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第1章　はじめに

原告訴訟代理人弁護士　中谷綾二

同　　森田　茂

森田茂復代理人弁護士　岩月浩二

本書面では、まず第2において、本件事故に対する被告の過失について論じる。

そして、第3においてば、障害者と健常者との間に賠償額の差を認めるべきで

ないことを中心に損害論について論じる。

第2章　被告の過失

第1それまでの88○の対応の問題点

1　はじめに

本件事故についての被告の直接的な過失は本件事故当日のことであるが、

その重要な背景として、それまでにも‾二二二剛は早亨に対する適切な対応が

なされていなかったという事実がある。被告の過失を適切に評価するために

は、この背景事実についても十分に理解しておく必要があるので、まず、こ
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の点について述べる。

2　早亨の特性についての把握と対応が不十分であったこと

（1）早亨の特性についての豪族の説明

早亨は目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうという特性を持ってい

た。

平成14年の保護者との面談記録には「無断外出→自宅では全て施錠し

ている。特にハイな状態は要注意」「外出時にも少し目を離した間にどこ

かへいってしまう。」として母が早亨の特性を説明した記録がはっきりと

残っている（乙7・59枚目）。

面談記録に残っているのはこの1箇所だけであるが、家族が説明したの

はこの1回だけではなく保護者面談において何度も繰り返し伝えていた

（原告9頁21行目一同頁25行目）。

（2）三脚が聞く姿勢を持っていなかったこと

このような家族の説明に対し、壬≡i側の担当者はすぐに別の話に移っ

てしまうこともあり、話を広げないようにしていると家族が感じることが

あった。担当者は家族の説明に関心を持っていないようであった（原告1

0頁6行目一同頁14行目）。

家族が何度も説明したにもかかわらず面談記録には1回しか記録されて

いないのも担当者が関心を持っていなかったことの表れと考えられる。

これに対し、○○や葛Sは早手の家族から施設について何らかの不満や

要望を出された記憶はないと供述している（m13頁13行目一同頁1

5行目、○○4頁2行目一同頁4行目）。

しかし、それは、家族が要望を出そうとしても「（利用者は）早亨さん

1人ではありません。」とSnこ言われると、それ以上の話をすると早亨

が不利益な扱いを受けることが心配になり、要望を出せなかったのである

（原告10頁25行目～12頁3行目）。

－2－



施設と利用者の家族はこのような関係にあることは容易に分かるから、

施設側が利用者の特性を把握するためには、家族の話に対して聞く姿勢を

示し、積極的に質問するなどして情報の把握に努める必要がある。しかし、

－の担当者はこのような努力を怠った。

なお、Omは、軍事の母の生前に原告と面談で直接話した記億はないと

述べている（■015頁6行目一同頁9行目）。しかし、保護者面談の記

録には原告もばば毎回参加していることが記載されているし（乙7・59

頁、同129頁、同131頁、同133頁、同137頁）母の生前にも原

告は面談で看漢と話をしている（原告10頁4行目一同頁5行目）。00

がこのことを記憶していないのも、■8m側の姿勢の一端を表している。

（3）階報英有が図られていなかったこと

利用者の情報について、〇mは月1回の会議において共有をしていたと

か（OS12頁l行目一同頁3行目）、男性利用者の階報は男性の支援員

の皆で共有するようにしていたと供述している（看020頁2行目一同頁

11行目）。しかし、会議においてどのような方法でどれくらいの時間を

かけて共有を図っていたのかについて具体的な説明は全くなく、早亨の上

記の特性について本当に構報共有が図られていたのか極めて怪しい。

施設長である看■噂身については、目を離すとどこかへ行ってしまうと

いう特性を確実に把握したのは事故の後であると述べているが（〇m18

頁10行目一同頁16行目）、このことも情報共有が図られていなかった

ことの一端を表してる。

（4）分析と対応が不十分

このように、目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうという早亨の特性

について、二＿二田は十分な情報の把握や共有を行っていなかった。

そのため、その分析や対応についても、特に具体的なことは行われなか

った。

－3－



3　眠剤の多用

ケース記録に薬の服用の記録が載っていあいので具体的な薬の種類や量は

不明だが、以下の事実から、葛臆Sでは早亨に対して必要以上に眠剤が多用

されていた可能性がある。

まず、外出等で家族が早亨を迎えに行くと早亨がぼうっとしていることが

よくあった（原告12頁10行目一同頁14行目）。特に母は、このような

