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平成29年3月1日

福 島地方裁判所いわき支部 民事部 御 中

被告東京電力ホールディングス株式会社訴訟代理人弁護士 棚 村 友 博ti，

同

同

同訴訟復代理人弁護士

田 中 秀 幸難

青 木 翔 太郎儂驚
導苔＞1濃＼

：

石 川 陽 菜播il

第1は じめに

本 準備 書面 において は，原告 ら提 出の準備 書面 （32） （初期混乱期以降 の

継続 的被 害について） （以下 「原 告 ら準備 書面 （32） とい う。） にお ける原

告 らの主張に対 して，必要 な範 囲で反論す るもので ある。

なお，被告東京 電力提 出の答弁書及 び準備 書面において定義 された文言 につ
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いては，特 に断 りのない限 り，本準備書面 において も， 同様 の意 味を有す るも

の とす る。

第2原 告 ら準備 書面 （32） に対す る反論

1初 期混乱期以降の継続的被害について

原告 らは，原告 ら準備書面 （32） において，本件事故 に よる初期段階 にお

け る異 常な混 乱が一定程度 収束 した後 において も，原告 らは，現在 に至 るまで，

様 々な被害 を 日々受 け続 けてい る と主張す る （原告 ら準備書面 （32） の4～

5頁 ）。

しか しなが ら，被 告東京 電力 準備書面 （10） の11頁 以 下において詳述 し

た とお り，法 的な精神 的損 害の発 生の有無 につ いては，被害者 の主観的事情 の

み に よって判 断 され るべ きではな く，客観 的事情 に基づいて判断す ることが必

要で ある。被害者 が，主観 的に強 い精神的 な苦痛 を受 けた と主張す る場合 であ

って も， これ を法的 な損害 と捉 えて加害者 に帰責す るた めに は，客観 的にそ の

よ うな精神 的 な苦痛 が生ず るだけの科学的 な根拠及 び基礎 とな る事実があるこ

とが必要であ り，か か る事情 を踏 まえて，一般 的 ・合理 的な見地 よ り，法的 な

権利侵 害が発 生 してい る と評価 され る場合 でな くてはな らない。

しか しなが ら， 中間指針追補等が賠償 の対象 となる と定めてい る精神的損害

を超 え る損害 について は，低線 量被 ば くに係 る科学的知 見及び その周知状況 を

踏 まえて も，原告 らの法的 な権利利益 に対す る具体的危 険が生 じているもの と

はい うことはできない。 すなわち，本件事故発生 当初 の時期 にお け る混乱が収

束 した後 にお いて，科 学的な知見 もよ り一層広 く認 識 され るに至 り， また，い

わ き市 内の空 間放射線 量率の状況等 を踏 まえれ ば，本件 事故 の影響 によって，

原 告 らの健 康 に対す る具体 的な危険 が生 じてい る状況に ある とはい えないか ら，
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中間指針等及び被告東京電力賠償基準に基づ く賠償額を超えて精神的損害の賠

償を求める原告 らの主張には理由がない。

2被 侵害利益について

（1） 「本 件事故 によって原告 らが失 った もの」 につい て

原 告 らは，本件事故前 は被 ば くによる健康状 態 を気 にす ることな く， 自然

：豊かな地域 で家族や地域 とっ なが り，共同体 を形成 し， 自ら選 んだ土地 に家

を建 て，密 接な人間 関係 の下で職業 を選 んで生計 を立て，平穏 で安全 な 日常

生活 を送 り，人間 関係 ，地位 ，財産，習慣や思 い出等 を築きあげていたが，

それ が本件 事故に よって， これ までの生活 その もの を失 った，これ らは地域

の空 間線 量率が事故 前 の水準 に戻 り，かつ本件原発 の廃止措置が終了す るま

では以 前 と同 じよ うな状態 を取 り戻す ことはできず ，従前 の居住地 において

「平穏 で安 全な社会 生活 を営む こ と」ができな くなった， と主張す る （原告

ら準備書面 （32） の5～6頁 ）。

しか しなが ら，後述 の とお り，本件事故発生 当初 の時期以降 において，い

わき市 にお ける空 間線 量率は大 き く低減 してお り， また，い わき市民は，本

件 事故前 と同様 の生活 状況 を取 り戻 してい るこ とか ら，原告 らが 「平穏 で安

全 な社会生活 を営む こと」 がで きな くなった とい う原告 らの主張はそ もそ も

事 実 に反す る。

（2） 「原 告 らが侵害 された平穏 生活権 」につ いて

原告 らは，本件事故以前 の 自然放射線 量率を上回 る放射線 量率 が計測 され

てい るいわ き市内 にお いて，今後 も継続 して 日々の生活 を送 ることを余儀 な

くされ てい るが，低線 量被 ば くの健康影響 は科学 的に未解 明であ り，健康 に

対す る悪影 響の可能性 が ある とい うことか らくる不安や ス トレスは小 さくな
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く，また，福 島県民 の子供 を対象 とした 甲状腺検査の毎年 の公表結果 の内容

