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平成２１年(ネ受 )第６７号損害賠償請求上告受理申立事件  

 上 告 受 理 申 立 人  日 鉄 鉱 業 株 式 会 社 

 被上告受理申立人  山下憲昭・田中利男 

 

 

上訴権濫用に対する制裁の申出 

 

平成２１年９月  日  

 

最 高 裁 判 所 御中  

 

                被上告受理申立人ら訴訟代理人 

                   弁 護 士  岩 城 邦 治 

                               外  名  

 

 

申 出 の 趣 旨 

 

 

 頭書事件について、上告受理申立人の上告受理の申し立ては上告受理申立

権限を濫用して訴訟の完結を遅延させることのみを目的としたものである

ので、民事訴訟法第３１８条第５項、第３１３条が準用する同法第３０３条

第１項に基づき、上告受理申立人に対する制裁のため、職権を発動して金銭

納付命令を課すよう申し出る。  
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申 出 の 理 由 

 

１ 民事訴訟法３０３条１項の趣旨と要件 

(1) 民事訴訟法３０３条１項は、上訴裁判所の負担の軽減をはかるため、  

訴訟の完結を遅延させる目的だけで上訴を提起し上訴権を濫用した者

に一定の金額の負担を命じようとするもので、昭和２３年の改正で加え

られた規定である。  

 とりわけ上訴の提起は、判決の確定を遮断する効力をもつ点で、敗訴

当事者は、判決の終局性を遷延させ敗訴の不利益を実質的に回避しよう

として、上訴権を濫用しがちになる。  

 しかしながら、上訴権の濫用は、たんに上訴された者に不利益を与え

るだけでなく、訴訟を一般的に遅延させ、司法の権威と信用を失墜せし

め、国民の正義感を麻痺させ、公共の福祉に重大な影響を与えるととも

に、人的・物的に国費の濫費を引き起こし、控訴のときは第一審につい

て、上告のときは一、二審について、弱化させるという弊害をもたらす

ことになる。  

 そこで、上訴審、とりわけ上告審としての最高裁判所の負担軽減を意

図して、本条により制裁金を課すことによって、上訴権の濫用を間接的

に抑制しようとしたものである（斎藤秀夫・小室直人・西村宏一・林家

礼二編著「注解民事訴訟法 (9) 第２版」）。  

(2) 本条を適用するためには、上訴人が訴訟の完結を遅延させる目的だけ  

で上訴提起したことを要し、これは主観的要件とされる（新堂幸司・鈴

木正裕・竹下守夫編集「条解民事訴訟法 (8)」）。  

 上訴人が、自ら控訴の理由のないことを知りながらこれを提起してい

ると認められる場合も含まれる（兹子一・松浦馨・新堂幸司・竹下守夫

著「条解民事訴訟法」）。  
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 立法当時においては、上訴理由書の提出が強制されていないことから、

この要件の有無を認定することには困難が伴うとされていたが、新民事

訴訟法により上告受理申立制度が導入され、かつ上告受理申立理由書の

提出が強制されている今日においては、その書面の記載からこれを判断

することは、さしたる困難を伴うものではないと考えられる。  

 上告審は法律審であり、上告受理申し立ての要件が判例相反その他法

令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に限定され

ている（同法３１８条）ことに鑑みれば、同種事件における同一の法令

解釈上の争点において、すでに何度も上告受理申し立てを行い、これに

対して不受理決定が示されているにもかかわらず、同じ理由によりあえ

て上告受理申し立てを繰り返す場合などは、明らかに本条における「訴

訟の完結を遅延させることのみを目的として上訴を提起したもの」と推

認すべきである。  

 本件上告受理申し立てに至る事情は、以下に述べるとおりであり、民

事訴訟法第３１８条第５項、第３１３条が準用する同法第３０３条第１

項に該当することは明らかである。  

 

