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事実の概要

　Ｘ（40 歳代の女性）は、趣味のためのバドミン
トン教室に通う仲間らと、ダブルスをプレーして
いた。2014 年 12 月に発生した事故の際、Ｘとペ
アを組んでいたのが、Ｙである。Ｘの約 3 メート
ル後方のセンターライン付近でプレーするＹ（後
衛）が、相手コート左側から山なりに飛んできた
シャトル（前後方向の中央よりやや前方のショート
サービスライン付近に飛来）を打ち返そうとして左
前方に移動し、右手のバックハンドでラケットを
振った。そのラケットのフレームが、前衛でプレー
するＸの左眼を直撃した（以下、Ｙの上記プレーを

「本件行為」、上記事故を「本件事故」という）。
　Ｘは本件事故が発生した日に、病院を受診。そ
の後も定期的に通院し、2015 年 3 月 4 日、左外
傷性散瞳（瞳孔が広がったままになり、光に対する
調節が困難となる障害）の症状が固定している、
との診断を受けた。Ｘは日常生活にも支障をきた
しており、このため、Ｙに対して不法行為に基づ
き、逸失利益や慰謝料などを請求するために、訴
訟を提起した。原判決はＹの過失を認定し、Ｘの
請求を容認した１）。これに対し、Ｙらが控訴した。

判決の要旨

　本判決は、本件行為をなしたＹの過失を認定し
た原判決のとおり、Ｙの責任を肯定した。また、
原審では肯定した過失相殺の法理の適用を否定
し、損害の全ての賠償をＹに命じた。

　１　Ｙの責任（肯定）
　(1)　Ｙの過失（肯定）
　「Ｙは、後衛においてＸとほぼ前後に並ぶ位置
にいたのであるから、前衛の位置にいたＸの動静
を把握することができた」といえる。それを前提
にするならば、相手コート左側から飛来した「シャ
トルは、ＹよりもＸに近いＸが対応でき、かつ、
Ｙから見ても、前衛であるＸが打ち返すべき位置」
であるから、Ｙは、「Ｘがシャトルを打つために
動く可能性が高いことを十分に予見できたという
べきである」。また、「Ｙがシャトルを打つために
振ったラケットが身体に当たった場合に、傷害の
結果が発生するおそれがあることを予見できたこ
とも明らかである」。
　このような状況下でＹが、飛来した「シャトル
を打ちに行くのであれば、前方にいるＸの動静に
注意し、自身が持っているラケットがＸに衝突し
ないよう配慮しながら競技を行うべき注意義務を
負うものというべきである」。事実、「Ｙは、前方
にいるＸの動きを把握した上で、シャトルを打ち
返すことを止めるか、あるいは、少なくともラケッ
トがＸに接触しないようにラケットを相手コート
側に向けて振ることにより、本件事故を回避する
ことができたというべきであり、Ｙには上記注意
義務を怠った過失があるといわざるを得ない」。
　(2)　本件行為の違法性が阻却されるか（否定）
　「公益財団法人日本バドミントン協会の競技規
則においては、ペア同士の衝突等の危険のある行
為を制限するルールは存在しないことが認められ
るところ、同規則に著しく反しないプレーである
限り違法性が阻却されると解すると、ダブルスに
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おいてペアの一方によるシャトルを打ち返す際の
プレーにより他方を負傷させた事故についてはど
のような態様であっても違法性が否定されること
になる。バドミントン競技が一定の危険性を伴う
競技であることを考慮しても、……ルールに著し
く反しない行為である以上、どのような態様によ
るものであってもそれにより生じた危険を競技者
が全て引受けているとはいえないことは明らかで
ある。そうすると、競技者がバドミントン競技
に伴う危険を引き受けていることを前提として、
……ルールに著しく違反しない限り、違法性が阻
却されると解することは相当ではないというべき
である」。

　２　過失相殺（否定）
　「バドミントン競技の場合、ボクシング等の競
技とは異なり、バドミントン競技の競技者が、同
競技に伴う他の競技者の故意又は過失により発生
する一定の危険を当然に引受けてこれに参加して
いるとまではいえず、また、……本件事故につき、
Ｘに過失があるとは認められず、さらに、……損
害の公平な分担の見地から、本件事故により生じ
たＸの損害の一部を同人に負担させるべき……証
拠も見当たらないから、過失相殺ないし過失相殺
類似の法理により本件事故により生じたＸの損害
の一部を同人に負担させる理由はない」。

