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1　はじめに
　スポーツ活動は、サークルや職場で余暇
として楽しむものから、トップアスリート
による高度な競技まで、さまざまなレベル
で幅広い愛好者・競技者に楽しまれていま
す。
　しかし、スポーツ活動は身体運動を伴う
競技ないしは遊戯ですから、スポーツには
本質的に生命・身体を損傷する事故の危険
が内在しています。したがって、プロスポー
ツ選手やインストラクターのように競技や
職業として日々スポーツを行う者でなくと
も、週末だけのスポーツ愛好家であっても、
スポーツをプレーしている以上、不幸にし
てスポーツ事故の加害者や被害者になって
しまう可能性があります。
　スポーツ事故を防止するためには、当該
スポーツの競技規則（ルール）を守ること
が何よりも重要ですが、競技規則を守って
いながらも事故が生じることはあります。
　本稿では、スポーツ活動中に競技者同士
の間でスポーツ事故が起こった場合の法律
関係について、おもに球技系スポーツに焦
点を当てて述べていくこととします。

2　スポーツ事故が起こった場合の
法律関係
　まずは、スポーツ事故が起こった場合の
法律関係について、概観してみましょう。

1）刑事責任と民事責任
　法的責任には、刑事責任と民事責任があ

ります。
　刑事責任とは、犯罪を理由として刑事手
続によって刑罰を科されることです。
　スポーツ事故に関する刑事責任の例とし
ては、スポーツ中に過失によって他人の身
体に怪我を負わせた場合には過失傷害罪
（刑法 209条）や業務上過失傷害罪（刑法
211条１項）が、他人を死亡させてしまっ
た場合には過失致死罪（刑法 210条）や
業務上過失致死罪（刑法 211条１項）が
各適用され、刑事罰に処せられることがあ
ります。
　他方で、民事責任とは、被害者の被った
損害について、加害者が損害賠償義務を負
い、賠償金の支払義務を負うことです。
　スポーツ事故に関する民事責任として
は、スポーツ中に故意または過失によって
他人の身体に怪我を負わせたり、他人を死
亡させてしまった場合に、契約関係にある
者同士の間では債務不履行責任（民法 415

条）が、契約関係にない者同士の間では不
法行為責任（民法 709条）が各適用され、
加害者が被害者に対する損害賠償義務を負
うことがあります。
　この他にも、法的責任には至らなくとも、
社会的・道義的な問題として所属組織内等
で責任を問われる場合があります。これは
道義的責任です。

2）故意あるいは過失
　上記の刑事責任や民事責任が問われる場
合には、加害者に「故意」あるいは「過失」

があったことが前提となります。
　「故意」とは、刑事責任では罪を犯す意思、
民事責任では結果の発生を認識しながらそ
れを容認して行為するという心理状態を言
います。スポーツ事故では、故意が問題に
なることはほとんどありませんので、過失
の有無がしばしば問題になります。
　「過失」とは注意義務違反のことで、結
果の発生を予見することの可能性とその義
務、および結果の発生を未然に防止するこ
との可能性とその義務、これらの違反が注
意義務違反となります。つまり、事故の危
険を予見し得る可能性があり、かつ結果（＝
事故）回避のための具体的措置を執ること
が可能であったにも拘わらず、結果回避措
置を執らずに事故が生じてしまった場合
に、注意義務違反（＝過失）ありとされます。
　注意義務の内容は、スポーツの種類（危
険なスポーツか否か等）、行為者の属性（初
心者か経験者か、男性か女性か、年齢、体
格差等）、施設環境（気象状況等）等の個
別具体的事案によってそれぞれ異なってき
ます。

3）違法性阻却事由
　刑事責任や民事責任が問われる場合は、
加害者の行為に違法性があることが前提で
すが、事案によってはこの違法性が否定さ
れる場合があります。この違法性を否定す
る事由を違法性阻却事由と言います。  

