
はしがき

昭和の時代は、ペットに関する裁判例は数えるほどしかありませんでした。

ところが、平成の時代に入るとその数が急激に増えました。ペットブームが

起きて飼育頭数が増え、人間社会とペットとの関係がより密接になったこと

により、ペットが原因となるトラブルも増えたのでしょう。そして、裁判例

が増えたことにより、司法機関である裁判所がペットの問題についてどのよ

うな考え方をしているのかがみえてきました。

ペットに対する愛情が深まるのと同時に、飼い主の責任も増えてきたよう

に思います。日頃の生活でトラブルを起こさないようにするには、過去にペ

ットに関して争われた事例にはどのようなものがあるのか、ペットの紛争に

ついて裁判所はどのような解決策を示したのかについて知っておくことはと

ても有益でしょう。

ペットに関する裁判例集を発行したいという願いは、杉村亜紀子弁護士も

抱いており、�人で執筆することを決意しました。執筆に際しては、法律家

ではない飼い主さんたちが読んでもわかるよう、できるだけ平易な言葉で表

現することを心がけました。そのため、裁判の内容を簡略化しています。詳

しい裁判の内容を知りたい方のために、裁判所の名前と判決日、そして判決

文が掲載されている出典を記載することにしました。

同様の事案に対しいくつかの裁判例があるときは、なるべく最近の裁判例

を取り上げました。そのためほとんどの裁判例は平成以降のものとなりまし

た。

本書は、法律実務家のみならず、獣医師、ペット関連事業者をはじめ、ペ

ット・動物問題にかかわるすべての方にご参考にしていただけるものと考え

ています。

本書の発刊・編集に際しては、民事法研究会の社員の大槻剛裕氏と元社員

の鈴木真介氏に大変ご尽力いただきました。感謝申し上げます。

平成30年�月

執筆者を代表して 渋谷 寛

はしがき
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第�章

はじめに



Ⅰ ペットをめぐる判例の位置づけ・動向

� 序 説

犬や猫のことで裁判沙汰にはなりにくいと考えがちです。ところが、交通

事故や�傷事件の分野ではかなり以前より裁判例がありました。

�傷事件は減りつつありますが年間4000件以上の報告があります。その中

には裁判にまで発展する事例もあます。民事上の賠償を求める裁判では、人

のケガの度合いにより高額の賠償金が認められることがあります。賠償問題

だけでなく、刑事事件に発展し有罪となる事件もあります。

交通事故の場面では、ペットは物としての発想が強く、自動車にひかれて

も当たり前と考えられていましたが、最近では損害賠償に関する争点を生み

出しています。

平成の時代になるとさらに多くの場面でペットにまつわる裁判例が登場し

てきます。住宅事情が変わり、マンション内で飼育することが多くなり、マ

ンション内の規約などの問題も出てきました。賃貸物件の部屋内でペットを

飼育する事例も多くなり、飼育禁止の特約がある場合に違反して飼育してい

ることに対する裁判例も出ました。

近隣の問題としては、鳴き声による被害を救済する裁判例や猫への無責任

な�やりに関する裁判例も登場しました。

ペットショップからの購入に関する裁判例、里親へ出した後の返還請求の

可否などに関する裁判例もあります。

ペット産業の拡大に伴い、ペットホテル・トリマーさんとのトラブルも訴

訟に発展しています。

その他にも、動物虐待に関するもの、災害時の動物救済のための団体に対

する募金の問題など新しい分野に関する裁判例が出てきました。

裁判で基準となる法律では、ペットは物と同じと言われてきました。しか

第�章 はじめに
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し、実際の裁判の事例では、ペットの治療費を損害と捉えて賠償を認めたり、