判例の解説

　一　はじめに
　社会的に許容されたスポーツや遊戯に際して、
他の参加者に損害を与えたとしても、ルールに
従っている限り免責されると解されている２）。な
ぜならば、当該行為が正当行為と解釈されるか、
または被害者が、スポーツ活動に参加する上で危
険を引き受けている（危険の引き受けの法理）と解
釈されることにより、不法行為の成立が否定され
るためである３）。ただし、容認される行為の限度
を超える違法性そして予見可能性（過失）が認め
られれば、原因行為者に不法行為責任が課される
こととなる４）。
　ところで、スポーツ活動中の事故という特殊性
が考慮され、原因行為がルールにしたがっていた
ことを理由に過失を否定した裁判例としては、マ
マさんバレーボール中の事故に関するケースを指

摘することができる５）。一方、スキー中の事故に
際しては、損害を与えた行為がルールにしたがっ
ていたかということよりも、事故回避のための注
意義務違反の有無から、不法行為責任を判断した
ケースも存在する（原因行為者の責任を肯定）６）。
バドミントンは、バレーボールも属するネット型
の競技である。したがって、プレー中の事故にお
いて、ダブルスでペアを組んだパートナーの不法
行為責任を、注意義務違反から肯定した本判決は、
正当行為もしくは危険の引き受けという解釈だけ
で、直ちに不法行為の成立が阻却されるわけでは
ないことを、ネット型の競技であるバドミントン
中の事故においても示したという意味において、
注目に値するといえよう。また、原判決では肯定
された過失相殺の適用を認めなかったという意味
においも、注目すべき判決である。

　二　原因行為者の責任
　１　過失の有無
　確かに、バドミントンをプレーする上で後衛は
前衛のプレーヤーに比べれば、パートナーの動静
を把握しやすいといえよう。また、相手コートか
ら打たれたシャトルがＸのより近くに飛来したの
であるから、Ｘが十分対応できる位置であったと
いえる。しかし、それらのことから直ちに、“ Ｘ
が打ち返すべき位置であった ” と断定することに
ついては困難な側面もある。というのは、そもそ
もペアの位置は流動的であり７）、また本件事故が
発生した時のように、ペアが前後に並んでプレー
する（トップ＆バックのフォーメーション）場合に
は、前衛はプッシュなどのプレーに備えて、ネッ
ト際へ飛来するシャトルへの対応を受け持つた
め８）、本件のような軌道をとるシャトルに対して、
どちらのプレーヤーが対応すべきかを明確に決定
することは、困難だからである。実際その難しさ
を物語るように、シャトルはＸが打ち返すべき位
置に飛来したとの判示にも関わらず、Ｙが振った
ラケットのフレームがＸの左眼にあたったのは、
Ｘがシャトルを打ち返す直前の段階に至る前で
あったのであるから、少なくともＸのシャトルに
対する働きかけがＹよりも遅かったことは明らか
である。もっとも、飛来したシャトルがＸの十分
に対応できる位置であったということをもって、
Ｘがシャトルを打つために動く可能性が高いこと
を予見することは可能であったということもでき
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よう。
　しかしながら、Ｘがシャトルを打つために動く
可能性が高いことを予見することができたからと
いって、本件行為によってＸに損害を与えること
までを十分に予見できたかについては、疑問が残
る。なぜならば、バドミントンというゲームをプ
レーする以上、Ｙは相手コートから飛来するシャ
トルにも視線を向けなければならず、Ｘの動静に
のみ注視できたわけではないからである。また、
Ｙは 1 年以上バドミントン教室に通っているとは
いえ、それはあくまでも趣味のレベル（同教室に
おける 4 段階のレベルのうち上から 3 番目のクラス）
にとどまり、技量の面からみても予見が十分に可
能であったかは議論の余地があろう。

　２　違法性の阻却
　一般に容認されるスポーツ（競技）やゲーム（遊
戯）に通常伴う加害行為は、社会の倫理観念ない
し条理によって是認される行為として、違法性の
阻却が認められる可能性がある９）。その判断は、
①加害者の過失の程度、特にルール違反の有無・
程度、②損害の程度、③スポーツの種類、特にそ
の事故が当該スポーツに通常伴うものであるかど
うか等を相関的に考慮して、行うべきであるとさ
れている 10）。フランス法においても、スポーツ活
動中の事故に際して、原因行為者のフォート 11）

の認定に際しては、そのスポーツの特性やルール
に照らして、原因行為の重大性、損害の深刻さが
考慮されるので 12）、比較法の見地からもこのよ
うな解釈は的を射ているということができる。
　ところでＹは、従前からの解釈にならって本件
行為に関して、「バドミントンのダブルスでは予
見される傷害を負う事故の危険性を受忍した上で
プレーすることになるから、プレーにより加害行
為があったとしても、そのプレーがルールに著し
く違反することがなく、かつ、通常予測され許容
された動作に起因するものであるので、違法性が
阻却される」と主張した。高裁はこの主張を採用
しなかったのであるが、まず③に関連して、「バ
ドミントンは、他のプレーヤーの身体に対して一
定の有形力を行使することが、競技内容の一部を
構成するものではない」ので、そのような競技に
参加するプレーヤーは、他のプレーヤーの故意又
は過失により発生する一定の危険を、当然に引き
受けているわけではない、と判示した。すなわ

