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学校事故と安全配慮義務
－安全配慮義務の構造に関する準備的考察― 高橋 眞

１ はじめに

最高裁昭和 50 年 2 月 25 日判決（民集 29 巻 2 号 143 頁）以来、判例上定着した安全配慮義務
は、公務員関係を含む雇用・労働関係と並んで、在学関係についても裁判例上問題とされている。
しかし、在学関係における事故・事件の場合、下級審においてはこれを適用した裁判例が見られ
るが、最高裁の段階では、公表された判決に関する限り、これまでは国賠法 1条や民法 715条の
使用者費任によって判断されており、安全配慮義務の適用を認めたものはまだ見当たらない。し
かし、そのことは、安全配慮義務は雇用・労働関係に適用範囲が限られるべきものであって、在
学関係においては問題となりえないことを示すものかどうか。
課外活動としてのサッカーの試合において、高校生が落雷によって負傷した事件に関する最高

裁 平成 18年 3月 13日判決（判時 1929号 41頁）は、学校に「債務不履行責任又は不法行為責
任があるということはできない」とした原判決に対して、担当教諭の「生徒を保護すべき注意義
務」を認めた上で、事故回避の可能性等についてさらに審理すべく、原審に差し戻したものであ
る。最高裁は、適用規範について明言していないが、後述するように、原審段階の判断をも併せ
見るならば、この事例においては在学契約の一方当事者である学校の負う安全配慮義務と、現場
の教諭の負う具体的な注意義務との次元の違いを見出すことができる。そして、それはさらに在
学関係に限らず、安全配慮義務の構造、履行補助者の過失の問題、また帰責事由の証明責任の問
題を検討するためにも有益な示唆を与えるものではないかと考える。
本稿は、平成 18 年判決を出発点として、使用者等の負う安全配慮義務の構造と、その中で現

場の被用者の負う注意義務の意味、さらに安全配慮義務違反とその帰責事由との関係を明らかに
するために、検討すべき課題の素描を示すことを目的とする。

２ 最高裁平成 18年 3月 13日判決の内容

課外活動としてのサッカーの試合において、高校生が落雷によって負傷した事件に関する最高
裁平成 18年 3月 13日判決（判時 1929号 41頁）は、学校に「債務履行責任又は不法行為責任が
あるということはできない」とした原判決に対して、担当教諭の「生徒を保護すべき注意義務」
を認めた上で、事故回避の可能性等についてさらに審理すべく、原審に差し戻したもの。最高裁
は、この事例においては在学契約の一方当事者である学校の負う安全配慮義務と、現場の教諭の
負う具体的な注意義務との次元の違いを指摘。さらに在学関係に限らず、安全配慮義務の構造、
履行補助者の過失の問題、また帰責事由の証明責任の問題を提示している。

［事件の概要］
Ｙ高校のサッカー部に所属していたＸが、試合中に落雷に遇い、重大な後遺症が残った。
事実関係は、最高裁判決のまとめたところによれば次の通りである（見出し番号省略）。

(1) Ｙ高校の第 1試合が開始された平成 8年 8月 13日午後 1時 50分ころには、本件連動広場の
上空には雷雲が現れ、小雨が降り始め、時々遠雷が聞こえるような状態であった。上記試合が終
了した同日午後 2 時 55 分ころからは、上空に暗雲が立ち込めて暗くなり、ラインの確認が困難
なほどの豪雨が降り続いた。同日午後 3 時 15 分ころには、大阪管区気象台から雷注意報が発令
されたが、本件大会の関係者らは、このことを知らなかった。同日午後 4 時 30 分の直前ころに
は、雨がやみ、上空の大部分は明るくなりつつあったが、本件運動広場の南西方向の上空には黒
く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃された。雷鳴は大き
な音ではなく、遠くの空で発生したものと考えられる程度ではあった。
〔引率者兼監督である〕Ａ教諭は、稲光の 4、5 秒後に雷の音が聞こえる状況になれば雷が近く
なっているものの、それ以上間隔が空いているときには落雷の可能性はほとんどないと認識して
いたため、同日午後 4 時 30 分の直前ころには落雷事故発生の可能性があるとは考えていなかっ
た」が、試合を開始したところ、午後 4時 35分頃、Ｘに落雷があり、Ｘはその場に倒れた。
(2) ＸらはＹに対して損害賠償を請求したが、1 審・原審はＹの責任を否定し、Ｘの請求を棄却
した。Ｙの責任についての原判決（高松高判平成 16・10・29判時 1913号 66頁）
「Ｙ（教師はその履行補助者）は、在学契約上の付随義務として、在学生徒であるＸに対する
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安全配慮義務を負うことはいうまでもなく（……）、それは課外活動であるクラブ活動において
も同様であると解される。」「特に、クラブ活動が屋外で行われるスポーツ競技の場合において、
その内容等からみて必然的に危険が内在していることから、その指導にあたる教員は、生徒の能
力を勘案して発生する可能性のある危険を予見し、これを回避すべき適切な防止措置等をとらな
ければならず、これを怠った場合には、履行補助者として安全配慮を尽くさなかったものとして、
Ｙは、債務不履行責任を負うと同時に、民法 715条の使用者責任としての不法行為責任を負うも
のといわなければならない。」
「Ｙに本件落雷事故の危険性についての予見可能性あるいは予見義務違反があったかどうかにつ
いて検討する」と述べ、気象に関する一般向けの文献を複数引用して、「自然科学的な見地から
いえば」本件事故前の状況においては「落雷の危険性の予兆（兆候）があるものとして、サッカ
ー競技を直ちに中止して、安全空間に避難すべきであったということになる」が、「雷注意報の
発令や遠雷は、それ自体は具体的な落雷被害の発生を当然に意味するものではなく、社会通念上
も、雷注意報が発令されたり、遠くで雷が聞こえたりしていることから直ちに一切の社会的な活
動を中止あるいは中断すべきことが当然に要請されているとまではいえないから、Ｙに安全配慮
義務違反があったというためには、自然科学的な見地から落雷被害についての結果回避可能性が
あったというだけでは足りず、その前提として、……具体的な事実関係の下において、Ａ教諭に
落雷被害についての予見可能性のあったことや平均的なスポーツ指導者としての予見義務違反が
あったことが必要である」とした。
この点は、Ｙの安全配慮義務違反の有無は、Ｙにおいて落雷事故予防に関する知見を有するこ

