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請 求 の 趣 旨 

１ 被告らは、別紙当事者目録記載の各原告に対し、連帯して、金１１００万

円及びこれに対する平成２３年３月１１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 訴訟費用は被告らの負担とする。 

との判決並びに第１項につき仮執行の宣言を求める。 

 

請 求 の 原 因 

第１章 はじめに 

第１ 本件訴訟の意義 

本件訴訟は、２０１１年(平成２３年)３月１１日に発生した被告東京電力株

式会社（以下「被告東電」という）の福島第一原子力発電所で発生した事故(以

下「本件事故」という)による損害の賠償を求めるものである。 

 本件事故は、国際原子力事故評価尺度(ＩＮＥＳ)で、チェルノブイリ原子力

発電所事故と同様の最高値レベル７に該当するとされた極めて深刻な事故であ

った。 

 そもそも、原子力発電は、環境中に拡散することが決して許されない核物質

を燃料とし、その分裂反応を適正にコントロールし封じ込めるという課題を絶

対の前提条件とするもので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律等の法制に基づき国の深い関与のもとで実行されてきた。とりわけ、地

震国である我が国においては、大地震が発生するたびに原子炉の安全性とその

基準の相当性が議論の対象となるなど、その安全性を確保することは国家の重

大な責務と認識されてきた。 

 しかし、他方において、原子力発電の推進という国家目標の設定とその専門

性等から国の規制庁と電力会社とは一体となり、国民の安全の確保という最も

大きな課題は隅に追いやられ、実質的な規制機関を持たないままに原子炉の運
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転は「安全神話」といわれる仮想のもとに継続されてきた。 

 本件事故は、東北地方太平洋沖地震と呼ばれる巨大地震とこれに起因する津

波を原因とするものであるが、これらの地震と津波は、かねてよりの危険性が

指摘されるなどしていたものである。特に、一旦事故が発生すれば、その巨大

性、永続性から、取り返しのつかない被害をもたらす原子力発電所の事故を回

避する観点からは、おおよそ想定される最大限の注意をもって対策を講じなけ

ればならないものであったが、被告国と被告東電は、原子力発電所の経済性等

を重視したためか、その対応をおざなりにし、その結果として本件事故は発生

した。 

 この事故により拡散された放射性物質により避難を余儀なくされている被災

者は、事故後２年数ヶ月を経過した現在においても１５万人を超えており、そ

の多くは帰来するあてもない。 

 「区域内避難者」の住民は、先祖や家族が営々として築き生活してきた故郷

を追われて、一時帰宅することすら規制され、ふるさとを回復することを絶望

視する者もある。 

 いわゆる「区域外避難者」とされる住民は、子ども等への放射線の影響を考

え、居住地を離れ、家族分離の中で、それまでの生業と家庭生活を失っている。

放射線の人体への影響は、とりわけ晩発性障害は、長期的な統計によってのみ、

はじめてその実態が明らかになり、個別の障害発症者は原発事故との因果関係

が証明し難いという特質を有し、その責任は常に曖昧にされる。また、放射線

の影響の下限すなわち閾値は存在しないというのが、放射線防禦の国際的知見

であり、子ども等への将来の影響を懸念し、放射能地域から移動することは、

当然の行動である。これら避難住民の被害は、避難区域の住民に劣ることはな

い。 

 これらの被害に対して、国や東京電力が行ってきた賠償対応は極めて不十分

であった。 
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 国が設置した原子力損害賠償紛争解決センターによる仲介において、「区域内

避難者」が着の身着のままで生活の根拠地を追われた苦痛とふるさとへの回帰

への願望は理解されていない。また、迅速で個別事情を聴取しての解決案の提

示を標榜していながら、特に、「区域外避難者」に対しては、その声を聴くこと

すら拒否し、低額な賠償で収斂を図ろうとしている。 

 避難者の苦痛は、後に詳論するが、本件ほかの訴訟に多くの避難者が手を挙

げざるを得なかった現状を被告国、被告東電は率直に認識すべきである。 

 我々は、本件において、以上のような観点から国と東京電力を共同不法行為

者として訴訟を提起した。これは、原因者でありながら十分な施策を取らず収

束を図ろうとしている被告国の姿勢をも問うものである。 

 本件訴訟の原告の多くは、二重生活等により日々の生活にも困難を来してい

る。裁判所においては、その中でも裁判を選択せざるを得なかった原告ら被災

者のその声を率直かつ真摯に受けとめ、早期に適正な賠償を実現することに尽

力することを求めるものである。 

 

第２ 当事者 

１ 原告ら 

原告らは、いずれも本件事故当時、福島県内に居住していたものであり、

本件事故後、新潟県内に世帯の全員又は一部のものが新潟県内に避難した

ものらである。 

各原告の避難経路等については、訴状別紙記載のとおりである。 

２ 被告ら 

(1) 被告東電は、電気事業等を営む法人であり、福島第一原子力発電所を設

置・運転するものである。 

(2) 被告国は、国家賠償法上の賠償義務者であり、本件訴訟においては法務

大臣が国を代表者する。 
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第２章 本件事故の概要 

第１ はじめに 

１ 福島第一原子力発電所（以下「第一原発」という。）は、被告東電が福島

県双葉郡大熊町及び同郡双葉町に跨がって設置した原子力発電所であり、

同県いわき市の北約４０㎞、同県郡山市の東約５５㎞、同県福島市の南東

約６０㎞に位置している。 

 

   第一原発では、昭和４６年３月に１号機の運転が開始されて以降、原子

炉が順次増設され、昭和５４年１０月に６号機の運転が開始され、以来、

６つの原子炉が運転されてきた。 
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２ 平成２３年

３月１１日午

後２時４６分

に発生したマ

グニチュード

９．０の東北

地方太平洋沖

地震（以下「本

件地震」とい

う。）及びこれ

に伴う津波を

端緒として、

被告東電の第

一原発は、以

下に述べるよ

うに、国際原

子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）を用いるならば、昭和６１年（１９８６年）

に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故と同じ、同尺度における最高

値である「レベル７」に該当すると原子力安全・保安院に評価されるほど

の極めて深刻な事故を引き起こした。 

  本件地震発生時、第一原発の１号機が定格電気出力一定で運転中、２号

機、３号機が定格熱出力一定で運転中であり、これら３機は本件地震発生

直後に自動的にスクラム（原子炉緊急停止）した。一方、４ないし６号機

は定期検査のため、元々停止中であった。 

本件地震により、東電新福島変電所から第一原発にかけての送配電設備

が損傷し、すべての送電が停止した。また、東北電力の送電網から受電す
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る６６ｋＶ東電原子力線が予備送電線として用意されていたが、ケーブル

不具合により、これから受電することもできず、第一原発は外部電源をす

べて喪失してしまった。 

その後、同日午後３時２７分、第一原発に水位４ｍの津波が来襲した。

続いて同時３５分、７．５ｍまで測定可能な波高計を破壊し、高さ１０ｍ

の防潮堤を越えた津波が主要建屋敷地内へ流入した。 

この津波により、非常用ディーゼル発電機や冷却用海水ポンプ、配電系

統設備、１号機、２号機、４号機の直流電源が水没して機能不全となるな

どして、１号機、２号機、４号機の全電源喪失及び３号機、５号機の全交

流電源喪失（ＳＢＯ）が生じた（３号機の直流電源は３月１３日未明に放

電し、これにより３号機も全電源喪失となった。）。 

これらの電源喪失により、適時かつ実効的な原子炉冷却が著しく困難と

なり、我が国の有史以来初めての放射性物質大量漏出という極めて深刻な

事故が発生した。 

 

第２ 第一原発の耐震脆弱性 

 １ 第３章以下で詳述するが、本件地震発生前の第一原発は、大津波に耐え

られないばかりでなく、強大で長時間の地震動へ対する耐震性能も脆弱で

あった。１～３号機の設置許可申請がなされた昭和４０年代前半は地震科

学が未熟であり、敷地周辺の地震活動は低いと考えられていた。そのため、

原発の耐震設計において安全機能保持を確認すべき地震動の最大加速度は

わずか２６５Ｇａｌ（Ｇａｌは加速度の単位）とされており、耐震性能は

著しく低かったのである。 

昭和５６年に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が原子力

安全委員会によって決定され、平成１８年に大きく改訂された（以下「新

指針」という。）。経済産業省の原子力安全・保安院（以下「保安院」とい
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う。）は直ちに全国の原子力事業者に対して、新指針に照らした既設原発の

耐震安全性評価（以下「耐震バックチェック」という。）の実施を求めた。 

被告東電は、平成２０年３月に第一原発５号機の耐震バックチェック中

間報告を提出し、耐震設計の基準地震動Ｓｓ（原発の耐震性を決めるため

の基礎になる揺れの大きさ）を６００Ｇａｌとして、それに対して耐震安

全性が確保されるとした。保安院はこれを妥当としたが、原子炉建屋のほ

かに耐震安全性を確認したのは、安全上重要な多数の機器・配管系のうち、

わずか７設備に過ぎなかった。１～４号機と６号機についても、平成２１

年に中間報告を提出したが、耐震安全性を確認した設備が極めて限定的だ

ったのは５号機と同様である。 

被告東電は、これ以後、耐震バックチェックをほとんど進めていなかっ

た。最終報告の期限を平成２１年６月と届け出ていたにもかかわらず、被

告東電社内では最終報告提出予定を平成２８年１月に延ばしていた。さら

に、耐震バックチェックの計算の途中結果等から、新指針に適合するため

には多数の耐震補強工事が必要であることを把握していたにもかかわらず、

１～３号機については本件地震発生時点でもまったく工事を実施していな

かった。一方、保安院も、耐震補強工事を含む耐震バックチェックを急ぐ

必要性を認識していたが、被告東電の対応の遅れを黙認していた。 

本件地震による第一原発の地震動は基準地震動Ｓｓを上回るものだった

が、そのような地震動に耐えられるような補強がほとんど行われずに、耐

震脆弱性を抱えたまま、平成２３年３月１１日を迎えることになってしま

ったのである。 

 

第３ 本件事故の概要（炉心損傷、水素爆発） 

 １ １号機の炉心損傷と水素爆発 

１号機は、地震ですべての外部電源を喪失したものの、原子炉は緊急停
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止し、非常用ディーゼル発電機も自動起動した。しかし、津波の来襲によ

って、非常用電源や直流電源、配電盤などが冠水し、海側にあった冷却用

の海水ポンプも損傷した。これによって炉心を冷やす機能が失われた。 

同様に、圧力容器・格納容器内の圧力や熱を制御するためのバルブの駆

動も困難となり、ベント（減圧や排気）機能まで喪失していった。 

その結果、本来は炉心以上の水位を保っているべき原子炉内の水位が低

下して炉心が露出することとなり、地震発生の４時間後に炉心損傷が始ま

った。 

そして、地震発生の約２５時間後の３月１２日午後３時３６分に、水素

爆発により原子炉建屋が爆発で吹き飛び、本来格納容器内に閉じ込められ

ていなければならないはずの放射性物質が、外部へと漏出した。 

２ ２号機の放射性物質大量放出 

２号機でも、地震後の緊急停止は想定どおり行われたが、地震と津波で

全電源喪失が起こった。しかし、非常時用の炉心冷却システムの一つであ

る原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）が起動でき、原子炉への注水が開始さ

れ、３月１２日未明には、炉内の水位が維持されていることが確認された。 

さらに、津波の被害を受けていなかった冷却系統を利用して注水しよう

と試みられ、水没を免れた電源盤に電源車を接続する作業が行われた。 

しかし、同日午後３時３６分に隣の１号機が水素爆発を起こし、電源車

や電源ケーブルが破損して使用不能となってしまった。 

同日午後５時３０分にベントの準備が開始され、並行して、消防車によ

る海水注入の準備も進められた。しかし、今度は同月１４日午前１１時１

分、隣の３号機の原子炉建屋が水素爆発したことにより、２号機の圧力抑

制室の排気弁が故障して制御できなくなった。また、消防車や注水ホース

も破損してしまい、注水手段が断たれてしまった。 

その後、同日午後５時１７分から炉心損傷が始まり、同月１５日午前６
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時ころ、圧力抑制室の圧力が急低下し（格納容器に穴が開いたと推定され

る。）、放射性物質が大量に放出された。 

３ ３号機の炉心損傷と水素爆発 

上記のとおり、１号機では一気に炉心損傷が始まったが、これに比べて

２号機と３号機では相対的に損傷の進行が遅くなっていた。そのため、１

号機への対応が優先された結果、消防車などの手配が後回しとなり、２号

機と３号機の被害が拡大した。 

３号機は、同月１２日午前１１時３６分にＲＣＩＣが停止した。所内の

消防車は１号車に対して使用中で、ＨＰＣＩ（蒸気タービンにより駆動す

る高圧のポンプで、非常用炉心冷却系の一つ。圧力容器に冷却水を注入す

る装置のこと。）を起動して対応するが、同月１３日午前２時４２分に低圧

冷却系への切り替えのためＨＰＣＩを停止した。その約１時間半後の午前

４時１５分ころには炉内の水位が下がったことより、水面から炉心が露出

し始め、同日午前８時ころから炉心損傷が始まった。 

しかし、余震の頻発と消防車などの資機材不足から、注水作業は遅延し、

同月１４日午前１１時１分に、４、５階部分の原子炉建屋が水素爆発を起

こした。 

４ ４号機の水素爆発 

前述のとおり４号機は定期検査のため運転停止中であり、燃料は原子炉

建屋４、５階部分の使用済み燃料プールに水中保管されていた。 

４号機も、１号機ないし３号機と同様、地震によって外部電源を喪失し、

全電源を喪失し、かつ、冷却用海水ポンプも機能を喪失していたため、使

用済み燃料プールの冷却機能が失われ、燃料プールの蒸発によって水位が

低下することが懸念された。 

もっとも、使用済み燃料の頂部まで水面が下がってしまうのは３月２０

日ころになると予想されたため、他号機への対応が優先された。 
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そして、３月１４日午前１１時１分に隣の３号機が水素爆発を起こし、