飼い主の精神的苦痛に対して慰謝料の支払いを認めるなどして、純粋な物と

は異なる、命ある物として修正を加える解釈を施すようになってきました。

裁判の場において、飼い主のペットに対する深い愛情が理解されるようにな

ってきたと思います。

ペット好きの人もいれば、ペット嫌いの人もいます。両者の意見が対立し

た場合、それを解決する基準は法であり、法を適用して紛争を解決するのは

裁判の役目です。

本書に掲げた裁判例を参考にして、どのような場面で法的な紛争が生じ、

裁判にまで発展してしまうのか、裁判の場面では裁判官はどのような判断を

するのか、裁判にならないようにするためにはどのようにすればよいのかの

理解の手助けになると幸いです。

次に裁判例の類型ごとに、解説をつけ加えます。

� ペットの医療過誤の裁判（第�章：判例�〜判例13）

獣医師に往診に来てもらう時代から、飼い主がペットを連れて動物病院へ

通院する時代に変化しました。また、ペットは番犬やネズミを捕ってくれる

存在から、飼い主に喜びを与えてくれるような存在へとその役割も変わって

きたと思います。飼い主は可愛いペットが健康で長生きしてくれるように治

療・手術を依頼します。ところが、一般的に簡単だといわれていた手術でペ

ットが死亡してしまった場合、飼い主としては、治るという説明を聞いたか

ら手術を頼んだのに、なぜ死んでしまったのか納得ができません。心の準備

もなく突然に最愛のペットと別れることになりペットロス症候群に陥ること

もあります。さらに、真実を解明する、二度と同じような過誤を繰り返して

ほしくない、亡くなったペットのためにできるだけのことをしてあげたい等

の動機から裁判を起こすことがあります。

動物病院に対する訴訟としては、本書でも取り上げたいわゆる真依子ちゃ

ん事件（判例�）の存在は大きいと思います。この判例は、糖尿病の犬に対

Ⅰ ペットをめぐる判例の位置づけ・動向
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第�章

ペットの医療過誤

の裁判



判例

�

獣医師に必要な検査をしなかった過失があるとして、慰謝料

40万円の請求が認められた

東京高裁平成20年�月26日判決（判例タイムズ1322号208頁）

要旨
Aは、飼い犬（ミニチュアダックスフンド）に出来物ができ、

治らないので B病院に連れて行きました。飼い犬は無菌性結節性皮下

脂肪織炎でしたが、B 病院の獣医師は、無菌性結節性皮下脂肪織炎と

は疑わず、必要な検査もしなかったため、飼い犬は、無菌性結節性皮下

脂肪織炎が悪化して、間質性肺炎およびDIC（播種性血管内凝固症候群）

に罹患し、一時は生死を危ぶまれる状況に陥りました。初診から26日後

以降は、大学病院に転院し、その後、快復しました。

裁判所は、B 病院の獣医師には、少なくとも初診から�日後の入院

時には、無菌性結節性皮下脂肪織炎を疑って、その診断のために必要な

検査をすることを怠った過失があるとして、B 病院および獣医師の責

任を認めました。

Point

① 獣医師の善管注意義務の内容は何か

② 獣医師に善管注意義務違反（過失）が認められるか

第�審（地方裁判所）では、裁判所は、獣医師は、無菌性結節性皮下脂肪

織炎を疑い、細菌培養検査を行うべき注意義務があり、無菌性結節性皮下脂

肪織炎と診断して、必要なプレドニゾロンを処方（投与）するか、または、

その診断ができない状況であれば、確定診断を行うことができる高次医療機

関へ転院させるべき注意義務を負っていたが、これを怠った過失があるとし

て、獣医師の責任を認め、慰謝料20万円を認めました。

本判決（高等裁判所）では、裁判所は、まず、獣医師は、診療契約に基づ

第�章 ペットの医療過誤の裁判
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き、善良なる管理者としての注意義務を尽くして動物の診療に当たる義務を

