
234(2002).

Child Pornography Prevention Act of 1996

(CPPA),Sept.30,1996,Pub.L.No.104-208,Div
 

A,TitleⅠ, 101⒜［TitleⅠ, 121(subsec.2)］,

110Stat.3009-27により新設された18U.S.C. 2256

⑻は、バーチャル児童ポルノを初めて処罰の対象に

含めた。それまでは、実際の児童を利用した場合のみ

が処罰の対象とされていた。これまでの児童ポルノ

関連法について簡潔に整理されたものとして次の文

献を参照。Sue Ann Mota, “The U.S. Supreme
 

Court addresses the Child Pornography Preven-

tion Act and Child Online Protection Act in Ash-

croft v. Free Speech Coalition and Ashcroft v.

American Civil Liberties Union”,Federal Commu-

nications Law Journal,Dec.2002,pp.85-98.米国を

含めた先進諸国のポルノ規制を概観したものとし

て、山田敏之「先進諸国における児童ポルノ規制」『外

国の立法』34巻5-6号，1996，pp.139-144．

Reno,Attorney General of the United States,et
 

al v.American Civil Liberties Union et al,521U.

S.844（1997）．この判決の紹介及び合衆国法典第47

編第223条の翻訳は、次の文献参照。土屋恵司「オン

ラインにおける有害情報から子どもを守る法律の合

憲性」『外国の立法』213号，2002.8,pp.158-165.

（注11）参照。

149CONG.REC.S5145-46(daily ed.April 10,

2003)(statement of Sen.Leahy),149CONG.REC.

S5154(daily ed.April10,2003)(statement of Sen.

Levin).

149CONG.REC.S5147(daily ed.April10,2003)

(statement of Sen.Leahy).

Ibid.

レーヒー議員は、こうしたドメイン名を持つサイ

トは attractive nuisanceになってしまうとして批

判する。attractive nuisanceとは、所有地上に子ど

もの興味を惹くような危険な設備、物品、道具、状態

が存する状態をいう。不法行為法上、所有者は予測さ

れる子どもの侵入者への危険を防止するために通常

の注意を払う義務を負う。

149CONG.REC.S5147-48(daily ed.April 10,

2003)(statement of Sen.Leahy),149CONG.REC.

H3072 (daily ed. April 10, 2003) (statement of
 

Rep.Kilpatrick).

149 CONG. REC. H3061 (daily ed. April 10,

2003)(statement of Rep.Jackson-Lee),149CONG.

REC.H3072(daily ed.April10,2003)(statement
 

of Rep.Scott).

（なかがわ かおり・海外立法情報課）

【短信：アメリカ】

医療過誤訴訟改革
宮田 智之

2003年３月13日、連邦下院は医療過誤訴訟改

革法案（Help Efficient,Accessible,Low-cost,

Timely Healthcare Act of2003：H.R.5）を229

対196で可決した。共和党が多数を握る下院にお

いて、さほどの困難もなく可決された本法案は、

「非経済的損害賠償」（non-economic dam-

ages）についての上限額の設定等を定めてい

る。
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医療過誤訴訟改革は、一面でアメリカ社会の

特徴を象徴していると言えよう。アメリカはし

ばしば訴訟社会であると指摘されるが、この医

療過誤の分野もその例外ではなく、数多くの訴

訟が日々、提起されて
(注１)

