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判例研究
国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車
を約八七時間放置していたことが道路管理
の暇疵にあたるとされた事例
昭和五〇年七月二五日最高裁判所第三小法廷判決︵鯛珈㎝蹴腓掠オ︶

右大型貨物自動車は︑笥︵被告︶が同月一七日午後三時頃同

車を運転し前記国道を南進中︑本件事故現場手前の同市小原田

一一七番地訴外B方附近の道路にさしかかった際︑前方注視を

怠った過失により︑沿道の家屋に衝突して破損させるととも

に︑右自動車自体も故障したため︑これを約八○米移動させ前

記事故現場に駐車し︑その後事故の日まで放置されていたもの
である︒

芝地は︑㌔に対しては民法七〇九条により︑めの使用者であ

り︑また︑大型貨物自動車の保有者でもあるぬ︵被告︶に対し

ては民法七一五条︑自動車損害賠償法三条により︑および本件

四二条︶の道路管理のための費用負担者︵道路法四九条・五〇

事故現場附近の圏道管理責任者である県知事︵道路法一三条・

︹判決要旨︺幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障し

条︶である挙挙︵被告・被控訴人・⊥告人︶に対しては国家賠

本

た大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになっていたにも

償法二条一項︑三条皿項により︑それぞれ被った損害の賠償を

徳

かかわらず︑道路管理者がこれを知らず︑道路の安全保持のた

ユ

請求した︒

ユ

ご

YYは︑本件大型貨物自動車が︑事故当時︑㌔によって自動

は︑昭和四〇年一〇月二一日午前六時二五分頃︑原動機付自動

事故において道路管理の蝦腰は考えられず︑これまた同様に責

から離脱しており︑責任はないと主張した︒また︑ヨ
Yは︑本件

車修理業者訴外Cに修理委託中であったから︑YYの占有管理

二輪車を運転して橋本市小原田附近の国道一七〇号線を時速約

で︑鞠より上告︒

ご

ユ

確定︒二審ではYの道路管理の暇疵を認めてXXの勝訴︒そこ

鞠の損害賠償責任は否定した︒渇均と遁ぬとの間では一審判決

任はないと主張した︒一審では︑㌔め︒の損害賠償責任を肯定し

︹事実︺均地︵原告・控訴人・被上告人︶の子供である訴外A

いては︑道路の管理に蝦疵があるというべきである︒

めに必要な措置を全く講じなかった判示の事実関係のもとにお

鎮

四〇粁で南進中︑道路上に放置してあった大型貨物暴動車を発
見したので︑ハンドルを右に切ったが及ばず︑右貨物自動車の
後尾右側部分に衝突して転倒し︑脳底骨折によりその場で即死
した漕

44（4．●89）627

魏撒﹂

判例研究

半u移耐研多毫

︹上告理由︺原審判決に影響を及ぼすこと馴．かな法令逢背があ

道路法第七五条及び仔政代執行法に基き同法第三条の手続をし

之に反して道路交通法第五一条は明Uにかかる場合に於る警

た上之を取除く外︑適法な方法がないのではないかと考え．9︒

原審判決は本件故障車を道路管理者としての上告人が一時も

察官等︵警察官及び交通巡視員︶のとり得べき措置を規定して

るべぎものは県橋本土木事務所か或︑は州．肖察官であるのかその区

のか明らかにしておらず︑更に算師車を排除す．る看視措置をと

つけなかった点を指摘するのか︑或は故．h車の排除迄包含する

管理に限定されていると．．︑．口うべきで︑そこで闇題は︑所理昭︑故

路の新設又は改築︑②維持修⁝繕︑㈹災害復旧事業︑ゆその他の

しているが此の規定の趣旨形式から見て道路の管理とは︑田道

築者を規定し第一三条で国道の維持修繕その他の管理者を規定

．．口

排除する看視の措置をとらなかった点に法律上の聞題があるか

従．って残る処︑県橋本土本︐︐務所が本件故障車を一時も早く

違法の判決ζ⁝肖うべきで到底破殿を免れ得ないものと跳︑乃え本件

誤って国賠下露二乗を適用して被上告人の請求を晶部認容した

を道路管理者たる県知．Tの道路管理の不手際の間．題と混同して
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りと思料致します︒