とが相当と認められるか否かによって判断すべきものであるというＸらの主張を斥け、Ａ教諭が
平均的なスポーツ指導者として具有すべき一般的知見の取得を怠ったか否かによって判断すべき
であるとしたものである。
その上で原判決は「平成 9年 12月に発行された「詳解サッカーのルールと審判法 1999年版）」

においては、主審の任務について、『台風や大雪、強風などで、サッカーのプレーができないよ
うなコンディションのときにまでゲームを強行すべきではない。』としつつも、「雷雨などで回
復が見込まれるときは、1 時中断してしばらく様子を見るのがよいだろう。」とされるにとどま
り、落雷の危険性を想定した事柄には何ら触れられていないこと、…雷被害は、雷注意報の発生
件数と比較して、相対的に死傷事故の発生件数が少ないことが認められ、こうした状況からする
と、スポーツ指導者の間においても、落雷被害に対する危険性の認識はそれほど強いものではな
かったことが認められる。」
落雷事故に関する文献等による知見（上空の雲が消え、雷鳴が聞こえなくなっても最低 20 分

間は退避が必要）を一般人の行動基準とすることは適切でなく、「むしろ、雨がやみ、空が明る
くなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであったと考え
られ、平均的なスポーツ指導者においても、この認識を超えて上記知見を具有すべきであったと
認めることはできない」として、落雷事故発生の具体的危険性を認識することが可能であったと
は認められないと判示した。
さらに原判決は、法人たるＹについて、Ａ教諭を引率者兼監督として選任したこと、及び「Ａ

教諭に気象条件による危険発生原因と対策についての学習、研究をさせなかった安全配慮義務違
反がある」というＸの主張に対し、Ａ教諭は長年のサッカーの競技経験、監督経験を有し、「天
候、特に雷についての専門的知識は有していなかったとはいえ、野外スポーツの危険性について
の一般的な知識も有していたものであるから、Ｂ校長がＡ教諭を引率者として人選したことやＡ
教諭に天候（雷）についての教育を受けさせなかったことが直ちにＹの安全配慮義務違反である
とはいえない」とした。雷の危険に関する自然科学的な知見の存在を認めながら、教諭に対して
それについての教育を受けさせなかったことが安全配慮義務違反にあたらないとする点に注目さ
れる。
(3) これに対して最高裁は、以下のように述べて原判決を破棄、原審に差し戻した。
「教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては、生徒は担当教諭の指導監
督に従って行動するのであるから、担当教諭は、できる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性
を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り、クラブ活
動中の生徒を保護すべき注意義務を負うものというべきで前記事実関係によれば、落雷による死
傷事故は、平成 5年から平成 7年までに全国で毎年 5〜 2件発生し、毎年 3〜 6人が死亡してお
り、また、落雷事故を予防するための注意に関しては、平成 8年までに、本件各記載等の文献
上の記載が多く存在していたというのである。そして、更に前記事実関係によれば、Ｙ高校の第 2
試合の開始直前ころには、本件運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷
鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていたというのである。そうすると、上記雷鳴
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が大きな音ではなかったとしても、同校サッカー部の引率者兼監督であったＡ教諭としては、上
記時点ころまでには落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であっ
たというべきであり、また、予見すべき注意義務を怠ったものというべきである。このことは、
たとえ平均的なスポーツ指導者において、落雷事故発生の危険性の認識が薄く、雨がやみ、空が
明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱するとの認識が一般的なもので
あったとしても左右されるものではない。
なぜなら、上記のような認識は、平成 8年までに多く存在していた落雷事故を予防するための

注意に関する本件各記載等の内容と相いれないものであり、当時の科学的知見に反するものであ
って、その指導監督に従って行動する生徒を保護すべきクラブ活動の担当教諭の注意義務を免れ
させる事情とはなり得ないからである。」

３ 平成 18年判決に対する学説の評価と問題の所在

(1) 平成 18 年判決については、いくつかの評釈・解説があるが、それらの文献においては、正
課及び課外活動におけるスポーツの場面での以下のような最高裁判決が引用されている。

①最高裁昭和 58年 2月 18日判決（民集 37巻 1号 101頁）。公立中学校の課外活動の際に、ト
ランポリンの使用をめぐってバレーボール部員と部外の生徒とが喧嘩となり、後者が失明に
至った事件である。原審が、バレーボール顧問教諭は体育館内で生徒を指導・監督すべきで
あったのに、立ち会っていなかったことをもって過失ありとしたのに対し、最高裁は「顧問
の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務
のあることを否定することはできない。しかしながら、課外のクラブ活動が本来生徒の自主
性を尊重すべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見
することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭と
しては、個々の活動に常時立会い、監視指導すべき義務までを負うものではない」と述べた
上、「本件事故の過失責任について、更に審理を尽くさせる必要がある」として、原審に差
し戻した。

②最高裁昭和 58年 7月 8日判決（判時 1089号 44頁）。県立高校のラグビー部顧問兼監督教諭
が、他校の部員に社会人チームとの練習試合をさせたところ、参加した部員が競技中タック
ルされて死亡した事件である。
県の責任を肯定した原判決に対し、最高裁は、ラグビーは「格闘技ともいうべき激しいス

ポーツであって、競技中相手方と接触、衝突して負傷、死亡するという事故が発生する危険
がないということはできないから、高校のクラブ活動として行われるラグビー部の指導者と
しては、高校生チームを成年男子チームと対戦させるにあたっては、相手方チームの技能、
体力を考慮するほか、高校生の技能、体力、体調等にも注意し、両チームの技能、体力等に
格段の差があるようなときは、その対戦をとりやめるなどして、両チームの技能、体力等の
差に起因する不慮の事故が起ることのないようにすべき注意義務があることはいうまでもな
いが、」原審は「高校生を同チーム相手の練習試合に参加させることによって死亡事故等が
発生することを予測させるまでの技能、体力の較差があったかどうか等について何ら審理し
ないまま」たやすく顧問 教諭の注意義務違反を認定しているとして、この点を審理すべく、
原審に差し戻した。