ち、ボクシング等のルール上有形力を行使するこ
とが許される競技とそうではないバドミントンと
が区別され、後者のような種目においては、原因
行為の違法性を阻却するための危険の引き受けの
法理は適用されないか、適用されるにしても極め
て限定的となると解したといえよう。また、①に
関連して当判決は、当該行為がルールに（著しく）
違反していなく、かつ通常予測され許容されたプ
レーであっても、自動的に違法性が阻却される訳
ではなく、ケースを個々に検討した上で、原因行
為者の過失を肯定することは可能であることを示
唆したと解釈することができる。一方、②の損害
の程度に関しても当然念頭に置かれたではあろう
が、判決文の中でそのことに関して直接的には触
れられていない。したがって、この点に関しても
当然判決を下す際に考慮されようが 13）、損害が
深刻であったということだけで、原因行為者の違
法性が阻却されないとまではいえないと解されよ
う。

　三　過失相殺
　本判決は、原判決が容認した 4 割の過失相殺
を取り消し、Ｙに全ての責任があるとした。その
判断は従前とは大きく異なる、異例とも評するこ
とのできる判断であったといえよう。なぜならば、
原判決が過失相殺を容認する上で認定したとお
り、「バドミントンのダブルス競技が狭いコート
内で各自が動く場所を制限されずに互いに前後左
右に動きながらラケット及びシャトルを用いて競
技するものである以上、Ｘもそのような危険を一
定程度引き受けた上で競技に参加している」と解
することができるためである。学説も、危険の引
き受けの法理の適用に関して、不法行為の成立を
阻却させるに足りない場合にも、過失相殺の事由
にはなりうるとの解釈を示している 14）。また、「Ｙ
には過失があると認められるものの、Ｙは故意を
もってＸを負傷させたものではなく、飛来した
シャトルを打ち返すためにラケットを振るという
競技の流れの中で本件事故が発生したものと評価
できることに鑑みると、本件事故により発生した
損害の全部を加害者であるＹに負担させるのは、
損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反す
るといわざるを得ない」。加えて、バドミントン
のダブルスはペアが協力してプレーすることが前
提である。そのため、前衛であっても事故を回避
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する義務が全く免除されるわけではない。また、
Ｘの方がＹよりも上級（Ｘはバドミントン教室の 4
段階の上から 2 番目のクラス）であったのであるか
ら、回避義務はむしろ強化されるともいえよう。
これらのことから本件においては、一定の割合で
過失相殺を容認すべきであったと思料される。

　四　本判決の評価とその影響
　本判決は、「スポーツであることを理由に加害
者の責任が否定されるのであれば、国民が安心し
てスポーツを楽しむことができなくなる」とした
一審の判断を支持し、「スポーツ基本法によれば、
国民が自主的かつ自律的にスポーツを行うことは
同法により認められた権利であるところ、一定の
危険を内包するスポーツの競技中に事故が発生し
た場合に常に過失責任が問われるとすれば、国民
のスポーツを親しむ権利を萎縮させ、スポーツを
楽しむ機会の確保等を掲げる同法前文の理念にも
とる結果となる」とのＹの主張を退けた。確かに
スポーツ事故被害者の救済は、スポーツの公共性
が高まり、その推進が国を挙げてなされている以
上、現代社会が取り組むべき課題である。その意
味において本判決は、スポーツ活動への参加者に
対して、このような課題を解決するための当事者
になる可能性を、改めて顕在化させた判決である。
そのようなリスクを参加者自身でマネジメントす
るための一つの方法は、比較的手頃な掛金で加
入することができる保険の活用である 15）。実際、
今回のケースにおいても、被害者もしくは加害者
の一方が傷害保険（もしくは賠償責任保険）に加入
していたならば、カバーすることができたといえ
よう。
　ただし、このようなリスクをスポーツ参加者個
人にのみ転嫁することは、スポーツ振興政策上好
ましいものではない。今回のケースに即していう
ならば、例えば、スポーツ施設を市民に開放する
際には、その施設が一括して保険に加入し、その
費用を施設利用料に組み入れることによって、間
接的に保険への加入率を向上させる、という方策
をとることもできよう。すなわち本判決は、スポー
ツ事故に対するリスクをマネジメントする保険へ
の加入が、スポーツを楽しむ受益者が負担すべき
範囲に含まれること、および市民がスポーツ活動
に安心して参加することができるような、セーフ
ティーネットを構築することの必要性を示唆した

判決であると評価することができよう。
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