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1.はじめに
　スポーツに怪我はつきもの。
　自分の怪我であれば、誰もが口にするセ
リフでしょう。しかし、相手が怪我をして
しまった場合は、そんな悠長なことを言っ
てはいられないのも事実です。
　スポーツの多くは、人と人やモノがぶつ
かり合うことが必然であり、故に、残念な
がら深刻な結果が生じることもままありま
す。また、勝利を求めて、あるいは動物的
反応から過度の攻撃を行ってしまったり、
指導者が過度の練習を行わせてしまったり
と、事故が起きる萌芽はたくさんあります。
とくに、格闘技系では、極限まで鍛えた人
物がぶつかり合うため、大きな怪我、場合
によっては生命に危険を生じさせてしまう
こともあり得ます。
　そこで、本稿では、格闘技系を中心に、
スポーツに伴って事故が発生した場合の法
律上の責任について検討してみたいと思い
ます。

2．基本的事項
　まず、簡単に、法的な枠組みの基本の基
本、と言うべき部分を押さえておきたいと
思います。
　スポーツにより相手に怪我をさせた場
合、民事上の責任と刑事上の責任を負うこ
とがあります。
　民事上の責任とは、損害賠償責任のこと
です。相手に怪我をさせた競技者、当該競
技を管理監督する責任を負う者（監督、顧
問の教員等）等が不法行為による損害賠償
責任（場合によっては、債務不履行に基づ
く損害賠償責任）を負う可能性があります。

　刑事上の責任としては、暴行罪、傷害罪、
相手が死亡するに至った場合は傷害致死罪
等の適用が考えられます。

3．競技者の責任について
（1）責任について
　前項の記述だけをみると、違和感を感じ
るかもしれません。相手が怪我をしたとき
にすべて責任を負う、場合によっては刑事
事件になるとすれば、スポーツなどやって
られない、と考えてしまうかもしれません。
　その感覚はごもっともだと思います。私
も、スポーツを日常的に行っていたときは、
捻挫程度は日常茶飯事、骨折をしたことも
あります。しかし他方で、スポーツの名の
下に、深刻な被害がうやむやになることも
あったかと思います。このような場合は、
きちんと責任を負うことにならないと、逆
に怖くてスポーツに取り組めないこともあ
るのではないでしょうか。
　要は線引きの問題であり、これを完全に
画一化することは困難なのですが、その線、
もしくは対処方法を、過去の事例やスポー
ツの特殊性を参考にして、可能な限り予防
法、対処法を学んで行くことが、よりスポー
ツの安定につながるというのが私の考えで
す。
（2）「線引き」の検討
　ということで、この「線引き」について
検討したいと思います。
　この点、古くからある、「社会的相当行為」
という概念があります。
　ごく簡単に説明すると、相手に怪我をさ
せたのは事実であるが、社会的に相当な行
為であるから「違法」とまでは評価できな

いので、責任は負わないという理屈です。
　同様に違法性に関する概念で、「危険の
引き受け」という考え方があります。
　スポーツの特質、たとえばボクシングは、
相手の身体を攻撃することを内容とする、
もともと怪我をさせる可能性が高いスポー
ツです。これについて、相手方も十分に理
解して試合に臨んだのであれば、「その危
険を引き受けた」ことになるので、法的責
任が認められる可能性は低くなるのです。
　「危険の引き受け」の判断にあたっては、
加害者や被害者の属性（競技者か、その他
の参加者か等）スポーツの性質、危険の内
包の程度、等を考慮して個別具体的に決す
ることになるでしょう。
　ここで、社会的相当行為に関する大阪地
裁昭和 62 年 4 月 21 日判例を紹介します。
　これは、空手の練習中に相手を死亡させ
てしまったという事案です。裁判所は、「ス
ポーツの練習中の加害行為が被害者の承諾
に基づく行為としてその違法性が阻却され
るには、特に空手という危険な格闘技にお
いては、単に練習中であったというだけで
は足りず、その危険性に鑑みて、練習の方
法、程度が社会的に相当であると是認する
に足りる態様のものでなければならない」
とし、深夜人通りの少ない路上で革製ブー
ツを着用した足で足蹴りし、手拳で数十回
殴打した等について、社会的相当行為に含
まれないとし、有罪判決を下しました。
　事案をみるとドン引きしてしまうような
行為態様ですが、稽古がヒートアップする
のは誰にでもあることですので、一線を超
えた事案、他山の石としてご検討いただけ
れば幸いです。
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（3）プロレスにおける例
　ここで、格闘技の「特徴」に関する興味
深い裁判例をご紹介します（東京地方裁判
所平成 18 年 4 月 28 日判決）。
　原告と被告 A はともに有名プロレス
ラー、被告 B が被告 A のセコンドです
が、原告と被告 A の間では以前訴訟沙汰
になっており、その遺恨を解消する趣旨の
原告・被告 A 間のタッグマッチが組まれ
たのですが、試合後、原告が被告 A を襲
おうとしたところ、これに対抗して被告 B
が原告に対して暴行を行い、怪我を負わせ
てしまったという事案です。
　結論としては、被告 B の行為の一部に
ついて不法行為の成立を認めるという極め
て真っ当な判断が下されています。
　むしろ興味深いのは結論に至る前提事実
で、プロレスラーである原告と、同じく
プロレスラーである被告 A、そのセコンド
である被告 B らは、関係者らと、当該タッ
グマッチの進め方等に関して事前の取り決
めをしていたこと、フォールとなって試合
が終了した後に、原告が被告 A との勝負
を望み、被告 A を襲おうとした、という事
実を認定しています。そして、原告が被告
A を襲おうとした点についても、「通常の
プロレス興行試合でも、事前の打ち合わせ
なく、相手に攻撃を仕掛けるようなことは、
許容されていないと考えられる。特に本件
試合は、訴訟上の和解に基づく試合であっ
て、事前の打ち合わせにない攻撃は、不足
の事態を招くおそれがあり、慎むべきもの
であったと考えられる」と判断しました。
　プロレスファンにとっては身も蓋もない
判示で何とも言い難い裁判例なのですが、
スポーツの特徴を考慮して不法行為の成否
を判断したという点で、参考になるかと思
います。

