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ABSTRACT
A person who is at fault for a wrongful act has to compensate for the damage which he/she has caused. 

However, a person who personally lacks the capacity to appreciate his situation due to a mental disability 
does not take responsibility for compensation. The person who has the legal obligation to supervise a per-
son without capacity to assume liability shall be liable to compensate a third party for any damages in-
flicted. This situation is prescribed in Article 714 of the Japanese Civil Code. Legislation process of Civil 
Code Article 714 was investigated and precedents for it were analyzed.
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１　はじめに
神戸地方裁判所姫路支部において、自宅でほぼ寝
たきり状態の妻を絞殺したとして、介護をしていた
夫が殺人罪に問われた事件について、懲役３年執行
猶予５年の判決が言い渡された。夫は、数十年にわ
たり精神的に不安定な妻の世話をしていたが、妻が
今年の１月に膝の骨を折るなどして寝たきりとなり、
遂に寝室で寝ていた妻の首に電気コードを巻きつけ
殺害に及んだという。裁判所は、先の見えない介護
が続くなか、肉体的、精神的に疲弊して殺害を決意
した心理状態を大きく非難できないとして、執行猶
予付の判決としたようである１。さて、高齢社会に
突入したわが国では同様の報道は、決して珍しい事
件とは言えなくなってきている。家族の介護や扶養
の問題は、多くの国民が抱える根源的な課題の一つ
となっているといえよう。本稿は、統一テーマの「家
族」の問題に関して、家族で介護をしていた認知症
患者が、自宅を抜け出し不法行為を引き起こしてし
まった場合、そこで発生した損害の賠償責任を誰が
負担するべきかという問題を、最近の最高裁判所判
例とともに考察していこうとするものである２。検
討順序として、第１に、家族間の扶養義務関係の問

題を対象とする。民法上、家族の間でいかなる範囲
のものが扶養義務を負担しているのか、という問題
を概観してみる。民法は、扶養し介護している者の
認知症等が進行し、その者が自己の行為の責任を弁
識するに足りる知能を備えていない状態の下で不法
行為をなした場合、その者はその行為についての賠
償の責任を負うことはないと規定するものの（民法
712条）、その者を監督する法定の義務を負う者がい
る場合には、その法定監督義務者（場合によっては、
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者）
が、そこで生じた損害の賠償を負担することとなる
と規定している（71₄条）。そこで、重度の認知症で
ある夫のした不法行為の責任を、妻や長男、長女な
どの（扶養義務を負うであろう家族）が「法定の監
督義務者」としてその賠償責任を負担するのかが問
題となる。つまり、民法71₄条の解釈の問題である。
したがって、第２に、民法71₄条に関する条文の成立
過程の検討、従来の判例・学説の検討、この問題に
関する最新の最高裁判例を分析し、最後に、この問
題に関する若干の問題点を指摘して、「むすび」とし
たい。これらの作業をつうじて、統一テーマである
「家族」を取り巻く諸問題の再考の一助となればと考
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えている。

２　親族間の扶養義務について
（１）　私的扶養と公的扶助
自分の資産と労力で生活することのできない者が
おり、この者に生活資料を与え生存を全うさせるた
めの制度が扶養制度である３。かつては、氏族を中
心とする親族的集団が存在し、その集団の長が、集
団の経済的財産的利益を独占する一方で、その集団
構成員の生活を保障していた４。ここでは、扶養は
親族的集団の自治に依存していた。しかし、かかる
親族的集団の分化、解体とともに、扶養制度は変質
し、夫婦とその間の子を中心とする家族集団及びそ
の他の親族集団との間に於いて一定の扶養義務関係
が法律上（民法上）確認されることとなった（民法
上の私的扶養義務）。他方、国家は国民の最低限度の
生活を保障すべきであるとの福祉国家観に基づく憲
法体制のもと（憲法25条）、各種の社会保険、社会福
祉、公的扶助制度が整備され、運用されている（公
的扶助制度）。ところで、民法上の私的扶養義務と公
的扶助制度（とりわけ生活保護制度）との関係であ
るが、この点に関して、「公的扶助の補充性」の原則
（民法上の扶養義務者がいない場合にのみ、公的扶養
を行うという原則）があると解されている（生活保
護法４条２項）。したがって、親族による扶養は、公
的扶助（生活保護）に優先すべき私的扶助制度とし
て非常に重要なものとされている。（もっとも、現に
生活に困窮している者が生活保護を求めた場合、保
護の実施機関は、その者に扶養能力のある親族がい
るというだけの理由で保護を拒絶することができず、
現実に扶養を受けられない場合にはとりあえず保護
をなし（生活保護法４条３項）、あとから扶養義務者
よりその費用を徴収すべきである（生活保護法77条）
と解されている５。

（２）　私的扶養の当事者
旧民法と民法旧規定に於いては、直系血族、嫡母
庶子、継親子、夫婦の一方と他方の直系血族であっ
てその家にある者、兄弟姉妹のそれぞれの相互間、
及び戸主は家族に対して扶養義務があるとされてい
たが、現行民法においては、当然に扶養義務を負う
のは、配偶者のほか直系血族と兄弟姉妹であり（民
法₈77条１項）、また、特別の事情があるときは、家
庭裁判所は、三親等内の親族にも扶養義務を負わせ
ることができることとなっている（民法₈77条２項）。
現行民法は、戦前の民法旧規定等と比して、嫡母庶

子、継親子それぞれの間の扶養義務、戸主の家族に
対しての扶養義務の規定を削除したが、他方、三親
等内の親族にも扶養義務の発生の可能性を容認して
おり、特別の事情がある場合に限定されるとはいえ、
扶養義務を負担しうる親族の範囲が広すぎるとの批
判もある。

（３） 私的扶養義務の性質と扶養の順位、程度、
方法

通説は、扶養義務には二種類のものがあると解し
ている。まず、親がその未成熟子を扶養し、また、
夫婦が相互に扶養し合うような者の扶養義務で、「生
活保持義務」と呼ばれるものである。もう一つは、
子の親に対する扶養義務、親の成年子に対する扶養
義務、兄弟姉妹間での扶養義務、孫の祖父母に対す
る扶養義務など場合のように、親族が他方の生活困
窮に際して助け合う偶発的な扶養義務で、「生活扶助
義務」とよばれている。中川善之助博士の提唱によ
るもので、博士は、「生活扶助の義務」は、自己の地
位と生活とを犠牲にすることなき程度に他を「扶け
助くる」ものであり、これに反し、「生活保持の義務」
は、最後の一片の肉、一粒の米までをも分け食らう
べき義務であり、他者の生活を「扶け助くる」に非
ずして、これを自らの生活として保持する者である、
と主張された。このような中川博士のいう扶養義務
の分類については明文上の規定を欠くにもかかわら
ず、質的にかかる二種のものが存在することは、通
説となっていると、解されている６。
ところで、扶養義務は、生活困窮者などの扶養権
利者が「要扶養状態」にあり、他方、扶養義務者が
「扶養可能状態」にある場合にのみ、具体的な扶養義
務が発生する。もっとも、民法は、扶養の順位、程
度、方法などの扶養義務の内容に関する明文規定を
置かず、すべて当事者の協議又は家庭裁判所の審判
にゆだねることで、諸事情を考慮した総合的な解決
方法の道を選択実現しようとした（民法₈7₈条、₈79
条）。ただ、先に述べた生活保持義務と生活扶助義務
に対応して、生活困窮者に配偶者がいればまずこれ
が扶養すべきであり、未成熟の子がいればまず親が
これを扶養すべきであり、親の資力ではどうしても
扶養できない場合にのみ他の親族への扶養の請求が
可能となると解されている。なお、扶養の方法は原
則として金銭給付である。食糧や衣類の現物給付、
要扶養者の引き取りもあり得ようが、扶養義務は、
経済的困窮による要扶養者に対する金銭給付をその
本旨とするものであることから、経済的に困窮して
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いない者（認知症が認められたとしても）が、親族
に介護義務を主張することを認めさせる制度ではな
い。

（４）　「家團」論について
このように、扶養関係は、かつての氏族を中心と
する親族的集団により包括的に自治的に行われてい
たものが、個人を基本的な法主体とする近代民法シ
ステムの下で、個人（要保護者）対個人（扶養義務
者）の関係へと置き換えられることとなった。要扶
養状態にある扶養権利者が、扶養義務者に扶養請求
をし、当事者の協議等を経て権利実現がなされてい
くという、法的な権利義務関係（債権債務関係）と
して再構成されたわけである。もっとも、法律関係
を、このように個人対個人の権利義務関係として把
握することに関し異を唱える学説も存在した。大正・
昭和期に著名な民法学者として活躍された末弘厳太
郎博士である。末弘博士は、私たちの日常の社会生
活は、民法の予定した「家」制度により生活単位を
構成するものでもなく、かといって「個人」だけで
すべての生活がなされているものでもなく、そこで
は実定法上は規定がない存在であるものの「家團」
という存在があることを認める。末弘博士は、「民法
上の『家』は多数の場合に於て實際上の家族生活と
合致せず、現在吾々の社會生活は多数の家團生活に
分たれ、家團を中心として一般生活が營まれてゐる
にも拘らず、其實際的家團と『家』とは、事實上多
く合致しない有様である。現在吾々の社會には―法
律上の『家』とは無関係に―夫婦親子等近親相集まっ
て家團を構成し其所に相寄り相助けて家團生活を營
むの事実がある。加之家團は取引関係の單位とし社
會と各種の関係を形成する。今尚生産團體の作用を
營みつつある農家、中小商工業者の家團は勿論、主
として消費団體たるに止まる一般家團もすべて家團
として一般社會と取引して居る。然るに、民法は一
面に於て『家』の制度を認めてゐるにも拘らず、フ
ランス民法其他十九世紀の諸立法及び法律学と同じ
く、すべての法律関係を個人法的関係に還元して考
察規律するの態度をとり、夫婦關係を規定し、親子
關係従って後見の關係を規定するにも拘らず、すべ
ては夫對妻、親對子、後見人對被後見人の對個人的
關係として観察せられ規定されてゐるのみであって、
其所に一種の共同社會的團體生活の成立して居る現
實を無視している。」とされ、「家團が家團として現
実に存在し實際上行動してゐる以上全然其現実を無
視して一般第三者との關係を観察せむとするが如き

は獨り理論上背理であるのみならず、家團と取引す
る一般第三者にとって極めて迷惑である」と主張さ
れている７。末弘博士は、社会的実態としての「家
團」の存在を肯定し、これに対し、民法解釈論的に
可能な限りの法的効果の帰属主体性を肯定されるべ
きであると主張された。しかし、その後の学説にお
いて「家團」論は十分な評価を得ていない。筆者は、
「家團」論を主張する者ではないが、本稿の事案に関
して、法の欠缺している事態が生じている場合もあ
るところでもあることから、「家團」論をもちいての
問題解決は可能か、議論として興味深いと考えてい
る。

３　民法714条の成立史
現行の民法71₄条は、旧民法財産編371条及び372条
に遡ることができる。そこで、旧民法の起草過程を
検討し、そのあと、現行民法の起草制定過程を考察
していくことにより、現行民法71₄条の特色を明確に
していく。

（１）　旧民法のボワソナード草案
旧民法の編纂作業は、ボワソナードを中心として
行われた。ボワソナードは、旧民法財産編371条及び
372条に該当する条文として次のような草案を用意し
ていた。

