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スキューバダイビング事故と損害賠償
――判例を中心として――
A Case Study of Liability for Bodily Injury caused by SCUBA Diving
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１．問題の所在
いまやマリンレジャーに親しむ国民は増加した。その中でも我が国唯一の亜熱帯地域にある沖
縄県には、多くの観光客が訪れ、とりわけ、マリンレジャーを中心とする愛好家が多く来沖する
ようになってきた。
インターネットを開くと、マリンレジャーの広告宣伝を目にすることが多い。特に、マリンレ
ジャーのうち、スキューバダイビング（Self‐Contained Underwater Breathing Apparatus
Diving）についての広告宣伝は、他のスポーツ広告宣伝より群を抜いて多く、その魅力にそそら
れる人も多いと思われる。そして、沖縄への観光旅行にスキューバダイビングを組み込むプラン
が比較的安価に提供されているのが現状である。
これらの広告宣伝の中には、青く美しい海に潜る楽しみが満載されており、短時間の基礎訓練
を経れば、安全にスキューバダイビングを楽しめるとの安易な考えを助長するようなものがあ
る。また、反対に「ダイビングは死亡危険があります」と最初に強く警告した上で、例えば、自
転車と同じで、ルールを守れば安全に楽しめるスポーツであることを強調し、器材が無いと呼吸
のできない海中へ行くのであるから、サバイバルスキルが多く盛り込まれた講習を受ける必要性
を説いて、初心者講習には格別な配慮（インストラクター１人に生徒１〜２名、自信がつくまで
スキルを何度でも繰り返す時間を惜しまない。安全を最優先にして無理せず、場合によってはス
ケジュールを延期するなど）を高らかにうたい、自社の誠実性と優秀性を強調しているものもあ
る。
一方、スキューバダイビングは、ダイビング中に何らかの事故に遭遇すれば、それは死亡事故
につながりかねない危険なスポーツである。死亡事故率のはなはだ高いスポーツ（後述参照）で
ある。そこで沖縄県においては、周知のように平成５年１
０月２
１日、沖縄県の海域、内水域におけ
るスポーツ、レクリエーション等に伴う水難等の事故を防止し、遊泳者、その他の海域利用者の
生命、身体および財産の保護を図るため「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に
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関する条例」を定め、更に、平成２
３年３月には、沖縄県観光商工部観光振興課発行になる「沖縄
県ダイビング安全対策行動指針」を公表している。
この「沖縄県ダイビング安全対策行動指針」は、法的根拠に基づくものではないが、Ⅰ行動規
範、Ⅱ事業者の責務、Ⅲ社員および従業員の心得、Ⅳお客様の権利と責任、Ⅴ人数比、Ⅵ緊急ア
シストプラン、Ⅶ見張りの実施、Ⅷ携行品＆装備、Ⅸ来訪前の確認事項、Ⅹ来訪中の確認事項等
について、微に入り細に入り記述している。顧客を含めて、スキューバダイビングに携わるすべ
ての者が守るべき規範を述べているといえよう。まさにマニュアル書といってよい内容になって
いる。
２．第十一管区１の海浜事故について
第十一管区における、過去１
０年間の海浜事故の事故人数等は下表の通りである。

第十一管区
平成
年度

海浜事故

スキューバーダイビン
海浜事故（人）
うち死者・行方不明（人）
うち死者・行方不明（人）
グ中の事故（人）
（カッコ内は全国人数） （カッコ内は全国人数）
（カッコ内は全国人数）
（カッコ内は全国人数）
％は 11 管区 / 全国
％は 11 管区 / 全国
％は 11 管区 / 全国
％は 11 管区 / 全国