早亨の様子の変化に気づくことが多かった。

また、施設から、「早亨が立てなくなった。」と連絡を受けたこともあっ

た（原告13頁2行目一同頁5行目）。その理由について説明はなかったが、

それまで早亨が立てなくなることはなかったので、眠剤の効きすぎではない

かと思われる。

さらに、早亨は施設内で1．5mの傷で4針縫うケガをした。事故が起こ

ったのは朝だったが、原因は不明とのことだった（原告13頁20行目一同

頁25行目）。ただ、その後、家族はなかなか早亨にあわせてもらうことが

出来ず、早亨に会ったのは1ケ月以上経過した後だった（原告14頁9行目

一同頁16行目）。このことからすると、ケガの原因も眠剤の効きすぎだっ

た可能性がある。

4　散歩中にいなくなったことの反省がいかされていないこと

平成22年11月28日、早亨が散歩中ににいなくなりセブンイレブンで

食べ物を食べたということがあった（乙2の1）。

被告は、このセブンイレブンの件は施設の外での散歩中の出来事であり、

施設内から早亨がいなくなった本件事故とは異なる旨の主張をする。

しかし、目を秘すとどこかへ行ってしまう。」「食べ物が売っている店に

行って食べ物を食べてしまう。」という早亨の特性が表れているという点に

おいて、2つの事件は共通である。すなわち、セブンイレブンの件でも、そ

の原因である早亨の特性についてしっかりと理解した上で反省し、その反省
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をその後の対応に活かしていれば、本件事故を防ぐことに役立った可能性は

十分にあった。

しかし、被告においては、あくまでも「散歩中」という限定した場面での

注意事項を確認したのみであり（乙2の1・2枚目）、セブンイレブンの件

を早亨の特性について根本的な理解を深める機会にはしなかったのである。

5　小結

このようにそれまでの細臆m対応については様々な問題点があり、それ

がやがて本件事故へとつながったのである。

第2　予見可能性

l　予見可能性

次に、’被告は、本件事故の予見可能性について争っているので、この点に

ついて述べる。

2　無断外出についての予見可能性

（1）被告の主張

被告は、早亨がそれまで無断外出をしたことがなかったことや当日の早

亨の状態が安定していたこと等を理由に、早亨の無断外出についての予見

可能性はなかったと主張している。

しかし、早亨がそれまで無断外出をしなかったのは、外に通じる天使の

扉などが閉まっており外に出られない状態だったからでぬる。本件事故は

天使の扉が開いており外に出られる状態だったのであるから、前提が全く

違う。それまで無断外出がなかったことは予見可能性を否定する理由には

ならない。

また、当日の早亨の状態が安定していたかどうかは争いがめる。本件事

故直後の4月10日の説明会で施設長のSmま、「当日、少し朝からちょ

っと不安定気味でして、いつもよりちょっとこう外に出たいという外出し
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たいという気持ちがあったんですね。」と説明しているのである（甲34

の2・1頁）。

ただ、自閉症・知的階害・双極性障害により多動傾向の障害を有する亡

早亨の特性を考えれば、（少なくとも扉が開いていれば）早亨の状態が安

定していたかどうかにかかわりなく、早亨が無断で外に出てしまうことの

予見は容易であった。

（2）無断外出についての予見可能性の具体的根拠

早亨の無断外出についての予見可能性があったことの具体的根拠は、以

下の通りである。

まず、早亨の散歩中は常に職員が手をつないでいた（■010頁20行

目一同頁25行目主　これは、施設の外で手をつないでいないと早亨がす

ぐにどこかへ行ってしまうことを職員も認識していたからである。

また、早亨の担当支援員であった，書面は普段の早亨の様子について、○

○は主尋問において「扉が開いているときに、その扉から他者がが出ると

きに一緒に出ようとしたことはあります。」（0015頁8行目一同頁9

行目）とか、「扉が開いている状態であれば、（中略）出ていこうとはし

てたと思います。」（鵜015頁15行目一同頁17行目）などと述べて

いる。そして、mは裁判官からの質問に対しても同趣旨の説明をしてい

る（○○46頁11行目一同頁18行目も同旨）。このように、普段から

早手は扉が開いていたら外に出ようとしていたことは看臆がはっきりと述

べているのでめる。

さらに、本件事故の当日についても、○○は、早亨が何度とは数えられ

ないほど天使の扉の前に行っていたと述べている（〇m31頁1行目一同

頁3行目）。このことは、本件事故当日のケース記録にも「（早亨が）天

使の扉、食堂を行き来しながら過ごす」と記録されていることとも符合す

る（乙第10号証・336頁）。
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以上の通り、早亨の普段の様子からしても当日の行動からしても、天使

