


2 

 

 

目次 

第１ はじめに ........................................................................................................................... 3 

１ 原判決が原賠法３条１項に基づく請求しか認めなかったこと .................................... 3 

２ 民法上の不法行為責任規定の適用を排除したことの誤り ........................................... 3 

３ 原賠法に基づく損害賠償請求における加害者の責任加重事由 .................................... 4 

４ 一審被告東電の注意義務違反に関する原判決の誤り .................................................. 5 

第２ 原賠法３条１項に基づく損害賠償請求と一審被告東電の責任加重事由 ......................... 6 

１ はじめに ........................................................................................................................ 6 

２ 原賠法の目的 ................................................................................................................ 6 

３ 一審被告東電には高度の安全確保義務が課されていること ..................................... 13 

４ 本件で考慮すべき損害増額事由（一審被告東電の責任加重事由）の概要 ............... 26 

第３ 一審被告東電の具体的な責任加重事由 .......................................................................... 28 

１ 一審被告東電の加害行為の悪質性その１一審被告東電の過失（予見義務違反） ........ 28 

２ 一審被告東電の加害行為の悪質性その２（安全確保義務違反及び安全対策阻害行為）

 ............................................................................................................................................ 32 

３ 一審被告東電の加害行為の悪質性その３（データ改竄・事故の隠蔽） ................... 45 

４ 一審被告東電の加害行為の悪質性その３（本件事故後の一審被告東電の態度行動）

 ............................................................................................................................................ 47 

５ まとめ ......................................................................................................................... 60 

 

 

   



3 

 

第１ はじめに 

１ 原判決が原賠法３条１項に基づく請求しか認めなかったこと 

原判決は、一審原告らによる一般不法行為責任の主張について認めず、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項に基づく請

求のみ認めた。 

原判決は、原賠法の規定を挙げて、「（略）これらの規定は、原子力損害が

発生した場合において、原子力事業者にのみ被害者に対する無過失の賠償責

任を負わせることにより、原子力事業者の賠償能力を確保して被害者に対す

る確実な賠償を実施させるとともに、原子力事業の健全な発達を阻害するこ

とを回避しようとした趣旨と解される。」（原判決３８４頁）とする。 

その上で、「そうすると、仮に、原賠法上の損害賠償請求権と民法上の損害

賠償請求権を併存させたり、過失がある第三者への自由な求償を認めたりす

ると、賠償責任が分散され、それに伴い責任主体となり得る者が個々に保険

を掛ける結果、上記原賠法が予定した損害賠償措置が有名無実化する上、上

記政府援助も受けられず、原子力事業者自身の賠償資力が不十分となって、

被害者への賠償ができない事態が生じ、ひいては原子力事業の健全な発展と

いう原賠法の趣旨に悖る結果を招来しかねない。」（原判決３８５頁）とい

う。 

このような理由に基づき、原判決は、原賠法３条に基づく責任のみ認めた

ものである。 

 

２ 民法上の不法行為責任規定の適用を排除したことの誤り 

一審原告らは、原判決が、上記のように原賠法の趣旨を解したこと、及び

民法７０９条と原賠法３条１項の併存を認めない結論には不服がある。 

原賠法が、原子力事業者にのみ無過失責任を負わせ、過失ある第三者への

求償を認めず、被害弁償について政府援助を行う制度を定めたのは、被害者

保護を遺漏なく実現するためであって、被害者の請求を制限する趣旨とは考
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え難く、原賠法が民法上の不法行為の規定を排除するとの原判決の判断は誤

りである。 

原賠法が、原子力事故によって極めて甚大深刻な被害を負う被害者の保護

を図るために定められていることからすれば、民法上の不法行為責任と原賠

法上の無過失責任とは併存すると解し、いずれの請求権を行使するかは被害

者の選択に委ねられると解することこそ、原子力事故被害者の保護に資する

というべきで、原賠法の趣旨にかなう解釈である。原賠法特有の賠償制度が

定められているからといって、被害者の賠償請求が限定される理由にはなら

ないのであって、原判決の理由は失当である。 

 

３ 原賠法に基づく損害賠償請求における加害者の責任加重事由 

 もっとも、原判決は、「「原子力損害」である慰謝料の算定に当たっても、

被害者に生じた現実の損害を賠償するという不法行為に基づく損害賠償制度

の枠内の下、被害者に生じた被害の内容・程度、加害者及び被害者の属性、

加害行為の態様等（加害行為すなわち本件事故に至った経緯、本件事故の原

因やこれに対する従前の被告の対策の内容、各種法令等による原子力発電所

の安全対策、特に津波対策に関する基準などを踏まえ、本件事故時までに、

依拠すべきであった各種の科学的知見を踏まえて考えられるべき被告の注意

義務違反の有無やその違反の態様等）といった諸事情を総合的に考慮して、

被害者に生じる精神的苦痛等を斟酌して、その慰謝料の額を認定すべきとい

うことができる。」（原判決４７３頁）と述べており、この点について一審原

告らに異論はない。 

ただし、原判決は、原賠法の趣旨目的を曲解しており、その結果、一審被

告東電の責任加重事由を過小評価し、それゆえ損害額の正当な増額認定がな

されていないという極めて重大な誤りがある。 

 一審原告らは、第一審で主位的請求とした民法７０９条に基づく損害賠償

請求についての主張はこれまでどおり維持するものであるが、予備的請求と
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していた原賠法３条１項に基づく請求について、以下第２において、原判決

