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1．はじめに
テニスは２人集えば気軽に楽しめるスポ

ーツ・レジャーです。読者の皆さんの多く

も、学校での体育の授業やクラブ活動、大

学や社会人のサークル等でテニスの経験が

あることと思います。テニスクラブやテニ

ススクールは勿論のこと、最近では河川敷

や区営・市営のコートあるいは休日開放の

学校のコート等で安価にテニスを楽しむこ

ともできるようになりました。

春を迎えてこれからテニスに絶好のシー

ズンが訪れますが、楽しいテニスでありな

がら、思わぬ事故でケガをすることもあり

ます。テニスにおける事故を防ぐためには、

どういった点に注意したらよいでしょう

か。本稿では、過去のテニス事故に関する

判例等を概観しながら、テニスにおける事

故防止を検討していきたいと思います。

2．ボールが当たる事故
（1）ボールが当たる危険

テニスは、テニスコート内で互いにボー

ルをラケットで打ち合うスポーツですか

ら、当然のことながらテニスコート内やテ

ニスコート付近にはボールが当たる危険が

内在しています。しかもテニスボール、と

くに硬式テニスボールはかなり固いですか

ら、上級者や男性の打った強いボールが頭

部や顔面に当たれば打撲しますし、目に当

たった場合には視力低下や失明のおそれも

あります。

自分がプレーヤーとしてコート内でプレ

ーしている際には、しっかりと目でボール

の行方を逐一追っていますから、不意打ち

的にボールが当たることはまずないでしょ

うが、他方で、ボール拾いをしているとき

やコートサイドのベンチで休んでいるとき

等、自分がプレーしていない場合には不意

打ち的にボールが当たる危険が高くなりま

す。

自分がプレーしていないときであって

も、コート内でプレーがなされている場合

には、コート内やコート付近にいる人はボ

ールの行方に注意を払っておく必要があり

ます。

（2）判例

テニスボールが顔面に当たってケガをし

た事故の判例としては、以下のような判例

があります。

（一）テニススクールにおける事故。主婦

で初心者の受講生がレッスン受講中に、コ

ーチの指示の下、他の受講生が打つ順番の

際にコート内でボール拾いをしていたとこ

ろ、他の受講生の打ったボールが当該受講

生の右眼に当たり、右網膜震盪症等の傷害

を負った事案。

初心者のボール拾い時の危険性に配慮し

なかったとして、テニススクールを経営す

る会社に使用者責任（不法行為責任）が認

められた（横浜地裁Ｓ58・８・24判決、

判タ510号137頁）。

＊各判決の具体的事案や事実認定、過失の

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。以下も同じ。

（二）同じくテニススクールにおける事故。

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の事故。自分の順

番が終わった受講生が、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、試合形式練習をしていた他

の受講生の打ったボレーショットの方向が

逸れて、当該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。

上級クラスにおいては、受講生自らが危

険を回避すべきであるとして、指導コーチ

もボレーミスした受講生もいずれについて

も過失がないとされた（横浜地裁Ｈ10・

２・25判決、判タ992号147頁）。

（三）市立高校単位制課程の生徒である62

歳の主婦が、同校の体育授業中にテニスの

試合練習をしていた際、コートチェンジで

うつ向き加減で小走りに移動していたとこ

ろ、隣のコートで別の生徒が打ったボール

が同女の左眼付近に当たり、左眼球打撲・

左外傷性後部硝子体剥離の傷害を負った事

案。

指導教諭は打球に注意するよう指導して

おり、生徒も自己の判断で危険を回避でき

たとして、指導教諭の過失はないとされた

（大阪高裁Ｈ10・７・30判決、判時1690

号71頁）。
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（四）市の主催するテニス教室での指導中

に、受講生の打ち返したボールが、インス

トラクターの目に当たって、同インストラ

クターが負傷した事案。

インストラクターがボールを避けること

は容易であったこと、一般的な練習方法で

あったことなどを理由に、主催者である市

の安全配慮義務違反はないとされた（東京

高裁Ｈ11・６・30判決、判タ1028号207

頁）。

3．気象状況に伴う事故
（1）熱中症・光化学スモッグ・雷

テニスは運動量の多いハードなスポーツ

ですし、基本的に屋外で行われるスポーツ

ですから、天候、気温、湿度、風の強弱と

いったその日の気象状況によっては、大変

過酷な条件下でなされる場合があります。