16

134（1,906）7.03％

63（1,104）5.71％

24（48） 50.0％

4（16） 25.0％

17

93（1,795）5.18％

44（1,004）4.38％

8（30）26.67％

2（14）14.29％

18

104（1,966）5.29％

49（1,119）4.38％

13（47）27.66％

3（11）27.27％

19

122（1,967）6.20％

57（1,072）5.32％

13（42）30.95％

3（18）16.67％

20

140（2,018）6.94％

55（1,054）5.22％

20（51）39.22％

5（18）27.78％

21

132（2.033）6.49％

56（1,072）5.22％

21（52）40.39％

3（14）21.43％

22

135（1,766）7.64％

74（1,112）6.66％

18（50）36.00％

7（25）28.00％

23

115（1,766）6.51％

50（ 900）5.56％

13（37）35.14％

2（ 9）22.22％

24

122（1,932）6.32％

46（1,014）4.54％

15（58）25.86％

6（22）27.27％

25

132（1,917）6.89％

57（1,012）5.63％

17（49）34.69％

3（17）17.65％

1,229（19,314）6.36％

551（10,498）5.25％

162（464）34.91％

38（163）23.31％

合計

上記は海上保安庁の各年度版の「海上保安統計年報」による。なお、表中の割合（％）は筆者が計算。

第十一管区における海浜事故の人数は、平成１
６年度から平成２
５年度までの１
０年間累計で１２
, ２９名
である。１年平均１
２
２９
. 名の事故者が生じている。これに対し、全国では１９３
,１
４名の事故者が生
じ、１年の平均は１９
,３
１４
. 名である。第十一管区の事故者は、全国の事故者に対して６３
. ６パーセン
トを占めている。
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事故者数のうち、第十一管区の死者・行方不明者数を見ると、１
０年間で５
５１名に上っており、１
年あたり５５１
. 名の死者・行方不明者が生じている結果となる。これを全国で見ると１
０年間で
１０４
, ９８名の死者・行方不明者が出ており、１年あたり１０
,４
９８
. 名と１０
,０
０名を超える死者・行方不明
者が生じている。第十一管区の死者・行方不明者は、全国のそれに対して５２
. ５パーセントである。
このように見ると、第十一管区においては、事故者の発生率（６３
. ６%）よりも死者・行方不明者率
（５２
. ５%）が低いことが特筆される。
そこで、全国と第十一管区とに分けて海浜事故者中に含まれる死者・行方不明者の割合を見る
と、全国では５
４３
. ５パーセント２の方々が死亡・行方不明となっており、第十一管区では４４８
. ３パー
セント３の方々が死亡・行方不明である。すなわち、海浜事故が発生しても、全国に比して第十
一管区の方が、わずかではあるが死者・行方不明者が少ないことが統計数字から浮かび上がって
くる。このことは、事故者の救命・捜索については、第十一管区の方が全国平均より良いことを
示しているといえるのではないだろうか。
一方、本稿の目的であるスキューバダイビング事故についてみると、第十一管区の事故者数は
全国の事故者数の３４９
. パーセント４を占めている。海浜事故率が全国平均より低い沖縄県が約３５
パーセントの事故者シェアーを示すことは、沖縄県が全国的にスキューバダイビングがもっとも
多く行われている地域であることを示しているといえよう。
次に、スキューバダイビング中の事故者のうちの死者・行方不明者の割合を見ると、全国平均
では３
５１
. ３パーセント５であるが、第十一管区では２３４
. ６パーセント６である。すなわち、いったん
スキューバダイビング事故が発生した場合、全国に比して第十一管区の方が死亡・行方不明率が
低いという結果となっている。
沖縄県においては、スキューバダイビングの愛好者が集まりやすい要因があり、ダイビング事
業者数も把握しがたいほど乱立気味であるといわれている。また、個人の経営によるダイビング
業者も多くある７。したがって、沖縄県はスキューバダイビング中の重大事故が起こりやすいの
ではないかとの危惧が常につきまとう。しかし、このような統計を見ると、沖縄地方においては
死亡・行方不明者数そのものは多いものの、いったん事故が発生したときの救命率は全国平均よ
り１
０ポイント以上良いことが分かる。
３．事故の事例研究
スキューバダイビングは普通のスポーツにない特殊の危険性を持つ。それは空気の存在しない
水中のスポーツであることと水圧の変化による人体への障害危険があることである。そのため、
いったんトラブルが生じ、タンクより空気の供給が絶えた場合には、数分のうちに溺水死の危険
にさらされるし、そのため急浮上すれば、エアエンボリスム（空気塞栓症）の危険があり、逆に
沈降速度が速すぎると、鼓膜の損傷や平衡感覚の障害を生じることがある。このような障害の他
にも、血中の窒素の増加による窒素酔いの危険もある。そのため、このような事故を回避するた
めに、普通のスポーツに見られないようなルールもある（例えば、二人一組となってバディーを
組み、お互いを監視して事故を未然に防ぐルールなど）
。そして、事故が生じたとき、いったい誰
が責任を負うのか、インストラクターだけなのか、ダイビングショップも責任を負うのか、旅行
業者に責任はないのかといった責任主体の問題を生じることもある。
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そこで実際に生じた事故を詳細に研究して、事案の精査によって今後のルール順守の必要性に
ついて学び（リスクコントロール）
、責任が認容されるまたは否認される場合の法理および責任主
体となった場合の損害賠償額の規模についても理解を深め、その準備（リスクファイナンス）を
研究する重要性を痛感するのである。その検討のデータとなるべきは、事件の判決である。訴訟
にあっては、本件事故がどのような事件であったかその事案を詳細に述べ、かつ、事実を確定し、
責任の所在を明らかにして賠償額を認定している。これらを研究することは、責任主体となるべ
きインストラクター、ダイビング業者およびその関係者のみならず、被害者やその遺族にとって
も、有用な資料となるからである。
本稿においては、大阪地方裁判所平成１
７年６月８日判決８の事件を取り上げる。それは、本事
件が沖縄で生じた事件であり、判決が極めて詳細に事実関係を認定しており、賠償請求を認容し
た結論も、また認容した賠償額も妥当と思われるからである。
４．本事件判決の事実の概要９
ａ

ツアー契約の締結
訴外亡Ａは、平成１
４年５月ころ、子供であるＸ ２ およびＸ ３ と共に、Ｙ ３ 社が配布するパンフ

レットにより、スキューバダイビングのライセンス取得ツアーに参加するため、平成１
４年５月こ
ろ、旅行業者Ｙ３社の企画する旅行商品１０を、同社から販売委託を受けたＹ４社から購入した。
これにより、訴外亡Ａ、Ｘ２およびＸ３とＹ３社との間で、本件ツアーに係る契約が成立し、訴
外亡Ａ、Ｘ２およびＸ３とＹ１社との間で、ダイビングスクール受講契約が成立した。そこで訴外
亡Ａ、Ｘ２およびＸ３は平成１
４年７月２
４日ころ、大阪市内で学科講習を受けたのち、同月２９日午後、
沖縄に向けて出発した。
ｂ

本件ツアーにおけるＹ１社によるダイビングスクールの講習内容

Ｙ１社によるダイビングスクールの講義内容は、事前学科講習、プール実習、海洋実習の三段階
で構成されていた。訴外亡Ａ、Ｘ２およびＸ３は平成１
４年７月２
４日ころ、大阪市内で学科講習を受
けたのち、沖縄に移動し、プール実習、海洋実習を受講するものとされていた。
プール実習の内容は、Ｙ１社のインストラクターＹ２から、ダイビング機材のセッティング、水
中での呼吸の練習、レギュレータークリア、レギュレーターリカバリー、マスククリア、マスク
着脱、中性浮力、水中移動、水面移動等の基本的潜水技術の指導を受けることとなっていた。
海洋実習では、受講生は、沖縄県Ｋ郡Ｈ町字Ｕの沖合で実際に海底に潜水して、海中で実技の
習得につき指導を受ける。そこで受講生はＧ岩場からダイビングの地点まで泳ぎ、そこから海底
に潜行して、プール実習において履修した内容と同種の実技を履修することになっていた。
ｃ