第八百九十一絛
各人ハ自己ノ所為又ハ懈怠ニ就キ其責ニ任スルノミ
ナラス亦自己ノ權下ニ在ル者ノ所為及ヒ懈怠ニ就キ
幷ニ自己ニ属スル物ニ就テモ以下ノ區別ニ従ヒ其責
ニ任ス

第八百九十二絛
父權ヲ行ウ尊属親ハ其同居ノ幼年者タル卑屬親ノ致
シタル損害ノ責ニ任ス
幼年者ノ致シタル損害ニ就テハ其後見人又婦ノ致シ
タル損害ニ就テハ其夫右同一ノ責メニ任ス但各同居
シタルトキニ限ルベシ
瘋癲者又ハ白痴者ヲ監守スル者ハ其致シタル損害ノ
責ニ任ス
教師、授業者、工場長ハ幼年ナル生徒、受業人、職
工ノ致シタル損害ノ責ニ任ス但其監督スル時間ニ致
シタル損害ニ限ルヘシ
此絛ニ指定シタル者ノ責任ハ其致害ノ所為ヲ防止ス
ルコト能ハサリシコトヲ證スルトキハ止息ス
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１）まず、ボワソナードは、草案第₈91条（旧民法財
産編371条に該当する）に関し、人は「自己ノ所為」
の責任を負うのみでなく、ある場合には「他人ノ所
為」の「責メニ任スベシト云フヲ以テ慣習」として
いるが、その際、他人の行為の責任を負担すること
になるという事実を深く推究してみると「何レノ場
合ニテモ自己ノ所為又ハ自己ノ懈怠ニ付キ責ニ任ス
ルコトトナルヲ容易ニ識ルヲ得ベシ」と述べている８。
したがって、「本絛ノ明言スル所ニシテ次絛ノ定ムル
場合ニ於テハ法律上責ニ任スベシト明言セラレタル
人々ニ必ス懈怠即チ注意監督ノ周到ナラザルコトア
リ是即チ其責任ノ原則ナリ」９とする。ボワソナード
は、本条及び次条を、未成年者等を監督する者の責
任の規定、即ち「他人の所為」による責任の規定と
解しつつ、その責任の根源を監督者自身の過失責任
を基礎とするものと解していた。
２）次に、ボワソナードは、第₈92条（旧民法財産編
372条に該当する）に関し、「甲ノ人ヲシテ乙ノ所為
ノ責ニ任セシムルニハ甲ガ乙ニ對シ権力ヲ有スル場
合ナラザルへカラス」とし、この点に関しフランス
民法（13₈₄条）よりも明確な条文の文言表現とした、
と指摘する10。そして、未成年者等を監督する者が、
いつから「他人ノ有害ノ所為ノ責」に任ずることに
なるかに関して、自分が「其所為ヲ防止シ得へキ時」
すなわち、その人に対し「権力ヲ有スル時ナリ」と
している。しかして、他人の不法行為を防止するた
めに「充分ノ権力ヲ有スル者」は「如何ナル人ナル
ヤヲ」定めるところの本条（第₈92条）を規定したと
する11。
３）そこで、ボアソナードが規定した「他人の行為
の責任」を負担する場合を検討してみよう。ボワソ
ナードは、第₈92条１項で、「父権ヲ行ナウ尊属親」と
いう表現について、人事編での「親ノ権」が規定さ
れていないことから、このような文言となったとす
る。また、責任の要件として、「同居」していること
を必要としたのは「若シ然ラスシテ尊属親ヲシテ別
居ノ卑属親ノ所為ノ責ニ任セシムルハ太タ過酷ナル
ベシ」と指摘している12。ここでは、他人の行為に
よる責任の無限定的な拡大を危惧していることがう
かがわれる。
４）第₈92条２項に関し、ボワソナードは、「幼者」の
過愆の責任を「後見人」が負うことに関し問題ない
規定であると解するも、他方、「婦」の過愆の責任を
「夫」が負うものと規定することに関しては、「夫ハ
婦ニ對シ後見人ノ権力ニ等シキ権力ヲ有セザルノミ
ナラズ夫ハ後見人カ幼者ニ對スルトキト同一ノ逼迫

方法ヲ有セザレバナリ」として、この規定の明確な
立法趣旨の説明に難儀しつつも、「日本ニ於テハ夫タ
ルノ権ハ仏蘭西其他大抵ノ国々ヨリモ一層甚タシク
夫ハ種々ノ原由ニテ婦ヲ離婚スルノ権能ヲ有スサレ
バ此権能ハ尊属親及び後見人ガ其卑属親及ビ幼者ニ
對シ有セサル所ノモノニシテ婦ノ過愆ヲ認許シタル
夫ヲシテ其責ニ任セシムル最大ノ理由タルベシ」13と
する。このように、夫の有する「離婚スルノ権能」
を、「婦」の過愆の責任を「夫」が負担することの根
拠と解している。この立法事実をどう評価するかと
いうことに関し、この規定のこの部分については、
あと（法律取調委員会）で、この「夫の妻に対する
責任」の部分の削除の議論が展開される。
５）さて、本稿のテーマと最も関係する条項として、
本条第３項がある。精神上の障害により責任を弁識
する能力を欠く場合として、瘋癲者と白痴者を挙げ
る。両者の定義やその区別の説明はなされていない。
ただ、本項に関しては、「治療ヲ為シ得ヘキモノ」と
「治療ヲ為シ得可カラサルモノ」との区別を採用して
おり、「治療ヲ為シ得ベキモノハ假ニ之ヲ特別病院ニ
入レ又之ヲ其家族ノ者ニ委託スルコトヲ得ベシ」と
し、「治療ヲナシ得ヘカラザル者ニ至テハ後見人ヲ附
スベキモノトス」としている。したがって、本条第
３項の「瘋癲者、白痴者」を監護するものとしては、
「特別病院」、「家族ノ者」、「後見人」などが予定され
ているものと推測される。これらの監護者が責任を
負担する理由を、ボワソナードは、「此場合ニ於テ同
居ノ条件ヲ要セスト雖モ実際必ス看守人ハ其責ニ任
スベシ何トナレバ此場合ノ責任ハ看守ニ原由スルモ
ノナレバナリ」としている1₄。同居がなくても「瘋
癲者、白痴者」の引き起こした行為の責任を、彼ら
を「看守」する権限を有する「特別病院」「家族の者」
「後見人」が負うことになると解している15。
６）本条第４項で、教師、授業者、工場長の責任が
生じるためには、加害者が「幼者ナルコトヲ要ス」。
これは、これらの者が「加害人ノ父又ハ後見人ノ権
力ヨリ委託ヲ受ケタルモノト看做サルベキニハ加害
者ノ幼者タル条件アルノミナレバナリ」と説明され
ている16。教師、授業者、工場長は、本来の監督義
務者からの委託を受けて監督責任が生じたものであ
る、との説明である。
７）そして、第₈92条の末則の規定は、「甚タ緊要ナ
リ」とする。本条の責任は、不法行為者の「上ニ威
力ヲ有スル両親及ビ他ノ人ノ懈怠アルノ推測ニ基ク」
ものであるが、「此責任ハ完全ナラザルヘシ即反対ノ
證據ヲ提出スルヲ充ササルヲ得ズ」とし、監督義務
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者の「致害の行為の防止をすることが不可能であっ
たこと」の立証があった場合の免責を認めている17。

（２）　法律取調委員会
ボアソナード草案は、旧民法財産編371条、372条
へと展開していくことになるが、上記４）で述べた
ように、「婦」の過愆ノ責任を「夫」が賠償責任を負
うとする第２項の規定に関しては、法律取調委員会
で多くの日本人の委員から反発を受け削除されるこ
ととなった。
本稿の中心課題とは少し離れるものの、当時（明
治20年）の日本人の取調委員が「夫」と「妻」の関
係をどのように考えていたかを知ることができる発
言であることから少し長くなるが引用していく。
１）今村報告委員は、ボワソナードの提案する２項
の「夫ハ其婦ノ加エタル損害ニ付同一ノ責ニ任ス」
との条項の削除を主張する。ボワソナードはその註
釈で「日本ハ夫ノ権力ガ盛ンデ女房ガ気ニイラザル
トキハ何時デモ逐出サシマスカラ何時デモ逐出シサ
ヘスレバ宜シイト云ウ」ことが書いてある。それだ
から日本の民法にこのような諸外国にないような新
発明の規定を入れたというようなことが書いてある
が、未成年者の行為に関し後見人がその損害の負担
を負うということはいいかもしれないが、「妻の不法
行為」につき当然に「夫」が責任を負担する規定に
関しては削除すべきであると主張する。「理論カラ云
フテモ成程女ハ亭主ヲ持テ居ル場合ニ於テハ未成年
ニ似タ取扱ヒヲシテ居ルガ、本統ノ未成年者ト違
ウ、・・・日本デモ實地ハ女モ未成年者デナク立派
ナ女ガ幾ラモアルカラ全ク未成年ニ取扱ウコトハナ
カロウト思フ、全ク未成年者デナイモノヲ畫一ノ法
律ヲ立テ如何ナル場合デモ女房ノ爲シタコトヲ亭主
ガ責ニ任ジナケレバナラヌト云フ法律デアリマスカ
ラ、此法律デハ女ヲ全ク未成年者ニ爲シタノデアル
カラソレハ宜シクナイ、女デモ立派ナモノガアル、
商賣ヲスル者モアルシ、獨立シテ居ル者モアルシ、
亭主ハ場合ニ依テ責ニ任ジナケレバナラヌト云フコ
トハアルカ知レマセンガ、畫一ニシテ如何ナル場合
デモ責任ニ任ジナケレバナラヌト云フコトハナイ。」1₈

当時、立派な女性もおり、およそ一律に婦人の責任
を夫が負担するという特別な規定を日本で導入する
必要はないとする。
２）これに対し、ボアソナード規定を必要とする立
場から、栗塚報告委員は「日本ノ女ハ是レカラ如何
ナルカト云フト矢張リ今日ノ女ト同ジデ、女ニハ三
從ノ敎ヘガアリ即チ『幼ニシテハ父ニ從ヒ嫁シテハ

