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■28243743

東京地方裁判所

平成２６年（ワ）第２９０３号

平成２８年０８月１０日

福島県（以下略）

原告 Ｘ１

福島県（以下略）

原告 Ｘ２

千葉県（以下略）

原告 Ｘ３

（住所略）

原告 Ｘ４

千葉県（以下略）

原告 Ｘ５

福島県（以下略）

原告 Ｘ６

（住所略）

原告 Ｘ７

上記７名訴訟代理人弁護士 新開文雄

同訴訟復代理人弁護士 白鳥剛臣

同 谷澤正高

同 北目哲郎

東京都（以下略）

被告 東京電力ホールディングス株式会社

同代表者代表執行役 Ａ

同訴訟代理人弁護士 中山慈夫

同 檜山聡

同 増田陳彦

同 中山達夫

主文

１ 被告は、原告Ｘ１に対し、５５０万円及びこれに対する平成２３年４月６日から支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。

２ 被告は、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４に対し、それぞれ３６６万３３３３円及びこれに対する平成２３年

４月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被告は、原告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７に対し、それぞれ１８３万６６６６円及びこれに対する平成２３年

４月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
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４ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

５ 訴訟費用は、これを２分し、その１を原告らの、その余を被告の各負担とする。

６ 本判決は第１項ないし第３項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第１ 請求

１ 被告は、原告Ｘ１に対し、１１００万円及びこれに対する平成２３年４月６日から支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。

２ 被告は、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４に対し、それぞれ７３３万３３３３円及びこれに対する平成２３

年４月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 被告は、原告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７に対し、それぞれ３６６万６６６６円及びこれに対する平成２３

年４月６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

本件は、高度の認知症を患い、福島県Ｂ町所在のＣ病院に入院していたＤ（以下「Ｄ」という。）の相続人

である原告らが、平成２３年３月１１日（以下同月については特に明示する場合を除き、年月を省略す

る。）に発生した東北地方太平洋沖地震（以下「本件地震」という。）及びこれに伴う津波（以下、「本件津

波」といい、本件地震と併せて「本件震災」という。）により発生した福島第一原子力発電所（以下「本件原

発」という。）における事故（以下「本件事故」という。）により、上記病院の患者らが避難を余儀なくされる

中でＤが同病院から外出し、生死が不明となり、同人について失踪宣告の審判がされ、死亡したとみなさ

れた等と主張して、本件原発について原子炉の運転等をしていた被告に対し、原子力損害の賠償に関す

る法律（以下「原賠法」という。）３条１項本文に基づき、Ｄの死亡慰謝料の各相続分及び弁護士費用とし

て、Ｄの弟である原告Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）については１１００万円、Ｄの兄妹の代襲相続人のうち、

原告Ｘ２（以下「原告Ｘ２」という。）、原告Ｘ３（以下「原告Ｘ３」という。）及び原告Ｘ４（以下「原告Ｘ４」とい

う。）については各７３３万３３３３円、原告Ｘ５（以下「原告Ｘ５」という。）、原告Ｘ６（以下「原告Ｘ６」という。）

及び原告Ｘ７（以下「原告Ｘ７」という。）については各３６６万６６６６円及びこれらに対する本件事故の後の

日であることが明らかで失踪宣告において死亡の原因となるべき危難が去ったとされた日である平成２３

年４月６日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

１ 前提事実（証拠等により容易に認定できる事実については、末尾に証拠等を記載した。）

（１）ア Ｄは、大正１１年（以下略）生まれの女性であり、１１日当時、８８歳で、福島県Ｂ町（以下略）に所

在するＣ病院（以下「Ｃ病院」という。）の西病棟１階に入院していた。Ｄは、平成２２年頃から、失禁したま

ま徘徊するなど認知症の周辺症状が目立つようになり、１１日当時高度の健忘、失見当がみられたが、

自力で歩行可能で、病棟内を独語しながら徘徊していた。（甲１―１・２、甲６―２、甲９）

イ 被告は、電気事業、電気機械器具の製造及び販売、熱供給事業等を営む株式会社であり、本件原

発の設置及び運転等を行ってきた原賠法２条３項所定の「原子力事業者」である。

（２） １１日午後２時４６分頃、本件地震が発生し、その後本件津波が発生した（本件震災）。本件震災

等により本件原発において全交流電源喪失・水素爆発・放射性物質の放出という事故（本件事故）が発

生した。１２日午前５時４４分、本件原発から半径１０ｋｍ圏内の５万人以上の住民に避難指示（以下「本

件避難指示」という。）が出され、本件原発から直線距離で５ｋｍ圏内に所在するＣ病院も避難対象となっ

た。同日午後３時３６分頃、本件原発１号機原子炉建屋において水素爆発（以下「１号機爆発」という。）が

発生し、同日午後６時２５分頃、本件原発から半径２０ｋｍ圏内の住民に避難指示がなされた。１４日午前

１１時０１分頃、本件原発３号機原子炉建屋において水素爆発（以下「３号機爆発」という。）が発生した。
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１５日午前６時過ぎ、本件原発２号機の原子炉圧力抑制室の圧力が低下し、同４号機では火災が発生し