事故当日までの経緯
訴外亡Ａは、過去に宮古島で体験ダイビングに参加した経験があるが、海洋で潜水するに至ら

なかった。今回の学科講習は、事前に渡されていたダイビングの教本やビデオで勉強していたた
め、学科講習の成績は良好であった。訴外亡Ａ、Ｘ２およびＸ３は平成１
４年７月２
９日午後、沖縄へ
出発し、沖縄県Ｋ郡Ｈ町のホテルに宿泊した。当日は移動日に充てられていたため、Ｙ１による
オリエンテーション等は行われなかった。
ｄ

本件事故当日の経過
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訴外亡Ａ、Ｘ２およびＸ３は、翌３
０日午前９時ころ、Ｙ１社のスタッフに引率されて、Ｙ１社の経
営するダイビングショップに到着し、インストラクターＹ２から当日の予定、本件講習の内容等
について説明を受けた。その後、午前９時４
０分ころから、ホテルＢ内のプールに移動してプール
実習を開始した。実習は、機材セッティング、呼吸練習、レギュレータークリア、レギュレーター
リカバリー、マスククリア、マスク着脱、中性浮力、水中移動、水面移動の順で行われた。訴外
亡Ａは機材セッティング、呼吸練習、中性浮力、水中移動、水面移動の訓練はこなせたが、レギュ
レータークリア、レギュレーターリカバリー、マスククリアについては各２・３回、マスク着脱
については１・２回、合計で１
０回以上水中から立ち上がって、訓練に失敗していた。
Ｙ２は、各人が１回成功すれば次の実技に移行し、訴外亡Ａが数回失敗しても、１回成功すれ
ば、すぐに次の実技へと移行した。午後２時ころ、プール実習を終えて、ダイビングショップへ
戻り昼食をとった後、Ｙ２は午後の講習について説明した。その際、訴外亡ＡとＸ４に対して、海
に慣れること、呼吸を常に一定のペースですること、耳抜きをこまめにすることをアドバイスし
たが、海水を誤飲した時の対処方法は説明しなかった。なお、Ｘ３はプール実習中に気分が悪く
なったので、海洋実習をキャンセルした。
Ｙ２は訴外亡Ａらの体調を質問したのち、同日午後３時ころ、沖縄県Ｋ郡Ｈ町のビーチに移動
し、３時１０分ころ、同ビーチから海へエントリーして、本件ダイビング地点まで泳いで行った。
しかし、訴外亡Ａはダイビング地点に泳ぎ着く途中、沖合約５０メートルの地点で遅れだしたので、
Ｙ２はいったん海上に浮かんだまま休息するように指示、訴外亡Ａの呼吸が整ってから移動を再
開、ダイビング地点の海上に到達した。
ｅ

事故の発生
訴外亡Ａらは、午後３時２
７分ころ、ダイビング地点に設置されているブイから伸びたロープに

沿って水深約４２
. メートルの海底に潜行し、そこで、Ｙ２と向かい合う形でプール実習と同様、呼
吸練習、レギュレータークリア、レギュレーターリカバリー、マスククリア、マスク着脱の訓練
を行った。
マスク着脱の訓練に入ると、訴外亡Ａはためらうような仕草をしたものの、その後、思い切っ
た様子で一気にマスクを外したが、その直後、鼻をつまむような仕草をして苦しい表情で海底か
ら膝を浮かして立ち上がろうとした。Ｙ２およびＸ２は訴外亡Ａが浮き上がらないよう同人の腕
を抑え、Ｙ２は訴外亡Ａにマスクをさせようとして同人の顔にマスクを押し当てた。そして、Ｘ２
に海底に止まるよう手で指示してから、訴外亡Ａと共に海上に浮上した。
海上に浮上してから訴外亡Ａは口からレギュレーターを外し、
「苦しい」
「息ができない」と訴
えたので、Ｙ２は「水を飲んでしまいましたか」と尋ねると「はい」と答えたので、せき込んで
海水を吐くよう指示した。しかし、訴外亡Ａは「できない」
「苦しい」と答えるばかりであった。
Ｙ２は訴外亡Ａと言葉を交わしていたものの、２，３分後に訴外亡Ａは意識を失った。そこでＹ２は
同人を海面で仰向けにして気道を確保しながら、人工呼吸を行った。同時に着装していた機材を
順次はずして浮力を確保しながら、その場で人工呼吸を継続した。
ｆ

救助
ブイから２０ないし３
０メートル離れたところで別のダイビングの講習を行っていたＢらが、訴外

亡ＡとＹ２が浮かんでいるのを発見し、Ｙ２が訴外亡Ａのレスキューをしているのを確認すると、
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救急車の手配をするとともに、訴外亡ＡをＹ２と共に海岸へと曳航した。海岸到着後、交互に人
工呼吸を行った。また、海底に残されたＸ２はＢに促されて浮上し、Ｂが連れていた客に連れら
れて、海岸に到着した。
Ｈ消防組合は、同日午後４時３
７分、通報を確知し、救助活動を開始した。救急隊員は現場に同
４１分に到着したが、訴外亡Ａの状態は、呼吸、脈および対光反射がいずれも認められなかった。
瞳孔も拡散し、心肺停止の状態であった。救急隊員らは心肺蘇生のための応急措置を取り、午後
５時３分、沖縄県立Ｃ病院に搬送した。Ｙ２も救急車に同乗した。
ｇ