翌１５日午前６時ころ、４号機の原子炉建屋も爆発した。 

５ ５号機及び６号機 

５号機及び６号機は、海抜１３．２メートルに設置されていた６号機の

非常用電源が機能していたこと、５号機の直流電源が辛うじて機能してお

り、これを用いて６号機の非常用電源に給電できたことから、いずれも原

子炉は冷温停止に至った。 

６ 小括 

以上のように、第一原発事故においては、冷温停止を果たした５号機、

６号機を除く４機がそれぞれ、原子炉冷却をすることができず、放射性物

質が大量に放出されるという結果をもたらした。 
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第４ 放射能汚染と政府による避難指示等 

１ 放射能汚染 

 (1) 放射性物質による健康被害 

 ア 放射線による晩発障害発生の仕組み 

放射線は大きなエネルギーを持っているために体の中を貫通し、その

通り道にある細胞を傷付ける。放射線がたとえ１本でも細胞の中を通る

と、その通り道に当たる分子の結合は簡単に切れてしまい、その機能が

損傷されるのであり、体の設計図でもあるＤＮＡが放射線により切断さ

れることもある。 

ＤＮＡには修復機能も存在するが、大量の放射線を浴びるとＤＮＡの

切断数も多くなり、その修復が間に合わず、細胞が死んでしまう。 

低線量（１００ｍＳｖ以下）の放射線を浴びた場合、数年から数十年

後にがん、白血病や遺伝的障害などの晩発障害が起きる可能性もある。

放射線が発がんの原因になるのは、ＤＮＡに複雑な損傷を起こすからで

ある。 

放射線によるＤＮＡ損傷は、その損傷が複雑で治しにくく、治しても

間違いを起こしやすい。もし間違って修復された場合には、その部分の

遺伝子に突然変異が生じることになる。突然変異を生じた遺伝子は元に

戻らないため、その細胞が生きている限り残り、細胞分裂により引き継

がれていく。 

突然変異を持つ細胞がさらに放射線を浴びて傷の治し間違いが起こる

と、別の遺伝子に突然変異が起きる。このように突然変異は細胞の中に

たまっていき、がんの原因になることがある。 

すなわち放射線のリスクは蓄積するのである。 

イ 被ばく線量と発がんリスク 

１００ｍＳｖ以下の低線量被ばくと発がんのリスクについては、諸説
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あるものの、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う民間の国

際学術組織であるＩＣＲＰによれば、ある一定量以下の放射線被ばくで

あれば安全であるという、いわゆる「閾値」は認められないとされてい

る。 

また、放射線の影響は男性より女性が受けやすく、年齢が低いほど影

響の差が大きいことが明らかになっている。 

 (2) 本件事故による地域の放射能汚染 

本件事故は、莫大な放射性物質を外部環境に放出することとなった。こ

の放射性物質は、大気、土壌、地下水、河川、海洋などの環境中に大量に

放出され、人々が生きて行くための環境をことごとく汚染した。この放射

性物質による環境汚染は、現在もなお継続している。 

保安院は、平成２３年４月１２日時点において本件事故により広い範囲

で人の健康や環境に影響を及ぼす大量の放射性物質が放出されているとし

て、国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）に基づき、最悪の「レベル７（深

刻な事故）」に評価を引き上げた。この時点で、昭和５４年のスリーマイル

原発事故のレベル５を超え、昭和６１年の旧ソ連のチェルノブイリ原発事

故に匹敵する状態に至った。 

本件事故で大気中に放出された放射性物質は、ヨウ素１３１、セシウム

１３４、セシウム１３７、ストロンチウム９０、プルトニウム２３８等多

岐にわたるが、その量は、ヨウ素換算（国際原子力指標尺度〈ＩＮＥＳ評

価〉）にして約９００ＰＢｑ（ペタベクレル。なお、ペタは１０００兆を表

す。内訳はヨウ素：５００ＰＢｑ、セシウム１３７：１０ＰＢｑ）とされ

ている。 

放出された放射性セシウムは、地表に降下した結果、土壌に沈着してい

る。また、環境省によると、福島県内の１７７８㎢もの土地が年間５ｍＳ

ｖ以上の空間線量を発する可能性のある地域に、同県内の５１５㎢もの土
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地が年間２０ｍＳｖ以上の空間線量を発する可能性のある地域になった。 

この１７７８㎢というのは、福島県面積の約１３％にあたり、東京２３

区域面積（６２１㎢）の約３倍弱、香川県面積（１８６２㎢）より少し狭

いくらいの面積であり、５１５㎢というのは、山手線の内側の面積（６３

㎢）の約８．２倍もの面積である。 

２ 政府による避難指示等 

菅直人内閣総理大臣（当時。以下「菅総理」という。）は、平成２３年３

月１１日午後７時３分、原子力緊急事態宣言を発令して原子力災害対策本

部（以下「原災本部」という。）を設置した。 

その後、同日午後９時２３分、原災本部長である菅総理は、原子力災害

対策特別措置法第１５条第３項及び災害対策基本法第６０条第１項に基づ

き、福島県知事及び関係各自治体に対し、第一原発周辺から半径３㎞圏内

の住民等に対する避難指示及び半径１０㎞圏内の住民等に対する屋内退避

指示を行った。 

菅総理は、１号機及び２号機のベント実施予定時刻になってもベントが

行われなかったことを受けて、ベントが成功せず格納容器で爆発が発生し

た場合、半径３㎞圏内の避難指示では不十分であるとして、同月１２日午

前５時４４分、第一原発から半径１０㎞圏内の住民等に対する避難指示を

行った。 

同日午後３時３６分、１号機原子炉建屋で水素爆発が発生し、原子炉建

屋の屋根や壁面上部が損壊した。菅総理は、同日午後６時２５分、第一原

発から２０㎞圏内の住民等に対する避難指示を行った。 

菅総理は、同月１４日午前１１時１分に発生した３号機の水素爆発を受

けて、同月１５日午前１１時、第一原発から半径２０㎞以上３０㎞圏内の

住民等に対する屋内退避指示を行った。 

その後、菅総理は、同年４月２１日、原子力災害対策特別措置法（ただ
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し、原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）による改正前の

もの。以下、特に明記しない限り、全て同様である。）第２０条第３項に基

づき、それまで避難を指示していた第一原発から半径２０㎞圏内の区域に

ついて、原子力災害対策特別措置法第２８条第２項において読み替えて適

用される災害対策基本法第６３条第１項の規定に基づく「警戒区域」に設

定するよう指示した。さらに、菅総理は、４月２２日には、原子力災害対

策特別措置法第２０条第３項に基づき、第一原発から半径２０㎞から３０

㎞圏内の屋内退避指示を解除し、新しく計画的避難区域及び緊急時避難準

備区域を設定して、住民らに対し避難等を求めた。この際、飯舘村の全域、

川俣町の山木屋地区・国有林、葛尾村と浪江町の警戒区域以外の地域及び

南相馬市の一部が計画的避難区域とされ、第一原発から半径２０～３０㎞

圏で計画的避難区域でない地域が概ね緊急時避難準備区域とされた。ただ

し、第一原発から半径３０㎞圏内にあって屋内退避指示の出ていたいわき

市の一部地区は、緊急時避難準備区域に指定されなかった。 

この結果、いわき市は、その全域が、避難等の指示から外されることと

なった。 

また、原災本部は、同年６月１６日、事故発生後１年間の積算線量が２

０ｍＳｖを超えると推定される箇所において住民らの避難の支援または促

進を行う「特定避難勧奨地点」を定める方針を発表し、同年６月３０日以

降、順次指定した。しかし、特定避難勧奨地点は、世帯単位で指定される

小さな区域で、同年１１月までに、伊達市、南相馬市及び川内村で計２８

２世帯が指定されたにすぎなかった。 

結局、計画的避難区域と特定避難勧奨地点を除けば、第一原発から半径

３０㎞圏外の地域には、政府による避難等の指示または避難の勧奨が出さ

れることはなかった。 

なお、緊急時避難準備区域は、平成２３年９月３０日をもって解除され
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た。特定避難勧奨地点のうち、伊達市と川内村の１２９世帯については、

平成２４年１２月１４日に指定が解除された。旧来の警戒区域と計画的避

難区域については、同年４月以降、帰還困難区域、居住制限区域、避難指

示解除準備区域の３区域への再編が進められている。 

 

第３章 被告東電と被告国の責任 

第１ 被告東電の責任 

１ 不法行為責任（民法７０９条） 

(1) はじめに 

被告東電は、第一原発における必要な耐震工事を遅滞させ、津波対策も

先送りさせた。また、同原発が地震にも津波にも耐えられる保証のない脆

弱な状態であることを認識していたにもかかわらず、地震・津波などの自

然現象に起因するシビアアクシデント（過酷事故。以下「ＳＡ」という。）

対策、大量の放射性物質の放出が考えられる場合の住民の安全保護など、

原子力事業者として当然備え、また実施しなければならない安全対策義務

を怠ったことは明白である。 

本件事故の端緒となったのは、地震及び地震に誘発された津波という自

然現象であるが、被告東電が、事前に適切な耐震補強工事及び津波対策を

行い、また、同原発の脆弱性を補うために必要なＳＡ対策さえ講じていれ

ば、本件事故及びその後の深刻な被害拡大は間違いなく防げたはずである。 

すなわち、本件原発事故及び現在まで続く被害の拡大は「自然災害」で

はなく、被告東電が原子力事業者として当然実施しなければならない安全

対策を長年意図的に怠ったことによる「人災」であり、被告東電はその責

任を免れない。 

以下、その根拠を説明する。 

(2) 被告東電が地震に対する安全対策を怠っていたこと 
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ア 新指針制定とバックチェックの要請 

原発の耐震設計とは、敷地地盤に予想される最強の地震動によっても、

各種構造物に発生する変形や応力が許容範囲に収まって、放射性物質漏

出の防止という安全機能が損なわれないように、建物、構築物、配管系

を設計することである。そして、敷地地盤に予想される地震動を適切に

設定することが、耐震設計の出発点となる。 

第一原発１号機から３号機の設置許可申請がなされた昭和４０年代前

半は、地震科学が未熟であり、敷地周辺の地震活動は低いと考えられて

いた。そのために、原発の耐震設計において安全機能保持を確認すべき

地震動（揺れ）の最大加速度はわずか２６５Ｇａｌで、耐震性能は著し

く低かった。 

昭和５６年、「発電用原子炉施設に関する耐震設計指針」が原子力安全

委員会によって決定された。 

平成７年１月１７日、阪神淡路大震災が発生した。それをきっかけに

耐震工学に対する国民の不信感が一挙に高まり、原発も地震で損傷する

のではないかとの不安が増大した。 

それを受け、平成１８年９月１９日、原子力安全委員会は新たな「新

指針」（発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針）を制定した。 

新指針では、「耐震設計においては、『施設の供用期間中に極めてまれ

ではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれが

あると想定することが適切な地震動』を適切に策定し、この地震動を前

提とした耐震設計を行う」ことを基本としている。 

この点は従来と大きな変化がないが、基準地震動（Ｓ、新基準ではＳ

ｓ）の求め方が、より強い基準地震動を想定するものとなった。 

平成１８年９月２０日、保安院は、原子力事業者に対し、稼働中又は

建設中の発電用原子炉施設等について、耐震バックチェック（新指針に
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照らした耐震安全性評価）の実施とそのための実施計画の作成を求めた。 

さらに保安院は、平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震

（Ｍ６・８）を受けて、可能な限り早期かつ確実に評価を完了できるよ

う、原子力事業者に実施計画の見直しを指示した。また、同年１２月２

７日には中越沖地震の知見を耐震バックチェックに反映させるよう求め

た。 

イ 基準地震動の問題（国会事故調報告書７１頁以下） 

上記を受け、被告東電は、平成２０年３月３１日に第一原発５号機等

にかかる耐震バックチェック中間報告書を提出した。平成２１年６月１

９日には、第一原発１～４号機及び６号機にかかる中間報告書を提出し

た。 

第一原発５号機に関する中間報告書においては、基準地震動が、従来

はＳ２－Ｄ２７０Ｇａｌ、Ｓ２－Ｎ３７０Ｇａｌとされていたのが、Ｓ

ｓ－１が４５０Ｇａｌ、Ｓｓ－２が６００Ｇａｌ、Ｓｓ－３が４５０Ｇ

ａｌとされた。これらは、塩屋崎沖の地震（Ｍ７・５及びＭ７・３；プ

レート間地震）等を単独で評価した結果である。保安院はこれらの基準

地震動を妥当と判断した。 

しかし、平成２１年６月、総合資源エネルギー調査会の専門家会合に

おいて、岡村行信委員は、塩屋崎沖地震と宮城県沖地震が連動するよう

な地震、すなわち貞観地震規模の地震を考慮すべきとの指摘をしていた

（総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小

委員会 地震・津波、地質・地盤合同ＷＧ 第３３回議事録７頁）。よっ

て、基準地震動も貞観地震規模の地震を考慮したものであるべきだった。

ところが、上記基準地震動は貞観地震規模の地震を想定したものではな

かった。 

ウ 施設の耐震安全性評価と対応について（国会事故調報告書７１頁） 
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上記基準地震動を基準とした５号機施設の耐震安全性評価について、

７設備（原子炉圧力容器、原子炉格納容器、炉心支持構造物、残留熱除

去系ポンプ、残留熱除去系配管、主蒸気系配管及び制御棒）についての

み被告東電が中間報告書に記載し、保安院が耐震安全性を評価した。 

被告東電は、中間報告書提出後、第一原発についてほとんど耐震バッ

クチェックを行わなかった。本件事故時において、すべての号機におい

てプラントメーカーにて耐震安全性評価を実施中であったが，１号機、

４号機の評価はゼロ、２号機の配管評価は１個、３号機の配管評価は２

個であり、ほとんどなされていなかった。 

そのような状況下でも、被告東電は耐震補強工事が多数必要であるこ

とを認識していた。つまり、１号機のＲＣＷ配管（原子炉補機冷却水系

配管）について基準地震動Ｓｓに対する耐震安全性が確保されない見込

みであること、１号機のＨＣＵ（水圧制御ユニット）耐震サポート架台

金物部及び溶接部について引っ張り・せん断の組み合わせ応力の計算値

が評価基準値を超えていること、柏崎刈羽原発の耐震補強工事を踏まえ

配管・電路・ダクト・支持構造物について追設工事が必要であることを

認識していた。 

その他、以下のとおりの耐震補強工事が必要とされるなどしていた。 
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エ 本件事故における地震動の影響 