夫ニ従イ夫死シテハ子ニ從フ』ト云フコトガアリマ
ス、外国ノ法律デハ身分ノ支差ハ三從デナイト云テ
日本デ之ヲ變ヘルニ及ビマセン、夫ハ女房ノ爲シタ
コトノ責ヲ負フハ今日能ク分ツテ居ル、叉刑法ニ夫
ハ民事ノ責ニ任ズルト云フコトガアル、白痴瘋癲未
成年者ハ其者ニ對シテノ民事擔當人ハ誰某ガ任ズト
書イテアル、之ガ理由ニ至テハ不當ナ理窟ヲ「ボア
ソナード」ガ云フノハ忌ムベキコトデアリマスガ、
此法律ハ實際ヲ穿チタルモノト思ヒマス」19として、
ボワソナードの説明の仕方に問題あるものの、法律
論として妻の不法行為責任を夫が重ねて負担するこ
とは問題ないとする。また、栗塚報告委員が明治20
年当時「三従の教え」を当然と解していたことも興
味深い発言である。
３）再び、今村報告委員の削除論を見てみよう。夫
が、妻のした不法行為の責任を負担する如くの「人
ノコトニ付イテ責ニ任ジナケレバナラヌト云フノハ
餘程ノ理由ガナケレバナリマセン、人事編モ佛蘭西
ニ似タモノガ出來ルトスレバ佛蘭西デハ未成年ハ蒙
獄シテモ宜シイ様ニナツテ居リマス、其位ノ權ヲ持
テ居レバ責ニ任ジテモ宜シイガ、夫婦ノ間ハ子供デ
ナイ、夫婦ハ幼者ヲ取扱ウ様ニ牢ヘ打込ムコトハ出
来ナイ、如何ニ人事編デモ女房ヲ逐出サセルコトハ
出來ナイ、幾ラ惡ルイ女房デモ子ガアツタリ親族ガ
アツタリシテ、「ボアソナード」ハ直ニ逐出サレルコ
トガ出來ルト思召知レヌガ、容易ニ逐出スコトハ出
來ナイ、夫ニ責任ヲ負ハセル、土薹ガ毀レテ居ル夫
ノ保護ヲ持テ居ラヌ其毀レテ居ル處ヘ堂々タル民法
ヲ背負イ付ケルノハ宜シクナイ」20とされ、いくら女
房が悪女であっても、簡単に離別することはできな
いのが現実の姿であり、ボアソナードは現実を誤解
しているとする。今村委員の夫婦像は、現代の私た
ちのものと近いものと言えよう。現実に夫の妻に対
する完全な支配性がない以上、妻のした不法行為の
責任を夫が負担するとの条文に反対する。
４）更に、削除説の南部委員は、「成程三從ノ説モ出
シマシタガ、今日裁判上ニ於テ三從ノ教ヘニ從ハナ
ケレバナラヌカラ妻ヲ離別スルト云フコトヲ許ス筈
モナイ、道義上ニ於テハ妻ノ責ヲ夫ガ負フコトニナッ
テ居ルガ、ソレハ道義上ニ任カシテ宜シイ、夫婦ト
シテ居ル者ハ始終婦ヲ監護シテ居ラナケレバナラヌ、
始終抑留シテ置カナケレバナラヌト云フト亭主ハ耐
ヘラレルモノデナイ、或ハ奴僕トカ何トカ云フモノ
デアレバ威權ノ別ノモノダカラ出來マショウガ、幾
ラ妻ヲ奴隷ノ如クスルトハ云へ決シテ奴僕ト同一ニ
ハ出來ナイ、況ンヤ妻ハ未成年者デモナシ、能力ノ
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アルモノデアリマスカラ若シ間違イノアリタルトキ
ハ亭主ガ償ヒヲシナケレバナラヌト云フト亭主ノ心
配モ甚ダシク、亭主ノ負擔ガ大變多クナル、之ヲ要
スルニ箇様ナコトワ風俗ニ任セテ民法ノ干渉セヌ方
ガ宜シイ」21とする。妻の不法行為責任につき、夫も
責任を負担すべきことは徳義上そうすべき要請があ
るかもしれないものの、民法の条文としては不要と
する意見である。
５）賛成派の栗塚報告委員は、再び、「之ハ害ヲ被ツ
タ人ニ訴權ガアルトカ無イトカ云フコトガ定マルノ
デアリマス尾崎サンニ私ノ妻ガ害ヲ被ラセタトキハ
妻ノミニ係ル、其トキニ私ノ妻ノミガ責ガアルトシ
テ、妻ニ資産モナシトスルト、害ヲ被リタル貴君ハ
私ニ係レバ害ヲ償ツテ貰ヘルガ、妻ニ係ツタ爲メニ
其害ヲ償フコトガ出來ナイ、恰モ私ノ奴僕ガ害ヲ貴
君ニ加ヘタルトキ何ゼ私ニ係ルカト云フト、償ウコ
トガ出來ルカラ私ニ係ルノデ御座イマス、成程道義
上夫ガ償ウダロウト云フノハ夫ガスル丈ケデ、害ヲ
被ツタノヲ責メテ行クノハ何處ヘ行クカ妻ニ外行ク
コトハ出來ナイ、若シ之ガアレバ夫ヘ係ツテ行クコ
トガ出來ルノデアリマスカラ大變ナ違ヒデアロウト
思ヒマス」22と述べている。「三従の教え」を説いた栗
塚報告委員であるが、妻の引き起こした不法行為責
任を妻のみが負担するのならば、妻の無資力の場合
被害者救済に欠け、夫の其責めを負担することは、
被害者救済の可能性を拡大するという観点からして、
ボワソナード規定に賛成する。
６）削除派の渡委員は、「然レドモ九十二條ニ揚ゲタ
ル卑屬親ノ尊屬親ニ於ケル被後見人ノ後見人ニ於ケ
ル如キハ全權ヲ持テ居ルカラ隨テ其責ヲ負ハナケレ
バナラヌ、然ルニ妻ガ他人ニ損害ヲ被ラセタノヲ夫
ガ訴ヘルト云フノハ分ラヌ、夫ニ權力ヲ持タセズシ
テ夫ニ責ヲ負ハシムルト云フノハ理ニ於テナキコト
ダカラ、法律ニ揚ゲルコトハ出來ナイ」23という。
７）最後に、松岡委員である。松岡委員は、事実上
ボアソナード賛成派と言えよう。「私ハ刪ル刪ラヌト
云フ論ハ根モ葉モナイ議論ダト思フ、如何トナレバ
何カラ起ツタカト云フト「ボアソナード」ガ女房ヲ
遂出スコトガ出來ルト云フコトガ嫌厭サニ火ノ手ガ
上ツテ仕舞ツタモノト思フ、遂出ス遂出サヌハ書キ
方ガ惡ルイノデ、左様云ヘバ我子ヲ遂出スカト云フ
ニ然ウデナイ、故ニ彼ノ理由ハ此ヘハ取レヌ然ラバ
何故ニ婦ガ箇様ナコトガ出來ルカト云フニ財産上ノ
関係カラ出來ナケレバナリマセン、日本ノ夫婦ノ財
産ハ如何ナツテ行クカ、今迄ハ女房ノ爲シタコトヲ
亭主ガ受ケヌモノハナイ、現今ノ儘ナレバ御互ヒ女

房ガ掛ケタ過誤ハ夫ガ賠償シテ居ルニ違ヒナイ、其
レハ財産ノ関係デ我々ノ女房ハ初メカラ百兩、亭主
モ百兩ト財産契約ヲシタモノナラ決シテソレハ受ケ
ヌガ、我々ノ女房ハ裸體ダ（亭主モ裸體ダガ）然ラ
バ亭主ガ責任ヲ持タナケレバナラヌ、段々是レカラ
先キ日本ノ妻ガ、自分デ財産ヲ持ツ權力ガアル様ニ
ナレバ此事ヲ本條ニ置クベキモノデハナイガ、財産
ハ始終亭主ガ管理シテ女房ト「コンペニー」デ働イ
テ行クモノデナイトナツテ居レバ世界ヘ對シテ愧ル
コトモ何モナイ、有リノ儘デスルヨリ外ニ仕方ガナ
イ、依テ人事編デ夫婦ノ財産ノ定メ次第デ、存廢ノ
起ルベキモノデアルト思フ」2₄妻の財産権の問題につ
いての松岡委員の意見も傾聴に値する指摘であるが、
結局、委員会全体としては削除意見が多数派を占め、
この部分が削除された。それゆえ、ボアソナード草
案第₈92条と旧民法財産編372条はその条文に関して
いえば、ボアソナード草案の「婦ノ致シタル損害ニ
就テハ其夫」責任を負う、との部分がこの法律取調
委員会の段階で削除されたことがわかる。しかし、
それ以外の部分はそのままボアソナード草案が、旧
民法財産編の条文として生かされていくことになる。

（３）　旧民法における注目点
ボアソナード草案第₈92条の文言が、法律取調委員

会の審議の過程で、一部削除されたことは、すでに
確認した。ボワソナードは、当時のフランス民法13₈₄
条に規定されている者に加えて、幼年者の不法行為
についての未成年後見人の責任とともに妻の不法行
為についての夫の責任を新たに日本民法に加えよう
と試みた。しかし、法律取調委員会の議論の過程で、
後者の場合は削除されたわけである。当時の委員会
委員の夫婦関係についての諸見解も興味深いもので
あるが、妻の不法行為についての夫の責任の規定を
設けることに反対する法的根拠として、未成年後見
人は幼年者に対し強力な権限を有していることに対
応して後見人として責任を負担することとなるが、
夫は、妻に対してそこまでの強力な権限を賦与され
ていないことが規定導入の反対説の法的根拠とされ
た。本条の責任の基礎に、権限と責任の対応関係が
必要であると多くの日本人委員が主張していたこと
は注目されよう。もう一つ旧民法の規定で留意しな
ければならないことがある。それは旧民法財産編376
条及び377条の規定の存在である。
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旧民法財産編376条
既脱後見ナルト否トヲ問ハス未成年者ハ其有意又ハ
不注意ニテ加ヘタル不正ノ損害ノ全部又ハ一分ニ付
イテハ刑事上ノ責任ヲ免ルベキトキト雖モ民事上責
任アリト宣言セラルルコトヲ得
其未成年者ハ亦其召使人若クワ屬員又ハ職員又ハ自
己ニ属スル物ノ加ヘタル損害ニ付キ民事上其責任ニ
任セシメラル但後見人ニ對スル求償權アルトキハ之
ヲ行ナウコトヲ妨ケス

旧民法財産編377条
前數絛ニ定メタル場合ニ於テ若シ害トナルベキ所為
ヲナシタル者ガ其所為ニ付キ自身ニ責任アリト看做
サルルコトヲ得ルトキハ裁判所ハ其者ニ對シ主タル
裁判ヲ言渡シ且ツ民事上責任アル人ヨリ犯罪者ニ對
スル求償権アルハ當然ナリ
他人ノ所為ニ付キ民事上責任アル人ハ法律ヲ以テ特
ニ定メタル場合ニアラサレバ犯罪者ニ對シ言渡サル
コトアルベキ罰金ノ責ニ任セス

財産編376条では、未成年者が刑事上その責任が免
責された場合であっても、民事上の責任が負担させ
られる場合があることが明文化されている。したがっ
て、旧民法財産編の不法行為責任に関する制度設計
としては、直接の加害者がたとえ未成年者で刑事免
責されても、民事責任が問われる可能性があること
を認めていた。そうすると、それらの者の監督義務
者の責任は現行民法のような補充的責任ではなかっ
たということである。

（４）　法典調査会議での議論
第七百二十二条
前二絛ノ規定ニ依リ無能力者ニ責任ナキ場合ニ於テ
之ヲ監督スベキ法定ノ義務アル者ハ其無能力者ガ第
三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但監督義務
者ガ其義務ヲ怠ラサリシコトヲ證明シタルトキハ此
限ニ在ラス
監督義務者ニ代ハリテ無能力者ヲ監督スル者モ亦前
項ノ責ニ任ス

旧民法財産編371条及び372条を大幅に修正した条
文である。とりわけ、財産編372条で「威權ノ下ニア
ル」場合が具体的に列挙されていたが「本案ハ責任
者ハ列記シマセヌデ単ニ『法定ノ義務アル者』ト概
括的ニ之ヲ規定シマシタ例ヘバ父権ヲ行フ尊属親ト
カ後見人トカ瘋癲白痴者ヲ看守スル者トカ教師、師