死亡の確認および死亡原因
訴外亡Ａは同日（７月３
０日）から、同病院において入院治療を受けたが、同年８月８日午後４

時５分に死亡した。死体検案書には直接原因として「溺死」と記載され「左胸水３
７０ml、右胸水
２５０ml、腹水３
００ml、全身浮腫高度、脳軟化高度」との記載がある。
ｈ

損害賠償請求の理由

イ

Ｙ２に対しては、ダイビング講習につき過失があったことを理由に不法行為に基づく賠償
責任。

ロ

Ｙ１社に対しては、Ｙ２の不法行為についての使用者責任に基づく賠償責任及びＹ１社のダ
イビングスクール実施についての過失を理由とする不法行為に基づく賠償責任ならびにダイ
ビングスクール受講契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく賠償責任。

ハ

Ｙ４社に対しては、Ｙ２の不法行為についての使用者責任に基づく賠償責任。なお、Ｘら

は、この請求に係る訴えを取り下げる旨の意思表示をしたが、Ｙ４社はこれに同意しない。
ニ

Ｙ３社に対しては、ダイビングツアー主催旅行契約上の安全配慮義務違反を理由とする債
務不履行に基づく賠償責任。

ｉ

請求額（遅延損害金は省略する。
）
ＸらのＹらに対する請求額は１
３
３９
,５
０４
,６
０円である。内訳は次の通りである。
①

亡Ａの死亡による逸失利益………９
０８
,１
２８
,７
６円

②

死亡慰謝料…………………………３
００
, ０００
,０
０円

③

葬儀費用…………………………… １９
, １２０
, ００円

④

交通費………………………………… ４
６１
,４
８円

⑤

安置料、棺代…………………………２
７
３０
,０
０円

⑥

入院費用………………………………９０６４
,３
６円

⑦

弁護士費用…………………………１
００
,０
００
, ００円

上記合計損害額に対し、Ｘらはそれぞれの相続割合を乗じて得た下記金額を、それぞれＹらに
請求した。
Ｘ１の請求額 ６
６９
,７
５２
,３
０円
Ｘ２の請求額 ２
２３
,２
５０
,７
６円
Ｘ３の請求額 ２
２３
,２
５０
,７
６円
Ｘ４の請求額 ２
２３
,２
５０
,７
６円
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５．判旨（一部認容）１１
（１）亡Ａの死因は溺死
Ｙらは訴外亡Ａの死因は溺死ではなく、海面浮上後に偶然発生した内在的要因によって死亡し
たものと主張するが「Ｈ消防組合が、同日午後４時４
１分に現場に到着した時の亡Ａの状態は、す
でに、呼吸も脈拍も停止して心肺停止の状態にあり」
「解剖所見の欄には『左胸水３
７
０ml、右胸水
２５０ml、腹水３０
０ml、全身浮腫高度、脳軟化高度』の記載があるところ………亡Ａには溺死特有の
症状は見られなかったものの、同人の心臓に心筋梗塞や虚血性心疾患を示唆する所見はみられ
ず」
「以上の認定事実からすると、亡Ａの直接死因は、同人の内在的要因に起因するものではなく、
海水を吸飲したことによる溺死であると認めるのが相当である。
」
（２）事故の発生経過
本件事故の概要に示したように、
「亡Ａは海底において、マスクを外した直後、鼻をつまむよう
な仕草をして、苦しそうな表情で膝を浮かして立ち上がろうとしたが、Ｙ２とＸ４が亡Ａの腕等を
押さえ、Ｙ２がマスククリアをさせるためにマスクを亡Ａに押し当てたものである。
」
「ところで、
Ｙ２は亡Ａに対して片手でマスクを装着させたと供述するが、それまでの訓練において、亡Ａに
対し片手でマスクを装着する方法を教えていなかったというのであるから、海底で海水を飲んだ
かもしれないという緊急時に、教えられていない方法でマスクを着装することを指示したという
ことは通常考えられない。
」
「Ｙ２が亡Ａにマスクをはめ直させたのではなく、Ｙ２が亡Ａの顔面に
マスクを押し当てたと認めるのが相当である。
」と説示して、これに反するＹ２の上記供述部分は
到底信用できないと退けた。次いで「亡Ａの死因が海水の吸飲による溺死であり、亡Ａが海面浮
上後直ちに意識を消失していることからすれば、亡Ａは、それ以前の時点、すなわち、海底でマ
スクを外してすぐに鼻をつまんだ時点あるいはＹ２が亡Ａの顔面にマスクを押し当てた時点で致
死量の海水を吸飲したものと認めるのが相当である。
」と判示した。
（３）プール実習における訴外亡Ａの履修状況
「亡Ａは、プール実習において、予定時間を２時間近く超過する訓練が必要となるほどレギュ
レータークリア等の実技の訓練に失敗し、各実技につき１回しか成功していなかったと認められ
る。
」「特に、亡Ａのように海洋実習を行う前に失敗を繰り返した場合には、自信を失っている、
あるいは不安を抱えているというべきであるから、自信ないし余裕を持って各実技を行うことが
できるよう、数度連続して成功するまで反復練習をする必要があったものというべきである。
これに対し、Ｙ１社らは、Ｙ２が通常の講習よりレベルを落として十分すぎるほどの訓練を行
い、その結果亡Ａはレギュレータークリア等の技術を習得した旨主張するが、上記のとおり、亡
Ａは基本的潜水技術を十分に習得できていなかったと言わざるを得ず、Ｙ１社らの主張は採用で
きない。」
（４）本件講習におけるインストラクターＹ２の過失
スキューバダイビングの危険性、特に初心者は各種のストレスから精神的に不安定となり、些
