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　１．序―問題の所在―

（１）津波による死亡に対する損害賠償

　2011年３月11日の東日本大震災は未曾有の被害をもたらしたが、震災によ

る直接死は、圧倒的に津波に起因するものが多かった。本稿においては、津波

災害に対する企業の責任をとりあげる。本件は、宮城県女川町にあった被告銀

行の行員および派遣社員（以下、「行員等」とする）が、銀行の災害対応プラ

ンに従って、約10ｍの高さがあった銀行の屋上に避難したところ、20ｍあま

りの津波が襲来し、行員等12名が死亡または行方不明となったというケース

である。このうち死者３名の遺族（相続人）から銀行に対して損害賠償を求め

る訴訟が提起された。

　本件においては、顧客は津波の到来前に、全員、銀行から退出していたた
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め、銀行と行員等の相続人との関係のみが問題となり、雇用関係にもとづく安

全配慮義務違反が主たる争点となった。第一審の仙台地裁判決(1)および控訴審

の仙台高裁判決(2)は、いずれも一般論としては安全配慮義務を肯定したものの(3)、

結論としては損害賠償請求を認めず、原告（控訴人）の請求を棄却した。現在

（2015年12月）、最高裁に上告中である。

　女川町における津波の被害は甚大であったとしても、同じ町内にあった店

舗・事業所のなかには従業員を近くの高台に避難させて、まったく被害者を出

さなかったところもあった。高台へ避難したか屋上へ避難したかで生死が分か

れる結果となった。屋上への避難を指示したことが、それぞれの企業が定めた

災害対応プランに従ったものであることを理由にして、法令違反はないと説明

されても、遺族は納得できるであろうか。この小論は、仙台地裁判決および仙

台高裁判決の結論に疑問をもち、その当否を検討するものである。

（２）考察の対象

　本稿においては、考察の対象として、次の二点をとりあげる。なお、控訴審

である仙台高裁判決を中心に検討していくことにしたい。

　第１に、被告銀行が避難場所としてこの建物の屋上を指定したことの当否で

ある。この銀行は、2009年に近くの高台（堀切山）のほかに、あえて銀行建

物の屋上を避難場所として指定したが、結果としてこれが被害者を出す一因と

なった。人命の安全という見地からすると、相対的に劣っている銀行の屋上を

避難場所として指定したことに問題はなかったのか。そしてその際に、女川町

に到来することが予想される津波の最大の高さを5.9ｍと想定したことに問題

はなかったのか。こうした津波の予見可能性に関する問題点を検討する。

　第２に、本件においては、銀行の屋上ではなく、高台（堀切山）へ避難して

いれば、被害者は出なかったと思われるケースである。控訴審判決は、より安

全な場所の存否を基準とする避難行動を義務付けるとすれば、際限のない避難

行動を求められ、結果的には、事後的に判断して安全であった避難場所への避
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難が行われない限り義務違反が認められることになりかねないと述べている。

しかし、人命の尊重を重視するのであれば、地震発生の時点において、より安

全と思われる措置をとるべきではなかったのか。この点につき、結果回避義務

違反という観点から検討する。

　不法行為における過失の認定に関して、予見可能性と結果回避義務とをどの

ように捉えるべきかにつき、過失の客観化との関連で議論されている(4)。本件

では、不法行為責任ではなく、安全配慮義務違反として債務不履行責任が問題

となっているのであるが、本稿においては、予見可能性と結果回避義務とを並

列的に検討していくことにしたい。

　２．予見可能性―津波の高さを予測する手法―

　控訴審判決は、被告銀行の屋上を避難場所として指定したいきさつ、および

津波の高さの予測につき、次のように述べている。すなわち、

　「被控訴人が平成21年10月に改正した災害対応プランにおいて、本件屋

上を避難場所として追加したことについて、本件屋上が間近にある堀切山

より低いことなどから、本件屋上は避難場所として追加するには不適切で

あり、安全配慮義務違反があったと（控訴人は）主張する。しかし想定さ

れた津波の高さ、本件建物の構造及び避難場所追加の趣旨等に照らし、被

控訴人が本件屋上を津波からの避難場所として追加したことは不合理では

なく、安全配慮義務に違反するものではないと判断する。

　「宮城県地震被害想定調査に関する報告書」において、女川町の津波の

予想最高水位は、宮城県沖地震（連動型）の場合には、5.3ｍ、昭和三陸

地震と同一規模の地震の場合には5.9ｍとされていた。なお、女川町統計

書によれば、過去に女川町に襲来した津波の最大の高さは4.3ｍであった。

　控訴人らにおいて20ｍを超える津波が襲来したとして指摘する事例は、
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いずれも女川町からは離れた岩手県内のリアス式海岸沿岸における津波の