③最高裁昭和 62年 2月 6日判決（判時 1232号 100頁）。公立中学校の体育の授業において、
プールにおいて飛び込みの練習中に、生徒がプールの底に頭部を激突させ、頚椎骨折、頚髄
損傷により四肢麻痺等の障害を受けた事件である。市の責任を認めたものであるが、最高裁
は「助走して飛び込む方法、ことに助走してスタート台にあがってから行う方法は、踏み切
りに際してのタイミングの取り方及び踏み切る位置の設定が難しく、踏み切る角度を誤った
場合には、極端に高く上がって身体の平衡を失い、空中での身体の制御が不可能となり、水
中深く進入しやすくなるのであって、このことは、飛び込みの指導にあたるＡ教諭にとって
十分予見しうるところであったというのであるから……原判示のような措置、配慮をすべき
であったのに、それをしなかった点において、Ａ教諭には注意義務違反があったといわなけ
ればならない」と述べた。

④最高裁平成 2年 3月 23日判決（判時 1345号 73頁）。高等専門学校の学校行事に参加した山
岳部の春山合宿に参加した生徒が、表層雪崩に巻き込まれて死亡した事件。最高裁は、引
率したＡ助教授及びＢ講師に注意義務違反があったとした原審の判断を正当としたものであ
る。原審においては、食料・燃料が十分存し、また構成員の健康・士気も十分であったこと
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から、悪天候のもとでは山小屋に停滞して天候の回復を待つべきであるという鉄則を守らず
に下山し、また下山に際して雪崩を誘発する山腹トラバースを行うことによって、雪山の基
本的なセオリーに反した点に注意義務違反が認められた。

⑤最高裁平成 9年 9月 4日判決（判時 1619号 60頁）。公立中学校の柔道部における回し乱取
り練習中に、1 年生の初心者である部員Ｘが、柔道初段の 2 年生Ａから大外刈りの技をかけ
られて負傷した事件である。最高裁は、事実関係から「Ｘは、本件事故当時、既に、回し乱
取り練習に通常必要とされる受け身を習得していた」と認めた上で、「Ｘの受け身の習得度
合いに加えて、Ｘの乱取り練習及び回し乱取り練習の経験の程度、Ｘが既に回し乱取り練習
においてＡの練習相手をして特に危険が生じていなかったこと等、前記の事実にかんがみる
と、ＸとＡとの間に大きな技能格差が存在することを考慮しても、指導に当たったＢ教諭に
おいて、本件事故当時、Ｘが、回し乱取り練習でＡの相手をするのに必要な受け身を習得し、
これを確実に行う技能を有していたと判断したことに、安全面の配慮に欠けるところがあっ
たとすることはできない」と述べて、市の責任を否定した。

(2) これらの最高裁判決は、いずれも国家賠償法1条を適用したものであり、公務員の「過失」
の有無が問題となった事例である。平成 18 年判決は私立学校の事例であるため、国家賠償法の
問題ではないが、教員の現場での注意義務が問題となる点では、これらの判決との比較が有益で
ある。
平成 18 年判決の場合、原判決が「平均的なスポーツ指導者」を基準として、落雷事故発生の

具体的危険性を認識することが可能であったとは認められないとしたのに対し、最高裁は、全国
で毎年落雷事故が発生しているという事実、また多くの文献が落雷事故防止のための注意につい
て記載していたことから、落雷事故発生の具体的な危険を予見することが可能であったと判断し
たものである。この違いをどのように評価するかについて、本判決に対する評釈・解説の間で見
解が分かれている。
一方では、これまでの判例との関係で、最高裁の判断に疑問を示す見解がある。円谷教授は、

過失は予見可能性＋結果回避義務違反という構造と解されているが、「結果回避義務違反を重視
するのではなく、予見義務という構成に基づいて予見可能性の有無に焦点をあわせるならば、過
失責任は、むしろ無過失責任に近いものにさえなる。本判決の立場は、ボランティアとしてクラ
ブ活動に従事する者に相当に厳しいものである。……本判決は、従来の判例法からは突出した判
決だと言わざるを得などと述べる。また奥野教授は、①②⑤判決を引用した上で、これらの判決
と本件原判決が「通常の技能、知識、経験等を有する平均的なスポーツ指導者の注意義務を措定
している」のに対し、本判決は「平均的なスポーツ指導者のそれでは足らず、当時の科学的知見
に基づき、より一層高度なものを措定しているものといえよう。このことによって、本判決は、
スポーツ指導者の注意義務を、相当の注意を尽くしたとしても防止しえない、天災もしくは自然
現象にも及ぼしうるものと広く解して、本件担当教諭に落雷事故発生の危険を予見すべき注意義
務の怠りを認めているのであろう」と述べ、本判決が、落雷事故の回避可能性について審理すべ
く原審に差し戻したことに注目し、天災・自然現象が無過失責任における不可抗力として免責事
由になることに触れて、「本判決は、過失責任原則の下において、不可抗力が問題にされうる事
例を提供したことにその意義を見出しうる」
これに対して伊藤教授は、本判決が平均的なスポーツ指導者の認識ではなく、当時の科学的知

見を基準とすべきであるとしたことにつき、「かつて課外クラブ活動中に熱中症に罹患して死亡
した事故で、当初は、担当教諭には熱中症に対応するための科学的知見がなかったことなどを理
由として安全配慮義務懈怠を否定していた事案がみられた。しかし、今日では、担当教諭は、生
徒が異状な行動をした時点において、熱中症を予防するため異状がないか否かに注意し、水分塩
分の補給を図り、更に意識喪失等の障害がみられた場合には、直ちに医療機関へ搬送すべき義務
がある（東京高判平成 6・10・26、判例時報 1555 号 57 頁）とするのが一般的であることからす
ると妥当なものといえる」とする(5)。また上條教授は、④判決を引用して「最高裁が引率教諭
に求める安全配慮義務の水準は相当に高いものというべきであり、また、最高裁は天災のような
比較的予見が難しい事故であっても、簡単には予見可能性を否定しないという立場を採ってきた
ものと考えられる。……〔本件では〕多くの文献上の記載と原審の『社会通念」（……）との間
に乖離が見られることから、引率教諭の予見義務違反を否定した原審の判断には無理があったと
いわさるを得ないと述べる(6)。
(3) 右のような、「平均的なスポーツ指導者の認識」に基づく注意義務の水準と「当時の科学的
知見」注意義務の水準との関係をどう考えるか。これに関連して、評釈・解説においては、本判
決の射程の問題が論じられている。たとえば金丸准教授は「このような高度の予見可能性に基づ
く注意義務の設定が、全てのスポーツ指導者に適用されるのかどうかについては否定的に理解す
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べきである。本判決が、『生徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのであるから、担当教諭
は、できる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し」なければならないと述べ
ているように、教諭が生徒を指導監督し、原則として生徒もこれに従うという特殊な関係が前提
とされた、学校教育の一環として行なわれるクラブ活動のスポーツ指導者としての地位に鑑みて、
高度の予見義務を課したものと考えられる」とした上で「本判決のような高度の予見可能性に基
礎づけられた安全配慮義務が成立するのは、在学契約に基づき生徒が教諭の指導・監督下にある
場合に限定されるべきである」と述べる(7)。
この評価の趣旨は理解できるが、問題は「平均的なスポーツ指導者の認識」によれば落雷事故

