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建設アスベスト 国と企業の責任認める 最⾼
裁が初判決
2021年5⽉17⽇ 16時36分

全国各地の建設現場でアスベストを吸い込み肺の病気になったとして、元作業員と遺族が

訴えた集団訴訟で、最⾼裁判所は、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を⾔い渡し

ました。

13年前から争われている全国の集団訴訟で初めてとなる最⾼裁の判決で、健康被害を訴

える⼈が増え続けるとみられる中、今後は被害者の救済の在り⽅が焦点となります。

建設現場で働いていた元作業員たちが、建材のアスベストを吸い込み肺がんや中⽪腫など

の病気になったとして、国と建材メーカーに賠償を求めた集団訴訟は、平成20年から全

国の裁判所に相次いで起こされ、原告は1200⼈余りに上っています。 

このうち、横浜、東京、京都、⼤阪の4つの地裁に起こされた裁判で、17⽇、⼀連の集団

訴訟では初めて、最⾼裁判所が判決を⾔い渡し、第1⼩法廷の深⼭卓也 裁判⻑は「国は昭

和50年にはアスベストを使う建設現場に危険性があることや、防じんマスクを着⽤する

必要があることを指導監督すべきだった」などと指摘し、国と建材メーカーに賠償責任が

あるという判断を⽰しました。

注⽬ワード 新型コロナ 国内感染者数 新型コロナ ワクチン（⽇本国内） 新型コロナウイルス 新型コロナ 経済影響

気象 事件 オリンピック・パラリンピック

もっと⾒る

東海〜九州 ⼣⽅にかけて激しい⾬のおそれ

この2時間のツイートが多い記事です

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

気象 データマップ

ニュースを検索 検索

ソーシャルランキング

東京都 新型コロナ 新たに419⼈感染
確認

1

2
建設アスベスト 国と
企業の責任認める 最
⾼裁が初判決

3
技能実習⽣受け⼊れの
公益法⼈ 特定企業に
約6億円の優先発注か

4
ゾウ2頭死ぬ 4頭も体
調崩す 原因不明 市原
ぞうの国 千葉

5
⼤⼿⾦融グループ 脱
炭素で⽯炭⽕⼒発電所
向け融資停⽌へ

ランキング⼀覧へ

東京都 新型コロナ 新たに542⼈感染
確認

1

2
⼤規模接種17⽇予約開
始 東京午前11時 ⼤阪
午後1時開始 防衛省

3
ワクチン⼤規模接種
東京・⼤阪 きょうか
らネット予約受け付け

4
ワクチン⼤規模接種の
予約始まる 東京と⼤
阪で

5
【国内感染】新型コロ
ナ 47⼈死亡 5261⼈
感染確認（21:00）

ランキング⼀覧へ

LIVE

新着天気 ジャンル

ニュースを検索 検索

 ニュース
天気 動画 News Up 特集

スペシャルコンテンツ NEWS WEB EASY

新着 社会 気象・災害 科学・⽂化 政治 ビジネス 国際 スポーツ 暮らし 地域

新型コロナ ニュース 受信料の窓⼝

https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000969.html?word_result=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E6%95%B0&utm_int=all_header_tag_001
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0001516.html?word_result=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%EF%BC%88%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E5%86%85%EF%BC%89&utm_int=all_header_tag_002
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000967.html?word_result=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9&utm_int=all_header_tag_003
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000974.html?word_result=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A+%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%BD%B1%E9%9F%BF&utm_int=all_header_tag_004
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000035.html?word_result=%E6%B0%97%E8%B1%A1&utm_int=all_header_tag_005
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0001538.html?word_result=%E4%BA%8B%E4%BB%B6&utm_int=all_header_tag_006
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0000846.html?word_result=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF&utm_int=all_header_tag_007
https://www3.nhk.or.jp/news/word/?utm_int=all_header_tag_more
https://www3.nhk.or.jp/news/realtime/rt0005378.html?utm_int=all_contents_realtime_001
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2
https://www3.nhk.or.jp/news/traffic/
https://plus.nhk.jp/?cid=dchk-nweb/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035381000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034431000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035081000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013034551000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/social.html?utm_int=all_side_ranking-social_list
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013033831000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034211000.html?utm_int=all_side_ranking-access_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013034661000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035071000.html?utm_int=all_side_ranking-access_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034001000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/access.html?utm_int=all_side_ranking-access_list