た。同日午前１１時、本件原発から半径２０ｋｍから３０ｋｍ圏内の住民に対して屋内退避指示がなされた。

（甲８、１２、１３）

（３）ア Ｃ病院の経営主体は、医療法人Ｅ会であり、同法人は、Ｃ病院のほか、Ｃ病院に隣接する介護

老人保健施設Ｆ（以下「Ｆ」という。）等を経営している。本件震災当時、Ｃ病院には３３８名の患者が入院し

ており、当時の院長はＧ（以下「Ｇ院長」という。）であり、Ｈ（以下「Ｈ」という。）はＣ病院で看護助手として

勤務していた。（甲８、９）

イ Ｃ病院は、本件地震により、水道、電気、固定電話、携帯電話及びガスが使用不能となった。１２日

早朝の本件避難指示を受け、Ｃ病院においても同日正午頃、避難用に用意されたバス等に、自力歩行可

能な患者等約２０９名とＧ院長を除くスタッフが乗り込み、同日午後２時頃、避難を開始した（以下「本件避

難１」という。）が、この時点で、Ｃ病院において患者約１３０名及びＧ院長が残留し、Ｆにおいて入所者９８

名が残留した。（甲８、３３）

ウ １３日、Ｈは、Ｃ病院に出勤し、１４日午後までＣ病院で患者らの対応を行った。１４日午前、自衛隊

がＣ病院に到着し、Ｆの入所者全員及びＣ病院の患者らのうち３４名が避難を開始した（以下「本件避難

２」という。）。同日午後１０時頃、Ｃ病院に残っていた職員らは、警察官の指示で、Ｃ病院から避難した。

（甲８、９、３３）

エ １５日午前９時頃、自衛隊がＣ病院に到着し、午前１１時頃、Ｃ病院の残留患者のうち、４７名の搬送

（避難）を開始した（以下「本件避難３」という。）。また同日午前１１時３０分頃、自衛隊の別の部隊がＣ病

院に到着し、同日午後０時１５分頃、Ｃ病院の残留患者のうち、７名の搬送（避難）を開始した（以下「本件

避難４」という。）。そして同日午後９時１５分頃に自衛隊はＣ病院に向けて再度出発し、１６日午前０時３５

分頃、Ｃ病院に残留していた３５名の搬送（避難）を開始した（以下「本件避難５」といい、本件避難１から

本件避難５までを併せて「本件各避難」という。）。本件各避難によって救助された患者らの中にＤはいな

かった。（甲８、９、３３、弁論の全趣旨）

オ 平成２３年４月５日、Ｄの行方が分からなくなっていることが明らかとなり、現在においてもＤの行方

は分かっていない。（甲９、弁論の全趣旨）

（４） 平成２４年１２月１０日、原告Ｘ１は、Ｄについて福島家庭裁判所相馬支部へ失踪宣告の申立てを

した。平成２５年９月２６日、福島家庭裁判所相馬支部は、Ｄについて、１４日の午後から１６日未明の間

に、死亡の原因となるべき危難に遭遇し、同危難は平成２３年４月６日に去ったものと認め、同日以後１

年以上その生死が分明でないとして、失踪者と審判した（以下「本件失踪宣告」という。）。（甲５）

（５） Ｄの親族関係は、別紙１「Ｄ相続関係説明図」記載のとおりであり、亡Ｉは、昭和１２年７月２６日、Ｄ

の父母と婿養子縁組を行い、Ｄと兄妹の関係となり（民法（昭和２２年法律第１２２号）附則４条但書参照）、

婿養子縁組の日以後に原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４が誕生した。したがって原告らは、いずれも、Ｄの

相続人であり、原告Ｘ１が４分の１の、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４が各６分の１の、原告Ｘ５、原告Ｘ６

及び原告Ｘ７が各１２分の１の割合で、Ｄの地位を相続した。（甲１―１ないし甲４）

２ 争点及び争点に関する当事者の主張

（１） Ｄは死亡したといえるか（争点１）

（原告らの主張）

Ｄは、平成２３年４月６日に死亡した。このことは下記のとおり、法律論からも事実認定からも認められる。

ア Ｄは、本件失踪宣告により平成２３年４月６日に死亡したことが擬制されている（民法３１条）ところ、

失踪宣告による死亡擬制の効果は、死亡慰謝料の発生をももたらすものというべきである。なぜならば、
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仮に死亡慰謝料の発生の場合にまで及ばないとすれば、自然的死亡か失踪宣告による死亡かにより、

法的効果が異なることになり、法律関係の画一的処理を重視する民法の立場に反することになるからで

ある。

イ 仮にア記載の死亡擬制の効果が生じないとしても、殊に特別失踪という本件失踪宣告は、危難が去

った時点である平成２３年４月６日時点におけるＤの死亡を強く推認させるというべきである。したがって、

特段の事情が無い限り、同日をもってＤは死亡したと認めるべきであるところ、本件でそのような特段の

事情は存在しない。この点を本件事案に即して見ても、Ｃ病院は、本件原発から約４．８ｋｍの距離に位

置しているところ、Ｄが外出した時点において既に本件原発から半径１０ｋｍ圏内の住民に対して避難指

示が出ており、Ｃ病院周辺に住民がいない状態であったうえに、当時８８歳で高度の認知症を患っていた

Ｄが日常生活を独力で行うことは不可能で、自ら食料を調達することも当然不可能であったから、Ｄが直

面した危難の程度は大きいものであった。

（被告の主張）

（原告らの主張）柱書は否認する。下記のとおり、失踪宣告によってＤの死亡は擬制されず、Ｄが死亡し

たとの立証はなされていない。

ア （原告らの主張）アのうち、Ｄが本件失踪宣告を受けた事実は認めるが、主張は争う。失踪宣告は、

失踪者について存在していた法律関係を終了させる等の死亡したことと同様の効果を生ぜしめるものに

過ぎず、真実として現実に死亡したことを擬制するものではない。

イ （原告らの主張）イは争う。Ｄが現在においても発見されていない以上、生死不明にとどまっていると

いうほかなく、現在死亡しているとの事実を裏付ける証拠は存在しない。そして、Ｄが現在どこかに保護さ

れており、Ｄが認知症であったことからその身元が判明していないだけである可能性は否定できない。認

知症の患者が行方不明になり保護されたものの、何年も経過してから身元が判明したという事例も現に

存在するところである。

（２） Ｄの死亡と本件事故との相当因果関係（争点２）

（原告らの主張）

ア Ｄは本件震災当時、徘徊等の認知症の症状があり、Ｃ病院の西病棟１階に入院していた。そして、

以下の（ア）ないし（エ）から明らかなように、Ｄは、１４日の午後１０時、又は早くとも午後２時より後から１６

日午前０時３５分までの間にＣ病院の西病棟の出入口（別紙２〈１〉矢印が指し示す箇所、以下「西病棟出

入口」という。）から出て行った。なお、１６日の午前０時３５分頃に行われた自衛隊による救助でＤが見落

とされた可能性は全く否定できるものではないため、予備的に、同日時以降のどこかの時点でＣ病院から

外出した旨も主張する。

（ア） Ｈは、１３日午後３時頃、Ｃ病院に前夫であるＪ（以下「Ｊ」という。）とともに出勤し、１４日午後も患

者らへの対応等を行っていたところ、同日午後２時過ぎに西病棟１階ナースステーション付近でＤを確認

している。

（イ） １４日午後２時から午後２時３０分までの間、Ｈは西病棟１階ナースステーション付近におり、Ｊは

西病棟出入口付近にいた患者らを見守るために西病棟出入口付近におり、いずれもＤが西病棟出入口

から外出するのを認識、確認していない。

（ウ） Ｈは、１４日午後２時３０分頃、患者らが外出しないように西病棟出入口の扉を閉め、鍵をかけた。

そしてこの鍵は職員が持っており、患者が西病棟出入口の扉を開けることはできなくなった。Ｈ及びＪは、

その後西病棟１階の患者ら近くにおり、同日午後８時にＣ病院を去った。また残っていたＧ院長が同日午

後１０時頃に避難し、Ｃ病院内は患者らだけの状態となった。この間、Ｈ、Ｊ又はＧ院長は、Ｄが外出したの
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を見ていないので、Ｄの外出は、午後１０時以降と考えられる。同人らが気付かず外出した可能性を考え