匠トカサウ云ウ監督者ノ義務ト云フモノハ自ラ親族
編ニ規定ガ出テ来マス又其他ノ特別法カラ出テ来マ
スカラ親族編又は他ノ特別法カラ此法定ノ義務アル
者ハ其責任ヲ負ワナケレバナラヌト云フコトヲ一般
ニ此處ニ規定」したと、起草委員の穂積陳重博士は
説明されている25。
そこで、これまで旧民法財産編372条で列記されて
いた、父権を行う尊屬親、後見人、瘋癲白痴者を看
守する者などが、新民法71₄条の「法定ノ義務アル
者」に該当するものであると解された。もっとも、
穂積博士は、「當然ニ斯ウ云ウ責ヲ負ワセルノハ不都
合ト思ヒマス」とも述べられていることから、その
責任を無過失的に解することには反対していたと推
測される。また、「教師師匠及工場長トカソン者ハ法
定義務者カラ託サレマシタ時ニ其義務ヲ負フト云コ
ト」になると解している26。
法典調査会での議論は、本稿との関係でいえばあ
まり明確とは言えない。旧民法と異なり①行為の責
任を弁識することができない者は不法行為責任を負
わない（民法712条、713条）こと、②そのかわり、
責任無能力者の監督義務者等が責任を負担すること
（71₄条）、などがどういう理由で導入されたか、明確
な説明がない。先に述べた如く、旧民法では未成年
者について①を採用していないようであり、新民法
ではそれが大転換し、それゆえ、②の責任が非常に
重要となると解されるところであるが、その責任負
担者の範囲に関しては、旧民法財産編第372条の規定
されている範囲のものたちと大きな変更はないと解
されていたようである。

４　民法714条に関する学説・判例の展開
（１）　問題の所在
民法713条は、「精神上の障害により自己の行為の
責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損
害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」と規
定する（責任無能力者）。そうすると、例えば、重篤
な認知症患者は、合理的な判断力を失っている場合
があることから、その様な状態のもとで、他人の物
を毀損したり、他人を傷つけた場合には、その行為
から生じた損害の賠償責任を負わないこととなる（民
法713条）。しかし、それでは、被害者に生じた損害
の回復は不可能となることから、損害の公平な分担
と社会正義の観点から、かかる責任無能力者を「監
督する法定の義務を負う者」は、その責任無能力者
が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、と規
定されている（民法71₄条１項）。また、監督義務者
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に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責
任を負う（民法71₄条２項）、とされる。そうすると、
例えば重篤な認知症患者の「法定の監督義務者」と
は、誰かが問題となる。先に述べた扶養義務者との
関係も明確でなく、従来からかならずしも十分な議
論がされて来たとは言えない問題である。そこで、
代表的な学説の状況を見てみよう。

１）鳩山説27

鳩山博士は、法定の監督義務者とは、「法律上此ノ
如キ義務ヲ有スル者ニシテ親権者（₈79条）及ビ後見
人（921条、922条）ノ如ク民法上此義務ヲ負フ者ノ
外民法以外ノ法律ニ依リテ此ノ如キ義務ヲ負担スル
者モ亦之ヲ包含ス（例へバ明治33年法律第37号感化
法８条、法律第3₈号精神病者監護法第１条、同年法
律第51号「教育所ニ在ル孤児ノ後見職務ニ関スル法
律」第１条。）」また、代理監督者とは、「法律上當然
監督義務ヲ負ハザルモ監督者トノ契約其他ノ原因（例
事務管理）ニ因リテ無能力者ヲ監督スベキ者ヲ謂フ。
例ヘバ学校長塾監病院長等ノ如シ。」とされている。
本稿で問題となっている成年者の責任無能力者に
対しいかなるものが法定の監督義務者に該当するか
について、鳩山博士は、民法上は親権者と後見人挙
げ、さらに民法以外の法律により法定の義務を負担
する者として、精神病者監護法１条に基づく場合等
をあげる。民法71₄条１項の解釈としては、これが通
説と言えよう。

２）加藤説2₈

法定の監督義務者として、未成年者については、
親権者（民法₈20条）と後見人（民法₈57条）、禁治産
者については、後見人（民法₈5₈条）をあげる。親権
者や後見人のほかにも、児童福祉施設に入院中の児
童で、親権者・後見人のない者については、その長
（児童₄7条）が監督責任を負い、また、精神障害者に
ついては、後見人、配偶者、親権者、扶養義務者の
うちから家庭裁判所の選任した者、市町村長の順序
で保護義務者になるとされ、保護義務者は、精神障
害者が他人に害を及ぼさないように監督しなければ
ならないとされている（精神衛生法20－22条）を挙
げる。基本的には、鳩山博士の枠組みと同じである。
ただ、加藤説は、「事実上の監督者」を加えている点
に特色がある。これは、孤児を引き取って事実上世
話をしている者のように、法定の監督義務者でもな
く契約上の関係もない場合、民法71₄条２項が適用さ
れるかを問題とする。この規定は、法律上ないし契

約上で監督義務を負う者を予定しているが、社会的
にそれと同視しうるような監督義務を負うと解され
る者にも、監督義務者に代わって無能力者を監督す
る者として、民法71₄条２項を適用すべきものと主張
されていた。監督義務者を演繹的に導くのでなく、
監督義務者として無能力者の責任を負担する者とし
ての緊密な支配的関係にある者を監督義務者と認定
していくもので、本稿の問題と関係深いものである29。

３）内田説30

内田博士は、民法Ⅱの教科書の中で、「法定の監督
義務者とは、未成年者の場合には親権者・未成年後
見人など、成年被後見人の場合は成年後見人である
が、精神障害者の場合については「精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律」の定める保護者（同法
20～22条）も含まれる、代理監督者とは、法律また
は法定監督義務者との契約によって、責任無能力者
の監督を委託された者あるいは施設である。託児所・
幼稚園や小学校、精神病院については、個々の職員
（保母、教員、医師）が監督を委託されているのでは
ないから、施設自体を代理監督者とみるべきだろう
（この点は学説が分かれているが、札幌地判平成元年
９月2₈日判時13₄7－₈1は幼稚園に代理監督責任者責
任を認めている）、なお、子供会などのボランティア
活動の指導者も、ここにいう代理監督者となる（福
岡地小倉支判昭和59年２月23日判時1120－₈7）」とさ
れる。全体として、鳩山博士の枠組みと同じである
といえる。

４）このように、71₄条１項のいう「法定の監督義務
者」とは、民法上では、親権者、後見人などをいい、
特別法に基づく法定の監督義務者として、精神障害
者に関する特別法である精神病者監護法（明治33年）
の監護義務を負う者が同時に71₄条１項の法定監護義
務者になると解されてきた31。そして、この精神監
護法は、精神病者の後見人、配偶者、親権を行う父
母などを「監護義務者」としていたが、戦後、精神
衛生法（昭和25年）となり、後見人、配偶者、親権
者、扶養義務者の中から裁判所が「保護義務者」を
定めることとされていた（精神衛生法20条）。更に、
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律（精神
保健福祉法、平成７年）とされ、後見人、保佐人、
配偶者、親権者、家庭裁判所が選任した扶養義務者、
居住地の市町村長が「保護者」とされた。いずれの
法においても、保護者（監督義務者、保護義務者）
は、精神障害者に治療を受けさせる義務（医療保護
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義務）、財産上の利益を保護する義務、精神障害者が
自分自身を傷つけたり他人に害を及ばしたりしない
よう監督する義務（自傷他害防止の監督義務）を有
していた。この義務を通じて、民法71₄条の法定監督
義務が根拠づけられると解されてきたといえよう。
しかし平成11年の精神保健法の改正により、この
保護者の自傷他害防止の監督義務が廃止される。そ
して、平成25年に精神保健福祉法が全面改正され、
保護者制度自体が廃止されたのである。これまでは、
精神障害者の法定監督義務者の根拠を特別法に求め
てきた学説・判例であるが、その形式的な根拠規定
を失ったことにより、実質的な基準により71₄条の法
定の監督義務者の選定が必要となったと言え、学説・
判例ともに新たな段階に入っている状態であるとい
えよう。

（２）　判例の展開
判例１　大審院昭和８年２月2₄日法律新聞3529号12
頁
（事実）Xは温泉からの帰路の途中、夜中にA（精神
病者にして心神喪失中）から後方より襲いかかられ、
負傷した。Xは、Aの母Yに損害賠償（民法71₄号）
を請求した。Yは①精神病者監護法は、公法的規定
であり、精神病者の他人に加えた損害の賠償に関し
てや、監護義務者の私法的義務について何ら規定し
ていないものであるにもかかわらず、原審は同法に
より義務ありとしたことは、法律の適用を誤ってい
ること、②精神病者監護法第一條は「其ノ順位ヲ定
ムルニ付第一後見人第二配偶者第三親権ヲ行フ父叉
ハ母第四戸主第五各號ニ揚ケタル者ニ非サル四親等
内ノ親族中ヨリ親族會ノ選任シタル者ト規定シ上告
人ハ右何レニモ該當セス即上告人ハ薰ノ母ナルモ薰
ハ獨立ノ生計ヲ立ツル成年者ニシテ親權ニ服スルモ
ノニアラス上告人ニシテ親權ヲ行フ母ナリト認定セ
ンカタメニハ獨立ノ生計ヲ立ツルモノニアラサル成
年者ナルコトヲ判示セサルヘカラス叉上告人ハ四親
等内ノ親族會ニ於テ選任セラレタルコトナシ四親等
内ノ親族ニシテ監督義務ノ第一順位者ナリトセンニ
ハ宜シク親族會ニ於テ選任ヲセラレタルコトヲ證據
ニヨリ判示セサルヘカラサルニ拘ラス」原判決これ
らのことに関し言及しておらず理由不備の違法であ
るとして、上告した。
（判旨）（上告棄却）
「民法第七十四條ニ所謂監督義務者トハ責任無能力者
ヲ監督スヘキ法律上ノ義務ヲ負擔スル者ヲ謂ヒ民法
ノ規定ニ依リ此ノ義務ヲ負擔セルト叉民法以外ノ法

律ニ依リ之ノ負擔スルトヲ問ハス而シテ精神病者監
護法第一條ニ依レハ精神病者ニ後見人配偶者ナキト
キハ親權ヲ行フ父叉ハ母之ヲ監督スヘキ義務アル旨
ヲ規定シアリ原判決ニ於テハ本件被害當事上告人カ
成年ニ達セル三村薰ノ唯一ノ家族タル母ナルコト及
薰カ精神病者ニシテ獨立ノ生計ヲ立ツル者ニ非サル
モ禁治産者ニ非ス從テ後見人ナキコトヲ認定シアル
カ故ニ上告人ハ民法第八七十七條ニ依リ薰ニ對シ親
權ヲ行フ母ニシテ從テ精神病者監護法第一條ニ依リ
薰ヲ監督スル義務アル者ト謂ハサルヘカラス各論旨
ハ理由ナシ」

