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はじめに

　「いじめる」という行為がもたらす重大な結果の一つ
が「いじめられた」側の自死（自殺）である。この 30
年、日本の世間と社会が断続的に直面してきた事実であ
り続けている。「いじめ」は、「個人の尊厳をそこなう行
為」であり、「人権侵害行為」であり、「人として許され
ない行為」であることが、「いじめられた」側の犠牲の
うえに社会問題として確認、合意されてきた。しかし、
「いじめる」側はいなくならないし、「いじめる」という
言動もなくなってはいない。
　平成 25 年 1 月 31 日「大津市立中学校におけるいじめ
に関する第三者調査委員会『調査報告書』」が提出され
た。2011 年 10 月 11 日にいじめが原因で自死した中学 2
年生の事件について。学校、教育委員会の対応をめぐっ
て被害者遺族が提訴し、ある報道をきっかけとして再び
大きな社会問題としてとらえられ、調査報告を担う第三
者機関が設置されたのであった（1）。
　「いじめる」という言動、すなわち「いじめ」を、と
りあえず子どもの世界に限定し、学校生活における人間
関係に起因する現象であるという認識を前提とすれば、
社会問題化（2）した「いじめ」が、「いじめる」「いじめ
られる」当事者や「観衆」や「傍観者」たる生徒たちに
とどまらず、学校という場にかかわる教員や関係諸機関
の人々、保護者、市民にどのような問題を投げかけてき
たのか、その問題の教訓や対策などがどのように継承さ
れてきたのか、されてこなかったのかについて、確認し

たいという問題意識がある。
　本稿では、学校関係者たる教員が、子ども（児童・生
徒）が学校生活を安全におくるための義務を負うとすれ
ば（安全配慮義務）、子どもの安全を脅かす「いじめ
る」言動にたいして、どのような対策・指導が要請され
てきたのか、要請されているのかを確認したいというこ
とである。このような視点にたてば、「いじめ」認識が
どのように深化したのか、その深化を反映して教員に要
請される専門性（安全配慮義務およびそこから導かれる
いじめ対策義務）の内容がどのように確認されてきたの
かを問うことが当面の課題となる。この作業は、安全配
慮義務・いじめ対策義務に違背して（過失があったとさ
れて）責任が認定された教師・学校の姿はいかなるもの
であるかを確認することになるはずである。そのため
に、愛知私立女子高生いじめ自殺事件判決を素材とし
て、上記の課題に迫りたいと思う。

Ⅰ　いじめ（自殺）事件裁判の争点と
「いじめ対策義務」

1．いじめ対応の転換
　愛知の私立女子高生がいじめを受けて自死した（3）の
は平成 18 年であるが、被害生徒がいじめを受けたの
は、中学在学中の平成 14 年から 15 年にかけてであっ
た。被害生徒がいじめをうけたことを原因とし、転校
後、解離性同一性障害に罹患し、その後自死したのは、
いわゆる第三の波といわれる時期であり、この当時、後
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掲の表にあげたとおり、北海道や、福岡、岐阜でのいじ
め自殺報道が相次いだ。平成 18 年 10 月に文部科学省が
「いじめ問題への取組の徹底について」という通知を出
している。
　したがって。本件の判決を検討する場合、いじめを受
けたとされる平成 14、5 年当時のいじめ問題への認識や
対応のレベルを確認しておくことが必要になる。平成
14、5 年は、いわゆる第二の波といわれる時期のいじめ
自殺裁判の判決が相次いで出された時期である。津久井
中野中学、福岡城島中学、鹿児島知覧中学、新潟朝日中
学（4）の自殺事件判決がそれである。したがって、本稿
では、これらの判決が示したいじめ認定、安全配慮義
務、いじめ対策義務の内容等について整理し、本件判決
の評価の視点を獲得する。
　津久井中野中学いじめ自殺事件（平成 6年 7月）の
後、平成 6（1994）年 11 月に愛知東部中いじめ自殺が
報道され、被害の態様が報道で明らかにされるにつれ、
いじめに関する大きな議論が巻き起こる。東部中事件を
契機として文部省（当時）は、平成 6年 12 月 9 日「い
じめ対策会議」の「緊急アピール」を出した（5）。「アピ
ール」では、「直ちに学校を挙げて総点検を行うととも
に、実情を把握し、適切な対応をとること」が指摘され
ている。
　平成 6（1994）年 12 月 16 日付の「いじめ問題につい
て当面緊急に対応すべき点について」において「すべて
の学校は、自らの学校にもいじめがあるのではないかと
の問題意識を持って」、直ちに総点検を行うことを強調
している。「いじめはいずれの学校でも起こりうる現
象」であるとの認識が示され、いじめる側には、「『社会
でゆるされない行為は子どもでも許されない』との強い
認識にたって子どもに臨むことが不可欠である」と指摘
していた。いじめの判断については、「個々の行為がい
じめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うこ
となく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと
に留意する必要がある」と指摘された。
　平成 7（1995）年 3月 13 日に発表された「いじめ対
策緊急会議報告─いじめの問題の解決のために当面取る
べき方策等について─」では以下のような、いじめ認
識、いじめ対策が示されていた。
　「いじめについては、従来、一部にいじめられる側に
もそれなりの理由や原因があるとの意見が見受けられる
ことがあったが、いじめられる側の責に帰すことは断じ
てあってはならない。」「いじめの問題については、まず
誰よりもいじめる側が悪いのだという認識に立ち、毅然
とした態度で臨むことが必要である」「いじめは卑劣な
行為であり、人間として絶対に許されないという自覚を

促す指導を行い、その責任の所在を明確にすることが必
要である」。
　ここには、いじめられた側の立場にたって、事態を把
握し被害を防いでいくという姿勢の転換の必要性が明示
され、そのうえで、いじめた側への厳格な指導の必要性
が強調されている。
　いじめ対策については、いじめの特質から、担任教員
だけの対応だけでは限界があることを指摘し、「日頃か
ら学校全体で児童生徒の生活実態のきめ細かな把握に努
め、教職員相互間において緊密な情報交換による共通理
解の下に連携協力を行うことが肝要であり、・・・校長
のリーダーシップの下に、一致協力して責任を持って取
り組むことが必要である。」として、学校としての組織
的な対応の必要性に踏み込んでいた。
　さらに、いじめの実態の把握や対応・指導について
は、「いじめの兆候を発見しても、往々にしていじめる
側といじめられる側の主張に隔たりがあったり、いじめ
られる児童生徒からの訴えが弱いため、問題を軽視して
しまうことがある。学校は、いじめを受けている児童生
徒の心理的圧迫感をしっかりと受け止めるとともに、当
事者だけでなく、その友人関係者からの情報収集等を通
じた事実関係の把握を迅速かつ正確に行うことが必要で
ある。」と、当事者だけへの対応だけではなく周囲の生
徒への情報収集などを通じた事実関係の把握の必要性を
指摘した（6）。
　このような対策は、いじめ自殺裁判の判決にどのよう
に反映しているのであろうか。すなわち、いじめ認定の
内容、学校・教師の安全配慮義務の内容、いじめ対策義
務の内容がどのように語られ規範化され、加害者、学
校・教師等の責任が判断されているのか。その判断の根
拠となる学校・教師のいじめ対応の状況をどのように浮
き彫りにしているのかを確認したい。

2．いじめ（自殺）事件判決のいじめ認定について
　いじめ（自殺）裁判の主な争点を整理すれば、次のよ
うに整理できる。（7）

（1）いじめの有無とその実態　
（2）いじめと被害の事実的因果関係
（3）学校・教師のいじめ対策義務とその違反の有無　
（4）いじめ自殺の予見可能性
（5）いじめ加害者・親の責任　（6）過失相殺
（7）学校側の被害者の親に対する報告義務の有無・範