ると、Ｄの外出は、早くとも午後２時以降である。

（エ） Ｃ病院患者らの自衛隊による最後の救助（本件避難５）は１６日午前０時３５分頃であるところ、こ

の際にＣ病院内にＤはいなかった。

イ 下記（ア）又は（イ）のとおり、本件事故がなければ、Ｃ病院の患者ら及び職員らはそもそも避難する

必要がなかったためＤを含む患者らに対する見守り体制が崩壊することはなかった（（ア））、又は本件震

災発生後直ちに避難することができた（（イ））。したがって、本件事故がなければ、ＤはＣ病院から外出す

ることはなく、よって失踪することもなかった。

（ア） Ｃ病院では、災害時においては、見守りという名の下に職員らが患者の動静を注視する形で行わ

れることになっていたから、もし本件事故がなければ、本件震災による影響で多少の混乱が生じたとして

も、職員らによる見守りが実施され、Ｄを含む入院患者らの外出は防止できた。しかし、１２日午後２時以

降、Ｇ院長を除く職員らは、本件事故により避難し、人員体制が大きく損なわれたため見守りが実施でき

なくなり、Ｄの外出を防ぐことができなかった。このことは、本件震災は発生していたが本件事故の影響が

なかった状態である本件地震発生時から１２日の正午までの間にＣ病院において失踪者は一人もいなか

ったことからも明らかである。なお本件事故によってＣ病院の見守り体制が崩壊したことは、１２日午後２

時頃以降、Ｃ病院において患者らへの対応を実質的に行っていたのはＧ院長ほか出勤してきた一部の職

員のみであり、しかも本件事故下における極限状態にあったことからＣ病院の診療体制が崩壊していたこ

と及びＣ病院内で４名の患者らが死亡しているところそのうち２名の死亡には本件事故による診療体制の

崩壊が強く影響していることからも明らかである。

被告は、本件事故がなくとも、本件震災によりＣ病院のスタッフは見守りが困難となっており、西病棟出

入口が本件震災による停電で開錠されていたから、Ｄが西病棟出入口から出た可能性を指摘する。しか

しながら、被告の主張は以下の理由から、認められない。

ａ 見守り体制の崩壊は上記のとおり本件事故によるものであって、本件震災によるものではない。そし

て、西病棟には、Ｄを含めて自分から進んで病院から外出するような患者らの入院は想定されておらず、

本件震災による混乱等の影響によってＤを含む患者らが外出した可能性を指摘する被告の主張は本件

では非常識である。現に、平常時において西病棟の出入口は１日のうち４時間は開放されており、またＤ

を含めた西病棟患者らが、病院から外出したとかそのような機会をうかがっていた例は過去に一切存在

しない。

ｂ Ｄは、停電に伴う開錠によって外出したものでもない。本件でＤが病院から外出した経緯は上記アの

とおりであり、Ｄが外出したとき、西病棟出入口は停電により開錠された状態にあったものではなく、停電

とＤの外出とは無関係である。付言するに、本件事故がなければ、１１日午後９時４１分以降停電は解消

されていたものである。

（イ） 本件事故がなければ１２日中にはＣ病院患者及びＦ入所者全員が避難できたはずであり、Ｄにつ

いても遅くとも１２日中には救助がなされた蓋然性が高い。このことは、本件原発から５ｋｍ圏内に所在す

る病院施設においては遅くとも１２日中には避難が完了していること、本件震災により通行止めとなった

国道（省略）号線以外にもＣ病院に通ずる道路があること、Ｃ病院は本件津波の影響を受けていないこと

から裏付けられる。

被告は宮城県の病院の被災状況を理由に、早期に救助された蓋然性を否定するが、宮城県は本件震

災の影響が甚大であった地域であり、Ｃ病院との比較対象とならない。

ウ 本件事故により、Ｃ病院を含む本件原発から半径２０ｋｍ圏内が立ち入り禁止区域になって外に出
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たＤの捜索活動が不可能となったものであり、本件事故がなければ、外に出たＤは発見できた。

エ 上記イ及びウのとおり、本件事故がなければ、ＤはＣ病院から外出することも、外出して発見され得

なくなることもなく、失踪宣告を受けて死亡したとみなされることも、事実として死亡することもなかったもの

である。そして本件事故に起因する現場の混乱により、Ｄのような重度の認知症患者が適切に救助等さ

れずに行方不明となるという事態は原子力事業者である被告には予見可能であった。したがって、本件

事故とＤの死亡との間には相当因果関係がある。

（被告の主張）

ア （原告らの主張）ア柱書第一文は不知、第二文・第三文のうちＤが西病棟出入口から病院外に出た

ことは認めるが、その時点については不知。Ｄが病院外に出た日時について客観的証拠はなく、原告主

張の時刻以前に外出した可能性は十分ある。

（原告らの主張）ア（ア）ないし（エ）はすべて不知。特に、Ｊが西病棟出入口付近にいたとの主張につい

ては、Ｈ自身はっきり証言するわけではなく、またＪと一緒に行動していたとも証言しているものであって、

Ｊがずっと西病棟出入口付近にいたということはなかったと考えられる。また、Ｈが１４日午後２時３０分頃

に西病棟出入口の鍵を施錠したとの主張については、Ｈ自身の証言が極めて曖昧であって、真実は不明

としか言いようがない。

イ （原告らの主張）イ柱書はすべて否認する。

（ア） （原告らの主張）イ（ア）第一文は否認し、第二文及び第三文は不知、第四文で指摘されているＣ

病院の診療体制の崩壊やＣ病院内で死亡した者の死亡原因は本件とは無関係である。以下のとおり、本

件事故がなかったとしても、即ち本件事故がなく本件震災のみが発生していた場合であっても、Ｄが外出

した可能性はあったと言わざるを得ない。

即ち、Ｄは、もともと自力歩行が可能であり、病棟内を徘徊していたものであるところ、西病棟出入口は

本件震災による停電で開錠され、本件震災後に施錠等の措置が講じられたことはなかった。そうするとＤ

が西病棟出入口から外出するのを防ぐには、西病棟出入口のすぐ側に職員を配置して常時監視をする

か、又はＤ専属の職員を配置して常にＤから目を離さないようにする必要があるところ、平常時（本件震

災によらない停電時を含む）においてすらこのような対応はとられていなかったとうかがわれ、ましてや本

件震災後のライフラインの全停止等に伴う大混乱への対処が求められていた状況においては到底不可

能であり、本件震災によりＣ病院の職員らは見守りが困難となっていたものである。

（イ） （原告らの主張）イ（イ）は否認する。そもそも上記アのとおりＤの外出時期は判然とせず、１２日以

前に病院外に出た可能性は否定できないうえに、本件事故がなければ１２日中にＤが救助され避難でき

たことの客観的根拠はない。そして、Ｃ病院の救出は近隣病院よりも遅れているところ、その原因は不明

でむしろ本件事故以外の要因が大きく影響していると言わざるを得ないこと、本件震災によってＣ病院周

囲の道路状況も悪化していたこと、本件事故の影響の少ない宮城県の精神科病院においては本件震災

による混乱等により転院まで時間を要したことからすると、本件事故がなければ１２日中にＤが救助され

避難できたと言えないことは明らかである。

ウ （原告らの主張）ウは否認する。本件事故がなければ、捜索活動によりＤが発見されて救助されたと

の証拠は何もない。

エ （原告らの主張）エは否認し、争う。上記のとおり被告はＤの失踪と本件事故との相当因果関係は否

認し、Ｄの死亡の事実も否認するものであるが、仮にこれらが認められるとしても、ＤがＣ病院から外出し

た後、いつどのような原因で死亡したかは一切不明である以上、実際に死亡した原因や状況如何におい

ては相当因果関係が否定される場合があり得るものであり、本件事故とＤの死亡との相当因果関係は立
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証されていないと言わざるを得ない。