の扉が開いていれば早手が外に出てしまうことは十分に予見できたのであ

る。

3　食べ物を喉につまらせて窒息することについての予見可能性

（1）被告の主謀

被告はドーナツを喉に詰まらせて窒息することまでは予見できなかった

と主張する。しかし、以下に述べるとおり、予見可能性は十分あった。

（2）重度の知的障害者が施設の外に出ることの危険性

まず、一般論として、重度の知的障害者が施設の外に出てしまうと、交

通事故をはじめとする様々な原因で死亡する危険性が十分にある。すなわ

ち外に出てしまう行為自体がすでに危険なことなのである。

（3）食べ物を喉につまらせて窒息死することについての予見可能性垂の根拠

また、早亨の場合、「食べ物を喉に詰まらせて窒息死する。」という具

体的な事実に絞って考えても、以下に述べる理由から、予見可能性は十分

あった。

早亨は常日頃から、自分で自由に食事をさせると一気にたくさんの食べ

物を詰め込んでしまう癖があった（ケース記録等では「駆け込み喰い」と

いう言葉が使われている）。早亨の生活支援計画では、毎回、この「駆け

込み喰い」の矯正が目標の一つとして繰り返し掲げられていた（乙第9号

証の1ないし8）。

また、「ケース記録（利用者別）」（乙10）にも、食事の際は、早亨に

自由に食事をさせるのではなぐ必ず支援貝が食事を小鉢に一口分ずつ取

り分けて早亨に与えていたことがはっきりと記録されている。この状態は

事故当日まで続いた。このことに関しては、細も法廷で供述しているし

（”　37頁3行目一同頁5行目）、平成21年10月8日の保護者面談

記録にモ葛漢の説明として「知的の方は制限ができないのです。ですので
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食べ過ぎてしまいます。かわいそうかもしれませんが、こちらが制御して

あげないといけないんです。はやとさんがが一つとかけこむように食べて

しまいます。」「一度に食べてしまい、ゲップするときに嘔吐してしまう

ことがあります。」と記録されているとおりである（乙7・137枚目中

段）。

また、早亨のケース記録には平成24年10月5日の欄（乙10・26

1頁）には「〇m支が見ていない隙に■mさんの所へ行きパンを盗食す

る。○さんがバンを3つとも食べたと言うため、詰まらせる可能性がある

ため、喜星豊支が口内に手を入れバンを掻き出す。抵抗はあるが全て掻き

出す。」と記録されている。これ以外にも、ケース記録には「カツ丼やバ

ンなどを（中略）かき込むように食べてしまう」（（乙10・182頁4

月13日の欄）、「（亡早亨が）パンを3つも食べたと言うため（中略）t

看m支が口内に手を入れパンを掻き出す。」（乙10・261頁10月5

日の桐）「（炭酸水を）一気に飲もうとするので、少しずつ飲めるように

介助する。」（乙10・284頁11月27日の欄）など駆け込み食いに

関する記載が多数ある。

さらに、看■博法廷において早亨が他の人の食べ物を盗み食べようとし

たとき、咽を諦めると危険だからということで看mが口の中から掻き出し

たことがあったと供述しているqm40頁21行目～41頁4行目）。

このように、早亨は自由に物を食べられる状況におかれると駆け込み食

いをしてしまい食べ物を喉につまらせて窒息することは十分に予見でき

た。

（4）予見可能性の程度

なお、予見可能性の程度として、「看－高の二‾‾二＿　一二」

という場所とか「ドーナツ」という食べ物の種類についてまで個別具体的

な予見可能性は必要ない。民法の過失論において、ここまでの具体的な予
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見可能性は求められておらず、「抽象的な過失」で足りるとされている。