早くこれを排除する看視措概をとらなければならないものと

いる処より故障車の駐車に基く危険の排除門題は道交法に基く

@㎡序の措置の問題であって道洛ロ癖者の間題ではないと言

し︑故障章の八七時間位の駐車を以って旧家賠償法第二粂竿一

項の道路の面相に謡扇があったものとしているが果してそうで

うべきであろう︒

別は一切不明確と戸口わなければならないが︑−本件に於る〜糸官

障車を排除するな視の措置が右傾︐のその・魍の管理に該当するか

道路法によると︑その第三章に道路の管理を規定し第一節で

の措置の不適当︵本件は単なる故障車ではなく夢奴を惹起して

どうかであるが︑同条の管理の対象は︑道路の構造物及び之に

原審の言う排除する看視措置とは具体約．にどの様な括置を言

故障した車であるがら掛．拝察官は当然実況検．分をしている︶につ

準ずる物であって本件の様に改﹄が排除されれば即時運行嗣始

道路の管理者としてそのうちの第⁝二条に国道の新設面谷は改

いては道路管理の暇疵として直接道路管理新としての上告人に

を予定される故障車の駐屯︑をへ・口まないものと言わなければなら
ない︒

否かの点になるが仮に排除する看視の措緯を排除そのものを．

上告に及んだ次第であり．ます︒

結口局︑原・蕃は商︸路h父通沙画に棊く畝園察黛鼠の措隅︸の不手︷際の⁝闘題

うとすれば県橋本土木¶壮扮所のとり得べき権限としては恐らく

．題は別個である︒

いう迄もなく本件と公安委員会の責任を県が弁償すると㎡う問

於てその貞を負わなければならない理由はないものと考える︒

うのか︑その意味が甚だアイマイであって特に目立った標識を

あろうか︒

悌，

り研二二二
半i」1写

︹判決理由︺原審の適法に確定した事実によると︑日︸審被告

遁は︑昭和四〇年一〇月一七日午後︑大型貨物自動車を運転し

て国道一七〇号線を大阪府方面から南進中︑橋本市小原田二

た大型貨物自動車が道路上に長時聞放置されたままであった︑
というのである︒

おもうに︑道路管理者は︑道路を常時良好な状態に保つよう

その管理責任を負い︑同県橋本土木出張所において管理事務を

ており︑和歌山県下では︑和歌山県知事が国の委任事務として

近で幅員七・五メートル︑歩車道の区別のない舗装道路になっ

り︑国道二四号線に通ずる幹線道路であって︑本件事故現場付

国国道一七〇口77線は︑ 大阪府高槻市から和歌山県橋本市に至

物自動車の荷台右後部に激突し︑頭蓋底骨折により即死した︑

方面に向かって時速約六〇キロメートルで南進中︑前記大型貨

Aは原動機付自転車を運転して同国道の左側部分を国鉄橋本駅

れより約八七時間後である同月一＝日午前六時過ぎごろ︑訴外

に平行でない位置で駐車し︑これを施貸した︑⇔ところが︑そ

トル右後輪が約0・一六メートルの間隔をそれぞれおき︑道路

トルの間隔︑道路中央線より左方に右前車輪が約○・五三メi

端より左前車輪が月一・ニメートル︑左後車輪が約一・一メー

産業石油倉庫前まで車を移動させ︑南方に向かって道路の左側

った損害を賠償する責に任ずべきであり︑上告人は︑道路交通

条及び三条の規定に基づき︑本件事故によって被上告人らの被

と︑本件道路の管理費用を負担すべき上告人は︑国家賠償法二

出張所の道路管理に暇疵があったというのほかなく︑してみる

ら︑このような状況のもとにおいては︑本件事故発生当時︑同

要とされる借置を全く講じていなかったことは明らかであるか

を一時通行止めにするなど︑道路の安奄性を保持するために必

ことを知らせるためバリケードを設けるとか︑道路の片側部分

に長時間放置されていることすら知らず︑まして故障車のある

いなかったために︑本件事故が発生するまで右故障車が道路⊥

道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとって

かかわらず︑当時その管理事務を担当する橋本土木出張所は︑

て放遣され︑道路の安全性を著しく欠如する状態であったにも

道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が八七時闇にわたっ

らすと︑同回道の本件事故現場付近は︑幅員七・五メートルの

に維持し︑修繕し︑もって一般交通に支障を及ぼさないように

担当し︑管理に要する費用は全額上告人の負担すべきものとさ

法上︑警察官が道路における危険を防止し︑その他交通の安全

七番地訴外B方付近において事故を起こし︑右前車輪やハンド