２ 御庁で不受理が確定しているのと同一理由による申立案件であること 

 本件は西日本石炭じん肺２次訴訟についての事案であるところ、御庁は、

すでに平成２１年４月２８日の西日本石炭じん肺１次訴訟上告不受理決

定（平成２０年 (受 )第１２４８号、第三小法廷決定）において、上告受理

申立人の本件上告受理申立理由とまったく同一の申立理由に対して、「理

由なし」として不受理決定を行っている（疎甲第１号証２）。  

 申立の理由が同一であることを明らかにするために、添付の「日鉄上告

受理申立理由  対照表」を準備した。  

(1) この「対照表」に記したように、西日本石炭じん肺１次訴訟の上告受  
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理申立理由の第１点として、上告受理申立人は「安全配慮義務の認定に

関する原判決の誤り」を上げ、その第２の「安全配慮義務責任について」

で１項から４項の理由を掲げている。  

 上告受理申立人は、同２次訴訟でも上告受理申立理由の第１点を「安

全配慮義務の認定に関する原判決の誤り」とし、その第１の「安全配慮

義務責任について」で２項から５項の理由を掲げている。そして、この

２項から５項の記載は、１次訴訟における上記１項から４項の内容と同

一であるうえ、字句表現のほとんどすべてが同一で、わずかに対照表上

の下線の部分に字句の違いがあるだけである。  

※ その主張のすべてを取り出して対比することは実益がないので、主要な主張  

を取り出して対比している。  

 上告受理申立人は、西日本石炭じん肺１次訴訟の上告受理申立理由の

第２点として「第二会社に就労した一審原告らに対する安全配慮義務の

認定に関する原判決の誤り」で１項から５項の理由を掲げている。  

 上告受理申立人は、同２次訴訟でも上告受理申立理由の第２点を「第

二会社に就労した一審原告山下憲昭に対する安全配慮義務の認定に関

する原判決の誤り」とし、そこで１項から４項の理由を掲げている。そ

して、２次訴訟の１項、２項の記載は１次訴訟における１項、２項の記

載や内容と、２次訴訟の３項、４項の記載は１次訴訟における４項、５

項の記載や内容と、いずれもほとんどすべてが同一で、わずかに対照表

上の下線の部分に字句の違いがあるだけである。  

 念のため筑豊じん肺訴訟における上告受理申立人の上告受理申立理

由（御庁平成１３年 (受 )第１７５９号）についても確認した（疎甲第１

号証１）。結果は、添付「日鉄上告受理申立理由  対照表」の「筑豊じ

ん肺訴訟上告受理申立理由」に記載されたように、同訴訟における申立

理由もまた、西日本石炭じん肺１次と２次の各訴訟における上告受理申
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立理由と、内容はもちろん表現までがほとんど同一であった。  

(2) この三つの上告受理申立理由の比較から、上告受理申立人が各訴訟で  

上告受理申し立てを行うにあたり、各訴訟についてその上告受理申立理

由を個別に検討することなく、筑豊じん肺訴訟の際の上告受理申立理由

をほとんどそのまま後続事件の申し立てに機械的に流用してきたこと

が分かる。  

 しかし、御庁は、筑豊じん肺訴訟で上告受理申立人の受理申し立てを

不受理と決定している。上告受理申立人がそこで掲げた「安全配慮義務

の認定に関する原判決の誤り」という主張と「第二会社の請負夫に対し

ても安全配慮義務があるとした原判決の誤り」という主張には、法的に

理由がないことが御庁の判断により確定したわけである。  

 にもかかわらず上告受理申立人は、この御庁の判断を完璧に無視し、

筑豊じん肺訴訟で用いた主張を一度ならず二度までも流用した。その理

由は、「上告受理申立人としては、申し立てを行って訴訟の完結と解決

を引き延ばしたいが、申立書に記載すべき理由をすでに見い出し得なく

なっている」からなのである。それほどに、本件は、「法的に決着済み、

解決済み」の問題なのである。  

しかるに日鉄関係のじん肺被害者は、上告受理申立人のこの厚顔無恥

な主張の流用と最高裁判所判断無視により、北松じん肺訴訟の訴訟提起

から３０年たついまも日鉄関連じん肺訴訟の最終解決を迎えることが

できずにいる。  

これは「社会正義に反する事態」といえ、上告受理申立人の本申し立

ては、上告受理申立権限の濫用として厳しくとがめられなければならな

い。  

(3) 以上のように、上告受理申立人の本件上告受理申し立ては、「これま  

でに御庁で不受理判断が示されており、同一理由による申し立てを行っ
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ても受理されない」、「申し立てに理由はなく敗訴する」と分かってい