は，決 して減少や収束 を示す ものではな く，再び事故 が起 これ ば，大量 の放

射線量 に被 ば くし，再 び避難 生活 を余儀 な くされ るか もしれ ない とい う不安

は大 き く，この よ うな原告 らの放射線被 ば く等 に対す る不安は，自らの生命 ・

身体 を害 され るか も しれ ない とい う不安 であ り，その よ うな継続 的被害 に よ

って，身体 権 に直結 した平穏 生活権 が侵害 されている と主張す る （原告 ら準

備 書面 （32） の7～8頁 ）。

しか しなが ら，被 告東京電力 準備書面 （10） の15頁 におい て述べ た と

お り，本件 事故発 生 当初の時期 において，放射線被 ば くによ り健康被害 を受

けるか もしれない とい う恐怖 と不安 を抱 きなが ら自主的避難 等対象 区域 に滞

在 を続 けた場合 にお ける，正 常な 日常生活 の維持 ・継続が相 当程 度阻害 され

たために生 じた精神 的苦痛にっ いては， 中間指針追補 に基づ き精神 的損害の

賠償対象 とされ てい る ところであ るが， これ を超 えて，低線 量の放射線被 ば

くそれ 自体 に よって，原告 らの具体的 な法的権利が危 険に さ らされ ，侵 害 さ

れ ている と評価す る ことはで きない。

す なわち，いわき市 内の空間放射線 量率 は，本件事故直後 ，一 時高 くなっ

た ものの， その後急激 に低下 し，平成23年4月 には毎時1マ イ クロシーベ

ル トを大 き く下回 るに至 り， 同年6月 には，毎時0．24マ イク ロシーベル

トと概 ね年 間1ミ リシーベル トの領域 にま で低 下 して い るこ とが認 め られ

（乙C31の2） ， さらにその後 も，政府 に よる避難指示 の基準 である年 間

20ミ リシーベル ト （時 間換 算3．8マ イ クロシーベル ト／ 時） を大 き く下

回 る状況に あ り，かつ時 間の経過 とともに大幅に低減 してい るので あって，

いわ き市内空間放射 線量率は，同 じく自主 的避難等 対象 区域 とされ てい る福

島県内の伊 達市，福 島市，郡 山市 ，二本松 市 と比較 して も相対的 に低い数値

となってい るもので ある （被告東京電力準備書面 （13） の6頁 以下， 乙C

27の1な い し乙27の61， 乙C28の1な い し乙C28の9） 。
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そ して，低線量被 ば くの健康影響 につ いては，被告東京電力準備書面 （8）

に詳述 した とお りで あるが，国際的に合意 され た科学的知 見に よれ ば，10

0ミ リシーベル ト以下の被 ば くにつ いては他 の要 因に よる発 がんの影 響 によ

って隠れ て しま うほ ど小 さいため，放射線 に よる発 がん リス クの明 らかな増

加 を証 明す るこ とは難 しい とされ てお り，本件事故 におい て避難指示の基 準

とされ てい る年 間20ミ リシーベル トの被 ば くにつ いて も，他 の発がん要 因

（喫煙 ，肥満 ，野菜不足等） に よる リスク と比べて十分低 い水準 にあること

が明 らか に されてい ることか らすれ ば，かかる低線量被 ば くによって，原告

らの法的権利 が具体的 に侵害 されてい る とい うことはできない。

また， この よ うな放射線 の健康影響 に関す る国際的な科学的知見の内容 に

ついて は， これ まで新 聞報道や政府 の広報，専 門機 関のホー ムページ等 に よ

り公 開 され て，広 く知 られ るに至 ってお り， また知 り得 る状況 にあると認 め

られ る （乙A51な い し乙A56， 乙A58の1な い し乙A58の30） 。

さ らに，原告 らが具体 的に どの程度 の放射線被 ば くを受 けていたのかは，

各人 に よって異 なる と考 え られ る ところ，原子放射線 の影 響 に関す る国連科

学委員 会 （UNSCEAR） の2013年 及び2015年 の報告に よって，

福 島県 の住 民 らの本件事故後1年 間の実効線 量の推計値 が年 間20ミ リシー

ベル トを大 き く下回 る ことが明 らか とされてい る とお り，原 告 らの被 ば く量

も年 間20ミ リシーベル トを大 き く下回 る と考 え られ ，実際，被告東京電力

準備書面 （8） の28頁 以下において述 べた とお り，福 島県が実施 した外部

被 ば くに係 る 「県民健康管理調 査」の全県調 査においては，い わき地区では，

99パ ー セ ン ト以上が1ミ リシーベル ト未満 となってお り （乙A48） ，ま

た，福 島県が実施 したホール ボデ ィカ ウンターに よる内部被 ば くの調査結果

におい て も，1ミ リシーベル ト未満 の方 が99．9パ ーセ ン トを 占めていた

とのこ とで あるか ら （乙A49） ，原告 らが本件事故後 にいわき市 内に滞在

した場合 に現実 に被 った被 ば く量 は年 間20ミ リシーベル トの基準 を大き く
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下回 るもので あった と考 え られ る。 また，県 民健康管理調査 にお ける甲状腺

検査 において，嚢胞 ，結節 ，がんの発見率 の増加 が認 め られ るが，高い検 出

効率 によるもの と見込まれ，本件事故 の影響 を受 けていない地域 において同

様 の手法 を用いて検 査 を行った結果 か らは，福 島県 の子 どもの間で見つかっ

てい る発 見率の増加 については，放射線 の影響 とは考 えに くい と示 唆 され て

い る ところで ある （乙A50） 。

したがって，原 告 らが主張す る放射線被 ば く等 に対す る漠 然 とした不安 に

ついては，低線 量被 ば くに関す る前述 の とお りの国際的 にも合意 された科 学

的知見や その周知 の状況，いわき市 内の空 間放射線量率が低 い ものであ るこ

と，被告東 京電力 準備 書面 （14） の2～8頁 で述べ た とお り，いわき市内

の社 会活動 が本件事故 以前 と同様 に営 まれて い る実情 にあること等 に照 ら し

て も，原告 らの法 的な権利利益 に対す る具体的 な危 険に対す るものであ ると

は評価 し得 ない ものであ るか ら，原告 らの上記 主張 も失 当で ある。

3放 射線被ばくに対す る不安について

（1） 低線量被 ば くの健康影響 についての未解 明性 につ いて

原告 らは，初期段 階における異常な混乱 が一定程度収束 した後において も，

本件事故 に よる放射線汚染 は現在 もなお継 続 してい る ところ，低線 量被 ば く

が人体 の健康 の及 ぼす影響 につ いては，未 だ科学的 に明確 な知 見が確立 して

お らず ，国際放射線 防護委員会 （ICRP） で さえも，放射線被 ば くに よる

晩発影響 につ いてLNTモ デル （直線 しきい値 な しモデル） を採用すべ き と

していて放射線被 ば くにおいて安全な数値 は ない としてお り，その よ うな状

況 にお いて ，原告 ら放射能汚染地域に居住 す る滞在者 に とっては，放射線被

ば くに対す る不安 は極 めて大 きい と主張す る （原告 ら準備書面 （32） の8

～10頁 ）。
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しか しなが ら，低線量被 ば くの健 康影響 に関 して国際的に合意 され た科学