高さについてのものであり、そこに記載された過去の津波の高さを根拠と

して、女川町周辺に襲来する可能性のある津波の高さを推定することはで

きない。

　「宮城県地震被害想定調査に関する報告書」において、想定地震と実際

の地震とが異なる可能性が、「宮城県防災計画」において、実際にはより

高い津波高となる可能性がそれぞれ記載されている。……同報告書に記載

された津波等に関する想定には、その根拠となった現状の科学的知見の水

準が将来発生する地震について絶対的な確実性をもって推定をすることが

できる水準には至っていないことにより不確実性があるため、上記想定に

係る津波の高さを超えた津波が襲来するなどの想定外の事態が生じる可能

性を否定できないことから、一般的な注意を喚起する趣旨によるものと解

される。したがって、このような想定外の事態が生じうることについての

注意の喚起があったからといって、上記想定を超える高さの津波の襲来を

具体的に予見することができたと認めることはできない。

　そして、津波に対する防災対策を講じるについては、襲来する津波の高

さを想定する必要があるところ、現状においては、津波の高さを確実に想

定し得る知見等は存在していないため、想定を行う時点における科学的知

見等を用いた相当性のある方法によって想定を行うほかはないから、この

ようにして得られた想定を前提に津波に対する防災対策を講じることにつ

いては不合理でないというべきである。

　本件建物は、鉄筋コンクリート造の二階建てで、本件屋上は、床面まで

の高さが約10ｍ、建物の外壁までの高さが10.95ｍであった。本件屋上は、

前記想定において女川町に襲来すると予想された最大級の津波の高さであ

る5.9ｍを大きく上回る高さがあり、想定されていた津波から避難できる

高さを有していたということができる。

　被控訴人女川支店においては間近にある指定避難場所として堀切山（同
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所にある女川町立病院までの避難路の距離260ｍ）が存在し、本件屋上は、

これより高さが低く、避難場所としての安全性において高さの面では劣る

ものであった。しかし、これを前提としても、本件屋上が想定されていた

津波に対応できる避難場所であると認められることからすれば、被控訴人

において、津波からの避難を行うに当たって、臨機応変に安全な場所を選

択することができるようにするという観点から本件屋上を避難場所の一つ

として追加したことには、合理性があると認めるのが相当である。

　以上によれば、被控訴人が災害対応プランの平成21年の改正において、

本件屋上を避難場所として追加したことについて、安全配慮義務違反が

あったと認めることはできない。」と。

（１）屋上を避難場所としたいきさつ

　本件において、被告銀行女川支店がその屋上を避難場所として指定したこと

につき、その妥当性に疑問がある。もしも避難場所が当初のように高台（堀切

山）のみとなっていれば、地震に際して、一刻も早く高台を目指して避難した

と考えられるからである。この点について、銀行側の主張によれば、銀行の屋

上までの高さが約10ｍ、さらに塔屋までの高さは13.35ｍであったので、女川

町で想定される津波の最高値が5.9ｍであったことから、2009年の災害対応プ

ランにおいて、本件建物の屋上を追加的に避難場所として指定したとされてい

る(5)。

　銀行としては、多額の資産を管理しているので、従業員が安易に避難して資

産の管理が不十分となることについて危惧の念をもつことは当然である。

1923年の関東大震災に際しては、震災の混乱に乗じて大杉栄らの殺害事件が

起こされ、朝鮮人に対する大量虐殺事件も発生した。それに対して、東日本大

震災においては、こうした人命に関わる殺傷事件は起きなかった。しかし、福

島原発事故の避難等の指示区域においては、空き巣狙いが横行したし、多くの

自動販売機は壊され、そこから現金が盗まれている。避難中における盗難等の
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おそれを考慮すると、銀行としては、できるだけ近くに避難場所を確保してお