（３） 素因減額等の可否（争点３）

（被告の主張）

ア 原告らは（２）（原告らの主張）ア柱書において予備的にＤが１６日午前０時３５分以降にＣ病院外に

出た旨の主張をするところ、その場合、同時点における自衛隊の救助活動に落ち度があったということに

なり、自衛隊の救助活動に過失があったことによってＤが外出してしまったという結果が生じていたのであ

れば、その結果について被告は法的に責任を負うべきものであるとはいえない。仮に被告と自衛隊との

共同不法行為が成立するとしても、自衛隊の過失による寄与割合部分については損害額から減額すべ

きである。

イ 仮にＤの死亡及び本件事故とＤの死亡との間の相当因果関係が認められるとしても、その死亡には

Ｄの認知症及び徘徊癖が大きく寄与している。即ち、本件事故当時、Ｄは高度の認知症であり、病院内を

徘徊する状況であったところ、これによってＤはＣ病院外に出て行ったものである。よって、Ｄの認知症と

いう被害者の疾患の寄与割合部分については損害額から減額すべきである。

ウ 仮にＤの死亡及び本件事故とＤの死亡との間の相当因果関係が認められるとしても、Ｄが外出する

に至ったのは本件震災による停電によって西病棟出入口の電子錠が開錠されてしまったことが根本原因

なのであるから、本件震災という自然力の寄与割合部分については損害額から減額すべきである。

（原告らの主張）

ア （被告の主張）アは否認し、争う。原告らの予備的主張による場合であっても、当時は本件原発の水

素爆発が繰り返し発生し、放射線量の非常に高い極限状態の中での救助活動であったから、１６日午前

０時３５分の自衛隊による救助活動に落ち度があったとすることは過酷である。仮に自衛隊に落ち度があ

り、その結果Ｄの死亡がもたらされたのだとしても、本件事故と自衛隊の落ち度とがいずれもＤの死亡と

いう１個の結果を招来しているのだから、本件事故と自衛隊の落ち度とは共同不法行為を構成する関係

に立ち、各不法行為者は被害者の被った損害の全額について不真正連帯債務を負うべきものである。

イ （被告の主張）イは否認し、争う。Ｄの認知症という病名とＤが外出したことを関係付ける客観的証拠

はない。また仮にＤの病状がＤの死亡に寄与していたとしても、如何なる場合に被害者の疾患を減額事

由として斟酌することができ、又はできないかは損害の公平な分担が決め手となるところ、本件は、多数

の被害者対大企業である原発事業者という事案であり、またＤの病状は高齢の入院患者として通常想定

される範囲を外れたものでもなく、その要因がＤの死亡に寄与したことは原発事業者である被告には十分

予想できるものであったから、公平の見地からして本件で素因減額が認められるべきではない。

ウ （被告の主張）ウは否認し、争う。自然力の影響を被害者に帰責できる正当な根拠とすることができ

ないことは明らかである。また、Ｄの外出が本件事故に伴う停電を原因とするものでないことは、上記（２）

（原告らの主張）イ（ア）ｂ記載のとおりである。

（４） Ｄの死亡による損害額（争点４）

（原告らの主張）

ア Ｄは、高度の認知症により独力で生活することが不可能な状態であったにもかかわらず、一人でＣ

病院外に出て、ライフラインが途絶し、住民が避難しほぼ無人の状態になった地域を徘徊したものである。

そして、本件事故は、原子力発電所は安全であり事故は発生しないという前提の下で発生したものであり、

交通事故のように発生する可能性が常にあったり、加害者と被害者との立場の交代可能性があったり、

保険が普及していたりする事故とは異なる。Ｄはこのような特質を要する本件事故によって上記経緯で死

亡したものであって、Ｄの死亡による慰謝料は交通事故による死亡の場合に比してその一般的慰謝料額
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の２倍は下らないというべきであるから、少なくとも４０００万円は下らない。

イ 弁護士費用として上記慰謝料額の１０％である４００万円を各相続分に応じて按分した額を、各人の

損害と認めるべきである。

（被告の主張）

（原告らの主張）は争う。Ｄは平成１８年１０月からＣ病院に入院し、本件事故発生まで長期間にわたっ

て家族らとは別に生活していたのであるから、原告らに近親者の慰謝料請求が認められるとしても、慰謝

料金額自体は低くならざるを得ない。また、本件では仮にＤの死亡が認定されるとしても、死亡したことに

ついての直接証拠があるわけではなく、このような特殊事情は減額要素として考慮されるべきである。

第３ 争点に対する判断

１ 認定事実

上記前提事実に後掲括弧内摘示の各証拠及び弁論の全趣旨を併せ考慮すると、次の事実を認めるこ

とができ、これを覆すに足りる証拠はない（なお後掲括弧内に事実認定の補足説明をすることがある）。

（１） Ｃ病院の組織体制及び本件震災前における患者らの確認体制等

ア Ｃ病院の経営主体は、医療法人Ｅ会であり、同法人は、Ｃ病院のほか、Ｃ病院に隣接するＦ等を経

営している。Ｆは、認知症等が進んで入所介護の必要な老人のための施設であり、そこからさらに症状が

進んだ患者が入院するのがＣ病院という形で利用されていた。（甲１４、乙１２）

イ Ｃ病院は、中央管理棟、東病棟、西病棟で構成されており、中央管理棟と東病棟及び西病棟はそれ

ぞれ渡り廊下でつながっていて、東病棟と西病棟は直接にはつながっていない。Ｃ病院１階の構成は概

ね別紙２「Ｃ病院平面図」のとおりであり、西病棟から内部の人間が外に出ることのできる出入口は、西病

棟出入口（別紙２の〈１〉）、正面玄関（別紙２の〈２〉）、職員用出入口（別紙２の〈３〉）、ごみ回収用出入口

（別紙２の〈４〉と記載の小部屋からＣ病院外に通ずる扉）が存在するところ、平常時において西病棟出入

口は電子錠により常時閉鎖されており、職員用出入口は職員のみ持っている鍵によって施錠されており、

またごみ回収用出入口についてはごみ回収用の小部屋（別紙２の〈４〉）とＣ病院内部の廊下とをつなぐ扉

が職員によって常時施錠されていた。（甲１４、２４、２８、３５、証人Ｈ）

ウ 本件震災当時、Ｃ病院には３３８名の患者が入院しており、Ｆには９８名の入所者が入所していた。Ｃ

病院の東病棟には症状の重い患者が、西病棟は、東病棟と比べて症状が軽い患者がそれぞれ入院して

おり、西病棟１階には認知症のリハビリテーション活動の必要な患者や寝たきりに近い患者が多く、２階

及び３階には１階よりも精神症状が軽い患者が入院していた。本件震災及び本件事故がなかった場合の

Ｃ病院及びＦにおける配置人数及び日勤予定者は別紙３事故前の病棟の診療体制記載のとおりであっ

た。（甲８、１４、乙１２）

エ Ｃ病院において平時には、昼休み等に患者らを各病室に戻したうえで在室確認をする等の方法で

人数確認を行っていた。また少なくとも西病棟においては、地震等が生じた際には、患者らを１階に集め

て、人数確認及び各病室に患者らが残っていないかの確認を行うこととされており、Ｃ病院では、火災及

び地震発生時を想定しての訓練が年２回行われていた。本件震災発生時までに、少なくとも西病棟にお

いてＣ病院の患者が病院外に無断で出て行ったという事件は発生していない。（甲３１、乙１２、証人Ｈ）

（２） 本件震災前におけるＤの状態等

Ｄは平成１５年頃より健忘等の認知症の症状が出現し、平成１８年１０月に自宅を出て徘徊した際に消

防署員によって保護されており、同月２０日Ｃ病院を受診し入院となった。この際に長谷川式認知症スケ

ールの成績は１１／３０点であり、やや高度の認知症が認められ、アルツハイマー型認知症と診断された。

その後も認知症の症状は徐々に進行し、平成２２年頃からは失禁したまま徘徊したり、食事を拒否したり
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するなどの認知症の周辺症状が目立つようになり、脳萎縮の進行が認められた。平成２２年当時Ｄは、自