の危険について予見を求めることが困難な状態のもとで、「生徒は担当教諭の指導監督に従って
行動する」関係にある場合に、どのようにして「当時の科学的知見」に基づく注意を要求するこ
とができるかということである。(1)で挙げた①〜⑤の判決は、いずれも現場の教師の判断の適
否が問題となり、いずれもその種目に関する「平均的なスポーツ指導者の認識」と求められる注
意の水準との間に乖離のない事例であった。④の山岳事故の場合は天候・自然現象が係わってい
るが、問題とされたのは、それを前提とした雪山登山のセオリーへの違反であるから、他の事例
と異なるところはない。ところが平成 18 年判決の事例は、監督教諭がサッカー競技に内在する
危険については十分な能力を有していたが、気象の危険性に関する知見を有しなかった場合であ
る。生徒を指導監督し、生徒がこれに従う関係であるということは、個々の教諭が気象について
の知見を有すべきことの直接の根拠になるかどうか。②に見た、本判決は事実上の無過失責任を
認めたものではないかという見解は、この点の疑問を基礎とするものであろう。
(4) ①〜⑤の判決のように、国家賠償法1条の問題とするときは、当該公務員自身の過失が焦
点となる。しかし安全配慮義務（また規定の構造上は民法 715条も）の問題とするときは、使用
者（学校）の義務と被用者（教諭）の義務との区別が問題となりうる。この点につき、金丸准教
授は「学校事故の事例についてみると、学校として安全配慮義務を負う場合と、特定の教諭の責
任が追及される(8)場合とでは問題状況が異なる。前者の場合、在学する生徒・児童の生命・身
体の安全を確保するための施設・設備の設置管理責任または特定の局面に対処する教諭の選任・
監督に対する責任であるが、特定の教諭が負うのは、生徒・児童の行動に対する直接の指導・監
督の義務となる」と述べる(9)。
本件においても、原判決は、一般論として「Ｙ（教師はその履行補助者）は、在学契約上の付

随義務として、在学生徒であるＸに対する安全配慮義務を負う」ところ、指導にあたる教員が危
険を予見し、これを回避すべき適切な防止措置等を怠った場合には「履行補助者として安全配慮
を尽くさなかったものとして、Ｙは、債務不履行責任を負うと同時に、民法715条の使用者責任
としての不法行為責任を負うものといわなければならない」と述べて、法人の安全配慮義務と、
その履行補助者たる教員の具体的な義務とを区別している。そして原審は否定したものの、Ｘの
「Ａ教諭に気象条件による危険発生原因と対策についての学習、研究をさせなかった安全配慮義
務違反がある」旨の主張は、被用者の知見が十分でない場合における使用者自身の義務を指摘し
たものとして重要な意味を持つ。４以下においては、使用者自身の安全配慮義務と、被用者の具
体的な注意義務との関係に焦点を当て、安全配慮義務の構造について検討する。

４ 使用者(学校)の安全配慮義務と被用者(教員)の注意義務―その区別と両者の関連

(1) 使用者の安全配慮義務と被用者の注意義務との区別に触れた最高裁判決として、まず最高
裁平成 4 年 10 月 6 日判決（判時 1454 号 87 頁）が挙げられる。これは、Ｙ大学の新入応援団員
が「気合入れ」の名の下に暴行を受けて死亡した事件である。原判決は、「応援団活動は、Ｙの
教育活動そのものであるとはいえないが、Ｙの管理する学園におけるクラブ・サークル活動とし
て少なくともＹから容認されていたといいうるから、前記のとおりのＹの管理の権限及び義務に
伴い、これに参加している学生の活動に関してもＹの安全配慮義務が及ぶということができる。」
大学生のクラブ・サークル活動については原則として大学当局が容喙すべきものではないが、本
件のように「違法な暴力行為が恒常的に行われ、大学当局がそれを承知している場合に、当局が
これに関与し、是正のために前記のような措置を執ることは、学生の主体性、自主性を無視した
ことにならず、教育者が行使すべき当然の権限であり、義務である」と述べて、損害賠償請求を
認容した。

これに対して最高裁は、「右事実関係の下においては、Ｙの被用者である前記執行部会議、教
授会等の構成員たる職員は、原判示の具体的な作為義務〔応援団に対し、暴力行為を止めるよう
強く要請、指導し、応援団がこれに従わない場合には、部室として使用されている建物の明渡し
を求め、あるいは練習のための学内施設の使用を禁止し、応援団幹部に対する懲罰処分（停学、
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退学など）を行うなどの具体的措置を採る義務〕を負うに至ったものであり、かつ、このような
措置を採ることはＹの事業の範囲に属するものと解されるから、Ｙには民法 715条 1項に基づく
責任があるというべきである。Ｙの責任を肯定した原判決の判示中には、学校法人自身の在学契
約上の義務と当該学校法人の被用者の不法行為法上の注意義務を混同しているかのような部分が
あって、その説示において必ずしも適切でない憾みがあるが、以上の趣旨をいうものとしてこれ
を是認することができる」と述べてＹの上告を棄却した。
この事例において、大学から黙認されていたクラブ・サークル活動については、学生の生活指