きたいという事情は理解できる。しかし、こうした事情があっても、人命と利

潤とを安易に比較衡量することは許されるべきではない。

（２）津波の高さを予測する手法

　ここでとりわけ疑問となるのは、女川町における津波の最大の高さを5.9ｍ

と設定していることである。三陸沿岸にはこれまで何度も巨大津波が押し寄せ

ている。古くは貞観地震津波（869年）があり、記録がある程度残っている

120年前からでも、明治三陸地震津波（1896年）、昭和三陸地震津波（1933

年）、チリ地震津波（1960年）などがあり、多くの犠牲者を出している。

　そうして津波の波高の最大値を想定するときに、一般に、震源地付近の沿岸

の最大値を確定し、そこから漸減させていくという手法をとっている。上記の

明治三陸沖地震津波とか昭和三陸地震津波において、津波の最大波高を記録し

たのは岩手県沿岸であった。それゆえ、これらの地震によって宮城県の女川付

近に押し寄せた津波は岩手県沿岸より、はるかに小さいものであった。そうし

て、この手法によって津波の最大値を推定していくと、岩手県沿岸に襲来した

規模の巨大津波は、女川付近では、ここ120年間に押し寄せていないし、おそ

らく今後も来ないであろうと想定し、そこから女川付近における最大波高5.9

ｍという数字が出されたのである。このようにして、女川付近における津波の

波高は低く見積もられる結果となった。

（３）福島第一原発付近における津波の予測

　こうした手法の問題点がとくに明瞭になったのは、東日本大震災における東

京電力福島第一原子力発電所の事故であった。福島第一原発の事故は、地震お

よび津波によってすべての電源が喪失したことに由来しているといわれている

が、これについて政府、国会、東京電力等いくつかの事故調査報告書が出され

ている。政府による事故調査委員会においては、福島第一原発事故の当時、そ
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の所長であった吉田昌郎氏への事情聴取が行われているが、その聴取の録音

テープを起した、いわゆる「吉田調書」が公開されている。そのなかに、津波

の波高を想定する際の手法に言及している部分がある(6)。吉田前所長は、福島

第一原発に所長として赴任する直前、2007年４月１日から2010年６月28日ま

で、東京電力の原子力設備管理部長を務めていたが、その間に、2007年７月

16日に中越沖地震が発生し、これにより東京電力柏崎刈羽原子力発電所が火

災を起こすという事故があった(7)。そして吉田前所長は、その当時、原子力設

備管理部長として、原発における地震・津波対策に関する立案責任者であっ

た。

　2011年８月８日の事情聴取において、吉田前所長は参事官補佐・加藤経将

の質問に対して、次のように答えている。

〇加藤　貞観津波の波源を考えたときに、女川とかだったらまた違うんで

すか。

〇吉田　違います。

〇加藤　それは位置があれなんですか。

〇吉田　近いです。

〇加藤　女川で考慮して、１Ｆ（福島第一原発）で考慮しないということ

もあり得るんですか。

〇吉田　あります。波源がそこだとすると、例えば女川には10ｍの津波

が来たとしても、同じ波源で福島に来るには結局４ｍとか３ｍぐら

いになっている。これは計算で出てきます。

　　（中略）

〇吉田　……貞観津波をおっしゃっている先生は、貞観のあそこで出た場

所で起こり得るという可能性があると言っているわけだから、この

影響は福島にどれぐらいですかとちゃんと調査しているわけです。

だけども、そのほかの推本（地震調査研究推進本部）は波源を勝手
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に移動して、こんなところで起きたらどうだと言っているだけの話