本件でも、「食べ物を喉に詰まらせて窒息する。」ことについての予見

可能性があれば十分である。

4　小結

以上の通り、被告には本件事故についての予見可能性は十分にあった。

第3　過失の内容

1　事故報告書（乙4）

本件事故についての直接的な過失は本件事故当日に関する事実である。

この事故当日の経過については、被告から事故報告書が提出されている

（乙4）。

しかし、この事故報告書では、細鵜漢がM棟に靴下を取りに行った時刻

も共用部に戻ってきた時刻も午前10時と記載されている（乙4・2枚

目）。しかし、その間は少なくとも数分かかっており同時刻ということは

あり得ない（鵜031頁23行目一同頁26行目）。

この報告書は事故当日の状況を知る上で重要な証拠ではあるが、その内

容を鵜呑みにはできないことをまず述べておく。

2　十分な引継ぎがなされていないこと

また、事故当日の状況についての被告の説明の中では、当日、夜勤の職

員から日勤の職員に対して引継ぎが行われていたとされている。

しかし、賀鵜は、反対尋問において、資料と照らし合わせて当日引継を

行った時間帯や時間の長さを質問されると、回答が極めて不明瞭になり（○

○28頁7行目～29頁21行目）、最終的には「鶴田さんについてとい

う形」での引継はしていないことを認めた（鵜029頁25行目～30頁

2頁）。

このように、当日の状況を分析する前提として、夜勤の職員からSmを
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含む当日の日勤の職員に対して十分な引継は行われていなかった事実も踏

まえる必要がある。

以下、被告の過失の具体的内容について述べる。

3　天使の扉が開いていたこと

（1）最も重大な過失であること

天使の扉が開いていたこと自体は被告も争っていないが、被告の最も重

大な過失はこの扉が開いている状態にしたことにある。

被告は、1人1人の利用者をずっと見ていることはできないという趣旨

の主張をしている。しかし、利用者が外に出ることを防ぐために、必ずし

も磯貝が1人1人の利用者をずっと見ている必要は無いし、原告もそのよ

うな義務があるとは主張していない。普段は天使の扉を閉まった状態に保

ち、職員や出入り，の業者が扉を開けて出入りするときだけ利用者が外に出

てしまわないように気をつければ利用者が外に出てしまうことは防げる

のである。このような注意義務を遵守することは容易であり、これを遵守

できなかった被告には重大な過失がめる。

被告の主張は、この天使の扉が開いている状態にしたという過失の重大

性には触れず、「1人1人の利用者をずっと見ていることはできない」と

いう2次的な問題のみ論じている点で、事の本質を見誤っている。

（2）普段からルールが守られていなかったこと

事故当日、天使の扉が開いていた背景には、天使の扉を開けた職員は背

後に利用者がいるかどうかを確認して自分の手で閉めるというルールを守

れていない職員がいたという事実がある。

このような職員がいたことは〇m自身が法廷で供述している（細寡22

頁18行目一同頁22行目）。また、事故後に行われた職員によるグルー

プ討論（乙13の2）においても「後ろの確認が弱い」「安全週間で、確

認（中略）出来なかった人が1名」「出来ない人は少数」などルールを
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守れていない職員がいたことが複数のグループから指摘されている。

このルールが普段から厳守されていれば本件事故は防ぐことができた

と思われる。

（3）本件事故当日も扉を開けたのは施設の職員であること

被告は、訴訟提起前の時点で、代理人の書面を通じて、「扉を開放した

者は特定できませんが、施設職員であった可能性が高いと考えておりま

す。」と表明しており（甲8・3頁9行目～10行目）、事実上、職員が

扉を閉め忘れたことを認めていた。ところが、本件訴訟において、被告は、

この点を曖昧にしたまま過失の存否自体を争ってきた。しかし、尋問を行

った結果、以下に述べるとおり、やはり扉を開けたのは施設職員であり、

しかも、扉の閉め忘れ事実もほぼ特定できていることが明らかになった。

まず、天使の扉を開けることがある者としては、出入りの業者と施設の

職員の2つが考えられる。ただし、本件事故当日は、出入りの業者が来て

いたという記録はない。出入りの業者と職員側のどちらに原因がある可能

性が高いかとの質問に対し、○○はショートの受け入れがあったので職員

側の落ち度の可能性が高いと考えていると法廷で供述している（〇m27

頁18行目一同頁24行目）。

また、当日の勤務日誌（乙24）を見ると、当日の午前10時頃にショ

ートステイを1人受け入れている（葛028頁3行目一同頁5行目）。こ

の時刻は、早亨が施設の外に出たと思われる時刻とほぼ重なる。そのとき

に閉め忘れた可能性があると考えているのかという質問に対し○○はこれ

を認めている‘（0028頁6行目一同頁8行目）。そして、その受入を担

当した職員1名も特定したとのことである（〇m28頁17行目一同頁1

8行目）。

さらに、法廷だけでなぐ　事故直後の4月10日の説明会においても、

○○は事故当時の状況について「その時間ちょうどその子供さん達の出入
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りが多くて、でこちらも受け入れとかでちょっとパタバタしてまして、受

