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事実の概要

　本件は、中学 2年生で自殺した亡Ａの両親Ｘ
ら（一審原告、被控訴人）が、亡Ａの自殺の原因は、
同じクラスの生徒Ｙ１及びＹ２（一審被告、控訴人）
らから受けたいじめにあるとして、不法行為に基
づく損害賠償を請求した事案である。原審（大津
地判平 31・2・19 裁判所ウェブサイト）は、亡Ａの
自殺がＹらの加害行為による通常損害であるとし
て相当因果関係を認め、Ｙらの共同不法行為責任
を肯定。Ｙらが本件控訴を提起した。（なお、Ｘ
らは、原審において、同学年のＢ及びＹらの親等にも、
民法 709 条、714 条 1 項等に基づき同様の請求をし
ていたが、原審は、これらの請求をいずれも棄却し、
Ｘらは控訴しなかった。Ｘらは、中学校の設置者で
ある大津市にも国家賠償請求をしていたが、原審に
おいて訴訟上の和解が成立している。）
　Ｙらの行為につき、判決は、原判決を引用し、
いじめが始まった 2学期から 10 月 8 日に亡Ａが
自殺するまでの連日にわたる悪質・陰湿かつ執拗
ないじめの事実を認定する。亡Ａは、担任教諭ら
には、いじめを否定しており、担任教諭もこうし
た行為を目撃し、制止することもあったが、いじ
めとの認識は示していない。しかし、教員の中に
はいじめを疑う者もおり、生徒の中には、いじめ
と認識して教員に助けを求める者もいた。亡Ａも、
9月 25 日には、祖母に「暗くて静かな山の中に
行って死にたい」と述べ、「学校？」との問いを
肯定している。同じ頃、学習塾の友人に、1日に
2・3回「死にたい」と発言し、友人が「死ぬなよ」
と声をかけても「分からん」と答えている。
　一方、判決は、亡Ａの家族関係につき、以下を
認定する。亡Ａの家族は、父（Ｘ１）、母（Ｘ２）及

び 2人の姉であるが、Ｘ２は長姉と共に自宅近く
で別居中であった。亡ＡはＸ１及び次姉と暮らし
ていたが、週に 1、2 回は、Ｘ２の別居先を訪れ
ていた。監護親Ｘ１は、9 月 15 日、亡ＡのＹ２宅
への無断外泊等を咎める際、顔や頭を叩く、体を
蹴る、掃除用具の柄で叩く等の体罰を与えていた。
Ｘ１については、9月 25 日、亡Ａについて電話相
談した相談機関から軽度の発達障害の可能性を指
摘され、同日、亡Ａにこの可能性を告知したこと、
告知後、亡Ａは大変苛立った様子で家を後にし、
その日は近隣マンションの 1階にあるソファー
で一夜を過ごしたことも認定されている。
　亡Ａは、近隣に住む父方・母方の祖父母と交流
があったが、9月 25 日、亡Ａが双方の祖父母の
財布からお金を抜き取っていた事実が判明し、双
方の祖母から注意を受けている。この際、父方の
祖母からは、最後に我慢できなくなったら同祖母
に連絡をしてほしい、そのときには一緒に暗い山
の中でもどこでも行くと伝えられていた。

判決の要旨

　１　Ｙらによるいじめの有無、態様等及び
　　　共同不法行為の成否
　Ｙらの行為は、「行為態様や頻度に照らし」「社
会的相当性を超えた悪質・陰湿かつ執拗ないじめ
行為」であり、Ｙらには「自らのいじめ行為につ
いて、それぞれ不法行為が成立する」。さらに、「多
くの場合、Ｙらが一緒に亡Ａに対するいじめ行為
をし、あるいは、他方のいじめ行為の際に居合わ
せながら、若干の例外を除き、これを制止しよう
としなかった」ことから、Ｙらは、亡Ａの精神的
苦痛につき「十分に認識していただけでなく、相
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互に意を通じてそのような状況を作出しようとし
た」ことが認められるから、Ｙらは「いじめ行為
全体（中略）によって亡Ａが被った精神的苦痛や
肉体的苦痛についての共同不法行為責任を負」い、
「精神的苦痛等から派生して生じた結果・