ですから、……荒唐無稽と言ったらおかしいんですけれども……。

　　（中略）

〇吉田　今回、貞観津波のお話をされる方には、とくに言いたいんですけ

れども、貞観津波の波源で考えたときにも、うちの敷地は３ｍか４

ｍぐらいしか来ないから、これは今の基準で十分もつという判断を

１回しているわけです。貞観津波の波源のところに、マグニチュー

ド９が来ると言った人は、今回の地震が来るまではだれもいないわ

けですから、それを何で考慮しなかったんだというのは無礼千万だ

と思っています。……日本全国の原子力発電所の地形などは関係な

く、全部15ｍの津波が来るということで設計し直せということと

同じことですね。

〇加藤　そういうことはしていないわけですね。

〇吉田　していないです。

〇加藤　単純に貞観津波の波源を福島沖に移し替えて、それでどう来るか

というのは、今、学会でも支持されていないし、実業界の方でもそ

ういうことでは動いていないわけですね。

〇吉田　動いていないです。

　　（中略）

〇加藤　極端な話、今、費用対効果の話が出ましたけれども、原子力発電

所で、万一起きたときのことを考えて、防潮堤は基準にすると20

ｍまでにしなければいけませんとか、……設備投資がどんどんかさ

んできますね。

〇吉田　20ｍの津波といったときには、基本的に廃炉にしないとだめで

す。あの立地だと抜本的にだめです。

〇加藤　１Ｆ自体が無理になりますか。

〇吉田　はい。



津波災害に対する企業の責任―民法学からのアプローチ―　（富田　哲）

－　　－99

〇加藤　15ｍぐらいの津波に耐えられるようになるためにはどうですか。

〇吉田　前に波源が福島県沖に来るとして考えたのが10ｍぐらいですね。

〇吉田　要するに日本国どこでもマグニチュード９の地震が起こり得ると

言っているのと同じことで、それだったら、その辺の建物は全部だ

めなわけです。原子力発電所だけではないです。直下に起こること

を考えれば、何もできません。

　上記に掲げた吉田前所長による答えは、福島第一原発付近に襲来する津波の

高さを予測する手法が、本件において、女川町付近に襲来する津波の高さを予

測する手法と同じものとなっていることに気づく

　すなわち、この聴取においては、869年の貞観地震津波をとりあげているが、

この津波被害の中心は現在の宮城県沿岸であり、そこでは20ｍを超える大津

波が襲っていた。そうして震源域から離れる従い、漸次、津波の規模も小さく

なり、福島県沿岸では、３～４ｍの規模と想定している。それゆえ、福島第一

原発付近については、その程度の高さの津波を想定すれば足りると考えたので

ある。

　他方、貞観地震津波につき、津波の波源を福島県沖に移して、福島県沖でも

同様の波高の津波が発生するおそれがあると推定することについて、吉田前所

長は批判している。これに対して、地震調査研究推進本部（推本）の見解は震

源域を移動させる可能性を示唆していた(8)。吉田前所長はこうした見解を荒唐

無稽であるとすら述べている。そうして加藤委員（質問者）が、こうした見解

は当時の学会においても実業界においても支持されていないのですねという、

誘導尋問をしたところ、これに吉田前所長は肯定している。しかし、津波の波

高を予測する手法としては、地震調査研究推進本部が示した見解が正当であっ

たのであり、これを無視した東京電力の責任は免れないと思われる。

　さらに吉田前所長によると、今回の震災の後になって、マグニチュード９と

か20ｍの津波を想定していなかったと非難するのは無礼千万であると強い調
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子で答えている。しかし自分たちにとって都合の悪い見解には耳を貸さなかっ

たのは東京電力の側であり、これについても東京電力に責任があるといえよ

う。

　そのうえで、吉田前所長は費用対効果の問題を持ち出してくる。マグニ

チュード９を考えて、どこにでも15ｍとか20ｍの津波が来ると想定するなら

ば、防潮堤設置など防災設備費がかさみ、費用対効果の関係で、日本全国どこ

にも原子力発電所は作れないという。そのうえ現在ある原発はすべて廃炉にし

なければならないとも述べている。

　東日本大震災による経験は、太平洋沿岸のどこでも20ｍクラスの津波が襲

来することを想定すべきであることを明らかにしたし、これを想定しなかった

ことは安全神話の一つであったといえよう。もしも地震調査研究推進本部の見

解を容れて、津波に対する対策を講じておけば、福島第一原発の事故もかなり

軽度なものとなっていたに違いない。

（４）銀行の責任

　津波の波高を予測する方法に関して、福島第一原発について該当すること

は、女川町の銀行についても該当する。すなわち、女川町における津波の波高

の最大値を5.9ｍと算定したのは、ここ120年あまりの北太平洋沿岸における

地震津波の震源域の中心が岩手県沿岸であったために、女川町からはかなり離

れていたという事情による。最大値5.9ｍという算定に従って、銀行は、2009

年に建物の屋上を避難場所として追加的に指定したのである。ここでも地震調

査研究推進本部の見解のように、女川町にも20ｍクラスの津波が来る可能性

があることを前提にした対策を講じておけば、高台（堀切山）のみが避難場所

とされ、人身被害は小さいものとなっていたであろう。しかも東京電力におけ

る津波対策とは異なり、避難場所を高台と指定したとしても、避難のための費

用が高くつくということはない。それゆえ、2009年の災害対応プランにおい

て、被告銀行が銀行建物の屋上を避難場所として指定したことについては、単
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に結果論として片付けることができない問題であり、銀行側の責任は免れない

