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二

判

旨

最高裁 は、以 下 の とお り判示 して上告 を棄却 し、第二 審判決 を是認 した。 なお、
私法判例 リマークス 60号 54頁 。判例評釈ではないが 、窪田
充見「逸失利益の定期金賠償 についての覚書」神戸法学雑誌 68巻 4号 43頁 以下は、第
二審において提出 した意見書 を契機 として、 よリー般的観点か ら論 じたものである。

(1)判 例評釈 として、高橋員

283

ー

法律論叢 93巻 6号

要旨●〕は筆者が便宜のため付 したものである。
〔
「 4(1)【 要旨 1】 同一の事故により生じた同一の身体傷害を理由とする不法行
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(北 1可 )

る時期 にその利益 に対応す る定期金の支払 をさせ るとともに、上記かい離が生ずる

為に基づ く損害賠償債務は 1個 であり、その損害は不法行為の時に発生するものと

場合 には民訴法 117条 によ りその是正 を図ることがで きる ようにす ることが相当
と認 め られる場合があ るとい うべ きである。

解 される (最 高裁昭和 48年 4月 5日 第一小法廷判決 ・民集 27巻 3号 419頁 、最

要旨41 以上によれば、交通事故 の被害者が事故に起 因す る後遺障害 による逸
【

高裁昭和 58年 9月 6日 第三小法廷判決 ・民集 37巻 7号 901頁 等参照)。 したがつ

失利益 について定期 金 による賠償 を求 めてい る場合 にお い て、上記 目的及び理念 に

て、被害者が事故によって身体傷害 を受 け、その後に後遺障害が残 つた場合におい

日召

て、労働能力の全部又は一部 の喪失により将来において取得すべ き利益 を喪失 した

もの と解 され る。

とい う損害について も、不法行為 の時に発生 した もの として、その額 を算定 した
上、一時金による賠償 を命ず ることがで きる。

らして相 当 と認 め られ る ときは、同逸失利益 は、定期金 による賠償 の対 象 となる

(2)〔 要 旨 5】

また、交通事故 の被 害者 が事 故 に起 因す る後遺障害 に よる逸失

利益 につ いて一 時金 に よる賠償 を求 め る場合 にお け る 同逸失利 益 の 額 の 算定 に当

要 旨 21し か し、上記損害は、不法行為の時か ら相当な時間が経過 した後に逐
【

たっては、そ の後 に被 害者が死 亡 した と して も、交通事故 の時点 で、その死亡の原

次現実化する性質の ものであ り、その額の算定は、不確実、不確定な要素に関す る

因 となる具体 的事 由が存在 し、近 い将来 にお け る死亡が 客観的 に予測 されて いた な

蓋然性 に基づ く将来予測や擬制 の下に行わざるを得 ない ものであるか ら、将来、そ

どの特段 の事情 が ない 限 り、同死亡 の事実 は就 労可能期 間 の算定 上 考慮す べ きもの

の算定 の基礎 となった後遺障害 の程度、賃金水準その他 の事情 に著 しい変更が生

ではない と解 す るのが相 当であ る (最 高裁平成 8年 4月 25日 第一 小法廷判決 ・民

じ、算定 した損害の額 と現実化 した損害の額 との間に大 きなかい離が生ず ることも

集 50巻 5号 1221頁 、最 高裁平成 8年 5月 31日 第 二 小法廷判決 ・民集 50巻 6号

あ り得 る。民法 は、不法行為に基づ く損害賠償 の方法につ き、一時金による賠償 に

1323頁 参照 )。 上記 後遺 障害 に よる逸失 利益 の賠償 につ い て 定期 金 とい う方法 に

よらなければな らない もの とは規定 してお らず (722条 1項 、417条 参照)、 他方