囲（8）

　まず、いじめの定義について確認しておく（9）。
　文部科学省のいじめの定義は、従来「自分より弱い者
に対して一方的に、身体的・心理的攻撃を継続的に加
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え、相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校
としてその事実を確認しているもの。なお、起こった場
所は学校の内外を問わない」（1985 ～ 1993）とされてき
た。平成 6（1994）年に「学校としてその事実を確認し
ているもの」の文言が削除された。これは、いじめの認
識が被害者の視点から明確に位置付けられたことの反映
であった。さらに、平成 19（2007）年に定義の見直し
がなされ「一定の人間関係のある者から、心理的・物理
的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じてい
るもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わな
い。」（10）と変更された。
　次にいじめ訴訟におけるいじめ認定の意義について確
認しておく。
　いじめとは広い概念（定義参照）で不定型なものであ
る。そのことがいじめに関する損害賠償請求訴訟を特徴
づけているとの指摘がある。損害賠償請求訴訟にとっ
て、いじめの定義に該当するかどうかを論じることの実
益があるかについては、議論があるところである。訴訟
においては、「いじめ」になんら民事上の法的効力は付
与されていないし、必ずしもいじめの定義と不法行為の
成立範囲は一致しない、との捉え方がある（11）。しか
し、「いじめは、生徒間のいたずらや単純な暴行行為と
異なり、被害児童・生徒に重大な精神的な重大な精神的
ダメージを与えるものであるから、いじめ事件では、ま
ず当該行為がいじめであるか否かの認定が重要である」
との指摘もある（12）。
　津久井中野中学いじめ自殺事件控訴審判決では、「学
級内で孤立した状態の転校生徒であったAにとって
は、個々の行為自体の加害性はさほど大きくなかったと
しても、継続、累積により心身の負担が増大し、著しく
精神的、肉体的苦痛を被る結果となる性質、程度のもの
である」として、加害生徒らの行為について、加害生徒
の行為の程度はさまざまであるとしても、「自らの他に
同様の行為をしている者がいることを認識しながら」か
かわった生徒に対してその法的責任を認めた（13）。
　いじめと自殺との因果関係について、「本件自殺につ
いては、Aの遺書、日記等がなく、Aにおいて生前自
殺をほのめかすような明らかな言動もなかったため、A
がどのような心理状態の下に自殺に至ったかが直接分か
るような資料は存在しないが、転校して間がないため親
しい友人もなく、これからの中学校生活に不安を抱えて
いる立場に置かれたAのような生徒が、他の複数の生
徒らから繰り返し執拗な本件いじめ行為のようないじめ
を受けた場合には、自殺に至ることがあり得ること
は、・・・新聞報道、官公庁による通達等によって公表
された実例等に照らしても肯定されるところであり、複

数の生徒らからいじめ行為を受けたあげく、マーガリン
事件という極めて悪質、陰湿ないじめ行為を受けたこと
により、Aが多大な精神的打撃を受けたことは容易に
推測し得るところである。そして、他方において、A
が肉体的、精神的に格別脆弱であるとか、家庭内や参加
していたボーイスカウト等において格別自殺の原因とな
るような問題を抱えていたとかなど、他にAが自殺を
しようとする原因となる事実の存在がうかがわれない本
件においては、Aの本件自殺は、本件いじめ行為の結
果によるものと推認できる」として、加害者の行為がい
じめであると認定し、本件いじめ行為と自殺とは事実的
因果関係があると認定した（14）。
　福岡城島中学校いじめ自殺事件判決（15）では、いじめ
定義をもとに「Cは、入学式当日の〈3〉（加害生徒─筆
者）の暴行に始まり、一年時には同じクラスの生徒によ
る暴行を受け続け、二年時からは、右暴行はクラスを離
れて同一学年の生徒から暴行を受けるようになり、三年
時の二学期後半からは暴行のみならず金員の要求をも受
けるようになり、その要求金額も次第に多くなって、最
後には要求に応じられず自殺したものである。上記暴行
及び恐喝行為は、なんら正当な理由も無いのに、Cが蔑
視や冷笑等嫌がらせを受け更に上記暴行及び恐喝行為を
受け続けていたことからすると、Cに対する一連の行為
はいじめに他ならず、Cは上記いじめを苦にして自殺し
たものと認めるのが相当である」として、一連の加害行
為をいじめと認定し、いじめと自殺との事実的因果関係
を認めた（16）。
　次に、鹿沼市立中学校いじめ自殺訴訟控訴審判決（17）

のいじめ認定はどうか。
　判決は、「一郎（被害生徒）は、K中学校第 3学年に
進級後、乙山二郎らの継続的な暴行によるいじめを受
け、級友の助力もないままに過ぎ、次第にクラスの中で
救いのない状況に陥り、2学期以降、それでも息を潜め
るようにして登校を続けていたが、孤立感を深め、前記
遠足の際の出来事を契機として、生きること自体にも執
着しなくなって登校することを止め、遂に自死するに至
ったと推認することができる。このような経過は、集団
におけるいじめに通有のものというべきで、本件におい
ては、乙山二郎らの上記暴行が一郎を自死にまで至らせ
た重要な契機の一つとなったことは疑いないが、それの
みではなく、理不尽な暴行を阻止せず、これによる一郎
被害の継続を放置した級友の卑怯な態度も、それ自体が
いじめとして、一郎が孤立感を深め、自死に至った一つ
の原因となったと推認することができる。」として、本
件加害行為がいじめであると認定し、いじめと自殺の事
実的因果関係について認めた。さらに、級友がこのよう
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な事態の継続を放置したこともいじめと認定し、自死の
原因の一つと判断した。
　本判決は、いじめ認定と教員・学校の安全配慮義務違
反の判断にあたって、いじめの類型を提示しているとこ
ろに特徴がある。すなわち、
（1）暴行等の犯罪行為が一定期間、継続的に加えられ

る法律違反として処罰の対象とされる内容のも
の。

（2）犯罪に当たるとまではいうことができないが、被
害者が疎外され属する組織や社会における生活が
困難となるもの。

（3）内容が正当でものであっても、指導や叱責が重荷
となり、属する組織や社会における生活が困難と
なりうるもの、である。

　学校でのいじめはおもに（1）、（2）の類型であると指
摘し、被害者が受けたいじめはこの二つが複合した形態
と判断している。本件は暴行を加えた者だけでなく、被
害者の陥った状態を放置した級友の卑怯な態度もいじめ
であり、被害者以外の級友すべてが加害者といってよい
と認定した。こうしたいじめ判断に関する基準は、当時
のいじめに関する知見を反映していると評価できる。
　いじめ（自殺）裁判において「いじめ認定」を独立に
行っている裁判は多くない（18）。
　いじめ（自殺）裁判におけるいじめ認定の意義は、事
案が学校教育をめぐる紛争という特徴に求めることがで
きる。いじめの認定をおこなうことは、司法の場におい
て、いじめに関する知見と対策の水準を確認していくこ
とであり、加害者、「観衆」、「傍観者」の責任を自覚化
させることであり、学校・教師の教育専門性とは何かを
問うことである。こうして、いじめ裁判が担う責任認定
機能の周辺に「教育上の責任」判断の広がりが期待でき
る。このことは、社会的要請でもあろう。そして何より
も、被害者・原告の司法的解決に寄せた期待にも応える
ことにもなる（判断の当否については別の問題だが）。

3．安全配慮義務といじめ対策について
　まず、いじめ自殺裁判のリーディングケースとされ
る、1985 年のいわき小川中いじめ自殺事件の判決
（1990 年）が明らかにした「いじめ対応と安全配慮（保
持）義務の内容」、「いじめ対策義務」（「学校・教師のい
じめ対策についての最低限の行為規範」）（19）をとりあげ
る。
　判決は、「（いじめが）本来陰湿で隠微なものであるた
め容易に表面化せず、たまたま表面に現れたときには質
量ともにそれとは比較にならない程の深刻な事実が潜在
しているのが常であるから、この点を十分に考慮してか

からねばならない」ことを前提として、「いじめについ
ての学校側の安全保持義務は、既に一定の事実が把握さ
れており、その事実だけからしても重大かつ深刻ないじ
めの存在が推察されるという時のほか、生徒やその家族
からの具体的な申告に基づく真剣な訴えがあったときに
は、・・・いじめの特質に思いを致して決してこれを軽
視することなく、適切な対処をしなければならないとい
うことになる。」として、具体的ないじめ対策義務を次
のように指摘していた。
（1）いじめの実態、全容把握義務：当事者や必要に応