ところである。

　３．結果回避義務―人命優先の立場から―

　控訴審判決は、結果回避義務違反につき、次のように述べている。すなわ

ち、

　「津波の高さや到達時刻等に関する考慮せずにより安全な場所の存否を

基準とする避難行動を義務付けるとすれば、際限のない避難行動を求めら

れ、結果的には、事後的に判断して安全であった避難場所への避難が行わ

れない限り義務違反が認められることになりかねない。よって、より安全

な避難場所がある場合にはそこに避難すべき旨の安全配慮義務を課するこ

とは、義務者に対して、不確定ないし過大な義務を課することになるから

相当とはいえない。したがって、津波からの避難に関して安全配慮義務に

違反したか否かを検討するに当たっては、襲来する津波の高さや到達時刻

等に関する専門家による合理的な予想が存在する場合には、これを疑うに

足りる情報が存在しない限り、これを前提として適切な対応をとったかど

うかという観点から避難行動の適否を評価するのが相当である。……

　堀切山に避難を指示すべき根拠は、結局のところ、本件屋上よりも相対

的に安全な場所であるということにあるが、その根拠は被控訴人に法的義

務を課するものとしては相当ではない。

　女川湾から約30ｍの距離にあった宮城県漁業協同組合女川町支所、同

じく約120ｍの距離にあった株式会社仙台銀行女川支店、同じく約88ｍの

距離にあった石巻信用金庫女川支店においては、高台に避難していること

からすると、女川支店長において本件屋上を超えるような津波の襲来を予

見することができなかったとはいえない。……しかし、津波警報への対応
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として、個々の企業等がどのような避難行動を採用するかは、それぞれの

営業所の建物の想定される津波に対する構造上の安全性、それぞれが策定

している津波への対策の内容等、種々の要因により決定されるものであ

る。したがって、控訴人らの指摘する金融機関等が、それぞれの建物の屋

上を避難場所として選択していなかったとしても、これによって、当該金

融機関等が、津波の高さがそれぞれの営業所の建物を超えるものとなる旨

判断していたと推認することはできない。」と。

（１）避難についての銀行の対応

　地震発生当時（2011年３月11日午後２時46分）、被告女川支店のＧ支店長

は、津波からの避難につき、いかなる指示をするべきであったか。この点につ

き、仙台地裁および仙台高裁判決における事実認定に依拠して、地震発生から

津波到来までの動きを再現してみる。

　地震発生当時、亡Ｇ支店長は外出中であったが、大津波警報が発令され

ていることを知り、午後２時55分頃、同支店に戻った。亡Ｇ支店長が戻っ

た頃には、顧客はいずれも自ら店外に出ていた。亡Ｇ支店長の指示に従

い、亡Ｈ、亡Ｊおよび亡Ｇ支店長の３人で屋上の扉を開けた。Ｌ行員が屋

上に出ると、屋内では聞こえなかったサイレンの音や「大津波警報が出て

いるので、高台に避難してください。」という防災行政無線の放送内容が

聞こえた。Ｋ（女性派遣職員）が亡Ｇ支店長に対し「自宅にいる子どもが

心配なので、自宅に帰りたい。」旨申し出た。亡Ｇ支店長はＫが自宅に戻

ることを了解した。亡Ｇ支店長は被告災害対策本部に対し、内線電話に

よって、大津波警報が出ているので、屋上に避難する旨を報告した。午後

３時５分頃、Ｋを除く13名が本件屋上に避難した。Ｌ行員は、亡Ｈ行員

との間で、時間があるから病院の方へ逃げる余裕はあると話したが、この

時点では銀行の１階部分が浸水する程度であった。午後３時12分頃、亡
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Ｒ行員が妻に対して電話をかけ、「これから屋上に避難する」と告げた。

午後３時15分頃、交代で１階や２階に戻っていた行員も全員屋上に集まっ

た。午後３時19分頃、亡Ｉは妹にメイル送信をした。午後３時21分頃、

亡Ｊは夫である原告Ｄにメイル送信をした。午後３時25分頃にも、亡Ｊ

はＤにメイル送信をしたが、今度は届かなかった。

　最初はヒタヒタという程度であった津波が５分ほどで水嵩が増して本件

屋上の半分くらいまでの高さになったので、本件屋上に残っていた行員ら

13名は、順次２階屋上にある塔屋（３階）に上った。最後に亡Ｇ支店長

が塔屋に上り終えたときには、水嵩が２階屋上にまで達していた。その後

まもなく、本件屋上の塔屋にまで水嵩が達し、被告女川支店に残っていた

行員13名全員が海抜20ｍ程度の大津波に流された。Ｌ行員は助かったも

のの、残りの12名は死亡または行方不明となった。

　なお、気象庁の地震・津波に関する情報は次のようなものであった。午

後２時46分に地震が発生した後、午後２時49分に気象庁からマグニチュー

ド7.9という速報値が発表され、同時に宮城県に大津波警報が発令された。

午後２時50分に、気象庁から宮城県沿岸部への津波到達予想時刻が午後

３時、予想される津波の高さは６ｍであること、場所によっては津波の高

さが予想される津波の高さより高くなる可能性があることが発表された。

予想される津波の高さについては、午後３時14分に気象庁から10ｍ以上

であるとして、従前の予想値を大きく変更した内容の発表があった。これ

らの情報や警報は、発表、発令後間もなくテレビやラジオにより報道され

ていた。また防災行政無線放送は何度も高台への避難を呼びかけていた。

（２）結果回避義務は尽くされたか

　控訴人は、第１に、地震発生直後に堀切山への避難を指示するべきであった

と主張し、第２に、その後の津波情報の確認等、事情の変化から、避難場所を

銀行屋上から堀切山へ変更するべきであったと主張する。これに対して、控訴
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審判決においては、津波の高さや到達時刻等に関する考慮せずにより安全な場