いる。しかも医療過誤に

関する賠償額に上限を定めていない州がかなり

存在するため、途方もない額の損害賠償を命じ

る判決が相次いでいる。

アメリカ医師会（American Medical Associ-

ation）などの改革を推進するグループは、こう

した頻発する訴訟が「医療過誤保険料（mal-

practice insurance premiums）の高騰」と、そ

れに起因する「医療サービスの低下」をもたら

していると考え、賠償額に上限を設けるなどの

措置を講じることで、医療過誤訴訟の「行きす

ぎ」を抑制すべきだと訴えている。

ただし他方で、この医療過誤訴訟改革が民

主・共和の党派的対立を内包するテーマである

ことも事実である。このような性格から、両党

の議席数が拮抗する上院では、順調に可決した

下院とは対照的に、法案の審議が停滞し、改革

は容易に実現しないのではないかと予想されて

いる。

１．背景

医療過誤訴訟改革は減税法案などと並び、今

第108議会の重要課題である。そこで以下ではこ

のテーマが注目を集めるに至った背景である、

「医療過誤保険料の高騰」と「医療サービスの

低下」の２つについて述べる。

医療過誤保険料の高騰

保健福祉省は、医療過誤訴訟改革の必要性を

訴える報告書を今年の３月に発表
(注２)

した。この報

告書によると1991年からの10年間で、医療過誤

に関する損害賠償を命じる判決の件数が１万

3711件から１万6676件へと増大している（率に

すると21.6パーセント増）。また同期間で賠償額

の中央値（median payment）も６万3750ドルか

ら13万5941ドルへと上昇し、２倍以上に達して

いる。特に賠償額については、100万ドル以上の

多額の賠償を命じるメガ・アワーズ（mega-

awards）が年々、増加しており、1991年には298

件であったメガ・アワーズが2002年には806件に

増え、この10年で３倍以上の伸びを示している

（医療過誤に関する賠償額全体に占める割合で

は、2.2パーセントから5.4パーセントへ
(注３)

上昇）。

こうした傾向と平行し、医師らが加入する医

療過誤保険料もまた近年、高騰している。たと

えば、過去２年間の全米平均で医療過誤保険料

は45パーセントも上昇しているが、なかでも

アーカンソー州、オレゴン州、ヴァージニア州

では、2002年度のみでそれぞれ104パーセント、

80パーセント、74パーセントと凄まじい伸びを

示して
(注４)

いる。

ただし、頻発する訴訟や医療過誤保険料の高

騰といった現象は、全ての州で生じている問題

ではない。すなわち、連邦レベルに先駆けて既

にいくつかの州では、賠償額に上限を設けるな

どの医療過誤訴訟改革を行っているが、このよ

うな州では上記の現象はさほど深刻な事態と

なってい
(注５)

ない。

医療サービスの低下

昨年末より、医師らによる異例の大規模なス

トライキが頻発している。彼らは、高騰する医

療過誤保険料が医療サービスを圧迫し、患者た

ちに適切な処置を施せないと訴えているので
(注６)

ある。

先の保健福祉省の報告書は、こうした医師ら

が抱える問題を数多くの事例を挙げて、より詳

細に明らかにしている。以下では、それら事例

のなかで典型的なものを簡単に紹介する。

⑴ ネバダ州立大学医療センター（University
 

of Nevada Medical Center）
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ネバダ州立大学医療センターは昨年７月、10

日間、外傷センターを閉鎖した。４万ドルから

20万ドルへと跳ね上がった保険料をそのセン

ターの外科医達が支払えないと考えたためで

あった。

⑵ ペンシルヴェニア州のある医師

この医師は、自身が経営する病院を昨年閉鎖

した。これまで一度も医療過誤で訴えられたこ

とがないにもかかわらず、２万ドルであった保

険料が５万ドルに一気に跳ね上がったことで、

病院の閉鎖を余儀なくされたのであった。

⑶ 州外に職場を求める医師

ワシントン州医師会（Washington State
 

Medical Association）によると、1998年以来、

ワシントン州を離れる医師の数が急増してい

る。こうした医師たちは、保険料が適度な額に

とどまっている地域へ職場を求め、州を離れた

のである。

以上の事例は、ごく一部の地域で生じている

のではなく、特に医療過誤訴訟改革を行ってい

ない州で頻繁に見られる事態であると保健福祉

省は指摘して
(注７)