よる場 合 も、それ は、交通 事故 の 時点 で発生 した 1個 の損 害賠償請求権 に基 づ き、

で、民訴法 117条 は、定期金に よる賠償 を命 じた確定判決の変更 を求める訴 えを

一 時金 に よる賠償 と同一 の損害 を対 象 とす る もので あ る。 そ して、上記特段 の事情

提起す ることがで きる旨を規定 してい る。 同条の趣 旨は、日頭弁論終結前 に生 じて

が ないの に、交通事故 の被害者が事故後 に死亡 した ことに よ り、賠償義務 を負担す

い るがその具体化が将来 の時間的経過 に伝存 してい る関係 にあるような性質の損

る者がその義務 の全 部又 は一 部 を免れ、他方被害者 ない しその遺族が事故 によ り生

害については、実態に即 した賠償 を実現するために定期金による賠償が認め られる

じた損害の填補 を受 け ることがで きな くな ることは、一 時金 による賠償 と定期金 に

場合があることを前提 として、そのような賠償 を命 じた確定判決の基礎 となった事

よる賠償 のいずれ の方法 によるか にかかわ らず、衡平 の理 念 に反す る とい うべ きで

情について、口頭弁論終結後に著 しい変更が生 じた場合には、事後的に上記かい離

ある。 したが って、上記 後遺障害 に よる逸 失利益 につ き定期金 による賠償 を命ず る

を是正 し、現実化 した損害の額に対応 した損害賠償額 とすることが公平に適 うとい

場合 にお い て も、その後就労可能期 間 の終期 よ り前 に被害者が死亡 したか らとい っ

うことにあると解 される。

て、上 記特段 の事情が ない 限 り、就労可能期 間 の終期が被 害者 の死亡時 となる もの

要 旨 3】 そ して、不法行 為 に基 づ く損害賠償制度 は、被 害者 に生 じた現実 の損
【

ではない と解す べ きで あ る。

害 を金銭的 に評価 し、加害者 にこれ を賠償 させ るこ とに よ り、被害者が被 った不利

要旨61そ うすると、上記後遺障害による逸失利益につ き定期金による賠償を
【

益 を補填 して、不法行為が なか った と きの状 態 に回復 させ るこ とを 目的 とす る もの

命ず るに当たっては、交通事故 の時点で、被害者が死亡す る原因となる具体的事由

であ り、 また、損害 の公 平 な分担 を図 るこ とをその理 念 とす る ところで ある。 この

が存在 し、近 い将来における死亡が客観的に予測 されていたなどの特段 の事情がな

ような目的及び理念に照らすと、交通事故に起因する後遺障害による逸失利益とい

い 限 り、就労可能期 間の終期 よ り前 の被害者 の死亡 時 を定期金 による賠償 の終期 と

う損害につ き、将来において取得すべ き利益の喪失が現実化する都度これに対応す

す るこ とを要 しない と解す るのが相 当 で あ る。
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(3)【 要 旨 7】

以上 を本件 についてみると、被 上告人 は本件後遺障害 による逸

2 ‑時

金 賠償 と定 期 金 賠償

(北 河)

(2)

失利益について定期金による賠償 を求めているところ、被上告人は、本件事故当時
4歳 の幼児で、高次脳機能障害 とい う本件後遺障害のため労lttlJ能 力 を全部喪失 した
とい うのであ り、同逸失利益は将来の長期間にわた り逐次現実化す るものであ ると
いえる。 これ らの事情等 を総合考慮す ると、本件後遺障害 による逸失利益 を定期金
による賠償 の対象 とす ることは、上記損害賠償制度の 目的及び理念 に照 らして相当
と認 め られる とい うべ きである。
また、本件後遺障害 による逸失利益 につ き定期金 による賠償 を命ず るに当た り、
被上告 人について、上記特段 の事情 は うかがわれない。