　スポーツ事故に関する刑事責任や民事責
任においても、違法性阻却事由があります。
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　すなわち、スポーツ活動は身体運動を伴
う競技ないしは遊戯ですから、スポーツに
は本質的に生命・身体を損傷する事故の危
険が内在しています。そこで、スポーツ活
動中に事故が生じた場合であっても、当該
加害行為が正当行為あるいは社会的相当性
を欠くものでない場合には、違法性が否定
されます。つまり、スポーツ活動中に競技
者同士の事故が起こった場合でも、当該ス
ポーツの競技規則（ルール）に従って行為
していた場合には、正当な行為あるいは社
会的に相当範囲内の行為として違法性が否
定されることがあります。
　違法性が否定された場合には、刑事責任
や民事責任が問われることはありません。

3　球技系スポーツにおける
競技者同士の事故に関する判例
　以上がスポーツ事故が起こった場合の法
律関係の概観ですが、以上の説明だけでは
具体的に競技中における過失や違法性阻却
事由のイメージが湧きにくいかと思いま
すので、以下にスポーツ事故の判例を挙
げ、具体的な事案をご紹介します。球技系
スポーツにおける競技者同士の事故として
は、以下のような判例があります。
　各判例においては、裁判所は、当該スポー
ツにおいてなされた加害者の具体的行為態
様（プレーの内容）を事実認定したうえで、
上記の「違法性阻却事由」や「過失」の有
無といった法的判断のなかで、当該プレー
が競技規則（ルール）や競技マナー、ある
いは社会通念に則ったものであったか否
か、競技者間で通常予測される行為であっ
たか否か、とくに危険な行為であったか否
かといった内容を検討して、民事責任の有
無を判断しています。

1）「違法性阻却事由」の有無が問題になっ
た判例
①ママさんバレーボールにおける選手同士の

衝突事故

　小学校のＰＴＡ会員（母親）によるバレー
ボール大会の練習中における選手同士の衝

突事故。前衛の選手（加害者）がダイレク
トスパイクした際に重心を失って、2・3

歩のめって相手方コートで転倒したとこ
ろ、転倒した先にいた相手方チームの前衛
選手（被害者）の右足膝部に衝突して傷害
を負わせた事案。
　判決は、「一般にスポーツの競技中に生
じた加害行為については、それがそのス
ポーツのルールに著しく反することがな
く、かつ通常予測され許容された動作に起
因するものであるときは、そのスポーツの
競技に参加した全員がその危険を予め受忍
し、加害行為を承諾しているものと解する
のが相当であり、このような場合、加害者
の行為は違法性を阻却する」と判示しまし
た。
　そのうえで、本件については、「加害選
手が前衛を不得手としていたとはいえ、飛
球をスパイクしたはずみで転倒することは
予測される動作ということができるから、
加害選手の行為は違法性を阻却する」と認
定して、加害選手の不法行為責任を否定し
ました（東京地裁Ｓ 45・2・27判決、判
時 594号 77頁）。

②地域住民の親睦ソフトボール大会における

選手同士の衝突事故

　地域住民による親睦ソフトボール大会
（40歳以上の男女混合チーム）試合中にお
ける選手同士の衝突事故。男性選手（加害
者）が走り込んで左足からホームにスライ
ディングしたため、ホームベース上で腰を
落として捕球しようとしていた捕手の女性
選手（被害者・43歳）が転倒し、左膝後
十字靱帯断裂の傷害を負った事案。
　判決は、前提としてプロスポーツと親睦
スポーツの性質の違いを論じ、親睦スポー
ツにおいては、プロスポーツ等の場合と比
して、違法性が阻却される余地は狭いと述
べました。すなわち、プロスポーツに関し
ては、「出場選手の相互が肉体的に対等な