導に係わるものとして、問題がある場合にこれに対処することは民法 715条の「事業」の範囲に
含まれる。しかしクラブ・サークル活動自体は自主的な活動であるため、大学の提供する施設・
設備等の安全性については安全配慮義務を論ずる余地があるが、その内容については大学側のな
すべき教育活動とはいえず、その指導に伴う安全配慮義務を認めることはできないものとすると
思われる。
(2) もっとも、日常語の用法からすれば、学生の安全に係わることは（最高裁も民法 715 条の
「事業」の範囲に含まれるとしている通り）大学側の「配慮」すべきことであって、このような
危険に対しても安全配慮義務を認めるべきではないかという疑問も生ずる。(1)で見た最高裁判
決が「学校法人自身の在学契約上の義務と当該学校法人の不法行為法上の注意義務」を区別して
いるのは、何を意味するか。その際、学校法人の安全配慮義務の成立範囲が限定されるのは何故
か。そこで、学校事故の事例ではないが、最高裁昭和 58 年 5 月 27 日判決（民集 37 巻 4 号 477
頁）による使用者の安全配慮義務と被用者の注意義務との区別を見ることとする。
これは、陸上自衛隊の会計隊長Ａが、将来操縦手の資格を取得させようとしていたＢに教育準

備及び運転助手を勤めさせる目的で自動車への同乗を命じて自ら運転したが、Ａの過失によって
事故を引き起こし、Ｂを死亡させた事件である。原審は、Ａの運転上の過失につき、「安全配慮
義務は、国が公務遂行に関する人的、物的諸条件を支配管理する権限を有することに由来する義
務であり、管理権の発動として実行されるものであるから、国の安全配慮義務の履行補助者が公
務の執行としての自動車の運行に関して負っている注意義務は、自動車運転者が右のような管理
権とは無関係に道路交通法その他の法令に基いて運転上負っている注意義務とは、その性質、法
的根拠及び内容を異にするのであって、その者に運転者としての過失があったことから、直ちに
国の安全配慮義務の面でも履行補助者として義務違反があったと結論づけ得ない」と述べ、最高
裁も、国が公務員に対して負う安全配慮義務は「国が公務遂行に当たって支配管理する人的及び
物的環境から生じうべき危険の防止について信義則上負担するものであるから、国は、自衛隊員
を自衛隊車両に公務の遂行として乗車させる場合には、右自衛隊員に対する安全配慮義務として、
車両の整備を十全ならしめて車両自体から生ずべき危険を防止し、車両の運転者としてその任に
適する技能を有する者を選任し、かつ、当該車両を運転する上で特に必要な安全上の注意を与え
て車両の運行から生ずる危険を防止すべき義務を負うが、運転者において道路交通法その他の法
令に基づいて当然に負うべきものとされる通常の注意義務は、右安全配慮義務の内容に含まれる
ものではな」いと述べた。
右の最高裁判決からは、安全配慮義務は、使用者が労務の人的・物的環境の管理行為をなすに

あたって、そこから生ずる危険を防止することに向けられたものであり、使用者の管理のもとに
おいて、現場で被用者がなすべき注意はこれに含まれないという理解が窺われる。もっとも、見
張りや機械設備の整備のように、その仕事の内容自体が安全の確保に向けられている場合には、
それに従事する末端の被用者は直ちに使用者の安全配慮義務の履行補助者ということができ、使
用者から「支配管理権限」を与えられているか否かは問題ではない。この場合は、右被用者は使
用者自身の負担する安全配慮義務を履行するものであり、その注意は使用者自身のなすべき注意
である。したがって、使用者自身の義務と、現場の被用者の注意義務との間に乖離はない。
しかし、使用者自身の安全配慮義務は、このような仕事を含めて人的・物的環境の管理行為に

伴うものであり、それ故にその環境のもとで労務に従事する被用者の具体的な注意義務とは区別
されることになる。したがって、機械を操作する同僚被用者の過失によって被用者が負傷した場
合、民法 715条の使用者責任を問うことはできるが、その同僚被用者を履行補助者として、使用
者の安全配慮義務違反を根拠づけることはできない(11)。
(3) このように、判例においては、使用者の安全配慮義務と被用者の注意義務とが区別される。
(2)の末尾に示したような同僚被用者の過失による負傷の場合については後に検討するが（5(4)）、
しかし平成 18年判決の落雷事故の事例において、原判決の指摘したように、（少なくとも高校の
段階では）課外活動の監督をなす教員は学校の負う安全配慮義務の履行補助者として捉えること
ができよう。(1)で見た平成 4 年の最高裁判決の言う「学校法人自身の在学契約上の義務」は、
教育活動を安全に行うことを含むものと考えられ、その監督をする教員は、右義務の履行を委ね
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られたものと考えられるからである。
その場合、学校の負う安全配慮義務の内容は何か。昭和 58 年判決の事例では「車両の整備を

十全ならしめて車両自体から生ずべき危険を防止し、車両の運転者としてその任に適する技能を
有する者を選任し、かつ、当該車両を運転する上で特に必要な安全上の注意を与えて車両の運行
から生ずる危険を防止す」ることであった。これを一般化して述べるならば、管理する物的設備
の安全を確保し、また適切な人の選任・配置と安全上の注意を与えること（人的環境の盤備）を
通じて、「危険を防止」することである。平成 18年判決について考えるならば、落雷の危険につ
いて「平均的なスポーツ指導者の認識」が不十分であるという一般的な状況に鑑み、学校や競技
団体が講習など適切な方法によって「人的環境」を盤える義務を、安全配慮義務の内容として認
めることが可能ではないか。すなわち、学校事故が安全配慮義務の適用領域に含まれないのでは
なく、これまでの裁判例では、現場の教員の具体的な判断の適否が国家賠償法 1条や民法 715条
の適用にあたって問題とされることが多かったため、学校自身の安全配慮義務が問題とならなか
ったことを意味するのではないかとも考えられる(12)。
(4) 学校自身の安全配慮義務が認められるとした場合、現場の教員の注意義務との関係はどう
か。使用者（学校）の安全配慮義務と被用者（教員）の注意義務を区別した上で、次にその関係
を検討する必要がある。そのためには、安全配慮義務とは何であるか、また被用者の具体的な注
意義務違反はいかなる意味を有するかという、安全配慮義務の構造論を把握する必要がある。こ
れについては 5 で検討するが、その前に、安全配慮義務の構造論を検討するために平成 18 年の
落雷事故判決が示唆するものを簡単にまとめておく。
平成 18年判決の評釈・解説では、「一般的なスポーツ指導者」の水準を満たす現場の教員にお