力で歩行可能であり、病棟内を徘徊することが多々あり、多くは職員について回っていたものであったが、

「帰りたい」等と言って病院外に出るドアを探したり、出て行こうとしたりすることもあった。そのため、Ｃ病

院の職員らは、Ｄの外出の危険性について注意を払っていた。本件震災当時、Ｄは、西病棟１階の別紙２

〈５〉の病室に入院していた。本件震災当時もＤは、アルツハイマー型認知症と診断されており、高度の健

忘、失見当がみられ、日常生活を独力で行うことは不可能であり、統合失調症治療薬であるエビリファイ

が経口投与されていた。食事は配膳されたものを自力で摂取することが可能であったが、自ら食料を調

達したり準備したりすることは不可能であった。日常生活の意思表示は具体的で簡単な要求であれば可

能で、自分の名前を名乗ることも可能であった。身体的には、高血圧症、高脂血症の診断がされており、

その治療薬が経口投与されていたが、他の身体疾患はなく、栄養状態は良好で、直ちに死亡するような

身体状態ではなかった。（甲６―２、甲９、１０、２４、証人Ｈ、弁論の全趣旨）

（３） 本件事故及び本件事故に伴う避難指示の経緯等

本件震災後、１１日午後３時４２分、本件原発の全交流電源が喪失し、同日午後７時０３分、原子力緊急

事態宣言が発令された。同日午後９時２３分、本件原発から半径３ｋｍ圏内の住民に避難指示が、半径３

ｋｍから１０ｋｍ圏内の住民に対して屋内退避指示がなされた。１２日午前５時４４分、本件原発から半径

１０ｋｍ圏内の住民に避難指示（本件避難指示）が出され、本件原発から直線距離約４．８ｋｍに存在する

Ｃ病院も避難対象となった。同日午後３時３６分頃、１号機爆発が発生し、同日午後６時２５分頃、本件原

発から半径２０ｋｍ圏内の住民に避難指示がなされた。１４日午前１１時０１分頃、３号機爆発が発生した。

１５日午前６時過ぎ、本件原発２号機の原子炉圧力抑制室の圧力が低下し、４号機で水素爆発及び火災

が発生した。同日午前１１時、本件原発から半径２０ｋｍから３０ｋｍ圏内の住民に対して屋内退避指示が

なされた。（甲８、１２ないし１４）

（４） 本件震災後のＣ病院の状況、避難経緯及びＤの失踪等

ア Ｃ病院は、本件津波による直接的な被害はなかったが、本件地震により、直後から水道、電気が使

用不能となり、固定電話、携帯電話もまもなく使用不能となり、ガスも止められていた。Ｃ病院の停電は、

少なくとも１４日午後１０時頃までは継続しており、西病棟出入口に施されていた電気錠は、停電により開

錠された状態となっていた。

上記（１）ウのとおり、１１日のＣ病院の日勤予定者は医師を含めて８４名であったところ、少なくともその

大半は出勤しており、本件震災後も、勤務終了のため帰宅した者がいたほかは、海岸側に居住していた

者が自宅等の状況確認のために一旦帰宅しても再度病院に戻ってくる等して、その人員体制は大きくは

損なわれなかった。本件震災後、上記ライフラインの切断、特に停電に伴い、Ｃ病院においては、ろうそく

による夜間の患者の状態確認、医療機器使用不能に伴う医療行為の手動化等、通常の医療の提供が

困難な部分が生じたが、職員らによって患者らに対するケアは継続された。

（甲８、９、１４、２８、乙１０、１２、証人Ｈ、弁論の全趣旨）

イ（ア） １２日午前５時４４分になされた本件原発から半径１０ｋｍ圏内の住民等に対する避難指示（本

件避難指示）を受け、Ｃ病院の職員がＢ町に対しＣ病院には約３４０名の患者、Ｆには約１００名の入所者

がいることを伝えた。同日正午頃、避難用の大型バス５台がＣ病院に到着し、自力歩行可能な患者２０９

名及びＧ院長を除くすべてのＣ病院の職員らは、同日午後２時頃、当該バス等で避難を開始した（本件避

難１）。この結果、Ｃ病院には、患者約１３０名とＧ院長、Ｆには入所者９８名と職員１９名が残った。しかし、

Ｂ町は、Ｃ病院における避難は完了したものと考え、その後避難状況を確認するなどの特段の措置をとら

ず、またＢ町に戻ろうとしていた避難用のバスをバス会社に戻らせた。
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同日午後３時頃、陸上自衛隊第１２旅団輸送支援隊（以下「第１２旅団輸送支援隊」という。）は、避難区