条件下で、身体の激しい接触をも辞さない
プレーをして得点を争うことが、競技の本
質上求められており、それ抜きではもはや
スポーツとして成立し得ない」、ゆえに「そ
うした競技においては、負傷を可及的に回
避するための防具の着用なども義務づけら
れている」として、「プロ野球や社会人野球、
学生野球など、プロスポーツやそれに準ず
るような質の競技であれば、違法性を認め
得ないのが原則」としました。
　他方で、親睦スポーツについては、「得
点を激しく競うことを犠牲にしても、試合
開催の第一目的である相互の親睦という趣
旨を尊重し、参加者の負傷や事故をできる
限り回避すべく行動する義務が、社会通念
として、参加者各人に課されている」とし
ました。
　そのうえで、本件については、加害選手
の行為は捕手の被害選手との身体的接触が
ほとんど不可避なプレーであったこと、被
害選手は防具類を一切身につけていなかっ
たこと、被害選手は女性であって加害男性
選手とは体格や運動能力にかなりの格差が
あったこと等から、加害選手のプレーは被
害選手に負傷を負わせる可能性が十分に考
えられるかなり危険な行為であったと認定
し、被害選手との身体接触を回避しつつ手
でホームベースをタッチすることも可能で
あったとして、加害選手のスライディング
行為の違法性は阻却されないと認定しまし
た。
　また、加害選手の上記行為態様からすれ
ば、被害選手を負傷させるかもしれないこ
とは予見可能であり、かつこれを回避する
ことも可能であったとして、加害選手の過
失も認定し、加害選手に不法行為による損
害賠償責任を認めました（長野地裁佐久支
部Ｈ 7・3・7判決、判時 1548号 121頁）。

③社会人草野球大会における選手同士の衝突

事故

　勤務先会社の草野球チームが社会人草野
球大会に出場した試合中における選手同士
の衝突事故。加害選手が一塁を回って二塁
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＊各判決の具体的事案や事実認定、過失等の
認定の詳細をお知りになりたい方は、上記括
弧内記載の判決にあたっていただき、全文を
お読み下さい。以下同様。
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ベースに滑り込もうと、左足を曲げ身体を
やや横に倒してスライディング体勢に入っ
たところ、被害選手の姿が目に入ったので
とっさに右に体をかわそうとしたが、か
えって体勢が崩れ、仰向けに倒れるような
形で加害選手の身体の左側が被害選手の左
足膝あたりに衝突し、両者ともに転倒して、
被害選手が左足内側側副靱帯損傷の傷害を
負った事案。
　判決は、「野球のようなスポーツの競技
中の事故については、もともとスポーツが
競技の過程での身体に対する多少の危険を
包含するものであることから、競技中の行
為によって他人を傷害せしめる結果が生じ
たとしても、その競技のルールに照らし、
社会的に容認される範囲内における行動に
よるものであれば、右行為は違法性を欠く」
と判示しました。
　そのうえで、本件については、本件加害
選手の行為を「とっさに避けようとしたが
避け切れず、かえって体勢を崩し、仰向け
に倒れるような形で被害選手に衝突した」
と認定し、加害選手の故意および重過失
を否定しました。そして、「加害選手には
ルールに違反する危険なスライディングの
方法をとっていた等の事情も認められない
から、結局、本件は、野球のルールに照ら
し、社会的に容認される範囲内における行
動によって被害選手に傷害を負わせた場合
にあたり、加害選手の行為は違法性を欠く」
として、加害選手の不法行為責任を否定し
ました（東京地裁Ｈ元・8・31判決、判時
1350号 87頁）　。

2）「過失」の有無が問題になった判例
①ゴルフ場でティーショットした打球が隣の

コースの競技者に当たった事故

　ゴルフ場のドッグレッグした 4番ホー
ルで競技者（加害者）が打ったティーショッ
トがミスショットとなり、隣の 5番ホール
に飛び込み、5番ホールの競技者（被害者）
の右腕に当たって右肘打撲の傷害を負った
事案。
　判決は、「ゴルフ競技者としては、その