れていたが︑当時磨出．張所にはパトロール車の配禮がなく︑工

と円滑を図り︑道路の交通κ起因する障害の防止に資するため

努める義務を負うところ︵道路法四二条︶︑前記事実関係に照

務課の技術員が物件放置の有無等を含めて随時巡視するだげ

に︑違法駐車に対して駐車の方法の変更・場所の移動などの規

ル等に故障を生じたので︑同国道の同市小原田一六番地訴外C

で︑常時巡視はしておらず︑本件事故が発生するまで︑故障し

・91）629
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斗吃Ulダ弓でザf．ブL二

制を行うべきものとさ1／ていること︵近路交鯉法一条︑五一条︶

である蕪藁銀烈艘蟹襲羅畦謬齢攣麓磯門歯軌麗瀟ゲ

に︑・その根拠は︑営造物設疸・管理者のL蘭貢任と解するもの

ど︶︒したがって︑この立場からは︑土地の工作物が国

を埋由に︑前記損中．﹈賠償貢任を免れることはできないものと解

葛搭

または公共団俳の設蹴・管理するものか︑私人のそれによるも

するのが︑椙当である︒したがって︑これと同旨の原審の判翫
は︑正当として是認することができる︒鳳判決に所論の違法は

のかによって︑ただ適用法律を典にするに過ぎないとみるわけ・

あることを認める点では第一説と同様であるが︑同時て風家賠

である︒これに対して︑いま一つの立場は︑国家賠償法二条一
︑旧と民法七一七兼一項．とが基本において同一根拠に立つもので

なく︑論旨は採用することができない︒．

栽判官令員⁝致で．未却へ関根小郷︑天野武 ︑坂本占勝︑江
里口清雄︑高辻妃己︶︒
︹参照条文︺国家賠償法二条一項．︑嗣法三条一項︑遍賂法一三

剛 本判決の問題一享崩は︑前掲判示︑旦面し示されるように︑国

︹批評︺判旨は︑配・当︑である︒

ないで︑さらに社会面険性ないし補償性の加味されたものと解

の営造物前任の根拠も︑たんに危険責任ということにとどまら

ある︒したがって︑この︑疵易にあっては︑国家賠償法二条丁阿註

偵法という特別法の特殊性をもあわせ孝慮しょうとするもので

道上に駐車中の故障した大型貨物目動肇を約八七時時園放置し

し︑また法適川上もその対求はL地の工作物以外にさらに動産

条一項︑同法四二条一項

ていたことが︑国家賠償法二審一項．に炉下する公の営造物の設

をも加えようとすつものであ︒︵熱愚壕湘雛後豊麗難讐識
ﾄ墜頒相月嘲筏夢附釈︶︒

の

猷・管理の暇疵に該当す9かどうかである︒
ところで︑困家賠償法二条⁝項は︑﹁這路︑河川その他の．公の

多少

このように︑その根拠については︑

羊︐説によって︑

営造物の設⁝二又ぱ管理て暇疵があったために他人に損宝を生じ

ニュアンスの見られる営造物．頁任も︑その法律的性質について
は︑

たときは︑国又は公共団体は︑これを賠償する︐貝に仕ずる．と
規定している︒この規定は︑沿窪としては民法七一七条一項の．

物し峡置・管理部の︑いわゆ．る笹︑遣た︐互選と解するのが通説．であ

したがって︑本判決の争点である営造物の︐眠︐賦∴冨理の

営造

工作物責任から一化しているが︑その︑いわゆプ一︑造吻︑貝任の

る︒

工作物特任における所有者の．其任の場合と同様に︑

根拠については︑従来︑多少︑趣旨を堅︑にする二つの甥．到説⊥の

﹁公の営造物の建造およびその後の維持︑

修⁝繕に不完全な点のあることで︑防︐口造物が廻常備うべき安全性

﹁暇疵﹂につても︑

く民法七一七禾一項と同様に考えて︑したがって︑園家賠償法

二欠けておれば︑その成備又柔ド理14︸喫疵があろことになる﹂

立場がみられる︒その一つは︑郊野賠償法二条二戸を︑まった

二条一項の．︐遺物︐貝任も藩法七一七条一項の工作物︐頁任と同様

●92）630

44（4

制帽
照隠

斗刀心lj石ヲF究

者の場合の工作物の設催・保存の﹁．蝦疵﹂に対する通説的見解
であることは多くの説明を要しないところであろう︵駄搬猷蹴載穣断

網論購華話語騙話調肛醐増様揚魔羅臨罐用︶︒
二 右に見られるように︑国家賠償法二条一項の営造責任に
ついても︑民法七一七条一項の工作物責任における所有者の場
合と同様に︑その根拠についてはともかく︑その法律的性質に
ついては︑設置・管理者の無過矢凌辱であり︑したがって︑営
造物の設置・管理の﹁暇疵﹂についても客観的に判断すべきで
あるというのが通説の立場である︒しかし︑この通説の指適す
る無過失責任の意味︑したがってまた﹁蝦疵﹂の客観的判断と

