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新時代における過失相殺法理の在り方

阿部　　譲　横山　晴香 
岡本　理奈　細沼　豪太 

（片山研究会 3 年）

Ⅰ　序　論
  1　問題提起
  2　従来の民法722条 2項の趣旨
  3　改正案としての722条 2項の趣旨
Ⅱ　過失相殺能力
  1　序　論
  2　過失相殺能力をめぐる諸説
  3　改正案
Ⅲ　722条 2項の主観的射程
  1　序　論
  2　被害者側の過失
  3　改正案
Ⅳ　722条 2項の客観的射程
  1　序　論
  2　素因斟酌の可否
  3　判例状況
  4　限界事例
  5　改正案
Ⅴ　結　語



96　法律学研究55号（201６）

Ⅰ　序　論

1　問題提起

現行民法は1898年に施行されてから約120年の月日が経ち、現代社会において

不都合が生じている。契約法に関しては現在改正がなされているが、不法行為法

はまだなされておらず、今年の学会においても不法行為法のあり方について検討

がなされているという点からも、不法行為法に関して改正の余地がある。そこで、

不法行為法の立法を支える「基本的価値原則」ないし「価値体系」を基礎に据え、

これを実現する法的構成を示すことを通じて、基本的な改正課題や大きな方向性

の分かれ目を明らかにした上1）で、社会状況の変化や学説・実務の対応を踏まえ

た改正案を提案したいと考えている。

しかし、不法行為法といっても、その内容は709条から724条までに及び、本稿

においてそれらすべてにおいて言及することは難しい。そこで、今回は不法行為

法のうち、722条 2項に限定し、改正法案を作成したい。ではなぜ本条文に限定

したかについて説明する。

そもそも、不法行為責任を追及する訴訟においては、不法行為責任が認められ

ることを前提として、その損害賠償額算定が争点になることが多い。つまり、加

害者側としては極力、賠償額を削ろうとして722条 2項の過失相殺規定の適用を

主張し、被害者側はそれを阻もうとする。実際、電通事件2）などでは過失相殺法

理の類推適用の可否が大きな争点となっている。つまり、722条 2項について、

明確な条文が設けられれば、訴訟において賠償額の見積もりが容易になり、ひい

ては紛争当事者にとっても有益であると解せられる。そこで、我々としては、損

害賠償額を算定する722条 2項こそがまず検討されるべき条文であると考えた。

この722条 2項の規定は、典型的には、加害者の行為による結果の発生に他原

因である被害者の過失が競合した場面で用いられる。要するに被害者の過失を斟

酌することで、加害者側の損害賠償責任を低減する作用がある。

ところが、我が国の民法典において、不法行為の加害者・被害者の損害分担に

関しては、条文が722条 2項を置くにとどまり、また、その条文は「被害者に過

失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができ

る。」ということからも非常に概括的かつ抽象的である。そこで、過失相殺の具
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体的な要件やその射程に関しては判例・学説などを基に解釈せざるを得ない現状

がある。

ではまず、個別的な議論をする前提として、我々の提示する改正案としての

722条 2項の全体の骨格を検討する必要がある。それにあたって、最初に、従来

の722条 2項の趣旨を踏まえ、その上で改正案の指針を述べたい。

2　従来の民法722条 2項の趣旨

722条（損害賠償の方法及び過失相殺）の 2項には、「被害者に過失があったとき

は、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができる。」と定めら

れている。そして、一般的に本条の趣旨を損害の公平な分担と解される。

というのも、そもそも起草委員の穂積陳重博士は、本規定をおいた理由につい

て、「権利の侵害がありかつ発生した損害額が証明される場合には、もしこのよ

うな規定をおかないときは、709条の規定によって、現に発生した損害をすべて

賠償させるべきだという解釈になるかもしれず、それでは不都合なこともあるの

で、裁判所は被害者に過失があるときはこれを斟酌して賠償額を決定できるよう

にしたのだ」3）、と説明しているからだ。この点から、本条の趣旨が、損害の加

害者・被害者間の公平な分担であると解し得る。

3　改正案としての722条 2項の趣旨

上述の従来の条文の趣旨に対して、今回の改正の趣旨は722条 2項に細かい条

項を加え、条文に具体性を持たせつつも、従来の722条 2項の公平な分担の理念

を保った案の作成を目指す。そうすることで、今までは解釈で補ってきた条文の

抽象性が解消されながらも本来の趣旨を担った、より実効性が高い損害賠償の分

担を規律する条文を制定することができると解す。

722条 2項の規定に具体性を持たせる理由としては、条文が「被害者に過失が

あったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができる。」

というもので非常に概括的かつ抽象的であることが挙げられる。学説や判例を参

考にしなければならない条文には、法律本来の趣旨が備わっておらず問題がある。

つぎに従来の公平な分担の理念の趣旨を保つ理由についてである。それは、具

体化の名のもと細かい取り決めを加えていくことにより、いくつか不都合が生じ

るからである。例えば、722条 2項の射程を広範に捉え、被害者又は被害者側の

過失や素因を斟酌する条項を増やしすぎると、多くの場合に損害額の減責が認め
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られてしまい、かえって当事者間に不公平な結果をもたらしかねない。また、多

くの条項や取り決めを定めることにより、裁判所の裁量に委ねられる範囲が少な

くなり、個別の事案に応じての弾力的な判決を下せなくなる危険性も潜んでいる。

ひいては、これもまた当事者間に不公平をもたらし、前節で述べた従来の722条

2項の趣旨である公平な損害の分担の理念が侵されることになる。

つまりは、具体化の要請にこたえすぎると、かえって従来の条文の趣旨に抵触

することになりかねないわけである。そして、具体化の要請は確かに重要である

が、大前提である公平の理念をなくしては本末転倒である。そこで、本改正案で

は、722条 2項に具体性をもたせつつも、従来の趣旨たる損害の公平な分担の理

念のもと過度な具体化を制限する立場を採りたい。

では次章以下において、722条で議論にされるべき点について個別に検討して

いく。具体的には第Ⅱ章でまず過失相殺能力について検討する。さらに、第Ⅲ章

で722条 2項の主観的射程も検討すべきである。主観的範囲とは被害者にあたる

範囲を示している。加えて第Ⅳ章で722条 2項の客観的射程についても検討する。

つまり、素因競合事例において損害が発生・拡大した場合に関して、いかなる要

因を斟酌するか、するのであればどの程度まで斟酌を認めるかについてである。

以上を踏まえた上で、最終章において722条 2項の改正案をまとめて提示する。

（以上、細沼豪太）

Ⅱ　過失相殺能力

1　序　論

第 1章で述べたように、この論文の主たる目的は現行の722条 2項の過失相殺

規定の具体化及び被害者・加害者間の公平な損害分担の実現をする改正案の策定

である。

そこで、初めに本章では、「722条 2項の主観的射程」4）及び「722条 2項の客観

的射程」5）を検討する前提として、過失相殺を適用するに際していかなる能力が

要求されるか、という問題について検討する。

そもそも、現行民法は過失相殺能力について何ら規定を設けていない。そこで、

より具体的かつ公平な損害の分担を実現させるべく、本件改正案策定にあたって

は、現在の判例学説の枠組みを参考にした上で、これを検討する。つづいて、過

失相殺能力を条文化するか、するとしてもいかなる条文を設けるべきか考察し、
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最終的に改正案を提示したい。