5

以上 によれば、所論の点に関す る原審 の判断 は、是認す ることがで きる。論

旨は採用す ることがで きない。」

三

1

検

す ることになる
る者
度、賠償 を命 じる方式 (4)で ぁ るか ら、
「ぅ
定期 金賠償 は、将来、損害が具体化す
の控除 は不要 となる。
現価 に引 き直す必要が な く、中間利息
こと、履行確保が容易 な
一時金賠償 の長所 としては、紛争の一回的解決に優 れる
ることが挙げ ら
こと、履行 に伴 う賠償 ノイローゼが ない こと、国民感情 に合致す
(3)。

討

本判決 の準則

本判決が判示 した準則の第 1は 、交通事故 の被害者が事故 に起因する後遺障害 に
よる逸失利益について定期金による賠償 を求めている場合において、不法行為 に基
づ く損害賠償制度の 目的及び理念 に照 らして相当 と認 め られるときは、同逸失利益
は、定期金 による賠償 の対 象 となることである (要 旨 4)。
準則 の第 2は 、後遺障害 による逸失利益 につ き定期 金 による賠償 を命ず るに当
たっては、交通事故 の時点で、被害者が死亡す る原因 となる具体的事由が存在 し、
い
近い将来 における死亡が客観的 に予測 されていたなどの特段 の事情 がな 限 り、就
労可能期 間の終期 よ り前 の被害者 の死亡時 を定期金に よる賠償の終期 とす ること
を要 しない とことである (要 旨 6)。

・ヘ ッジを加害者側 (保 険会社)が 行 う
れ、定期金賠償 の長所 としては、イ ンフレ
られている(5)。
ことになること、損害 の変動へ の対応が容易 なことなどが挙 げ

3

本 判 決 の準 則 1

(1)本 判決の第 1の 準則 は、交通事故 の被害者が事故
tと

損害賠償 制度 の 目的及 び理 念 に照 ら して相 当
定期 金 に よる賠償 の対 象 となる こ とであ る。

と認 め られ る ときは、同逸失利 益 は、

の ものとして、浦川道太郎「一時金賠償 と定

(2)定 期金賠償 に関する論稿 は多 くあるが、最近

、2018年 )、 白
期金賠償」『人身損害賠償法の理論 と実際』311頁 以下 (保 険毎日新聞社
、2016年 )
以下
事法務
277頁
(商
の
実務』
『交通関係訴訟
石史子「定期金賠償の諸問題」

g観二
推
碇
墓

ξ
籍確
息
:ζ

論社)。
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最判 昭和 62年 2月 6日 裁判集民事 150号 75頁 は、旧民訴法下 の判決 であるが、
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とはな らない こ とになる。

将来 の付 添看護料 につい て「 損害賠償請求権者が訴訟上 一 時金 による賠償 の支払 を
求め る旨の 申立 を してい る場合 に、定期金 に よる支払 を命ず る判決 をす るこ とはで
きない もの と解す るのが相 当で あ る」 と して い た (6)。 そ ぅす る と、損害賠償請求
権者 (被 害者 )が 訴訟上定期金 に よる賠償 の支払 を求め る 旨の 申立 を して い る場合
には、定期 金 に よる支払 を命ず る判決 をす るこ とが で きる と解す るこ とが で きる。
上 記 昭和 62年 判決 はその理 由 を説示 して い ないが 、瀬戸正義調査 官 は「 担保供

(北 1可 )

大

の スクの増
しか し、定期 金賠償 には、時間的経過 に起 因す る債務者 の無 資力化 リ
があ り、 これ に対応す る履行確保 の制度的保障 が存 しない 以上、定期金賠償 と一

(11)。 従 って、
べ
時金賠償 とでは質的に異 な り、申立事項 は別の もの と解す きであ る
い
一
将来介護料 の賠償 か逸失利益 の賠償 か を問わず、原告 が 時金賠償 を申 し立 てて
るときに裁判所 が定期金賠償 を命 じる ことはで きず、逆 に (本 件 の よ うに)原 告 が