所の存否を基準とする避難行動を義務付けるとすれば、際限のない避難行動を

求められ、結果的には、事後的に判断して安全であった避難場所への避難が行

われない限り義務違反が認められることになりかねないとして、より安全な避

難場所がある場合にはそこに避難すべき旨の安全配慮義務を課することは、義

務者に対して、不確定ないし過大な義務を課することになるから相当とはいえ

ないとする。

　他方、被控訴人は、女川湾から約30ｍの距離にあった宮城県漁業協同組合

女川町支所、約120ｍの距離にあった株式会社仙台銀行女川支店、約88ｍの距

離にあった石巻信用金庫女川支店においては、高台に避難していることからす

ると、女川支店長において本件屋上を超えるような津波の襲来を予見すること

ができなかったとはいえないと主張するのに対して、本件控訴審判決は、津波

警報への対応として、個々の企業等がどのような避難行動を採用するかは、そ

れぞれの営業所の建物の想定される津波に対する構造上の安全性、それぞれが

策定している津波への対策の内容等、種々の要因により決定されるものである

とする。

　地震発生直後に、銀行の支店長としては、どのような避難指示をするべきで

あったか。いうまでもなく強い地震があれば、津波が来ることを想定するべき

である(9)。本件においては、女川付近の震度は６弱であり、地震の揺れは非常

に激しかったと思われる。そのうえ、支店長が車で支店に戻る際、海の水が引

いているのを目撃している。それゆえ、津波が襲来する可能性が高いことは当

然に予測できたのである。支店長としては、支店にいる行員等に対して、外出

先または車の中から電話で高台への避難を指示するべきであった。支店長は午

後３時55分頃支店に戻ったが、この時点においても、高台への避難の指示を

優先するべきであった。なぜなら、避難場所として選択肢が２つ以上あるとき

は、特別の事情がない限り、相対的に安全なほうを選択するべきだからであ

る。建物の屋上への避難は次善の策であることを失念していたとしか言いよう
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がない。「「地震だ、それ高台へ―」といっても、背後に高台のない平坦な海岸

も少なくない。……そのような地域では、鉄筋コンクリートづくりの建物の三

階以上を、避難場所として指定しておくことが望ましい。」(10)という指適から

も明らかなように、避難場所としては、高台を優先するべきであり、それが困

難なときに建物の屋上とするべきなのである。そしてこのことは、避難場所を

指定する際の原則として該当するのみならず、現実に避難するに際しても守ら

れるべき原則である。本件についてみると、地震発生が午後２時46分、当初

の津波到来予想時刻が午後３時頃、現実に本件建物の高さを超える津波が到来

したのは午後３時20分頃であったと思われる。高台である堀切山までは約260

ｍ、10分もあれば避難できたであろう。「まずは高台へ」という原則を守った

企業の従業員は被害を免れ、これを守らなかった企業の従業員は生命を失う結

果となったのである。被告銀行も災害対応プランを作成していたが、確かにこ

の作成したプランの内容も問題であるが、現実に避難しなければならないとき

は、津波に対する避難の原則に即してより安全なほうへ避難の指示をするべき

であった。こうした判断ミスがあったところに、被告銀行の結果回避義務の違

反があるというべきである。

　４．小　　括

　控訴審判決の終り近くになって、判決理由のなかに、被害者には気の毒な結

果であるといいつつ、法的な判断としては本件判決のような結論になると述べ

ている部分がある。すなわち、

　「津波災害への対応として、襲来する可能性のある津波の高さを確実に

予想することができない現状においては、人命の被害をより確実に防止す

るためには、防災計画や津波警報において想定されている高さを超える津

波が襲来する可能性もあることを銘記しておくとともに、想定外の高さの
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津波の襲来にも備えて、地震発生後直ちに、より安全な場所に避難するよ