温暖化現象の進んだ最近では、真夏のテ

ニスコートは35℃を超える場合も多いで

すから、熱中症（熱射病、日射病、熱ケイ

レン、熱失神、熱疲労等）には十分な注意

が必要です。熱中症とは、暑さのために身

体の水分や熱のバランスが崩れ、正常な機

能が損なわれることによって生じる病態で

す。とくに高温、多湿、無風のときは、汗

をかいても蒸発しにくいため、熱中症に注

意が必要です。予防策としては、日差しの

強い時間帯の練習をできるだけ避けるこ

と、通気性のよいテニスウェアや帽子・濡

らしたバンダナを身につけるなどして体温

調整に配慮すること、そして、こまめに十

分な水分補給や休憩をとることが肝要で

す。万が一、熱中症を発症した場合には直

ちに練習を中止して、涼しいところでの安

静やアイスパック等による冷却等の応急措

置を執り、必要があれば医療機関に搬送し

なければなりません。

同様に夏場には、都市部では光化学スモ

ッグによって、目への刺激やのどの痛み、

重傷の場合には、めまいや頭痛、意識障害

等を引き起こす光化学スモッグ障害を発症

することがあります。光化学スモッグ注意

報や警報が発令された場合には、プレーを

止めるようにしましょう。

真夏の炎天下では、日焼けも侮ってはい

けません。強い直射日光の下で長時間テニ

スをすると、サンバーン（皮膚が赤く炎症

を起こす症状、日光皮膚炎）になり、皮膚

が熱を持ち、水泡ができたり、痛みが生じ

ます。日焼けしやすい場所（鼻、頬、肩等）

を中心に日焼け止めをこまめに塗って、日

焼けを防止しましょう。

また、多くのラケットはカーボン（炭素

繊維）製ですから、ラケットには通電性が

あります。したがって、雷が鳴っているコ

ート上で、サービスやスマッシュなどでラ

ケットを振り上げますと、避雷針と同様の

状態となり、ラケットに落雷することがあ

ります。ラケットに落雷しますと、ラケッ

トは黒こげになり、プレーヤーは最悪の場

合死に至ることもあります（昭和62年８

月15日東京読売新聞朝刊23頁）。

雷が発生した場合には、即時プレーを止

めるようにしましょう。

（2）判例

気象状況に伴う事故としては、テニスの

例ではありませんが、ラグビーや野球の練

習中に熱中症を発症した事故と、サッカー

の試合中に落雷で負傷した事故の判例があ

ります。

（一）中学ラグビー部の夏期早朝練習中、

１年生部員が熱中症に罹患して死亡した事

故につき、顧問教諭に安全配慮義務違反を

認めた件（神戸地裁Ｈ15・６・30判決、

判タ1208号121頁）。

（二）中学野球部の夏期練習中、１年生部

員が熱中症に起因する心不全により死亡し

た事故につき、指導教諭の過失を認めて町

及び県に損害賠償責任を認めた事例（徳島

地裁Ｈ５・６・25判決、判時1492号128

頁）。

（三）高校生が課外クラブ活動のサッカー

の試合中に落雷で負傷した事故につき、引

率者兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が

迫っていることを予見すべき注意義務違反

及び安全な場所への退避措置を執るといっ

た結果回避義務の違反があったとして教諭

の過失を認めて、教諭の使用者である学校

の責任を認めた事例（高松高裁Ｈ20・

９・17判決、判タ1280号72頁）。

4．隣接グラウンドからの
飛来物による事故
（1）隣接グラウンドにおける競技

学校のグラウンドや区営・市営のコート

では、テニスコートに隣接して、野球やサ

ッカー、陸上競技など、他の競技のグラウ

ンドが設置されている場合が多くありま

す。この場合、隣接グラウンドにおける競

技が球技であったり、投擲競技であった場

合には、テニスコート内やその周囲に不意

打ち的に飛来物が落下してくる可能性があ

ります。野球やサッカーであればボールで

すし、陸上の投擲競技が行われている場合

には砲丸、円盤、やり、といった危険物が

落下してくる可能性があります。

隣接グラウンドで球技や投擲競技がなさ

れている場合には、練習時間帯をずらした

り、十分に安全な距離を確保することが第

一ですが、これらが難しい場合には、常に

他の競技の練習状況への配慮を怠らないよ

うにする他には防止策はありません。

（2）判例

隣接グラウンドからの飛来物による事故

としては、投擲競技の砲丸投げの砲丸が落

下した事故があります。

（一）公立高校テニス部の１年生部員がク

ラブ活動中にボール拾いをしていたとこ

ろ、テニスコートに隣接する砂場に転がっ

たボールを拾おうと近づいた途端、隣で砲

丸投げの練習をしていた他の生徒の投げた

砲丸が右側頭部に命中し、右側頭部陥没骨

折の傷害を負った事故。テニスコートと砂

場の間に玉止めの設備を欠くことは運動場

の設備・管理に瑕疵があったとして、公立
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り、雷が鳴っているときは、即時プレーを