与制度及び変更判決制度の ない我が国では、定期 金方式の採用 には慎重 で なければ

い とい う
定期 金賠償 を求めて いる ときに裁判所が 一 時金賠償 を命 じることもで きな
・
・・
定期 金 に よる賠償 を求めてい る
べ きであ る。本判決が「交通事故 の被害者 が

な らず、少 な くとも原告 か らの定期金方 式 に よるべ き旨の 申立 の ない場合 には、定

べ
場合 にお いて」 と限定 を付 して い るのは、そ の よ うな意味 で理 解 され る きで る。

期 金方式 を採用す ることはで きない との考 え方 に よる もの と思 われ る」 と述べ て い

(3)平 成 8年 の民事訴訟法 の改正 に よ り、定期 金賠償 を命 じた確 定判決 に対す る

る (つ 。 そ こで は処分権主義 (民 訴法 246条 )へ の言 及 は ない。

変更判決制度が創設 されたが (民 訴法 117条 )、 履行確保 の制度的保障 (担 保供与制

昭和 62年 判 決 の判 旨 を処分権 主義 に反す るか らであ る との理 解 (8)と 、処 分権

度)は 未 だに設 け られて い ない。 この点、賠償義務者 が 国や地方公共 団体 であ る場

主義 の 問題 とは捉 えない理 解 とが あ る。処 分権 主義 に反 す るか らで あ る と理 解 す

合 には、特段 の事情 の ない 限 り、履行確保 の問題 は クリア される とみて よ く、実質

る と、裁判所 が定期金賠償 を命 じるため には、将 来介護料 の賠償 か逸失利益 の賠償
か を問わず、原 告 (損 害賠償 請求権者 )か らのその 旨の 申立てが な される こ とが必

的支払義務者 が大手の保険会社であ り経営不安 が なければ、保 険会社が被告 となっ
てい な くとも、履行確保 の 問題 は ク リア され る とみ て よい との 見解 (り が あ る。

要 とな る (9)。 また、原告が一 時金賠償 を求めてい る と きに定期 金賠償 を命 じるこ

しか し、前掲 昭和 62年 判決 の事 案 の被告 は横 浜市 であ り (公 立学校 にお ける体

とはで きな い。

育授業 中 の事故 )、 履行 の確保 は民 間保 険会社 よ りも確 実であ ったか ら、そ こで は

(2)同 じ不法行 為 に基 づ く損 害賠償請求権 だか ら一時金賠償 と定期 金賠償 とで訴

履行確保 の 問題 は重視 され て い ない 。 また、民 間保 険会社 の倒 産 は経験 済 みで あ

訟物 は異 な らない 。民訴法 246条 (旧 民訴法 186条 )の 「事 項」 とは訴訟物 の 意

り、損害保険契約保護機構 の創設 によつて も万全ではない (13)。 実質的支払義務者

味 であ ると解す れば (10)、 原告が 一 時金賠償 を求めた ときに定期金賠償 を命 じる こ

が大 手 の保 険会社 で あ り経営不 安が なけれ ば、保 険会社 が被告 となってい な くと

とも、原告が定期 金賠償 を求 めた ときに一 時金賠償 を命 じることも処分権 主 義違反

も、履行確保 の問題 は クリア される とみて よいか ら、一 時金賠償 の 申立 てに対 し定
期 金賠償 を命ず るこ とがで きる との立 場 (14)に は賛成 しが た い。

(6)最 判昭和 51年 10月 26日 週刊 自動車保険新聞昭和 52年 5月 18日 も全 く同旨。
(7)瀬 戸正義「時の判例Jジ ュ リス ト890号 56頁 。本判決は民集に登載 されてお らず、調査