じて周囲の生徒など広い範囲を対象として事情聴
取など周到な調査をして事態の全容を正確に把握
すること。

（2）被害生徒の保護義務：被害生徒にさらに増幅され
たいじめが加えられないように考慮すること（被
害生徒の登校見合わせなど）。

（3）集団的いじめ防止義務：当事者だけでなく、クラ
ス全体、場合によっては学年、学校全体の問題と
してとりあげ指導する必要があること（20）。

（4）動静経過観察義務
（5）保護者との協力連携義務
（6）例外的な場合の外部機関との協力義務。
　自殺については、「学校側の安全保持義務違反の有無
を判断するに際しては、悪質かつ重大ないじめはそれ自
体で必然的に被害生徒の心身に重大な被害をもたらし続
けるものであるから、本件いじめが Sの心身に重大な
危害を及ぼすような悪質重大ないじめであることの認識
が可能であれば」自殺の予見可能性は必要とせず、いじ
めと自殺の相当因果関係を認めた。
　これに対して、判決の内容について多くの批判を受け
た中野富士見中学いじめ自殺事件第一審判決（21）は、い
じめ認識と安全保持義務、いじめ対応について次のよう
に説示した。
　「現下のいじめの問題は、・・・学校、家庭、社会それ
ぞれの要因が複雑に絡み合った根深い原因を持つもので
あること、その態様も、単に暴力その他有形力の行使を
伴う外形的に明確なものばかりでなく、外部からは明確
にとらえ難い陰湿かつ残忍な方法によるものであった
り、集団の力を借りて集合的に特定の児童に対していじ
めが行われるなど、新しく異質のものが多くなっている
こと、その結果として登校拒否や自殺、殺人等の問題を
招来する恐れがある場合も明らかにされ、・・・いじめ
問題を単なるいたずらやけんかと同一視したり、生徒間
の問題として等閑視することは許されない状況にあると
の基本認識にたって、その解決のためには、・・・長期
的観点にたった施策が必要」。
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　「いじめ問題への予防ないし対応のための緊急の措置
として掲げられた諸施策は、もとより学校教育の実践と
しての課題であって、それが直ちにそのまま公立学校設
置者の負うべき安全保持義務の内容となるものではな
い」。
　「ある具体的な状況下において教諭その他学校関係者
に具体的安全保持義務違背があったかどうかを判断する
については、いじめの性質や教育の本質に由来する次の
ような限界を指摘しないわけにはいかない。」
（1）いじめをなくすことが学校教育の実現すべきひと

つの理想だがいじめの根絶自体は不可能。
（2）学校教育の課題や学校当局者の責務は、いじめの

ない学校社会を実現することは不可能であること
を前提とし、生徒らがいじめ克服を通して主体的
に自我を確立し、他者を思いやる精神を身につけ
ていくことに向けられるべき。

（3）いじめの行為といっても、それ自体が法律上違法
なものとは限らないから、子どもの人権上又は教
育上の配慮から、とり得る方策にも限界がある。
多くの場合、教育指導上の措置に限定されざるを
得ない。

（4）そこからは必ずしも生徒間のいかなる態様による
いじめをも阻止し禁圧すべき義務が導かれるとい
うものではない。

　「放置すれば生命若しくは身体的への重要な危険や深
刻な精神的・肉体的苦痛を招来することが具体的に予見
される場合に、故意または過失によって実効ある方策を
とらなかったとき、安全義務の違背となる。」
　「学校教育の課題ないしその成果の有無と安全保持義
務違背の有無を混同し、・・・いじめが防止できなかっ
たからといって、・・・直ちに学校当局者に安全保持義
務への違背があるものと即断するようなことがあっては
ならない。」
　「安全保持の任に当たる者は、時には外部的な微表か
ら生徒の心象を把握するという至難の技を強いられ、そ
こでは専門的・技術的な知識や経験の上にたっての微妙
な判断とならざるを得ない。」
　「それ故、安全保持義務違背の有無の判断は、教育専
門職としての教師等の専門的・技術的判断として合理的
な基礎を持つものであったかどうかを基準としてなされ
るべきであって、いたずらに回顧的な観点から思い当た
る事実を集積して、結果責任を問うに等しいことになっ
てはならない。」
　本判決は、いじめ発見・対策上の教師・学校の限界を
指摘したうえで、安全保持義務違背の判断を「教育専門
職としての教師等の専門的・技術的判断として合理的な

基礎を持つものであったかを基準」とした、学校現場の
当時の実情を捉えた「現実的な」判断を行ったといえる
かもしれない（22）。それでは、教育専門職たる教師・学
校に対し、その後の判決は、どのようないじめ対策義務
を基準として、安全配慮義務違反の有無を判断してきた
のであろうか。
【津久井中野中学校いじめ自殺事件】
　1994 年 4 月津久井町立中学校に転校した中学 2年生
の生徒が、同年 7月 15 日学校から帰宅後 2階自室で首
つり自殺をした。生徒の両親は、当該生徒が同級生らに
よるいじめによって自殺したとして、同級生 10 名と津
久井町および神奈川県を被告として、損害賠償請求をも
とめ、あわせて町および県に対して、自殺についての調
査・義務違反による損害賠償請求を行った事案であ
る（23）。ここでは、第一審横浜地裁判決を対象とする。
　判決は、事実認定にもとづき、被告生徒 1人を除いた
9人の被告生徒の行為について次のような判断を下し
た。
・「個々の行為自体の加害性はさほど大きくなかったと
しても、継続、累積により心身の負担が増大し、著し
く精神的、肉体的 . 苦痛を被る結果となる性質、程度
のものであると容易に推認される悪質かつ陰湿な加害
行為である暴行等（以下「本件認定暴行等」という）
を、被害生徒が「相当程度困惑することを認識しなが
ら、教職員の目を避けて約三カ月余の間、多数回にわ
たり繰り返しおこなった」こと。
・自殺後の調査で判明した範囲で少なくとも 10 回以上
のトラブルが把握されていて、教職員の目を避けて行
う行為の性質上、同様の言動は、日常的に多数あった
ことが推認されるとして、加害生徒らの暴行等は、被
害生徒への共同不法行為にあたるとした。
・そのうえで、被害生徒の自殺の原因が他に証拠上見当
たらないから、加害生徒らの共同不法行為と自殺の因
果関係があると認定した。
　次に、学校・教員の責任についてはどうか。
　判決は、学校における生徒の安全を確保すべき配慮義
務（一般的安全配慮義務）を確認し、本件において、担
任教諭が把握し、指導の対象としたものだけでも 10 回
を超えた状況の中で、担任教諭は、被害生徒がトラブル
を起こす回数が多いと認識していたはずであって、しか
も平成 6年当時のいじめ報道等によって「悪ふざけと称
して行われている学校内における生徒同士のやりとりを
原因として小中学生が自殺するに至った事件の存在が相
当程度周知されていた」から本件でも「トラブルが継続
した場合に、・・・自殺のような重大な結果を招くおそ
れについて予見することが可能で」あったとして、教諭
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の安全配慮義務違反を認めた（いじめについての教師の
安全保持義務違反（過失）を認め、過失と自殺の相当因
果関係を認めた）（24）。
　上記認定の基準となった、担任教諭の指導監督義務
（いじめ対策義務）は次のように示されている。
（1）個別的なトラブルが発生する都度関係した生徒ら

を諭すだけでなく、日常の生活において個々のト
ラブルの解決だけでなく、交友関係修復にも配慮
しながら事情聴取などを十分に行うこと。教職員
の目を避けて発生するトラブル（いじめー引用
者）に対処するため、トラブルに関与していない
生徒らからも事情を聞くなど実態を早期に的確に
把握すること（いじめの実態、全容把握義務）。

（2）被害生徒に対する言動は悪ふざけ等に名を借りた
悪質で重大な見過ごしがたい行為であるから、時
として重大な結果が生じるおそれがあることを、
認識、理解させ、直ちにやめるように厳重に指導
し、個別の生徒に対する指導や学年集会、クラス
における学級活動などを通じて全校生徒に周知徹
底すること（被害生徒の保護義務、集団的いじめ
防止）。

（3）トラブルを起こした生徒のその後の様子及び指導
の効果があらわれているかについて注意深く観察
すること（動静経過観察義務）。

（4）トラブルが継続している場合には、相手生徒の保
護者とも面談するなどして問題点を指摘し、学校
の指導方針を伝えるとともに家庭における指導を
申し入れること（保護者との協力連携義務）。

　この指導監督義務すなわち「いじめ対策義務」の項目
は、「いわき小川中自殺裁判」で明らかにされた内容と
基本的に同一のものである、本判決がいじめ認識、いじ
め対策の進展を踏まえながら教師・学校のいじめに対す
る「いじめ対策義務」の内容をより具体的に設定してい
たことは明らかである。
【福岡城島中学校いじめ自殺事件】
　判決は「いじめ対策義務」について次のように述べて
いる。
　「いじめ等は、秘密裏に行われるとともにいじめ等を
受けている生徒もこれを教師に伝えることによって更な
るいじめ等を受ける等の特徴がある一方、いじめ等の被
害が場合によっては自殺等の甚大な結果を到来する可能
性があることからすると、いじめ対策は、学校全体で取
り組むべきであることは言うまでもない。・・・加害行
為の認識又は認識可能性に関しても、学校全体で情報を
共有して、いじめの兆候を見逃さないようにすることが
必要」。