域内の残留者を避難させるため、Ｋ駐屯地を出発したが、１号機爆発を知って、Ｋに引き返した。またＦに

おいては、１号機爆発の音を聞いて、職員らに避難するかどうかを判断させることとし、結果Ｆの施設長で

あるＬ医師（以下「Ｌ医師」という。）及び事務課長でケアマネージャーであるＭ（以下「Ｍ」という。）を除き

全員が同日午後５時頃避難した。さらにＢ町役場においても、１号機爆発を受けて、職員ら全員が避難し

た。

Ｆの職員らの避難後、１２日中はＧ院長、Ｌ医師及びＭの３名でＣ病院の患者らへの対応を行っていたも

のであるところ、Ｌ医師とＭはＦの入所者への対応も行っていた。また、Ｇ院長、Ｌ医師及びＭは救助を求

めるため周辺の捜索も行っていた。同日夜、自衛隊員１名及び警察官１名がＣ病院に来院し、翌１３日朝

の救助を約束した。

（甲８、１４、２８、３３）

（イ） １３日もＧ院長ら上記３名は、Ｃ病院及びＦの患者及び入所者らへの対応を行っていたが、同日朝

には東病棟３階担当の准看護師が出勤し同日夕方まで東病棟患者への対応を行った。同日昼には東病

棟２階担当の看護師が出勤したが、Ｇ院長とともにろうそく等の買い出しに出たため、患者への対応は行

っていない。同日午後３時過ぎ、ＨがＪとともに出勤した。本件震災当時、Ｈは西病棟３階担当の看護助手

（患者らの水分補給や食事の介助、排泄介助等を担当する）であったが、ほぼ毎日西病棟１階の手伝い

も行っていた等の理由から、Ｄの顔と氏名を認識していた。ＨがＣ病院に出勤したとき、西病棟の患者ら

は１階に集まっており、Ｍから人数確認した結果４８名の患者らがいる旨及び再度人数確認してほしい旨

の伝達を受けた。これを受けてＨは、患者一人一人の氏名を確認し、紙に書きながら人数確認をして、４

８名の患者らがいることを確かめた。Ｇ院長らは東病棟及びＦの患者及び入所者らの対応等を行ってい

たため、その後、ＨとＪは２人のみでほぼ全面的に西病棟４８名の患者らの食事介助、水分補給介助及び

排泄介助等を行った。同日、Ｈ及びＪは帰宅せず、Ｃ病院において仮眠を取った。

Ｇ院長らは、１３日も救助を求めて周辺を捜索しており、Ｇ院長がパトカーを発見したため、救助を依頼

した。他方で、同日午前に、福島県災害対策本部は、既にＣ病院等に患者が残留しており対応してほしい

旨を依頼されており、同日午後１時又は２時頃、陸上自衛隊リエゾンに対し、救助・搬送依頼を行っていた。

この依頼を受け、第１２旅団輸送支援隊は、１４日午前０時頃、避難用のバス等を編制してＫ駐屯地を出

発し、同日午前４時頃、Ｃ病院に到着した。

Ｈは、１４日午前６時頃、起床し、即時に患者らへの対応を開始したところ、同日午前７時頃、防護服を

着た第１２旅団輸送支援隊の隊員及び警察官等の救助者ら（以下「本件救助者ら」という。）に気付いた。

その後、Ｆ、Ｃ病院の順で救助が行われ、同日午前１０時３０分までにＦの入所者９８名及びＣ病院の患者

ら３４名の搬送が開始された（本件避難２）。なお、Ｃ病院の患者らの搬送に当たっては、Ｇ院長等が重症

度の高い患者を決め、その順に避難用のバスに乗車させており、重症度の高い東病棟の患者の避難が

優先となった。その頃、西病棟患者らは避難を待つために西病棟１階にある別紙２記載の生活機能回復

訓練室や１階の各病室に集められており、Ｈもその周辺にいたところ、同日午前１１時０１分、３号機爆発

が生じ、その音がＣ病院まで聞こえたため、その場にいた本件救助者らの一人はＨに避難するよう指示し

た。そのため、Ｈはいったん中央管理棟まで避難した。また３号機爆発が生じたため、警察官等の本件救

助者らはＣ病院から避難した。遅くとも３号機爆発が生じたときまでには、本件救助者らは、救助のため、

西病棟出入口の扉を開けたうえ、開いた状態のままにしていた。Ｈは、その後爆発等が生じなかったので、

西病棟に戻り、患者らへの対応を再開した。なお本件避難２に用いられたバス等は、患者及び入所者ら

を民間バスに乗せ替えた後、Ｃ病院に戻る予定であったが、本件避難２で救助された患者らの容態が極
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めて悪かったため乗り換えが困難と判断され、そのまま一時避難先であるＮ高校体育館へと向かった。

Ｈは、同日午後２時頃、西病棟１階ナースステーション西側から、病室前をうろうろするＤを確認し、同日

午後２時３０分頃、上記のとおり開いたままの状態となっていた西病棟出入口の扉を閉め、更に職員が各

自１つずつ持っている鍵によって手動で施錠し、患者らが独力で開錠することのできないようにした。同日

午後２時頃から午後２時３０分頃までの間、Ｈの依頼により、Ｊは、西病棟出入口付近におり、患者らが西

病棟出入口に近寄らないよう注意していたところ、Ｈ及びＪはその間にＤを含む患者らが外出したことを確

認していない。Ｈ及びＪは、その後も患者らへの対応を続け、同日午後８時頃に帰宅した。１４日当時にお

いて、西病棟１階の病室から正面玄関に通ずるナースステーションからデイルームの間にある２つの廊

下（別紙２参照）にはベッド等が置かれ、患者らが正面玄関に向かうことはできない状態になっていた。ま

た、１４日当時、上記（１）イ記載のごみ回収用の小部屋（別紙２の〈４〉）とＣ病院内部の廊下とをつなぐ扉

は施錠されており、そのことをＨは１３日又は１４日に確認している。その他患者らがいたＣ病院西病棟１

階西側の病室付近からＣ病院外に出られる出口はなかった。

Ｈ及びＪが帰宅した後、Ｃ病院に残っていた職員は、Ｇ院長、Ｌ医師及びＭのみとなったところ、３名は、

同日午後９時５８分、Ｃ署緊急対策室からの指示を受けたＣ警察署副署長の指示により、本件原発から

約２０ｋｍの地点にあるＯ村のＰ峠に向けて避難を開始した。その後、いったんは上記指示が解除されＧ

院長らはＣ病院に戻ろうとしたが、Ｃ警察署副署長らがＢ町にとどまるのは危険と判断したため、再度Ｐ峠

へ向かった。Ｇ院長らは、陸上自衛隊と合流し、Ｃ病院に残留する患者の救助に向かう予定であり、その

旨福島県警察本部災害警備本部に連絡されたが、陸上自衛隊まで当該情報が共有されず、結局合流す

ることはできなかった。以上の結果、同日午後９時５８分以降、Ｃ病院に職員らは誰もいない状況となり、

Ｃ病院に残留する患者らに対する介助等の対応はなされなくなった。

（甲８、９、１４、１５、２３、２８、３２ないし３４、証人Ｈ）

（Ｈは、その証言態度が誠実で、証言内容が具体的であるのみならず、証拠（甲８、９、１５）によれば遅く

とも１４日から１年半以内に１３日及び１４日当時の状況を関係者から聴取されたこと、しかもその陳述書

において関係者がＨから聴取した内容として記載する事項の誤りを指摘していることが認められ、その記

憶も明晰であったと認められる。特に、１４日午後２時３０分頃に西病棟出入口の扉を閉め施錠したことは

明確に記憶している旨証言している（証人Ｈ３２頁）。また同日午後２時頃にＤを確認したとの証言に関し

て、上記のとおりＨはＤの顔と氏名を従前から認識しており、近接した場所から視認していることからする

と、その認識時に誤りがあったとは考え難い。以上からＨの証言は信用できる。）

（ウ） 陸上自衛隊第１２旅団司令部は、Ｃ病院の残留患者の救助につき陸上自衛隊東北方面総監部

に依頼し、東北方面隊衛生隊等からなる統合任務部隊が１５日午前９時頃、Ｃ病院に到着し、患者らの救

助・搬送を行った。しかしながら、その際に携帯していた線量計の警報が連続して鳴るようになったため、

それ以上の活動の続行は困難と判断して中止し、同日午前１１時頃、患者ら４７名の搬送を開始した（本

件避難３）。上記統合任務部隊とすれ違いで陸上自衛隊第１２旅団衛生隊は、同日午前１１時３０分頃、Ｃ

病院に到着し、救助を開始し、同日午後０時１５分頃患者ら７名の搬送を開始した（本件避難４）。この際、

陸上自衛隊第１２旅団衛生隊は残留患者の存在に気付かず、救助は終了したものと誤認しており、その

後第１２旅団輸送支援隊等との混成部隊を編成して、再度Ｃ病院に向かい、１６日午前０時３５分頃、残さ

れた３５名の患者らの救助が開始された（本件避難５）。

（甲８、１４、２３、３３）

ウ 本件各避難で救助された患者らの中にＤはいなかったところ、１８日頃から、Ｃ病院は本件各避難

により救助された患者らの確認等を行い、平成２３年３月末頃にＤ及び西病棟１階の入院患者１名の所
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在が不明となっていることが判明した。同年４月に入り、Ｃ病院に入った警察官が、西病棟１階に身元不