技量、飛距離等に応じ、自己の打球が飛ぶ
であろうと通常予測しうる範囲の他人の存
在を確認し、その存在を認識するか、認
識しうる場合に打撃を中止すれば足りる」、
「競技者の打球が自己の競技するコースを
大きくはずれた場合において、打球の方向、
勢い、飛距離、当日のコースの利用状況、
風向き、天候などから考えて、他人が競技
している可能性がある他のコースに飛び込
むであろうことを競技者が認識し、または
認識しうるときは、打球の他人への衝突を
回避するために大声を出して叫ぶ等その他
人の注意を喚起する措置を講じる義務があ
る」として、一般論としてゴルフにおける
プレーヤーの注意義務を論じました。
　そのうえで、本件では、

a．加害競技者は自己の打球が真っ直ぐ飛
べば、隣接する 5番ホールに飛び込むで
あろうことを通常予想しえた。
b．4番ホールのティーグランドからは 5

番ホールの見通しが可能であり、加害競技
者は 5番ホールの競技者の存在を確認す
ることが可能であり、確認の義務があり、
その存在を認識するか、認識しうる場合に
は打撃を中止する義務があった。
c．加害競技者は、先発競技者が 5番ホー
ルにいることを十分に予想でき、かつ被害
競技者の存在を確認し得る状態にあったの
に、５番ホールの競技者の安全を確認する
ことなくティーショットした。
加えて、
d．加害競技者は 5番ホール方向に打球を
そらし、打球が 5番ホール内に飛び込む
ことを認識し得たのに、大声を出す等して
5番ホール内の競技者に対する注意喚起を
怠った過失がある。

として加害競技者の過失を認定し、不法行
為責任に基づく損害賠償義務を認めました
（東京地裁平成元・3・30判決、判タ 713

号 208頁）。

②テニス受講生の打ったボールがコート脇に

いた別の受講生の顔面に当たった事故

　テニススクールにおいて、上級クラスの
受講生がダブルス試合形式のレッスンを受
けていた際に起こったボール直撃事故。自
分の順番が終わった受講生（被害者）が
コートサイドのベンチに腰掛けて下を向い
てガットを調整していたところ、ダブルス
試合形式練習をしていた別の受講生（加害
者）の打ったボレーショットの方向が逸れ
て、被害受講生の顔面を直撃し、眼球に外
傷性瞳孔麻痺等の傷害を負った事案。
　判決は、「複数の受講生が練習参加して
いるテニススクールにおいては、各受講生
は自ら適切な待機場所を選んで、自己の安
全を確保し、かつプレーの妨げにならない
ように配慮すべき義務がある」、「本来練習
とは技量の未熟を前提とし、その向上を図
るために行われるものであるから、ルール
を遵守してまじめに練習に取り組んだ結
果、ミスをしたとしても直ちに過失がある
とは言えない」、「加害受講生にミスショッ
トをしない（あるいは危険のないように、
ことさら弱いボールを打つ）注意義務が
あったとは言えない」、「加害受講生がふざ
けてショットしたり、コーチの指示に従わ
ないなど、ことさら不適切な練習態度で
あった事実もない」等として、ボレーミス
した加害受講生の過失を否定し、不法行為
責任を否定しました（横浜地裁Ｈ 10・2・
25判決、判タ 992号 147頁）。　

③フットサルのゲーム中、選手同士が衝突・

接触して負傷した事故

　フットサルのゲーム中、選手同士の膝が
衝突・接触し、被害選手が膝を骨折して後
遺障害を負った事案。
　判決は、加害選手は後方から、前方でド
リブルしていた被害選手を追いかけ、ほぼ
横に並んだ時点で、自己の左膝付近を被害
選手の右膝の側面辺りに衝突させた事実お
よびこれに至る具体的な事実関係を認定し
たうえで、加害選手がことさら被害選手の
右膝に自己の左足を衝突させようとした証
拠はないとして、加害選手の暴行および傷
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害の故意を否定しました。
　さらに、フットサルにおける選手の過失
（注意義務違反）につき、以下のように判
示しました。
　「フットサルは、ゴールキーパーを含め
て 5人ずつのチームに分かれたうえで、
ボールを蹴るなどしてゴールを入れて、得
点を競い合うことを目的とするスポーツで
あるから、ゲーム中においては、ボールの
獲得を巡って、足と足が接触し合う局面が
どうしても出てくることは、容易に想定さ
れるのであって、フットサルの正規のルー
ル上も、過剰な力を用いて体を投げ出し、
安全を脅かす場合以外は、反則として禁じ
られていない。しかも、ボールを保持し、
または保持しようとする者としては、相手
方にボールを奪われまいとして、相手方の
動作を予想して、これとは逆の動作をする
ことが頻繁にあることも、経験則上明らか
である。これらの点を踏まえると、競技者
において、相手方の動作を予想したうえで、
相手方の身体との衝突によって、相手方に
傷害を生じさせる結果を回避すべき義務に
違反したことが肯定されるのは、相当程度
限られた場合になる」として、本件では、
加害選手が被害選手に傷害を生じさせる結
果までは予測することができたと認めるに
足りる的確な証拠はないとして、加害選手
の過失を否定し、不法行為責任を否定しま
した（東京地裁Ｈ 19・12・17判決、判例
集未登載）。