的知見 につ いては前述 の とお りで あるが，原 告 らが指摘 してい るLNTモ デ

ル （直線 しきい値 な しモデル） については，科学的に証 明 され た真実 として

受 け入れ られ てい るのではな く，科学的な不確 か さを補 う観 点か ら，公衆衛

生上の安全 サイ ドに立 った判 断 として採用 されてい るものであ り （乙A37

の8頁 ），国際放射線 防護委員 会 （ICRP） の2007年 勧告 においては，

同モデル の根拠 となってい る仮説 を明確 に実証す る生物学 的／疫学的知見が

す ぐには得 られそ うにない ことが強調 され てい る。 そ して，仮 に，原告 らが

主張す るLNTモ デル の考 え方 に従 って リス クを比較 した として も， 「年 間

20ミ リシーベル ト被 ば くす ると仮 定 した場合 の健康 リスクは，例 えば他 の

発 がん要 因 （喫煙 ，肥満 ，野菜不 足等） に よる リスク と比べ て も低い」 とさ

れ ， 喫煙 （1000～2000ミ リシー ベ ル トの被 ば く と同等 ） ， 肥満 （2

00～500ミ リシー ベ ル トの被 ば く と同等 ） ，野 菜 不 足 や 受 動 喫煙 （10

0～200ミ リシ ーベ ル トと同 等 ）よ りも さ らに低 い レベ ル とされ て い る （同

9～10頁 ）。つ ま り， この よ うに社会生活上受容 されて いる各種の生活上

の リスク と比較 して も，年 間20ミ リシーベル トの低線量被 ば くによる リス

クは さらに大幅 に低 い ことが明 らか にされ てい るのである。

その上で ，いわ き市内にお ける放射線量率 は，本件事故直後 の時期 を除き，

概ね年間1ミ リシーベル ト程度以 下の空間放射線量率で推移 してお り （乙C

31の2， 乙C27の1～61， 乙C28の1～9） ，そ のこ とはいわき市

の公報 な どを通 じて広 く知 られて いるもので あ り，本件 事故後にいわき市 内

に滞在 して いた者 の放射線被ば く量 は年間20ミ リシーベル トす ら大き く下

回ってい る と考 え られ るこ とは前述 の とお りで あるか ら，原 告 らの居住地 に

おいて，放 射線被 ば くによる生命 ・身体に対す る具体 的な危 険が生 じてい る

とはい うこ とがで きない。

したがって，かか る主張に よって原告 らの具体的な権利侵 害が何 ら裏付 け
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られ るものではない。

（2） ア ンケー ト結果等 に見 る，原告 らの放射線被 ば くへ の不安

原 告 らは，ア ンケー ト結果等 を踏 ま えて，滞在者 の放射線被ば くに対す る

不安感 は，決 して抽象 的，観念 的な ものではな く，社会的 な合理性 ，相 当性

を十 分に有 している と主 張す る （原告 ら準備書 面 （32） の10～16頁 ）。

しか しなが ら，前述 の とお り， いわき市 内にお ける低線 量被 ば くに よる具

体 的な健康 リスクが生 じている とは認 め られ ないもので あ り，その よ うな中

で ，客観的 な根拠 に基づ かない漠然 とした不安や危惧感 を原告 らが抱 いた と

して も，そ のこ とをもって，法的 な権利利益 の侵 害にあた ると評価 できない

こ とは繰 り返 し述べた とお りであ る。

毎 日過酷 な現実の騒音被害 に さらされてい る住 民原告 に よる損害賠償請求

（国賠）事 件で ある大阪 国際空港事件 に係 る最 高裁判決 （最大判昭和56年

12月16日 ・判例 タイ ムズ455号171頁 ） において も， 「原 判決の判

示 の うちには，単な る身体的被 害発 生の可能性 ない し危険性その もの を慰籍

料請 求権 の発 生原 因た る被害 と認 めてい るかにみ える箇所 がある ところ，そ

の よ うな可能性 ない し危 険性 その ものを直 ちに慰籍料請求権 の発 生原 因た る

べ き現実の被害 にあた る とい うことができない ことはい うまで もない」 と判

示 しているのであ り，原告 らの上記主張には理 由がない。

（3） 地域 の放射能汚染につ いて

原告 らは，放射能汚染 は，スポ ッ ト的 に汚染 され るものであ り， 同 じいわ

き市 であって も，計測す る場所や計測 の仕 方 によってまった く異 なる結果 と

な るか ら，公式発表 の放射線の空間線 量のみ をもって，いわき市 は放射線 量

が低 い と断ず ることはで きず，原 告 らが提 出 した証拠 （甲A9～ 甲A15）

に よる と，実際には行 政が発表す る公 式な数値 よ りも高 い線量が計測 され る
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いわ ゆるホ ッ トスポ ッ トがかな りあるこ とがわか る，また，福 島民報 の報道

を見て も，放射能汚染や 除染 が不十分で あるこ とに関す る報道 がな され てい

る と主張す る （原 告 ら準備 書面 （32） の16～19頁 ）。

しか しなが ら，原告 らが提 出す る証拠 （甲A9～ 甲A15） に よる空 間放

射線 量率 を仮 に前提 として も，いずれ も年 間20ミ リシーベル ト （時間換算

3．8マ イ ク ロシーベル ト／時） を大 き く下回ってい るのであ り，いわき市

内にお ける空 間放 射線量率 が住民 の健康 上問題 のない数値 で推移 してい る こ

とに何 ら変 わ りはない。 いわき市 か らも，いわ き市内で滞在 し，生活 を送 る

こ とについて健康 に支障 が生 じ得 るな どとい う情報 は何 ら公表 され てお らず，

その よ うな科学的見解 が広 く周知 されてい る とい う事情 も全 く認 め られ ない。

したがって，原 告 らの上記主張 によって も，原告 らの法 的な権利利益 に対

す る具体的危険が生 じてい る と評価す る ことはで きない。

（4）食 品の汚 染 について

原告 らは，福 島民報の報道 による と，多品 目にわた る食 品等 の出荷制限 あ

るいは放射性 物質検 査 にお ける基準値超 えの報道 が極 めて頻繁 にな されてお

り，原告 らは，放射性 物質 に汚染 され た食 品等 を摂 取 して しま うのでは ない

か，またそれ によって放射性 物質 を体 内に取 り込み ，内部被 ば くして しま う

のではないか とい う非常 に大 きな不安 を抱 えなが ら生活 してい る と主張す る

（原告 ら準備 書面 （32） の19～23頁 ）。

しか しなが ら，政府 は，平成23年3月17日 に，本件事故後 にお ける放

射性物質 に よって汚染 された食 品の飲食 に よる衛生上 の危害発生 の防止 を図

るとの観点 か ら，原子 力安全委員 会に よ り示 され た指標値 をもって暫定規 制

値 と し， これ を上 回 る食 品 については，食 品衛生法6条2号 に当た るもの と

して食用 に供 され ない よ う規 制す る措置 を講 じ （乙A88） ，翌18日 よ り

地方 自治体 に よる検査 が行われ ，同月19日 よ り，暫定規制値 を超 える食 品
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の廃 棄等の措置 が採 られ てお り，そ の上で，政府 の原子力 災害対策本部 は，