典型的な無過失責任と解されてきた︑

たとえば鉱害賠償責任

?○︶や︑原子力損害賠償責任︵鯨三︶においては︑故意・過失が

成立要件にならないことは当然であるが︑さらにそこでは﹁暇

﹁暇疵﹂を要件とす

疵﹂ないしそれに類似する成立要件は︑まったく存在しないか

らである︵館躰伽融蝶珊餅厳桁為︶︒その意味では

るかぎり︑當造物責任は︑いわば準無過失責任ともいってよい

通説の指摘する

﹁蝦疵﹂の客観的判断という意味についてである︒こ

わけである︒

次に︑

の点は本判決に直接関係する事柄であるが︑

﹁蝦疵﹂の客観的判断については︑従来︑その内容が必ずしも

明らかにされていたわけではない︒ただ一般には︑営造物の設

置・管理行為とは無関係に︑したがって当該営造物それ自体の

状態から﹁蝦疵﹂︑すなわち安全性の欠如を判断することをも

そこで︑もし︑通説のいう﹁暇

って客観的判断といっているようである︵翫罎飛・餓鹸昏哺白帯葎砥雄

嫌節鞠網画一軌慰額︑謡蹴恥蠣胴舗か曄︒

疵﹂の客観的判断が︑設置・管理行為ときりはなされた営造物

自体の状態からの判断をいうものとした場合には︑次のような

理者の故意・過失が成立要件ではないというにすぎないのであ

であるが︑もし︑それが営造物責任の成立に当っては設置・管

．く事故にあっては︑このような判断もあながち不当ではない︒
しかし︑道路それ自体には欠陥はないけれども道路をとりまく

路について考えてみると︑路面のデコボコなどの欠陥にもとづ

疑問がでてくるわけである︒たとえば︑本判決と同じように道

れば︑ それはいちおう正当なことといってよい︒

周囲の状況の変化に伴って結果として安全性を欠く道路となり

しかし︑も

し︑その意味が本来の無過失責任との同一性をいっているので

事故が発生したような場合にはどうなるのであろうか︒道路そ

いう意味については︑具体的な法適用という観点からは︑かな
り疑問の残る事柄といわねばならない︒まず無過失責任の意味

（藁

と説明され︵欝ゴ鵠︶︑このようなものとしての﹁望地﹂は客観

的に判断すべきであり︑設躍・管理者の故意・過失に基づくこ
とを必要としないと解するのが︑これまた通説となっている︵昧

梶j︒そして︑営造物の設置・管理の﹁暇疵﹂をめ

所ﾀ

・前掲瞼文三頁︑有泉・前掲論文七頁︑加藤・前掲書一九四頁︑今村・前掲書一二四頁︑有倉
﹁洪水と河川管理上の賠償責任﹂ ︵行政法演習H所収︶一〇頁︑ 豊崎 ﹁営造物責任﹂ ︵現代