け入れで中に入れたりしている時に、あの、早手さんが居ないということ

に気づきまして」（甲34の2・1頁）と説明している。○○は法廷でも、

この説明内容は「正しい」と認めている（葛■25頁下から4行目～26

頁1行目）。

このように、被告内においてさえ、施設の職員による天使の扉の閉め忘

れの事実についてはほぼ特定できているのであり、被告の過失はすでに明

白である。

4　誰もみていない状態が生じたこと

（1）上述の通り被告の重大な過失によって天使の扉は開いていた。それでも、

もしこのとき早亨の行動を職員がしっかり見ていたら、早亨が外に出るこ

とは防げた。しかし、残念ながら、以下に述べるとおり、職員の誰も早手

の行動を見ていなかった。

（2）葛Sは早亨の靴下を取りに行くためその場を離れる際に他の職員に声か

けをしたと説明している。そして、00も、被告内部の調査によると、○

○の声かけに対して、その場にいた複数の職員が「はい」と返事をしたと

説明している（看022頁4行目一同頁9行目）。当時、その場にいた職

員は8mを含め5一一6人とのことである（〇m33頁8行目～11行目）。

しかし、仮に、このような声かけがあったとしても、早亨がどちらに動

いたかを見た人はいなかったし（Sm36頁13行目一同頁15行目）、

早亨が天使の扉から出ていくところを見た者もいなかった（Sm21頁1

0行目一同頁12行目）。結局、天使の扉から外に出て行く早亨に誰も気

、づかず、これを止めることはできなかった。

（3）なお、繰り返すが、原告は誰も早亨を見ていなかった事実のみをもって

被告の過失としているのではない。天使の扉が開いている状態にしたとい

う最も重大な過失の上に、誰も早手を見ていないという状態が重なったこ
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とにより本件事故が発生したのである。

5　小結

以上のことから、本件事故についての被告の過失は明白である。

第3革　命の平等

第1　憲法論

1　本件に関する憲法上の争点

（1）本件は知的障害・自閉症を有していた28歳の青年の死亡事故について

の損害賠償額が1つの争点となっている。知的障害・自閉症を有する青年

に健常者である同年齢の青年の死亡の場合と同等な逸失利益が認められる

べきか否かが重要な争点である。

（2）そして、既に準備書面7で詳論したように、日本国憲法14粂後段は、

自らの努力によっては如何ともしがたい生まれによる差別については絶対

的禁止の対象としており、「個人の尊厳」を基本理念とする民法も生まれ

による差別を認めてはいない。問題は、将来の稼働能力や獲得収入を前提

に損害額を推定して損害額を算定することが、生まれによる差別に骸当す

るか否かである。

2　死亡時の損害賠償の法的性質と障害者差別

（l）本件訴状において詳論したように人が死亡した時の損害賠償について、

その本質を遺族に対する賠償と考えるならば、死亡した被害者が障害者か

健常者かという属性によって損害額に差別を設ける理由はない。通説や判

例のように技巧的ではあるが、相続構成を取るとすれば　不可避的に損害

額の差は、憲法14条に違反しないかという問題にさらされることとなる。

（2）人の死亡時の損害賠償の本質が、遺族に対する賠償にあることを考えれ

ば、定額賠償が本質上当然のこととなる。これに対して、相続という構成

を前提とすれば、障害者か健常者かという区別（表向きは稼働能力の差と
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して表れる）は、生まれという自らの努力では如何とも変えがたい属性に