明の遺体を発見し、同月５日、Ｃ病院関係者が確認のためＣ病院に入ったところ、当該身元不明の遺体

がＤではない所在不明となっていた患者であることが確認された。この時点で、Ｄがいずれの病院等にも

行っておらず、病院内で遺体も発見されず、行方不明となっていることが明らかとなった。なおＣ病院内に

は４名の遺体が取り残されていたところ、同月６日に収容された。本件各避難を経てＣ病院の患者らが収

容された各医療機関から氏名不詳の患者がいる旨の連絡がなされたことはなく、警察によるＣ病院付近

の探索、遺体の情報及び避難者の情報等の照会がなされたが、現在に至るまで、Ｄの行方は不明である。

（甲８、９、１１、２５、弁論の全趣旨）

（５） 本件震災後におけるＣ病院外の状況等

ア 本件震災当時の外気温は、Ｃ病院から１５ｋｍ程度北にあるＱ町で最高気温が５度前後、最低気温

がマイナス２度前後であった。（甲８）

イ Ｃ病院は、別紙２地図のとおり、本件原発南西（南方向約２．４ｋｍ、西方向約４ｋｍ）、直線距離約

４．８ｋｍの位置に所在していた。Ｃ病院の南北は比較的平坦な土地となっているが、西側約３ｋｍ地点か

らは山地となっている。またＣ病院から南に１ｋｍ弱進んだ地点には川が存在する。Ｃ病院周辺は、本件

津波による浸水は免れたものの、Ｃ病院に隣接する国道である国道（省略）号線は、本件震災により通行

止めの箇所が複数生じていた。（甲１４、１７、１８、２８、乙８）

ウ １３日午後１１時３０分時点において、福島県では約１９万戸が断水していた。また本件震災直後に

福島県沿岸部は広く停電していたところ、１９日午後８時時点においても、その範囲は狭まったものの沿

岸部の停電は継続していた。（甲１６―１、甲２７）

２ Ｄは死亡したといえるか及びＤの死亡と本件事故との相当因果関係（争点１及び２）について

まず、ＤがＣ病院から外出するに至る経緯を検討し（下記（１））、次にＤが死亡したといえるかについて

検討した上で（下記（２））、Ｄの失踪及び死亡と本件事故との因果関係（下記（３））について判断する。

（１） 上記１（４）イ（イ）記載のとおり、Ｄは１４日午後２時頃、Ｃ病院の西病棟内にいたことが確認されて

おり、当時西病棟の患者らが病院外に出られる出口は西病棟出入口を除いてなかったところ、同日午後

２時頃から午後２時３０分頃まではＪが西病棟出入口付近で患者らが近寄らないように注意を払っていた

がＤを含む患者らが外出するのを確認していないことが認められることからすれば、同日午後２時３０分

頃も、ＤはＣ病院の西病棟内にいたと認められる。そして、上記１（４）イ（イ）記載のとおり、同日午後２時

３０分頃にＨが西病棟出入口を施錠して患者らが独力で開錠できないようにしたことが認められ、その後

Ｈ又はＪが西病棟出入口を開錠したとも両名帰宅後にＣ病院に残っていたＧ院長らが同出入口を開錠し

たともうかがわれず、その他の西病棟から外部に通ずる出入口は施錠ないし患者らが近づくことはできな

い状態になっていた（上記１（１）イ及び上記１（４）イ（イ））から、少なくともＧ院長らが避難を開始した同日

午後９時５８分頃まで、西病棟の患者らはＣ病院外に出ることはできなかったと認められ、同時点までＤは

Ｃ病院の西病棟内にいたものと認められる。他方で、上記１（４）イ（イ）記載のとおり、本件避難２に際して、

本件救助者らは、救助のため、西病棟出入口の扉を開けたことが認められ、Ｄが最終的にＣ病院外に出

たことは明らかであることからすると、本件避難３以降の救助に際しても、避難経路を確保するため、本

件救助者らによって西病棟出入口等が開錠される等してＣ病院内部と外部が通ずるようにされたと推認

される。そうすると、Ｄは、１４日午後９時５８分頃以降の、本件避難３以降の救助に際してＣ病院内部と

外部が通ずるようにされた時点以降に、本件避難３以降の救助者が救助のために確保したＣ病院外部と

内部とをつなげる経路を通じて、Ｃ病院外に出たものと認められる。また、平成２３年４月に入り同月５日

より前の日にちにおいて、警察官がＣ病院に入っているところ（上記１（４）ウ）、そのときにＤは発見されて
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いないのであるから、同日までにＤはＣ病院外に出たものと認められる。

（２） ＤがＣ病院外に出る以前の時点である１２日午後６時２５分頃、本件原発から半径２０ｋｍ圏内の

住民に避難指示が出されたこと（上記１（３））、Ｃ病院は本件原発から直線距離約４．８ｋｍの位置に所在

していたこと（上記１（５）イ）、Ｄは自分の名前を名乗ることは可能であったが警察の捜索にもかかわらず

現在に至るまで行方が不明であること（上記１（２）及び１（４）ウ）からすると、Ｄは上記（１）で認定したＣ病

院からの外出以降、住民のいなくなった地域を放浪せざるを得なくなり、何者かによって保護されたことは

ないものと認めるのが相当である。そして、Ｃ病院外は、本件震災当時周辺のＱ町で最高気温でも５度前

後という気温で、周辺に山や川があり、本件避難３の際に救助に支障を生ずる程の高線量という状況で

あり（上記１（４）イ（ウ）、１（５））、当時Ｄは、高度の認知症で失見当がみられ、高血圧症等の診断がなさ

れていた（上記１（２））。以上のＤの状態及びＣ病院外の危険かつ過酷な状況からすれば、Ｄは、Ｃ病院

外に出たことに伴い、低体温、持病の高血圧症の悪化等による心停止、不慮の事故等によって、死亡し

た可能性も十分ある。また、仮にそのようなことがなかったとしても、Ｄは、高度の認知症で、自ら食料を

調達したり準備したりすることが不可能であったこと（上記１（２））、１４日午後９時５８分にＧ院長らが避難

しＤを含む患者らに対する介助等の対応がなされなくなったこと（上記１（４）イ（ウ））からすれば、遅くとも

同時点以降Ｄは食事も水分も摂取していなかったと推認でき、１４日から約３週間経過した平成２３年４月

６日までに栄養失調又は脱水によって死亡することは避けられないものであって、Ｄは、遅くとも同日まで

に死亡したものと推認できる。

被告は、Ｄが現在どこかに保護されており、その身元が判明していないだけである可能性を主張するが、

上記で指摘した避難指示やＤが自分の名前を名乗ることが可能であった事実からして、そのようなことは

なかったものと推認できるものである。

そうすると、本件において原賠法３条１項本文における損害を算定するに際し、Ｄが死亡したことを前提

とするのに、失踪宣告がされていることのみで足りるか否かを判断するまでもない。

（３） 以上を前提に、まずＤのＣ病院からの外出と本件事故との相当因果関係を検討し、本件事故と死

亡との相当因果関係を検討する。

ア 上記（１）のとおり現にＤが１４日午後９時５８分までＣ病院西病棟内にいたことに加え、Ｃ病院西病

棟においては地震等が生じた際に患者らを１階に集めて人数確認を行うこととされており、Ｃ病院におい

て火災及び地震を想定しての訓練が年２回行われていたこと（上記１（１）エ）、本件避難１後の人員体制

が大きく減った後においてすらＭは人数確認を行っており、Ｈも１３日に出勤した後再度人数確認を行っ

ていたこと（上記１（４）イ（イ））、１４日当時西病棟の正面玄関に向かう廊下にベッド等が置かれ、患者ら

が正面玄関に向かうことのないよう外出防止策が取られていたこと（上記１（４）イ（イ））、ほぼ全面的に２

人で西病棟４８名の患者らの対応を行わなければならない状態にあってすら、Ｈは、西病棟出入口の施

錠、Ｊを西病棟出入口付近に所在させ注意を払うよう依頼する、ごみ回収用の小部屋とＣ病院内部の廊

下とをつなぐ扉の施錠を確認する等患者らの外出防止に注意を払っていること（上記１（４）イ（イ））からす

ると、ＨのみならずＣ病院の職員らは、一般的に、震災等の災害時において患者らの外出防止に相当の

注意を払っていたことが推認される。そして、本件震災直後の１１日の人員体制は大きくは損なわれなか

ったこと（上記１（４）ア）に鑑みると、本件震災後においても、相応の人員体制のもとで、Ｃ病院の職員ら

によって患者らの外出防止のための十分な見守りがなされていたものと推認するのが相当であり、殊に

Ｄには徘徊癖があり、Ｃ病院外に出て行こうとしたこともあったため、Ｃ病院の職員らは平時からＤの外出

の危険性に注意を払っていたこと（上記１（２））からすると、Ｄに対しては他の患者らよりも強い注意が払

われていたものと認めるのが相当である。以上からすれば、本件震災後のライフラインの切断、特に停電
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に伴ってＣ病院の職員らにおいて通常の医療の提供が困難な点が生じたこと（上記１（４）ア）を考慮して