　文部省のいじめ対策を踏まえれば、いじめ認識の可能
性は「いじめ等を認識するために十分な対策が取られる
ことを前提に判断されなければならない」として、「も
とより、いじめ等を認識するための対策は、全校生徒の
行動を子細に調査しなければならないというものではな
く、これまでいじめを受けた経験のある生徒はもとよ
り、いじめを受けやすい生徒に関しては、教職員相互間
において、いじめ等の被害を受ける可能性のある生徒で
あるとの共通の認識を持ち、いじめ等の兆候については
些細なものであっても真剣に受け止めて、情報交換を図
り、いじめ等を学校全体で認識し、いじめ等を受けてい
るとみられる生徒があった場合、その友人や保護者等関
係者から情報を収集し、事実関係を把握する必要がある
のであって」、いじめの認識可能性はこの視点から判断
されるべきとする。このような判断は、これまでのいじ
め裁判の判決と比較すれば、いじめ対策義務を判例の形
で規範化したものと評価されている（25）。
　判決は、担任教諭のいじめ認識の可能時期を特定し、
「いじめに対する適切な対応をしていれば、以後のいじ
めの連鎖を防止する可能性があっただけでなく、H君と
の信頼関係を構築しておれば、その後にいじめが継続し
ても、少なくともその全容を把握する可能性があった」
と指摘した。そのうえで、「情報の交換と情報の集積を
行う仕組みが構築されるとともに、これが有効に活用し
ておれば、H君に対するいじめの兆候は、・・・把握可
能であったものであり」、いじめを受けている生徒の実
態把握及びそれに対する対策としては不十分であると断
じた。
　本判決は、当時の文部省のいじめ対策、いじめ報道な
ど基づき、「そこから学校・教師がいじめについていか
なる認識を持ち、どのようにいじめに対応することが要
請されているかを、いじめについての社会認識を基盤に
しつつ導出し、それを裁判規範として採用しながら、城
島中学校の当時のいじめ対策の不備─いじめ対策義務違
反─を判断した」ものと評価されている（26）。
　発生したいじめに対して、担任教師のみにとどまら
ず、教師集団、学校全体でいじめ対策が図られなければ
ならないことは、先にみた判決のなかでも指摘されてき
た。本判決においては、文部省の対策文書等の内容を反
映した形で、いじめ対策における「情報の集積・共有、
共通理解」にもとづく対策の共同性への志向が明確に確
認できる点に特徴がある。さらに、責任の判断について
は、担任教諭の責任の有無が学校の責任の確認となる
が、それを超えて学校・教師集団としての対応を評価
し、責任を認定している。すなわち、本件判決が「現実
のいじめのあり方を基盤としいじめ対策における集団性
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の原則を確定させた点に大きな意義が認められる」（27）

との評価は納得できるものである。
　以上の内容を踏まえて、この時期の判決における、い
じめ認識といじめ対策義務（安全配慮義務）の特徴を以
下の 3点で確認しておきたい。
（1）いじめの判断を「いじめられる側」の視点に立つ

ことで、いじめの継続・拡大を防ぐという姿勢を
明確化したことおよびいじめた側への厳格な指導
の必要性の強調。

（2）「個々の行為自体の加害性はさほど大きくなかっ
たとしても、継続、累積により心身の負担が増大
し、著しく精神的、肉体的苦痛を被る結果となる
性質、程度のものであると容易に推認される悪質
かつ陰湿な加害行為」といういじめ認識の提示。

（3）積極的ないじめ認識義務および「情報の集積・共
有、共通理解」にもとづくいじめ対策の集団性
（同僚性）の原則の規範化。すなわち、個別的な
対応だけでなく、集団的な指導─関係性の分析、
背景の把握─によって実態を把握することの必要
性。

【鹿沼市立中学校いじめ自殺事件】（28）

　本件は、被害生徒がいじめによってうつ病に罹患し自
殺したと認定したが、教員・学校の安全配慮義務違反が
認定できる時期と被害生徒の自殺との間に数カ月のずれ
があることを前提として、いじめによるうつ病罹患につ
いては予見可能性がないとして、安全配慮義務違反と自
殺との相当因果関係を認めなかった事案である。
　ここでは、本判決が示した「安全配慮義務」とうつ病
罹患についての責任の認定について検討する。安全配慮
義務について「学校は、・・・学科についてだけ教育す
るだけでなく、学校における教育活動及びこれに密接な
関連する生活関係における生徒の安全を確保すべき義務
を負うのであり、学校の支配下にある限り、生徒の生
命、身体、精神及び財産等の安全を確保すべき義務を負
い、・・・他人の生命、身体等の安全の確保に関する規
律を習得させる機会を生徒に与えることも期待されてい
ると解される。」
　後段は、教育専門性をもつ教師の「教育上の責任」と
して「他人の生命、身体等の安全の確保に関する規律を
習得させる機会を生徒に与えること」を指摘していると
解される（加害者、観衆、傍観者への規範教育）。
　学校、教員の対応については、いじめ認識に基づき、
被害者は教員に期待できないとき、相談通報による被害
の拡大をさけたいため、いじめの事実を否認するのであ
り、これを踏まえて対処が必要であり、事態を的確に把
握しないまま加害者を謝罪させるなどは、いじめの対策

にも値しないと厳しく批判した。そのうえで、いじめ対
策義務として次のように説示している。
（1）情報の共有、共通理解の下、教員の集団的な対応

として生徒らからの事情聴取等の措置をとってい
れば、被害生徒の理不尽な被害を知り得たこと。

（2）加害生徒はもとより、その保護者に対して責任を
果たすような求めるべきであった。

（3）傍観することもいじめに他ならないことを理解さ
せるなどの指導・監督義務を負っていた。

　とりわけ、「安全配慮義務」の構成内容である「他人
の生命、身体等の安全の確保に関する規律を習得させる
機会を生徒に与えること」が「いじめ対策義務」として
具体化され、判決は、それを基準として、加害者、傍観
者対応について教員の「教育専門職」としての教育責任
を厳しく問うことになっている（29）。このことは、苛烈
ないじめの実態認識を前提としていることは疑いない。
この点は、被害生徒のうつ病罹患についての判断にも現
れている。
　被害生徒の「うつ病罹患は、K中学において長期にわ
たって人格を否定されるようないじめを受け、クラスで
孤立無援の状況に置かれ、極めて強い精神的負荷を受け
続けたことによると認めることができる」、「教員らが安
全義務を尽くしていれば、・・・第 3学年 1学期中早期
にパンツ下げ事件以後のいじめを阻止し得た高度の蓋然
性を認めることができ」たとして、いじめによる 1学期
中に受けた肉体的・精神的苦痛について教員らの安全配
慮義務違反と相当因果関係を認めた。
　しかし、「安全配慮義務違反」の有無について時期を
分けて判断している点、その結果、不登校になった 2学
期にうつ病に罹患し自死に至ったことは、事実的因果関
係のレベルでは認定したが、この段階での教員の安全配
慮義務違反を認定しなかったことは、後述する「愛知私
立女子高生いじめ自殺事件判決」に比して、いじめ被害
の認定─いじめ被害の累積によって深刻な事態を引き起
こす可能性についての認定─に不十分さを残す結果とな
った。

Ⅱ　愛知私立女子高校生いじめ自殺事件

1． 私立女子高校生いじめ自殺事件（名古屋地裁平 23・
5・20 平 21（ワ）第 361 号、判例時報 2132 号 62
頁以下。）

【事案の概要と争点】
　本件は、甲野春子（以下「春子」）が、解離性同一性
障害に罹患してその後自死（平成 18 年 8 月 18 日）した
ことについて、春子の母である原告が、春子が被告学園
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の経営する中学校在学中に同級生から受けたいじめに対
して、被告らが適切な措置を講ずべき義務を怠ったこと
によるものであるなどとして、被告学園に対しては債務
不履行又は不法行為に基づき、その他の被告（理事、中
学校長、中学担任教諭）らに対しては不法行為に基づ
き、連帯して 4246 万 5969 円の損害賠償を求めるなどし
た事案である。
　本件の争点は、1．いじめ行為の存否 2．いじめによ
る春子の解離性同一性障害罹患及び本件自死に対する責
任（安全配慮義務違反（過失）の存否）3．2による損
害 4．過失相殺 5．原告に対する対応についての不法行
為責任であった。本稿では、1、2について扱う。