てなされた上告受理の申し立てであるから、自らの主張の当否の判断を

御庁に求めるものでないことは明らかで、ただただ本訴の確定を遅らせ

ることのみを目的としたものであることが歴然としている。  

 

３ 上告受理申立人の応訴態度およびその上訴権行使が訴訟の完結と解決 

の遅延を目的としたものであった事実ならびにその経緯 

(1) 「日鉄関連じん肺訴訟」について  

 上告受理申立人日鉄鉱業をめぐっては、昭和５４年１１月１日提訴の

長崎北松じん肺訴訟以来、現在福岡地方裁判所で審理が行われている西

日本石炭じん肺２次５次、６次訴訟まで、実に３０年間に計１０件のじ

ん肺訴訟が提起され、その間に、御庁で８回、高裁で１０回 (差戻判決を

含む)、地裁で９回、合計実に２７回に及ぶ判決や決定が繰り返されてき

た。そして、その２７回すべてで上告受理申立人の主張は退けられ、そ

のすべてで上告受理申立人の責任が肯定されてきた。その経過を添付

「日鉄関連じん肺訴訟一覧」にまとめているが、一企業の責任の帰結に

関する訴訟としては、わが国の裁判史上「日鉄関連じん肺訴訟」はまさ

に異例の訴訟というほかない。  

 このような異例・異常な結果は、「最高裁で判決が出ても、責任がな

いものは責任がない」、「訴訟を起こされればすべて最高裁まで争う」

とうそぶく上告受理申立人の応訴態度によって引き起こされた。  

(2) 日鉄関連じん肺訴訟での上告受理申立人の応訴態度と上訴の理由  

ⅰ 昭和５４年１１月、“最果ての地”とも言うべき長崎県北松浦郡の  

元炭鉱労働者たちが北松じん肺訴訟を提訴した。前年３月にじん肺法

が改正されたとはいえ、それは「健康管理の法」にとどまり、各地で

患者の多発が続いていた。長崎と北海道のじん肺患者が全国じん肺患



7 

 

者同盟の総会で「じん肺根絶のためには、じん肺発生の責任がだれに

あるのかを明らかにしなければならない」と訴訟提起の必要を訴えた

が、多くの意見は「裁判が始まるとじん肺の認定が厳しくなって補償

を受けにくくなる」というもので、訴訟の必要という提案は退けられ

た。そうした消極意見に抗しての提訴で、原告らは「被害者救済・じ

ん肺根絶」を合言葉に結束した。翌５５年９月、北海道でも金属鉱山

の元労働者たちが同じスローガンの下に提訴した。  

ⅱ しかし、この患者たちの提訴の動きを察知した上告受理申立人日鉄  

鉱業は、「わが社に敵対するもの」と過敏に反応し、「元従業員であ

ってもわが社に刃向う者は許さない」と公言して、元鉱長などの役職

経験者を患者宅訪問に回らせ、「日鉄は金も力もあるけん、裁判して

も勝てん。裁判すれば家も土地もなくすばい」と脅して回った（疎甲

第２号証）。露骨な提訴妨害である（長崎地裁佐世保支部判決は、「第

八 消滅時効」の判示部分で「原告の主張する事実中提訴妨害の事実

は検討に値する」との判示を行っている。）。  

 さらに訴訟開始後は、１００人近くの人証申請の計画を提出すると

ともに、原告全員についての鑑定申請を行った。上告受理申立人の立

証計画が訴訟の遅延を図って準備されたものであることは歴然として

いた。  

 結審を控え、裁判所からは和解協議の打診があったが、上告受理申

立人は、「判決をいただきたい」として和解を拒否した。判決直前に

上告受理申立人より執行協定を求められた原告弁護団は、これに応じ

るにあたって「判決直後に判決に基づいた控訴前解決を検討するため

の協議の場をもちたい」と提案し、上告受理申立人もこれに同意した。

しかし判決翌日の協議の場では、上告受理申立人は、「昨日控訴した」

と、判決内容の検討すら行わないで即日控訴したことを明らかにした。
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こうして上告受理申立人は、「控訴前解決」について協議すること自