いて、気象についての知識は必ずしも十分ではないところ、気象の知識を有して適切な行動をと
ることが、学校の責任を根拠づけるために、「あるべき注意」として要求されるべきことは承認
されるとしても、現実の行為規範として個々の教員にこれを要求することには実際上の困難があ
るという点に、見解の分かれる理由があるものと考えられる。しかし、気象に関する一般向きの
文献においては、雷についての注意が書かれていたのであるから、これについての講習を使用者
（学校）や競技団体が行うことを期待することができ、それは「人的環境」の整備として安全配
慮義務の一内容であるということができる。この要素を併せ考えたとき、使用者（学校）自身の
安全配慮義務と、現場の教員の注意義務とはどのような関係にあるか。

現場の教員が気象の変化に適切に対応できなかった場合、（現在の運用のもとでの）民法 715
条や国家賠償法 1条のように不法行為構成をすると、教貝自身の過失が独立に問題となり、右に
述べた「あるべき注意」の水準と実際の水準とが乖離して、「あるべき注意」の水準によって教
員自身の過失を論ずることに疑問も生ずることになる。しかし、そのために現場の教員が気象の
変化に適切に対応できなかったという事実は、気象に関する講習等がなされていない場合には、
使用者自身の安全配慮義務違反ないし使用者自身の過失を徴憑する事実として捉えることができ
ないか。また、講習等がなされていた場合には、現場の教員の不注意は、使用者の安全配慮義務
違反につき、履行補助者の過失にあたることになろう。
すなわち、使用者自身の安全配慮義務と、現場の教員の注意義務とは区別されなければならな

い。しかし、区別された上で、使用者自身の過失、履行補助者としての教員の注意義務違反は、
ともに使用者の安全配慮義務違反の帰責事由として位置づけられる。一般に、不法行為における
過失は義務違反として捉えられると言われるが、そのことは債務不履行である安全配慮義務違反
＝過失であることを意味するものではない。平成 18 年の落雷事故判決は、現場の教員の「ある
べき注意」の水準を責任の根拠としたことに対する違和感（さらに、それは学校行事の場合とボ
ランティアの場合とで同じと考えて良いかという疑問）を通じて、複数の人が組織的に活動する
場合における安全配慮義務の構造を検討する必要があることを示唆しているものと考える。5 で
は、その検討課題を示すこととする。

５ 安全配慮義務の構造論の課題

(1) 安全配慮義務の債務としての性格前掲最高裁昭和 50 年 2 月 25 日判決によれば、安全配慮
義務の定義は「国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務
員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を
危険から保護するように配慮すべき義務」であり、安全配慮義務を負う理由につき「公務員が前
記の義務〔職務に専念する義務等〕を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対して
安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であるからである」と説明される。
この説明から、安全配慮義務は、公務員（被用者）が自己の義務を安んじて履行するために、
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現実に履行されるべき債務であることが導き出される。これは、裁判による履行強制の可能性の
有無の問題とは別である。むしろ、(3)で見るように、裁判による履行強制可能性をもって債務
としてのメルクマールとすることの当否こそが問題となる。
(2) 安全配慮義務の構造ｌ 3 つの側面 定義目的は右の通りであるとして、その構造につい
ては、前掲最高裁昭和 58年 5月 27日判決に関して遠藤調査官が示した 3つの説を見直してみる
必要がある。すなわち、第 1説として、安全配慮義務は「使用者が業務遂行のために必要な施設
若しくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものである
から、業務の安全な遂行を妨げる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽
き」るとするもの、第 2説は、安全配慮義務は「使用者においてその支配管理する業務遂行の過
程で接触するであろう危害発生の危険から被用者を保護すべきものであるから、第 1説にいう義
務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を
防止するために尽くすべき注意義務も使用者の負うべき安全配慮義務の内容となる」とするもの、
第 3説は、安全配慮義務は「業務中の活動の全般にわたって被用者の生命健康等を保持すること
に向けられた使用者の本質的な義務であるから、使用者は、被用者の過失・第者の行為・不可抗
力が介在する場合は別として、生命身体に対する危険がいかなる原因によるものであるかに関係
く、被用者の生命身体に対する安全それ自体を確保するという高次の安全配慮義務を負う」と

するものである。
安全配慮義務とは何かという問題の立て方をするときは、右の 3つの説はそれぞれ対立するも

のとなる。しかし、安全配慮義務違反をどの点で捉えるかという問題として考えるときには、４
の末尾に示したように、複数の人が組織的に活動する場合における安全配慮義務の構造を考える
ための手掛かりとなるように思われる。すなわち、第 1説は、使用者が安全確保のために予めし
なければならない事柄を示し、第 2説は、組織的な活動において、使用者の支配管理下で業務に
従事する者（安全管理業務に従事する者、それ以外の業務に従事する者を共に含む）の現場での
過失が問題となりうることを示し、第 3説は、安全配慮義務の目的であり、活動自体の条件とな
る安全確保それ自体の維持、すなわち安全配慮義務の履行によって実現されるべき結果の側から
問題を捉えている。したがって、この 3つの説の示す要素が相互にどのように関連しているかが
検討課題となる。
(3) 債務の内容ｌ結果の引き受け安全配慮義務は使用者｛学校）の負う職務であり、(1)で示し
たように、債務は現実に履行される必要がある。その場合、債務の不履行をどう捉えるか。債務
の内容を、具体的な行為そのものと捉えるとすると、使用者自身について言うならば、第 1説が
示すように、使用者が適切な物的・人的配置をすることに「尽きる」ことになる。その場合、安
全管理業務に従事する者が適切な措置をとらなかったことは、使用者自身が履行補助者を使って
自己の義務を履行すべきところ、履行補助者＝使用者がその義務を果たさなかったという理解を
すべきことになる。これに対して、使用者の支配管理下で一般業務に従事する者は、安全につい
て「使用者の」義務を果たしているとはいえないため、その者の過失によって事故が起きたとし
ても、使用者に債務不履行があるとはいえない。
しかし、これは、自然人が具体的になすべき注意義務（過失の前提たる注意義務）を直ちに安