細なミスから重篤な事故を引き起しかねない。事故者数も多く、死亡率は高い。このような事態
を防止するためにも「初心者に対しては、海洋での潜水実習の前に基本的潜水技術を十分習得す
るように指導することが強く求められるとともに、その習得した技術や体調に応じた実習場所を
選択しなければならないというべきである。
」「初心者に対し基本的潜水技術の指導等に当たるイ
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ンストラクターには、初心者が海中でパニックに陥る危険性があることを認識した上、初心者の
基本的潜水技術の習得度に応じた実習方法及び実習場所を選択すべき注意義務が課されていると
いうべきである。」
「具体的には、受講生に海洋実習を行う前に、レギュレータークリア、レギュ
レーターリカバリー、マスククリア、マスク着脱といった基本的潜水技術を十分に習得している
か否かを確認し、習得が不十分であれば、海洋実習を行わないか、行うとしてもストレスのさほ
どかからない安全な場所において、基本的技術を習得するまで講習を行うべき注意義務を負うと
解するのが相当である。
」
「亡Ａは、プール実習において、約２時間の延長練習が必要なほどにプールでの訓練に失敗し、
各実技についてはそれぞれ１回しか成功していなかったのであるから………基本的潜水技術を、
海洋実習を受けることができる程度には習得できていなかったものと認めるのが相当である。
」
「したがって、Ｙ２には、亡Ａをいきなり足の届かない海洋に連れ出して実習をさせるのではな
く、亡Ａが基本的潜水技術を十分に習得するまで、プール実習を継続して海洋に連れ出すのを控
えるか、海洋に連れ出すとしても足の立つ浅瀬で、あるいは岸からさほど遠くない場所を選択し
て訓練を行うべき注意義務があったというべきである。それにもかかわらず、………未熟な初心
者がパニックを惹起しやすい本件ダイビング地点に連れ出したのであるから、同被告は、上記の
注意義務に違反したというべきである。
」
「したがって、Ｙ２には、亡Ａに対して行ったスキュー
バダイビング講習の実施につき過失が認められる。
」
（５）ダイビングスクール実施者Ｙ１社の訴外亡Ａ死亡に対する損害賠償責任
「Ｙ１社がＹ２の使用者であることは当事者間に争いのない事実であるから、Ｙ１社は民法７
１
５条
により、Ｘらに対しその損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
」
（６）ツアーを主催した旅行会社Ｙ３社の訴外亡Ａに対する損害賠償責任
「旅行会社は、一般に、旅行者との間で締結した主催旅行契約に基づき、旅行者に対し、主催旅
行契約に従った交通機関や宿泊、または各種の旅行サービスを旅行者が受けられるよう手配する
手配債務及び手配された旅行サービスが予定どおり履行されるよう管理する旅程管理債務を負
う」と説示し、次いで「実際に各種旅行サービス（旅行先での企画・サービスを含む。）を提供す
るのは、旅行会社とは別の営業主体である旅行サービス提供機関であるから、施設の整備・点検、
従業員の配置や教育等、旅行サービスを提供するに際して旅行者の安全を確保するための具体的
措置をとることは、第一次的には、当該旅行サービス提供機関が負うべき義務である。そして、
旅行会社が安全配慮義務違反を問われるのは、旅行会社が旅行サービス提供機関の選定に際し
て、当該旅行サービス提供機関を選択するのが旅行者の安全確保の見地から明らかに危険である
ことが認識できたにもかかわらず、これを漫然と選定して、その危険が当該旅行者に発生した場
合などに限られる」として、旅行会社Ｙ３社とダイビングスクール提供会社Ｙ１社との義務の差を
明らかにした。そして、Ｙ３社のダイビングスクール選定の客観的判断基準は①現地ガイド歴が
５年以上の経験を持つインストラクターが１人以上いること、②常勤のインストラクタースタッ
フが２人以上いること、③１
０億円以上の保険に加入していること、④過去にダイビングショップ
側の過失が原因の重大事故が発生していないこと等であることを認定して、このような基準は
「ダイビングショップの選定基準として適正かつ妥当なものと評価」した上で「Ｙ３社がＹ１社を
ダイビングショップに選定したことに過失はなく、Ｙ３社に安全配慮義務違反はないというべき
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である」と判示した。
（７）Ｙ２の過失と訴外亡Ａの溺死との間の因果関係の有無
「Ｙ２が上記注意義務に従って、亡Ａを本件ダイビング地点に連れ出していなければ、亡Ａはそ
もそも海中でマスク着脱に失敗して海水を吸引して溺死することはなかったというべきであるか
ら、Ｙ２の上記過失と亡Ａの溺死との間には因果関係が認められる。
」
（８）損害について
①

逸失利益 ５５２
,０
９２
,９
３円
計算式が省略されているので、亡Ａの年収は不明であるが、６
０歳まで就労可能であり、生
活費控除率は４
０%、中間利息控除の金利は民事法定利息である５ % で計算された旨の説示が
ある。

②

慰謝料 ２
００
,０
００
,０
０円
「亡Ａは、本件事故当時４
７歳であり、教諭として働き盛りであったもので、夫を残したま
ま、また、三人の子の将来を見届けることなく急逝した無念さは察するにあまりある。その
他本件に現れた一切の事情を併せ考慮すると、亡Ａの死亡に対する慰謝料は２０
, ００万円が相当
である。」