東日本大震災の際、第一原発を襲った地震動の最大加速度値及び基準

地震動Ｓｓに対する最大応答加速度値は以下のとおりである。 

  

 

１号機においては地震動により小破口冷却材喪失事故（ＳＢ－ＬＯＣ

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/reports/1st-1/%e8%a1%a81-11-5%e5%af%be%e8%b1%a1%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%a8%e8%80%90%e9%9c%87%e5%bc%b7%e5%8c%96%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e8%a6%81%e5%90%a6%e3%81%ae%e8%a6%8b%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/reports/2nd-2/2-2-1-1/
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Ａ）が発生した（国会事故調報告書２１５頁以下）。 

また、第一原発においては、東日本大震災の地震動後、非常用ディー

ゼル発電機が電源となっていた。そして、１号機においては３月１１日

午後３時３５分から３６分にＡ系の電源が、午後３時３７分には１号機

Ｂ系、２号機Ａ系、午後３時３８分に３号機Ａ及びＢ系の電源が失われ

ている。ところが、第一原発において、津波が敷地高さ１０メートル以

上のところにある非常用ディーゼル発電機に達したのは午後３時３７分

より後である。そうであれば津波が達するより先に非常用電源が喪失し

ていることになる（国会事故調報告書２２５頁以下）。これは非常用電源

の喪失原因が地震動にあったことを物語る。 

以上より、地震動を原因として、冷却材が喪失し、電源も喪失し、本

件事故に至ったことが明らかである。 

では、なぜこれらの事象が発生したのであろうか。 

１号機については、観測された最大加速度値がすべて基準地震動Ｓｓ

に対する最大応答加速度値を下回っている。つまり、想定内の地震動だ

ったということである。想定内の地震動でありながら機器の損傷が発生

したのは、基準地震動を前提とした耐震安全性が満たされていなかった

ことを意味する。これは、バックチェック未了であり、あるいはＳｓを

前提とした耐震安全性を求められていなかった施設が損傷したが故に生

じたと考えられる。  

２号機、３号機については、観測された最大加速度値が基準地震動Ｓ

ｓに対する最大応答加速度値を上回っている。つまり、基準地震動の設

定自体に問題があったということである。そもそも被告東電の設定した

基準地震動を前提とした耐震安全性が確保されていたと考えるべき根拠

もないが、仮に確保されていたとしても、そもそも基準地震動の想定が

甘いので、十分な耐震性を備えていたとは言えない。 
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１ないし３号機について、連動地震を前提とした基準地震動を設定し、

安全確保に関わる施設すべてに上記基準地震動に合わせた耐震安全性が

確保されるべきであった。 

その他、地震動により発電所構内道路の隆起、沈降、陥没が発生した。

そのため、本件事故を防止するための作業が大きく妨げられたことも本

件事故の大きな要因となった。具体的には、消防車による代替注水や電

源車による仮設電源、格納容器ベントのライン構成及びそれらの継続的

な運用において、大きな障害となったため、現場での事故対応が困難と

なり、更なる被害拡大に繋がった。 

これは、基準地震動Ｓｓを前提とした耐震性がＳクラス施設にのみ求

められ、構内道路など周辺設備に求められていなかったから生じたこと

である。  

オ 被告東電の注意義務違反 

  以上より明らかなとおり、被告東電としては、平成２１年６月に総合

資源エネルギー調査会の専門家会合において、岡村行信委員が連動地震

について指摘をしたのであるから、すみやかに安全確保に関わる全ての

施設について連動地震を前提としたＳｓに合わせた耐震安全性を確保す

るようなバックチェック、及びそれを前提とした耐震工事を行うべきで

あった。 

  しかるに、東日本大震災まで放置し、よって本件事故を招いたもので

ある。被告東電の注意義務違反及び本件事故との因果関係は明白である。 

 (3) 被告東電が津波に対する安全対策を怠ってきたこと 

ア 津波の予見可能性 

平成１８年９月、原子力安全委員会は耐震設計審査指針を改定し、津

波について「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性

があると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大
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な影響を受けるおそれがないこと」と定めた。よって、被告東電は、極

めて稀に発生する津波の危険性があれば、それへの対策を行うべきであ

った。 

そして、被告東電は、東日本大震災当時第一原発を襲ったのと同レベ

ルの津波が発生し得ること、その場合には全電源喪失に至ることを相応

の裏付けをもって認識していた。 

以下、その具体的根拠について述べる（出典は、国会事故調報告書８

５頁以下である）。 

(ｱ) 政府の地震調査研究推進本部は、平成１４年７月、「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」を発表した。この中で、

第一原発の沖合を含む日本海溝沿いで、Ｍ８クラスの津波地震が３０

年以内に２０パーセントの確率で発生すると予測した。被告東電が平

成２０年５月ころに計算した結果によると、この長期評価の予測する

津波地震は、第一原発の敷地にＯ．Ｐ＋１５・７メートルの津波をも

たらし、４号機原子炉建屋周辺は２・６メートルの高さで浸水すると

予想された。 

なお、Ｏ．Ｐ．とは、小名浜港工事基準面であり、第一原発は３５メ

ートルの丘陵をＯ．Ｐ．＋１０メートルにまで切り下げて建設されてい

る。 

(ｲ) スマトラ沖津波（平成１６年）でインド・マドラス原発の非常用海

水ポンプが運転不能となったことや、宮城県沖の地震（平成１７年８

月）において基準を超える揺れが発生したことから、想定を超える事

象も一定の確率で発生するとの問題意識を持ち、保安院と独立行政法

人原子力安全基盤機構（以下「ＪＮＥＳ」という）は平成１８年１月

に溢水勉強会を設置した。平成１８年５月１１日の勉強会で、第一原

発５号機の想定外津波について東電が検討状況を報告した。Ｏ．Ｐ．
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＋１０メートルの津波が到来した場合、非常用海水ポンプが機能喪失

し炉心損傷に至る危険性があること、またＯ．Ｐ＋１４メートルの津

波が到来した場合、建屋への浸水で電源設備が機能を失い、非常用デ

ィーゼル発電機、外部交流電源、直流電源全てが使えなくなって全電

源喪失に至る危険性があることが示された。それらの情報が、この時

点で東電と保安院で共有された。 

平成１８年８月２日に開催された安全情報検討会（保安院とＪＮＥＳ

による会議）の資料には、「敷地レベル＋１Ｍを仮定した場合、いずれ

のプラントについても浸水の可能性は否定できないとの結果が得られ

た」と記載されている。 

(ｳ) 平成２１年６月、総合資源エネルギー調査会の専門家会合において、

貞観地震（８６９年）で福島にも非常に大きな津波が来ていたことが

委員から指摘された。その後の東電の計算によると、貞観津波の波高

は福島第一の地点でＯ．Ｐ．＋９・２メートルになり、東電はその数

値を平成２１年９月に保安院に報告した。 

以上のとおり、被告東電は、遅くとも平成２１年６月までには、東日

本大震災時に発生したと同レベルの津波が発生しうることや、その場合

には全電源喪失に至る危険性があることを認識していたものである。 

イ 被告東電の結果回避義務違反 

しかるに、被告東電は、不公正な手続きで算出された低い津波発生頻

度を根拠として対策を施さないことを正当化し、また、一方で津波の確

率論的安全評価が技術的に不確実であるという理由で実施を先延ばしに

し、重大な津波のリスクへの対策を怠った。 

結局、被告東電は、平成１８年９月に、津波想定を、従来のＯ．Ｐ＋

５・７メートルから４０センチメートル引き上げたに過ぎないＯ．Ｐ＋

６・１メートルとし、それに伴い海水ポンプモーターの機器かさ上げな
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どの対策をしたにとどまり、その他は本件事故に至るまで、海水ポンプ

の水封化に関する軽微な対策を除いて具体的な対策を実施しなかった

（国会事故調報告書８５頁，８６頁）。 

ウ 津波と本件事故の発生 

第一原発は、地震動の約５０分後に来襲した津波によって、非常用デ

ィーゼル発電機や冷却用海水ポンプ、配電系統設備、１号機、２号機、

４号機の直流電源などを喪失して機能不全となり、６号機の空冷式非常

用ディーゼル発電機１台を除く全ての電力供給機能が失われた（前述の

とおり、１号機Ａ系等については地震動で電源喪失し、本件津波によっ

てそれが不可逆的になった〔国会事故調報告書１３７頁〕）。 

このようにして、１号機、２号機、４号機の全電源喪失及び３号機、

５号機の全交流電源喪失（ＳＢＯ）が生じた。そして、３号機も、３月

１３日未明には放電し、全電源喪失となった。 

エ ＳＡに至った経緯 

上記電源喪失によって、第一原発は、中央制御室での監視や制御とい

った中央制御機能、発電所所内での照明、通信手段を一挙に失った。そ

のため、現場運転員や作業員たちは有効な手段や手順書もない中、手探

り状態での事故対応を強いられた（国会事故調報告書１３７頁）。 

また、原子炉冷却、すなわち、高圧注水や原子炉減圧、低圧注水、格

納容器冷却又は減圧、最終ヒートシンクへの崩壊熱除去といった、冷温

停止へ向けた各ステップの実行とその成否は、電源の存在に強く依存し

ていたため、電源喪失により適時かつ実効的な原子炉冷却が著しく困難

となった（国会事故調報告書１３８頁）。 

   このようにして、第一原発はＳＡに至ったのである。 

オ 小括 

以上のように、被告東電が、原子力事業者として当然備え、実施すべ
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き津波対策を怠ったため、本件原発は本件地震及び津波により全交流電

源喪失（ＳＢＯ）に陥り、ＳＡに至った。 

(4) 国際水準を無視したＳＡ対策（国会事故調報告書９３頁以下） 

ア ＳＡ対策についての国際水準 

昭和５４年のスマイリー島原発事故、昭和６１年のチェルノブイリ原

発事故といった原発事故を経て、海外ではフィルター付ベントの整備や

全交流電源喪失規則が設けられるなど、海外ではＳＡ対策が早期に進め

られた。また平成８年には、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による報告書

が公表され、ＳＡ対策強化のための５層の深層防護（炉心の深刻な損傷

とその影響を経て放射性物質の放出から住民を守るための措置）までの

対策の必要性が示されるなどした。 

海外でのＳＡに関する知見が進展し対策が進み、規制化されていった

ことは当然我が国の規制当局も認識していた。そして、我が国において

もＳＡ対策の必要性が指摘され、平成４年頃には、安全委員会や通産省

から、被告東電ら原子力事業者に対し、ＳＡ対策としての事業者の自主

的なアクシデントマネジメント（ＡＭ）の整備が奨励又は指示されるよ

うになった。したがって、被告東電は、ＳＡ対策の必要性について、遅

くともこの頃には明確に認識していたのである。 

しかし、被告東電をはじめとする原子力事業者は、新たな知見に基づ

く規制が導入された場合の既設炉の稼働率に対する深刻な影響や、安全

性に関する過去の主張を維持できず、訴訟などで不利になるといったこ

と等を恐れた。そして、被告東電ら原子力事業者は、それを回避するた

め、安全対策の規制化に強く反対し、電気事業連合会（以下、「電事連」

という。）を介して規制当局に対し、規制の先送りあるいは基準の軟化等

に向けた強い圧力をかけ続けた。このように、被告東電ら原子力事業者

は、規制当局を言わば「虜」とすることで、原子力事業者として本来果
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たさなければならない安全対策の実施を意図的に回避し続けたのである。 

その結果、我が国では、事故リスク低減に必要な規制の導入が進まず、

５層の深層防護の思想を満たさない点で我が国のＳＡ対策は世界水準か

ら大きく遅れることになったのである。 

さらに、被告東電は、我が国におけるＳＡ対策が原子炉設置者の「技

術的能力」、いわゆる「知識ベース」に依拠する自主対策とされたことを

いいことに、我が国が自然災害大国であるにもかかわらず、地震や津波

といった外部事象を想定せず、運転上のミスあるいは設計上のトラブル

といった内部事象のみを想定したＳＡ対策しか実施しなかった。また、

その対策の中身も極めて実効性に乏しいものであった（イで後述する。）。 

このように、被告東電が，第一原発の脆弱性及びＳＡ対策の必要性を

認識していたにもかかわらず、対策を実施しなかったのは、ＳＡによっ

て周辺住民の健康等に被害を与えることをリスクと捉えるのではなく、

ＳＡ対策を立てるにあたって、既設炉を停止させたり、訴訟上不利にな

ったりすることを経営上のリスクとして捉えていたからに他ならない。 

イ 本件原発における被告東電のＳＡ対策 

(ｱ) 電源融通の対策（国会事故調報告書９９頁） 

被告東電の電気融通の対策は、地震及び津波といった外部事象によっ

て隣接の複数プラントの電源が一斉に喪失し得ることを考慮していな

かった。 

本件原発の所内電源系統は、複数の機器・設備が同じ場所に設置され

るなど、電気系統の多重性、多様性、独立性を欠いたものであった。 

本件原発においては複数の非常用ディーゼル発電機が全て地下に設

置されており水没し、また全電源をハブとして中継している配電盤１カ

所も地下に存在していたため水没し、機能しなかった。 

(ｲ) 非常用復水器（ＩＣ） 
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非常用復水器（ＩＣ）とは、原子炉の除熱装置のことであり、原子炉