ママ
損害」

である亡Ａの自殺に係る損害についても、「本件
各いじめ行為と相当因果関係を有する」限り、責
任を免れない。なお、Ｙらに「（亡Ａの自殺を招来
しようとする）積極的意図や亡Ａの自殺に対する
認識、認容があった」とは認められない。
　２　Ｙらの行為と亡Ａの自殺との因果関係の有無
　「亡Ａの自殺の主たる原因は、Ｙらの本件各い
じめ行為及びそこから形成された亡Ａとの関係
性」にあり、Ｙらの本件各いじめ行為と亡Ａの自
殺との間には事実的因果関係が認められる。
　「本件各いじめ行為は、行われた期間が 1か月
程度と比較的短期間ではあるものの、亡Ａを負傷
させるような暴力行為や極めて陰湿・悪質な嫌が
らせ行為を含むものである上、上記の間、頻回に
わたり行われたものであり、その態様、頻度等は、
亡Ａをして自殺者に共通の心理とされる孤立感、
無価値感を抱かせるとともに、Ｙらとの関係から
離脱することが容易ではないとの無力感、閉塞感
を抱かせる上で十分なほどに悪質・陰湿かつ執拗
なものであった」。「本件各いじめ行為を受けた中
学 2年生の生徒が自殺に及ぶことは、本件各いじ
め行為の当時、何ら意外なことではなく、むしろ、
社会通念に照らしても、一般的にあり得ることと
いうべきであり、亡Ａの自殺に係る損害は、本件
各いじめ行為により通常生ずべき損害に当たるも
のということができ、Ｙらの本件各いじめ行為と
亡Ａの自殺に係る損害との間には相当因果関係あ
るものと認められる」。
　３　過失相殺規定の適用及び類推適用の当否
　「亡Ａには、自らの意思で自殺を選択したもの
である上、祖父母宅からの金銭窃取という違法行
為により自らを逃げ場のない状態に追い込んだ点
で、Ｘらには、家庭環境を適切に整えることがで
きず、亡Ａを精神的に支えられなかった点で、特
にＸ１においては、体罰や病気の可能性の不用意
な告知により亡Ａの反発心や精神的動揺を招くな
ど、同居する監護親として期待される役割を適切
に果たし得なかった点で、過失相殺の規定の適用
及び類推適用を基礎付ける事情がある」（過失相
殺 4割）。

判例の解説

　一　判決の意義と問題点
　本判決は、学校におけるいじめの末の自殺を通
常損害として、加害生徒との関係でいじめと自殺
の相当因果関係を肯定した、高裁レベル初の判決
である１）。ただし、本判決は、亡Ａの家庭環境等
の被害者側の過失を理由に、過失相殺規定の適用
ないし類推適用により賠償額の 4割を減額した
点で、将来に禍根を残した。以下、本判決が掲げ
る減額の根拠を検討し、問題点を明らかにする。

　二　自らの意思による選択
　判決がまず指摘するのは、自殺が「基本的には
行為者が自らの意思で選択した行為」である点で
ある。これは従来の裁判例の基本的な認識であり、
過失相殺が否定されるのは、精神疾患等によって
「自由な意思による判断が阻害されるほど精神的
破綻の状態が進行していた」場合に限定される（福
島地判平 27・6・30 判時 2282 号 90 頁等）。
　問題は、これが現時点で自殺についての正しい
認識といえるかである。自殺対策基本法に基づき
閣議決定された「自殺総合対策大綱」は、自殺に
つき「人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけ
でなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込
まれるプロセスとして捉える必要」を論じ、基本
認識として「自殺は、その多くが追い込まれた末
の死」であり、「個人の自由な意思や選択の結果」
でないことを確認する（同 1頁）。「命を絶たざる
を得ない状況」に追い込まれた末の死は、「命を
絶つ瞬間」に精神が破綻していたか否かにかかわ
らず、もはや「行為者が自らの意思で選択した行
為」とはいえないのである。
　そもそも、世界保健機関が「自殺は、その多く
が防ぐことのできる社会的な問題」と明言するよ
うに、自殺は社会の努力で避けることができると
いうのが、世界の共通認識となっている（同 3頁）。
自殺をあくまで個人の「意思」の問題として扱う
本判決の立場（従来の裁判例の立場）に正当性を
見出すのは、困難といわざるを得ない。