依拠している故に許されざる差別となる。

3　障害者の権利条約と憲法価値にもとづいた判断の必要性

（1）このような緒論は、障害者を社会の中で敵視したり無価値と扱ってきた

これまでの歴史を反省し、障害者が障害者として社会に存在すること自体

に価値があるとした障害者の権利条約が明記するものであり、その方向を

同じくするわが国憲法もこれと同じ立場に立つものである。

（2）本件の判断にあたっては、「逸失利益」という考えを基本的に排除し、

「生命価値の平等」を前提とし、「人間の尊厳」にふさわしい判断がなさ

れるべきである。そのためには、総体としての損害賠償額に種々の個別的

要素を勘案して決定するのか相当であり、仮に「逸失利益」を当然の前提

と（して考えるのであれば・現在の被害者の状況を将来にわたって固定的に

考えるべきではなぐ　その発達可能性、支援技術の進歩、社会の側に設け

られている障害者に対するバリア除去の可能性、障害者の人権保障に向け

られた国際的動向、法理念を踏まえ、ことさらに障害者の「稼働能力」に

重点を傾けた判断をすべきではなく、障害をもたない同年齢の人の場合と

同様に判断すべきものである。

そうでなければ、そのような運用は、日本国憲法14粂1項に違反する

障害者に対する差別であると同時に、障害者の「人間の尊厳」を害するも

のとして、憲法13条違反を犯すこととなる。

第2　生命侵害の不法行為と命の平等

1　裁判所の判断と国民意識の電離

常識論として、訴外亡早亨の死亡事故に対する損害賠償額が、重度障害者

であるから健常者の4分の1であって当然だとする考え方には大多数の国民

は違和感を覚えるであろう。そのような結果は基本的人権の尊重、なかんず
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くその根幹にある個人の尊厳という日本国憲法の基本原理に大きく抵触して

いるからである。

その意味では、本件のような重度障害者の生命の価値を健常者の数分の1

に定めてきた長年にわたる裁判実務は、国民一般の法感覚に劣後する、ひど

く差別的なものでめったと指弾されるべきである。いくら指弾されても足り

ないといっても良い。本件に対するマスメディアの関心がことのほか商いの

も国民感情と裁判所の判断に帝寵が存在すること、その詐酸に対して、裁判

所がどのような判断を下すのかが注目されているからに他ならない。

仮にも、常識的な感覚としても重度障害者の生命侵害の損害賠償額が健常

者の数分の一であるという事態に違和感すら覚えないとすれば　日本国憲法

の下における公務員、とりわけ憲法の番人である裁判所には相応しくない。

直ちに、その地位を退いてもらいたい。国民感情はそう考える筈である。国

民感情の方が裁判所より法意識において優っているという逆転現象がここに

は起こっているのである。

正しい憲法感覚に基づく国民多数に支持されるような公正な判決が求めら

れているのでおる。訴状「第7　本件の提起する本質」の項に今一度、注目

をされたい。そこに記載された内容は国民感情による裏付けを伴う法の真理

である。原告はここに改めて、本件は、日本国憲法の平等原則及び個人尊重

原則が民法2粂及び90条を介して間接適用される事案であるとの主張を明

確にしておく。

訴状において引用した西原道雄による1965年の論文「生命侵害・傷害

における損害賠償額」は、基本的に生命侵害の損害賠償額において、日本国

憲法の平等原則に最も忠実な解釈を提言したものであり、同論文が対象とす

る損害の内、少なくとも生命侵害については西原の提唱する定額説が最も正

しい解釈である。逸失利益に関する種々の操作がフィクションであり、尤も

らしい自己満足を法曹に与えるだけであることも率直に認められるべきであ
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る。

西原は死亡による逸失利益が相続されるとする発想自体が「人間を利益を

生み出す道具のように評価し取り扱う」ものだとして、生命侵害の不法行為

の賠償論に内在する根源的な問題を提起したが、西原の提起した問題にはい

まだ、科学的な反論はいっさいなされていないと言ってよい。ごく最近（2

016年3月刊行・立命館法学2015年5・6号）の論文（同論文の執筆

者は民法判例百選債権縞第7版、第8版の編者で不法行為法、家族法の分野

において著名な民法学者である）においても「そこで投げかけられた問題に

対しては、現存においても正面から説得的な答えが示されているわけではな

い。その意味で、こうした人身損害をめぐる問題は、現在においても、その

基本的な意義を失っているものではない」と断言されている（甲39窪田充

見「人身損害賠償における相続構成について」167頁）。

国民の健全な法意識と裁判実務の間に大きな隔たりがあり、本件には裁判

に対する信頼がかかっていることを重く受け止めていただきたい。

その上で、本項においては、3点にわたり、問題を指摘しておきたい。

2　生命侵害による不法行為の損害額算定の憲法拘束性

（1）相続構成の論理破綻と虚構性（甲39）

ア　相続構成説の論理破綻

さて、重度障害者の生命侵害に関する損害賠償額が健常者と比べて数分

の一という生命価値の平等に反する結果となるのは、死亡損害が相続され

るとする相続橋戌に基本的な原因がある。これに次項で述べる逸実利益算

定の問題が重なることによって、生命価値に着通しがたい格差が生じる結

果がもたらされる。

以下、相続構成に関して検討する。

まず理論的な問題である。

裁判実務においてば、生命侵害の不法行為について、死者自身に死亡に
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