う尽力する必要があるといえる。この点において、津波の高さの予想にか

かわらずより安全な場所に避難するべきであるとする控訴人らの主張は尊

重されるべきである。そして、この見地から、被控訴人が本件津波への対

応として堀切山へ避難を指示していれば、被災した行員らの命が救われて

いた可能性は大きかったといえるから、避難場所として本件屋上が指示さ

れ行員らが被災するに至ったことについては極めて残念な結果であるとい

わざるを得ない。しかし、法的義務を課する観点からは、安全配慮義務の

対象となる回避すべき危険は、具体的に予見することができる範囲のもの

とするのが相当であり、上記主張をそのまま安全配慮義務の内容として認

めることはできないことは既に検討したとおりである。そして、被控訴人

女川支店の屋上を超える高さの津波が襲来する危険性を具体的に予見する

ことができたとは認められないから、上記結果について、被控訴人に安全

配慮義務違反の法的責任を問うことはできない。」と。

　控訴審判決の総括にあたるこの部分は、結局、今回の津波は、予想を超える

大きなものであり、当事者に具体的な予見可能性がなかったのであるから、ま

さに天災であって、被害者には気の毒ではあるが、諦めてもらうしかないとい

う趣旨のことを述べている。

　しかしこの結論には疑問がある。第１に、どの程度の高さの津波が予想され

るかという予見可能性は、現実に地震が発生し津波が襲来するという時点のみ

で問題となるのではなく、津波対策を立てる時点においても考慮されるべきで

ある。本件においては、津波の高さを予測する手法に誤りがあり、かなり低い

最大値を出していたのである。その結果として、銀行の屋上を避難場所とする

災害対応プランを立てたのである。この点について被告銀行の過失を認めるべ

きである。

　第２に、地震発生の時点で、相対的により安全な避難場所があるときには、
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そちらを選択するべきであり、それをしない限り、被告銀行には結果回避義務

違反があると解すべきである。ただし、すでに津波がすでに到達している等、

相対的に安全といわれていたほうを選択することがかえって危険であるといっ

た事情があれば、例外を認める場合もあろう。

　そのうえで、もしも本件のような事例において、被害者のみに損害を負担さ

せることが気の毒であり、かつこれを救済することが望ましいと考えるなら

ば、結論としては、原告の請求を認容するべきであったと思われる。確かに、

現在の法律上の諸規定および確立している判例等を鑑みると、被害者の救済は

非常に難しいといえる。しかし実定法の不備を補うのが司法の役割であるとい

うべきではなかろうか。

　これに対して、現在、裁判所がこのような結論を下すならば、大岡裁きにな

るのではないかという危惧が指摘されるかもしれない。しかし、結論が妥当で

あると評価される判決に対しては、必ず学説が後付けの理由を見出すものと思

われる。とりわけ津波災害も原発事故も、被害者救済につき現行法によっては

カバーできない部分がある。こうした分野に対しては、司法による大胆な救済

が望まれるところである。

　おわりに―「稲むらの火」に学ぶ―

　最後に、津波災害について、かつて小学校の国定教科書の教材として使われ

ていた「稲むらの火」を指摘しておきたい。この話のあらすじは、五兵衛とい

う海岸近くの高台に住んでいた庄屋が地震の揺れを感じ、そのうえ海の水が引

いていくのを見て、津波が来るのではないかと予想し、収穫されたばかり稲む

らに自ら松明で火を点け、この火を見た村人たちが、庄屋の家が火事だと思

い、高台の庄屋の家に駆けつけ、その結果、村人の人命が救われたというもの

である(11)。

　この話は、1854年の安政南海地震の際に、紀州和歌山藩広村（現在、広川
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町）にいた濱口儀兵衛の活躍をモデルとしており、ラフカディオ・ハーン（小