2　過失相殺能力をめぐる諸説

一般的に過失相殺の制度は、損害の公平な分担の見地から、損害賠償額を算定

するにあたって被害者の「過失」があったときに、これを斟酌する制度である。

そして、過失相殺能力に関しては主に 3つの対立が観念できる。過失相殺能力を

肯定する説としては①責任能力説、②事理弁識能力説が、能力不要説として③の

能力要件不要説が考えられる。

そこでまず、能力肯定説の内容を確認していきたい。

（ 1） 肯定説

肯定説の 2説の違いを論じる前提として、722条 2項の過失概念の捉え方の違

いが挙げられる。すなわち、被害者の「過失」（722条 2項）と加害者としての「過

失」（709条）の関係について、損害の公平な分担という趣旨から認められる減額

事由としての「過失」と、責任を積極的に負わせる旨の帰責事由としての「過失」

に違いがあるかどうかである6）。なお、後述する責任能力説は722条の過失を709

条と同意に捉えるが、事理弁識能力説は別異に捉える。

（a）　①責任能力説：判例は当初、本条にいう被害者の過失は不法行為成立要

件としての709条「過失」と同義であり、被害者の過失が認められるためには責

任能力を必要とするとし（大判大正 4年 6月15日）、本条の適用範囲を極めて厳格

に解していた。すなわち、民法典制定期に始まる初期の段階においては、民法典

の規定どおり、過失相殺における被害者の過失は「過失」であるというところか

ら出発され、一方、責任能力は当時の理論状況において過失の前提とされていた

のであるから、被害者の過失を認める際にも、責任能力は必要とされることに

なっていたのである7）。

（b）　②事理弁識能力説（通説）：しかしながら、被害者の過失を加害者の過失

と等しく理解し、責任能力を要求する見解には、次第に疑問が投げかけるように

なった8）。加藤一郎氏は『不法行為』の中で、「被害者の過失とは、不法行為の

成立要件の場合のように厳格な意味ではなく、不注意によって損害を助けたとい

うことである」とし、「過失の程度が違うとすればその前提となる弁識能力につ

いても、加害者の責任能力と同じように行為の結果として責任が生ずることの認

識能力がある必要はなく、損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力があれ
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ばよい。」と述べ、過失相殺能力として「損害の発生を避けるのに必要な注意を

する能力」9）があればよいと指摘し、ここに事理弁識能力説が登場した10）。

その後最高裁は、自転車に二人乗りしていた男児 2人（当時 8歳 2か月と 8歳 1

か月）が自動車に衝突され、死亡した事件11）において判例を変更し、「民法722条

2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問

題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、

公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするか

の問題に過ぎないのであるから、被害者たる未成年者の過失をしんしゃくする場

合においても、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足り」12）

るとして、事理弁識能力説を採用し、以後かかる見解が通説的地位を占めること

となった13）。つまりは、722条 2項の過失を709条の過失とは異に緩やかに捉え、

それゆえ過失相殺能力として責任能力まででなく事理弁識能力を要求するに留ま

る、という見解である。

もっとも、事理弁識能力説に対しては、説明の不十分さ等から批判も加えられ

る。

すなわち、事理弁識能力説は責任能力が不要であるという点については説明で

きていても、事理弁識能力でよいとする積極的な理由が説明されておらず、かか

る説明から導かれるのは、消極的帰結に過ぎないというものだ14）。

（ 2） 否定説

（c） ③能力要件不要説

こうした問題点を背景に、事理弁識能力すら不要とする能力要件不要説が登場

し、下級審（東京地裁昭和44年10月12日判決）で採用されるところとなる15）。

本説は、「被害者の能力だけでなく、被害者の行動の客観的な把握に努め、そ

のような客観的な行動を加害者の行為評価に取り込み、違法性判断の減殺事由と

するものだ。ここでは被害者の行動に対する加害者の態様が問われ、それによっ

て違法性の度合いが判定され、賠償額が減額調整されうる」16）こととなり、「損

害賠償額は、加害者の行為の違法性あるいは非難可能性の程度を減ずる客観的な

行為があれば、過失相殺により賠償額の減額を肯定するのであるから、被害者に

は、責任能力はもとより、事理弁識能力すら必要ない」と説明する17）。

もっともこの見解に対しては、過失相殺は公平の見地から損害の発生について

被害者の不注意をいかに考慮すべきかの判断に過ぎないとする現行の民事責任の
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考えと調和しない等の問題点が指摘される18）。