いる。

２．医療過誤訴訟改革をめぐる対立

医療過誤保険料の高騰や医療サービスの低下

といった深刻な問題が生じているにもかかわら

ず、医療過誤訴訟改革の実現は容易ではない。

改革の実現が困難な理由としては、主に次の２

点が挙げられる。すなわち、このテーマが二大

政党間の対立争点であること、また両党の主張

の間に大きな隔たりが存在し、妥協の余地が極

めて乏しいこと、の２点が特に重要であると思

われる。

下院法案の採決において、賛成した民主党議

員が16名で、反対した共和党議員が９名であっ

た事実が端的に示しているように、概して共和

党が改革推進で、民主党が反対である。なお、

共和党が改革に積極的であるのは、アメリカ医

師会や保険会社の立場を反映しており、一方民

主党が消極的であるのは、民主党の有力支持団

体である法廷弁護士協会（Association of Trial
 

Lawyers of America）や消費者団体が改革に反

対しているからで
(注８)

ある。

次に両党の主張について簡単にまとめてみた

い。

共和党

頻発する訴訟や多額の賠償金が、医療過誤保

険料の高騰と医療サービスの停滞という問題を

もたらしている。したがって、このような問題

を解決するためには、既に改革を行った州を参

考に賠償額の上限を設定するなどの措置を講じ

なければならない。

民主党

保険料の高騰は頻発する訴訟がもたらしてい

るのではなく、むしろ保険会社自身に問題があ

る。つまり、景気の低迷に伴う株式の損失を穴

埋めするために保険料の値上げを行っているの

であって、今、必要とされていることは医療過

誤訴訟改革ではなく、保険会社への規制の強化

である。また仮にこの改革を強行すれば、医療

過誤被害者が犠牲になるだけで
(注９)

ある。

このように、両党の主張は真っ向から対立し

ている。すなわち、頻発する訴訟と医療過誤保

険料の高騰の関係を認める共和党の主張と、そ

のような関係は存在せず、むしろ保険会社自身

に問題の根本的原因があると考える民主党との

それには大きな隔たりが存在し、妥協の余地が

乏しいのである。
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３．下院法案の概要

３月13日に下院で可決された医療過誤訴訟改

革法案は、上記の共和党の主張に沿ったもので、

医療過誤訴訟を制限するために様々な「条件」

を課している。以下ではその概要をまと
(注10)

める。

・訴訟は、医療被害を受けた日より３年以内に、

あるいは原告がその被害を発見した１年以内

に提起されなければならない。

・医療の結果被る、客観的に証明可能な金銭的

損失（過去・将来の医療費、過去・将来の収

入の損失など）、すなわち「経済的損害賠償」

（economic damages）については賠償額に

その上限を設けない。

・医療の結果被る、肉体的・精神的苦痛などの

「非経済的損害賠償」については、その賠償

額の上限を25万ドル（約3000万円）とする。

・裁判所は損害賠償の分配を監視し、弁護士へ

の成功報酬（contingent fee）を抑制しなけれ

ばならない。

・懲罰的損害賠償（punitive damages）は、明

白な証拠により次の点が証明された場合、認

められる。すなわち被告が原告を傷つける悪

意を持って行動したか、もしくは原告が苦し

むであろうことを知りながら、被告が原告へ

の不必要な危害を避けることを故意に怠った

場合である。また、損害賠償が認められない

事例については、懲罰的損害賠償は認められ

ない。さらに懲罰的損害賠償の上限は、25万

ドルもしくは経済的損害賠償の２倍とする。

・本法は、その適用を州法が妨げる限りにおい

てそれを無効にするが、しかしその他の場合

には医療訴訟に関するいかなる州法も無効に

するものではない。

本法案は、以上のように医療過誤訴訟に関して

事細かに規定しており、訴訟を制限する意図を

明確に有している。

４．今後の展望

今後、医療過誤訴訟改革の焦点は上院に移る。

自らも医師のビル・フリスト上院共和党院内総

務は、「２年前、医療過誤保険料の高騰といった

問題は、単なる一つの問題に過ぎなかった。し

かし今日ではそれは危機となっている。した

がって、我々は連邦レベルにおいてもこの問題

に対処しなければならない」と述べ、改革の実

現に向け強い意欲を見せて
(注11)