③

葬儀費用、安置料・棺代等、交通費等 １５
,０
００
, ００円
請求額は訴外亡Ａの葬儀費用等として１９
, １２０
,０
０円、訴外亡Ａの死亡に伴う安置料・棺代等
として２７
３０
,０
０円、同運賃・交通費として４
６１
,４
８円が支払われたことが認められるが、
「このう
ち１
５０万円が本件事故と相当因果関係のある損害であると認めるのが相当である。
」

④

入院費用 ９０６４
,３
６円
入院費用として支払われた金額の全額が因果関係ある損害と認められた。

⑤

弁護士費用 ７７
,０
００
,０
０円

⑥

合計 ８５３
,１
５７
,２
９円
夫Ｘ１および子Ｘ２−４は各人の相続割合に応じ相続するから、各人の認容額は下記のとお

りとなる。
Ｘ１（２分の１） ４
２６
,５
７８
,６
５円
Ｘ２（６分の１） １
４２
,１
９２
,８
８円
Ｘ３（６分の１） １
４２
,１
９２
,８
８円
Ｘ４（６分の１） １
４２
,１
９２
,８
８円
（９）Ｙ４社に対する請求（棄却）
ＸらのＹ４社に対する請求は「同被告がＹ２の使用者であることを前提としたものである
が、Ｙ４社はＹ２の使用者ではないから、Ｘらの請求はその前提を欠くものであって理由がな
い。」
６．責任主体について
不法行為に基づく賠償責任の負担者は、故意または過失ある加害者である（民法７
０９条）
。一般
に、スキューバダイビング事故において、ガイドまたはインストラクターが直接の加害者の立場
に立たされることになるが、彼らに過失が認められれば、彼らにつき賠償責任が発生するのは当
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然である。さらに、当該ガイドまたはインストラクターがダイビングショップの被用者の場合
は、ダイビングショップが法人であろうと、個人商店であろうと、使用者にいわゆる使用者責任
（民法７１
５条）が発生し１２、過失ある被用者と共に賠償責任を負担する主体となる。
本件では、インストラクターＹ２の過失が問われ、Ｙ２に損害賠償が命じられた。この点につい
ては、判決が事実認定において、訴外亡Ａが死亡したのは、海底において既に致死量の海水を飲
んだためと認定しているのであるから、Ｙ２に過失が認定されたのは妥当と言わざるを得ない。
さらに判決は、Ｙ２の使用者であるＹ１社の責任も肯定し、Ｙ１社にも損害賠償を命じたのである。
この場合、判決主文は「被告らは、各自、原告に対し、〇〇〇円を支払え。
」という。Ｙ１社と
Ｙ２は、各自、賠償を命じられた額までの金員を支払わなければならない。しかし、両者合計して
その額まで支払えばよいのであるから、この債務は不真正連帯債務１３である。
次に、被用者の雇用形態の如何を問わず、使用者・被用者関係が肯定される場合があるので注
意が必要である。それはいわゆる正社員としての雇用契約でなくとも、臨時の雇用契約であって
もよいし、場合によっては全く雇用関係がなくとも、外形上、雇用関係にあるとみられる場合も
使用者責任が認められる場合がある。判例１４・学説１５の認めるところである。例えば、甲社が請け
負った仕事を乙社に下請に出したところ、乙社がさらに丙社に下請に出した場合でも、丙社の被
用者が業務遂行中、他人に損害を与えれば、外形理論上、元請の甲社が使用者責任を負わされる
場合である。
本事件で、ＸらがＹ２の過失に基づくツアーの主催会社のＹ３社、その販売代理店のＹ４社の使
用者責任を主張したのは、このような使用者の外形に期待したのであろうか。判旨は明確にＹ３
社およびＹ４社の使用者責任を否定している。すなわち、Ｙ３社のダイビングスクール選定基準
が、判旨が述べるように、現地ガイド歴が５年以上の経験を持つインストラクターが１人以上い
ること、常勤のインストラクタースタッフが２人以上いること、１
０億円以上の保険に加入してい
ること、過去にダイビングショップ側の過失が原因の重大事故が発生していないことなど、極め
て厳しい基準によっていることから、ここにＹ３社の不法行為上の過失を認めることはできず、
また、スキューバダイビングを含む旅行契約上の信義則に基づく付随義務である安全配慮義務の
違反も認めることができないとしたのであった。この判断は妥当であり賛成である。したがっ
て、ツアーを企画した旅行会社が厳正な基準でダイビングスクールやショップを選定している限
り、使用者とされることはなく、同時に委託を受けてツアー契約締結の代理権を有するに過ぎな
い販売会社も使用者に擬せられることはない。
７．損害額について
損害額のうち最も問題となるのは逸失利益であろう。通常、次の算式で計算される。
基礎収入額×（１−生活費控除率）×就労可能年数に対応するライプニッツ係数）
死亡事故の場合、将来得るであろう逸失利益を計算するのであるから、不確定要素が極めて多
いことになる。まず、生存していれば、何歳まで働けるかについて、一般企業に勤務している従
業員の場合は定年制の適用を受けるであろうから、定年まで働けるとされて、極めてはっきりし
ているようにも見える。しかし、定年になったからといって、まったく仕事に就けない訳ではな
い。健康で働ける限り、幾つになっても働いている人を見かけるし、反対に定年になって、仕事
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を辞め、晴耕雨読の毎日を送る人もいる。
そこで、一定年齢まで働けるものと法的推定を行うが、現在では、一般に、逸失利益の計算上、
就労可能年数を６７歳と推定し、これを算出している。例えば、交通事故による損害賠償額の算出
事例においては、ほとんどの被害者が６
７歳まで働けるものとして計算されているし、高齢の被害
者の場合は、簡易生命表の余命年数の２分の１の期間まで働けるものとしていることは、各年版
の『赤い本』１６、隔年訂版の『青本』１７、各年の『交通事故損害賠償必携』
（新日本法規出版発行）