3　改正案

（ 1） 改正案で採用する説

これらを踏まえて、本件改正においてはいかなる説を採用すべきか。

まず、過失相殺を適用するに際しては一定の能力が必要と考える。なぜなら、

過失相殺により損害賠償額を減額する根拠は、被害者が「損害が発生・拡大しな

いように注意すべきであったのにそれを怠った」という点に求められるため、そ

のような義務を課す前提として、被害者には損害が発生・拡大しないように理解

できる程度の能力（事理弁識能力）が備わっている必要があるといえるからだ。

つぎに、責任能力までは不要と考える。

なぜなら、過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わ

せる問題とは異なり、公平の見地から、損害発生についての被害者の「過失」を

いかに斟酌するかの問題に過ぎないからだ。すなわち、仮に被害者が法的に責任

を負わされる場合には、自分のした行為の結果どのような責任を負わされるかを

理解する責任能力まで必要となるが、過失相殺の場面では被害者が法的な責任を

負わされるわけではないため、そこまでの能力（責任能力）は必要としない。

そうだとすると、どの程度の能力が必要か。

これについては、責任能力よりは緩和されるものの、過失相殺という不利益を

負わされること、「過失」という文言を用いていることから、ある程度の能力が

要求されているとの法の趣旨は読み取れる。そこで、折衷地点として事理弁識能

力を必要とすると考える。

確かに、事理弁識能力に対する批判にあるように、上記の説明は責任能力が不

要であるという消極的理由を示すに過ぎないとも思えるが、上述したように、事

理弁識能力は責任能力と能力要件不要の折衷地点にあり、双方の要請に考慮する

ことができるため、これを採用する積極的な理由は十分に認められる。また、判

例も事理弁識能力説を採用しているところ、本説を採用することは、本件改正案

が現在の通説的理解にも即した具体化にもつながることともなる。

よって、過失相殺能力としては事理弁識能力が必要であると考える。

では、②の事理弁識能力説を改正法案に採用するとして、実際の条文の文言を

検討したい。
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（ 2）「過失」の文言

上記のように、事理弁識能力説を採用するため、本条にいう「過失」は、不法

行為責任の要件たる709条「過失」と比べて緩やかなものであり、両者は異なる

意味を持つと考える。

それにもかかわらず、両者には同じ「過失」という文言が用いられ、紛らわし

く思える。そこで、本件改正案では、722条 2項の「過失」について「過失」と

は異なる新たな文言を用いて示したいと考えた。そして、「過失」に代わる文言

を検討したところ、「不注意」や「落ち度」といった文言がその候補となったが、

これらの文言はその文言自体が不明瞭であり、かかる文言を用いると、改正案策

定の趣旨の一つである具体化とはかえって遠ざかってしまうように思われた。

よって、722条 2項の「過失」は従来通り「過失」という文言にとどめ、その

意味が709条の「過失」を緩和したものであるという点については従来通り、解

釈で補うものとする。

（ 3） 改正案の提示

以上より、改正案としては、①「過失」という文言は変更せず、②過失相殺能

力については、事理弁識能力があれば足りるとする旨を明示すべきと考える。具

体的な条文は以下のようになる。

722条の 4

前三条の規定は、事理を弁識する能力を有しないものについては適用しない。

なお、本章以下の722条 2項改正案場面における「過失」は709条「過失」とは

異なり、上述した、より緩和された意味での「過失」をあらわすものとする。ま

た、本条文の枝番号が 4であるのは、枝番号 2で主観的範囲、 3で客観的に範囲

の条文が加わり（後述）、それらの場合においても同様の過失相殺能力が妥当す

るという前提に立つからである。

Ⅲ　722条 2項の主観的射程

1　序　論

722条 2項の改正にあたり、前章の過失相殺能力に続いて、今度はその主観的

な射程に着目したい。ここでは、「被害者側の過失」理論における「被害者側」

の人的範囲が問題となる。
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この点、現行民法は、722条 2項で被害者の過失を斟酌すると定めるのみであ

る。もっとも実務では、被害者本人のみならず、被害者と一定の関係を有する者

の過失についても「被害者側の過失」として斟酌しているが、その範囲は専ら解

釈に依存し不明確である。

そこで、より具体的かつ公平な損害の分担を実現させるべく19）、改正案作成に

あたっては、現在の判例学説の枠組みから「被害者側」の人的範囲を検討し、こ

れを踏まえて改正案を提示したい。

ただし、過失相殺における過失は、損害発生についての過失と損害拡大につい

ての過失とに区別されるが、ここでは前者を念頭に置く。なぜなら、元来、加害

者の賠償責任の最大限は、加害行為「によって生じた損害」（民法709条）であり、

それ以外の損害は当然に要償額の範囲外となるはずだからだ20）。よって、損害発

生についての過失相殺を念頭に置いて論じることにする。

2　被害者側の過失

過失相殺とは、損害賠償の額を定める際に、損害の公平な分担の見地から被害

者の過失を考慮する制度である。

では、被害者本人以外の者の過失は斟酌されるべきか。これにつき、過失斟酌

否定説と肯定説が存在する。

まず否定説は、民法における自己責任の原則を強調して斟酌すべきでないとす

る21）。以前の判例もこの立場を採用している22）。

それに対して肯定説は、公平の観点から斟酌すべきとする。その根拠事例とし

て、監督義務者である親が同伴していて事故を抑制できたものの、不注意で幼児

を死傷させた場合が挙げられる。この場合、過失相殺では被害者に事理弁識能力

が必要とされるため23）、親の過失は斟酌されないことになる。それでは不公平で

あるため、本説は被害者本人以外の者の過失を斟酌すべきとする24）。それにつき

最高裁も「被害者側の過失」として斟酌すべきとし25）、現在の判例・通説は肯定

説を採用している。

これら二説のいずれを改正案に採用するかは後に触れるが、仮に肯定説を採用

した場合、「被害者側」の範囲が問題となる。これにつき、判例の変遷を軸に特

に二つの類型で論じたい。つまり、（a）被害者と身分上生活関係上の一体性を有

する者に過失があった場合、（b）被害者の支配領域ないし管理下にある者に過

失があった場合である26）。また最後に、被害者側の範囲に関する学説についても
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触れておく。

それでは、各々につき検討する。

（ 1） 判例の枠組み

（a） 身分上生活関係上の一体性を有する者

被害者側の過失を斟酌する場合、判例の枠組みだと「身分上生活関係上の一体

性を有する者」の過失は被害者側の過失として斟酌可能であるとしている。当該

基準を示した判例は、保母は被害者側に当たらないとした27）。その理由として判

例は、「被害者と一体をなすとみられない者の過失を斟酌することは……却って

公平の理念に反する結果となるからである。」としている。

では、「一体性を有する者」の具体的範囲が続いて問題になるが、この点に関

しては目安になるような判例がいくつか存在する。

まず、配偶者については被害者側にあたるとされた28）。その上で判例は、「右

夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り」、「加害者

がいったん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた

負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を一回で処理できる

という合理性もある」とする。つまり、被害者側の理論は、求償関係を簡略化す

る機能も担っているのである。この理論につき学説も、夫婦間の「財布が共

通」29）論から肯定している。

また、他にも上記「一体性」の基準を用いて、内縁関係については被害者側に

当たり30）、職場の同僚や恋人はあたらないとされている31）。

以上の判例に対して、保育所、幼稚園、学校などでの監督者についても被害者

側に当たるとする学説もある32）。しかし、被害者側の範囲を広げすぎると公平の

理念が害されるため、判例の示す限定的な基準は妥当である。

（b） 被害者の支配領域ないし管理下にある者

次に、上記の「身分上生活関係上の一体性を有する者」にあたらない場合で

あっても、被害者の支配領域ないし管理下にある者の過失は、やはり被害者側の

過失として考慮されるべきである。そこで、かかる基準に該当する者には複数の

種類が考えられるが、ここでは被用者、共同暴走行為について検討したい。その

後、好意同乗につき触れることにする。

まず、被用者について検討する。判例上、被用者は被害者側にあたるとされて

いる33）。この場合、使用者と被用者の間に「身分上生活関係上の一体性」は見ら
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れない。しかし、被害者である使用者は、被用者を選任監督し事業の執行にあた