官による最高裁判所判例解説 もないが、
「時の判例Jは 調査官解説の骨子 とみてよい。
(8)加 藤新太郎 ・NBLl107号 75頁 。
(9)中 国浩一郎「定期金賠償」判 夕 1260号 5頁 以下は、後遺障害逸失利益については原告の
申立てな く定期金賠償判決をすることは処分権主義違反 となるとする (13頁 )一 方、将
来介護費用については、原告 の 申立 てがな くとも定期金賠償判決 をすることがで きると
する (15頁 )。
(10)最 半J日 召不日33年 7月 8日 民集 12巻 11号 1740頁 。 しか し、事案に照 らi「 と弁論主義違背
の問題であ り、処分権主義違反の問題ではなかったので (坂 本慶一『民事訴訟法判例百選
I』 194頁 、上告理由が誤解に基 づ くもので あ った)、
この部分の判示には先例性はない
とい うべ きである。

288

(11)勅 使川原和彦「定期金賠償請求訴訟 と処分権主義」早稲田法学 81巻 4号 118頁 以下。「定
期金給付 に履行確保のための一定の法制度的な保障が (そ こに も限界はあるにせ よ)与
えられ、現実の履行「不J確 保の可能性が一時金給付でも定期金給付でも同 じレベ ルの リ
スクとなった、 という段階で、両賠償方式が初めて権利救済 の質的同一性 を獲得するも
のであろう」 とも指摘する (122買 )。
(12)た とえば中園浩一郎「定期金賠償」判 夕 1260号 16頁 以下。
(13)佐 野誠「定期金賠償の動向 と課題」『交通賠償論の新次元』162頁 以下 (判 例 タイムズ社、

2007年

)

(14)東 京高判平成 15年 7月 19日 判時 1838号 69頁 がこのような立場に立っているが、訴訟
当事者 ともなっていない保険会社の話 を持 ち出 し、保険会社の経営状況について裁判所
が判定することは適 当 とは思われない (北 河隆之 『交通事故損害賠償法 [第 2版 ]』 128
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(4)本 判決 は、不法行為に基づ く損害賠償制度 の 目的及び理念 に照 らして定期金
賠償が相当 と認め られることも要件 としている。 しか し、そ こで挙げてい る事情
は、被害者が事故当時 4歳 の幼児で、高次脳機能障害 とい う後遺障害のため労

(北 河)

る死亡が客観的に予測 されていたなどの特段 の事情がない限 り、右死亡 の事実 は就
労可能期間の認定上考慮すべ きものではないと解するのが相当である」としていた。

能

後遺障害逸失利益の算定期間の終期 につい て定期金賠償 と一 時金賠償 とで異 な

力 を全部喪失 した ことと、その逸失利益は将来の長期間にわた り逐次現実化す るこ

ることは相当ではない (等 価値 であるべ きだ)と すれば、後遺障害による逸失利益

とのみである (要 旨 7)。 本件では、保険会社 も共同被告 とされてい るところ、実

につ き定期金賠償 を命ずるに当たつては、交通事故の時点で、被害者が死亡する原

質的な支払義務者 は保険会社であると考 えられるが、定期金賠償の管理費用等 を考

因となる具体的事由が存在 し、近 い将来における死亡が客観的に予測 されていた な

えると、 この点 も考慮 されてい るのではなかろ うか (15)。

どの特段の事情がない限 り、就労可能期間の終期 (67歳 )よ り前 の被害者 の死亡

4

時 を定期金による賠償 の終期 とすることを要 しない と解す るのが相 当 とい うこと

lttl」

本判決 の準則 2

になる (要 旨 6)。 この点が積極損害である介護料 について定期金賠償 を採用す る

(1)本 判決 の 第 2の 準則 は、後遺障害 に よる逸失利益 につ き定期 金 に よる賠償 を

ときとの大 きな違 い となる。

命ず るに当た っては、交通事故 の時点で、被 害者が死亡す る原 因 となる具体 的事 由

ただ、そ うなると、後遺障害逸失利益 の定期金賠償 と分割払い とは内容が近い も

が存在 し、近 い将来 における死亡が客観 的 に予測 されてい たな どの特段 の事情 が な

のになってこよう。

い 限 り、就労可能期 間 の終期 よ り前 の被害者 の死亡 時 を定期金 に よる賠償 の終期 と

5

す る こと を要 しない こ とであ る。
将来介護料 につい て定期 金賠償 を採用す るメ リッ トは、植物状態 となって しまっ
た被 害者 の 余命認 定 を回避す る こ とが で きる ところにあ った。 介護料 が認 め られ
る期 間 (要 介護期 間)は