全配慮義務と同視するものであるが、「現実に履行されるべき債務」と捉える場合、安全配慮義
務を具体的注意義務と同視して良いか。第 3説は、被用者が自己の義務を「安んじて誠実に履行
する」ために使用者がなすべきことを、その結果の側面から捉えている。この点に関連して、債
務の構造に関する潮見教授の見解が参照されるべきである。すなわち、潮見教授は「債務者は、
債権関係（契約関係）に入ることによって、自己（または自己の領域に属する者）の具体的な作
為・不作為を超えた一定の結果を引き受けていることがある（……）。否、むしろ、債権関係が
債権者利益の実現を目的としたものであるということからは、債務者にとっての作為・不作為の
可能性がどうであるかに関係なく、一定の結果の発生（金銭的価値の実現を含む）が債権者利益
として―契約または法律に基づき―職務者により引き受けられている場合（結果実現保証）こそ
が、債権関係における規範的拘束の原則形態であると言ってよい（……）」と述べる(14)。 潮見
教授は、安全配慮義務についてこのような理解をしているものではないようであるが、右の枠組
みは、安全配慮義務問題の分析のために有効性を有するのではないかと考える。
(4) 被用者の過失と使用者の帰責事由すなわち、被用者が自己の義務を「安んじて誠実に履行
する」ためには、第 3 説が示すように、「被用者の生命身体に対する安全それ自体を確保する」
ことが不可欠である。したがって、業務の場で事故が生じたときには、安全の確保という結果が
実現しなかったのであり、すなわち安全確保のための債務が履行されなかったと考えることも可
能である。但し、そのことは、あらゆる事故について無過失責任として使用者の責任を認めるこ
とを意味するものではない。第 3説が示すように「被用者の過失・第 3者の行為・不可抗力が介
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在する場合」には、使用者の責任は否定される。
ただ、一定の事故については、経験的に、使用者の側に適切な管理についての不手際の存在が

推測されることがありうる。第 2説の示すように「使用者の支配管理を受けて業務に従事するも
のが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務」を果たさなかった場合を考え
てみる。「労働災害は、人間として通常ありうべき被傭者の過誤、たとえば疲労や精神的弛緩に
よる注意力の一時的減退、錯誤等に基因して発生することは否定し得ない」のであり、使用者は
これをも考慮して安全配慮を尽くすべきであるということは早くから指摘されており、事故の発
生を被用者自らの過失によるものとして、直ちに使用者の責任を否定し、あるいは過失相殺の対
象とすることは適切ではない。
これは被用者が自ら負傷した場合を念頭に置くものであるが、右の業務従事者の不注意により

同僚被用者が負傷した場合についても同様の考慮が必要な場合がありうる。たとえば前掲昭和 58
年最高裁判決は、運転者の負う通常の注意義務は安全配慮義務の内容に含まれるものではないと
する。しかし、使用者の不適切な労務管理（たとえば十分な人員を配置しないことにより個々の
被用者の過剰労働を招くなど）によって運転者の注意力が不十分となる場合はしばしば生ずる。
この場合に、不法行為と同様、現場の被用者の具体的な過失を責任論の出発点とするときは、使
用者の不適切な対応がその背後に隠れてしまう恐れがある。側で見たように、経験的に使用者の
不適切な対応が推測されうるような場合に関する限りにおいては、安全の確保という結果が実現
できなかったものとして安全配慮義務違反ありとし、使用者の労務管理が適切であったか否かに
ついては、帰責事由の問題として使用者側が免責立証をするという処理が、論理的にも実際的に
も適切ではないか。
(5) 帰責事由の証明断任―松本博之教授の見解 (ａ)安全配慮義務違反による損害賠償の事件
につき、最高裁昭和 56年 2月 16日判決（民集 35巻 1号 56頁）は、原告が安全配慮義務の内容
を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負う旨を判示している。この
判決は、原審が、ツールマークは顕微鏡による精密検査がなければ発見しえなかったものである
が、その検査を義務づけていない基準は不合理なものではないとして、ヘリコプターの整備体系
上の基準を守っている以上、安全配慮義務違背はないとした判断を支持したものである。松本
教授は、最高裁は「明言はしていないものの―事故の予見可能性があって初めて安全配慮義務違
反となるという意味で、事故の予見可能性を安全配慮義務違反の前提または一要素としているよ
うに思われる」と述べて、具体的な事故の予見可能性を安全配慮義務違反の前提とする考え方に
疑問を呈する(17)。すなわち、損害賠償請求権の成立要件として、安全配慮義務違反の内容とな
る事項と帰責事由との区分を明確にすることを主張した(18)上で、債権者が安全配慮義務の内容
を特定し、その違反にあたる事実を主張・立証しなければならないとする理由付けを、批判的に
検討する。
なお、右の昭和 56 年判決につき、松本教授は「調査官解説（法曹時報 37 巻 6 号 97 〜 8 頁）

は、ローターブレードのソケットのツールマークの存在とこれによるソケットの疲労破断の主張
・証明で安全配慮義務違反の主張・証明となり、右判例は債務不履行における帰責事由の証明責
任は債務者が負担するとの通説判例を否定するものではないと指摘しているが、その後の判例の
展開から判例は危害の予見可能性を安全配慮義務違反の要素と解していることが明らかになっ
た」(19)とした上で、その正当化を試みる学説の理由づけを検討する。ただ、昭和 56 年最高裁
判決について、調査官解説の言う通り、帰責事由の証明責任は債務者が負担するという原則に従
うものであるというのであれば、そのことは、危害の具体的予見可能性を安全配慮義務違反の要
素とするものとは異なる考え方を示すものとして、それ自体重要である。
松本教授の検討は、他の論拠にも及ぶ精密なものであるが、たとえば次のような指摘がなされ

る。
① 不完全履行構成との関係 「安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が不完全履行責任を

問うものであるということから、履行不完全の主張・証明として安全配慮義務の具体的内容
の特定責任と安全配慮義務違反に該当する具体的事実の主張責任・証明責任が公務員・労働
者にあるということは、当然には出てこない、と考える。不完全履行の場合、一応履行があ
るかどうかは決定的な意味をもつのではなく、債務の本旨に従った履行であるかどうかが重
要だからである。また、履行に暇庇がある場合を不完全履行とする場合、履行の不完全を言
うために履行の暇庇ではなく義務内容の特定とその客観的違反の主張・証明が必要となるで
あろうか。履行の暇庇の主張・証明で足りるはずである。そして、雇用ないし労働関係にお
いて、安全配慮義務の内容が安全な場所・施設・機械・器具等を提供する義務と解すること
ができるならば、使用者が労働者に現に生じたような損害を惹起するに相応しい瑕疵ある場
所・施設・機械・器具等を提供した場合、それだけで、使用者には安全配慮義務違反（20）
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が存在すると認めることができるのではなかろうか。」そして「損害の危険は使用者に予見
できなかったこと、また損害の回避が不可能であったことは帰責事由に関する事実として、
被告たる使用者が証明責任を負う、と考える(21)。」