原 子力災害対策特別措置法 に基づ き，平成23年3月21日 以 降，福 島県内

において，葉菜類等 の一定 の食 品 に係 る政府 による摂 取制 限措置 を講 じると

ともに （これ までの対象 品 目と解 除の状況 については，乙A89参 照） ，原

乳，野菜類 等 の多数 の品 目について，その後順次，出荷制 限措置 を講 じてい

る （これまで の対象品 目と解 除の状況 につ いて，乙A90参 照）。

そ して，地方 自治体が実施す る放射性物 質検査の結果 は厚生労働 省 のホー

ムペ ー ジで公表 され る とともに，農 林水産省 のホームペー ジにお いて も農産

物 に含 まれ る放射性セ シ ウム濃度 の検 査結果 が公 表 され てい る （乙A91の

2～3頁 ）。

その後，食 品安全基本法 に基づ き内閣府 に設 置 され た食 品安全委員会 にお

いて食 品 と放射性物質 に係 る リス ク評価 の検討 が進 め られ ，平成23年10

月に同委員 会 によ り放射 性物質に よる食 品健 康影響評価 が取 りま とめ られた

ことを受 けて （その検討 方法等 については， 乙A92） ，平成24年4月 か

ら，食 品 中の放射性物質 に関す る新 しい基 準値 が施行 され るに至 ったが， こ

れ は，従前 の暫定規制値 を下回ってい る食 品については健康への影 響 はない

と一般 的に評価 され，安全性 は確保 され てい るものであるが， よ り一層，食

品の安全 と安心 を確保 す るために，事故後 の緊急 的な対応 としてで はな く，

長期 的視 点か らの新た な基準値 として設 定 された もの とされてい る （乙A9

2， 乙A93） 。

そ して，本件事故以前の原子力安全委員会 に よる指標 （す なわ ち暫定規制

値） では，一般食 品が500ベ ク レル／ キ ログラム，牛乳及び飲料 水が20

0ベ ク レル ／ キログラム とされ ていたのに対 して，新 しい基準値 では，一般

食 品につ いて100ベ ク レル／ キ ログラム，牛乳 について50ベ ク レル／ キ

ログラム，飲 料水 について10ベ クレル／ キ ログラム とす るもので あ り，規

制値 を大幅 に厳格化す るものであった。 この新 しい基準は，年間の線 量上限
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値 を1ミ リシーベル トとして， これ に基づ き一般食 品等 に割 り当て る線 量 を

決定 したものであ り （乙A93） ，十分 に安全側 に立 った基準 である と解 さ

れ るが，従 前の暫定規 制値 を満 たす食 品及 び平成24年4月 以降 にお けるこ

の新 しい基 準値 を満 たす食品の安 全性 にっ いては，厚生労働省 のホームペー

ジにお いて ，Q＆A方 式で説 明がな され てお り，十分 な安全性が確保 されて

いる ことにつ いてわか りやす く情報提供がな され ている （乙A91） 。

さらに，厚 生労働省 は，食 品か らの実際の被 ば くの程度 について，平成2

3年9月 と11月 に東京都 ，宮城 県，福 島県 で実際 に流通 してい る食 品 を調

査 して推計 した ところ，今後の食 品か らの放射性セ シ ウムによる被 ば く線 量

は，年 間にi換算 して0．002～0．02ミ リシーベル ト程度で あ り， これ

は 自然界 に存在す る放射性 カ リウムに よる被 ば く線 量0．2ミ リシーベル ト

程度 と比べ て も非 常に小 さい値 であった， と説 明 されてお り （乙A93・Q

2参 照），実 際，食物摂 取に よる内部被 ば くは十分 に低 い こ とは，広報 いわ

きにおいて も公表 され ている （乙A81の20） 。

さらに， いわき市 の水道水 については，平成23年4月11日 時点にお い

て，放射性 物質 は検 出 されていない こ とが，広報い わきにおいて公表 され て

お り（乙C31の1） ，いわき市で は安心 して水道水 を利 用す るこ とができ る

と周知 され ている ことは，被告東 京電力準備書面 （13） の11頁 以下に詳

述 した とお りである。

以上の とお り，本件事故後 にお いて，福 島県 内で流通 してい る食 品の安全

性 は確保 され てお り，かつ そのこ とは広 く周 知 され てい る実情 にあ るか ら，

かか る事情 の下にお いて，原告 らが福 島県内で流通 してい る食 品の安全性 に

対す る不安 を仮 に抱い ていた として も，合理的 ・科学 的な根拠 に基づ くもの

とはい うこ とができず ，かかる不安 を もって，原告 らの法 的な権利侵害 に当

た る とい うこ ともで きない。
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4原 発事故が収束 してい ないこ とにつ いて の不安 について