判例２　高知地方裁判所　昭和₄7年10月13日（判決）　
下級民集23巻551頁
（事実）訴外Aは、理由もなく女性を殴打しているの
を訴外Bに制止せられたことに激昂し、訴外Bを石
で乱打し死亡させた。そこで、訴外Bの妻Xは、訴
外A（精神分裂病のため通院加療中）の父親である
Yに対し、逸失利益等の損害の賠償を求めた。
（判旨）（請求認容）「訴外Aの凶行は、心神喪失の間
に行なわれたものであり、その当時、Yは訴外Aを
監督すべき法定の義務者と同一視すべき地位にあっ
たものというべきである」として、Yの義務違反を
「訴外Aは、社会的寛解の状態で通院し、いつまた発
病するかも知れない危険を包蔵し、一旦発病した場
合には、あるいは凶暴な行為に出るおそれがあると
いうことは、病気の性質、従来の発病の経過に照ら
し容易に予測することができ、しかも本件凶行の日
の前日の朝には発病の前兆である不眠を訴え、かつ、
僅か金3，000円しか持たないで出かけたまま帰宅しな
かったのであるから、Yとしては、単に訴外Aを友
人宅に聞き合わせたり、訴外Aの自殺をおそれてそ
の旨警察に連絡をとるに止まらず、当然、発病のお
それがあること、および、その際凶暴になるおそれ
があることにも思慮をめぐらせ、これを前提とする
警察への依頼、自ら捜索に当ることなど、さらに積
極的に出て、無残な結果の発生を未然に防止するこ
とにつとめるべきであったことを認めることができ
る」として、監督義務違反を認定した。
（コメント）訴外Aの父親を、「監督すべき法定の義
務者と同一視すべき地位」にある者とする。判例１
と異なり、戦後、民法旧法定₈77条も削除されている
ことから、父親を「義務者と同一視すべき地位」と
解したものである。民事不法行為での被害者保護の
重視の立場からの解釈である。



― ―34

判例３　福岡地方裁判所　昭和57年３月12日（判決）32　
判タ₄71号、判時1061号₈5頁
（事実）精神障害者Aは、昭和52年７月９日午後１時
頃、精神分裂病のため心神喪失状態に陥り、全裸で
出刃包丁を携え、大声を発しながらX宅に玄関口か
ら侵入し、生後８か月のBの顔面等を滅多切りにし
て、Bを殺害した。Bの両親X１・X２から国、Y１県、
Y２町に対し、精神衛生法２条によって第三者が害を
加えられない措置を講ずべき義務違反を理由とし、
またY２町及びY２町のY３市長に対し、精神衛生法21
条による保護義務者としての義務違反を理由とし、
さらにAの父Y４に対し、監督者としての義務違反を
理由としてそれぞれ損害賠償の請求をなした。
（判旨）Aの父・Y４に対する請求を認容するも、そ
の余のYらに対する請求を棄却した。「Aは、昭和₄7
年４月27日以降精神分裂病のため二回入退院を繰り
返し、初退院後結婚したが、間もなく離婚し、再退
院後就職しながら通院加療を継続し、昭和52年３月
末頃完治しないまま通院加療を打ち切り、失業中の
同年７月９日午前１時頃精神分裂病による心神喪失
状態で本件事故を惹起したのであるが、他方、Y４は
Aの実父であり、右入退院の手続に付き添い、その
退院時医師から服薬管理の指示を受け、Aの離婚後、
Aの再入院及び自己の入院期間を除き、Aと同居し
てその身の廻りの世話をしていたことが認められる。
ところで、本法第20条第２項第４号所定の選任手
続を経て保護義務者とされた者が、民法第71₄条第１
項所定の法定監督義務者に該当することは明らかで
あるところ、責任能力者を事実上世話している者が、
選任手続を経ていない等形式的要件を欠くため法定
の監督義務者に該当しない場合、民法第71₄条の規定
の適用が全面的に排斥されるとすれば、同法第709条
の成否のみを問題とせざるを得ない関係上、誠実に
右選任手続を履践した者が、これを不当に怠った者
よりも過失及び因果関係の存否について重い立証責
任を課されるという不公平が生じることになるから、
正義公平の理念に照らし、社会通念上法定の監督義
務者と同視し得る程度の実質を備え、従って、もし
右選任手続が履践されれば当然本法第20条第２項第
４号の保護義務者として選任されるであろう事実上
の監督者は、民法第71₄条第２項第４号により、責任
無能力者の代理監督者として、同法第１項の法定監
督義務者と同一の責任を負うものと解するのが相当
である。ところが、右認定事実によれば、Y４は、家
庭裁判所による選任審判を経ていないが、その申立
をなしさえすれば、容易に保護義務者に選任された

であろうことは想像に難くなく、その実質にはおい
ては、社会通念上本法の保護観察義務者と同視でき
る程度に達していたことが明らかであるから、責任
無能力者であるAのためには、民法第71₄条第２項に
定める代理監督者に該当するものと解すべきである。」
（コメント）成年の精神障碍者Aと同居している父親
が、民法71₄条第２項に定める代理監督権に該当する
ものと解する判例である。２で問題となった「事実
上の監督者」を、本件では「社会通念上、法定の監
督義務者と同視し得る程度の実質を備え、従って、
もし精神衛生法20条２項４号所定の保護義務者の選
任手続が履践されれば、保護義務者として選任され
るであろう事実上の監督者」であるとした。もっと
も、そこには、精神保健上の保護義務者は、当然民
法71₄条１項の法定監督義務に該当するという判断が
前提とされているわけである。

判例４　最高裁判所　昭和5₈年２月2₄日（判決）33　判
タ₄95号、判時1076号5₈頁
（事実）心神喪失の状況にあった精神障害者Aによっ
て、傷害を負わされたX（主婦）が、Aの両親であ
る同居のY１およびY２に対し、合計639万円余の損害
賠償を請求した。これに対し、Y１、Y２は、㋐Y１は
両眼視力損失で一級の身体障害者（当時76歳）であ
り、Y２は生活を支えるべく日雇仕事に出ていたもの
で、両名ともにAの日常生活まで監督することは事
実上不可能であること、㋑本件は突発的な事件で事
前にこれを予測してAを監護することはできなかっ
たこと、㋒Y１らは少なくとも精神衛生法上精神障碍
者の診察及び必要な保護に任ずべき保健所（同法23
条）と通報義務を負う警察官（同法2₄条）に相談に
行っていたのであって、Aの両親として果たすべき
役割は果たしていた等を主張した。
第一審（神戸地裁尼崎支部）は、Y１らはAと同居

する実父母として事実上の監督者であり、Aを病院
その他の施設に収容する等適切な措置をとることは
可能であったとして、民法第71₄条２項の責任を免れ
ないとした。しかし、二審（大阪高等裁）は、Y１ら
はAの最も身近な扶養義務者であって同人の異常な
行動に配慮していた者であるが、精神障害者の処遇
は未成年者の処遇とは異なる困難が伴うこと、Aは
フォークリフト運転手の経歴を有し37歳の壮年であっ
たのに対し、Y１らは老齢で、一級の身体障害者であ
るか日雇仕事に出ている状況であったこと、Aの行
動にさし迫った危険があったわけではないが、Y１ら
は食事のことでAから乱暴されたりして、娘らと共
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に警察や保健所にAの処置について相談に行ってお
り、精神衛生法上の保護義務者になるべくして、こ
れを避けて選任を免れたものとはいえないことを考
慮すると、Y１・Y２について民法71₄条の法定の監督
義務者及びこれに準ずべき者（事実上の監督者）と
しての責任を問うことはできないと判示して、Xの
請求を棄却した。そこでXが上告した。
（判旨）（上告棄却）「Y１は、右事件当時76歳で視力損
失による一級の身体障害者であり、Y２は、65歳で日
雇をしているところ、Y１らは、Aが成人した後にお
いては同人を監督していたことは未だかつてなかっ
たが、食事のこと等で同人から乱暴されたりして、
本件事件の発生前（昭和53年５月ごろ）に娘らと共
に警察や保健所に相談に行ったりしたもので、Y１ら
が精神衛生法上の保護義務者になるべくしてこれを
避けて選任を免かれたものともいえない、というの
であるところ、右事実の認定は、原判決挙示の証拠
関係に照らして肯認することができる。右事実関係
のもとにおいては、Y１らに対し民法71₄条の法定の
監督義務者叉はこれに準ずべき者として同条所定の
責任を問うことはできないとした原審の判断は、正
当として是認することができ、その過程に所論の違
法はない。」
（コメント）
最高裁判所として、精神障碍者（責任無能力者）
の不法行為に関して、その家族の賠償責任が問題と
された事案である。これまでの下級審の事案と異な
り、両親の責任を否定したことも大きな特色である。
両親の身体的能力、事前の対応、事件の突発性（予
測可能性）、などを総合的に考慮して、監督義務者と
しての責任を負わないものとした。しかし、被害者
救済の観点からは不法行為制度が十分に機能しなく
なる。

判例５　仙台地方裁判所　平成10年11月30日（判決）3₄　
判例時報167₄号
（事実）Aは、Bが代表取締役を務めていたC会社の
従業員であった。Aは、昭和60年同社に入社したが、
平成４年１月に同社を退社した。Aは在勤中、精神
的に不安定で、無断欠勤等があった。平成５年11月、
Aは、C会社を訪れ、Bと面談中Bに殴りかかり、顔
面などを殴打した。その後も、AはC会社に嫌がら
せを続けたが、平成６年８月東北会病院に保護入院
されたものの、通院治療を条件に入院期間２ヶ月で
退院した。しかし、その後再びC会社に対し被害妄
想による嫌がらせを始め、平成８年７月、AはBを

刺殺した。そこで、遺族X１ら（Bの妻と３人の子供）
が、Y（Aの父、精神保健法20条の保護者）に対し、
民法71₄条の法定監督義務に違反する過失があったと
して損害賠償を求めた。

（判旨）（請求認容）「D（Aの兄）が東北会病院に行っ
た後もAはYらを敵視して通院、服薬を拒んでいた
のであるから、遅くとも平成７年７月初めまでの時
点においては、Aは到底正常とは云えない状態にあ
り治療を要することは誰の目にも明らかであったに
もかかわらず、もはやDを初めとする家族だけで対
応することは困難となっていた上、Yらは、C会社か
らもAの異常な言動についての通報を受け、対処を
求められていたのであるから、Yには、最低限Aに
よる自傷他害の具体的な危険を予見して、関係機関
に相談に行くべき義務があったと考えられる。そし
て、Aの状態は、その後も改善しないどころかます
ます悪化していたと認められ、Aが、被害妄想に基
づき、C会社に電話したことを受けてアパートを訪
れたDが、Aが表札を外した事を知った平成７年12
月９日か、遅くとも、Aがアパートの住人に回覧を
回した事を受けてDがアパートを訪れ、Aから、Bか
ら金を貰ってきたのだろう等と言われた平成８年３
月中旬の時点においては、Yには、Aの再入院につ
いて関係機関と折衝して具体的に検討すべき義務が
生じていたということができる。それにもかかわら
ず、YやDは、平成７年６月に東北会病院に行った
後は警察、保健所、病院を始め、いかなる関係機関
にも相談すらしていなかったのであるから、Y及び
Dを始めとするYの監督義務の履行補助者が、Aの監
督義務を尽くしていたとは到底認められない。
もっとも、本件についてみれば、殴打事件に対す
る塩竈警察署の対応が適切なものであったかには疑
問の余地があるし、東北会病院からの退院について
も、少なくともYらから見ていささか唐突の感を免
れないものということができ、このような点から、
Yらが、警察及び医療機関に対して不信感を抱き、苦
労して再入院させたところで、早晩退院させられて、
Aの恨みを買うだけではないかとの無力感につながっ
て対応を鈍らせた側面も完全には否定できない。し
かし、精神障害の有無及び程度が全く分からなかっ
た前回の入院時と異なり、Aは既に一度殴打事件を
起こして措置入院を受け、退院後も投薬治療を継続
する必要があると診断されていた上、Yはその保護
者に選任されていたのであるから、Yが関係機関に
相談しさえすれば、適切な対応が採られた可能性が
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大きいということができる。してみれば、先の点を
もってYらが何らの相談すらしなかったことに正当
事由があったとは到底いうことができず、本件にお
いてYらが監督義務を果たしたとは到底認め難いと
いうべきである。」
（コメント）判旨は、精神障害者の保護者において
も、その監督義務が多くの場合、長期期間であり、
しかも精神的な負担が大きいこと、そして、精神障
害者に対する情報の不足及びこれに起因する精神障
害者への誤った認識や偏見の存在があることを認め
ている。このように、被害者のみならず、加害者側
の監督義務者や家族を取り巻く環境も厳しいものが
あることを指摘しており、従来の判例よりも加害者・
被害者それぞれの側へのより深い分析がなされなが
ら、判旨が導かれている点が注目される。