らせ、自らの利益を図りつつ第三者に対しても損害回避義務を負う者であるため、

民法715条の趣旨に由来して被用者の過失は斟酌されるべきである34）。

次に共同暴走行為について検討する。これにつき、近時の判例35）を見ていく

ものとする。事案の概要は、Aが運転し Bが同乗するオートバイとパトカーと

が衝突し Bが死亡した交通事故につき、Bの相続人がパトカーの運行供用者に

対し損害賠償請求をしたというものである。最高裁は、「本件運転行為に至る経

過や本件運転行為の態様からすれば、本件運転行為は、Bと Aが共同して行っ

ていた暴走行為から独立した Aの単独行為とみることはできず、上記共同暴走

行為の一環を成すものというべきである。」として、本件において Aと Bは友人

関係にあり、「身分上生活関係上の一体性」は存在しないが、Aの過失も Bの過

失として考慮されると解した。

最後に好意同乗、つまり友人、知人などを好意かつ無償で同乗させたが、交通

事故を起こして同乗者を死亡させた場合につき触れる。その際に全額の賠償が取

れるとするのは不公平な場合もあるため、過失相殺の類推により減額を認めてよ

いとされる36）。それに対し、下級審に多く見られる「過失」認定は明らかにこじ

つけであり、好意性・無償性から減額または免責されるべきとする見解もある37）。

（ 2） 学　説

以上の判例の変遷から、被害者側の範囲が拡大されていることがわかる。これ

に関して、被害者側の過失を類型的に考察する学説もある。四宮氏は以下の三つ、

事務処理型、無償同乗型、死者の過失に分けて各々につき判断し38）、また平井氏

は、判例の言う「一体性」は比喩に過ぎないため、個別的に検討している39）。こ

うした学説の背景にあるのは、「被害者側の過失」として統一的に規定するのは

不要であり、むしろ被害者と過失のあった第三者との法的関係を不明確にしてし

まうという考えである40）。こういった学説も有力に主張されていることを指摘し

ておきたい。

3　改正案

以上の判例学説の枠組みを踏まえた上で、722条 2項の主観的な射程に関して

の改正案を検討する。
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（ 1） 考　察

まず、先述した被害者側の過失斟酌肯定説と否定説のうち、どちらを改正案に

採用するかが問題となる。仮に否定説に立った場合、被害者と一定の関係を有す

る者に過失があったとしても考慮されないため、加害者にとっては非常に不利で

あり、損害の公平な分担が妨げられる。また、生計を共にする近親者に過失が

あったとしても本説によれば斟酌されないため、複雑な求償関係が生じ、紛争の

一回的解決が断念される。それに対して肯定説に立った場合、どちらの欠点も解

消される。よって我々は過失斟酌肯定説を採用する。

では、それを明文化すべきかが問題となる。仮に従来のように722条 2項の「被

害者」を「被害者側」と解し、その範囲の確定を解釈に委ねた場合、損害の公平

な分担が妨げられる恐れがある。したがって明文化すべきである。

続いて、明文化する範囲が問題となる。仮に条文上の「被害者」を「被害者側」

に書き換えたとしても、依然として解釈に委ねられたままでは具体性に乏しい。

よって単純に「被害者側」と書くだけでは採用できない。そこで、仮に被用者な

ど対象ごとに明記すれば具体化がなされたと言えるが、かえって民法の特別法化

や不要な条文の増加にもつながりかねない。

そこで我々のモデルを提示する。我々は判例の判断を踏襲し具体化をすると同

時に、民法の特別法化を防止すべく、不必要な具体化には歯止めをかけたいと考

えている。したがって、被害者側を「生計を一にする者」、「行為を一体にする者」

という二つの類型に分けて条文化をする、二分化モデルを提示したい。

この構成に対し、上記のように二分化しても、「被害者側」という内容を全て

カバーできないのでは、と考えられる。しかし、仮に生計を一にする者に当たら

ない場合であっても、判例上、被用者などは被害者側とされており、そういった

類型には行為の一体性が存在することから、趣旨の違いを考慮した上で上記二つ

の類型に分けることが望ましいと考えたのである。

（ 2） 二分化モデル

（a） 生計を一にする者

まず第 1項において、「被害者側」に含まれる者として、被害者と身分上生活

関係上一体性を有する者、つまり「生計を一にする者」との文言を明記したい。

なぜなら、実務、判例の枠組みとしてかかる文言による解釈は定着しており、改

正案の趣旨たる具体化の要請に合致するからだ。
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しかしそれだけでは、被用者など生計一体とは言えないが、過失を斟酌すべき

事案についての説明が不可能である。だからといって、対象ごとに条文を作るこ

とは、先述のとおり避けるべきである。よって、生計一体の枠組み以外を包括的

にカバーできる条項がもう一つ必要になる。

（b） 行為を一体にする者

そこで第 2項において、「被害者側」に含まれる者として、「被害者と行為を一

体にする者」との文言を明記したい。これにより損害の公平な分担が図れるが、

具体化が実現されているかという点でやや疑問が生じる。というのも、「行為」

の一体性という文言は抽象的で、複数の解釈が生じ得るからである。それにつき

我々は、「行為一体性」の捉え方について三つの解釈があり得ると思料する。

一つ目は外形上客観説である。本説は、外形上、客観的に行為が一体性を有す

ることが認められる場合には、その行為をした者の過失を被害者側の過失として

斟酌可能とする。この場合、客観面のみが考慮要素となるため、被用者や共同暴

走行為の場合にまで説明できるかという点で不安が残る。

だが、本説は715条で用いられる外形標準説と類似性を有する。外形標準説は、

715条における「事業の執行につき」とは、外形からして被用者の職務の範囲に

属する行為を包含するとした説である41）。よって、被用者については外形標準説

を参考にすれば合理的な説明が可能となるが、共同暴走行為については依然とし

て説明が不可能である。

二つ目は主観客観考慮説である。本説は、被害者とその行為をした者との間に

主観的かつ客観的一体性が認められる場合には、その行為をした者の過失を被害

者側の過失として斟酌可能とする。

ここで、主観とは誰を基準にすべきかが問題になるが、被害者とすべきであ

る。なぜなら、被害者側の過失として斟酌される場合に不利益を受ける者を基

準とすべきだからである。また本説は、主観的及び客観的一体性の双方を満たせ

ば一体性があるとする。なぜなら、どちらか一方のみでは被害者側の範囲が広す

ぎるからである。

本説は先の説とは異なり、主観面も考慮することで共同暴走行為についての説

明も可能となったが、その反面、基準が不明確となる恐れがある。

三つ目は相当性説である。本説は、被害者とその行為をした者との間の諸般の

事情を総合考慮し、当該行為を被害者の行為とすることが社会通念上相当と認め

られる場合には、その行為をした者の過失を被害者側の過失として斟酌可能とす
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る。本説は二つ目の説とは異なり、主観面と客観面以外の事情も考慮するため、