体を拒否した。  

 控訴審でも福岡高裁が和解解決を打診したが、上告受理申立人は「裁

判所の判断を受けたい」として和解を拒否した（疎甲第３号証１）。

そして、近づく高裁判決を前に、「高裁判決による解決」を要請する

ため上京した原告らに対して、上告受理申立人の当時の法務室長（の

ちに代表取締役社長）は、「高裁で判決が出ても、当社の主張が認め

られなければ最高裁まで争う。そちらが仕掛けた訴訟だからその間に

原告が一人、二人死んでもやむを得ない」「最高裁で判決をもらうま

で裁判は続ける」と言い切った（疎甲第３号証２）。  

 双方上告となった御庁でも双方に対する和解についての意向打診が

なされた。しかし上告受理申立人は、「わが国は三審制なので、最高

裁の判断を受けたい」として、この和解打診をも拒否した。  

※ 常磐じん肺訴訟では、一審判決後に和解解決の機運が高まり、高裁第１回  

期日前に訴訟上の和解をするとともに、同日双方当事者が「常磐興産の謝罪

と賠償、じん肺根絶に向けての合意」の三点の成立を確認する「確認書」を

取り交わした。以後、この方式を「確認書和解」と呼び、この方式による解

決が各地で続くこととなった。「じん肺根絶のために、北と南で提訴する」

を合言葉に同時期に提訴した北海道金属じん肺訴訟もこの時期に和解解決と

なっている。このように、じん肺訴訟の早期解決を各地で模索しているまさ

にその時期の上告受理申立人の和解拒否であった。  

 結局上告受理申立人は、御庁で「上告棄却」の平成６年２月２２日

第三小法廷判決（平成元年 (ｵ)第１６６６号）を受けることとなった（原

告側の上告については破棄差し戻し）。判決後、原告らから「最高裁

判決に従ってただちに和解せよ」との申し入れを受けた上告受理申立

人は、「最高裁の判決があっても、納得がいかないものは納得がいか
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ない。当社にはじん肺の責任はない」と言い切って、北松じん肺をは

じめとする各地の日鉄関連じん肺訴訟の解決に応じる意思のないこと、

以後も各地の訴訟に対して最高裁まで争い続ける意向であることを明

言した。  

ⅲ 上告受理申立人は、他のじん肺訴訟でも同様の対応を繰り返した。 

 北松一審判決に勇気づけられ、筑豊や伊王島で原告団結成の動きが

始まると、上告受理申立人は北松じん肺提訴時と同様被害患者の自宅

を回って切り崩しを始めた。今回は「覚書」と題する書面を持参し、

「判決が決まったら判決に準じた補償を行う。裁判には加わらないと

約束してくれ」と言って、被害者から覚書への署名・捺印をとって回

った。  

 筑豊じん肺訴訟一審では、御庁の上記北松じん肺訴訟上告審判決を

受けて福岡地裁飯塚支部が和解勧告を行った。これに対して、上告受

理申立人は、「最高裁判決があっても、当社には責任がないと考えて

いるので和解には応じられない」として、他社に先駆け勧告拒否を打

ち出した。筑豊じん肺控訴審では、古河機械金属、三菱マテリアル、

住友石炭と、次々に上記の「確認書和解」が実現していったが、上告

受理申立人は、福岡高裁からの「和解打診」を一顧だにせず拒否した。

それは、伊王島じん肺訴訟でもまったく同様だった。わずかに釜石鉱

山じん肺訴訟では、控訴審での強力な和解勧告に拒否を即答すること

ができなかったが、結局は和解拒否を貫いた。  

  北松じん肺福岡高裁判決後、日鉄関連訴訟解決のための取り組みを  

支援していた人々は、その後、上告受理申立人発行の株式を取得し、

上告受理申立人の株主総会に株主として出席し、訴訟の解決の必要や

訴訟を長期化させた役員の責任を質す取り組みを続けていた。  

 筑豊じん肺訴訟高裁判決を受け、これら株主は翌２００２年６月の
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上告受理申立人の定期株主総会に出席して、「岩手釜石じん肺での仙