（1） 原告 らは，2011年 （平成23年 ）12月16日 の政府 による本件事故

の収束宣言後 も，本件原発 では トラブルや イ ンシデ ン トが相 次ぎ，また20

13年 （平成25年 ）2月1日 には，事 実上事 故収束宣言が撤回 され た こと

な どか ら，本件事故 は到底収束 した とはい えない状況であ り （原告 ら準備書

面 （3）），原 告 らは，大規模 な自然災害，また は人為的 な ミス等が原 因で，

再び本件原発 にお いて大事故 が起 きるか も しれ ない とい う不安を抱 いてい る

ところ，か かる不安 は，原告 らに対す るア ンケー ト結果等 を踏 まえる と，合

理性及び相 当性 を有 してい るな どと主張す る （原 告 ら準備書 面 （32） の2

3頁 以下）。

（2） しか しなが ら，本件事 故後 ，平成23年4月22日 ころまで には本件原発

の状況 は概 ね安定 し，同 日本件原発か ら20～30キ ロメー トル 圏内の屋 内

退避指示が解除 され るな どし，平成23年12月16日 ，原 子力 災害対策本

部 にお いて ，本件原発 の原子炉 は安定状態 を達成 し，事故その ものは収束 に

至 ったこ とが確認 され ，原子炉 の 「冷 温停止 状態」の達成 ，使用済燃料 プー

ル の よ り安定的 な冷却 の確保等 の 目標 が達成 されてい るこ とか ら，発電所全

体 の安全性 が総合 的に確保 され てい る と判 断 され， 「放射性 物質の放 出が管

理 され，放射線量 が大 幅に抑 えられてい る」 とい うステ ップ2の 目標達成 と

完了 が確認 された 旨公表 され てお り，不測の事 態が発 生 した場合 も敷地境界

にお ける被 ば く線量 が十 分低 い状態 を維持 す るこ とがで きるよ うになったた

め，安定状態 を達成 し，発 電所 の事故 その ものは収束に至った と判 断 され て

い る （乙A29） 。

そ の上で，平成23年12月26日 ，政府 の原子 力災害対策本部 よ り， 「ス

テ ップ2の 完 了を受 けた警戒 区域及び避難指示 区域の見直 しに関す る基本 的
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考 え方及び今 後の検討 課題 につ いて」 （乙A30） が公表 され， この中で，

政府 の原子 力災害対策本部 は，上記 ステ ップ2の 完了 を受 けて，警戒 区域及

び避難指示 区域の見直 しについて具体 的な検討 を開始す る環境が整 った とし

て，警戒 区域 及びそ の他の避難指示 区域 の見直 しの基本的 な考 え方 を整理 し

てい る （乙A30の7頁 以 下）。

また，本件 原発 の1号 機 ない し4号 機原子炉建屋 か らの放 出に よる敷地境

界上の被 ば く線量 は平成24年2月 時点で年 間0．03ミ リシーベル ト （日

本 にお ける平均の 自然放射線 による年 間被 ば く線 量は約2．1ミ リシーベル

トで あ り，これの約70分 の1に 相 当す る。）に とどまるた め （乙A94） ，

本件事故に よる放射性物質の放 出 自体 も収束 に至 っている。

そ して，本件事故後 のいわ き市内の空間放射線 量率 の状況 につ いては前述

の とお り平成23年6月 ころ以降は概 ね年 間1ミ リシーベル ト （0．23マ

イ クロシーベル ト／ 時）程度以下で推移 してお り，本件原発 の状況 に関 して

いわき市内 での居住 に当たって抽象的 な漠 然 とした不安 を感 じる ことがある

としても， それ は客観 的な根拠 に基づ くもので はな く，いわき市 内に居住す

る住民 の健康 に対す る具体的 な危険に対す る不安であ るとはいえないか ら，

かかる事情 に よって も，原告 らが主張す る精神 的損害が基礎付 け られ るもの

ではない。

したがって，原告 らの上記主張に も理 由がない。

5人 間関係の分断や軋礫について

（1） 原告 らは，いわ き市に居住す る市民 の中には，放射線被 ば くを意識 し，不

安や ス トレスを 日々感 じなが ら生活 している人 がい る一方 で，放射線被 ば く

や原発事故 の ことな ど忘れ去 りたい とい う人 もお り， この よ うな市民の二極

化 に よ り，同 じ家族や知人 の との間で放射線被 ば くについての認識 に関す る
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意 見等 が対立す るこ とで，家庭不和や知人 と不仲 になって しまった り，また，

いわ き市 内にお ける政府 による避難指示 区域 か らの避難者 の増加 に よ り，急

激 な人 口増や賠償金 の不公平感 か ら，いわ き市民が避難者 に対 して不満 を持

った りす るな どして，被害者 同士 の深刻 な軋礫 を生む こ とにな るが，原告 ら

に対す るア ンケー ト結果等 も踏 ま える と， この よ うな軋礫 も本件事故 の深刻

な被害 の1つ であ るな どと主 張す る （原告 ら準備書面 （32） の25頁 以下）。

（2） しか しなが ら，放射線被 ば くへの恐怖や不安， これ に伴 う行動の 自由の制

限等 に よ り，正常な 日常生活 の維 持 ・継続 が相 当程度 阻害 されたた めに生 じ

た精神 的苦痛 については， 中間指針追補等 の定 める賠償額 の中で考慮 されて

お り，賠償 の対象 とされてい ることはすでに述べ た とお りである。

また，原告 らが主張す る人 間関係 に起因す る軋礫 な どに よって不快 な思い

をす るこ とがあった としても，それ らは原告 らとその周辺 の個 々人 の人 間関

係 や認 識等 に起因す る もので あ り，本件 事故 に よる放射線 の影響 と相 当因果

関係 のある法的権利 の侵 害に 当た る とはい うこ とがで きない。

した がって，原 告 らの上記主張 も失当である。

6生 活の質や地域力の低下について

（1） 原告 らは，本件事故 以前は，農産物や海産物が：豊富だったいわ き市におい

て，多 くの市民は良好 な人間関係 を育 み，また子供 たちは豊かな 自然の 中で

人格 を形成 してきたが，本件事 故に よって，原告 らが居住す る地域 は，現在

大気 ，土壌 ，地下水 ，河川 ，海 洋等の環境全体が汚染 され てい る状況が続 い

てい るため， 自然 の恵 み を享 受 した原告 らの生活 は奪 われ ，生活 の質や地域

力 の低 下 に伴い，原 告 らは大 きな精神 的苦痛 を被 ったな どと主張す る （原告

ら準備 書面 （32） の29頁 以下）。
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（2） しか しなが ら，被告東京電力準備 書面 （13） において詳述 した とお り，