判例６　福岡高等裁判所　平成1₈年10月19日（判決）35　
判タNo.12₄1　131頁
（事実）A（統合失調症に罹っていた20歳の男性）は、
自宅の飼い犬を殺した上、自宅から20メートルくら
い離れたB方において、飼い犬を殺し、かつ、B（29
歳、主婦）の胸や顔などを包丁やハサミで刺すなど
して殺害した。Bの夫X１、父母X２らが、Aの父Yに
対し、民法71₄条１項の監督義務者の責任又は民法
709条の不法行為に基づき、損害賠償を求めた。
原審は、本件では、Yらは、精神保健福祉上の保

護者ではないため、直ちに法定の監督義務者（民法
71₄条１項）又は代理監督者（同条２項）に当たるも
のでないことに争いはなく、問題は、YらがAの両
親として本件事件当時Aの生活上の面倒を見ていた
こと等をもって、社会通念上又は条理上、上記監督
義務者又は代理監督者に準ずる地位にあるとみて同
条の責任を負うべきかどうかの点にある。そして、
民法71₄条における監督義務の根拠は、家族を統率す
る立場にある監督者が、家族の構成員である精神障
害者等の弱者を保護監督し、その行為に責任を持つ
ことに求められるが、他方で、今日の家族関係の下
での統率者の権限は、かつての家長制度の下で法定
されていた権限とは異なり、限定された事実上の改
正により、同法の「保護者」の義務が過重のものに
なるのを避けるべく、その一般的義務から自傷他害
防止義務が削除された趣旨なども考慮すれば、上記
監督義務者又は代理監督者に準じて法的責任を問う
ためには、①監督者とされる者との関係で家族の統
率者たるべき立場及び続柄であることのほか、②監
督者とされる者が現実に行使し得る権威と勢力を持

ち、保護監督を行える可能性があること、③精神障
害者の病状が他人に害を与える危険性があるもので
あるため、保護監督すべき具体的必要性があり、か
つ、その必要性を認識し得たことが必要であると解
すべきであるとし、Yらは、Aの両親としてAを引き
取ったことで、Aの行動を監督すべき事実上の立場
に立ったといえるのであり、現実にAの行動を制御
し得る者は、Yらをおいてほかにいない状況となっ
たのであるから、Yらは、Aの統率者たる地位にあ
り（上記①）、Aの保護監督について、現実に行使し
得る権威と勢力を持っていた（上記②）ということ
ができる。そして、Yが民法71₄条１項の法定監督者
又は代理監督者に準ずる地位にあるものとしての監
督義務を認めた。そこで、Y控訴する。
（判旨）（控訴棄却・確定）
原判決は相当であり、本件控訴にはいずれにも理
由がないから、これを棄却する。
（コメント）平成11年に精神保健福祉法が改正され、
同法の「保護者」の義務から、自傷他害防止義務が
削除された。そのため、本件一審判旨においても、
加害者Aの親が「直ちに」法定の監督義務者（民法
71₄条１項または２項）に該るものでないことが前提
とされていることが明らかである。そこで、71₄条の
法定監督義務者の地位に該当するか否かの判断基準
が問題となるところ、本件一審判旨は、引用した部
分の基準を明示し、本件高裁判決もこれを引用して
いる点に特色がある。

判例７　名古屋地方裁判所　平成23年２月８日（判
決）36　判例時報2109号　93頁
（事実）平成1₈年２月、訴外Aは、名古屋市内の松坂
屋ストアの100円ショップ内レジ付近で、おつりを取
り忘れた訴外Bを追いかけて背後から声をかけ肩に
手を触れようとしたところ、訴外Bより両肩付近を
押されて、床に突き飛ばされ、腕・足を骨折し、入
院して人口骨置換術を受けた。その後、訴外Aは、
平成21年５月、自宅付近で転倒して頭部を打撲し、
死亡した。訴外Aは、訴外Bを被告として不法行為
に基づく損害賠償を請求する訴訟を提起し、名古屋
地方裁判所は、訴外Bの責任能力を認め、訴外Bに
損害賠償を命じる判決を言い渡したが、名古屋高等
裁判所は、訴外Bが責任能力者であるとして、原判
決を取消し、訴外Aの請求を棄却する判決を言い渡
し、同判決は確定した（平成21年５月）。そこで、訴
外Aの相続人であるXらが、責任無能力者である訴
外Bの同居の実父母であるYらに対して、民法71₄条
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２項の責任があるとして、損害賠償を請求した。
（判旨）（棄却）
「（１）本件において訴外Bは成年後見に付されてお
らず、家庭裁判所による精神保健福祉法上の保護者
選任手続も行われていなかったことから、Yらが、民
法71₄条１項の「責任無能力者を監視する法定の義務
を負う者」に該当しないことに争いはなく、責任無
能力者の生活の面倒を見ている事実上の保護者とし
て、法定の監督義務者に準じて民法71₄条２項の責任
を負うかが問題となる。
民法71₄条の趣旨は、責任能力のない者が不法行為
を行った場合、当該行為者自身は損害賠償責任を負
わないが、公平な損害の分担を図るため、当該責任
無能力者に法定の監督義務者又は代理監督者が存在
する場合には、監督義務があることを考慮して、こ
れらの監督者が監督義務を怠らなかったことを証明
できない限り、当該監督者に責任を負わせるもので
ある。
そして、Yらは、訴外Bと同居して、訴外Bの面倒
を見ていたが、上記の趣旨からすれば、このような
事実上の総監督であったことのみで、直ちに民法71₄
条の重い責任を負わせるのは妥当ではなく、訴外B
の状況が他人に害を与える危険性があること等のた
め、訴外Bを保護監督すべき具体的必要性があった
場合に限り、責任無能力者の監督義務者に準じて、
民法71₄条の責任を負うものと解するのが相当であ
る。
（２）これを本件についてみると、前提事実及び前記
一のとおり、訴外Bは、幼少時より難聴（100デシベ
ル）で、重度の知的障害を伴う自閉症であるところ、
訴外Bは、出生後本件事故当時に至るまで、両親で
あるYらと同居し、Yらが訴外Bの生活の世話をして
いたことが認められ、社会通念上、法定の保護者と
同視しうる程度の立場にあることが認められる。
しかしながら、訴外Bは、パターン化された行動

を一人でとることはでき、一人でバスや電車を乗り
継いで本件作業所に通うことや、一人で買い物をす
ることもできた上、通っていた本件作業所において
も、年に一、二年、対面している際に、職員らを手
でどんと押すことがあったこと、同じく本件作業所
装飾品をプレゼントとして送ったのに翌日それを着
けてこなかった人を手でどんと突いたというエピソー
ドがあるのみで、無関係の第三者に対して粗暴な言
動をとったことなどは一度もなかった。また、訴外
Bは聴力がほとんどないところ、本件事故は、背後
から訴外Aに手をかけられ、反射的に突いたもので、

自分が突いたことによって訴外Aが倒れたというこ
とを理解できなかった可能性が高いことからすると、
粗暴な言動の現れといえる行為ではないことに照ら
せば、訴外Bは、本件事故当時、他人に害を与える
危険性があったとはいえない。
確かに、訴外Bが一人で外出している際に、普段

と異なる状況に遭遇することはありえることである
が、上記の事情からすれば、その場合に訴外Bが第
三者に危害を加える可能性があることを予想するこ
とは困難である。
そうすると、Yらにおいて、外出の際には訴外Bに

付添をする等して、訴外Bを保護監督すべき具体的
必要性があった場合とは認められず、Xらは、Yら
に対し、監督義務者に準じて民法71₄条１条１項又は
２項に基づく損害賠償を請求することはできないと
認められる。」
（コメント）判旨は、訴外Bの両親が訴外Bと同居し、
面倒を見ていた事実上の監督者であったことのみで、
直ちに民法71₄条の重い責任を負わせるのは妥当でな
いとして、しかも、本件では、訴外Bが第三者に危
害を加える可能性があることを予想することが困難
であったとして、両親らが訴外Bの外出の際に付添
をする等して、訴外Bを保護監督すべき具体的な必
要性があった場合とは認められないとして、両親ら
に対する民法71₄条に基づく損害賠償の請求を認めな
いこととした。本件では別の訴訟で、訴外Bの責任
能力が否定されていることから、訴外Aに発生した
損害についての分担者が存在したいこととなる。立
法論的対応が必要であろう。

判例８　最高裁判所　平成2₈年３月１日（判決）37　民
集70巻３号6₈1頁
（事実）在宅介護を受けていた重篤なアルツハイマー
型の認知症病患者A（当時91歳）は、徘徊しJR構内
の線路内に立ち入り、列車と衝突し死亡した。X（JR
東海）は、振替輸送手配のため名鉄に支払った53₄万
円等の損害の賠償を求め、Aの妻、Aの子らに対し
て、Aが責任能力を有していなかった場合には民法
709条または71₄条に基づき、責任能力を有していた
場合には民法709条に基づく損害賠償債務を相続承継
したことによる損害賠償を請求した。第一審は、A
が責任能力を有しなかったと認定したうえ、妻に対
する請求を民法709条により、Aの長男に対する請求
を民法71₄条２項の準用により、全部認容し、それ以
外の子らに対する請求を棄却した（名古屋地方裁判
所　平成25年８月９日、判例時報2202号6₈頁）3₈。そ
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こで、Aの妻Y１、Aの長男Y２が控訴した。第二審は
本件ではAが重度の認知症による精神疾患を有する
者として、精神保健及び精神障害福祉に関する法律
５条の精神障碍者に該当することが明らかであった
者と認められ、同法20条１項、２項２号より、Y１が
Aの配偶者として保護者の地位にあったとし、現に
夫婦が同居して生活している場合には、夫婦として
の協力扶助義務の履行が法的に期待されないとする
特段の事情のない限りは、精神障害者となった配偶
者に対する監督義務を負い、民法71₄条１項の監督義
務者に該当するとし、Y１が監督義務者であると認め、
他方、Y２がAにつき成年後見の申立がされた場合に
は、後見開始決定がされ、成年後見人に選任される
蓋然性が大きかったと推認されるとしたものの、A
の監督義務者であったとはいえないとした。そして、
Y１について本件の事情の下では監督義務上の過失が
なかったとはいえないとし、Y１の同法71₄条１項の
責任を肯定し、さらにY１、Y２の同法709条の責任を
否定し、損害につきXの主張に係る損害額を認めた
上、同法722条２項の過失相殺事由が認められない場
合であっても、損害の公平な分担の精神により、加
害者側・被害者側の諸事情を考慮し、損害額の五割
の賠償責任を認めるのが相当であるとし、第一審判
決中、Y１らに関する部分を変更し、Y１に対する請
求を一部認容し、Y２に対する請求を棄却した（名古
屋高等裁判所、平成26年４月2₄日（判決）39、判例時
報2223号25頁以下参照）。Y１、Xが上告。
（最高裁判所による本件の事実認定は次のような概要
である）