基準がより不明確になる恐れもあるが、諸要因を総合考慮し、社会通念上の相当

性に照らして判断するため、妥当な解決が得られるであろう。

仮に上の三説のうち、どの解釈で行為の一体性を判断するかだが、我々は相当

性説を採用したいと考える。なぜなら、仮に外形上客観説を採れば、客観面のみ

を考慮することで明確な基準が得られるが、やはり主観面やその他の要因まで考

慮した方が望ましく、そうであればより多くの問題に対処できる相当性説を採る

べきであるからだ。したがって、我々は 2項につき相当性説に基づいて解釈した

いと考える。

もっともその 2項について、具体性に乏しく、範囲の絞り込みが広すぎるため

に 1項の内容をも包含してしまい、 1項の存在意義が失われるのではないかとも

思われる。

たしかに上記のように解釈が複数生じる以上、具体化が不十分である。しかし、

これ以上に具体化を図っても、多様な類型を全て規定するのは事実上不可能であ

り、また事案に応じた柔軟な解決が困難になると予想される。よって、この程度

の抽象性を有するのはやむを得ず、その解釈は相当性説に委ねて運用したいと考

える。

また、 1項の存在意義が失われるとして、仮に 2項を残して 1項を削除した場

合、被害者側の範囲が拡大しすぎる恐れがある。よって、原則としては 1項に規

定する「生計を一にする者」という基準で被害者側の範囲を確定し、それでは著

しく不当な場合に限り、「行為を一体にする者」という、より緩やかな基準を用

いて損害の公平な分担を実現したいと考える。

（ 3） 改正案の提示

以上より、722条 2項の主観的射程に関する改正案を提示したい。それにつき

我々は、被害者側に当たる者として、被害者と生計を一にする者、そして行為を

一体にする者という二つの類型を条文上に明記したいと考える。

ゆえに、改正案としては以下の条文を提言する。

722条の 2（被害者側の事情の斟酌）

　第 1項

　被害者と生計を一にする者の過失が損害の発生に寄与したときは、前
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条第二項の規定を準用する。

　第 2項

　前項に該当する以外の者であっても、被害者と行為を一体にする者の

過失が損害の発生に寄与したと認められるときは、前条第二項の規定を

準用する。

また、 2項の「行為を一体にする者」につき、より具体化を図ることも考えた

が、多少の抽象性を残すことにした。なぜなら、多様な類型を明文化するのは極

めて困難であり、また事案に応じた柔軟な解決が妨げられると判断したからであ

る。

（以上、岡本理奈・横山晴香）

Ⅳ　722条 2項の客観的射程

1　序　論

722条 2項の改正にあたり、考慮すべきもう一つの問題はその客観的な射程の

問題である。つまり、722条 2項の文言自体からは損害賠償額算定にあたり考慮

すべき要素を過失と限定しているが、より具体的かつ公平な賠償分担を掲げる本

改正案作成にあたり、過失以外の被害者に起因する要素も考慮するのが妥当であ

るか考える必要がある。実際、不法行為事例において、過失以外にも、被害者の

素因、第三者の不法行為、異常な自然力などによる原因競合場面が賠償額の調整

において問題とされている42）。

では、722条 2項の射程に上述の因果関係競合要素のうちどこまでを盛り込む

かだが、まず、自然力や第三者競合等を外して考えるのが妥当であろう。なぜな

ら、今回論じる722条 2項の趣旨はあくまで具体的な加害者と被害者の公平な損

害の分担であるとから、考慮要素も必然的に両当事者に由来するものでなければ

説明がつかない。また、第三者との競合、という原因競合の事態に関しては過失

相殺の問題というよりも共同不法行為の問題として処理するのが一般的であろ

う43）。

そこで、本章で主に検討するのは、過失以外でかつ被害者に起因する競合原因

である被害者の素因の取り扱いである。ただし、被害者に起因する原因競合事由

を過失と素因に限定して改正案に向けての議論を進めていくことについて疑問を
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はさむ余地はあるが、その点はおって検討する44）。

では、上述で触れた被害者の素因とはいかに解すべきかだが、実際のところ、

必ずしも厳密な定義はなされていない45）。過失に関しては比較的その定義づけに

関し精緻な議論がなされ、一般的には、当該損害について、被害者が回避・縮減

の可能性を有しているにもかかわらず、その可能性を実現させなかった被害者の

行為を指すとされている46）。そしてかかる定義は709条における過失概念より722

条 2項の過失概念の方がより広範にその意味を解釈するという前提によるもので

ある47）。どちらにしても、過失が個人の行為によるものと捉えられるのに対して、

素因とは個人の行為とは別個に被害者の被害を拡大に寄与することになった要素

を指すべきと少なくとも考えられる。一般的に定義するなら、①病気や障害を蒙

り易い素質（特異体質・精神病質等）、②既往症・持病（高血圧・結核等）、③年齢

や事故等による器質的変化や機能障害、などが挙げられる48）。

そして社会生活を営んでいる人がこのような病的素因を有するということは、

十分考えられ得ることで、そのような素因は、不法行為による加害と相まって、

時として思いがけない重大な損害結果をもたらす。そこで、そういった場合に、

発生した損害結果を全面的に加害者に帰せしめるべきなのか、それとも何らかの

かたちで素因を有する被害者にも損害を負担させるべきなのか49）、が問題になる。

そこで以下においては、素因を損害賠償額の決定の際に斟酌すべきか、もし斟

酌するとして、その理論構成として722条 2項を用いるべきかについて検討して

いく。その後、裁判所としてこの問題をいかなる枠組みで検討しているかについ

ての判例の分析を行い、素因を斟酌するとしてその限界についても触れておく。

こういった議論を踏まえた上で、最終的に722条 2項の改正案として、本条の客

観的範囲をいかに解すべきか、という問題に対する立場を示したい。

2　素因斟酌の可否

では、被害者の病的素因が損害の発生・拡大の原因となったことを給付される

べき損害額の決定に反映させ、割合的解決をすることが妥当であるか、を検討す

る。この点、素因が損害発生の原因となったとして損害額に反映させる立場を

「素因斟酌説」と呼ぶ50）。では、この素因斟酌説の立場について詳しく触れたいが、

かかる立場の理論構成については、①事実的因果関係の段階で因果関係を割合的

に認定する立場、②損害の金銭的評価のレベルで賠償額の減額を考えていく立場、
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③過失相殺（の理念）の類推適用説などに大別される51）。そしてこれらの諸見解は、