いわき市 の空 間放射線 量率は本件 事故後急激 に減少 してお り，その後 も年 間

20ミ リシーベル ト （時間換算3．8マ イ クロシーベ ル ト／ 時） を大き く下

回ってい るだけでな く，毎時0．1マ イ ク ロシーベル トす ら下回っている実

情 にある （乙C31の2， 乙C27の4～61， 乙C28の3～9） 。また，

いわき市 では，除染 実施 計画 に従い，順次除染措置が実施 されてお り，平成

28年6月 末時点においては，公共施設，住宅 ，農地及び森 林については，

除染発注数 とほぼ同数 について除染が実施 され てい るか， あるい は調査 にて

終了 （事 前 のモニ タ リングの結果 によ り，除染作業が必要 ない と判 断 された。）

してい る （乙C41） 。

また，各種 の産業 も本件事故後 に回復 の道 をた どってお り，いわ き市では，

大型 小売店 等販売額 が平成23年4月 に本件事故前 と同程度 の水準まで回復

し，同月以降本件事 故前 の直近年 同月比110パ ーセ ン ト前後の水準 を維持

してお り， また， 自動車新規登録 台数 は平成23年9月 に本件事故前 と同程

度 の水準まで 回復 し， 同月以降本件事故前 を大 きく超 える水準で需要が継続

してお り， さらに，新規求人倍 率及 び有効 求人倍率 はいずれ も本件事故後 か

ら高い水 準 を維持 しているなど，いわき市 は復興需 要で地域経済 が大 き く回

復 し，む しろ本件事故 以前 と比較 して も経 済状況は好転 している （被告東 京

電力準備 書面 （13） の20～32頁 ）。

さらに，後述 の とお り，いわ き市では，農 地の除染 が進 み，放射性物質の

影響 によって営農が できない状況 にはな く，海 産物 の水揚げ も再 開 されてい

る こと，林産物 の生産 量は回復傾 向にあ るこ とな どか らす ると，いわき市 に

お ける農業 ，漁業，林 業の状況は回復 してお り， さ らに，いわき市復興事業

計画 が順次策 定 され ，同計画 （第 四次）の進 捗状況は100パ ーセ ン トと評

価 され てい るな ど，いわ き市 にお ける復 興状況 は良好で ある （同 （14） の
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9～15頁 ）。

また，被 告東京 電力準備 書面 （14）2～8頁 において詳述 した とお り，

いわ き市で は，本件 事故後 ，平成23年6E20日 には道 の駅 よつ くら港 が

再開 し， 同年7Aに はい わきマ リンセ ンター ・三崎公 園野外音楽 堂，いわき

陸上競 技場等が再開す るな ど，平成23年6，7月 ころには屋外活動 が十分

可能 な状態 となってお り （乙A61の3の8頁 ，乙A61の4の4，5頁 ），

同年8月 には，いわき市 内において 「平七夕まつ り」，「じゃんが ら鎮魂祭」，

「い わきお ど り小浜大会」等多 くの夏祭 りが 開催 され，児童 を含 む多 くの若

者が夏祭 りに参加 し （乙A61の5の10～11頁 ），同年10月 には，2

1世 紀 の森公 園にお いて，従来個別 に開催 され ていた物産展や産業祭等 を統

合 した 「がんばっべ ！いわき復興祭」 が開催 され，2日 間で延べ10万 人 以

上が来場す るな ど （乙A61の5の8頁 ，乙A61の7の 表紙 裏表紙 ），

いわき市 は本件事故前 の活気 を取 り戻 してい ることが認 め られ る。 さ らに，

平成24年 に入 ってか らは，同年2月 に，全 国各地 か ら約8000名 が参加

した 「第3回 いわきサ ンシ ャイ ンマ ラソン」 が開催 され （乙A61の6の1

0，11頁 ， 乙A61の9の3頁 ， 乙A61の11の2，3頁 ） ，同年5月

5日 の子供 の 日には，いわ き市内のア クアマ リンパ ークのアクアマ リンふ く

しまや ， 「わんぱ くひ ろば み ゅ うみ ゅ う」が，多 くの家族連れ でにぎわい

（乙A61の14の 表紙 裏表紙），翌6月 にはい わき陸上競 技場 におい て，

「いわ き市小学校 陸上競技大会」が開催 され （乙A61の15の 表紙，裏表

紙） ， 同年10月 には小名浜港ア クアマ リンパー クにおいて，全 国的 なイベ

ン トで あるいわ き小名 浜み な とフェステ ィバル に，3日 間で13万 人 を超 え

る参加者 が来場す るな ど （乙A61の17の8頁 ， 乙A61の19の 表紙 ，

裏表 紙 乙A65） ，子供 か ら大人 までが参加 で きる屋外 イベ ン トが，多数

行 われ るよ うになってお り，いわき市では，本件事故後 か ら復興 が進み ，例

年通 りの屋外活動 を含 めた社会的活動が活発 に行 われてい ることが認 め られ
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る。

したがって，被告東京 電力が賠償 の対象 と している精神 的損 害 を超 えて，

本件事故 に起 因す る上記 の とお りの空 間放射線 量率 の状況 の下で，客観 的 に

いわ き市 内での生活 が阻害 され ，原告 らの法 的な権利利益が侵 害 されてい る

とは評価す るこ とはで きない ものであって，原告 らの上記主張 には理 由がな

い 。

7事 業者の被害について

（1） 原告 らは，本件事故 以前，いわき市 は，海岸沿いの比較的温暖な気候 の 自

然豊 かな地域 のため海 の幸，山の幸そ の他農作物 が豊富で，また首都 圏か ら

も比較 的近 い ことか ら観 光産業 も盛 んであったが，本件事故でいわ き市が放

射 能に汚染 され た ことによって，いわき市 の農業 ，漁業，林業，観 光業な ど

の事業を営 む原 告 らは経済的に大 きな被害 を受 け るとともに，それ まで長年

続 けて きた仕事 を突然 奪 われた ことで生 きがい を喪失す るな ど多大 な精神的

苦痛 を被 ったな どと主張 し，農業従事者 ，漁業従事者 ，林業従事者及び観光

業従事者 に は，様 々な苦痛や不安 が生 じてい る と主張す る （原告 ら準備書面

（32） の39頁 以下）。

（2） しか しなが ら，事業者 の営業損害や風評被害等の経済的損 害の うち，本件

事故 と相 当因果 関係 を有 す るものについて は，精神的損 害 とは別個 に賠償 が

な され てお り，実際に，被告東京電力 におい てはかか る営業損 害の賠償 を行

ってい るところである。

また，被告東京 電力 準備 書面 （14）9～12頁 において も詳 述 した とお

り，いわき市におけ る農 業，漁業，林業の状況は回復 してい る。

す なわち，いわ き市 にお ける農業 の状況 について，原木 しいた け （露地）
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については，平成23年4月24日 に福 島県の出荷制 限が解 除 され ，同年1