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%20%E5%9B%BD%E3%81%A8%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B%20%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%8C%E5%88%9D%E5%88%A4%E6%B1%BA%20%7C%20NHK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20%20&url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1480146385671692&display=popup&href=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html&redirect_uri=https://www.facebook.com
https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_header_logo_news
https://www3.nhk.or.jp/news/catnew.html?utm_int=all_header_menu_news-new
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_header_menu_news
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www3.nhk.or.jp/news/movie.html?utm_int=all_header_menu_movie
https://www3.nhk.or.jp/news/netnewsup/?utm_int=all_header_menu_netnewsup
https://www3.nhk.or.jp/news/tokushu/?utm_int=all_header_menu_tokushu
https://www3.nhk.or.jp/news/special/?utm_int=all_header_menu_special
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/?utm_int=all_header_menu_easy
https://www3.nhk.or.jp/news/catnew.html?utm_int=all_header_menu_news-new
https://www3.nhk.or.jp/news/cat01.html?utm_int=all_header_menu_news-social
https://www3.nhk.or.jp/news/saigai.html?utm_int=all_header_menu_news-saigai
https://www3.nhk.or.jp/news/cat03.html?utm_int=all_header_menu_news-culture
https://www3.nhk.or.jp/news/cat04.html?utm_int=all_header_menu_news-politics
https://www3.nhk.or.jp/news/business.html?utm_int=all_header_menu_news-business
https://www3.nhk.or.jp/news/cat06.html?utm_int=all_header_menu_news-international
https://www3.nhk.or.jp/news/cat07.html?utm_int=all_header_menu_news-sports
https://www3.nhk.or.jp/news/cat02.html?utm_int=all_header_menu_news-life
https://www3.nhk.or.jp/lnews/?utm_int=all_header_menu_news-local
https://www.nhk.or.jp/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/?cid=dchk-commonheader
https://www3.nhk.or.jp/news/
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/?cid=dchk-commonheader


2021/5/17 建設アスベスト 国と企業の責任認める 最⾼裁が初判決 | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html 2/5

建設現場で働いていた500⼈から600⼈が毎年、アスベストが原因の病気で労災認定を受

けるなど、健康被害を訴える⼈が増え続けるとみられる中、今後は被害者の救済の在り⽅

が焦点となります。

最⾼裁の判決は、政府や与党が検討している救済策に影響を与える⾒通しです。

アスベストと 健康被害を受けた⼈たちの裁判

アスベストは、安価で軽量であるうえ、耐⽕や断熱、防⾳にすぐれているという特性があ

り、かつては建材や摩擦材など、さまざまな製品として使⽤されていました。

中でも多かったのが建材として使われたケースで、1950年代から使⽤が広がり、⾼度経

済成⻑期のビルの⾼層化や鉄⾻化に伴って、多く使われるようになりました。

独⽴⾏政法⼈「環境再⽣保全機構」によりますと、1970年代から90年代にかけては、年

間およそ30万トンという⼤量のアスベストが輸⼊され、使⽤のピークを迎えていまし

た。

⼀⽅、アスベストは⾮常に細い繊維からなっているため、それを吸い込んでしまうと肺の

細胞に沈着しやすく、変化しにくい特性ゆえに細胞の中に⻑くとどまることになり、肺が

んや中⽪腫などの病気を引き起こすことがあります。

アスベストを吸い込んでから発症するまでの潜伏期間は10年以上で、⻑い場合は50年と

いうケースもあることから、アスベストの健康被害は「静かな時限爆弾」と呼ばれるよう

になりました。

アスベストをめぐっては、1975年に吹きつけ作業の原則禁⽌やメーカーや事業者にアス

ベスト建材への警告表⽰の義務づけ、1995年に事業者に防じんマスクの着⽤を義務づけ

るなど、徐々に規制が強化され、2006年にアスベストの製造や使⽤などが全⾯的に禁⽌

されました。

ただ、アスベストが⼤量に使⽤されていた時代に建設現場で働いていた⼈たちの中で病気

を発症する⼈が増えていて、今でも毎年、500⼈から600⼈が新たに労災と認められてい

ます。

さらに、当時建設された建物の⽼朽化が進んでいることから、これからアスベストが使わ

れた建物の解体が増えて、被害者はさらに増加するとみられています。

⼀⽅、アスベストを扱う⼯場における、いわゆる「⼯場アスベスト」の被害をめぐって

は、2005年に兵庫県の⼤⼿機械メーカー「クボタ」の⼯場周辺の住⺠などのアスベスト

による深刻な健康被害が相次いでいることが明らかになりました。

これを踏まえて、2006年、被害を救済するための法律「アスベスト健康被害救済法」が

施⾏されました。
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また、アスベストを扱う⼯場で働き、健康被害を受けた⼈たちが、国を訴えた裁判では、