　三　発達障害の可能性
　判決は、亡Ａに軽度の発達障害の可能性が指摘
されていたこと、「発達障害は、若年者の自殺に
関わる精神疾患の一つであるとの指摘もあるこ



3vol.7（2010.10） 3

新・判例解説 Watch ◆ 民法（財産法）No.190

3vol.27（2020.10） 3

と」から、亡Ａに「自殺との関係で素因としての
脆弱性があった」可能性があるとし、「仮に、亡
Ａがその脆弱性のために何らかの精神疾患にり患
していて、これがその自殺に関与しているとした
場合には、そのような素因自体が過失相殺の類推
適用を基礎付ける事情」になると論じる。
　確かに、最高裁は、法が当然にその存在を予定
する「個体差の範囲」を超える素因につき素因
減額を肯定する（最三小判平 8・10・29 民集 50 巻
9 号 2474 頁〔首長事件判決〕）。問題は、発達障害
が、法が当然にその存在を予定する「個体差の範
囲」を超えるものであるかである。この点、平成
23 年改正後の障害者基本法 1条は、「全ての国民
が、障害の有無によって分け隔てられることなく
（中略）共生する社会」の実現を宣言する。「共生」
社会を謳う以上、障害者の存在は当然に予定され
ていると考えられるのであって、少なくとも平成
23 年の同法改正以降、首長事件判決の判断枠組
において、障害を理由とする素因減額は認められ
ないこととなろう。
　最高裁は「疾病」につき素因減額を認めている
との指摘も予想されるが、そもそも発達障害は脳
機能の偏りに由来する生まれつきの特性であっ
て、疾病ではない。発達障害がいかなる意味で
「若年者の自殺に関わる」か判決は明らかにして
いないが、発達障害者は、その特性故に社会生活
上の困難に直面することが少なくない。仮に、判
決の参照した統計がこうした困難を苦にした自殺
を含むとすれば、発達障害者を自殺に追い込む社
会の責任こそが問われなければならないとするの
が、「障害の社会モデル」を基本認識とする平成
23 年改正後の障害者基本法の要請であろう。
　窪田教授は、素因減額を肯定する思考方法の前
提に「標準的な人を観念し、そこからずれる部分
については、その者がリスクを負うべきだという
基本的な立場がある」ことを指摘するが（窪田充
見『不法行為法〔第 2版〕』（有斐閣、2018 年）446 頁）、
障害を理由とした素因減額を認めることは、障害
がリスクとなる社会のあり方に係る問題を棚上げ
し、障害に由来するリスクを障害者自身に負担さ
せることに他ならない。これは、障害を障害者個
人ではなく社会の問題と捉える改正障害者基本法
の対極にある発想なのである。

　四　両親が円満に暮らす家庭環境の欠如

　判決は、「両親が円満に過ごす家庭環境は、学
校でのいじめによって傷ついた心を癒す上で、非
常に重要な役割を果たし得たはず」とし、「親権
者として亡Ａを精神的に支えることが期待される
Ｘらにおいて、その家庭環境を適切に整えること
ができず、亡Ａを精神的に支えられなかったこと」
を「被害者側の過失」とする。
　なるほど、自宅に両親が揃い、円満に暮らす家
庭環境が子どもにとって望ましいのは事実かもし
れない。しかし、この事実を斟酌するか否かは、
事実判断ではなく、規範的判断である。子どもが
両親と共に暮らすことができない事情は、単身赴
任から未婚の母・別居婚・離婚・長期入院・死別
まで様々であり、いずれの場合も、片親が子ども
の暮らす家に常駐できない点で「（子どもを）精
神的に支え」る「家庭環境」を「適切に整え」る
ことが困難となるが、判決は、これらの事情を全
て「被害者側の過失」とするのであろうか。
　問題を夫婦の不仲による別居・離婚に限るとし
ても、夫婦の別居・離婚には様々な背景がある。
子どもへの配慮は当然としても、別居や離婚の選
択自体に対する裁判所の否定的評価は、夫婦関係
に行き詰まった当事者を追い詰めることとなり
かねない。人口動態統計によれば、平成 30 年度
の離婚率は、戦後、最も離婚率が低かった 1960
年代半ばの 2倍以上である。こうした現実の下、
日本でも、子どもの健全な発育の観点から、平成
23 年には非監護親による面会交流が明文化され
るなど（民法 766 条）、両親が離婚した場合でも
非監護親との交流が断たれることのないよう、制
度上の工夫がなされてきた。
　本件のＸら夫婦は別居している。しかし、亡
Ａは、週に 1・2回はＸ２の別居先を訪れていた。
亡Ａの自殺前日にも、Ｘ２は亡Ａらと一日を共に
過ごしている。離婚や別居自体が法的に非難され
るべき選択でないとすれば、Ｘら夫婦の行動に、
何の非難すべき点があろうか。単身赴任家庭でも、
週に 1・2回の交流を確保できていない家庭は少
なくない。裁判所が前提とする理想の家庭像は、
現実から乖離しているといわざるを得ない。