1月9日 にいわ き市 よ り出荷 自粛要請 が出た ものの，同月11日 には解除 さ

れてお り， また， ホ ウレン ソウや小松菜 ， キャベ ツ，は くさい，プ ロッコ リ

ー等 は，平成23年5月4日 に出荷制限が解 除 されてい る （乙A66） 。 ま

た，平成28年6月 末 時点において，農地 について は除染発 注数 とほぼ同数

につ いて除染 が実施 されてい るが，あるいは調査 にて終了 してい ることを踏

まえる と （乙C41） ，いわ き市にお いて，放射性物質 の影響 によって営農

ができない とい う状況 にはない。 さらに，いわき市 では，平成23年4月 に

いわき産農 産物 に対す る風評被 害 を払 しょくす るため，農産 物や加 工品等の

販 売が行 われた 「オールいわ きキャラバ ン」が市内5か 所 で，い わき産農産

物のPR・ 販売活動が行 われ た 「オール 日本 キャラバ ン」が東京 ・新橋で 開

催 されてお り， 同年10Eか らは 「いわ き農産物見 える化 プ ロジェク ト」 が

始動 し，イ ンターネ ッ ト上 でいわき市の農作物，土壌，水 の放射性物質等 の

検査結果等 の情報 が発信 されてい る （乙A67） 。また，いわ き市では， 「い

わきブラン ド農産 品通信 」が継続的 に発行 され， 「いわ きブ ラン ド」の農産

品に関す る情報 の発信 が行 われているほか，各地 でいわき市の農 作物 をPR

す るイベ ン トを開催 した り，いわき市産 の農作物 の魅力 を発信 した りす るな

どの活動 が行 われ （乙A68） ，本件事故後 か ら，いわき市産 の農作物の安

全性 を広 く理解 して も らうこ とで，風評被 害 を払 しょく し，いわき市の営農

の活1生化 につ なが る活動が行 われ ている。

また，い わき市 にお ける漁業状況については，いわ き市 を含む福 島県沖で

漁獲 された魚介類 の多 くについて出荷制 限指示 が解除 されてお り（乙A71） ，

海産物 の緊急 時モ ニタ リング検査 の結果 によ り安全性が確認 され ている魚介

類 も多 くあ り，放射性物 質の数値 が低 いか， ほ とん どが放射性 物質不検 出 と

なっている魚種 の中か ら選 定 され た ものにつ いては，平成24年6月 か ら試

験操業 が行 われてお り，いわ き市の小名浜魚市場 にお いても試 験操 業が行 わ
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れ てい ることや （乙A72） ，いわき市 の水揚 げ量 の過 半数 を占める小名浜

港や ，それ に次 いで水 揚量が多い中之作港 においては，本件 事故後 に水揚 げ

が再 開 され てい ること （乙A73） ，試験操業 の対象 となってい る海 産魚介

類 については基準値 を下回 ってい ることが福 島県に よって確認 され， かつ そ

れ が公 表 され てい るこ とな どか らす ると，漁業 について も事業状況 は回復 し

つつ あ る （営業損 害 に関す る賠償 が別 途行 われ るこ とは前 述 の とお りで あ

る。 ）。

さらに，いわ き市 にお ける林業については，平成28年8． 月末時点 にお い

て，いわ き市の森 林 に関 して除染計画が策 定 された ものにつ いては，すべ て

除染が実施 されてい る ところ （乙A78） ，いわ き市の林産物 の生産推移 を

み る と，木材 につ いて は，平成23年 度 に若干生産量が減少 してい るものの，

平成25年 には，本件事故前 とほぼ同等の水準 に近付 いてお り，また，なめ

こにつ いて も，平成24年 度 には本件事故前 の生産量 を上回 る程度 に回復 し

てい る ことな どか らす る と （乙A76） ，本件事故直後 にいったん落 ち込ん

だ状況 は回復 してい る。

したが って，いわき市 内にお ける このよ うな本件事故後 の農林漁 業の状況

に基づ いて ， これ らの産 業に対す る営業上 の損害 が別途賠償 の対象 とされて

い ることを踏 まえて も， 中間指針追補等 に基づ き被告東京 電力が公 表 してい

る原告 らに対す る精神的損害 の賠償額は相 当性 ・合理性が あるもので ある。

8被 告東京電力による賠償金額について

（1） 原 告 らは，初期 混乱期 が一定程度収 束 した後 においても，現在 に至 るまで

本件 事故に よる被 害 を 日々受 け続 けてお り，原告 ら準備書面 （32） にお い

て主張 してい る初 期混乱期以降の継続 的被害 の実態 か らす る と，被告東京電

力 が原告 らに対 して実施 してい る賠償 は，原告 らが現在ま で受 け続 けている
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様 々な被 害 ，精神 的苦痛 を賠償す るための金額 としては極 めて不十分 である