台高裁では、そのような会社の主張は今や認められず、裁判の第１日

目で結審にしてしまいました。また、昨年５月には４回目の最高裁上

告が不受理決定で門前払いされたばかりです。それでもまた６回目の

上告受理の申し立てをするのですか」、「いま長崎地裁、仙台高裁、

最高裁に係属しているじん肺裁判について和解で解決する考えはあり

ませんか」、「他の被告企業は一審判決前後に和解で解決しているの

に、当社だけが一つ一つの事件で最高裁まで争い、２３年間も裁判が

続いている。この間の訴訟関連費は１００億円をこえている。これ以

外の弁護士料などの費用も１０億円は下回らないと思う。このような

方針で長くじん肺対策に関わってきた高橋社長は、会社や株主に損害

を与えたことにならないか」と質問した。これに対して上告受理申立

人の代表取締役は、「もし判決の内容で納得できかねる点があれば上

告審の申し立てを行うつもりでございます」、「納得致しかねる点が

ある限り訴訟を続けていく考えであります。したがいまして和解で解

決する考えはございません」、「覚書でやったからこそ６０何億円と

いう金額で収まった。原告の要求をそのまま受け入れたら２倍はおろ

か３倍になると思います。裁判に伴う費用が出ていくのは当然のこと

でございます。その費用が５０億か６０億であったとしても、支払う

総額が２００億円、３００億円になることを考えたら、それは非常に

合理的な数字になっていると思います」と答えて（疎甲第３号証３）、

訴訟に対してはすべて最高裁まで争いを続けていくことを株主総会の

場で明言した。  

ⅳ 筑豊じん肺訴訟に対する御庁平成１６年４月２７日判決後、当時の  

小泉純一郎内閣総理大臣は「厳粛に受け止めなければいけない。長年

苦しんでこられた方に心からお見舞い申し上げる。政府としてきちん
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と対応しなければならないと思っている」とのコメントを発表し、福

田康夫内閣官房長官は、「最高裁の判決は厳粛に受け止め、判決内容

を誠実、迅速に履行する。今後ともじん肺対策に適切な行政をしたい」、

「現在も苦しんでいる人がおり、心からお見舞い申し上げる。相当長

い時間をかけ争ったために、法的決着までに原告、家族に迷惑をかけ

たことは遺憾に思う。亡くなられた方のご冥福を祈り、ご遺族にお悔

やみを申し上げたい」と表明した。経済産業省渋谷隆審議官も「経済

産業省としては、最高裁判所の判決を厳粛に受け止め、判決内容を誠

実にかつ迅速に履行していく所存であります」とのコメントを発表し

ている。  

 政府としてのこうした対応を受け、鉱山保安を管轄する経済産業省

原子力安全・保安院は、上告受理申立人の代表取締役を呼び、「二次

的責任を負う国ですらこのように責任を認めて判決に従っている現在、

直接の責任を負う企業が判決に従うのは当然」として上告受理申立人

に抗争を終息するように促した。しかし、上告受理申立人は、「責任

がないものは責任がない。裁判があれば最高裁まで争う」として、関

連訴訟を終息させる意思のないことを明言した。  

 同年６月８日には、岩手釜石じん肺訴訟上告受理申し立てに対する

不受理決定がなされたが、その直後の上告受理申立人に対する日鉄関

連じん肺訴訟全面解決の申し入れに対し、上告受理申立人は、「最高

裁判決の内容に納得できない。あくまで会社には責任がないと思って

いる」と、残された訴訟についても解決の意思のないことを宣言した

（疎甲第３号証４）。  

ⅴ 筑豊じん肺と北海道石炭じん肺の両訴訟の解決を受け、各地では、 

閉山後新たにじん肺管理区分決定を受けた被害者や天草などで被告に

すべき企業もなく取り残されていた被害者がじん肺請求団を結成し、
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国と企業に対して賠償に応じるように求めた。これに対して、主要企