同じ平面上に併置される性格のものではない。なぜなら、これらは判断対象の観

点、判断根拠の観点、判断の理論的レベルの位置づけからのものとあり、同じ平

面上ではいずれの見解が優れているかの議論にはなじまないからだ52）。ゆえに、

素因斟酌説の正当化根拠を述べるに当たり、それぞれの説ごとに検討すべき必要

がある。

（ 1） 素因斟酌説

（a） 因果関係の割合的認定説（割合的因果関係論）53）

本説は事実的因果関係のレベルで事故の寄与度に応じて因果関係を認定する考

え方である。これによって客観的・科学的なデータにより寄与度を把握し裁判官

の判断を可視化、客観化することが可能になる54）。この考え方は正面から「素因

斟酌説」を採用する考え方といえ、下級審でもこれとされるものもある55）。

しかしながら本説では、素因斟酌の根拠を示したというよりは、「寄与度」と

呼称される概念の内容を説明したに過ぎない。そして、寄与度概念は、事実的因

果関係の衣をまといながらも、価値判断に充ちたものであり、この説明だけでは

素因斟酌の根拠とはならない56）。つまり、事実的因果関係のような構成要件はイ

チかゼロかの話で考えるものであり、本説のように割合的な認定を行うことは許

されないという批判である。

また、原告が通常の証明度において寄与度の証明をすることは極めて困難であ

ることも本説を採用し得ない根拠に挙がる。一般的に、不法行為責任の追及に関

してはその証明責任は原告側が負う、ゆえに、被害者である原告に過剰な証明責

任を負わせるのは公平とは言い難い。

（b） 損害の金銭的評価のレベルで賠償額の減額を考えていく立場

本説は素因の寄与度を損害の金銭的評価のレベルで扱おうとしている。つまり、

相当因果関係を分析し、損害の金銭的評価というプロセスを抽出し、損害の金銭

的評価を裁判官の裁量に委ねるというわけである57）。

しかしながら、本説も結局は斟酌をなす場面を説明しているだけで、根拠を説

明するものとは言い難い。また、なぜ素因斟酌が金銭的評価の問題になるかの検

証なしに、金銭的評価を自由裁量によるという定式を設定するのは素因斟酌の可

否の議論を回避しているとしか言えない58）。



112　法律学研究55号（201６）

（c） 過失相殺の類推適用説（判例）

本説は「素因斟酌説」の理論構成として、事実的因果関係の存在を肯定しつつ、

過失相殺（722条 2項）の類推適用をする。素因の斟酌をする上で、その根拠を実

定法に求めている点で最も明確な説と言える。また、素因が被害者の過失までと

は言えないことを認めつつも、被害者側の事情であることには変わりない以上、

722条 2項の趣旨である損害の公平の分担の見地から、被害者の素因についても

減額請求を認めるべき、と考えられる。実際、最高裁判例59）においても過失相

殺の類推適用という形で素因減責を認めているため、通説的見解であるといえる。

ただし、本説への批判としては、被害者の病的素因の寄与度を、過失相殺にお

ける被害者の過失と重ね合わせるのは、操作上の類似はあるが、それ自体として

十分な説明になっていない、ということが考えられる、つまり、過失相殺制度と

いう既存の制度が便宜上ちょうどよいからというのは、文言上過失に限定してい

る722条 2項を素因に類推適用する根拠になり得ないということだ。また、類推

の前提としている過失相殺制度の趣旨の「公平な損害分担」が不明確という批判

もあり得る60）。

では、つづいて素因斟酌反対説の主たる主張を確認する。

（ 2） 素因斟酌反対説61）

そもそも、損害賠償額を減額させる制度としては条文上、過失相殺しか見当た

らないことを踏まえると、より文理的に解釈するなら過失と定義できない素因は

斟酌できないのがより自然な解釈とも言える。

では、具体的に素因斟酌説の問題点について触れていく。まず、被害者として

の人間が、本来、肉体的にさまざまな個性を有する存在である以上、加害者は被

害者のあるがままに受け入れなければならない。素因には過失と違って通常、落

ち度というものは見当たらない。そこで、なんら落ち度がない者に損害の負担を

させるのは、損害の公平な分担を趣旨とする不法行為制度に真っ向から反するこ

とになる。つまり、素因は過失でない以上、被害者の異常な素因が競合して生じ

た結果についても、常にいわゆる相当性を肯定すべきことになる62）。

また、近代民主主義の柱の一つである過失責任の原則に反することになる。つ

まり、被害者の帰責的要素でない被害者の素因を考慮することは、過失責任の原

則に反してかえって公平ではないことが挙げられる。

ほかにも、被害者の行動の自由が不当に制限されかねないという問題も生じる。
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つまり被害者の素因という危険性を被害者自身に負担させると、素因を有する者

の行動の自由が何人かの不法行為を警戒することで不当に制限されてしまう。

（ 3） 小　括

以上のように、最初の 2説に関しては素因斟酌に関する実質的説明がなされて

いないため、改正案には採用できない。そこで、改正案作成にあたり、素因斟酌

説を採用するなら過失相殺類推適用説に依拠すべきか、それとも素因斟酌反対説

に依拠すべきかの検討が必要になると考えられる。これら二説のいずれを採用し、

改正法案の作成にあたるかについては後々ふれるとして、つづいて過失相殺類推

適用説に立っているとされる判例の状況についての分析を行いたい。

3　判例状況

では、上記のような学説の状況を確認したが、実務及び判例の現在、採用して

いる判断基準について紹介したい。

結論から言うと、先述したとおり、判例は素因斟酌説のうち、過失相殺類推適

用説を取っている。この見解を初めて示したのが最判昭和63年 4月21日判決63）

である。以下当該事件について解説する。

事件の概要としては以下のとおりである。主婦 Aが車に同乗中に加害者の車

に追突され、むち打ち症となり、通常 2、 3か月で治癒する程度の負傷であった

にも拘らず、 2年 8か月入院をし、事故後10年以上経過した今も衣服の着替えも

一人ではできない程度の頭痛、しびれなどを残す状態にある。だが、事故当時の

追突の状況はバンパーに車輪が触れた程度で衝撃は軽度で、Aの症状は多分に A

自身の心因的要因（加害者の態度に対する不満、損害賠償請求の経験、自発性の減退

など）による。かかる事件において原告側が不法行為責任に基づいて損害賠償請

求をしたのに対し、被告側は被害者側の心因的素因に基づいて過失相殺による減

額を主張した。最高裁は、「損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与して

いるときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所

は、損害賠償の額を定めるにあたり、722条 2項の過失相殺の規定を類推適用し

て、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解

する」と判事した。この判例の評価としては、最高裁が過失相殺類推適用説によ

り被害者側の素因による減責を認めたということである。ただしあくまで心因的

素因にのみ妥当するだけで、身体的素因には妥当しないのでは、と解されてい
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た64）。