止めるようにしましょう。

テニスコートでは、自分のプレイ中はも

ちろんのこと、ボール拾い中や休憩中等で

他人がプレイ中の際にもボールの行方には

注意するようにしましょう。

その他、審判台や整地ローラーは危険が

内在していますから、正しい使用方法で使

用し、子どもらは近づけないようにしまし

ょう。

少しの注意を払うことで、安全にテニス

が楽しめます。マナーを守って、テニスを

楽しみたいものです。

高校設置者の大阪府の責任が認められた

（大阪地裁Ｓ52・９・13判決、判例集未

登載）。

5．施設（審判台、ベンチ、整地
ローラー）や用具等による事故
（1）審判台や整地ローラーの危険性

テニスコートには審判台やベンチがほと

んどの場合に設置されています。また、ク

レー（土）のコートでは、手動式あるいは

運転式の整地ローラーを用いてコート整備

を行います。審判台はある程度の高さと重

さがありますし、整地ローラーは大変重た

いローラーからなっていますから、権限の

ある者などが使用方法を守って正しく使用

しなければなりません。子どもや素人がふ

ざけて、用法外の使用を行うことは絶対に

避けて下さい。

用具による事故としては、ラケットによ

る事故が考えられます。素振りを行う際に

は、周囲に人が居ないことを必ず確認しま

しょう。また、テニスは紳士淑女のスポー

ツですからコートマナーを守って、ミスシ

ョットをしても、ラケットを叩きつけたり

してはいけません。

（2）判例

施設や用具による事故としては、審判台、

ベンチ、整地ローラーによる事故の判例が

あります。

（一）５歳10カ月の幼稚園児が、町営中学

校のテニスコートの審判台で遊んでいて、

座席の後部から降りようとしたところ、審

判台が後方に倒れて同園児が下敷きとな

り、後頭部を地面に強打し脳挫傷で死亡し

た事故。第一審・第二審では設置管理者た

る町の責任が認められたが、最高裁では幼

稚園児の行動は通常予測し得ないものであ

ったとして、町の責任が否定された（最高

裁Ｈ５・３・30判決、判時1500・161

頁）。

（二）公営団地内のテニスコートにて、コ

ート脇のベンチの日除けに両手をかけてぶ

ら下がる等の準備運動をしていたところ、

日除けの骨組みの鉄製パイプが一部腐食し

ていたために折損し、同人が転倒して下敷

きとなって負傷した事故。日除けとして通

常有すべき安全性を有していたとして、設

置管理者の営造物責任は否定された（東京

地裁Ｓ58・２・24判決、判タ492号91

頁）。

（三）公立中学校テニス部の１年生部員が、

放課後の練習準備のため、他の部員２名と

ともに、重さ620㎏の手動式整地ローラー

を駆け足で勢いをつけながら牽引してコー

ト整備をしていた際、コートの一部にあっ

た窪みに足をとられてうつぶせに転倒して

しまったが、牽引していた整地ローラーは

止まらずに、転倒した同部員を惰性で礫過

し、同部員は頭蓋底骨折により死亡した事

故。顧問教諭は整地ローラーの適切な使用

方法をテニス部員全員に周知徹底させる注

意義務を怠ったとして顧問教師の責任を認

め、駆け足した生徒に３割の過失相殺をし

た（静岡地裁沼津支部Ｓ6２・10・28判

決、判タ671号187頁）。

6．リスク回避・軽減策
楽しいレジャーであるテニスですが、事

故やケガが起こってしまっては台なしで

す。事故やケガが起きないよう、十分な注

意を払いましょう。

まず、どんなスポーツにも言えることで

すが、運動の前には、しっかり準備運動や

ストレッチをしましょう。過労時や二日酔

い時には、思わぬ事故が発生することがあ

りますから、運動は控えましょう。

夏場のテニスであれば、熱中症に十分に

注意し、日差しの強い時間帯はできるだけ

避けるようにし、通気性のよいテニスウェ

アや帽子・濡らしたバンダナを身につける

などして体温調整に配慮するとともに、こ

まめに十分な水分補給を行い、かつ休憩を

とりましょう。日焼け止めも忘れずに。光

化学スモッグ注意報や警報が発令された
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