と主張す る （原告 ら準備 書面 （32） の42～43頁 ）。

（2） しか しなが ら，中間指針追補及 び中間指針 第二次追補 に基づき，被告東京

電力 におい ては，放射線被 ば くに よ り健康被 害 を受 けるか も しれ ない とい う

不安感 に基づ く正常 な 目常生活 の阻害 に係 る精神 的苦痛 （滞在者 の場合）及

びかか る不安感 に基づ いて避難 した ことによ り生 じた正常な 日常生活 の阻害

（避難 者 の場合） につ いて，本件事故 と相 当因果 関係 の認 め られ る範 囲にお

いて精神 的損害 の賠償 を行 ってい るところで あ り，かか る中間指針等 の合理

性 ，相 当性 が認 め られ ることは，被告東京電力準備 書面 （16） において述

べた とお りである。

滞在 者 の場合 において も， 自主的避難者 の場合 にお いて も，低線 量被 ば く

に対す る不安 か ら各種 の 日常生活 の阻害 が生 じ得 るこ とは認 め得 る ところで

ある として も， 自主 的避難等対象 区域 において現実 に生 じてい る低線 量被 ば

くの健 康へ の具体 的危 険の程度 については，原告 らが主張す るLNTモ デル

の考 え方 に従 って リス クを比較 した としても， 「年 間20ミ リシーベル ト被

ば くす る と仮 定 した場合 の健康 リス クは，例 えば他 の発 がん要因 （喫煙 ，肥

満，野菜不 足等） に よる リス ク と比べても低い」 とされ，喫煙 （1000～

2000ミ リシーベ ル トの被 ば くと同等） ，肥満 （200～500ミ リシー

ベル トの被 ば くと同等），野菜 不足や受動喫煙 （100～200ミ リシーベ

ル トと同等 ） よ りもさ らに低 い レベル とされてい る こと （乙A37の9～1

0頁 ）及び本件事故 直後か ら避難 等対象 区域 に指定 され てい ないいわ き市な

どの区域 において生活 上の注意や冷静な対応 を呼び かける報道がな されてお

り，低線量被 ば くの健 康影響 に 関す る科学的 な情報 につ いて も新 聞紙や 専門

機 関のな どパ ンフ レ ッ トやホー ムページでも広 く公表 されて，広 く知 られ る

ところ とな っていた こ となどを踏 ま えれ ば，被告東京電力が 中間指針 追補等
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に基 づき 自主的避難等対 象者 に対す る賠償 を行 ってい る賠償対象期 間 （大人

につ いて は本件 事故 発生 当初 の時期 ＝平成23年4月22日 ころま で，妊

婦 ・子供 については平成24年8月 末 まで） を超 える期 間において は，本件

事故 に起 因す る低線 量被 ば くの具体 的な リス クの程度等 に照 らし，本件 事故

と相 当因果 関係 のあ る 自主的避難 等対象者 の精神的損害 の発生 を認 めるこ と

はで きない。

その上で，被告東京 電力は，次表 の とお り，中間指針追補 に基づ き， 自主

的避難 等対 象者一人 当た り8万 円，妊婦 ・子供 の場合 には一人 当た り40万

円 をそれぞれ賠償 す る とともに， これに加 え，実費等 に関 しても，被告東京

電力賠償基 準に基 づ く賠償 を行 っている。

中間指針追補で定める自主的避難等対象区域内に住居があった者に対する賠償

本件事故発生か ら 平成24年1月 以降

自主的避難等 平 成23年12月 末

対象区域 大人 18歳 以下 大人 18歳 以下

及び妊婦 及び妊婦

8万 円 （本件事 40万 円 8万 円 （た だ し，

精神的損害
故発生当初の 平成24年8月 末ま

（生活費の増
時期における での期 間にお け

加費用含む）
損 害 として） る損害 として）

その他費用 20万 円 （実 際 に 4万 円 （ただ 4万 円

自主的避難を行 し，本件事故

った者 に対 して 発 生 当初 の

20万 円を追加 ） 時期 以 降 の

損害 として）
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被告東京電力準備書面 （4）の53頁 に詳述 した とお り，政府 に よる避難

指示やそ の解 除の状況，科学的 な放射線被ば くの リスクに関す る情報の伝 達，

福 島県内市 町村 にお ける放射線被 ば くへ の不安軽減 措置 の実施 状況等 か ら

す る と，自主的避難等対象者 の放射線被 ば くに対す る不安 も一定の解 消 に向

かってい ると考 えられ ，また，中間指針第二次追補 において，平成23年9

月30日 に避 難i指示 が解 除 された 旧緊急 時避難 準備 区域 に生活の本拠 を有

す る避 難者 へ の精神 的損害 の賠償 終期 を平成24年8月 末 まで を 目安 とす

る と定 め られ てい ること （乙C4の7頁 ）も踏ま えると，妊婦 ・子供 の 自主

的避難等 対象者 に対す る賠償期間 については，平成24年8月31日 まで と

す る ことが合 理的かつ相 当である。

中間指針 追補の賠償指針 はその策定過程 において，過 去 の裁判例等 も参照

の上 で検討 してお り （乙C17参 照），た とえば，空港基地騒音訴訟 （新横

田基地訴訟 ：最高裁判決平成19年5月29日 ）では，W値 （騒音 レベル ）

75～80の 地域 は慰謝料月額3000円 ，同80～85の 地域 は6000

円，同85～90の 地域は9000円 ，同90以 上 の地域 は1万2000円

が認容 されてお り，道路騒音 ・排気 ガスに係 る国道43号 線訴訟 （最高裁平

成7年7， 月7日 判決）では，騒音につ いて慰謝料月額5000円 ，6000

円，8000円 ，1万 円，排ガスについて慰謝料月額3000円 が認容 され

てい る。

また，前述 の大阪国際空港最高裁判決 において も，月額1万 円が賠償額 と

して認 定 されて いる ところであ る。

この よ うな裁判例 に照 らして も，いわ き市内の よ うな 自主的避難 等対象 区

域 内の住民 に対す る精神 的損 害の賠償額 として は，本件事故後 の状況 を踏 ま

え，中間指針追補等 に基づ き，原告 らの精神 的苦痛 を慰謝す るに足 る賠償額

が指針 として定 め られてい る とい うことができる。上記 の大阪国際空港事件

上告審判決 は，原審 である控訴審判 決の判示 内容 につ いて， 「原判決の判示
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の うちには，単なる身体的被害発生の可能性ないし危険性そのものを慰籍料

請求権 の発生原 因た る被 害 と認 めているかにみ える箇所があ る ところ，その

よ うな可能性ない し危険性そのものを直ちに慰籍料請求権 の発生原因たる

べ き現 実の被害 にあた る とい うことができない こ とはい うまで もない」と判

示 してお り， このよ うな考 え方は確 定判例 である といって よい。

したがって，本件事故後 におけるい わき市 内にお ける本件事故 に起 因す る

放射線 量率の状況や その リスクに対す る科 学的知見 の適切 な周知 ・広報 の状

況等 か らすれ ば，被告東京電力 が原告 らに対 して実施 してい る上記 の とお り

の精神 的損 害の賠償等 の水準 は，その リスクの客観 的な程度 を踏 まえて も，

原告 らの精神 的苦痛 を慰謝す るに足 るものであ り，かか る賠償 額が極 めて不

十分 で ある とい う原告 らの上記主張 には理 由がない。

以 上
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