A（大正５年生まれ）と第１審被告Y１（大正11年
生まれ）は、昭和20年に婚姻し、以後同居していた。
両者の間には４人の子がいるが、このうち、長男で
ある第１審被告Y２及びその妻であるBは、昭和57年
にAの自宅（以下「A宅」という。）から横浜市に転
居し、他の子らもいずれも独立している。Aは、平
成10年頃まで不動産仲介業を営んでいた。A宅は、愛
知県a市にあるJRa駅前に位置し、自宅部分と事務所
部分から成り、自宅玄関と事務所出入口を備えてい
た。Aは、平成12年12月頃、食事をした後に「食事
はまだか。」と言い出したり、昼夜の区別がつかなく
なったりした。そこで、第１審被告ら及び第１審被
告Y２の妹であるCは、Aが認知症にり患したと考え
るようになった。Aは、平成1₄年になると、晩酌を
したことを忘れて何度も飲酒したり、寝る前に戸締
まりをしたのに夜中に何度も戸締まりを確認したり
するようになった。第１審被告ら、B及びCは、平成

1₄年３月頃、A宅で顔を合わせた際など折に触れて、
今後のAの介護をどうするかを話し合い、第１審被
告Y１は既に₈0歳であって１人でAの介護をすること
が困難になっているとの共通認識に基づき、介護の
実務に精通しているCの意見を踏まえ、Bが単身で横
浜市からA宅の近隣に転居し、第１審被告Y１による
Aの介護を補助することを決めた。その後、Bは、A
宅に毎日通ってAの介護をするようになり、A宅に
宿泊することもあった。第１審被告Y２は、横浜市に
居住して東京都内で勤務していたが、上記の話合い
の後には１箇月に１、２回程度a市で過ごすように
なり、本件事故の直前の時期には１箇月に３回程度
週末にA宅を訪ねるとともに、BからAの状況につい
て頻繁に報告を受けていた。その後、Aについて介
護保険制度を利用すべきであるとのCの意見を受け
て、Bらは、かかりつけのD医師に意見書を作成し
てもらい、平成1₄年７月、Aの要介護認定の申請を
した。Aは、同年８月、要介護状態区分のうち要介
護１の認定を受け、同年11月、同区分が要介護２に
変更された（要介護状態区分は５段階になっており、
要介護５が最も重度のものである（介護保険法７条
１項、要介護認定等に係る介護認定審査会による審
査及び判定の基準等に関する省令１条１項）。）。Aは、
平成1₄年８月頃の入院を機に認知症の悪化をうかが
わせる症状を示すようになった。Aは、同年10月、国
立療養所中部病院（以下「中部病院」という。）のE
医師の診察を受け、その後、おおむね月１回程度中
部病院に通院するようになった。E医師は、平成15
年３月、Aが平成1₄年10月にはアルツハイマー型認
知症にり患していたと診断した。また、Aは、同月
頃以降、a市内の福祉施設「b」（以下「本件福祉施
設」という。）に通うようになり、当初は週１回の頻
度であったが、本件事故当時は週６回となっていた。
Aが本件福祉施設に行かない日には、Bが朝からAの
就寝までA宅においてAの介護等を行っていた。Aの
就寝後は、第１審被告Y１がAの様子を見守るように
していた。Aは、平成15年頃には、第１審被告Y１を
自分の母親であると認識したり、自分の子の顔も分
からなくなったりするなど人物の見当識障害もみら
れるようになった。Bは、Aに外出しないように説得
しても聞き入れられないため、説得するのをやめて、
Aの外出に付き添うようになった。E医師は、平成16
年２月、Aの認知症については、場所及び人物に関
する見当識障害や記憶障害が認められ、おおむね中
等度から重度に進んでいる旨診断した。中部病院は、
患者の診療について、一定期間の通院後は開業医に
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引き継ぐ方針を採っていたため、Aは、同月頃以降、
再びD医師の診療を受けるようになった。①Aは、平
成17年８月３日早朝、１人で外出して行方不明にな
り、午前５時頃、A宅から徒歩20分程度の距離にあ
るコンビニエンス・ストアの店長からの連絡で発見
された。第１審被告Y１は、平成1₈年１月頃までに、
左右下肢に麻ひ拘縮があり、起き上がり・歩行・立
ち上がりはつかまれば可能であるなどの調査結果に
基づき、要介護１の認定を受けた。②Aは、平成1₈
年12月26日深夜、１人で外出してタクシーに乗車し、
認知症に気付いた運転手によりコンビニエンス・ス
トアで降ろされ、その店長の通報により警察に保護
されて、午前３時頃に帰宅した。Bは、上記①及び
②の出来事の後、家族が気付かないうちにAが外出
した場合に備えて、警察にあらかじめ連絡先等を伝
えておくとともに、Aの氏名やBの携帯電話の電話
番号等を記載した布をAの上着等に縫い付けた。ま
た、第１審被告Y２は、上記①及び②の出来事の後、
自宅玄関付近にセンサー付きチャイムを設置し、A
がその付近を通ると第１審被告Y１の枕元でチャイム
が鳴ることで、第１審被告Y１が就寝中でもAが自宅
玄関に近づいたことを把握することができるように
した。第１審被告ら及びBは、Aが外出できないよ
うに門扉に施錠するなどしたこともあったが、Aが
いらだって門扉を激しく揺するなどして危険であっ
たため、施錠は中止した。他方、事務所出入口につ
いては、夜間は施錠されシャッターが下ろされてい
たが、日中は開放されており、以前から事務所出入
口にセンサー付きチャイムが取り付けられていたも
のの、上記①及び②の出来事の後も、本件事故当日
までその電源は切られたままであった。Aは、トイ
レの場所を把握できずに所構わず排尿してしまうこ
とがあり、Bらに何も告げずに事務所出入口から外
に出て公道を経て自宅玄関前の駐車スペースに入っ
て同所の排水溝に排尿することもしばしばあった。
Aは、平成19年２月、日常生活に支障を来すような
症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常
に介護を必要とする状態で、場所の理解もできない
などの調査結果に基づき、要介護４の認定を受けた。
そこで、第１審被告ら、B及びCは、同月、A宅で顔
を合わせた際など折に触れて、今後のAの介護をど
うするかを話し合い、Aを特別養護老人ホームに入
所させることも検討したが、Cが「特別養護老人ホー
ムに入所させるとAの混乱は更に悪化する。Aは家
族の見守りがあれば自宅で過ごす能力を十分に保持
している。特別養護老人ホームは入居希望者が非常

に多いため入居までに少なくとも２、３年はかかる。」
旨の意見を述べたこともあって、Aを引き続きA宅
で介護することに決めた。Aは、認知症の進行に伴っ
て金銭に興味を示さなくなり、本件事故当時、財布
や金銭を身に付けていなかった。本件事故当時、A
の生活に必要な日常の買物は専ら第１審被告Y１とB
が行い、また、預金管理等のAの財産管理全般は専
ら第１審被告Y１が行っていた。本件事故当時、Bは、
午前７時頃にA宅に行き、Aを起こして着替えと食
事をさせた後、本件福祉施設に通わせ、Aが本件福
祉施設からA宅に戻った後に20分程度Aの話を聞い
た後、Aが居眠りを始めると、Aのいる部屋から離
れて台所で家事をすることを日課としていた。Aは、
居眠りをした後は、Bの声かけによって３日に１回
くらい散歩し、その後、夕食をとり入浴をして就寝
するという生活を送っており、Bは、Aが眠ったこと
を確認してから帰るようにしていた。Aは、本件事
故日である平成19年12月７日の午後４時30分頃、本
件福祉施設の送迎車で帰宅し、その後、事務所部分
の椅子に腰掛け、B及び第１審被告Y１と一緒に過ご
していた。その後、Bが自宅玄関先でAが排尿した
段ボール箱を片付けていたため、Aと第１審被告Y１
が事務所部分に２人きりになっていたところ、Bが
事務所部分に戻った午後５時頃までの間に、第１審
被告Y１がまどろんで目を閉じている隙に、Aは、事
務所部分から１人で外出した。Aは、a駅から列車に
乗り、a駅の北隣の駅であるJRc駅で降り、排尿のた
めホーム先端のフェンス扉を開けてホーム下に下り
た。そして、同日午後５時₄7分頃、C駅構内におい
て本件事故が発生した。
（判旨）（棄却自判）「民法71₄条１項の規定は、責任無
能力者が他人に損害を加えた場合にはその責任無能
力者を監督する法定の義務を負う者が損害賠償責任
を負うべきものとしているところ、このうち精神上
の障害による責任無能力者について監督義務が法定
されていたものとしては、平成11年法律第65号によ
る改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律22条１項により精神障害者に対する自傷他害防止
監督義務が定められていた保護者や、平成11年法律
第1₄9号による改正前の民法₈5₈条１項により禁治産
者に対する療養看護義務が定められていた後見人が
挙げられる。しかし、保護者の精神障害者に対する
自傷他害防止監督義務は、上記平成11年法律第65号
により廃止された（なお、保護者制度そのものが平
成25年法律第₄7号により廃止された。）。また、後見
人の禁治産者に対する療養看護義務は、上記平成11
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年法律第1₄9号による改正後の民法₈5₈条において成
年後見人がその事務を行うに当たっては成年被後見
人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければな
らない旨のいわゆる身上配慮義務に改められた。こ
の身上配慮義務は、成年後見人の権限等に照らすと、
成年後見人が契約等の法律行為を行う際に成年被後
見人の身上について配慮すべきことを求めるもので
あって、成年後見人に対し事実行為として成年被後
見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動
を監督することを求めるものと解することはできな
い。そうすると、平成19年当時において、保護者や
成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義
務者に該当するということはできない。民法752条
は、夫婦の同居、協力及び扶助の義務について規定
しているが、これらは夫婦間において相互に相手方
に対して負う義務であって、第三者との関係で夫婦
の一方に何らかの作為義務を課するものではなく、
しかも、同居の義務についてはその性質上履行を強
制することができないものであり、協力の義務につ
いてはそれ自体抽象的なものである。また、扶助の
義務はこれを相手方の生活を自分自身の生活として
保障する義務であると解したとしても、そのことか
ら直ちに第三者との関係で相手方を監督する義務を
基礎付けることはできない。そうすると、同条の規
定をもって同法71₄条１項にいう責任無能力者を監督
する義務を定めたものということはできず、他に夫
婦の一方が相手方の法定の監督義務者であるとする
実定法上の根拠は見当たらない。
したがって、精神障害者と同居する配偶者である
からといって、その者が民法71₄条１項にいう「責任
無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たる
とすることはできないというべきである。第１審被
告Y１はAの妻であるが（本件事故当時Aの保護者で
もあった（平成25年法律第₄7号による改正前の精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律20条参照）。）、
以上説示したところによれば、第１審被告Y１がAを
「監督する法定の義務を負う者」に当たるとすること
はできないというべきである。また、第１審被告Y２
はAの長男であるが、Aを「監督する法定の義務を
負う者」に当たるとする法令上の根拠はないという
べきである。もっとも、法定の監督義務者に該当し
ない者であっても、責任無能力者との身分関係や日
常生活における接触状況に照らし、第三者に対する
加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者
の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を
超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべ

き特段の事情が認められる場合には、衡平の見地か
ら法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し
民法71₄条に基づく損害賠償責任を問うことができる
とするのが相当であり、このような者については、
法定の監督義務者に準ずべき者として、同条１項が
類推適用されると解すべきである（最高裁昭和56年
（オ）第115₄号同5₈年２月2₄日第一小法廷判決・裁判
集民事13₈号217頁参照）。その上で、ある者が、精神
障害者に関し、このような法定の監督義務者に準ず
べき者に当たるか否かは、その者自身の生活状況や
心身の状況などとともに、精神障害者との親族関係
の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の
程度、精神障害者の財産管理への関与の状況などそ
の者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者の
心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内
容、これらに対応して行われている監護や介護の実
態など諸般の事情を総合考慮して、その者が精神障
害者を現に監督しているかあるいは監督することが
可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対
し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当とい
える客観的状況が認められるか否かという観点から
判断すべきである。これを本件についてみると、A
は、平成12年頃に認知症のり患をうかがわせる症状
を示し、平成1₄年にはアルツハイマー型認知症にり
患していたと診断され、平成16年頃には見当識障害
や記憶障害の症状を示し、平成19年２月には要介護
状態区分のうち要介護４の認定を受けた者である（な
お、本件事故に至るまでにAが１人で外出して数時
間行方不明になったことがあるが、それは平成17年
及び同1₈年に各１回の合計２回だけであった。）。第
１審被告Y１は、長年Aと同居していた妻であり、第
１審被告Y２、B及びCの了解を得てAの介護に当たっ
ていたものの、本件事故当時₈5歳で左右下肢に麻ひ
拘縮があり要介護１の認定を受けており、Aの介護
もBの補助を受けて行っていたというのである。そ
うすると、第１審被告Y１は、Aの第三者に対する加
害行為を防止するためにAを監督することが現実的
に可能な状況にあったということはできず、その監
督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情があっ
たとはいえない。したがって、第１審被告Y１は、精
神障害者であるAの法定の監督義務者に準ずべき者
に当たるということはできない。また、第１審被告
Y２は、Aの長男であり、Aの介護に関する話合いに
加わり、妻BがA宅の近隣に住んでA宅に通いながら
第１審被告Y１によるAの介護を補助していたものの、
第１審被告Y２自身は、横浜市に居住して東京都内で
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勤務していたもので、本件事故まで20年以上もAと
同居しておらず、本件事故直前の時期においても１
箇月に３回程度週末にA宅を訪ねていたにすぎない
というのである。そうすると、第１審被告Y２は、A
の第三者に対する加害行為を防止するためにAを監
督することが可能な状況にあったということはでき
ず、その監督を引き受けていたとみるべき特段の事
情があったとはいえない。したがって、第１審被告
Y２も、精神障害者であるAの法定の監督義務者に準
ずべき者に当たるということはできないとして、Y１・
Y２ともに71₄条１項所定の法定の監督義務者に準ず
べき者に当らない」として、賠償責任を否定した。
（コメント）本件最高裁判決は、①精神障害者と同居
する配偶者であるからといって、その者が民法71₄条
１項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を
負う者」に当たるとすることはできない。②精神障
害者の長男は、長男であるからといって、その者が
民法71₄条１項にいう「責任無能力者を監督する法定
の義務を負う者」に当たるとすることはできない。
③成年後見人であるからといって、直ちにその者が
民法71₄条１項にいう「責任無能力者を監督する法定
の義務を負う者」に当たるとすることはできない、
と判旨し①②③の点を確定した新しい最高裁判決で
ある。さらに「法定の監督義務者に準ずべき者」が
存在することも確認した。「責任無能力者との身分関
係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に
対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無
能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の
監督を超えているなどその監督義務を引き受けたと
みるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の
見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者
に対し民法71₄条に基づく損害賠償責任を問うことが
できるとするのが相当であり、このような者につい
ては、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条
１項が類推適用される」とした。そして、いかなる
ものがこれに該当するかは、「その者自身の生活状況
や心身の状況などとともに、精神障害者との親族関
係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触
の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況など
その者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者
の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・
内容、これらに対応して行われている監護や介護の
実態など諸般の事情を総合考慮して、その者が精神
障害者を現に監督しているかあるいは監督すること
が可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に
対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当と

いえる客観的状況が認められるか否かという観点か
ら判断」されるとする。①②③により、法定の監督
義務者に該当しなくても、さらに「法定の監督義務
者に準ずべき者」であるか否かの検討がなされるわ
けである。成年の精神障害者（責任無能力者）が引
き起こした不法行為について家族の者の賠償責任に
関しては、今後はこの「法定の監護義務者に準ずべ
き者」（民法71₄条１項類推適用）の問題として処理
されることとなる。

５　むすびにかえて
家族の中に認知症患者がおり、その者が不法行為
を起した場合、そこから生じた損害の賠償をだれが
負担するのか。民法は、その認知症患者が、自己の
行為の結果を弁識する能力を有していれば（責任能
力ある場合）、その者が賠償責任を負担するが、自己
の行為の責任を弁識する能力に欠けている場合（責
任能力ない場合、民法713条）その者に賠償責任を負
わせないこととし、かかる社会的弱者を保護してい
る。他方、そのままでは被害者の救済に欠けること
から、その責任無能力者を監督する法定の義務を負
う者に、賠償責任を負担させることとした（71₄条）。
そうすると、家族のうちのだれが、この法定の義務
を負担する者となるかが問題となるわけである。成
年の精神障害者である場合は、その程度により家族
と同居の場合もあるし、別な場所で生活している場
合もある。これまでの通説は、精神障害者の場合に
は、特別法を根拠に法定の義務者の確定基準として
いた。かっての精神衛生法、精神保健法、精神保健
福祉法などである。例えば、精神保健福祉法では、
「保護者」は、後見人、保佐人、配偶者、親権者、家
庭裁判所が選任した扶養義務者、居住地の市町村長
であった。これらのものに該当すれば、法定の監督
義務者と解されたわけである。しかし、多くの判例
の事案は、これらに該当しない場合であった。たと
えば、自分の成人している長男（30歳）が精神障害
者で、他人を死亡させた場合を考えてみる。その長
男が犯行時に責任能力を有しないとされた場合、そ
の長男はすでに成人していることから、両親は親で
はあるが親権者ではない。独身であれば、配偶者は
いない。財産を有していない場合には、後見や保佐
開始の審判を家庭裁判所に申し立てることもなく、
後見人、保佐人もいないこととなる。また、家庭裁
判所の選任手続きを得ていなければ扶養義務者が保
護者とされることはない。そうすると、保健福祉法
上の規定を用いても、法定の監督義務者が不存在と
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なりかねない。そこで、判例では、親が「法定の監
督義務者」に準ずるものとして、その責任が問題と
されてきたわけである。判例８のJR東海の事件の控
訴審判決では、不法行為を引き起こした重篤な認知
症患者の「配偶者」が、保健福祉法と中川善之助博
士のいう夫婦間の生活保持義務関係を根拠に「法定
の監督義務者」と認定したが、最高裁は、かかる判
断を取消し、配偶者と雖も当然には「法定の監督義
務者」とされるものではないことを明らかにし、「法
定の監督義務者に準ずべき者」が問題となることを
明確にした点で画期的な判決と言える。そうすると、
事件ごとに、「法定の監督義務者に準ずべき者」が認
定されていくことになる。しかし、残された問題は
多い。①あらかじめ「法定の監督義務者」が確定で
きないために、被害者は、誰がこの監督義務者に準
ずべき者に該当するかを主張立証していかなくては
ならず、71₄条が中間責任と言われる利点が失われ
る。②JR東海事件のように、最終的に法定の監督義
務者（あるいはそれに準ずるもの）がいなくなると
いう事態が生ずる可能性がある。これは、民法713
条、71₄条の制度設計に問題があるといえ、何らかの
対策が必要である。③この問題に関する判例から明
らかであるが、民法の責任能力のシステムと知的障
害者や精神障害者の保護システム、社会保障システ
ムが互いに連動し共同に運営されるような制度が用
意されていない₄0。それゆえ、学際的な研究が必要
であることが明らかになりつつある。④多くの学者
が指摘するように、立法論として責任無能力者の免
責を制限する制度も必要ではないか₄1。⑤家族と法
の問題を考え直す（例えば「家團」論の再考）。など
多くの課題があることが判明した。これらの問題を
次の研究の課題とし、むすびにかえたい。

――――――――――
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２ 『中央公論』平成2₈年10月号が特集を組んでおり、
多くの国民にとっても関心の高いテーマである。
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編　『比較家族法研究』商事法務（2012）での論考
及び参考文献参照。

５ 民法（８）親族（第４判）有斐閣、310頁（西原道
夫））。

６ 我妻栄『親族法』₄03頁　有斐閣　中川善之助「親
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会　昭和62年。
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21 前掲註1₈　173頁。
22 前掲註1₈　173頁。
23 前掲註1₈　17₄頁。
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26 前掲註25　335頁。
27 鳩山秀夫、『債権各論』900頁、岩波書店、大正11
年。

2₈ 加藤一郎、『不法行為（増補版）』161頁、有斐閣、
昭和₄9年。

29 前掲註2₈　162頁。
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会、2011年。
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号56頁、田口文夫・専修法学論集10₄号155頁。

36 奥野久雄・中京大学法科大学院・CHUKYO 
LAWYER16号37頁。
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法学教室₄29号50頁、廣峰正子・金融・商事判例
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７号59頁、青野博之・新・判例解説Watch（法学
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例（日本評論社）９号10₈頁。

₄0 水野紀子「精神障害者の家族の監督責任」『刑事
法・医事法の新たな展開（下巻）』2₄9頁以下、信
山社、平成26年、菅富美枝『イギリス成年後見制
度にみる自律支援の法理』ミネルヴァ書房（2010）。

₄1 樫見由紀子「不法行為における責任無能力者制度
について」『日本民法学の新たな時代』717頁以下　
有斐閣（2015）、青野博之「受け皿としてのドイツ
民法八二三条」駒沢大学法学部研究紀要　第₄1号、
59頁（昭和5₈年）、飯塚和之「精神障碍者の加害行
為に対する監督義務者の責任に関する一考察」『現
代財産権論の課題』₄1頁　敬文堂（19₈₈）。