そこで、身体的素因に関しても722条 2項の類推適用で斟酌できるかという点

が問題になる。この点について判例の見解が示されたのが最判平成 4年 6月25日

判決65）である。

事件の概要としては一酸化炭素中毒により入院し、退院したばかりの Aが、Y

の車に追突され、一酸化炭素中毒と事故の両者に起因して死亡した、これに対し

て Aの遺族 Xらが不法行為責任に基づいて損害賠償請求をしたが、かかる請求

につき、被告 Yが身体的素因につき一部過失相殺による減額をするべきとした。

最高裁は、「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患がともに原

因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らして、

加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償

の額を定めるに当たり、民法722条 2項の規定を類推適用して、被害者の当該疾

患を斟酌できると解するのが相当である。」との見解を示した。故に、身体的素

因の場合であっても722条の類推適用により過失相殺による賠償額の減額が可能

である。

最高裁は、上記 2判例からわかるように、基本的には被害者の素因を斟酌する

方向性を取っていることがうかがえる。また、その法的構成として722条 2項類

推適用説をとっている。加えて、素因ということばを一元的に論じているのでな

く、その性質応じて身体的と心因的の枠組みに分けて論じている。ただし、どち

らの素因であっても結果的に斟酌可能なものとしているため結論において大差は

ない。

4　限界事例

以上の流れを踏まえた上で、改正案作成に至る前に検討すべきなのは、素因斟

酌の限界である。つまり、判例の見解では素因斟酌は可能であるとしているが、

当然に素因であればどこまでも考慮可能というわけにはいかず、おのずから限界

があるわけである。そうでないと、個々人のちょっとした事情によっていちいち

損害額が変動し相当とは言い難い。この点に関して、詳しく斟酌可能な素因につ

いての線引きを議論した学説は見当たらない。そこで、判例を読み解くことで斟

酌可能な素因の限界を分析する。

そもそも判例は先述のとおり素因斟酌にあたって一元的に論じることなく、身

体的素因、心身的素因と素因の性質に応じて斟酌の可否を論じている。そこで、
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当然に素因斟酌の限界を検討するにあたっても身体的、心因的素因で区別して論

じるべきである。

まず、身体的素因に関してだが、限界事例として着目されるのは、やはり最判

平成 8年10月29日判決66）、いわゆるあるがまま判決であろう。事件概要として自

動車追突事故により頸椎捻挫の傷害を負った被害者が損害賠償請求をなしたが、

加害者側は、被害者の首が平均的体格に比して長いという身体的特徴を理由に、

損害賠償額の減額を主張したというものである。

最高裁はこれに関して、「被害者が平均的体格ないし通常の体質と異なる身体

的特徴を有していたとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情の

存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償額の額を定めるにあたり斟酌す

ることはできないと解するべきである」と示した。ここから、最高裁としては、

身体的素因として過失相殺の対象として斟酌すべきかどうかの限界として、当該

素因が疾患にあたらない程度の平均・通常から離れた身体的特徴か否かという基

準を定立した。確かにこの基準によると、人の体格ないし体質は均一ではなく、

個々人の個体差として当然にその存在が予定されている、という点を反映してお

り一定の妥当な結論が見えそうである。

続いて、心因的素因であるがこちらについての限界事例と考えられるのは最判

平成12年 3月24日判決67）、電通過労死事件である。事件の概要は大手広告代理店

に勤務する就労二年目の社員が長時間にわたり残業を行う状態を二年余り継続し

た後にうつ病になり自殺したことにつき、遺族が企業に不法行為責任を請求した

ところ、企業が Aのうつ病親和的性格を理由に過失相殺を試みたというもので

ある。

最高裁はうつ病親和的性格という心因的素因に関しては、過失相殺の対象の素

因としての斟酌は不可とした。そして斟酌可能な心因的素因として以下のような

見解を示した。つまり、「企業等に雇用される労働者の性格が多様のものである

ことはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の

業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるもので

ない限り、その性格及びこれに基づく業務執行の態様等が過重負担に起因して当

該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使

用者の予想すべきものということができる」。よって、判例の見解によると心因
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的素因であっても「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲」を超えな