4．危機管理体制について
（1）主催者やレフェリー等、関係者の責任
　次に、競技者自身ではなく、主催者やレ
フェリー等、関係者の責任について少し考
えておきましょう。

　要は各々の立場や権限に応じて、なすべ
きことをしておく、ということで、たとえ
ば監督や指導者であれば各選手の健康管理
の把握、競技能力の把握をしたうえで練習
内容や程度を組み立てなくてはいけません
し、チームドクターの参加等にも配慮する
べきでしょう。主催者は、提供する試合場
所に瑕疵がないか、等を事前によく確認し
ておく必要があります。
　これも、裁判例を参考にしてみましょう。
（2）柔道部の練習中の事例
　福島地裁郡山支部平成 21 年 3 月 27 日
判決は、柔道部の練習中に、上級生 F が
原告に技をかけて投げる、引きずろうとす
る等の行為を行い、脳内出血という事故が
起きたという事案です。
　判旨は、市の責任を判断するにあたり、
柔道部顧問の J、副顧問の K について、「J
及び K は、①日頃から必ずしも十分に本
件柔道部の練習に立ち会っておらず、部員
の個々の技量に応じた安全対策も講じてお
らず、さらに、8 月に F が本件柔道部の部
長になってから、部長自ら本件柔道部の秩
序を乱す行動を取っていたのにこれに適切
に対処せず、② J は、9 月 12 日、原告が
脳内出血という柔道部の指導者であれば当
然、今後の指導方針について十分に配慮を
払うべき傷害を追ったことを認識したにも
かかわらず、その後、原告らに対し、原告
の病状を確認することは一切せず、原告の
安全に特に配慮を払わないまま、漫然と通
常の練習に復帰させ、更には試合にも出場
させ、③ J 及び K は、本件当日の練習に
もほとんど立ち会わなかった」という点を、
市の極めて重大な過失と認定しています。
　部活、とくに柔道等の怪我が生じやすい
スポーツの顧問、および学校の責任を考え
るのに適した事案だと思います。
（3）ボクシングの事例
　反対に、責任を否定した事案もみてみま
しょう。
　東京地裁平成 15 年 6 月 25 日判決は、
マスボクシング後に硬膜下血腫により死亡
した事件について、トレーナーの過失につ

いて、「ボクシングは、その競技内容、試
合方法等にてらし、ボクシングジムやト
レーナーは、生命にかかわる危険性を認識
したうえで、練習生の体調や体力や技術を
踏まえ、危険のない練習を選択し、危険を
回避するよう指導管理すべき一般的な注意
義務がある」とし、「もっとも、ボクシン
グがパンチを打ちあい、これにより相手を
一時的に抗拒不能にしノックアウトするこ
とを目的とする競技である以上……一般的
な練習方法として取られているマスボクシ
ングやスパーリング等を行わざるを得ず、
個々の練習生の技量や体力に応じてそのよ
うな練習方法を選択することも当然許容さ
れている」「およそ接触しないように指導
管理することは不可能であること、3 分と
いう 1 ラウンドの時間を基本に練習してい
ること、かすったパンチについては当たっ
たか当たらないかも分からない中で当たる
たび練習を止めていたのではマスボクシン
グの練習の目的を達成しないこと、マスボ
クシングにおいては 1 ラウンドに 3 から 6
回程度の寸止めのパンチが相手方に触れる
ことは避けがたいこと」等から、指導管理
上の過失はないと判断しています。
　これは、ボクシングは極めて危険を伴う
スポーツであることを前提に、必要充分な
対応、練習方法の選択をしていたことを理
由に責任を否定したものです。スポーツの
特質を把握したうえで、練習方法等を考え
ることが重要であることを示唆していると
言えるでしょう。

５．最後に
　今回は、裁判例を中心に検討してみまし
た。繰り返しになりますが、スポーツは、
リスクヘッジを整えたうえで、安心して極
限の力を出すものと思います。そのため
に、競技者はもちろん、関係者もルールを
守り、やるべきことをやっておくことが必
要でしょう。
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