② 不法行為上の注意義務との関係「安全配慮義務は危害の予見可能性と回避義務からなると
いう見解では、当然のことながら予見可能性や回避可能性についての証明責任は被害者たる
損害賠償請求者にあるということになる。しかし、労働の場所・施設等の安全に関する安全
配慮義務では、それは、労働者の労務給付の履行の前提として使用者に課せられたものであ
り、安全を確保された場所・施設等を労働者に提供する義務であるから、予見可能性を前提
とする不法行為法上の注意義務とは異なると解すべきである(22)。」

③ 履行請求の場合との関係 「安全配慮のための具体的な危険防止措置を求める給付訴訟
ならば、通常、使用者の講ずべき危険回避措置の内容の特定が原告に要求されるべきであろ
う。そして履行請求の場合には、債務の履行の事実については債務者が証明責任を負うこと
も注意しなければならないであろう。だが、すでに損害が発生している場合において、安全
配慮義務違反に該当するものとして、いかなる事由を債権者が主張・証明すべきかは安全配
慮義務違反に基づく損害賠償の制度趣旨を踏まえて決定されるべき問題である。」(23)

(ｃ) 右の通り、松本教授の見解は、安全配慮義務を債務として、またその違反を債務不履行と
して捉えるという前提のもと、その原則に照らして証明責任の所在を示したものである。すなわ
ち、安全配慮義務違反の内容となる事項と帰責事由を明確に区分して、両者についての証明責任
を検討するものであるが、その際に、(ｂ)②に示されたように、安全配慮義務を（労働の場所・
施設等の安全に関するものについては）「労働者の労務給付の履行の前提として使用者に課せら
れたものであり、安全を確保された場所・施設等を労働者に提供する義務である」として、安全
な状態の維持という客観的な結果の側面をも含めた把握を行っている。これは、昭和 50 年最高
裁判決による定義及び説明（(1)参照）に適合した把握である。さらに、過重労働が大きな問題
となっている現在、物的な側面だけではなく、労務管理の状況についても、(ｂ)①に示されたよ
うな形で人的管理の瑕疵すなわち安全配慮義務違反とするべき場合が認められうることになろ
う。そして、具体的な損害の予見可能性は、安全配慮義務の不履行についての帰責事由の問題と
して、債務者側、すなわち使用者側の証明すべき事項となる。
昭和 56 年最高裁判決以後、学説が、安全配慮義務と具体的な危険防止措置をする義務とを完

全に同一視するかのような状況となった理由としては、一方では、安全配慮義務を請求権競合な
いし契約責任と不法行為責任の交錯の問題の一例証として捉える傾向から、不法行為と共通する
側面に焦点を当てることが多かった点が挙げられると思われるが、他方では、債権・債務の構造
論の解明が不十分であり、債務者が行う現実の行為のみを債務として把握することが一般的であ
った点が挙げられよう。(3)で見たように、実現されるべき結果の側面と、それを実現するため
の行為の側面との統一として債権・債務を捉えるときは、安全配慮義務違反を債務不履行として
構成することは、不法行為として櫛成する場合に比べて、実際上も意義があることが明らかにな
ると思われる。安全配慮義務における証明責任の問題は、松本教授の見解にも立ち帰りながら、
現在、もう 1度検討し直してみる価値があると考える。

６ むすびにかえて

落雷事故に関する平成 18 年最高裁判決の事例では、現場の監督教諭の具体的な注意義務の前
提として、気象に関する一定の知見に基づく予見可能性の有無が問題となり、スポーツ指導者が
必ずしも右知見を有していない状況のもとで右予見可能性を認めることについて、学説上疑問が
呈示された。不法行為規定の適用のもとでは、あるべき知見を前提として予見可能性を認め、監
督教諭の過失を認定した上で学校法人の責任を認める必要がある。しかし、問題は学校の活動の
安全性を高め、事故を防止することであるとするならば、スポーツ指導をする教員に対する研修
等、学校の管理者が行わなければならない措置も多い。ところが、自然人の具体的な注意義務か
ら出発するときは、組織的な活動において行う様々な次元での注意や措置の欠如が、事故の発生
との因果関係等、それ自体で原因とするには不十分であると評価され、問題が直接の監督者の注
意義務に集中する結果となることが多いと推測しうる。その結果、現場の担当者の不注意を論ず
るのは厳しすぎるという印象が生ずるとともに、組織的な活動における様々な次元の問題が、現
場の担当者の過失の背後に隠れてしまうことがあったのではないか。
学校事故や労働災害などの危険がある場合には、一定の活動の条件として安全を確保するため

に安全配慮義務が必要である。安全配慮義務を、自然人の具体的な注意義務としてしまうと、学
校法人自体、あるいは使用者自身の安全配慮義務を捉えることができなくなる恐れがある。学校
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法人自体、あるいは使用者自身が債務として安全配慮義務を負うこと、「債務」であるというこ
とは、具体的な注意を含みつつも、児童・生徒や被用者の安全な活動の条件を確保するという結
果を保証すべきものであること、したがって、物的な条件や人的な配置・研修等に瑕疵があれば
安全配慮義務の違反があること（場合によっては、経験的に生じがちな事故が生じたときには安
全配慮義務違反が推定されうることもあるかも知れない）、その上で債務不履行責任における証
明責任の原則に従い、帰責事由の問題として具体的な予見可能性の有無を論ずること―このよう
な形で、債務不履行構成の意義を再評価する必要があるとともに、不法行為構成における「組織
過失」の問題との関係も検討する必要がある。
平成 18 年判決をめぐる議論は、監督教諭の過失の前提である具体的な注意義務に検討を集中

させ、その矛盾を浮かび上がらせることによって、組織的な活動における安全確保のあり方、さ
らには安全配感義務の構造を再検討する端緒を提供するものであると考える。
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