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司法精神医学 --- 精神鑑定とうつ病裁判の動向

利益相反(COI)開示

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある
企業などはありません

【1】我が国の職場におけるうつ病裁判の動向

【2】刑事精神鑑定の動向

(1) 電通事件 (2) 産業医「甘え」損害賠償事件

裁判員裁判制度の影響



(1) 電通うつ病自殺事件

◆�我が国におけるうつ病裁判の動向

◆�医療がかかわる裁判の実際

◆�現代精神医学の「病気」概念と裁判



原因

病気

結果

責はどこにあるか?

障害の量と質は?

医学はどこまで
答えられるか?

精神疾患

こころの障害

認知機能障害

心
因

素
因

脳
障
害
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損害賠償

障害認定
������↑



損害賠償請求事件

東京地裁平五（ワ）一四二〇号��平8・3・28民二七部判決

東京高裁平8（ネ）一六四七号同附帯控訴事件東京高裁平8（ネ）四〇八九号平9・9・26判決

最高裁判所第二小法廷平成一〇年（オ）第二一七号、第二一八号平12・3・24判決

(1) 電通うつ病自殺事件

第二�事案の概要

� 本件は、被告の社員訴外X（以下、「X」という。）が、入社後約一年五ヵ月後に自殺したこ

とから、Xの父母である原告らが、被告に対し、Xは被告から長時間労働を強いられたため

にうつ病に陥り、その結果自殺に追い込まれたとして、民法四一五条又は同法七〇九条

に基づき、Xの死亡による損害の賠償を請求した事案である。



(1) 電通うつ病自殺事件

争点

本件における主たる争点は、
A.Xの被告における労働時間が、社会通念上許容される範
囲を超えた過剰なものであったかどうか、過剰なものであっ
たとして、
B. Xの長時間労働と自殺との間に相当因果関係が認めら
れるかどうか、
また、Xが過剰な長時間労働をしていたことにつき、
C. 被告に安全配慮義務違反等の過失が認められるかどう
か、
である。



原因

結果

過剰な労働会社の責任

自殺

医学はどこまで
答えられるか?



(1) 電通うつ病自殺事件

著しい長時間労働で、うつ病になった。

著しい長時間労働ではなかった。

長時間会社にいたのは、
別の事情によるものだ。

Xの労働時間の過剰性

被告の主張

原告の主張



自殺と業務との間には、
相当因果関係がある。

自殺と業務との間には、
相当因果関係がない。

自殺と業務との因果関係

被告の主張

原告の主張

(1) 電通うつ病自殺事件



原因

病気

結果

過剰な労働

うつ病

会社の命令 本人の性格等

自殺

相
当
因
果
関
係 他の原因

過剰ではない



民法四一五条に基づく債務不履行責任
又は、
民法七〇九条に基づく不法行為責任

被告が、雇用主として、社員に対して原告主張の義務を負う
ことは認める。しかしながら、被告は、以下のとおり、右義務を
尽くしていた。・・・・・・

被告の過失の有無

(1) 電通うつ病自殺事件



入社した平成二年当時は明るく積極的であったが、

・・・ �

同年七月ころから、Xは、元気がなく、暗い感じで、
うつうつとして、顔色が悪くなり、目の焦点も定まっ
ていないことがあるようになった。

9�Xの入社後の精神状況等

(1) 電通うつ病自殺事件�����争点に対する判断��



イベントの翌朝10時頃、自宅で自殺

10�Xの平成三年八月の行動

(1) 電通うつ病自殺事件�����争点に対する判断��



原因

病気

結果

過剰な労働

うつ病

会社の命令 本人の性格等

自殺

相
当
因
果
関
係 他の原因

債務不履行

会社は義務尽くした

過剰ではない



損害賠償請求事件

東京地裁平五（ワ）一四二〇号��平8・3・28民二七部判決

東京高裁平8（ネ）一六四七号同附帯控訴事件東京高裁平8（ネ）四〇八九号平9・9・26判決

最高裁判所第二小法廷平成一〇年（オ）第二一七号、第二一八号平12・3・24判決

(1) 電通うつ病自殺事件

第二�事案の概要

� 本件は、被告の社員訴外X（以下、「X」という。）が、入社後約一年五ヵ月後に自殺したこ

とから、Xの父母である原告らが、被告に対し、Xは被告から長時間労働を強いられたため

にうつ病に陥り、その結果自殺に追い込まれたとして、民法四一五条又は同法七〇九条

に基づき、Xの死亡による損害の賠償を請求した事案である。

【 二審】



損害賠償請求事件

東京地裁平五（ワ）一四二〇号��平8・3・28民二七部判決

東京高裁平8（ネ）一六四七号同附帯控訴事件東京高裁平8（ネ）四〇八九号平9・9・26判決

�������������������������������������������������主��文
一�原判決を次のように変更する。
1�控訴人は、被控訴人らそれぞれに対し、金四四五五万八二〇五円及びこれに対する平
成三年八月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2�被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
二�本件附帯控訴を棄却する。
三� 控訴費用は、第一、第二審を通じてこれを二分し、その一を控訴人の、その余を被控
訴人らの負担とする。
四�この判決の第一項の1は、仮に執行することができる。