定期金賠償 の対象 となる損害 項 目

(1)死 亡 に よる逸 失利益
原告 の 申 し立 て に よ り、死亡逸失利益 の一 部 につ いて定期 金賠 償 を命 じた裁 判

植物状態 の被害者 の 余命 は

例 と して、東京地判平成 15年 7月 24日 判例 タイムズ 1135号 184頁 が あ る (17)。

健常者 の平均 余命 よ りも短縮 され る とい う見方が あ り、一 時金賠償で は被害者 の 余

しか し、死亡逸 失利益 につい ては、 (原 告が定期 金賠 償 を 申 し立 てた と して も)定

命認定 を避 け られ ない。 しか し、定期 金賠償 で あれば余命認定が不要 となる。

期 金賠償 は認 め られ ない とす る考 え方が 多 い (18)。

被害者 の死亡 まであ るが (16)、

(2)こ れ に対 し、後遺障害逸失利益 につ い ては、本判決 も引用 す る

(要 旨 5)最

(2)将 来介護料

判平成 8年 4月 25日 民集 50巻 5号 1221買 が「交通事故 の被害者が事故 に起 因す

当初 、 わが 国で定期金賠償が 提 唱 された時 は逸失 利益 の賠 償 を対 象 と していた

る傷害 のため に身体 的機 能 の一 部 を喪失 し、労働能力の一 部 を喪失 した場合 にお い

が (19)、 その後は、将来 介護料 を姑 象 とす る議 論が 中′
ヽ
となっていった。将来介護
と

て、 い わゆる逸失利益 の算定 に当た っては、その 後 に被 害者が死 亡 した と して も、

頁 (弘 文堂、2016年 )。
(15)保 険会社が関与 してい ない場合に、被告に対 して定期金賠償 を命 じることは管理費用等
の負担 を考えると相当ではない と思われる。そのような場合、裁判所は原告に対 し釈明
権 を行使 し、予備的に一時金賠償 による申 し立て もさせ るべ きであるが、原告が これに
応 じない ときは一一本稿の立場か らは一―請求 を棄却するほかないであろう。
(16)最 判平成 11年 12月 20日 民集 53巻 9号 2038買 は「交通事故の被害者が事故後に別の
原因によ り死亡 した場合には、死亡後に要 したであろう介護費用 を右交通事故に よる損
害 として請求することはで きない」 としている。

(17)東 名高速道路上で、酒酔い運転の大型貨物 自動車が渋滞の車列に突っ込み、炎上 した被害
車両に同乗 していた 2名 の女児が両親の 目の前で焼死 した とい う悲惨 な事案である。死
亡 した女児 (被 害者)は 事故当時 3歳 と 1歳 であったが、裁判所は、それぞれが 18歳 に
なる年の命 日から 32歳 になる年の命 日までの 15年 間について、命 日ごとの定期金賠償
方式による支払 い を命 じた (以 後の逸失利益については、16年 目の命 日を期限とする一
括払 い を命 じた)。
(18)白 石 '前 掲 279頁 、勅使川 前掲 111頁 、中国・前掲 9頁 など。
(19)1965年 の倉田卓次「定期金賠償試論」判 夕 179号 19頁 以下が晴矢 と思われる。倉田判
事 は死亡 した者については相続否定説に立つので死亡逸失利益 については定期金賠償の
紺象 ともならず、後遺障害逸失利益のみが定期金賠償の対 象 となる。主に問題 とされて
いたのは平均余命に基づ く余命認定の問題であった。
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料については、その性質上、定期金賠償 の対象 となることは明 らかであ り、否定説
はない とされる(20)。 しか し、前述の とお り、将来介護料 について も原告か ら定期
金賠償の申立 てが必要 と解すべ きである。