いものは減責事由として斟酌しない、という基準を定立したと言えよう。

以上のように、最高裁は前章の722条 2項類推適用説にたった上で、斟酌可能

な素因について一定の見解を示している。しかしながら、これらの判例がおおよ

そすべての素因の問題をカバーできるわけではなく、その射程は別個検討する余

地があるのに加え、素因の多様性から心因的素因、身体的素因の二元的に基準を

定立することが最善の方法であるとまでは言い難い。よって、この点に関しては

近時の判例の動向も踏まえ、さらなる検討が必要といえる。

5　改正案

以上の議論を踏まえ、722条 2項の客観的な射程に関しての改正案を検討した

い。

まずなされるべきは、損害賠償額調整にあたって考慮すべきファクターの整理

である。つまり、条文からも明確なように現行法上、過失68）は722条 2項からも

損害賠償額算定にあたり考慮される。では、過失にあたらず、しかし賠償額算定

にあたって考慮されるべき被害者側の要因の範囲が問題になる。なお、損害賠償

額算定に当たり、あえて不可抗力・自然力・第三者競合等を外して論じているの

は先述したとおり69）、今回論じる722条 2項の趣旨をあくまで加害者・被害者の

公平な損害の分担と解し、考慮要素も極力被害者に起因するものに限定している

からだ。

それでは、過失以外に被害者の要素をいかなる範囲で相殺の対象として条文に

盛り込むべきか問題になる。前章までの議論を踏まえると、素因も722条 2項の

射程にするのが判例である。ただし、素因も過失と同様に722条 2項の射程と考

えたとしても、被害者側の損害額算定に当たり考慮すべき要素は他にもないのか

疑問になる。つまり、改正案作成にあたり、新722条 2項は具体的かつ従前の趣

旨たる公平の理念は堅持することを趣旨とするため、仮に競合原因を過失に限定

せず具体化を進めるとするなら、過失以外にも賠償額を増減させる被害者由来の

要因を条文に盛り込まねば具体化という意味で不完全である。そこで、具体化の

一例として素因があると解されるが、過失・素因以外にも賠償額変動要素は存在

するのか、という点も問題になる。この問いに対して私自身は二つのモデルを提

示する。
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（ 1） 過失・素因二元化モデル

このモデルは、あくまで考慮すべき競合事実は過失と素因に限定し、損害賠償

額算定にあたり考慮すべき要素はすべて過失と素因に二元化する。本モデルによ

ると、おおよそ被害者に起因する損害賠償額変動要素についてすべてが過失と素

因の範囲で論じることが可能になり損害の具体的な分担を掲げる上で過失及び素

因相殺のみで具体化の趣旨は充足されると解し得る。

かかる立場の理由づけとしては、まず基準の明確性が挙げられる。損害賠償額

の算出にあたり、被害者において考慮すべき要素は被害者の落ち度（過失）と落

ち度とは言えないが損害額変動に考慮すべき特徴（素因）に分けて考えれば極め

て明確に議論を進めることができる。判例をみても、実際、学説で盛んにされて

いるような素因斟酌に関し、直接「素因」という言葉は用いておらず、それを講

学上学者が「素因」と評価しているだけであり、素因に関する定義は曖昧である。

ゆえに、被害者側の損害額変動要素を過失・素因に二元的にすれば従来の判例の

かかる問題についての曖昧さも解消できる。

しかし、考慮要素を過失、素因に限定するとそのどちらにも含まれないような

概念の存在を全く考慮に入れないことになる。例えば、被害者の行為や支配領域

への帰属が競合する場合、加害者の行為への全面的な効果帰属が妨げられる場合

などである70）。また、無理に二元化をしようとすれば、素因という既存の概念を

用いながらも、競合原因をあくまで素因と過失に限定しようとするあまり、過失

で対応できない要素をおおよそすべて素因で補うことになり、素因解釈が過度に

拡大する。かかる事態は相当とは言い難い。

そこで、もう一つのモデルも提示したい。

（ 2） 過失・素因・素因的要素多元化モデル

本モデルは、過失と素因に減額事由を限定するのではなく、過失、素因以外に

も被害者に起因する競合原因を観念するという立場だ。既存の「素因」概念は病

的素因に限定される傾向に強いが、こういった素因以外にも被害者の事情で相殺

すべき事情はあり得るという前提に立つ。この前提に立つと、損害賠償額の分担

に関しての722条 2項の射程は過失、素因、素因以外の考慮要素、と大別される。

そして素因以外の考慮すべき要素をまとめて素因的要素と定義し、原因競合事例

の際に検討する。

このモデルの強みは、従来の素因という概念の意味合いを変えることなく、素
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因と過失の間隙にある競合原因（素因的要素）までを賠償額算定に当たり考慮で

きる強みがある。

しかしながら、素因的要素という概念の曖昧さはぬぐえず、結局のところ事例

に応じて判断せざるを得ないため判断枠組みとしては不明確である。

では、上記 2モデルのうち、いずれを722条 2項改正にあたり検討すべきかが

問題にするべきかである。この点、本改正の主眼が、基準の具体化を掲げている

ことからも、より枠組みとして明確である過失・素因二元化モデルを採用する。

そして、二元化モデルに対する批判である、素因、過失以外の競合原因はいか

に扱うべきかという問題だが、その批判自体失当と言える。なぜなら、被害者の

行為性に起因する競合原因に関しては、過失か否かの枠組み71）で判断すればよ

いし、過失で対処できない枠組みの問題に関しては結局、素因足り得るかの枠組

みで論じればよく、素因概念を広範に捉えることで対応可能である。

また、素因概念を広範に捉え過ぎると既存の素因概念とのかい離が生じるとい

う批判もあるが、この点も特に問題とならない。なぜなら、素因という概念自体、

厳密な定義はされておらず、また先述した判例においても直接「素因」という文

言は用いずに相殺の当否を論じている。ゆえに素因概念は判例法理72）と解する

よりも、学説上議論されている問題に過ぎず、仮に本モデルにおいて、従前と多

少異なる枠組みで素因を解釈したとしても、実質的な議論においてはさほど影響

はないと解されるからだ。（ただし、場合によっては既存の素因概念との区別のため

別の呼称をするべきなのかもしれない。）

そこで、二元化モデルを採用するとして、続いて、過失以外に素因に関しても

722条 2項の射程に入れるか再度検討する73）必要がある。

続いて、原因競合事由を過失と素因に限定するという二元化モデルを採用する

として、素因までを改正条文に盛り込むべきかについて検討する。この点は従来

の判例・通説の立場を保ち、素因斟酌説のうち722条 2項類推適用説を採用し、

改正法案にも素因相殺について規定するか、それとも素因斟酌反対説を採用し、

過失以外に関しては相殺の対象にしないか、といういずれを採用するかの議論に

帰着する。

この点は、過失相殺類推適用説の立場を採用したい。なぜなら、本改正の趣旨

は公平かつ具体的な条文づくりであるため、競合原因は極力明文化されるべきで
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あるし、実際問題として加害者に責任の全額を負担させることが酷な事態という

ことは十分に想定できる。加えて、判例・実務にも親和的な見解であり、これら

と逆行する素因斟酌反対説は採用しえない。

では、過失相殺類推適用説に対する批判をどのように解するかである。まず、

被害者の病的素因の寄与度を、過失相殺における被害者の過失と重ね合わせるの

は、操作上の類似はあるが、それ自体として十分な説明になっていない、という

批判がある。この点、新722条 2項の趣旨が被害者に起因する競合原因を考慮し

た上での損害額の公平な分担であるため、その対象は過失に限定する理由はない。

かえって、過失とは別個の条文で素因斟酌を規定できるため、両者を重なり合わ

せて一個の条文で論じる必要がなくなり、合理的である。

そして、722条 2項に素因に関する相殺も盛り込むとすると、最後に検討すべ

きなのは、素因の定義、その範囲の明文化まで、法文の具体化の趣旨のもと行わ

れるべきか、という議論である。確かに一概に素因といっても、従来の捉え方だ

と不明確さは否めない。そして、先述した二元化モデルを採用したところ、その

前提を説明しないことにはやはり曖昧さはぬぐえない。

加えて、素因による相殺を明記するとしたら、心因的素因、身体的素因に分け

て条文を作成すべきか、またそれぞれの斟酌可能な限界の基準についても定立す

べきかについても併せて検討すべきである。

この点に関しては結論から言うと明文化は避けるべきである。素因と一言で

言っても、その内容は一義的に説明できるもではなく、心因的、身体的など多様

性を持つ概念である。加えて、私が採用する二元化モデルではさらに素因を拡大

する傾向で解釈するため、素因の多様化傾向はより顕著と言えよう。そこで、十

分な判例の集積及び、検討なしにして素因の具体的内容、及び限界について規定

してしまうと、素因の多様性を無視し、斟酌事由を過度に制限しかねない。よっ

て、改正案作成にあたっては、あくまで素因斟酌を認める、という点を明記する

にとどめる。

また、前章の内容をより、本改正では722条 2項の主観的射程を広く解してい

るため74）、素因斟酌の条文に関しても、斟酌可能な素因は、被害者自身に限定せ

ず、被害者側の素因も広く含まれることも明記する。

以上の議論を踏まえ、722条 2項の客観的射程に関する改正案を提示したい。
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722条の 3（被害者の素因について）

被害者側の素因に関しても722条 2項の規定を準用し、損害賠償額の

算定の際に斟酌することができる。

（以上、阿部譲）

Ⅴ　結　語

前章までの議論を通じて、最終的な改正条文案を提示して本稿の結語に代えさ

せて頂く。

722条の 2（被害者側の事情の斟酌）

　第 1項

　被害者と生計を一にする者の過失が損害の発生に寄与したときは、前

条第二項の規定を準用する。

　第 2項

　前項に該当する以外の者であっても、被害者と行為を一体にする者の

過失が損害の発生に寄与したと認められるときは、前条第二項の規定を

準用する。

722条の 3（被害者側の素因について）

　被害者側の素因に関しても722条 2項の規定を準用し、損害賠償額の

算定の際に斟酌することができる。

722条の 4（過失相殺能力）

　前三条の規定は、事理を弁識する能力を有しないものについては適用

しない。
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