も、本件事故のない本件震災後の状況において、患者ら、特にＤに対しては、Ｃ病院の職員らによって十

分な見守りが実施され、Ｄが外出するのを防ぐことができたと認められる。そして上記（１）のとおり、ＤはＣ

病院の職員らが一切いなくなった１４日午後９時５８分以降にＣ病院から外出したものであるところ、Ｃ病

院から職員らが避難したのは本件事故による本件避難１、１号機爆発、３号機爆発等が原因であって本

件事故によることは明らかであるから、本件事故がなければ、Ｃ病院から職員が避難することはなく、上

記のとおりＤの外出を防ぐことができたと認められる。

被告は、本件震災後の状況においてＤの外出を防ぐには、西病棟出入口のすぐ側に職員を配置する又

はＤ専属の職員を配置する必要がある旨主張するが、Ｄの外出を防ぐことができたと認めるために、被告

の主張するいずれかの方法がなされたとの立証までが求められるものではない。このことは現に１４日午

後９時５８分までＣ病院西病棟内にＤがいたことからも明らかである。被告の主張は、不要な立証を求め

るものであって、採用できない。

イ 本件震災当時のＤの栄養状態は良好で、直ちに死亡するような身体状態ではなかったこと（上記１

（２））からすると、本件事故がなくＣ病院の職員らが避難することがなかった状態で、Ｃ病院に入院してい

ればＤは死亡しなかったと認められる。そして、上記アのとおり、本件事故がなければＤの外出を防ぐこと

ができたと認められるから、本件事故がなければ、Ｃ病院の職員らが避難することはなく、その状態でＤ

は入院を継続したものであって、死亡しなかったと認められる。よって、本件事故とＤの死亡とには相当因

果関係がある。

被告は、Ｄが外出した後、死亡した原因や状況等が不明である以上、その状況等如何によっては相当

因果関係が否定される場合があり得るものである旨主張するが、Ｄのような高度の認知症患者が上記

（２）で指摘した状況下のＣ病院外に出た場合、死亡するに至ることは通常生ずる事態であって、死亡した

原因や状況等が特定できないことの一事をもって相当因果関係が否定されるものではなく、被告の主張

は失当である。

３ 素因減額等の可否（争点３）について

（１） 自衛隊の過失による寄与割合を減額すべきとの主張について

被告は、Ｄが１６日午前０時３５分以降にＣ病院外に出たものであれば、自衛隊の救助活動に落ち度が

あったことになり、自衛隊の過失による寄与割合部分については損害額から減額すべきである等と主張

する。しかしながら、Ｄが本件避難５の際に見落とされ、同時点以降に外出したことの立証はないから、被

告の主張は前提を欠く。そもそも、仮に共同不法行為があったとしても、原賠法は民法の特則である以上、

民法７１９条１項により、共同不法行為者と被告とが損害の全額について連帯して責任を負うべきもので

あって（最高裁平成１０年（受）第１６８号同１３年３月１３日第三小法廷判決・民集５５巻２号３２８頁）、被

告の主張は失当でもある。したがって、被告の主張は採用できない。

（２） Ｄの素因による寄与割合を減額すべきとの主張について

被告は、Ｄの死亡にはＤの既往症である認知症及び徘徊癖が大きく寄与しているから、その寄与割合

部分については損害額から減額すべきであると主張する。しかしながら、上記２のとおり、本件事故によ

る放射性物質の放出によって、本件避難指示がされ、最終的に、Ｃ病院から職員らが一切いなくなり、高

度の認知症であったＤに対して一切の介助及び見守りがなくなり、加えて周辺住民もいなくなるという異

例の事態が生じたことによってＤは死亡に至ったものであって、Ｄの死亡に対してＤの疾病が原因の１つ

となっているとしても、その疾患の態様、程度などに照らすと被告に損害の全部を賠償させるのが公平を

失するとはいえないから（最高裁昭和６３年（オ）第１０９４号平成４年６月２５日第一小法廷判決・民集４６
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巻４号４００頁参照）、被告の主張は採用できない。

（３） 本件震災による寄与割合を減額すべきとの主張について

被告は、ＤがＣ病院から外出するに至ったのは本件震災による停電によって西病棟出入口の電子錠が

開錠されてしまったことが根本原因であるから、本件震災という自然力の寄与割合部分については損害

額から減額すべきである旨主張する。しかし、自然力による寄与部分を減額すべきとの主張は、素因減

額の趣旨に沿わないから、被告の主張は採用できない。

４ Ｄの死亡による損害額（争点４）について

上記前提事実並びに１及び２認定によると、次のとおりである。すなわち、Ｄは、平成１８年１０月２０日

から本件震災時まで４年以上Ｃ病院に入院しており、死亡時８８歳であったが、直ちに死亡するような身

体状態ではなかった。そうであるのに、本件事故によって、それまで行われた十分な見守りが全くなされ

なくなり、また１４日午後９時５８分以降は一切の介助を受けられなくなった。そして、高度の認知症で失見

当が生じていた状態において、Ｃ病院から外出し、危険かつ過酷な状況で、しかも住民のいなくなった地

域を一人で放浪せざるを得なくなり、何者かによって保護されることもなく、食事や飲み物も一切摂取しな

いまま、死亡するに至ったものである。その結果、死亡原因はもとより、死亡場所も不明であり、死亡日時

も概括的にしか判明しない状況であって、警察による捜索を経てすら現在においてもその遺体は発見さ

れていない。

これらの事実に、本件にあらわれた一切の事情を考慮すると、Ｄの慰謝料額としては、２０００万円をも

って相当と認める。

５ 各原告の取得すべき慰謝料額

以上のとおりＤは被告に対して２０００万円の損害賠償請求を有していたところ、上記前提事実（５）のと

おり、当該Ｄの損害賠償請求権を、原告Ｘ１は４分の１、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４は各６分の１、原

告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７は各１２分の１の割合で相続したから、原告Ｘ１が相続した損害賠償請求権

は５００万円、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４が相続した損害賠償請求権は３３３万３３３３円（小数点以下

切り捨て、以下同じ）、原告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７が相続した損害賠償請求権は１６６万６６６６円とな

る。

６ 弁護士費用

本件訴訟等の進行経緯、事案の難易の程度、請求額、認容額その他諸般の事情を斟酌すると、本件

事故と相当因果関係のある弁護士費用は、原告Ｘ１については５０万円、原告Ｘ２、原告Ｘ３及び原告Ｘ４

については３３万円、原告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７については１７万円と認めるのが相当である。

７ 各原告の認容額

したがって、被告は、原賠法３条１項本文に基づき、原告Ｘ１に対しては５５０万円、原告Ｘ２、原告Ｘ３及

び原告Ｘ４に対しては３６６万３３３３円、原告Ｘ５、原告Ｘ６及び原告Ｘ７に対しては１８３万６６６６円及びこ

れらに対するＤが死亡した日以降である平成２３年４月６日から支払済みまで年５分の割合による遅延損

害金を支払う義務を負うべきというべきである。

第４ 結論

以上のとおりであるから、原告らの請求は、主文の限度で理由があるからこれをいずれも認容し、その

余の請求は理由がないからこれをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。

民事第５０部

（裁判長裁判官 水野有子 裁判官 岡本利彦 裁判官 仲吉統）
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（別紙１）Ｄ 相続関係説明（省略）

（別紙２）Ｃ病院 平面図（省略）

地図（省略）

（別紙３）