等に顕著である。しかるに、本件では、訴外亡Ａは、死亡時４
７歳であり６
０歳まで就労可能であっ
たとされている。ほとんどの事故例において、逸失利益の計算は被害者が６
７歳まで就労すると法
的推定を行い計算しているのであるから、もし、本件のように６
０歳までとするなら、就労可能年
齢を７歳も引き下げた特別な理由を明確に説示すべきであった。その点で疑問が残る。
次に、逸失利益算出の計算式が明示されていないのが不可解である。算式が明示されていない
と、逸失利益が妥当なのかどうかの判断ができない。本件では、訴外亡Ａが教員であるにも関わ
らず、計算の基礎となるべき、訴外亡Ａの基礎収入額１８（あるいは月収）が明示されていない。し
たがって、逸失利益の算出が妥当かどうかの判断ができないのである。ただ、計算の係数のよう
な数字、すなわち、生活費控除割合、中間利息控除の場合の利率などは明示されている。本件で
は被害者が死亡したのであるから、以後の生活費は不要となるため、生活費が控除されなければ
ならない。判旨は生活費控除率を４
０％としている。そして、中間利息控除率を民事法定利率の
５％として計算している旨明言している。
もとより損益相殺は行われるべきであるから、生活費控除をすべきである。４
０％の生活費控除
率は一般に妥当の範囲内であるといえよう。すなわち、一般に、生活費控除率は３
０％〜５０％で計
算されるが、一家の支柱で被扶養者が１人のときは４
０％が多く、被扶養者２人以上の場合は３
０％
とされている１９。本件はＸ１が一家の支柱であり、被扶養者はＸ２−３の２人であるが、訴外亡Ａは
教師として働いているのであるから、生活費控除率を４
０％が、妥当の範囲外であるとまではいえ
まい。
また、中間利息控除率が５％であるのも、これが民事法定利息であることから、妥当というべ
きである。なお、民法改正作業が進んでいるが、法定利率を３％にすべく議論がなされている。
もし３％となると、控除される中間利息は、比較上、少額となるので賠償すべき逸失利益額は高
額となる。なお、利率については本稿の目的ではないので論じない。
その他の損害の認定額はおおむね妥当である。ただし、訴外亡Ａの慰謝料２０
,０
０万円は、交通事
故による死亡の場合に比し、低いように思われる２０。交通事故死に至る被害者本人の精神的痛み
と致死量の海水を溺水し、呼吸困難に基づく窒息に対する恐怖とを区別する理由に乏しいと考え
るからである。
ところで民法７
１
１条は近親者の慰謝料を認めている。死亡事故の場合、被害者の父母、配偶者、
子は本人固有の慰謝料請求権が認められる。これは交通事故による死亡事故の場合に顕著であ
る。本件では、この近親者の慰謝料が認められていない。あるいはＸらは近親者慰謝料を請求し
なかったのであろうか。
その他、葬儀費など葬儀に関係する費用については、実際に支出した額ではなく、死亡した本
人の年齢、収入、社会的地位、家族内における関係等、総合して判断され、交通事故の場合など、
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多額の葬儀費を支出したとしても、１
０
０万円台の金額が認容される場合がほとんどである。本件
では葬儀費用等として１９
,１
２０
,０
０円、安置料・棺代等として２
７
３０
, ００円、運賃・交通費として４
６１
, ４８
円の総額２２
, ３１１
,４
８円の支出が認められたが、本件事故と相当因果関係ある損害は１５
, ０００
, ００円であ
るとされた。妥当である２１。
弁護士費用については、実際に支払われた弁護士費用ではなく、事件の難易度などの判断要素
が考慮されるものの、実際には、認容される損害賠償額の１
０％前後が当該事件の弁護士費用と認
められるのが普通である。本件では、弁護士費用を除く認容額は合計７
７６
, １５７
,２
９円である。そし
て、認容された弁護士費用は７７
,０
００
,０
０円である。その結果、総額８
５３
,１
５７
,２
９円の認容額となった。
妥当である。
８．結語
沖縄地方におけるスキューバダイビングについては、その普及の急速なあまり、インストラク
ター経験年数の低い人もダイビングショップを開業し、あるいはインストラクターとなって、来
沖した観光客にスキューバダイビングの勧誘を行い、顧客の争奪戦が活発に行われていると危惧
されることも多い。いつ大事故が生じてもおかしくない状況ともいわれていた。しかし、沖縄県
は、平成５年１０月、条例を制定し、遊泳者やスポーツを行う人々の水難事故防止に努力を傾注し、
平成２３年には「沖縄県ダイビング安全対策行動指針」を公表し、官民挙げて事故防止につとめて
いる。沖縄県がスキューバダイビングの最適の地であることから、ダイバーたちが全国から集ま
るために、事故者数や死亡者数自体は多いのもやむを得ないかもしれない。しかし、これを発生
率でみると、全国での死亡・行方不明率が３
５％であるのに、第十一管区のそれは２
３％であり、全
国平均より救命率が高い。このような数字を見ると、危険回避に向けた関係者の努力が実りつつ
あるのではなかろうか。
なお、スキューバダイビングでは、第十一管区の方が死亡・行方不明者率が全国平均より低い
ことは、もっと一般に周知されるよう、努力を傾注しても良いのではなかろうか。
万一、死亡事故が生じた場合には、インストラクターのみならず使用者にも責任が発生するこ
とは、広く周知されなければならない。しかも、死亡賠償額は極めて高額である。本件でも８５
,０
０
万円が認容されたし、賠償責任を負わされたのはインストラクターのＹ２だけでなく、スキュー
バダイビング講習を主催したＹ１社の双方である。
いったん死亡事故が生じれば、インストラクターは自己破産に瀕するであろうし、ショップも
同様である。そこで、これらのリスクを担保する賠償責任保険の付保２２がどうしても必要なので
ある。賠償責任保険の付保なしに経営は成り立たないといってよいと考える。