蒸気を二次側の水により冷却し、復水として自然循環に戻すものである

（国会事故調報告書５４４頁）。 

本件事故時、１号機のＩＣ（Ａ、Ｂ２系統）は午後２時５２分に自動

起動したが、自動起動からわずか１１分後、１号機の運転員らはＩＣを

２系統とも手動で停止した。 

ＩＣの操作に関してはマニュアルもなく、また運転員は十分訓練され

ていなかったため、全交流電源喪失直後からの系統確認としかるべき運

転操作に迅速に対応できなかった。 

本件事故は、１号機の炉心損傷に端を発して、１号機の水素爆発、３

号機の炉心損傷、３号機の水素爆発、２号機の炉心損傷と、連鎖的に進

行していった。その発端となった１号機の炉心損傷の直接的な原因は、

全交流電源喪失直後からＩＣがほとんど機能しなかったことにある

（「福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書」３９頁。） 

(ｳ) 消化系ポンプによる原子炉・格納容器への注水手段（国会事故調報

告書９６頁） 

本件原発１号機から４号機では、ＭＡＲＫⅠ型格納容器が使用されて

いた。ＭＡＲＫⅠ型格納容器は、上部に設置された格納容器スプレイの

みが格納容器冷却系して備わっており、事故時のＳＡ対策として、格納

容器雰囲気の冷却と、圧力容器から溶け出したぺデスタル内格納容器の

床の上にたまったデブリ（溶融炉心）の冷却の機能を持たされている。

しかし、ぺデスタル下部への直接注水ラインはなく、上部スプレイから

ぺデスタル下部へ流入経路が限定されている。また、実際の事故時は格

納容器雰囲気も相当に高温になっていたと予想されることなどから、上

部スプレイからの注水のみでは、ペデスタル下部の格納容器の床上に落

ちた溶融デブリの冷却効果が乏しかった。 
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また、この代替注水するための消化系配管は耐震クラスＣとなってお

り、地震により、他の安全設備より先に破損し使用不能になっていた可

能性がある。 

(ｴ) 格納容器ベント 

ベントとは、格納容器圧力の異常上昇を防止し、格納容器を保護する

ため、放射性物質を含む格納容器内の気体を一部外部環境に放出し、圧

力を降下させる措置をいう（国会事故調報告書５４６頁）。 

本件事故当時、第一原発１号機から３号機では、原子炉及び格納容器

から最終ヒートシンクへ熱を逃すことが出来ずに格納容器圧力が設計

圧力を超えたことから、格納容器の破裂を防ぐためにベント操作を実施

した。 

しかし、ベント操作に関する事故時運転操作手順書の記述は、中央制

御室の制御盤により所内各系統の状態監視及び弁などの機器操作が可

能な状態を前提に作られているため、直流電源を喪失して中央制御室の

制御盤が使えない状況でのベント操作は至難であった。また、図面や手

動操作部品の整備不備により手動操作は非常に困難な状況であった。こ

れらが原因となり、２号機の格納容器の破損につながった。 

また、ベント弁を操作するための圧縮空気ボンベから弁までの配管も、

消化系配管と同様に、耐震クラスＣとなっており、地震により他の安全

設備より先に破損し使用不能となっていた可能性がある。 

さらに、被告東電は、平成３年のＳＡ対策検討初期からフィルターベ

ントの有効性を認識していたにもかかわらず、設置を見送っていたため、

ベント操作により大量の放射性物質がそのまま大気中に放出され、第一

原発の放射能被害が拡大した。 

(ｵ) 運転員・作業員の教育・訓練不足（国会事故調報告書１０４頁） 

被告東電が、本件事故以前に、運転員・作業員に対して行ったＳＡに
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関する教育・訓練は、直流電源が確保されて中央制御室の制御盤が使用

できることが前提となっており、本件事故のように直流電源まで喪失し

て中央制御室の制御盤が使用できない条件でのＳＡを対象としていな

かった。またそこでの教育・訓練はＳＡ対応の内容を説明できることが

目標の机上訓練にとどまり、実技訓練はなかった。そのため、本件事故

時においては、運転員・作業員による試行錯誤の連続に頼らざるを得な

かった。 

(ｶ) 体制の整備状況（国会事故調報告書１０１頁以下） 

原子炉等規制法では、原子炉の運転保安を監督するために、炉ごとに

原子炉主任技術者の選任が義務付けられているが、第一原発においては

１号機から４号機、５・６号機をそれぞれ１人で兼務していた。また、

原子炉主任技術者はＳＡに対する特別な訓練等を受けていなかった。 

さらに、第一原発においては、２プラントで１つの中央制御室となっ

ており、同時多発事故に対応するには運転当直員が明らかに不足してい

た。本件事故時においては当直長、当直副長１人ずつが２プラントの指

揮を執っていた。このような人員不足が、事故対応を更に困難にさせた。 

(ｷ) 必要器材の点検等 

ＳＡ時における必要器材の点検なども事前になされておらず、バッ 

テリーや電源車等も備蓄がなかったことから、本件事故時に運転員・作

業員は、現場で効果的な事後対応が出来ず、被害の拡大を招いた。 

(ｸ) 小括 

以上のとおり、被告東電のＳＡ対策は、極めて限定的かつ実効性に乏

しいものであったため、本件事故において被害が拡大する要因となった。 

(5) 被告東電の過失責任 

スリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事故といった海外で起き

た原発事故からも明らかであるように、原発はそれ自体極めて高度の危険
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性を有しており、一旦ＳＡのような重大事故が起きれば、周辺の住民はも

とより、極めて広範囲の一般市民の生命・健康・財産等に重大かつ半永久

的な損害をもたらすことは明白である。 

したがって、被告東電を含む原発を設置・稼働させる原子力事業者は、

常に最新の知見や技術に基づき、原発事故の防止や、万が一ＳＡに至るよ

うな事態になった場合においても被害を最小限にとどめるため迅速かつ適

切な措置を講じる対策を備え、実施する高度の注意義務を負う。 

のみならず、被告東電は、第一原発が新指針に適合する耐震性能を有し

ていないこと、及び第一原発が津波によって全電源喪失して炉心損傷等に

至る危険があること、及びそのような第一原発の脆弱性を補うためのＳＡ

対策を講じる必要があること等を明確に認識していた。 

しかるに、被告東電は、歪んだリスクマネジメントにより、規制当局に

圧力をかける等して意図的に安全対策の実施を怠った。 

そのため、本件地震及び津波が起きた当時、第一原発はそれらに耐える

だけの安全性を全く有しておらず、またＳＡ対策には根本的な欠陥があっ

たため、本件事故及びその後の深刻な被害拡大が引き起こされたのである。 

本件において、被告東電が、事前に適切な耐震工事・津波対策を講じて

いればＳＡを回避することが出来たのであって、また万が一ＳＡに陥った

としても、必要なＳＡ対策を講じていれば、その後の深刻な被害拡大を回

避出来たことは疑いようがない。 

以上のことからすれば、被告東電に、過失責任があることは自明であっ

て、その過失責任は故意と同視しうる重大なものであるというべきである。 

２ 原子力損害賠償法による責任 

(1) 原子力損害の賠償に関する法律について 

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項は、

「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたと
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きは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責め

に任ずる」とし、原子炉の運転等により生じた原子力損害について、原子

力事業者に無過失責任を課している。 

ここでいう「原子炉の運転等」には、「使用済燃料の貯蔵」も含まれる（原

賠法２条１項４号の２）。また、「原子力損害」には、「核燃料物質等の放射

線の作用により生じた損害」を含む（原賠法２条２項）。 

(2) 本件事故と原賠法３条１項の適用について 

ア 本件事故時の状況 

被告東電は、「原子力事業者」であり、福島県双葉郡大熊町及び双葉町

に所在する第一原発において、１から６号機を設置・稼働させ、原子炉

等の運転を行っていた。 

本件事故当時、第一原発では、１ないし３号機は運転中であり、４な

いし６号機は定期点検の実施中であった。４号機は、全燃料を使用済み

燃料プールへ取り出して、原子炉内の炉心シュラウドの交換工事を実施

中であった。また、各号機の建屋内には、使用中又は使用済みの核燃料

が存在していた。 

イ 地震と津波の発生 

平成２３年３月１１日午後２時４６分、本件地震が発生した。そして、

同日午後３時２７分に第一原発を津波が襲った。これの地震及び津波の

前後に本件事故が発生した（「福島原発事故独立検証委員会 調査・検証

報告書」２３頁）。 

ウ 事故の経緯と原因（詳細は第２章のとおり） 

地震動を受けて、運転中の第一原発１号機から３号機は自動停止（ス

クラム）した。同時に発電所への送電が、鉄塔や変電設備などの故障に

より途絶え、外部電源を失った。 

そこへ津波が発電所を襲い、タービン建屋地下などに設置されていた
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非常用ディーゼル発電機が海水に浸かって故障した。さらにバッテリー

（蓄電池）も被害を受けて、全電源喪失状態に陥った。 

このため、原子炉や使用済燃料プールの冷却ができなくなり、高温と

なった原子炉では水蒸気と燃料棒の金属（ジルコニウム合金）が科学反

応を起こし、大量の水素が発生した。さらに高温となった燃料棒が溶け

た。そして、水素は原子炉建屋内に漏れ出して充満し、限界の濃度を超

えたため、１、３号機及び定期点検中の４号機で水素爆発が起こった。 

エ 「原子炉の運転の際」に「当該原子炉の運転等」により事故が発生し

たこと 

以上のとおり、１号機から３号機は、地震時まで運転していた。その

結果、放射性物資が発生していたが、その冷却を十分に行うことができ

ず、防護機能が損なわれるに至った。つまり、運転の際、運転により発

生した放射性物質の放射性崩壊により事故が発生した。 

４号機は地震時に運転していなかったが、同号機の爆発の原因は、３

号機から流失した水素であり、３号機の運転に起因して発生したもので

ある。 

したがって、１号機から４号機の事故は、いずれも「原子炉の運転の

際」に「原子炉の運転等」により発生したものである。 

オ 「原子力損害」について 

１号機から４号機の事故により、放射性物質は外部に漏れだし、福島

県内全域はおろか東日本全体に拡散することになった。 

したがって、漏出した放射性物質に起因して発生した損害は、「原子炉

の運転の際、当該原子炉の運転等により」発生した損害である。 

カ 小括 

よって、被告東電は、原告らに対し、原賠法３条１項により、損害賠

償責任を負う。 
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第２ 被告国の責任 

１ 国家賠償責任 

   国家賠償法１条１項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、

その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加え

たときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」としている。 

   本件においては、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行う

について、故意又は過失によって違法に原告らに損害を加えたものである。 

よって、被告国は国家賠償法１条１項により損害賠償責任を負う。 

   以下、被告国の過失の内容を具体的に述べる。 

２ 規制権限の不行使 

(1) 被告国に与えられた規制権限 

電気事業法３９条１項は、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電

気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければ

ならない」、２項は、「前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらな

ければならない」とし、１ないし４の事項を掲げているが、そこでは「事

業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないよう

にすること」とされている。 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律２９条１項は「原

子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で

定めるものの性能について、主務大臣が毎年１回定期に行う検査を受けな

ければならない」、同条２項は「前項の検査は、その原子炉施設の性能が主

務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う」とし

ている。 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律３６条は、「主務

大臣…は、原子炉施設の性能が第２９条第２項の技術上の基準に適合して

いないと認めるとき…は、原子炉設置者…に対し、原子炉施設の使用の停
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止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために

必要な措置を命ずることができる」としている。 

以上をまとめれば、被告国としては、原子力発電所についても、「人体に

危害を及ぼ」さないような技術基準を定めなくてはならず（電気事業法３

９条２項）、技術基準を順守しているかどうかは、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律２９条の定期検査により担保される。また、

その際、違反があれば、施設使用停止を含む命令がなされることとなる（核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律３６条）。 

(2) 電気事業法等の規制権限不行使と国家賠償責任 

  ア 規制権限不行使が違法とされるための要件 

判例上、規制権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に

照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱

して著しく合理性を欠くと認められるときには、その不行使により被害

を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となる

とされている。 

イ 原子炉に対する規制権限不行使の特殊性 

この点、原子力災害にかかる法令については特別な配慮が必要である。 

まず、従来の判例で規制権限の不行使が問題となった事例では、事業

者が独自の立場で推進した事業に対する国の規制が問題となってきた。

しかし、原子力発電所事業は、国策として強力に推進されてきたもので

ある。 

政府は昭和４９年電源三法（電源開発促進税法、電源開発促進対策特

別会計法、発電用施設周辺地域整備法）を制定した。電源三法のもとに

おいて、電力消費者は電気料金とともに電源開発促進税を納税する。こ

れは電源立地対策（電源立地地域の振興・インフラ整備・産業振興等）、

核燃料サイクルの研究開発の促進等に使用される。国が法律まで制定し、
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事実上原子力発電所のための税金及び特別会計までもうけ、原子力発電

を推進してきたのである。まさに原子力発電所運営の第一義的責任は国

が負っているともいえるのであり、事故が発生した場合の第一義的責任

も国が負うというべきである。 

また、原子力災害が一旦発生した場合、個々の市民の身体財産生命に

重大な被害をもたらすのみならず、国民経済・生活全体に重大な影響を

与えることは明らかである。何があっても原子力災害を発生させないと

いう視点において規制権限が行使されなければならない。 

そのような考え方は、原子力規制に関わる法令を全体的に観察するこ

とにより見えてくる。原子力発電所の安全については規制庁である保安

院・それを監督する原子力安全委員会という二重の監督機関がもうけら

れている。保安院は、核原料物質、核燃料及び原子炉の規制に関する法

律に基づき、定期検査（２９条）、原子炉施設の停止など命令権限（３６

条）を行使することができる。このような規制は他の分野に見られない

ものであり、その背後には原子力災害を発生させてはならないという強

固な考えをうかがうことができる（実際、そのような規制が十分で適切

であったかは別論であるが。）。 

その他、電気事業法１条が「電気工作物の工事、維持及び運用を規制

することによって、公共の安全を確保」すること目的としていること、

３９条２項が「前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなけれ

ばならない」との文言を使用していることも考慮すると、規制権限を行

使しないことにより原子力災害が発生する明らかに差し迫った危険性が

ないとしても、一応の裏付けにより原子力災害が発生する危険性がある

といえるのであれば、規制権限の不行使は違法というべきである。 

(3) 津波対策にかかる規制権限不行使の違法   

  ア 津波等の予見可能性 
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被告国にとって津波及びそれによる全電源喪失について予見可能性