　五　体罰
　判決は、「安易な体罰が、子の親に対する信頼
感の喪失につながり、親に対する反発心等を生じ
させる結果、本件のようないじめがあった場合、
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親という逃げ場をなくす要因の一つとなり得る」
として、Ｘ１は「妻との別居状態の下で亡Ａと生
活を共にする監護親として、本来であれば、亡Ａ
が心を癒やすことのできる家庭環境の創出に意を
払うべき立場にあるにもかかわらず」、体罰によ
り亡Ａの反発心を生じさせ、「結果的に、亡Ａを
自殺に追い込む一要因を作出した」と指摘する。
　体罰が許されないのは当然であるが、Ｘ１が日
常的に暴力を振るっていた証拠はなく、認定され
た体罰は、亡Ａの無断外泊等、親として厳しく注
意すべき場面に限られている。亡Ａと生活を共に
する監護親として、厳しく叱ることもＸ１の役割
であることを考え合わせれば、「安易な体罰」と
の表現が、思春期の子どもの教育に悩む父親の過
ちに適切であるか疑問といわざるを得ない。一方、
亡Ａに加えられたＹらの悪質・陰湿かつ執拗ない
じめは、正当化の余地のない理不尽なものである
上、頻度・程度共、Ｘ１による体罰をはるかに上回っ
ている。仮に、判決の指摘するように、Ｘ１によ
る体罰が、亡Ａを自殺に追い込む一要因となった
のであるとしても、Ｙらの行為の悪性に鑑みて、
これを斟酌しないとの判断が、判決のいう「損害
の公平な分担」に反するとは考えられない。

　六　障害の可能性の告知
　判決は、Ｘ１による障害の可能性の告知が不用
意であったとも指摘する。しかし、障害の告知の
タイミングは判断が難しく、早期の障害の自己認
識が障害者本人の救いとなることもある。判決は、
亡Ａがショックを受けた一事をもって、Ｘ１の告
知を「唐突」「不用意」と断じるが、未成年者を
身近に見守り、その性格を最もよく知る親が良か
れと思い行った告知を、誰が責められようか。
　そもそも、障害の可能性について、子どもに性
急な告知をすべきでないとの知見が確立している
なら、その旨が相談機関からＸ１に伝えられるべ
きであった。こうした支援もなく、手探りで子ど
もの障害の可能性に向き合ったＸ１の行動が、仮
に「亡Ａが希死念慮を抱く上での要因、背景事情
の一つになった」としても、これはＸ１を適切に
支援できなかった社会の問題であって、損害額の
算定にあたり斟酌すべき「被害者側の事情」では
ないと考えられよう。

　七　亡Ａの違法行為

　判決は、亡Ａが祖父母宅からの金銭窃取を理由
に「数少ない安息の場」であった祖父母宅への出
入りをＸ１に禁じられたことを指摘し、「亡Ａは自
らの違法行為により自らを逃げ場のない状態に追
い込んだという点で落ち度がある」という。
　亡Ａが、祖父母宅から現金を窃取したことに弁
解の余地はない。しかし、判決が指摘する亡Ａの
落ち度は、亡Ａが「自らを逃げ場のない状態に追
い込んだ」ことにあるところ、父方の祖母は、窃
取について注意を与えた際、最後に我慢できなく
なったら連絡をして欲しい、そのときには一緒に
暗い山の中でもどこでも行くと伝えている。祖父
母は亡Ａに「逃げ場」を用意していたのである。
　祖父母だけではない。亡Ａには「いざとなれば、
長姉と同様、Ｘ２の元に逃げ場を求める余地もあっ
た」。Ｘ１への感情も、判決が強調する反発心だけ
でなかったことは、自殺前日、Ｘ１の好物を土産
として買い求め、共に食した事実からも明らかで
ある。亡Ａの自殺は、「逃げ場」に気付くことが
できないほど、Ｙらに追い詰められた末の悲劇な
のであって、亡Ａが「逃げ場のない状態」に追い
込まれたとの判決の認識は、事実に反する。

　八　本判決の問題点（まとめ）
　以上の通り、判決の指摘する事由は、二・三は
理論的正当性を欠く点で、四・六は判断の前提と
なる理想の家庭のあり方、親のあり方が現実と乖
離している点で、七は過失相殺を基礎付ける事実
を欠く点で、いずれも減額の根拠となり得ない。
五についても、Ｘ１に酌むべき事情の存すること
を併せ考えれば、悪質・陰湿かつ執拗なＹらのい
じめ行為との比較において、過失相殺を基礎付け
る事情として考慮しないことが「公平」に反する
とまでいえるかは疑わしく、少なくとも 4割も
の減額を正当化しうる根拠といえないことは明ら
かである。

●――注
１）地裁レベルでは、本件原審のほか、鹿児島地判平 14・
1・28 判タ 1139 号 227 頁が、同級生によるいじめと自
殺の相当因果関係を認め、「通常損害に当たるとみる余
地」に言及する。
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