（1）認定されたいじめに関する事実と評価
　「本件 6名の行為のうち、靴に画鋲を入れる行為は、
春子に対する害悪を示す攻撃的なものであり、春子の授
業用具を隠したりする行為は、学校生活の中心である授
業を正常に受けることを積極的に妨害する行為である
し、春子が大切にしていた相葉ポスターを破る行為は、
有形力の行使を伴う侵害行為であって乙山中学校で学校
生活を送っていた春子に対し、いずれも相当の精神的苦
痛を与える、悪質かつ陰湿な行為というべきである。」
　「シカト（無視）や、「ウザイ」、「キモイ」、「死ね。」
などの発言や、机を教室の外に出す行為は、春子に対
し、集団内における孤立感を強めさせ、本件クラスとい
う集団からの排除の恐怖を与えるものであるし、「（眉毛
が）太すぎなんだよ。」、「毛が濃い。」、「天然パーマ」な
どという容姿等の中傷や、「臭いから空気の入れ換えを
する。」などと言って窓を開ける行為は、容姿や体臭を
気にすることの多い思春期の少女の心に深く傷を残すも
のであって、・・・。そして、春子に向けられた「反吐
が出る。」との発言に至っては、人格そのものを否定さ
れたに等しい屈辱を与えるものである。」
　以上のような事実認定のうえで、約半年にわたる 6名
の行為は、被害者に耐えがたい精神的苦痛を与え、心身
に異常を生じさせるに十分な行為であり、違法性を肯定
することができるものであるとした。

（2）安全配慮義務について
　学校の安全配慮義務：「生徒が実質的に学科の教育を
受けることのできる人的・物的環境を整え、学校におけ
る教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における
生徒の生命、身体、精神等の安全を確保し、これらに危
害が及ぶおそれがあるような場合には、危害の現実化を
未然に防止し、生徒が安心して教育を受けることができ
るように、その事態に応じた適切な措置を講ずる一般的

な義務がある。」
　「平成 14 年当時のいじめに関する新聞やテレビの報道
等によって、学校内におけるいたずらや悪ふざけと称し
て行われている児童や生徒同士のやり取りを原因とし
て、中学生等が自死に至った事件が続発していることが
既に周知されており、中学生等がいじめを契機として精
神疾患や自死等に至るおそれがあることは、公知の事実
であったというべきであり、いわゆる学校関係者である
被告らがこのような事実を知らないはずはなく、仮に知
らなかったとすれば、それ自体、学校関係者としての責
任の自覚が欠落していたことを示すものといわざるを得
ない。」
　「被告学園は、・・・平成 12 年ないし平成 13 年ころ、
生徒指導をテーマとする職員研修（全ての教諭の参加が
義務づけられていた。）が実施され、生徒指導に関する
諸問題の一つとして、いじめ問題に関する研修が行われ
ており、平成 14 年度の初めにも、教員会議の席
上、・・・いじめ問題が発生した場合における対処方法
についても言及されていたことが認められる。」
　「したがって、被告らとしては、生徒間でトラブルが
発生し、あるいは生徒や生徒の保護者等からトラブルに
ついての連絡を受けるなどした場合、その都度、当該ト
ラブルに関係した者を呼び、事情を聞き、注意をすると
いう指導に加え、状況に応じた適切な措置を講ずべき義
務があったというべきである」といじめ対策の前提を確
認したうえで、具体的ないじめ対策義務の内容と水準を
次のように述べている。
①トラブルに関係した生徒及びその保護者等からの情報
収集等を通じて、事実関係の把握を正確かつ迅速に行
う。
②現場の教員の目の届かないところでいじめが行われる
のを避けるために、トラブルの当事者以外の生徒から
も事情を聞くなどしてその実態を的確に把握する
（①、②は、いじめの実態・全容把握義務）。
③加害者側の生徒に対し、生徒間での行為でも、いたず
らや悪ふざけに名を借りた悪質で見過ごし難いもので
あり、時として重大な結果が生じるおそれがあること
を認識、理解させ、直ちにやめるように厳重な指導を
継続する（加害生徒への厳格な指導と被害生徒の被害
拡大を防止する義務）。

④いじめについてのアンケート調査を実施したり、道徳
の時間やホームルームの時間にいじめの問題を取り上
げ、クラスでの討論、発表等を通じて、クラス全体に
いじめに対する指導を行う（集団的いじめ防止指導義
務）。
⑤生徒間でのトラブルについて、学年会に報告し、学年
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会で指導方法について協議して、複数の教員と意見を
交換し足りするなど教員相互間の共通理解を図って共
同で指導に当たったり、・・・組織的対応を取るなど
の義務があった（情報の共有化と組織的対応義務）。

（3） 被害生徒の解離性同一性障害罹患及び自死に対する
被告の責任について

　「特に平成 15 年 1 月以降は、春子の靴に画鋲が入れら
れるなど、春子に対して行われた悪質な行為を認識して
いたか、少なくとも認識することが十分可能であった
し、春子に対する本件 6名の行為が継続するのを放置し
た場合には、春子の精神的負担が累積、増大し、春子の
心身に大きなダメージが生じるほか、場合によっては自
死という結果を招くおそれがあることを予見することも
十分可能であったというべきである」。
　「春子に対する本件 6名の行為について、春子や原告
からの詳細な事情聴取を行ったり、当事者と考えられる
者の事情聴取を行ったり、男子生徒を含めた本件クラス
の生徒全体に対する事情聴取を行ったり、いじめについ
てのアンケート調査を行ったり、春子と他の生徒らとの
関係について継続的に注意深く観察したり、クラスでの
討論、発表を通じて本件全体にいじめに対する指導をし
たり、学年会に報告したり、被告丁原や中学校担当副校
長に報告したりした等の事実はいずれも認めることがで
きない。」
　担任教諭は、「春子の靴に画鋲が入れられた件につい
て、春子から直接申告を受けているのに、「画鋲は、学
校の備品だからもらっておく。」などと述べて画鋲を受
け取るのみで具体的な対応をしなかったのであり、この
ような・・・対応は、極めて不誠実であって、いじめに
対する適切な措置を講ずる義務に著しく反したもの」
「生徒が特定できないとしても、靴に画鋲を入れられる
というのは健全な生徒同士の関係では想定しがたい事態
で、いじめそのものというべきものとであるし、さらに
は背後にあるその他のいじめの存在を窺わしめるもので
あり、・・・これを放置するのではなく、春子の言い分
をさらに具体的に聞き、本件クラスの生徒らに事情を聴
取するなど、具体的な措置を講ずる義務があった」とし
て担任教諭の対応が極めて不十分であると指摘した。
　さらに、本件クラスの担任教諭は、「本件 6名の行為
について、原告及び春子からの連絡等によってこれを認
識しながら、何らの対応も行うことなく、学年会や被告
丁原への報告もしていなかったし、被告丙原も、原告か
らの報告等があったのに、被告丁原に対する調査の指示
等も全く行っておらず、被告丁原は、原告が問題として
いることさえ把握していなかった」として、被告学園に

は、安全配慮義務違反が認められ、これは債務不履行で
あるとともに、不法行為と評価できるものであると判示
した。
　解離性同一性障害罹患といじめとの関係について、
「春子は、遅くとも平成 16 年 2 月 16 日以降、解離性同
一性障害の診断基準として一般的である、『DSM- Ⅳ
-TR』の基準を満たす、解離性同一性障害の状態にあっ
たこと、強い外傷体験を受けた場合、時間が経過してか
ら解離性症状が出現することも珍しくなく、むしろ、外
傷体験が大きければ、その分不安や恐怖が大きくなるた
め、解離症状が出現するのに時間がかかる場合があるこ
と、さらに、春子は、乙山中学在学中から、自分が本件
6名からいじめられているときに、その場所にいるので
はなく、その光景をビデオカメラを通して見ているよう
な感覚をもっていたもので、病的な解離の初期症状にあ
ったことが認められるし、・・・その後、これが悪化す
る経過をたどったものであるから、本件 6名の行為と、
それに対して被告戊田等、被告学園の関係者が何らの対
応も行わず、放置したことによって、春子が解離性障害
を発症し、その後解離性同一性障害に罹患し、本件自死
に至ったことは明らかであり、被告らにおいて平成 14
年 10 月以降、本件 6名に対する適切な措置を講じてい
れば、その後の本件 6名による行為の続発を阻止するこ
とができ、春子が絶望感を持つこともなく、解離性同一
性障害に罹患し、本件自死に至ることもなかったと認め
られる。」として、被告らの安全保持義務違反等と春子
の解離性同一性障害罹患及び本件自死との間には相当因
果関係があると認定した。
　なお、判決は被告らが 6名の生徒のいじめの事実を否
認し、被告らがいじめを放置した事実を否認したことに
ついて、「被告らが、春子に対する本件 6名の行為を、
いじめではなく単なるいたずらと認識していたのだとす
れば、それ自体被告らのいじめ問題に対する認識及び対
応の不十分さを示すものでしかない」と指摘した。