があったことは、第３章第１・１・(３)・ア記載のとおりである。 

    被告国は、遅くとも平成２１年６月までには、東日本大震災時に発生

したと同レベルの津波が発生しうることや、その場合には全電源喪失に

至る危険性があることを認識していたものである。 

イ 結果回避義務違反 

被告国としては、津波により全電源喪失となる危険性を認識していた

のであるから、それを避けるべく、電気事業法上の規制権限を行使すべ

きであった。 

被告東電は、事故を踏まえ、防潮堤の設置、建屋扉水密化・防潮壁等

の設置、重要機器の水密化、高台に可動式熱交換器設備・消防車・電源

車・ガスタービン発電機車・開閉所を設置等の対策をあげている（福島

原子力事故調査報告書概要版３６頁）。 

被告国において津波による全電源喪失を想定しえた以上、平成２１年

ころには上記被告東電が対策として掲げた対策を電気事業法３９条１項

に基づく経済産業省令において義務づけ、核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律２９条１項の定める定期検査の際に違反があ

れば同法３６条により使用停止命令等の措置をとるべきであったが、被

告国はそもそもかかる省令制定さえ行わなかった。 

そのため、津波による全電源喪失が発生し、本件各損害が発生したの

である。よって、被告国の規制権限不行使は違法というほかなく、損害

賠償義務を負うものである。 

(4) 地震動対策にかかる規制権限不行使の違法 

ア 新指針の制定（国会事故調報告書７０頁） 

平成１８年９月１９日、原子力安全委員会は新指針を制定した。 

新指針では、Ｓクラスの各施設のみが、基準地震動Ｓｓによる地震力
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に対してその安全機能が保持できることを求められた。 

平成１８年９月２０日、保安院は、原子力事業者に対し、稼働中又は

建設中の発電用原子炉施設等について新指針に照らした耐震バックチェ

ックの実施とそのための実施計画の作成を求めた。 

さらに保安院は、平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震

（Ｍ６・８）を受けて、可能な限り早期かつ確実に評価を完了できるよ

う、原子力事業者に実施計画の見直しを指示した。また、同年１２月２

７日には中越沖地震の知見を耐震バックチェックに反映させるよう求め

た。 

イ 基準地震動の問題（国会事故調報告書７１頁以下） 

上記を受け、被告東電は、平成２０年３月３１日に第一原発５号機等

にかかる耐震バックチェック中間報告書を提出した。平成２１年６月１

９日には、第一原発１～４号機及び６号機にかかる中間報告書を提出し

た。 

上記提出を受け、平成２１年７月２１日、保安院は、第一原発５号機

に関わる評価結果を取りまとめた。 

そこでは、被告東電が貞観地震規模の地震を想定しないで設定した基

準地震動Ｓｓを妥当としていた。 

ウ 被告国の責任 

被告国は、平成２１年６月、総合資源エネルギー調査会の専門家会合

において、岡村行信委員が連動地震を想定すべきことを指摘したのであ

るから、平成２１年６月ころには、貞観地震のような連動地震の発生を

予見することができた。 

被告国としては、平成２２年ころには電気事業法３９条に基づき省令

を改正し、連動地震を前提とした基準地震動Ｓｓに対応した耐震安全性

を確保すべきことを事業者に義務付け、それが履行されない場合には使
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用停止等を含めた権限行使をすべきであった。 

しかるに、被告国は、被告東電が新指針を受けた中間報告において連

動地震を想定しない基準地震動Ｓｓを設定したこと、バックチェックを

一向に行わなかったこと、ひいてはバックチェックに基づく耐震安全性

を充たすための工事等を行わなかったことを知りつつ放置した。 

その結果、東日本大震災時点において施設の耐震性が不十分なままと

され、地震動で損壊し、本件事故を招来したものであって、被告国には

規制権限不行使の違法があることが明白である。 

３ 適切な防災基本計画策定義務違反 

(1) 防災対策基本法の規定 

防災対策基本法３４条１項は、「中央防災会議は、防災基本計画を作成す

るとともに、災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びにこれに

対して行われた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を

加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない」と規

定しており、これに基づき、防災基本計画が策定されている。 

被告国は、原子力災害に備え、避難等が必要となる範囲の者が居住する

市町村を包含し、避難生活においても「健康な文化的な最低限度の生活」（憲

法２５条）が維持されるような防災基本計画を策定すべき義務がある。 

(2) 不適切な防災計画 

しかし、以下に述べるとおり、福島県内の全市町村を包含した、適切な

内容の防災基本計画は策定されなかった。 

 ア 包含すべき自治体が包含されていなかったこと  

日本原子力産業会議が昭和３５年に原発事故規模の試算を行った結果

をまとめた「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試

算」によると、福島第一原発事故に比較的近い条件下において６か月以

上退避・移住が３６０万人、農業制限３万７５００平方キロ（日本の面
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積の約１割）等の被害が想定されている（石橋克彦編「原発を終わらせ

る」１１１頁以下）。 

これは事故が発生した場合について原発立地都道府県居住者のほとん

どすべてが避難等することが想定されていたということである。 

そうであれば、第一原発については、少なくとも全福島市町村を対象

とした避難計画等が立案されるべきであった。 

ところが、従来「原子力施設等の防災対策について」（旧指針）では、

防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（ＥＰＺ、原子力施設から概

ね８～１０キロメートル）についてのみ対策を行うべきとされるにとど

まり、防災基本計画においても、ＥＰＺを超える範囲についても対策を

講ずべきとの具体的記載はなかった。 

その結果、福島県地域防災計画原子力災害編においてもＥＰＺを超え

る範囲についての記載はなく、ＥＰＺ内６町以外について何ら原子力災

害に備えた対策が取られなかった。 
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そのため、６町以外からの避難者のほとんどは、避難先や避難方法を

指示されることもなく、自らの努力で避難先を探し、場合によっては避

難先を転々とするなどの苦労を強いられた。 

イ 広域避難への備えの欠如 

上記した被害想定を踏まえると、現実にそうであったように、当然都

道府県を超える広域避難の必要性も想定されるところである。 

よって、防災基本計画においては、地方自治体において広域避難計画

を策定すべきこと、他の地方公共団体との広域滞在に係る応援協定を締

結すべきこと、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め

る必要があったが、当時の防災基本計画にはかかる記載がなかった。そ

のため、福島県地域防災計画原子力災害対策編においても、かかる広域

避難にかかる記載はなかったし、広域避難にかかる対策はなされていな

かった。 

このような広域避難への備えが欠如していたことにより、避難者らは、

なじみのない県外において、避難先を自ら探す等の苦労を強いられるこ

ととなった。 

また、避難を受け入れる隣県等においても、福島県から大量の避難者

が来県することを想定することができず、避難所用の備品（暖房器具等）

を十分な数用意することができなかった。そのため、避難者らは、底冷

えのする避難所で、凍える等辛い生活を強いられることとなった。 

ウ 屋内退避指示と欠如していた屋内退避者に対する支援 

３月１５日、政府は第一原発から２０～３０キロメートル圏内（南相

馬市、飯館村、浪江町、葛尾村、田村市、川内村、楢葉町、広野町、い

わき市の一部）に対する屋内退避指示を出した。４月２２日に屋内退避

指示が解除されたので、長い者では１ケ月以上も屋内にとどまり続けた。 
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その間、町の商店は営業を止め、退避者は家の中にある食料品だけで

糊口を凌がざるを得なかった。 

このような状況にもかかわらず、被告国は３月２１日まで支援を行わ

ず、それ以降も十分な支援を行わなかった。 

これは屋内退避者に対する支援に関する規定が防災基本計画に記載さ

れていなかったことに起因するものである。 

エ 小括 

以上のとおり、被告国が適切な防災計画を策定する義務を怠った結果、

避難者らは、不安な中、自力で避難先を探し避難先を転々とせざるを得

なくなり、避難所においても「健康で文化的な最低限度の生活」と言え

ないような辛い避難生活を送らざるを得ず、屋内退避者においては物資

が欠乏する中孤独な退避生活を強いられたものであり、この点において

も、被告国は損害賠償義務を負う。 

４ 情報提供義務違反 

 (1) 避難生活の目途についての情報提供義務違反 

事故当時の防災基本計画原子力防災編には、「国…は、特定事象発生後の

経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする」

との記載があった。よって、「指定行政機関の長…は、法令、防災基本計画

…の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない」

と規定する原子力災害対策特別措置法２７条２項、「指定行政機関の長及び

指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機

関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者（以

下この条及び第五十八条において「災害応急対策責任者」という。）は、法

令又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集及び伝達

に努めなければならない」とする災害対策基本法５１条１項に基づき、事

故やその影響に関する適切な情報を国民に提供すべき義務を負っていた。 
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しかるに、被告国による情報提供は甚だ不十分であったと言わざるを得

ない。 

すなわち、避難指示等に際し、相当程度長期間にわたる避難生活が必要

になるとの説明を行わず、避難生活の目途についての情報提供を欠いてい

た（国会事故調報告書３６３頁）。 

この点、当時の枝野官房長官も、避難指示について、「これは念のための

指示でございます」（３月１１日夜、３キロ圏内の避難指示等に際して）、「こ

の管理の状況での放出をということについては、１０キロ圏内に出ていた

だいているというのは、まさに万全を期すためでございます」（３月１２日、

１０キロ圏内の避難指示に際して）、「今回の措置によって１０キロメート

ルから２０キロメートルの間の皆さんに具体的に危険が生じるというもの

ではございませんが…念のために、さらに万全を期す観点から２０キロメ

ートルに拡大いたしたものでございます」（３月１２日、２０キロ圏内避難

指示に際して）との発言を行っている（国会事故調報告書３６４頁）。 

このように、被告国は、具体的な危険性がないという誤導的な説明をし

ているのである。これでは住民が長期間にわたり避難をする必要がないと

考えるのも当然である。 

その結果、多くの住民は長期避難の必要性がないと考え、着の身着のま

まで避難をすることになった（国会事故調報告書３６３頁）。 

そして多くの避難者は、生活用品もないまま長期の避難生活を余儀なく

され、大事な動産類を持ち出すことさえできないままとなっている。 

(2) 汚染状況についての情報提供義務違反 

また、被告国は、放射性物質による汚染状況を詳細（住宅密集地につい

ては５００メートル四方毎）に調査し、その結果を国民に周知すべきであ

ったが、その情報提供義務を怠った。 

すなわち、放射性物質による汚染状況は、地形や気象条件など複雑なフ
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ァクターにより左右される。よって、原発からの距離だけでは単純に汚染

状況を把握することはできない。 

そこで、詳細な放射性物質に関する調査が必要なのである。 

実際、二本松市では、住宅密集地で５００メートル四方のメッシュに区

切り、それぞれ一軒ずつ住宅を選んで家の内外で測定するということを行

った（ＮＨＫ ＥＴＶ特集取材班「ホットスポット」２４４頁）。その結果、

南杉田地区において、連続するメッシュにおいて毎時１・０１マイクロシ

ーベルト、１・５３マイクロシーベルト、１・６４マイクロシーベルト、

１・９０マイクロシーベルトとの数値であることが明らかとなった（ＮＨ

Ｋ ＥＴＶ特集取材班「ホットスポット」２４８頁）。つまり、少なくとも

５００メートル四方のメッシュで調査しなければ安全な数値なのかどうか

判明しないのである。 

それにもかかわらず、被告国は、かかる調査を行わず、詳細な汚染状況

についての情報提供を行っていない。 

また、ただちに健康に影響はないなどと放射線の影響を過小に評価させ

るような言動をする一方で、世界的な共通認識であるＬＮＴ仮説（年間１

ｍＳＶの被ばくであっても安全とは言えないことなどを含む）について説

明を行わなかった。 

そのため、福島県民は、自己の生活環境が安全なのかどうか判断するこ

ともできない状況に置かれ、不安を募らせ、その自己決定権が侵害されて

きた。 

(3) 小括  

被告国は、福島県民の健康に重大な影響を与え、住民の自己決定を基礎

となるはずの放射性物質に係る適切な情報提供を怠った点で過失があり、

損害賠償義務を負う。 
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５ 計画的避難区域等の指定が遅れたことの過失 

原子力災害対策特別措置法１５条３項は、「内閣総理大臣は、第１項の規

定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第１号に掲げる区域

を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第２８条第１項の規定によ

り読み替えて適用される災害対策基本法第６０条第１項及び第５項の規定

による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきこ

とその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする」と規定

している。 

よって、政府は、有意に被ばくが増えると見込まれる地域について、速

やかに特定避難勧奨地点に指定する等し、住民の避難を促すべきであった。 

   しかし、政府による指定は合理的理由なく遅延した。 

   平成２３年４月２２日、被告国により、第一原発から２０キロメートル

以遠で、１年間の積算線量が２０ｍＳＶに達するおそれのある地域（葛尾

村の一部、浪江町の一部、飯館村全域、川俣町の一部、南相馬市の一部）

が計画的避難区域とされ、別の場所への避難が望ましいとされた（国会事

故調報告書３７５頁）。 

   平成２３年６月１６日には、被告国により、計画的避難、及び警戒区域

の外で地域的な広がりはないものの、１年間の積算線量が２０ｍＳＶを超

えると推定される地点であって、除染が容易ではない地点を、特定避難勧

奨地点と定め、その地点の住民に対しては注意を喚起し、避難を支援、促

進する必要があるとした。その結果、特定避難勧奨地点に指定された地点

は、平成２４年５月の時点で、伊達市の１１７地点、南相馬市の１４２地

点、川内村の１地点である。 

   以上の政府による指定等の遅延により、住民らは不要な被ばくを強いら

れた。これは原子力災害対策特別措置法１５条３項により適時適切に区域

指定等すべき義務の違反にあたる。 
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第３ 共同不法行為 

被告東電の不法行為と被告国の不法行為は、いずれも第一原発の事故に

関する過失を内容とするものであり、第一原発は、被告国が国策として推

進し、被告国の規制・監督のもとに、被告東電が操業していたところ、被

告国において必要な規制権限等を怠る等し、被告東電においても必要なＳ

Ａ対策等を怠った結果によって、本件事故が発生したものであるから、そ

の両者の過失行為には、客観的な関連共同性が認められる。 

よって、被告らは、民法７１９条１項前段により、連帯して、本件事故

により発生した損害を賠償すべき責任を負う。 

なお、被告東電が原賠法により責任を負う場合についても、原賠法によ

る賠償責任の性質は、不法行為であるから、民法７１９条１項が適用され、

被告国との間で共同不法行為が成立することに変わりはない。 

 