負担するとしました。そして、裁判所は、この注意義務の基準となるべきも

のは、診療当時のいわゆる臨床獣医学の実践における医療水準であること、

医療水準は、診療に当たった獣医師が診療当時有すべき医療上の知見であり、

当該獣医師の専門分野、所属する医療機関の性格等の諸事情を考慮して判断

されるべきものである（最高裁平成�年�月�日判決（最高裁判所民事判例集49

巻�号1499頁）等参照）こと、獣医師が自ら医療水準に応じた診療をするこ

とができないときは、医療水準に応じた診療をすることができる医療機関に

転院することについて説明すべき義務を負い、それが診療契約に基づく獣医

師の債務の内容となることを示しました。

そのうえで、本件では、初診時については、義務違反はないものの、初診

から�日後以降については、無菌性結節性皮下脂肪織炎の診断のため通常執

られている手法に従い、生検を実施し、外部の検査機関に委託して菌の培養

をし、無菌であるかどうかを確認するなどの措置を執るべき注意義務があっ

たというべきであるが、外部検査機関に細菌培養検査を依頼したのは、初診

から約10日を経てからであり、かかる注意義務を怠った過失があるというべ

きであるとして、獣医師とB病院の責任を認めました。

そして、飼い主の慰謝料については、飼い犬をわが子同様に可愛がり、強

い愛着を抱いていたこと、飼い犬が一時生死を危ぶまれるような状態に陥っ

たこと、入院期間が長引いたことなどから、飼い主が多大な精神的苦痛を被

ったとして、40万円を認めました。これ以外に、転院先の治療費や弁護士費

用なども損害として認められています。

本件では、裁判所は、獣医師の善管注意義務の内容を検討する際に、人の

医療水準に関する判例を、獣医療に置き換えて検討しています。

《参考条文》民法709条

《関係判例》（第�審）横浜地裁平成18年�月15日判決（判例タイムズ1254号

216頁）

［判例�］ 獣医師に必要な検査をしなかった過失があるとして、慰謝料40万円の請求が認められた
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判例

14
飼い犬が他人の飼い猫を�み殺した場合に、慰謝料20万円の

請求が認められた

大阪地裁平成21年�月12日判決（判例時報2054号104頁）

要旨
老齢である雑種の飼い猫が飼い主と一緒に屋外にいたとこ

ろ、放し飼い状態になっていた飼い犬（紀州犬）が現れ、猫の飼い主の

目の前で猫を�み殺してしまった事案について、裁判所は、犬の飼い主

に対し、慰謝料20万円の支払いを命じました。

Point

① 老齢かつ雑種で市場価値のない猫についても財産的価値があるか

② 慰謝料の金額はいくらになるか

③ 過失相殺が認められるか

動物の飼い主は、動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負います（民

法718条�項本文）。本件では、飼い犬の飼い主は、飼い猫が老齢で雑種であ

り市場価値がないことから、飼い猫に財産的価値がなく、猫の飼い主の財産

権が侵害されたことにはならないので、不法行為が成立せず、賠償の責任は

ないと争いました。

裁判所は、老齢である雑種の飼い猫には市場価値はないものの、愛玩動物

が飼育者によって愛情をもって飼育され、単なる動産の価値以上の価値があ

るものとして、その飼育者（所有者）によって認識され、またそのことが社

会通念として受け入れられていることから、市場価値がないからといって、

ただちにその愛玩動物に財産的価値がないと結論づけることは失当であると

判断しました。そして、飼い猫を死亡させた本件事故は、猫の飼い主の財産

権を侵害するものであると判断し、不法行為の成立を認め、犬の飼い主が賠

償責任を負うと判断しました。

第�章 ペットの�みつき等の裁判
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賠償額については、猫の飼い主の精神的損害（慰謝料）の金額が争われま

した。裁判所は、飼い主が家族同然に扱い、通常の飼い猫では考えられない

ほどに飼い主と深い交流関係にあった猫が、飼い主の目の前で無残にも�み

殺されてしまったというものであるから、飼い主が受けた精神的衝撃は極め

て深刻と判断しました。そして、事故直後に犬の飼い主が猫の飼い主に対し

適切な対応をしなかったことも合わさって、本件事故によって猫の飼い主が

受けた精神的苦痛は甚大であったと認め、慰謝料20万円を認定しました。慰

謝料の算定にあたっては、精神的苦痛は、むしろ飼育期間に比例して増大す

るものとの考えも示しています。

さらに、犬の飼い主は、猫の飼い主は飼い犬が逃走したことがあることを

知っていたのであるから、猫の飼い主は、攻撃を回避するために、老齢で俊

敏さを欠く飼い猫をひもでつないだり、抱きかかえたりすべきであり、落ち

度があると主張しました。ですが、裁判所は、犬の飼い主については、飼い

犬が放し飼い状態になってしまった以上、飼い犬の占有者として果たすべき

保管についての注意義務を著しく怠っていたことが明らかなのに対し、猫の

飼い主については、飼い猫は飼い犬のように外出時にひもでつないだりする

習慣は一般にはないため、猫の飼い主に落ち度が仮にあったとしても、極め

て軽微であるというべきであるから、過失相殺をするのは相当でないと判断

しました。

飼い主にとって、ペットは、家族同然の大切な存在であり、市場価値がな

いからといって財産的価値がないとはいえないこと、ペットを失った場合の

飼い主の精神的苦痛は、飼育期間に比例して増大するものと考えられるとい

う裁判所の判断は、飼い主からすればまさにそのとおりといえるものでしょ

う。

《参考条文》民法718条�項本文

《関係判例》（第�審）枚方簡裁平成20年�月25日判決（判例集未登載）

［判例14］ 飼い犬が他人の飼い猫を�み殺した場合に、慰謝料20万円の請求が認められた
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