いる。

ただしフリスト議員の意欲にもかかわらず、

上院では下院のように医療過誤訴訟改革法案が

順調に可決されることは難しいとの見方が一般

的である。以下ではその理由について述べる。

まず、フィリバスター（議事妨害）という上

院独特の制度を共和党がどう克服するかであ

る。フィリバスターとは、法案に反対する議員

がその理由を時間の制限なく述べることがで

き、法案の審議を延々と長引かせることができ

るものである。一方、法案の支持者がこのフィ

リバスターを阻止するには総議員数の５分の３

以上（上院100名のうちの60名以上）が討論打ち

切り動機（クローチャー）に賛成する必要があ

る。つまり、医療過誤訴訟改革法案に対するフィ

リバスターという脅威を取り除くには上院にお

いて現在、51議席を有する共和党は最低でも９

名の離反者を民主党から集めなければならない

のである。

ただし、９名の支持者を民主党から獲得する

ことは、医療過誤訴訟改革の性格から言って極

めて困難な作業である。なぜなら先述のように、

このテーマは激しい党派的対立を内包するもの

で、医療過誤訴訟を制限するような法案に民主

党議員が賛成する見込みは極めて乏しいからで

ある。

以上の理由から、下院とは対照的に上院の審
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議は順調に進まないとの見方が根強いのであ

る。

しかし今日、医療過誤保険料の高騰とそれに

起因する医療サービスの低下といった現象が、

社会問題化していることも事実である。そのた

め、今回、政党間の対立に阻まれ、仮に上院が

医療過誤訴訟改革法案を可決することができな

いにしても、医療過誤訴訟改革が今後、しばら

くは連邦議会を賑わすテーマとなることだけは

間違いないと思われる。

注

⑴ なお、わが国同様、アメリカにおいても近年、医療

過誤は社会問題化している。ある調査によると、医療

過誤は死因の８位を占めており、これは自動車事故

よりも多い。

Congressional Digest, ”Medical Liability Insur-

ance：Causes and Consequences of Rising Mal-

practice Premiums”February2003vol.82no.2pp.

39-40.

⑵ U.S. Department of Health and Human Ser-

vices,Addressing the New Health Care Crisis：

Reforming  the Medical  Litigation System to
 

Improve the Quality of Health Care,March3,2003.

＜http://www.hhs.gov/news/press/2003pres/

20030303.html＞(last access2003.5.30)

なお、保健福祉省は同様の内容の報告書を昨年の

７月にも発表している。

U.S. Department of Health and Human Ser-

vices,Confronting the New Health Care Crisis：

Improving Health Care Quality and Lowering
 

Costs by Fixing Our Medical Liability System,July
 

25,2002.

＜http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/litrefm.

htm＞(last access2003.5.30)

⑶ ibid., p.12.

⑷ ibid., p.23.

⑸ 改革を行った州で最も注目され、今回の下院法案

のモデルとされているものが、カリフォルニア州の

制度（Medical Injury Compensation Reform Act
 

of1975：以下、MICRAとする）である。

カリフォルニア州も、かつて、頻発する訴訟と医療

過誤保険料の高騰といった問題を抱えていた。そこ

でこうした問題に対応するため、1975年に精神的苦

痛などの「非経済的損害賠償」（non-economic dam-

ages）の上限の設定（25万ドル）等を定める MICRA

を制定したのである。

このMICRAの効果によるものかどうかは専門家

の間で評価が分かれているが、しかし現在、カリフォ

ルニア州では医療過誤保険料が他の改革を行ってい

ない州に比べて、著しく低い水準にとどまっている。

CQ Weekly,March1.2003.pp.486-487.

⑹ CQ Weekly, ibid., p.484.

⑺ U.S. Department of Health and Human Ser-

vices,ibid., pp.3-6.