第４章 避難行動の合理性（事故と避難との相当因果関係） 

第１ はじめに 

原告らのうち、政府による避難指示等によって避難した者については、

本件事故によって、避難を余儀なくされたことが明らかである。 

また、原告らのうち、政府による避難指示等に基づかずに避難した者に

ついても、以下に述べるように、本件事故で放射性物質が放出されたこと

を原因として、その健康被害を避けるため避難したものであって、その避

難行動は、避難者の置かれた状況等に照らして合理的なものであって、本

件事故（加害行為）と原告らが避難したこととの間には相当因果関係が認

められる。 

第２ 放射線の危険性 

 １ 放射線が健康に与える影響 

本訴において原告となっている避難者らは、本件事故により放出された
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放射線の危険を避けるため避難している。 

人が放射線に被ばくすると、直接間接に細胞内のＤＮＡが傷つけられる。

細胞の傷は完全修復されることもあるが、細胞死したり、ＤＮＡの情報が

変わってしまう場合もある。細胞死すれば組織欠損等に至る可能性がある

し、ＤＮＡの情報が変わってしまえばガン化する可能性がある（群馬県立

県民健康科学大学診療放射線学部渡邊直行「放射線とはどういうものです

か？」）。 

２ ＩＣＲＰが低線量被ばくを危険視していること 

放射線による健康被害については、放射線量がある限度を下回れば生じ

ないというものではない（すなわち、閾値がない。）。 

ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）はＬＮＴモデルを採用すべきことを

明らかにしている。これは、放射線被ばくに関して安全な線量がないとい

う考え方である。 

具体的には以下のとおりである。  

① 「委員会の放射線防護体系は、第一に人の健康を防護することを目

的としている。その健康のための目的は比較的単純である。すなわち、

電離放射線による被ばくを管理し、制御すること、その結果、確定的

影響を防止し、確率的影響のリスクを合理的に達成できる程度に減少

させることである」（ＩＣＲＰ２００７年勧告２・１・(29)） 

② 「年間およそ１００ｍＳＶを下回る放射線量において、委員会は、

確率的影響の発生の増加は低い確率であり、またバックグラウンド線

量を超えた放射線量の増加に比例すると仮定する。委員会は、このい

わゆる直線しきい値なし（ＬＮＴ）のモデルが、放射線被ばくのリス

クを管理する最も良い実用的なアプロ－チであり、予防原則（ＵＮＥ

ＳＣＯ、２００５）にふさわしいと考える。委員会は、このＬＮＴモ

デルが、引き続き、低線量・低線量率での放射線防護について慎重な
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基礎であると考える」（ＩＣＲＰ２００７年勧告２・２・(36)） 

以上のとおり、ＩＣＲＰは、ＬＮＴ仮説を採用することを明らかにして

いる。これは安全な被ばく線量はないというものである。 

ＩＣＲＰは放射線被ばくにおいて安全な数値はないので、個人の健康と

いう面を考えると、できる限り被ばくする放射線量を低減すべきことを前

提としている。年間１ｍＳＶとの限度も言われているが、これは安全な数

値ではなく、「合理的に達成」可能な数値として言われているだけでしかな

い。いわば、個人の健康以外の社会的経済的側面を考慮して、妥協の産物

として出てきた数値である。年間１ｍＳＶ以上の被ばくは問題外であるが、

年間１ｍＳＶ未満の被ばくだから良いというものではなく、できるだけ被

ばくを減らした方が個人の健康面では望ましいことが大前提とされている

のである。 

よって、健康面からは低線量被ばくも避けるべきであると考えることは

国際的な知見からも正当な考えである。 

３ チェルノブイリの経験 

   アレクセイ・Ｖ・ヤブロコフ（ロシア科学アカデミー）らがチェルノブ

イリ原発事故の被害状況等をまとめた「調査報告 チェルノブイリ被害の

全貌」（岩波書店、星川淳監訳）は、低線量被ばくによっても種々雑多な健

康被害が生ずることを示している。 

   例えば、同１８２頁では、ウクライナのルギヌィ地区における健康被害

を明らかにしている。同地区は、５０村のうち２２村が３万７０００～１

８万５０００ベクレル／㎡、２６村が３万７０００ベクレル／㎡の汚染を

受けた。平成２３年８月３０日付の文部科学省による放射線量等分布マッ

プによると、１万から３０万ベクレルの汚染がされた地域は、福島県全域

に広がり、隣県にまで及んでいることが明らかになっている。よって、ル

ギヌィ地区は福島県全体よりやや汚染の程度が低い地域と言ってよい。 
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   そのルギヌィ地区における健康被害は以下のとおりである。 

  ① 子どもの内分泌系疾患（１０００人当たり） 

    事故前１０例 → 事故後９０～９７例 

  ② 生後７日までの新生児罹病率（１０００人当たり） 

    事故前２５～７５例 → ３３０～３４０例 

  ③ 総死亡率（１０００人当たり） 

    事故前１０・９例 → 事故後１５・５例 

  ④ 平均余命 

    事故前７５歳 → 事故後６５歳  

  ルギヌィ地区と同レベル、あるいはそれ以上の汚染がされた地域が福島 

県全体に広がっている。福島県に居住することで重大な健康被害を懸念す

ることは当然であろう。 

４ 小括 

   以上より、少なくとも福島県に在住していた者については、放射線によ

る健康被害を懸念せざるを得ない状況があると言える。 

 

第３ 相当因果関係があること  

１ 判断枠組み 

放射線被害に関わる諸裁判例においては、放射線被害をおそれた人があ

る行動を起こしたことにより生ずる損害について、その行動を採ることが

是認できる場合には、その損害について相当因果関係を認める傾向にある

（東京地裁平成１８年４月１９日判決、名古屋高裁金沢支部平成１年５月

１７日判決）。 

そして、放射線が基準値を大きく下回る場合はもちろん、皆無である場

合についても是認可能性を認めている。 

放射線により人体等に直接損害が発生したことを理由に損害賠償請求す
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る場合には、放射線被ばくと損害との間に相当因果関係があることを高度

の蓋然性をもって立証しないといけないであろう。しかし、放射線による

害を予防的に避けようとして損害が発生した場合には、その害を避けよう

とした行動が是認できるかどうかによって損害との因果関係があるかどう

かが判断されるべきである。 

そして、その予防的な行動については、可能な限り安全な行動をするこ

とが許容されるべきである。放射線の影響は今の科学では予知できないか

らである。 

具体的には、上記東京地裁判決では、全く放射線の影響がない場合でも、

食品の摂取や購入を控えることは是認できるとしていると考えられる。上

記名古屋高裁金沢支部判決では、年間線量被ばく限度の１万分の１以下で

も、その購入を控えることは是認されるとしている。 

２ 福島県内からの全避難者の避難について相当因果関係が認められるべ

きこと 

本訴訟の原告はすべて福島県内からの避難者であるところ、前記のとお

り、福島県内に居住している者については健康被害の客観的リスクがあり、    

仮に客観的リスクがあることが断定できないとしても、リスクがあると懸

念することは是認し得る。 

例えば、ＩＣＲＰが提唱するＬＮＴ仮説については仮説でしかないとい

う反論があり得る。 

しかし、ＩＣＲＰのように権威ある機関において、放射線被ばくには安 

全な数値はないとしていることの意味は重大である。かかる権威ある機関

の提言を受け、自身あるいはその子どもなどがガン等の重篤な病気になる

のを避けるため避難するのは極めて合理的な行動である。 

原告らは、本件事故がなければ避難する必要はなかった。避難したのは、

本件事故によって被告東電がまき散らした放射能が唯一の理由であり、権
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威ある機関からの低線量被ばくのリスクが報告されている以上、本件事故

と避難行動との間には、十分に相当因果関係が認められる。 

３ 福島第一原発の現状と避難継続の合理性 

前述したとおり、原子力発電所では、有毒な放射性物質を５重の防護で

外に出さないようにしている。それがあるがために、近隣に人々が生活す

ることができるのである。 

ところが、第一原発においては、事故時にそのすべてが破られている。

元凶である溶融した燃料棒も取り出されないままとなっている。よって、

極めて放射性物質が外に漏出しやすい状況にあると言える。未だに福島県

内にはその他の地域よりもはるかに多い放射性物質が存在する上、原子力

発電所自体の安全性も確保されていないのであり、福島県から避難を継続

することはむしろ当然というほかない。 

  以上によれば、原発事故は全く収束しておらず、原告らが避難を継続す

ることについても十分に合理性がある。 

 

第４ 結論 

   以上より、少なくとも福島県民による避難行動は、すべからく合理的で

あり、その避難に伴う損害について、被告らが賠償責任を負うべきは明ら

かである。 

 

第５章 原告らの損害 

第１ はじめに 

１ 原告らは、本件訴訟において、本件事故によって生じた全損害のうち、

精神的損害（慰謝料）に限定して請求する。 

そして、以下述べるように、慰謝料の金額としては、少なくとも、各原

告につき金２０００万円を相当と考えるが、本訴ではその一部である金１



56 

 

０００万円を請求するものである。 

２ 本件事故により、原告らの受けた損害は、精神的損害以外にも積極、消

極的損害がある。すなわち、避難費用、二重生活に伴う家族との面会交通

費、生活費増加分、避難したことで購入した家財購入費、教育費増加分、

更には避難したことで仕事を失った就労不能損害、放射能を浴びたことに

よって使用が不可能となった財物損害等、甚大かつ多様な損害がある。 

このような多様な損害のうち、原告らが、本訴において、まず慰謝料に

限定して請求に及んだ理由は以下の点にある。 

(1) 原告らの損害のうち、最も基本的で、かつ中枢にあるのが精神的損

害である。 

原告らの精神的苦痛の具体的内容は後に詳述するが、強制避難区域の

避難者においては、本件原発事故による放射線被ばく危険と政府の強制

避難指示により、着の身着のままの状態で、放射能汚染の不安にさらさ

れ、過酷な避難行動を強いられた。また、区域外避難者においては、政

府の区割りはそもそも合理的ではなく、放射線量やその健康被害に関す

る不確かな情報の中で、避難することを決断せざるを得なかった。 

その結果、原告ら避難者は、本件事故により住み慣れた地域を失い、

仕事を失い、知人・友人とのコミュニケーションの機会を失い、子ども

たちは転校を余儀なくされ、家族が離れ離れに生活しなければならない

状況におかれている。 

さらに、低線量被ばくによる健康被害のメカニズムはいまだ解明され

ておらず、放射線量の高低にかかわらず健康被害が生じるリスクはある。

そのため、原告らは、健康被害に対する不安を背負い続けている。 

本件事故は、野田政権下で出された政府見解とは異なり、いまだ収束

していない。破損した原子炉の現状は判明していないどころか、誰も原

子炉内部を調査できていない。今後の地震、台風等の自然災害に耐えら
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れるか、今後の環境汚染をどこまで防止できるかも明確ではない。廃炉

までの道のりも予測できない。そして、原告ら避難者の生活基盤の回復

がされておらず、放射能汚染等の健康被害と不安も何ら解消されていな

いのである。 

これらの避難生活による苦痛、及び、さらに将来の健康不安等の精神

的苦痛は甚大であり、原告らの受けた損害のうち、最も基本的で、かつ

中枢にあるのが精神的損害である。 

(2) 精神的損害についてのＡＤＲの運用の問題点 

国は、原賠法に基づき、原子力損害賠償紛争審査会を設置して、平成２

３年８月５日に「中間指針」を公表して、本件事故による損害賠償につい

て指針を示している。その後、平成２３年１２月６日には、「中間指針追補」

も出されている（これらを「中間指針等」という。）。 

しかし、中間指針等で示された慰謝料は、政府等の避難区域等からの避

難者について、１名あたり、原則１か月１０万円に過ぎない。区域外避難

者に至っては、平成２３年分につき、生活費の増加、慰謝料、移動費用を

合わせて、わずか大人が８万円、子ども・妊婦が４０万円（被告東電のプ

レスリリースにより６０万円）であり、原子力損害賠償紛争審査会が設置

した原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続（ＡＤＲ）の運用に

おいては、上記の金額のうち、大人４万円、子ども・妊婦２０万円が慰謝

料の額とされている。 

そして、ＡＤＲの和解仲介案において、区域内避難者については、個別

事情により、慰謝料の増額が僅かながら認められることがあるが、区域外

避難者についてはほとんど全く増額が認められていない。 

このように、避難者らは、精神的損害以外の損害については、ＡＤＲに

おいて、それなりに賠償を受けることが可能であるが、避難者らの受けた

損害の最も基本的でかつ中枢にある精神的損害については、ＡＤＲにおい
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て、中間指針等を超える適切な賠償を受けることが、事実上困難な状況に