泉八雲）が紹介して有名となった。そうして、戦前の国定教科書に採用されて

いた時、これを学んだ子どもたちに、強い印象と感銘を与えたといわれてい

る。五兵衛は刈り取ったばかりの稲むらに自ら火を点け、その年のすべての収

穫物を灰にし、その見返りに400人ほどの村人の命を救ったのである。こうし

た行動が感銘を与えるのは、人命最優先の思想であり、これは昔も今も変わり

はない。12名の死者を出しておきながら、責任を回避しようとする企業とは

雲泥の差がある。

　注

（1）仙台地判平成26年２月25日判例時報2217号74頁。

（2）仙台高判平成27年４月22日判例時報2258号68頁。

（3）控訴審判決において、銀行の安全配慮義務を一般的に肯定した部分につき、次

のように述べている。「被控訴人は、その行員である亡Ｈ及び亡Ｉとの間で労働契

約を締結しているから、亡Ｈ及び亡Ｉに対して、労働契約に伴い、労働者がその

生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をす

る義務があったと認められる（労働契約法５条）。また、亡Ｊについては、直接の

労働契約関係にはなく、労働者派遣契約による派遣の関係にあったものの、被控

訴人は、亡Ｊに対し、業務上の指揮命令権を行使してその労務を管理していたの

であるから、被控訴人と亡Ｊは特別な社会的接触関係にあったものと認められ、

被控訴人は、信義則上、亡Ｊに対しても上記と同様の安全配慮義務を負っていた

と認められる。

　　したがって、被控訴人は、上記被災行員ら３名が使用者又は上司の指示に従っ

て遂行する業務を管理するに当たっては、その生命及び健康等が地震や津波といっ

た自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていたというべき

である。」（仙台高判平成27年４月22日判例時報2258号72頁）と。

（4）予見可能性と結果回避義務との関係をどのように捉えるかにつき、過失概念の

客観化との関連で問題となる。森島昭夫教授によれば、「通説においては、結果発

生に対する予見可能性が、定義上過失概念の中心的な要素となっている。論理的
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には予見可能な結果に対して結果発生防止の注意義務があるとされているので、

予見可能性の存在は注意義務の当然の前提となっている。……過失を客観的に理

解する考え方にあっては、損害を回避できたにもかかわらず回避しなかったこと

が非難原因＝帰責事由となる、と説明されるが、損害が予見できない場合には、

行為者に対してそもそも損害を防止すべきであったとか回避できたはずだという

ことはできない。」と述べている（森島昭夫『不法行為法講義』（有斐閣・1987年）

182頁以下）。

（5）河田惠昭氏によると、津波に対して安全な高さの建物につき、次のようにいう。

「鉄筋コンクリート造の建物ではどれくらいの津波高さまで大丈夫であろうか。そ

の答えが2004年インド洋大津波で明らかになった。……タイ・カオラックの三階

建ての鉄筋コンクリート造のホテルに高さ10メートル（そのときの流速は、毎秒

８メートル）の津波が来襲した後の写真である（写真は略）。鉄筋コンクリートの

柱は充分破壊に耐えていることがわかる。この情報は、わが国の津波避難ビルの

選定方針が妥当であることを証明した。なぜなら、避難ビルの選定では、三階建

て以上の鉄筋コンクリート造の建物を指定することを原則としているからであ

る。」（河田惠昭『津波災害―減災社会を築く』（岩波新書・2010年）57頁）と。

タイに押し寄せた津波の高さは10ｍであったが、女川には20ｍの津波が押し寄せ

ている。また本件女川の建物は鉄筋コンクリート２階建てであった。本件控訴審

は安全と判断しているが、はたして十分に安全性は確保されているといってよい

ものであろうか。

（6）東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（いわゆる「政府事

故調」）における、2011年８月16日付聴取結果書。この部分は、2011年８月８日

にJ-VILLAGEにおいて吉田前所長に対する聴取がなされたものである。

（7）東京電力柏崎刈羽原子力発電所の火災事故に関しては、新潟日報社特別取材班

『原発と地震―柏崎刈羽「震度７」の警告』（講談社・2009年）がとりあげている。

（8）東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会『政府事故調 中間報

告書（概要・本文編・資料編）平成23年12月26日』392頁によると、推本「三陸

沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について（平成14年７月）」において、

三陸沖北部から房総沖の海溝よりのプレート間大地震（津波地震）については、

1611年の三陸沖、1677年の房総沖、明治三陸沖地震と称される1896年の三陸沖

のものが知られているが、これら３回の地震は、同じ場所で繰り返し発生してい

るとは言い難いため、固有地震としては扱わないこととするとともに、同様の地
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震は三陸沖北部海溝よりから房総沖の海溝よりの領域内のどこでも発生する可能

性があるとしている。

（9）「海岸で強い地震を感じたなら、まず津波の襲来を予想しよう。地震の揺れが弱

くても、長い時間ゆっくりと揺れるようなときは、津波地震の可能性がある。」（伊

藤和明『津波防災を考える　「稲むらの火」が語るもの』（岩波ブックレット・

2005年）33頁以下）と。

（10）伊藤和明、前掲『津波防災を考える　「稲むらの火」が語るもの』40頁以下。

（11）「稲むらの火」は、当初、国定教科書尋常小学校５年生用「小学校国語読本巻

十」に採用され、その後、６年生用「初等科国語六」に収録されていた。なお、

伊藤和明、前掲『津波防災を考える「稲むらの火」が語るもの』６頁以下に５年

生用のものが掲載されている。

　本稿は、2013年度―2015年度・科学研究費基盤研究（Ｃ）「被災地の視点

での原子力損害に対する補償問題」（研究代表：富田哲）の成果の一部である。