（4）判決の意義
　本件は、いじめの存否が争点の一つをなす。被告側
は、いじめは存在せず生徒間でのいたずら程度の出来事
があったにすぎないとして全面的に争った。判決は詳細
な事実認定を行っている。判決ではいじめ認定はなされ
ていないが、いじめ認識の水準を反映している内容とな
っている。
　「靴に画鋲を入れる行為は、春子に対する害悪を示す
攻撃的なものであり、春子の授業用具を隠したりする行
為は、学校生活の中心である授業を正常に受けることを
積極的に妨害する行為である」との認定は、後述する
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「安全配慮義務」の内容構成にかかわる論点として重要
である。
　また、加害生徒に当時「いじめ」という認識がなかっ
たとしても、その判断は「少なくとも学校や教員が行う
べき対応を検討し、対応として行われた行為を評価する
場面においては、行われた客観的行為及びそれが行われ
た状況に基づいて、当該行為を受けた児童生徒の立場に
立って行うべきもの」とのいじめ対応の視点を確認して
いる。
　安全配慮義務については、その内容として学習環境の
確保が明示されていることが特徴である。「学校生活の
中心である授業を正常に受けること」、「生徒が実質的に
学科の教育を受けることのできる人的・物的環境を整
え」ること、「生徒が安心して教育を受けることができ
るように」学習環境を整えることを安全配慮義務として
構成していることは重要である。本件は、いじめ認定は
なされていないが、被害生徒等の学習環境を疎外するの
が、「ウザイ」、「キモイ」、「死ね。」などの発言や、机を
教室の外に出す行為であり、個々の行為は違法行為には
あたらない（鹿沼いじめ自殺判決が示したいじめの第 2
類型）が、こうした（いじめ）行為の継続・累積によっ
て違法性をもつという構成によって教師・学校のいじめ
対策の内容を枠づけている。判決では、一般的安全配慮
義務の内容にとどまっており、いじめ対策に具体化され
てはいないが、いじめ対策義務として規範化される必要
がある（30）。
　本件判決は、被害生徒が中学 1年在学中のいじめとそ
の後の解離性同一性障害に罹患及び転校から 3年 4カ月
後の自死との因果関係について、学校関係者の自殺の予
見可能性を認めたという点に先例的意義がある。鹿沼市
立中学いじめ自殺事件判決が、「一郎（被害生徒）は、1
学期が終了した時点ではうつ病に罹患していたとまでは
認められず、その後の経緯を経てうつ病に罹患したこ
と、一郎に対するいじめは、暴行自体は深刻な傷害を負
わせる程度であったとは認めることができず、いじめに
より受けていた精神的な苦痛が他者からは把握し難い性
質のものであったことを併せ考えると、一郎が 1学期中
に受けたいじめを原因としてうつ病に罹患し、自死に至
るのが通常起こるべきことであるとは」言えないとの判
断を下していることと比較すれば、本件判決は継続した
いじめによる累積した被害の深刻さを医学的知見により
詳細に裏付けた点など、いじめ被害の認識の深まりが確
認できる。
　最後に、これまで取りあげてきたいじめ（自殺）事件
の裁判例のなかで明らかにされてきたいじめ認識といじ
め対策義務の内容を確認しておきたい。

①いじめが被害者である児童生徒等に対する放置でき
ない権利侵害（人権侵害）であり、その被害の苛酷
さは、被害者の受け止めを重視し、被害者の立場か
ら理解されるべきこと。
②いじめは、個々の行為はそれ自体の加害性はさほど
大きくなかったとしても、継続、累積により心身へ
の負担が増大し、深刻な精神的、肉体的苦痛を被る
結果となること。いじめ加害者だけでなく、クラス
メートらの傍観者的態度もいじめであること。
③学校生活に起因するいじめに対して、生命、健康、
身体の安全等を中心とした一般的な安全配慮義務に
その内容として学習環境の確保が明示された。学
校・教師の負ういじめ対策義務は、被害者等から訴
えがあった場合にとどまらず、継続的で放置できな
いいじめの存在が予測される兆候が現れた時にも生
じる。
④積極的ないじめ認識義務および「情報の集積・共
有、共通理解」にもとづくいじめ対策の集団性（同
僚性）の原則の規範化。すなわち、個別的な対応だ
けでなく集団的な指導─関係性の分析、背景の把握
─によって実態を把握することの必要性。
⑤いじめが放置された場合、被害者に─時間が経過し
た後も─精神障害や自殺を含む重大な被害が生じる
ことが予見されること。

まとめにかえて

　判決（安全配慮義務違背の認定）から浮かび上がる、
教師・学校の姿はいかなるものか。
　「いじめかなと思ってもそれを認めたくない教師」、
「いじめから目をそむける教師」、「個別対応で解決した
つもりの教師」、「握手させて、仲良くしろよという教
師」、「同僚に相談することはプライドが許さない教
師」、「ひとり抱え込む孤立した教師」、「いじめはいじめ
られる側にも原因があるとひそかに思っている教師」、
「親の育て方が悪いからいじめられるんだと強弁する私
立学校理事」、「同僚性の欠如した教師集団」、「学年でき
ちんと話し合わない教師たち」、「情報を保護者に伝えな
い学校」、「隠ぺい体質の学校」、「組織防衛にはしる学
校」、「ちゃんと調査しない学校」、「いじめはなかったと
強弁する学校」、「自殺の原因は家庭にあると決めつける
教師・学校」等々。
　判決から浮かび上がる教師・学校の姿は、ネガティブ
なものばかりである。大津市の第三者委員会の『調査報
告書』から読み取れるものと多くは重なる（31）。
　いじめ自殺事件から見えてくる教師・学校の姿であ
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り、それがすべてではないことを、われわれは知ってい
る。しかし、いじめに苦しみ自死を選んだ生徒が多数い
て、いじめの結果のひとつは自殺であることを、この
30 年、公知の事実として世間と社会は確認し続けてい
る。いじめる、いじめられる場所は学校なのである。
　愛知私立女子高生いじめ自殺事件の判決は、平成 23
年 5 月 20 日であった。この年の 10 月、大津の中学生が
いじめを原因として自死したのである。
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（2）森田洋司、2010 年、8頁によれば、「社会のなかの
誰かが、特定の事象を「困った状態」だと訴え、さ
まざまな立場の人々がやりとりをしながら社会的に
構築されていくのが社会問題」である。他に、長谷
川裕、1998、631 号 99 頁。

（3）後掲表（1）愛知私立女子高校生いじめ自殺裁判。
（4）後掲表を参照のこと。本稿では、（7）津久井中野中

学いじめ自殺裁判（6）福岡城島中学いじめ自殺裁
判および（2）鹿沼中学校いじめ自殺裁判をとりあ
げる。鹿沼自殺裁判は平成 19 年に判決がでたが、
いじめによるうつ病罹患が争われた事案であり、愛
知事件判決との比較がいじめ対策義務の内容構成の
検討にとって大きな意義を有する。

（5）森田洋司、2010 年、49 頁は、この「アピール」に
ついて「『いじめは、いずれの学校でも起こりうる
現象である』という認識を文部省が示したともいえ
る。これは現場に対して反省と認識の変更を求める
ものであり、その意義は大きい」と評価している。

（6）　1985 年 6 月 28 日の「児童生徒の問題行動に関す
る検討会議」による「緊急提言─いじめの問題の解
決のためのアピール」に比べ、加害者への厳格な対
応の姿勢が強く打ち出され、いじめへの積極的で、
組織的かつ広範な取り組みを求めている点に特徴が
ある。今津孝次郎、2007 年、47 頁。

（7）市川須美子A、2007 年、16 頁。本稿は、このうち
1．いじめの有無とその実態、2．いじめと被害の事
実的因果関係、3．学校・教師のいじめ対策義務と
その違反の有無、を対象とする。4．いじめ自殺の