E醐

ぐる右のような見解が︑そのまま民法七一七条一項の特に所有

專ﾓ

あれは︑それは正当とはいいがたい︒なぜかといえば︑従来︑

631

●93）

（4

44

獺喀

判例研究

れ自体には欠陥がなく︑もっぱら路面しに放置された自動車が

なくとも学説にあっては︑いまだその定説をみないというの

はどのような肱場を採用したのであろうか︒まず営造物責任

実状である︒このような学説の状況のなかで︑それでは本判

る︒ そして︑このような偶発的場合一8一とどまらず︑

法律的性質についてであるが︑この点については本判決は正

事故の原因となった本判決薯案はまさにア♂︑のような一場合であ

増大に伴い・．κ︑れまでの道路施設では安全窪を欠くようになりそ

からは何も言及してはいない︒しかし︑本判決が︑成立要件

交通量の

れが凍因で紙紐の発生する場合も・決して少．なくないところであ

いう観点からは︑いちおう無過失責任を採用していることは

る︒これらの場合︑通説の立場からはどのように処埋されるの
か必ずしも明らかではない︒
営造物責任の法律的性質︑そして︑より実．際的には﹁暇疵﹂

をめぐる通説のこのような不明確さは︑反面︑今日︑営造物責
任について︑あらためて︑その検討をうながす．ことにもなるわ

けである︒その検討は︑より直接には営造物責任の愚体である
工作物責任にむけ．られているものであるが︑その検討の在り方

は必ずしも⁝様ではない︒しいてその特徴を指摘すれば︑工作
物責任は︑沿革的あるいは比較法的にみて無過失責任というよ
り・も︑むしろ民法七〇九条の過失責任の延長線土の存在とみら
れうるとする点にある愈糊六下茄守防隅麟一繋鰐罐露﹁コ蘂一軒傾凱
ﾝ購三顯罰鰹齢灘尾口灘囎八浜酷心胆︒そして︑このような観点

灯ｨ

少なくとも故意・過失という形では︑なんら営造物の設勝∵

書者の行為の態様を問題一8⁝していないからである︒そのかぎ

では︑本判決は︑営造物責任の法律的性質については︑学説

うちの通説とその立場を同じくするものといってよい︒しか

︑このようにその法律的性質については︑いちおう通説と同

に︑したがって無過失責任の立場に立つ本判決も︑その営造

の﹁逃馬﹂の判断については必ずしも通説と岡一ではない︒

なわち︑通説にあっては営造物の﹁重質﹂︑す．なわち︑賞造

の安．全性の欠．如は︑もっぱら当該営造物それ自体の状態から

断しようとするものであった︒これに対して本判決の営造物

﹁暇疵﹂︑す．なわち︑営造物の安全性の欠如の判断は︑営造

それ自体の状態を間題にすることはもちろんであるが︑そこ

個別に問題にされているのではなく︑むしろ全体として︑あ

営造物の状態や設趨・管理者の行為の態様は︑ただ︑それら

為の．態様をも問題にしょうとするのである︒そして︑これら

意・過失客観化説︵枷灘口綿上略砧蹴イ項ゴ飼．︶︑設置・保存行為暇疵

三 以しのように営造物責任︵咀確埆三牲仰望働厭脚意︶については︑

ﾆでも呼ぶべき各種の学説を現出させるところとな

は︑さらに営造物の安全性に対する営造物の設置・管理者の

））

ている︒

肋憾

説︵林H中務・判例不法行為法二八○頁︶︑損害回避義務違反説︵獺網掛㈲畷溜軸睡靴頗一稠餅徳紅灘

から︑実際⊥の問題点である﹁蝦疵﹂についても︑たとえば故

頁岩

らかである︒すなわち︑本判決は︑前掲．要旨に見られるよう

（4．
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確立された判例理論であるといってもよいわけである︒