6
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(北 河 )

れは経済的にきわめて合理的な行動 だか らである」 との指摘 もあるが (22)、 ぉそ ら
くそ うはな らないで あろう。
の利率が従来の年 5%か ら年 3%へ 変更 された こともあるが (23)、
中間利虐、

̲般

の国民感情 としては一時金 を好む と思われる し、被害者側の感情 として加害者側 と
の接触が続 くことは不快 だか らである(241。 今後 も、逸失利益の賠償については一

定期金賠償請求権 と相続

定期金賠償請求権 を取得 した被害者が、定期金の終期 よ り前に死亡 し、請求権が
相続 人に承継 された場合 は どうなるか。 この点 につい て小池裕裁判官 は補足意見

時金賠償が原則 となる状況 に大 きな変化 はない と思われる。
(明 治大学法務研究科兼任講師・弁護士 ・琉球大学名誉教授 )

で、
「 このような場合 、被害者 の死亡によつてその後の期間について後遺障害等 の
変動可能性が な くなったことは、損害額の算定の基礎 に関わる事情 に著 しい変更が

<参 考文献 >

生 じた もの と解す ることがで きるか ら、支払義務者 は、民訴法 117条 を適用又は

本最高裁判決の解説 ・評釈 と して次の ものが あ る。

類推適用 して、上記死亡後 に、就労可能期間の終期 までの期間に係 る定期金に よる
賠償 について、判決の変更を求める訴 えの提起時における現在価値 に引 き直 した一

①柴田龍 。新 ,判 例解説 Watch・ 民法
②加藤新太郎 。NBLl177号 67頁 。

時金 による賠償 に変更す る訴 えを提起す るとい う方法 も検討 に値す るように思 わ

③越山和弘・法学教室 482号 140頁
④山城一真・法学教室 482号 138頁

れ、この方法によつて、継続的な定期金に よる賠償 の支払義務 の解消 を図ることが
可能ではないか と考 える。」 と述べ てい る。
しか し、本判決は、被害者が半U決 時の予想に反 して早期 に死亡 した として も、そ
の事実 によって損害賠償義務 の内容 は変動 しない とい うことを基本的な前提 とし

)No 196

(財 産法

⑤窪田充見 ,NBLl182号 4頁
⑥羽成守・判例秘書ジャーナル H」 100087
②安達敏男 =吉 川樹士・戸籍時報 800号 50頁

ているか ら、この考え方 と補足意見の論 旨が両立 しうるか疑間が残 るとの指摘 もあ
る(21)。

7

本判決 の意義 と影響
本判決 の準則 とは最判昭和 62年 2月 6日 裁判集民事 150号 75頁 か らある程度

予測で きた ところであ り、準則 2も 最判平成 8年 4月 25日 民集 50巻 5号 1221頁
か らある程度予測で きた ところであるが、本判決が明確 に準則化 した意義は大 きい。
「後遺障害 による損害賠償 について
本判決の今後の裁判実務へ の影響 について、
は、一気 に定期金賠償が原則 になる方向で以降することも想定 されるように思 われ
る。 ・・・定期金賠償 によれば、中間利息の控除 を回避す ることが可能 とな り、そ
(22)参 考文敵⑤ 13頁 。
(23)2020年 4月 1日 以後に発生 した損害賠償請求権に適用 される。
(24)池 田辰夫「定期金賠償の問題点」 F新 ・実務民事訴訟講座 4巻 』254頁 (1982年 、日本評
論社 )

(20)白 石 。前掲 282頁 。

(21)参 考文献③ 140頁 。
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