業は訴訟外での和解解決を回答し、国は、訴訟上必要書類が確認され

た者と訴訟上の和解解決をすると回答した。このため、訴訟上の和解

を希望する国と、訴訟外の和解に応じなかった企業とを被告として、

西日本石炭じん肺１次、２次の訴訟が提起された。請求団からの申し

入れを受けた上告受理申立人は、「和解しないというのは当社の確定

した方針である。訴訟に対しては最高裁まで争う」と回答した。  

 この言葉どおり、上告受理申立人は、１次訴訟でも２次訴訟（本件）

でも、一審判決に対して機械的に控訴し、控訴審では答弁書と控訴理

由書を陳述するのみであった。新たな主張や新たな立証はなく、御庁

で判断済みの論点をただ繰り返し持ち出すのみの控訴で、その意図が、

判決手続きを挟むことで訴訟の終了をそれだけ遅らせ、提訴した原告

ら（本訴被上告受理申立人ら）の訴訟上の解決を遅延させる点にある

ことは歴然としていた。  

 こうした上告受理申立人の応訴態度に対し、本件控訴審裁判所は、

平成２１年２月２日の第１回期日での弁論を終結するのと同時に、和

解を勧告した（疎甲第４号証）。上告受理申立人の代表取締役あるい

は本件担当取締役の出席を求めるという、強い調子の異例の勧告であ

った。  

 その間、三菱重工長崎造船所じん肺で福岡高裁判決があり、これに

対して三菱重工が上告しないことおよび補償とじん肺対策について協

議に応じる用意があることを表明したことから、本件についても和解

が実現するのではないかという期待が広がった。しかし、３月１６日

に福岡高裁を訪れた上告受理申立人の担当取締役は、「当社の方針は

変わらない」、「判決をお願いする」として、和解勧告拒否を表明し

た。理由を質す裁判長に対し、同取締役は、上告受理申立人側がが署
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名・捺印をとって回った前記未提訴者との「覚書」を持ち出し、「覚

書によって解決をしてきた。いま和解をすると、その人たちとの関係

がおかしくなるので、会社として対応を変えることはしない」と述べ

たとのことである（疎甲第５号証）。  

その結果６月２２日に高裁判決が言い渡されたが、これまでの判決

の場合と同様、上告受理申立人は、控訴審判決に機械的に本件上告受

理申し立てを行った。そして、１項で指摘したように、すでに不受理

となることが確定している筑豊じん肺訴訟上告受理申立理由と同一内

容の上告受理申立書を提出している。それが本件なのである。  

 

４ 民事訴訟法第３０３条第１項の要件該当性 

(1) 上告受理申立人の本件上告受理申し立ての理由は、前記２項で指摘し  

たように、すでに不受理が確定している筑豊じん肺訴訟における上告受

理申立人の受理申立理由および西日本石炭じん肺一陣訴訟における上

告受理申立人の受理申立理由とまったく同一である。  

 したがって、上告受理申立人の本件上告受理申し立ての理由は、客観

的に見れば御庁で再々度不受理となることが明らかであり、客観的に見

ればそれは上告受理申立権限濫用の典型例といえる。  

(２) 上訴権濫用に対する制裁については、「客観的にみれば、控訴が理由  

なくその棄却されることが当初から明白な場合はたしかにあるが、主観

的には、すなわち控訴人として、当初から控訴を全く理由がないとは考

えていないこともあり、ことに事実問題に関しては一層そうであるが、

そのほか場合によっては控訴の理由がないことはわかっていながら、被

控訴人と折衝して和解することを主たる目的として控訴することもな

いではない」といった指摘がなされている。  

 しかし当審は上告審・法律審であるので、「事実問題」について得心
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がいかないことを理由として上訴する余地ははじめからなく、この点を