そこ

るいは相関的に取り上げることによって︑当該営造物の安全性

判例理論である

で︑最後に本判決の立場︑

したがってまた︑

の欠如を判断しようと試みているのである︒ このような﹁暇

が︑それはどのように評価されるべきであろうかということで
ある︒

疵﹂ の判断は︑ 近時の有力説にきわめて近似するところであ
るが︑ この点について︑．本判決は次のように判示している︒

れ自体の状態のみならず︑さらに営造物の設置・管理行為者の

に無過失責任の形式をとりつつ︑ ﹁掻疵﹂の点では︑営造物そ

る︒このように︑本判決は︑成立要件という点では通説と同様

路管理に蝦疵があったというのほか﹂ない︑としているのであ

うな状況のもとにおいては︑本件事故発生当時︑同出張所の道

措置を全く講じていなかったことは明らかであるから︑このよ

止めにするなど︑道路の安全性を保持するために必要とされる

せるためバリケードを設けるとか︑道路の片側部分を一時通行

置されていることすら知らず︑まして故障車のあることを知ら

ために︑本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時聞放

巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとっていなかった

わなければ︑あらゆる営造物事故について適応可能であり︑本

出される︒また︑このような立場からは︑その結果の当否を間

責任の延長線上に位置づける点に︑いわば共通した特徴が見い

必ずしも一様ではないが︑通説と異なって︑営造物責任を過失

である︒そして︑これらの有力説は︑その説明されるところは

各種の有力説を現出させていることは︑すでに見られると鳶り

観化説︑設慣・保存行為蝦疵説︑損害回避義務違反説といった

果として︑今日︑

り安全性を欠くにいたった場合などに︑適切に対応しえず︑結

営造物それ自体には欠．陥はないけれども周囲の状況の変化17侮よ

は︑営造物事故のあらゆる場合︑とりわけ本判決事案のように

その法律的陛質や需取疵﹂の判断について不明確さを残す通説

思うに︑営造物責任について︑危険責任を根拠としつつも︑

行為の態様をも相関的に判断することによって︑きわめて近時

判決事案もその例外ではない︒したがって比較的初期にみられ

﹁当時その管理事務を担当する橋本土木出張所は︑道路を常時

の有力説に近似す．るところにその特徴がある︒そして︑本判決

がちであった営造物それ自体の欠陥による事故︵撫殿一犬職緻咽林糊蠣

摘しうるところである︵監議羅劉鞠血涙盟墾騨然讐翠M車

るのみならず︑すでに幾つかの最高裁判決においてもこれを指

ではなく︑同様な特徴は︑これまで多くの下級審判決にみられ

れら有力説の立場は︑きはめて注目に価す．るところといわねば

欠くにいたったという事故の増加している現状においては︑こ

自体には欠陥はないけれども周囲の状況の変化により安全性を

ﾃ面卜畑秘録︶と異なって︑本判決事案のように︑営造物それ

﹁蝦疵﹂をめぐって︑たとえば故意・過失客

にみられるこのような特徴は︑なにも本判決が最初というわけ

そのかぎりでは︑本判決の立場は︑ほぼ

期瑚蜘甑鵡肝航瑚一望姻眠︶︒
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づけ．るということの意味である︒その意味が︑ただ営造物責任

疑問と思われる点は︑営造物責任を過失責任の延長線⊥に位置

たく疑問の点はない．の．かというと必ずしもそうではない︒その

ならない．∪しかし︑反面︑それでは︑これらの有力説にはまっ

件という点では制度の形式・趣旨を維持しつつ︑その実質的運

決のような立場に立てば︑営造物責任をめぐって︑その成．立要．

折衷説ないし現実形態ともみられる．のである︒すなわち︑本判

ろ従・．米の通説・レ﹁︺近時の育力説との︑それぞれの．長所を生かした

る．︑木工︑営造物責任の対象は︑いわば日常生活的なもの．から

用という・点ではきわめて柔軟な適用を可能ならしめるからであ

くとして︑さら・にそれを越えて成立要件化をも含むものとすれ

醍業生活的なものにいたるまで︑きわめて・広範なものである︒

の春期行為法上の位置づけということにとどまる場合はともか
ば︑それは︑かなり疑周視せざるをえない︑．なぜかといえば︑

それぞれの対象に適応し

る︒その意味へ︑．・は︑通説が営造物既任を．七絶実︑貢任・と解するこ

しめる奴∴判決の疏場︑したがってまた判例理論は︑その一つの

ころであ．る︒したがって︑曲がりなりにもそのことを可能なら

た︑また︑その意味での奥体的妥当性のある適用の望まれると

ともあながち︑不当︐といえないことは︑すでに指摘するとおりで

z望潮欄旙こ勲醐碩齢翌暁卿駄禰即諏紳鰍の糊殿心心M㎝︑嘉雪融贈塒棚晒﹂︒

試みとして支持されることにもなるわけである︵蝶風入締鞭鋤棚醐㏄犀

この

説の．安易な・修．出︑型といえなくもないか︑実質約にみれば︑卜︑⁝し

ような特徴を有する衣判決の立場は︑形式的にみれば従来の通

有力説に近似するところにその特徴がみられる．︑そこ∫＼

為の態様︑をも相関的に判断す．プリことによって︑き．わめて近時の．

それ自体の状態のみならず︑︑一・﹂らに営造物．の設置・管理者の仔

様に無過失責任の形式をとりつつ︑ ﹁蝦疵﹂の点では︑営造物

決は︑すでに指摘するように︑成立要件という点では通説と同

通説・有力説を含めて︑このような学説の．状況の・申で︑本判

である︒

力説にとって︑なおへ﹂後に残された課題といってもよいところ

たが﹁軽罪﹂にとって代わられた制度．の趣旨にもかかわり︑育

ある．︸したがっ．て︑この点をどの．ように整理するかは故意・過

﹁暇疵﹂で︑あり．︑設置・管理．者の故意・過失ではないからであ

それだけに営造物責任の運用には︑
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