【 二審】

(1) 電通うつ病自殺事件

30%減額



【1】 自殺は自由意思による行為である

(1) 電通うつ病自殺事件����高裁

【2】 自殺までの予見可能性はない

【3】 過失相殺を認めるべきである

【4】 別の病気(精神分裂病=統合失調症)だ

控訴人の主張



原因

病気

結果

過剰な労働

うつ病

会社の命令 本人の性格等

自殺

相
当
因
果
関
係 他の原因

会社債務不履行

会社は義務尽くした

過剰ではない



【1】 自殺は自由意思による行為である

(1) 電通うつ病自殺事件����高裁

【2】 自殺までの予見可能性はない

【3】 過失相殺を認めるべきである

【4】 別の病気(精神分裂病=統合失調症)だ

控訴人の主張



うつ病に罹患し、自殺することまでの
予見可能性はなかった。

したがって、回避可能性も全くなかった。

(1) 電通うつ病自殺事件����高裁

【2】 自殺までの予見可能性はない



過失相殺等

（二）被控訴人らの主張

（一）控訴人の主張

(1) 電通うつ病自殺事件����高裁

自殺という行為を選ぶことそのものが
うつ病の一つの症状なのであるから、
うつ病になった以上は、うつ病とその自殺と
の間には、自由意思あるいは心因的要因は
介在しない

【3】 過失相殺を認めるべきである

Xの自殺には、
�本人の性格傾向、
�女性問題
�医師の診察を受けなかったこと
などの要因も関与しているから、
賠償金は8割引にすべきだ。



ストレス脆弱性モデル

環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係

で精神的破綻が生じるかどうかが決まる。

ストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性が小さくても

精神障害が生じる。逆に脆弱性が大きければストレスが

小さくても精神障害が生じる。

�「過失相殺」と最も整合性あり
���������������↑



【1】 自殺は自由意思による行為である

(1) 電通うつ病自殺事件����高裁

【2】 自殺までの予見可能性はない

【3】 過失相殺を認めるべきである

【4】 別の病気(精神分裂病=統合失調症)だ

控訴人の主張



原因

病気

結果

過剰な労働

うつ病

会社の命令 本人の性格等

自殺

相
当
因
果
関
係 他の原因

会社債務不履行

会社は義務尽くした

過剰ではない

0 %

30 %
70 %



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

性格を理由とする賠償金の減額は、一般論としては妥当。

しかし、本件には妥当しない。

【最高裁】

(1) 電通うつ病自殺事件



二�Xの性格を理由とする減額について

�うつ病の発症は、本人の性格による部分もある。

�しかし、
�うつ病自殺の損害賠償においてそれを考慮するのは、

�本人の性格が平均から外れていた場合に限る。

�Xの性格は平均から外れていたとまではいえない。

(1) 電通うつ病自殺事件����最高裁�



(1) 電通うつ病自殺事件   全体像

A.Xの被告における労働時間が、社会
通念上許容される範囲を超えた過剰
なものであったか

B. Xの長時間労働と自殺との間に相
当因果関係が認められるか

C. 被告に安全配慮義務違反等の過失
が認められるか

病気

うつ病

本人の性格等

会社債務不履行

結果

自殺

過剰な労働

原因

高裁: 30%

最高裁: 本件では0%
→�YES

→�YES

→�YES



この理論自体は妥当、しかし、

医学的な厳密さより、社会的な適切さが勝るのが裁判?

◆�うつ病の原因としてストレス脆弱性理論を採用

(1) 電通うつ病自殺事件    総括

・�以後の裁判で重視されすぎている感あり

・�素因として、「性格」と「内因」が混同されている

◆�うつ病と診断している

否定できないのは当然、しかし、

・ 事後的に診断すれば、常に「否定できない」となる

◆�うつ病の自殺に自由意思の介在を認めるに足りないと認定

・ これはあまりに強引な認定。
�� 自殺まで予見せよというのは無茶な話



損害賠償請求事件
大阪地方裁判所平成22年（ワ）第9240号
平成23年10月25日第16民事部判決

事案の概要

自律神経失調症で休職中の社員が、産業

医から「病気ではなく甘え」と言われ病状が

悪化したとして損害賠償等を求めた。

(2) 産業医「甘え」損害賠償事件



原因

病気

結果

圧迫的な面接

自律神経失調症悪化

休業の延長

圧迫的ではなかった

産業医
注意義務違反

相
当
因
果
関
係

(2)産業医「甘え」事件���

単なる波

延長ではない



産業医は、精神科の知識が必須

◆�産業医の責務

(2) 産業医「甘え」事件    総括

必須とされる精神科の知識とは何か?

◆�産業医面接場面の事実認定

裁判の多くは事実認定の争い

医療者は、裁判の基礎知識が必須

◆�病気か甘えか

適応障害(の一部)を「甘え」と言うことについて

言い方は慎重に