予見可能性については、予見義務の法律構成と相ま
って重要な不法行為法の論点であるが、本稿では必
要な限りで触れるにとどめたい。

（8）　町田市いじめ報告義務訴訟以降、いじめ訴訟の争
点になっている。大津市の「第三者調査委員会」の
設置は、この争点に対する判例の動向との関連で評
価される必要があるが、本稿ではとりあげない。

（9）いじめ裁判は、いじめの有無、その態様・程度の立
証（事実認定）といじめ被害に対する学校責任の問
題が焦点である。裁判では、初期には継続的暴力、
恐喝を中心に、いやがらせ、使役（パシリ）が明ら
かにされ、その後無視（シカト）に代表される心理
的いじめ、性的いじめ、被害者だけが特定していて
いじめる子が可変的で不特定多数のトラブル型いじ
め（教師に見えにくい）が明らかにされてきた。さ
らに、いじめ認識の深化、裁判例の蓄積のなかで、
いじめは、いじめられる側にも問題があり、被害者
が乗り越える課題であり、被害者側もいじめ克服の
ための努力と勇気を求めていた段階から、いじめは
社会的に許されない人権侵害で、ある状況・行為が
いじめかどうかについては、加害者の主観ではな
く、被害者の受け止めの問題として捉えられるよう
になってきた。そのことが、いじめの定義と適用に
反映している。市川A、2007 年、24 頁。

（10）大津市立中学校いじめ自殺事件の「調査委員会」
（以下、調査委員会）では、いじめ行為の認定にあ
たって、森田氏のいじめ定義「いじめとは、同一集
団内の相互作用過程において優位に立つ一方が、意
識的に、あるいは集団的に他方に対して精神的・身
体的苦痛をあたえることである。」を援用し、「いじ
めといえるためには、同一集団内の人間関係におい
て力関係のアンバランスが生じていることが必要」
としている（報告書 48 頁）。

（11）蛭田振一郎・中村心　2010、68 頁。
（12）織田博子　1997、339 頁。
（13）東京高裁平成 14 年 1 月 31 日判決　平 13（ネ）

639 号，判例時報 1773 号 3 頁。采女博文、2003
年、50 頁は、この点に本件判決の画期的意義があ
ると評価している。

（14）市川須美子B、2007、45 頁は、津久井中野中学いじ
め自殺事件第一審判決（横浜地裁平成 13 年 1 月 15
日、平成 9年（ワ）2192 号、LEX/DB28070588）
について、「疑問なのは、裁判所が、加害者側およ
び学校側の「いじめ」ではないとする主張にていね
いに反論しながら、これらの加害行為に対して、本
件認定暴行等、本件不法行為、トラブルなどと言い
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換えながら、いじめという用語自体は注意深くさけ
ている点である。継続的、累積的に被害者に精神
的・肉体的負担を増大させる悪質かつ陰湿な加害行
為は、被害者にとって「いじめ」でしかありえない
し、過去のいじめ判例で挙げてきたいじめのメルク
マールにも合致する。しかも、裁判所は、自殺の予
見性の認定では、もっぱらいじめ自殺報道やいじめ
対策通達等に依拠している。加害行為をいじめと認
定することを回避する理由はみあたらない。」と指
摘している。

（15）福岡城島中学校いじめ自殺事件判決　福岡地裁平
成 13 年 12 月 18 日、 平 8（ ワ）3672 号、D1-Law.
com. 判例 ID28070682。

（16）山岸利次　2002 年、51 頁は、いじめ認定の積極的
側面を評価し、本判決では、加害行為の認定や学校
側の責任を判断する際、「いじめの社会動向・認識
を反映した文部省の一連のいじめ対策文書をはじ
め、メディアでのいじめ報道等基準として採用して
いる」と評価している。

（17）東京高裁平成 19 年 3 月 28 日、平 17（ネ）5173
号、判例時報 1963 号 44 頁以下。

（18）蛭田・中村、2010、70 頁。
（19）福島地裁いわき支部平成 2年 12 月 26 日、昭和 61

年（ワ）138 号、判例時報 1372 号 27 頁。小泉広
子、2005 年、91 頁。市川須美子、（註 7）17 頁。

（20）「被害生徒の屈辱や苦悩がいかに大きいものである
かなどを・・・理解させると共に周囲の生徒達には
いじめを決して傍観することなく、身をもって制止
するか、或いは教師に直ちに報告する勇気をもって
欲しいということを訴え、他方、被害生徒に対して
は、自らいじめと闘う気概をもつことの大切さを説
ききかせ・・・」との指摘がある。

（21）東京地裁平成 3年 3月 27 日、昭 61（ワ）7826
号、判例時報 1378 号 26 頁以下。

（22）市川前掲（註 7）18 ─ 19 頁。
（23）本事件について、横浜地判平 13・1・15　LEX/

DB28070588、市川須美子B2007 年、45 頁以下。
（24）法的構成としては、予見義務の対象を「いじめ」

と捉え、いじめを防ぐべき注意義務違反（安全保持
義務違反）の過失が認められれば、過失と被害者の
自殺の間に相当因果関係があるか否かを検討する構
成であり、自殺との因果関係を認めたものとして、
後掲表　（13）いわき事件判決がある。（7）津久井
事件判決が 2例目である。後述する（1）愛知私立
女子高校生いじめ自殺事件判決は 3例目である。否
定したものとして、（11）（12）中野事件判決、（6）

城島事件判決などがあり、（2）鹿沼事件判決も否定
された事案である。蛭田振一郎・中村心　2010、
70-73 頁。

（25）山岸正秋　2002、55 頁は、「いじめ認識に際し
て、学校教師は、いじめを偶然に発見するという受
動的なあり方を否定し、いじめの認識のために積極
的に行動しなければならないという、言わば積極的
ないじめ認識の義務─「いじめ発見義務」─を実質
的に規定したものである。このような学校・教師の
いじめへの姿勢は、実践的な観点に立ったいじめ論
が示すように社会が要請したものであるが、判例と
いう具体的な形で規範となったと評価できる。」と
述べている。

（26）山岸正秋　2002、55 頁。
（27）山岸正秋　2002、56 頁。
（28）東京高裁平成 19 年 3 月 28 日平 17（ネ）5173 号、

判例時報 1963 号 44 頁以下。
（29）采女博文、2005、84-87 頁は、安全配慮義務を「教

育を施す責任」「安全教育」を含む概念として捉え
直すことの重要性を指摘している。

（30）采女博文　2005、77-79 頁は、「いじめ事件での安
全配慮義務論は、「生命、健康、身体の安全等」を
中心とするものから「子どもの人権すなわち落ち着
いた良好な環境の下で学習（学校生活）に集中しう
る権利」をも取り込んだものに再構成する必要があ
る」と述べる。

（31）『調査報告書』69 頁以下。「なにかいじめ認知を回
避しようとする力が働いているのではないかとの疑
問」、「いじめ認知への消極性」、いじめ行為を「相
互に謝罪させハグさせる」、「教員間の情報共有化実
現せず」、「学校評価のためにいじめ認識に消極
的」、「大量の情報ありながら、全貌を明らかにしよ
うとする姿勢が見られない」等々・・・。

引用文献一覧

市川須美子A　2007 年「新しい段階に入ったいじめ裁
判」　『学校教育裁判と教育法』三省堂

市川須美子B2007 年「いじめ自殺の予見可能性─津久
井町立中野中学校いじめ自殺事件第一審判決」『学
校教育裁判と教育法』三省堂

今津孝次郎 2007 年『増補　いじめ問題の発生・展開と
今後の課題』黎明書房

采女博文 2003 年「いじめをめぐる法的問題─学校の教
育責任と被害生徒の親責任─」『鹿児島大学法学論
集』37 巻 1・2 号　pp. 37-82
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織田博子　1997 年　「学校事故」　山田卓生編『新・現
代損害賠償法講座（4）使用者責任他』日本評論社　
pp. 319-343

小泉広子 2005 年「新潟朝日中学いじめ自殺国家賠償請
求事件」『季刊教育法』145 号 pp.87-92

長谷川裕　1998 年　「いじめ論の状況（上）（下）」　『教
育』630、631 号 pp. 95-104，pp. 92-101

蛭田振一郎・中村心　2010 年　「いじめをめぐる裁判例
と問題点」判例タイムズ 1324 号 pp. 68-77

森田洋司　2010 年　『いじめとは何か─教室の問題、社
会の問題』　中公新書

山岸利次　2002 年「福岡県城島中いじめ自殺事件」　
『季刊教育法』132 号 pp. 51-57

事件名・通知 判決等年月日
責任の認定等 

学校 加害生徒、親
＊「いじめの問題への取組
の徹底について」（平成 18
年 10 月 19 日文部科学省）
（1）
愛知私立女子高生いじめ自
殺事件
（平成18年 8月 18日自死）