置かれている。 

３ 以上のとおり、原告らの受けた甚大な精神的苦痛に比して、被告東電は

あまりに低額な賠償額しか示しておらず、極めて無責任である。そして、

原発ＡＤＲもその役割を果たしていないとすれば、原告ら避難者としては、

良識の府たる裁判所に期待するほかはなく、適切な精神的損害の賠償を求

めて、本件訴訟に及んだものである。 

 

第２ 原告らの避難の実相 

１ 原告らについて 

原告らは、別表記載のとおり、本件事故当時、福島県内に生活していた

者である。 

原告らの多くは、福島県内から新潟県内への避難者及びその家族である。 

ただし、原告らの中には、新潟県内に避難した後に福島県内に戻った者

も含まれている。 

２ 新潟県内の避難の実相 

(1) 新潟県内には、本件事故直後から、約１万人の避難者が着の身着のま

まで避難した。平成２３年６月頃までは、体育館、公民館、旅館、ホテ

ルなどを避難所としていた。 

(2) その後、無償で入居できる借り上げ住宅制度が整備され、避難者らは、

平成２３年６月頃から順次、借り上げ住宅に避難先を移転するようにな

り、また、借り上げ住宅制度が区域外避難者にも適用されるようになっ

たこともあり、区域外からの避難者が増加した。 

その後、様々な事情により、福島県内に戻る人が少しずつ増加してい

るものの、本件事故から２年４か月が経過した現在も、新潟県内のほぼ

全市町村に、合計で５１１９名が避難生活を続けている（平成２５年７
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月５日１６時現在）。 

新潟県は、福島県の隣県であることから、避難者が全国でも有数に多

い都道府県となっている。 

３ 新潟県内の避難者の特徴 

新潟県内の避難者は、福島県の隣県であることから、他県に比して、区

域外避難者が多く、かつ、いわゆる「二重生活」を強いられている者が多

い。 

「二重生活」とは、もともと同居していた家族と、福島県内と新潟県内

とで分離して生活せざるを得なくなったことをいう。典型例としては、夫

は仕事の都合で福島県内に留まらざるを得なかったが、母及び子どもは放

射線による子どもへの健康被害を恐れて新潟県内に避難した世帯が挙げら

れる。「二重生活」を強いられた者は、家族が離れ離れに生活しなければな

らず、家族の分離による精神的苦痛を被っている。世帯分離が原因となっ

て夫婦が不仲となり、または福島に残った親族との関係が悪化した者も少

なくない。 

 

第３ 原告らの精神的苦痛の具体的内容 

原告らは、本件事故が発生してから今日に至るまで、以下のような精神

的苦痛を被り、その精神的苦痛は将来にわたって継続するものである。 

１ 本件事故発生直後から避難行動までの被ばくとその恐怖 

(1) 住民の多くは、避難指示が出るまで、本件事故の発生の事実すら知

らなかった。また、避難指示は、３キロメートル圏、１０キロメートル

圏、２０キロメートル圏と繰り返し拡大され、そのたびに住民は、不安

を抱えたままでの避難行動を繰り返すことになった。 

２０～３０キロメートル圏内の住民に対しては、３月１５日、屋内退

避指示が出されたが、その長期化によってライフラインがひっ迫し生活
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基盤が崩壊した。それを受けて３月２５日には、同圏内の住民に対して

自主避難勧告が出されたが、そのような政府の対応により、住民は不要

な被ばくを負い、不十分な情報の中で、避難の判断を迫られることにな

った。 

このように、政府の避難指示は、総じて遅すぎた。そして、原発事故

の重大性を少しでも包み隠そうとの意図から、情報提供は極めて不十分

なものであった。 

そのため、住民らは不要な被ばくを受けることになり、放射能の見え

ない恐怖に怯えて日々を過ごすことなった。また、これからどの程度の

期間、避難を要することになるかを全く知らされておらず、むしろ、短

期間の間に帰還可能であるかのような政府による説明を受けていたた

め、まさに着の身着のままでの避難を行うことになり、その後の避難生

活はより過酷なものとなった。 

原告らは、避けられた被ばくを受け、放射能の恐怖に怯えて生活をし、

これから先の生活の見通しが付かない状況の中で、着の身着のままでの

避難生活を余儀なくされることによって、多大な精神的苦痛を被った。 

(2) 避難指示の対象外であった区域外避難者においては、放射線は目に見る

ことができず、放射線の人体に対する影響については種々の見解があり、

低線量被ばくであっても人体に重大な影響を及ぼす恐れを指摘する研究や

報告があることから、原告らは、放射線被ばくによる健康への影響に対す

る恐怖や不安に襲われることになった。 

そして、放射線被ばくによる健康への恐怖・不安から、できる限り放射

線被ばくを少なくする自衛手段を採らざるを得なくなり、かかる手段を採

ることによって原告らの精神的苦痛を増加させた。 

すなわち、子どもは、屋外で遊ぶことができずに建物内で遊ばざるを得

なくなったり、グランドやプールでの体育の授業などができなくなるなど
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といった状況が生じた。福島県内の子どもは、そのような活動が出来なく

なったことによって、屋外での活動を通じて、体を動かして心身の健康を

育むことや、他者と触れ合うなどして、健全な情緒を育むという、原発事

故が無ければ誰でも当然に享受できる機会を奪われることになった。 

また、大人についても、放射線被ばくをできる限り避けるために、マス

クを複数枚重ねて着用する、できる限り外出をしないようにする、などと

いった制約を受けることとなった。水、食材、空気など、生活に必要な、

かつ安心・安全な物も手に入れることができなくなってしまった。 

その結果、本件事故後、一歩も外に出ることができず、食べ物の放射線

物質の汚染を心配し、精神の健康を損ねた者もいる。 

このように、区域外避難者の原告らにおいてもまた、避難を実行するま

での間、放射線被ばくを受け、見えない放射線被ばくの恐怖に怯える日々

を過ごし、多大な精神的苦痛を被った。本来であれば本件事故発生後すぐ

にでも福島県から避難したかったにもかかわらず、勤務していた会社の理

解を得ることができずに、避難することをあきらめ、福島県に残らざるを

得なかった者もいる。 

２ 避難行動を決断するための葛藤や確執 

  区域外避難者の原告らは、政府から避難指示は出されなかったが、一般

の地域に比べてはるかに高い線量が報告され、かつ、政府や自治体からの

線量に関する情報は錯綜していた。 

低線量被ばくの人体に対する影響については、その悪影響を指摘する国

際的な知見も存在するため、自らの健康、家族の健康のために、避難をし

たいと考えたが、住民には、現在勤めている会社、行っている事業があり、

通っている学校があり、これまでの生活の中で培ってきた人間関係があっ

た。 

区域外避難の原告らは、自らと家族の健康の保障のためには、避難をせ
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ざるを得ず、避難をしたならば、これまで培ってきた生活の基盤を失うと

いう二者択一の中で、深い葛藤を背負うことになった。 

勤務する会社では、避難により退職する者が増え、学校では生徒・児童

が減り続ける。商売を行う者は客が減っていく。このような中で、避難を

実行することは故郷を捨てる行為と非難する者もおり、夫婦間、親子間、

職場の上司や同僚との間での意見の相違から、確執が生じ、人間関係が悪

化した。 

区域外避難者は、このように、避難行動を決断するまでの間、葛藤と確

執の中に身を置き、多大な精神的苦痛を被った。 

３ 過酷な避難所生活 

原告らは、自分たちではどうにもすることができない本件事故によって、

福島県から、着の身着のままで、避難することを余儀なくされた。 

  放射線に対する情報が錯綜し、政府及び自治体による防災計画（広域連

携）が不十分な状況の中において、原告らは、どこへ避難するのが適切な

のかさえ分からず、複数の避難所を転々とする生活を送った。 

  避難所はその多くが、体育館や公民館などの施設であり、風雨こそ凌げ

るものの、避難当初は、用便や入浴もままならない状況であり、食糧や日

用品は支援物資だけが頼りであった。ほとんどの避難所では、プライバシ

ーに対する配慮がなく（せいぜい段ボールで遮蔽する程度である。）、長い

避難生活の中で、避難者相互間で諍いが生じることもあった。 

このような避難所における生活は、数か月間にわたって継続され、その

間に、体育館等の板の間での生活を続けたことにより、腰痛等の身体的故

障を起こした者や、プライバシーのない生活によって、血圧のコントロー

ルができなくなったり、睡眠薬なしでは眠れないなど、心身の健康を損な

う者が多かった。 
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４ 避難生活による苦痛と生活基盤の喪失 

(1) 着の身着のままでの避難による日常生活再建の困難 

平成２３年６月頃から、避難所から借り上げ住宅に引っ越す者が増えた

が、避難者は、前述のとおり、ほとんど着の身着のままで避難しており、

日用生活品や車、家具などを所持していなかった。また、避難者それぞれ

にとって思い入れのある仏壇、形見の品、アルバム・ビデオ、大事に育て

てきたペットであっても、それを捨てて避難せざるを得なかった。 

そのため、避難者らは、借り上げ住宅で生活を始めるにあたっては、日

用品や家財の調達から始めなければならなかった。 

母子家庭や高齢者の家庭では、引っ越し自体、極めて重労働であり、引

っ越し作業により、腰や膝を壊した者もいる。 

また、福島県にある自宅であれば家族で悠々と生活できたはずであるに

もかかわらず、本件事故により狭い借り上げ住宅に住まざるを得なくなり、

健康を損ね、家族の間でも気を使うようになった。 

さらに、原告らは、全く慣れ親しみのない新潟県において、これまでと

異なる生活環境の下での生活を強いられた。特に、福島県に比べて、寒く

雪が多い新潟県での生活は、原告らにとって大きな負担となった。 

このように、原告らは、日常生活を再建すること自体に、高額な経済的

負担はもとより、多大な労力を要し、精神的苦痛を被った。 

(2) 生活基盤の喪失 

ア 人は、自らが慣れ親しんだ場所において又は自らが選択した場所にお

いて、気心の知れた家族や友人とコミュニケートを図り、自ら選んだ職

場で働き、上司や同僚と汗を流し、自らが慣れ親しんだ学校で勉学し、

教師や友人たちと心情交流を図り、切磋琢磨をすることによって、人格

を全面的に発達させ、自己実現を図ることができる。 

しかしながら、原告ら避難者は、これまでの人生で培ってきたものを
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ほとんど全て失うことになった。原告らは、福島県におけるこれまでの

人生で構築した人間関係、コミュニティ、人生設計、生活設計などを破

壊されたものである。 

イ 子どもたちは、信頼関係を築いてきた教師と友人たちとの離別を余儀

なくされ、誰ひとり知り合いのいない新潟の学校で、「転校生」として学

校生活を送ることになった。 

大人たちは、自らの職場を辞め、または、廃業し、これまでの人生で

培ってきた社会的信用、人間関係、職場における地位を奪われ、職業選

択という自己実現のための梯子を一夜にして外された。 

子どもを産むことを考えていた夫婦の中には、本件事故による避難に

よる健康不安や経済的不安などにより、子どもを産むことを諦めるとい

う選択を余儀なくされ、自己実現にとって極めて重要な意義を有するリ

プロダクションの権利さえ、制約されてしまった。 

避難者は、本件事故が発生しなければ離れずにすんだ家族・親族・友

人・知人とも離れざるを得なくなり、これまでの人間関係を失い、避難

生活の苦しみを打ち明ける相手さえいなくなった。 

また、ある者は、生涯の趣味を行うことができなくなり、豊かな精神

生活と文化的な生活を営むことができなった。 

またある者は、愛する家族の眠るお墓にお参りに行くことさえもでき

なくなったのである。 

ウ さらに、区域外避難者においては、「二重生活」による精神的・身体的・

経済的負担は極めて大きいものがある。 

「二重生活」の場合、父が仕事の都合により避難できないために福島

県に残り、母と子どものみが新潟県へ避難している場合が多い。 

「二重生活」により、父と子どもが離れて生活せざるを得なくなり、

そのことにより子どもが父に懐かなくなったり、本来であれば一緒に生
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活して見届けることができたはずの子どもの成長過程を見届けることが

できないため、父親としての喜びを感じることができなくなるなどして、

親子関係への重大な悪影響が生じている。 

また、夫と妻が離れて生活せざるを得なくなったことにより、夫婦間

のコミュニケーションが不足し、妻においては、母子避難による精神的

苦痛が高じ、夫においては、平日は勤務し、週末は新潟に通うなどの肉

体的疲労と経済的負担が高じることにより、夫婦仲が悪化した例が多数

存在する。 

５ 将来に対する不安 

(1) 健康被害に対する不安 

原告らが、将来の健康被害についての不安と恐怖を抱いていることは言

うまでもない。 

原告らは、いつになれば収まるか分からない放射線被ばくによる、２０

年後、３０年後といった将来の健康への不安を感じ続けている。 

その不安を少しでも解消するために、原告らは、病院で甲状腺検査を受

診したり、ガイガーカウンターを購入して放射線の空間線量を計測したり

している。 

特に、子どもについては、甲状腺がんなど放射線被ばくによる健康への

影響が生じやすいため、親は、自らの子どもに将来健康被害が発生するこ

とに対して強い不安を感じている。 

(2) 将来の生活に対する不安 

また、原告らは、避難先の新潟県内の借り上げ住宅で生活しているとこ

ろ、借り上げ期間が限定された状況下で、いつまで避難生活を継続できる

か不安定な生活を送っているため、将来の居住地の選択、職業選択、進学

先の選択、婚姻、出産などといった、今後の人生設計の決定に支障を来し

ている。 



66 

 