考慮する必要はない。  

当審で、上告受理申立人は「法律問題・法的評価」に限って申し立て

をしなければならないが、「法律問題・法的評価」については判断が統

一される必要がある。したがって、すでに判例が統一され、採用されな

いことが確定している法的主張を機械的に繰り返しても、これが容れら

れる余地はない。  

「安全配慮義務の認定」や「第二会社就労についての安全配慮義務の

認定」について上告受理申立人として得心がいかないとしても、新たな

視点・論点に立って構成しなおした主張を展開するのであればともかく、

すでに御庁で判断が示され排斥された旧来の法的主張をそのまま機械

的に繰り返してみても、それが容れられる余地はない。そして、そうし

た主張を上告受理申立理由書に記載する行為は、客観的のみならず主観

的にも「訴訟の完結を遅延させること」のみを目的としていると評価せ

ざるを得ないのである。  

また、当事者間での和解解決実現のため、敗訴覚悟で上告を行うとい

う場合は、たとえ訴訟完結の遅延があっても「和解による解決が図られ

る」という点に合理性がある。  

しかし、上告受理申立人が過去３０年間にわたって和解を拒否し続け、

控訴・上告（上告受理申し立て）を機械的に繰り返してきたことは上記

のとおりである。  

上告受理申立人の本件上告受理申し立てに合理的理由を見出すこと

はできない。  

(3) 念のため、この間、上告や上告受理申し立てについて上告受理申立人  

が述べてきたコメントを振り返って見てみる。  

ⅰ 上告受理申立人は、いまも「たとえ最高裁で責任が認められても、 
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責任がないものはない」と主張し続けているが、法治国家であるわが

国において、このような法を無視する主張は論外で、そこには一片の

合理性もない。  

ⅱ かつて上告受理申立人は、「上告するな」と求める被害者に対して、  

「当社は、三審制の下での裁判を受ける権利を持っており、上告する

権利がある」と述べた。しかし、三審制の下での上告について、上告

理由をどの範囲で定めるかは法律に委ねられており、民事訴訟法の定

める上告理由、上告受理申立理由がなければ不適法な申し立てとなる

し、訴訟完結を遅延させる目的の申し立てには制裁も課される。  

 三審制の下で上告受理申立人が申し立てをすることと、その申し立

ての適・不適は別の問題であり、被上告受理申立人らは上告受理申立

人が受理申し立てをしたことを違法と言っているのではなく、すでに

不受理が確定している事由を再度そのまま持ち出す行為を違法と主張

しているのである。  

ⅲ 本件の控訴審で、上告受理申立人は和解を勧告した福岡高裁に対し、 

前記したように「覚書によって解決をしてきた。いま和解をすると、

その人たちとの関係がおかしくなるので、会社として対応を変えるこ

とはしない」と述べた。  

しかし、それは本件訴訟の当事者外の、私的自治の支配領域での、

いわば上告受理申立人の「内部事情」でしかなく、訴訟上は訴訟法上

のルールが支配し、当事者はこれに拘束される。  

したがって、訴訟外の事情を理由に持ち出して訴訟の完結を拒否す

ることはできないし、訴訟外の事情を持ち出して上告受理申し立て＝

訴訟完結の阻止・妨害を図るものは、その当然の報いとして、上訴権

濫用による制裁を覚悟すべきなのである。  
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５ ２０１５年のじん肺根絶のために 

 １９９７年１０月、ＩＬＯは第９回国際職業性呼吸器疾患学術会議を

京都で開催したが、それに先立ち９５年４月に、ＷＨＯと連名で「けい肺

根絶のための ILO/WHO 国際計画」を発表した。同計画は、「世界からのけ

い肺の根絶のための幅広い国際協力を確立することと、２０１５年までに

労働衛生問題としてのけい肺を根絶すること」を各国政府に勧告した（疎

甲第６号証）。 

 わが国では、現在も管理区分決定が続き、「療養を要す」とされる重症

患者も相当数発生している。 

 とはいえ、この３０数年にわたって取り組まれてきた各地じん肺訴訟に

より、じん肺問題の存在が社会的に認識されるようになり、じん肺発生の

責任の所在も明らかとなって、法令の改正と企業におけるじん肺対策が図

られるようになってきている。 

２０１５年を間近にして、こうした対策の進展に弾みをつけ、じん肺根

絶を実現していくのか、それともなお患者発生が続いていくのか、まさに

わが国はその正念場にあるといえる。 

このようなときに、じん肺問題に背を向け、多くの患者を出しながら、

「当社は時代時代に必要な対策を講じてきた」、「最高裁が責任を認めて

も、責任がないものは責任がない」とうそぶき、被害救済を求める被害者

らに「和解はしない。最高裁まで争う」と言い放つ上告受理申立人の存在

は、２０１５年のじん肺根絶を考えるうえで、「実現の最大の障壁」とい

える。この上告受理申立人が解決を阻止する最大の道具として用いている

「上訴権の濫用」に対し、御庁が厳しい制裁を課すように求める次第であ

る。 

                             以 上 