名古屋地裁平 23・5・20 平
21（ワ）361 号

●学校側が同級生らによるいじ
めを解消するための適切な手段
をとらなかった。自殺について
予見可能性もあったとして、学
校法人や担任教諭らの損害賠償
責任が肯定された。

　
和解

●過失相殺 7割減額
＊福岡筑前町中学校いじめ
自殺（平成 18 年） 
＊北海道滝川市小学生いじ
め自殺（平成 17 年）

（2）
鹿沼市立中学校いじめ自殺
事件（平成 11 年 11 月 26
日自死）

東京高裁平 19・3・28
平 17（ネ）5173 号

●生徒の自殺について、同級生
らによるいじめが原因と認定。
いじめを阻止できなかった教員
らの安全配慮義務違反を認定。
いじめにより肉体的・精神的苦
痛を被ったことが教員らの安全
配慮義務違反（過失）と相当因
果関係のある損害にあたる。

　

●安全配慮義務違反と自殺との
相当因果関係を認めなかった
（予見可能性の否定）。

（3）
神奈川県立高校女子生徒
いじめ自殺事件（平成 10
年 7 月 27 日死亡）

横浜地裁平 18・3・28
平 13（ワ）2713 号

●いじめの実態を認識していた
高校に、組織的な対応を怠った
として安全配慮義務違反の責任
は認めたが、教員には自殺につ
いての予見可能性がなかった。
●被害生徒の精神的苦痛の範囲
で損害賠償が認容された。

● 3名の加害生徒中
1名の違法行為（い
じめ）を認めた。
●同級生のいじめと
自殺の相当因果関係
は認めなかった。

和解

いじめ自殺―裁判、報道、通知
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（4）
新潟中学生いじめ自殺事件
（平成 13 年 8 月 6 日自殺）

新潟地裁平 15・12・18
平 13（ワ）253 号

●学校側にいじめを回避する安全
配慮義務違反（過失）があった。
●自殺に対する学校側の予見可能
性を否定した。

（5）
鹿児島知覧町立中学校いじ
め自殺事件（平成 8年 9・
18 自殺）

鹿児島地裁平 14・1・28
平 10（ワ）55 号

●中３男子生徒のいじめによる
自殺事故について、学校側にい
じめを放置した責任は認めた
が、自殺は予見できなかったと
して、いじめと自殺の相当因果
関係は否定。

　

（6）
福岡城島中学校いじめ自殺
事 件（ 平 成 8年 1・22 自
殺）

福岡地裁平 13・12・18
平 8（ワ）3672 号

●いじめを原因とする自殺につ
いて、学校も実態把握と対策が
不十分（いじめを放置）であっ
たとして、安全配慮義務違反
（過失）を認定。
●自殺について、学校に予見可
能性はなかったとして、自殺に
かんする責任は、否定された。

　

＊「いじめ問題への取組の
徹底について」（平成 7年
12 月 15 日文部省）　

＊福岡県豊前市立中学校い
じめ自殺（平成 7年 4月
16 日） 
＊「いじめの問題の解決の
ために当面取るべき方策等
について」添付「いじめ対
策緊急会議報告ーいじめの
問題解決のために当面取る
べき方策についてー」（平
成 7年 3月 13 日文部省）　
＊「いじめ緊急会議報告―
いじめの問題について当面
当面緊急に対応すべき点に
ついてー」（平成 6年 12 月
16 日）
＊「「いじめ対策緊急会
議」緊急会議アピール」
（平成 6年 12 月 9 日）　
＊ 愛知県西尾市公立中学
校いじめ自殺（大河内清輝
君平成 6年 11 月）
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（7）
津久井中野中学校いじめ自
殺事件（平成 6年 7月 15
日自殺）

（1審）横浜地裁平 13・1・
15、平 9（ワ）2192 号
（控訴審）東京高裁平 14・
1・31、平 13（ネ）
639 号　

控訴審
●担任教諭の安全配慮義務違反
と本件自殺との間に相当因果関
係があった。

●加害生徒らの被害
生徒への暴行等につ
いて両親には監督義
務違反がある。
●学校側の安全保持
義務違反と両親の監
督義務違反は共同不
法行為の関係にある。

＊朝日新聞　　江戸川区立
中学校いじめ自殺　報道
（平成 6年 7月 7日付）
＊西日本新聞　愛知県安城
市県立高校いじめ自殺　報
道（平成 6年 6月 5日付）
＊西日本新聞　岡山公立中
学校いじめ自殺　報道（平
成 6年 5月 31 日付）

＊西日本新聞　福岡太宰府
中学校いじめ自殺　報道
（平成 5年 12 月 29 日付）
＊朝日新聞　福岡行橋公立
中学校いじめ自殺　報道
（平成 5年 5月 30 日付）

（8）
秋田公立高校いじめ自殺事
件（ 平 成 5年 5月 6日 自
殺）

秋田地裁平 8・11・22
平 6（ワ）512 号

●自殺は学校における生徒間の
いじめが原因であるとは推認で
きない。
●高校教員らが生徒の自殺を予
見するのは不可能であり、教員
らの義務違反は、これを論ずる
前提を欠くというべき。

　

（9）
岡山鴨方中学校いじめ自殺
件（平成元年 10 月 2 日自
殺）

岡山地裁平 6・11・29
平 3（ワ）259 号

●学校側に適切な処置を怠っ
た、安全配慮義務の違背はなか
った。
損害賠償請求を棄却。

（10）
富山奥田中学校いじめ自殺
事件（昭和 63 年 12・21 自
殺）

富山地裁平 13・9・5
平 8（ワ）278 号

●被害生徒の学校生活における
安全を保持するのに必要な注意
義務に違反したものと認めるこ
とはできない。
●担任において被害生徒が自殺
することを予見することは極め
て困難。
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＊「いじめの問題に関する
指導状況等に関する調査結
果 に つ い て 」（ 昭 和 61
（1986） 年 2月 21 日 文 部
省）

（11）
中野富士見中学校いじめ
自殺事件（昭和 61 年 2 月
1 日自殺）

（1審）東京地裁平 3・3・
27　昭 61（ワ）7826 号

●中学 2年生の男子生徒が同級
生の度重なるいじめを苦にして
自殺した事例。自殺については
学校側にも加害生徒の両親にも
予見可能性がなかったとして、
両者の過失と自殺のあいだの相
当因果関係を否定した。
●学校側の責任は、第 2段階で
のいじめ（暴行等）に対して安
全保持義務違反があるとして過
失を認定。

●学校側の安全保持
義務違反と加害生徒
らの両親の監督義務
違反は、共同不法行
為の関係にある。

（12）
中野富士見中学校いじめ自
殺事件

（控訴審）東京高裁平 6・
5・20　平成 3（ネ）1255
号

●自殺はいじめが主たる原因。
●学校側にはいじめ防止のため
の適切な措置を講じなかった過
失がある。
●過失と自殺との間の相当因果
関係は否定

●同上

＊「いじめの問題に関する
指導の徹底について」（昭
和 60（1985）10 月 25 日文
部省）

（13）
いわき小川中学校いじめ
自殺事件（昭和 60 年 9 月
24 日自殺）

福島地裁いわき支部平成
2・12・26　 昭 和 61 年
（ワ）138 号

●中学 3年生の男子生徒が同級
生からのいじめを苦に自殺した
事例。ある程度いじめの事実を
把握しておきながら適切な対応
を怠った学校側に安全保持義務
違反があるとされた。
●被害生徒の自殺はいじめによ
るものであり、学校側の過失と
自殺とのあいだに相当因果関係
があると判断された。
●過失相殺：自殺という手段を
選んだ被害生徒にも責任があ
り、4割強の責任。あわせて原
告に 7割、被告に 3割の責任。

●和解



帝京大学教育学部紀要　第 2号（2014 年 3 月）

─ 139 ─

「児童生徒のいじめ問題に
関する指導の充実につい
て」添付「児童生徒の問題
行動に関する検討会議緊急
提言－いじめ問題の解決の
ためのアピール」（昭和 60
（1985） 年 6月 29 日 文 部
省）