最⾼裁判所が2014年に排気装置の設置を義務づける国の規制が遅かったと判断して賠償

を命じる判決を⾔い渡し、この判断に基づいて、現在は和解⼿続きが進められています。

アスベスト 被害“潜在化”の指摘

最⾼裁判所が国や建材メーカーの賠償責任を認めた判断を確定させたことを受け、建設ア

スベスト訴訟の弁護団は去年12⽉とことし3⽉、電話相談を実施し、合わせて155⼈から

相談が寄せられました。

相談を寄せた⼈の年齢は、詳細を聞き取ることのできた123⼈のうち116⼈率にして94％

が60歳以上でした。 

また、労働者として働いていて、アスベストの健康被害を受け、医療費や療養費の補償が

受けられる、労災の認定を受けた⼈は12⼈、⼯場周辺の住⺠や⼀⼈親⽅など、被害者が

労働者以外の場合に補償が受けられる、アスベスト健康被害救済法の認定を受けた⼈は1

⼈でした。

弁護団は相談内容を把握できた136⼈のうち、123⼈、率にしておよそ90％は労災の申請

などをしていない新たな被害者の可能性があるとしています。

相談を寄せた80歳の男性は、⼀⼈親⽅として建設現場で⻑年働いてきて、10年ほど前か

ら肺の病気を患っていたものの、これまでは病気がアスベストによるものだという⾃覚が

なく、電話相談をきっかけに、救済法の申請をすることを検討しています。

申請のサポートをしている労働組合の「東京⼟建江⼾川⽀部」の藤井⽂理さんは「発症ま

でが20年から30年と⻑いので、病気を発症したとしても、それがアスベストによるもの

なのかどうか分からないという⽅が多くいると考えています」と話していました。

電話相談を実施した、弁護団の佃俊彦弁護⼠は「潜在的なアスベストの被害者は、⾮常に

多くいるのではないかと懸念しています。国や建材メーカーが、建設アスベストの被害に

どのように向き合って、どのような解決の⽅向を打ち出していくのか、早く明確にするべ

きだ」と話していました。

都道府県別の感染者数データ 特設サイト 新型コロナウイ
ルス

建設アスベスト集団訴訟 きょう最⾼裁判決 統⼀的判断⽰すか
6時53分
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この24時間に多く読まれている記事です

気象 データマップ

ニュースを検索 検索

ソーシャルランキング

東京都 新型コロナ 新たに419⼈感染
確認

1

2
建設アスベスト 国と
企業の責任認める 最
⾼裁が初判決

3
技能実習⽣受け⼊れの
公益法⼈ 特定企業に
約6億円の優先発注か

4
ゾウ2頭死ぬ 4頭も体
調崩す 原因不明 市原
ぞうの国 千葉

5
⼤⼿⾦融グループ 脱
炭素で⽯炭⽕⼒発電所
向け融資停⽌へ

ランキング⼀覧へ

東京都 新型コロナ 新たに542⼈感染
確認

1

2
⼤規模接種17⽇予約開
始 東京午前11時 ⼤阪
午後1時開始 防衛省

3
ワクチン⼤規模接種
東京・⼤阪 きょうか
らネット予約受け付け

4
ワクチン⼤規模接種の
予約始まる 東京と⼤
阪で

5
【国内感染】新型コロ
ナ 47⼈死亡 5261⼈
感染確認（21:00）

ランキング⼀覧へ

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/?utm_int=detail_contents_news-link_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013034561000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2
https://www3.nhk.or.jp/news/traffic/
https://plus.nhk.jp/?cid=dchk-nweb/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035381000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034431000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035081000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013034551000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/social.html?utm_int=all_side_ranking-social_list
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013033831000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034211000.html?utm_int=all_side_ranking-access_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013034661000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035071000.html?utm_int=all_side_ranking-access_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210516/k10013034001000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/access.html?utm_int=all_side_ranking-access_list
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%20%E5%9B%BD%E3%81%A8%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B%20%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%8C%E5%88%9D%E5%88%A4%E6%B1%BA%20%7C%20NHK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20%20&url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1480146385671692&display=popup&href=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210517/k10013035241000.html&redirect_uri=https://www.facebook.com