さらに、国や地方自治体が、各地域の除染を進めると言っているものの、

現実に除染が進んでいるとは到底言い難く、除染が完了するまでの期間を

見通すことも不可能である。 

原告らは、いつになったら以前の生活に戻ることができるのかわからず、

また、ようやく新潟の地で生活再建が緒に就いたばかりであるのに、再び

福島に戻ることになれば、再度の転職、転校等を余儀なくされることにな

るものであって、将来の生活の見通しが立たず、多大な精神的苦痛を被っ

ている。 

６ 被告国による避難者に対する差別的取扱いによる精神的苦痛 

(1) 被告国は、半径３ｋｍ圏内の住民等に対する避難指示を行った後、順次、

半径１０ｋｍ圏内、同２０ｋｍ圏内の住民等に対しても避難指示を行った。 

しかし、半径１０ｋｍ圏内、同２０ｋｍ圏内を避難区域とした決定は、

合理的根拠に基づいてなされたものではなかった（国会事故調報告書３２

０～３２１頁参照）。 

(2) 被告国は、平成２３年６月１６日、事故発生後１年間における積算線量

が２０ｍＳＶを超えると推定される地点であって、除染が容易ではない地

点を「特定避難勧奨地点」とした（国会事故調報告書３７８頁）。 

  このように、被告国は、年間２０ｍＳＶの暴露の有無を１つの基準とし、

特定避難勧奨地点等か否かの区別を行っているが、低線量被ばくのメカニ

ズムが解明されていないことなどからすると、その区別には何ら合理性が

ない。 

それにもかかわらず、被告国は、特定避難勧奨地点等からの避難者にの

み健康保険の窓口負担免除を認めるなどして、それ以外の地域からの避難

者を差別してきた。 

(3) 被告国は、平成２３年８月５日付「中間指針」において、区域内避難者

及び特定避難勧奨地点からの避難者に対する精神的損害の損害額について、
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原則として、平成２３年３月１１日から６か月の間（第１期）は１名当た

り１か月１０万～１２万円、第１期終了から６か月間（第２期）は１名あ

たり１か月５万円という指針を示した。 

また、平成２３年１２月６日付「中間指針追補」において、区域外避難

者に対する精神的損害、生活費の増加費用、移動費用について、子ども及

び妊婦に対しては本件事故発生から平成２３年１２月末までの損害として

１名４０万円、その他の区域外避難者については本件事故発生当初の時期

の損害として８万円を目安とする旨の指針を示した。その内訳は明確にさ

れていないが、区域外避難者の慰謝料の金額が、区域内避難者及び特定避

難勧奨地点からの避難者に比して低廉であることは明らかである。 

被告東電も、原告らが被った精神的損害につき、原則的に上記中間指針

及び中間指針追補に従った金額しか賠償をしていない。それにより、被告

東電も、合理的な理由なく、区域内外の避難者を差別している。 

以上のとおり、そもそも区域内避難者及び特定避難勧奨地点からの避難

についての慰謝料自体が極めて低廉であるが、被告国及び被告東電が合理

的根拠のない差別をしていることから、区域外避難者についてはそれ以上

に低廉な損害賠償しか認められない状態に陥っている。 

(4) 被告国及び被告東電による避難者の区分けは、避難に合理性がある者に

ついても、「合理的理由もないのに自主的な判断で避難をしている者」との

レッテルを張り、避難者を分断しようとするものである。 

しかし、区域外の避難者らは、場合によっては、子どもらの身体生命を

守りたい一心から、避難を非難する自己の夫、義父母、その他の親族、隣

人等と争ってまでも避難をしてきたのである。 

このような家族、親族、友人、知人等との亀裂もまた、原告らの多大な

精神的苦痛を生じさせるものであることは既に述べたところであり、原告

らの中には、避難できずに福島県に残った者などとの人間関係の軋轢が生
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じている者もいる。 

このように、国が避難者を不合理に差別したことにより、避難者らには、

多大な精神的苦痛が生じている。 

 

第４ 被侵害利益 

これまで述べた原告ら生じた被害は、憲法上保障された原告らの人権を

侵害するものである。 

１ 放射能汚染のない環境下で、生命・身体を脅かされず生活する権利 

(1) 内容及び根拠 

人格権の一種として、平穏で安全な生活を営む権利（平穏生活権）が認

められる（東京高裁昭和６２年７月１５日・判時１２４５号３頁）。 

そして、自己や子に健康被害が生じることを防ぐため、被ばくの心配が

無い安全な環境下で生活することは、生命・身体の安全という最も重要な

利益を守るために当然に保障されるべき権利である。低線量被ばくのリス

クも指摘されている以上、被ばくの心配が無い安全な環境下で生活する権

利は、もともと住んでいた地域の放射線量の高低にかかわらず、福島県民

全てに等しく保障されるべきである。 

このように、被ばくの心配が無い安全な環境下で生活する権利は、「恐怖

と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」（憲法前文）を標榜した憲法

上の基本理念を前提とし、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」

（憲法１３条後段）として、憲法上、保障されるものである。 

(2) 本件における権利侵害 

本件事故により、福島県内が広範囲にわたって放射能に汚染されたため

に、原告らは、少なからず現実に被ばくし、かつ、もともと居住していた

地域において、被ばくに対する不安から、外出を控えざるを得なくなった

り、屋外のグランドやプールでの体育の授業などができなくなるなど、放
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射線被ばくの危険や不安の無い安全な環境下で自由に行動する権利を奪わ

れ、避難後も、長期間にわたる避難生活を現に強いられている。そして、

除染やインフラ整備も進まないために、将来的にも避難生活がいつまで続

くのか分からない状況にあり、人々の焦燥感は日に日に強くなっている。 

このように、原告らは、もともと居住していた地域において、放射線被

ばくの危険や不安の無い安全な環境下で生活する権利を奪われている。 

２ 人格発達権 

(1) 内容及び根拠 

「人として当然に持っているはずの人生のありとあらゆる発展可能性」

を保障される権利は人格発達権と言われる。 

人間は、幼少期から青年期、壮年期を経て老年期に至るまで、人や環境

との接触・交流を通じて変化し発達していくものである。子どもはコミュ

ニティの中で大人や友達から学び、青年期にはそうした場を家庭や学校の

みならず職場や趣味の場に持つことができる。さらに成長すれば社会的役

割にも変化が生じ、様々な社会的貢献をするとともに、結婚・出産があれ

ば新しい命を育み、家族と地域に新しい構成員が生まれる。そして壮年期・

老年期になれば自らの家庭や地域での蓄積を次世代の者に引き継ぐ、この

ように、人は生を受けてから死に至るまで、自己実現のために、あらゆる

発達可能性を持ちながら生きていくものである。 

このような人格発達権については、基本的人権の各則としては、居住・

移転・職業選択の自由（憲法２２条１項）、財産権（憲法２９条１項）、生

存権（憲法２５条１項）、家族生活における個人の尊厳（憲法２４条）、教

育を受ける権利（憲法２６条１項）、勤労の権利（憲法２７条）、さらには

子どもの権利条約６条２項、９条１項本文、２４条、２８条によって保障

される各権利と位置づけることが可能であるが、これらの人権を多面的複

合的に制約されることは、単に個別的な人権を侵害したにとどまらず、人



70 

 

格発達権を侵害したものと評価することができる。 

例えば、避難者は避難によって財産を奪われたが、不動産や家財はその

場所に定着して家庭や地域と結びつき、様々な人権を享受するための重要

な基盤であって、個々の財産を単体でのみ捉えることはできない。また、

職業の選択は、豊かな精神生活と自己実現に不可欠の人権と考えられてい

るものであって、飯を食うのに困らなければよいというものではない。子

どもの学校生活についても、日本中どこでも義務教育が無償化されている

から良いというものではなく、信頼関係を築いた教師、悩みごとを打ち明

け、共に切磋琢磨できる友人がいてこそ、可能な限り人格を全面的に発達

させることができるものである。すなわち、人は、それぞれ、その居住し

ている地域的コミュニティにおいて、家庭、職場、学校、地域を通じた生

活基盤を有しており、その生活基盤を基礎として、人格発達の機会を享受

しているものということができる。 

このような人格発達権を制限されることは、個人の尊厳そのものに対す

る侵害にほかならず、幸福追求に対する侵害である（憲法１３条）。 

このような考え方は、裁判例においても理解を示されているところであ

る（熊本地裁平成１３年５月１１日判決・訟月４８巻４号８８１頁）。 

(2) 本件における人格発達権侵害 

原告らは、地域の放射能汚染によって避難を強いられ、これまで培って

きた生活基盤を奪われ、人生のすべての局面において非常な困難を強いら

れることになった。このことは、人間ならば誰でも享受することができる

はずの人格の形成・発達の機会を奪われたことに他ならない。 

原告らは、自己が選択した仕事や、その仕事のために使用していた事業

用の財産を捨てて避難しなければならず、就労を通じて、自己実現を図り、

他者と触れ合い豊かな精神生活を営む機会を奪われた。 

子どもたちにおいては、屋外のグラウンドやプールでの体育の授業や遊
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びができなくなるなど、原発事故が無ければ誰でも当然に受けられる教育

と行動の自由を制約され、転校を余儀なくされ、信頼関係のある教師や友

人たちとの離別を余儀なくされた。 

原告らの多くは、家族との離別を余儀なくされ、地域生活で培った友人

や仲間との交流の機会を奪われた。 

そして、原告らは、そのような状態がいつまで続くのか全くわからない

状態に置かれているのであって、人格発達権に対する侵害の程度は非常に

大きいものである。 

３ 居住・移転の自由 

(1) 内容及び根拠 

居住・移転の自由（憲法２２条１項）とは、自己の欲する地に住所また

は居所を定め、あるいはそれを変更する自由、および自己の意に反して居

住地を変更されることのない自由を意味する。 

この居住・移転の自由は、単に経済的自由としての性格のみならず、人

身の自由（積極的に自己の好むところへ移動する自由）、表現の自由（意思

伝達・意思交換など、知的な接触を得るための移動）、人格形成の自由とい

った多面的複合的性格を有する権利として理解されている（芦部信喜（髙

橋和之補訂）『憲法』第４版２１６頁、佐藤幸治『憲法』第３版５５４頁、

野中俊彦ほか『憲法Ⅰ』第５版４５８頁）。 

このような考え方は、判例上も、「居住・移転の自由は、経済的自由の一

環をなすものであるとともに、奴隷的拘束等の禁止を定めた憲法１８条よ

りも広い意味での人身の自由としての側面を持つ。のみならず、自己の選

択するところに従い社会の様々な事物に触れ、人と接しコミュニケートす

ることは、人が人として生存する上で決定的重要性を有することであって、

居住・移転の自由は、これに不可欠の前提というべきものである」とされ、

認められている（熊本地裁平成 13年 5月 11日判決・訟月 48巻 4号 881頁）。 
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(2) 本件における侵害 

原告らは、本件事故により、自身の故郷、または愛着のある場所であり、

今後住み続けることを希望していた場所でもある福島県内から離れ、本来

であれば住む必要がなかった場所である避難先での苦しい生活を強いられ

ている。 

他方で、原告らの中には、本件事故により、福島県を離れて別の場所で

生活することを希望していたにもかかわらず、自分では如何ともしがたい

事情から、福島県外へ避難することができずに、福島県内に滞在せざるを

得なかった者もいる。 

そうだとすれば、福島県内から避難して来た者であっても、福島県内に

滞在せざるを得なかった者であっても、本件事故により、自己の欲する地

に住所・居所を定め、あるいはそれを変更する自由、および自己の意に反

して居住地を変更されることのない自由を侵害されていることは明らかで

ある。 

そして、この居住移転の自由の侵害は、人格発達権の侵害の原因となる

行為であり、特に重大視されるべきである。 

 

第５ 損害 

１ 原告らが被った精神的苦痛の金銭評価 

  これまで述べてきたように、原告らは、憲法上保障された人権に対し、

様々な面で侵害を受けている。 

そして、原告らが侵害を受けている憲法上の人権は、人間として生活す

るための基礎となる全人格的なものばかりであり、その侵害の程度も著し

いものがある。 

さらに、本件においては、原告らの被った損害は、福島県という一地方

の住民だけに犠牲を強いた、特別犠牲であると言える。 
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すなわち、原子力発電所の建設は、被告国の電力政策に基づき、強い反

対論を押し切って推進されたものである。特に、被告東電の福島原発で発

電された電力は、日本国の政治・経済活動の中心である東京都内を中心と

する被告東電管内の電力需要を充たすために利用されていた。 

本件事故による被害は、まさに、被告国の原子力政策の推進や首都圏の

電力需要を優先させた結果、福島県という一地方の住民に、特別な犠牲と

して生じたものというほかない。 

裁判例も、国の勧めで予防接種を受け後遺症の被害を受けた児童が損害

賠償を求めたのに対し、憲法２９条３項の類推適用や１３条を根拠に、伝

染病からの集団的防衛のために特別の犠牲を強いたとして国の損害賠償責

任を認めている（東京地判昭和５９年５月１８日判時１１１８号２８頁）

（髙橋和之「立憲主義と日本国憲法」１２９頁参照）。 

以上に述べた、原告らの権利の重大性やその侵害の重大性、公平の原理

から特別犠牲者に十分な賠償をすべきことなどを併せ考えると、原告らの

被った精神的苦痛を金銭的に評価した場合、その金額は、少なくとも原告

一人当たり、２０００万円を下らない。 

２ 弁護士費用 

被告らが慰謝料等の十分な賠償に応じないため、原告らは本訴訟の提起

を余儀なくされたが、本件のような複雑な訴訟においては法律の専門家た

る弁護士への委任が不可欠であり、本件加害行為と因果関係のある弁護士

費用は、原告１名当たり、上記慰謝料２０００万円の１割相当である金２

００万円を下らない。 

３ 明示的一部請求 

本件訴訟では、原告１名当たり、上記慰謝料２０００万円、及び弁護士

費用２００万円のうちの一部である１１００万円を請求する。 
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第６ 結論 

 よって、原告らは、被告らに対し、不法行為（被告東電については民法７０

９条又は原子力賠償責任法３条１項、被告国については国家賠償法１条）に基

づく損害賠償請求権として、連帯して、金１１００万円及びこれに対する不法

行為の日である平成２３年３月１１日から支払済みまで、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て、本訴を提起するものである。 

 

証 拠 方 法 

 

 おって、提出する。 

 

附 属 書 類 

 

１ 資格証明書（被告東電） １通 

２ 資格証明書（戸籍全部事項証明書） 通 

 

以上 