⑻ たとえば、アメリカ医師会は昨年の中間選挙で総

額270万ドルの政治献金を行い、そのうちの約６割を

共和党の候補に提供した。また保険会社の団体は、

1700万ドルのうちの７割近くを共和党の候補に提供

した。一方、法廷弁護士協会は、総額370万ドルのう

ちの９割を民主党の候補に提供した。

CQ Weekly, ibid., p.488.

なお、共和党が医療過誤訴訟改革を支持する背景

には、以上のアメリカ医師会などからの支援とは別

にこの改革が自らの政治的アジェンダを実現する突

破口になるとの思惑がある。すなわち、共和党は長

年、「常識にもとづいた司法改革」を主張し、不法行

為に関する訴訟改革（tort reform）を求めてきた。

アメリカでは、しばしば法廷弁護士の活発な法廷闘

争により、企業が多額の損害賠償を命ぜられること

が多い。そのような訴訟の「行き過ぎ」に歯止めをか

けることも共和党の重要な政治的課題の一つなので

ある。

したがって、この医療過誤訴訟改革が実現すれば、

他の分野にも波及するとの思惑が彼らにはある。

吉原欽一編『現代アメリカの政治権力構造―岐路
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に立つ共和党とアメリカ政治のダイナミズム―』日

本評論社，2000，p.122．

⑼ Congressional Digest, ibid., pp.46-63.

米国議会図書館立法情報システム

＜http://thomas.loc.gov/＞

CQ Weekly, ibid., p.488.

なおブッシュ大統領も、今年１月の一般教書演説

で次のように述べ、医療過誤訴訟改革を強く支持し

ている。「過度の訴訟のために人々は医療に対しより

多くのお金を支払い、またより多くの素晴らしい医

師が失われている。つまり、このくだらない訴訟

（frivolous lawsuit）により救われる者など誰一人

としていないのである。したがって、私は連邦議会に

対しこの改革を実現するよう強く望むのである」。

＜http://www.whitehouse.gov/news/releases/

2003/01/20030128-19.html＞(last  access 2003.5.

30)
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【短信：イギリス】

2003年廃棄物及び排出権取引法案
岡久 慶

2002年11月14日、マーガレット・ベケット環

境・食糧・農村地域相は、貴族院に2003年廃棄

物及び排出権取引法案（Waste and Emissions
 

Trading Bill2003）を提出した。イギリスでは

近年、埋立を中心とした従来の廃棄物処理方式

が限界に達しつつあり、本法案では生分解可能

な都市廃棄物（biodegradable municipal
 

waste、以下「BMW」とする）の埋立量削減及

びその執行手段を規定している。またこれに加

え、温室効果ガス排出権取引制度（Greenhouse
 

Gas Emissions Trading Scheme）を発展させ

るための規定が導入されている。

Ⅰ イギリスにおける廃棄物発生・排出状況と

処理体制の変遷

１．廃棄物発生・排出の現状

2003年法案がターゲットとしている BMW

は、管理廃棄物（controlled waste）あるいは都

市廃棄物（municipal waste）と呼ばれる廃棄物

の中で、嫌気性または好気性の分解が可能なも

の（食品、庭ゴミ、紙、ボール紙等）を指し、

家庭廃棄物を主体に、街路、公園又は公共の庭

園、地方自治体の事務所、そして地方自治体と

ゴミ回収の協定を結んだ一部の事業所及び取引

所等から生じた廃棄物等、一部の商業廃棄物並

びに産業廃棄物が含まれる。

1995-1996年間以来、特にイングランドにおけ

る BMW 排出量の増加は著しく、年間３％と

GDPのそれを超え、2002年で約1500万
(注１)

トンと

なっている。2020年には、都市廃棄物の排出量

は倍増し、その処理にさらに16億ポンドの支出

が必要となることが予想されている。家庭廃棄

物の増加は、所得の向上、生活スタイルの変化、

包装された商品の増加等の経済的、社会的要因

イギリス
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