注

１

海上保安庁はその担当海域を全国で１
１に区切って、任務にあたっている。第十一管区は沖縄県
をカバーしている管区である。したがって、第十一管区の海浜事故統計は、沖縄県で発生した
海浜事故としてよい。
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第２２号

平成２２年３月沖縄県「沖縄県ダイビング業界の実態調査報告書」３頁によると、ダイビング・
ショップの６
９％が個人経営である。

８

大阪地方裁判所平成１７年６月８日判決（平成１４年（ワ）１２
４
６４号、損害賠償請求事件）判例集
等未登載。本件判決文は最高裁判所ホームページより検索した。

９

前掲注（８）
「第５ 争点に対する判断 １ 認定事実」による。
（筆者要約。なお、ａ〜ｇの小
見出しは筆者による。
）

１０

Ｙ３社の企画した商品はダイビングツアーである「ダイビングカレッジ本部４ＤＡＹ Ｓ（平成
１４年７月２９日から８月１日までの４日間）
」である。この商品はスキューバダイビングのライセ
ンス取得および海洋でのダイビング講習も含まれており、この部分については、Ｙ１社の主催
するダイビングスクールの受講契約による。Ｙ１社からの委託を受けて、Ｙ３社が契約締結を代
理していた。

１１

前掲注（８）
「第５ 争点に対する判断 ２ 争点１〜７」による。
（
（１）〜（９）の小見出しは筆
者による。）

１２

使用者責任について、かつては使用者責任のよって来たる所以を使用者の過失に求める見解も
あったが、現在の判例学説は、これを中間責任と解している。しかし、法曹実務においては、
民法７１５条１項の選任監督についての無過失の証明による免責を認めた事例はほとんどなく、
無過失の証明がないとして、使用者責任を負わせている。したがって、事実上の無過失責任と
いってもあながち間違いではない。

１３

民法７
１５条の使用者責任における被用者と使用者のそれぞれ負担する債務は、各人がその債務
の全額を負担する義務を負うが、一人が履行すれば他の債務者の債務は消滅するという関係に
立つ。債務者間に主観的共同関係がなく、一人の債務者に生じた理由は他の債務者に影響を及
ぼさないので、不真正連帯債務である。

１４

最も古い上級審といわれる大審院昭和１
５年５月１０日判決（判決全集７巻２
０号１５頁）は「被用者
ノ行為ガ外観上業務執行ト同一ナル外形ヲ有スルモノナルニ於テハ、被用者ガ自己ノ為ニ之ヲ
為シタルト否トヲ問ハズ、之ニ因リテ生ジタル損害ハ事業ノ執行ニ付第三者ニ加ヘタル損害ナ
リト云フヲ妨ゲズ」と判示し、外形理論に従っている。

１５

外形理論については、四宮和夫『不法行為（事務管理・不当利得・不法行為 中・下巻）』青林
書院６９２頁参照。

『赤い本』とは、
（公財）日弁連交通事故センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償額

１６

算定基準』を指す。通常、
〔赤い本〕と呼ばれている。過去１年に公刊された交通事故民事裁判
例集、自動車保険ジャーナル（筆者注：現在では「自保ジャーナル」が正式名称である。）判例
時報及び判例タイムズ等に掲載された交通事故に関する裁判例全体を研究し、作成されてい
る。
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『青本』とは、
（公財）日弁連交通事故相談センター本部編『交通事故損害額算定基準―実務運

１７

用と解説―』を指す。通常、〔青本〕と呼ばれている。隔年に発行され、最新版は２４訂版であ
る。全国の参考となる裁判例を掲載しており、解説登載判例や「脳外傷による高次脳機能障害
相談マニュアル」を改訂し、新たに「人身傷害保険の解説」を掲載している。
１８

有職者の基礎収入については、原則として、事故前の収入を基礎として算出する（赤い本１２
３
頁参照）。訴外亡Ａは現職の教員であったのであるから、事故当時の年収となる。

『赤い本』１３
６頁参照

１９

『赤い本』１４
１頁によれば、一家の支柱が死亡した場合は２８
, ００万円、母親、配偶者が死亡した場

２０

合は２４
, ００万円、その他の場合は２０
,０
０万円〜２２
,０
０万円となっている。これに従えば、２４
,０
０万円
が妥当なのかもしれない。
ただし、慰謝料は被告の損害額の証明なしに裁判官がこれを決定することができることか
ら、
「損害額の調整機能」を持つといわれている。その意味で、本件訴外亡Ａの慰謝料が基準よ
り低くても一概に非難は出来ないのである。
２１

最近、２００万円を超える葬儀費を認めた例が散見されるようになってきた。横浜地裁平成２６年
４月２５日判決（自保ジャ１
９
２
６号１
６７頁）は２
２
２万円を認容している。

２２

沖縄県『沖縄県ダイビング業界実態把握調査報告書』５頁によると、賠償責任保険未加入率は
３％と報告されている。「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」
２０条２項により、ガイドダイバーは年に１回の講習を受け、その資格を維持する必要がある。
資格更新に際して、賠償保険加入が義務付けられているので付保率が高いとされている。
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