④体育授業のサッカーで児童の蹴ったボール

が別の児童の左眼に当たった事故

   小学 5年生の児童が体育授業でサッカー
競技中、女子児童（加害者）の蹴ったボー
ルが男子児童（被害者）の左眼に当たって
負傷した事故につき、学校側の損害賠償責
任が問われた事案。
　判決は、本件事故の具体的態様につき
「加害女子児童が、自陣営に転がってきた
ボールを敵陣に向かって夢中で蹴り返した
のが、偶然、追っかけてきた被害男子児童
の顔面に当たった」と事実認定したうえ

で、「サッカーゲームは相手ゴールポスト
に向けてボールを蹴ることがゲームの基本
的な事柄であるから、ボールを蹴返すこと
も絶えず反復されるプレーであり、この場
合ボールのコントロールが悪く、そこに駆
け寄った相手方児童にボールが当たること
もよく起こりやすい事態である。すなわ
ち、このようにして蹴られたボールが他の
児童に当たる事態を当然予測しながら、な
おサッカーゲームが児童の体育授業として
肯認されているもので、この程度の危険の
存在が、体育授業に参加する児童に危険予
知やその回避能力を養成し社会生活上必要
なものを体得するという児童の体育授業の
意義や効用に寄与するものというべきであ
る。したがって、右のような程度の危険が
存するからといって、ボールを蹴返すこと
を禁ずるとすれば、サッカーゲームは成り
立たない」と判示し、「加害女子児童がと
りたてて危険な蹴り方をしたものとも断じ
難い」として、学校側の過失を否定し、損
害賠償責任も否定しました（大分地裁Ｓ
60・5・13判決、判タ 562号 150頁）。

4　終わりに
　今回掲げたスポーツ事故判例は、いずれ
も読者の皆様がスポーツを楽しむにあたっ
て、しばしば遭遇しそうなシチュエーショ
ンであり、読者の皆様におかれては、この
ような出来事が裁判になってしまうのかと
驚かれた方もいらっしゃるかと思います。
　スポーツ事故における加害者の法的責任
の認定にあたって、裁判所は、加害選手の
プレーが競技規則（ルール）や競技マナー、
社会通念に則ったものであったか否か、競
技者間で通常予測される行為であったか否
か、特に危険な行為であったか否かといっ
た内容を検討しています。
　従って、スポーツを行うにあたっては、
競技として行う場合であっても、余暇の趣
味として楽しむ場合のいずれであっても、
当該スポーツの競技規則（ルール）や競技
マナーをしっかりと守る・守らせることが
何よりも重要な基本であり、かつスポーツ

事故が起こってしまった際にも大変重要な
ポイントとなります。
　その他スポーツ事故のリスク回避・軽減
策としては、寝不足や過労、二日酔い等体
調不良のときにはそもそもスポーツを控え
ること、スポーツ中には水分補給と適度な
休憩をしっかりとること、競技施設・器具・
用具のメンテナンスを定期的に行うこと、
競技場所の入念な事前チェックを行うこと
を励行して下さい。また、当該スポーツの
傷害保険に加入しておくことも有用でしょ
う。
　ルールやマナーをしっかりと理解し、こ
れらを守って、安全に楽しくスポーツを楽
しみたいものです。
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