の法解釈および事実認定の誤りを指摘し、一審原告らの主張を整理補充す

る。 

 

４ 一審被告東電の注意義務違反に関する原判決の誤り 

 原判決は、「加害行為の態様等を検討する上で、一般の不法行為における損

害賠償責任の発生要件としての過失、すなわち予見可能性を前提として結果

回避義務違反の有無という枠組みに従って判断することが当然に求められて

いるわけではないが、本件においては、慰謝料を特に増額するような加害行

為の態様等を判断する上で、当然、被告東電に本件事故の予見可能性及び結

果回避可能性があることを前提とする注意義務違反が認められるかどうかが

その慰謝料増額事由の有無を判断するに当たっての中核になるから、まずそ

の点の検討をすべきことになる」（原判決４７３、４７４頁）とする。 

 一審原告らも、主位的請求において主張した一審被告東電の注意義務違反

の程度が、慰謝料増額事由となる加害行為の悪質性を判断するうえで重要な

考慮要素であることについて、異論はない。 

 しかしながら、原判決は他方で、「そもそも原賠法３条１項は、被害者の救

済の観点から、「その損害が異常に巨大な転変地変又は社会的動乱によつて生

じたものであるとき」という免責事由が認められない限り、事業者に無過失

責任を認めるものであり、少なくとも、その損害の範囲について一般不法行

為に基づく損害賠償責任と何ら異なるところはないから、単なる過失による

という態様自体は既に無過失責任の中で評価されており、別途これに基づく

慰謝料の増額を認める必要性はない。そうすると、単なる過失にとどまらな

い、例えば、故意と同視できる負うな重過失やこれに匹敵するような著しい

過失について慰謝料の増額を認める余地があるとしても」（原判決４７６頁）

として、損害算定の増額事由となる被告の悪質性を相当程度重大なものに限

定している。 
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 さらに、原判決は、平成１４年８月末又は２１年までの時点における一審

被告東電の注意義務違反の程度についての事実認定においても、重大な誤認

を重ね、その結果、増額事由を否定するに至っている。 

 かかる原判決の判断は、一審被告東電の加害責任を過小評価するものであ

り、到底承服できるものでない。 

第３において、かかる原判決の誤りを指摘し、反論する。 

 

第２ 原賠法３条１項に基づく損害賠償請求と一審被告東電の責任加重事由 

１ はじめに 

 上述したとおり、本項では、原賠法３条１項に基づく損害賠償請求につい

て、同法の趣旨目的について論じ、原子力事業者に課されている安全確保義

務について論じたうえで、加害行為の悪質性など加害者の責任加重事由が損

害算定の増額事由になることを前提に、一審被告東電の著しい安全確保義務

違反と加害行為の悪質性などの責任過重事由について指摘する。 

 

２ 原賠法の目的 

（１）原賠法１条「原賠法の目的」に関する原判決の誤り 

原判決は、「原賠法は、被害者の保護及び原子力事業の健全な発達を目的と

して、原子力損害に関する損害賠償について基本的な制度を定めている（原

賠法１条）。」として、同法２条２項本文、３条１項、４条１項、５条１項、

６条から１６条までの規定を適示したうえで、「これらの規定は、原子力損害

が発生した場合において、原子力事業者の身に被害者に対する無過失の賠償

責任を負わせることにより、原子力事業者の賠償資力を確保して被害者に対

する確実な賠償を実施させるとともに、原子力事業の健全な発達を阻害する

ことを回避しようとした趣旨と解せられる。」（原判決３８４頁）と判示して

いる。 
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原判決は、原賠法の目的が「原子力事業の健全な発達を阻害することを回

避すること」にあると捉え、「被害者の保護」も「原子力事業の健全な発達を

阻害することを回避する」限度でしか認められないとの判断をしたものであ

る。 

原判決の考え方によれば、「被害者の保護」のレベルが「原子力事業の健全

な発達を阻害することを回避する」限度内に縮減されることになる。 

しかし、原賠法１条は、「この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が

生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保

護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。」と定め

ているのであって、「原子力事業の健全な発達を阻害することを回避するこ

と」を目的としているわけではない。 

原子力損害賠償の目的は、事後的に損害を填補することにより、原子力損

害を受けた被害者の権利を救済することにある。 

原判決は、「被害者の保護」が「原子力事業の健全な発達」を阻害する要因

となりうると捉えて、「被害者の保護」のために「原子力事業の健全な発達」

が抑制されてはならないという考え方に基づき、「被害者の保護」よりも「原

子力事業の健全な発達」を優先させるような法解釈をしているのであって、

法解釈の根本において、原賠法１条そのものの解釈を誤っているばかりか、

人権意識の欠落した看過しがたい重大な誤りを犯していると言わざるを得な

い。 

（２）原賠法１条の解釈 

原判決は、原賠法１条が「被害者の保護」とともに「原子力事業の健全な

発達に資すること」を目的として掲げていることから、「原子力事業の健全な

発達に資すること」が原子力損害賠償の目的であると考えたのであろう。 

しかしながら、この問題が具体的に顕在化するのは、原子力損害賠償請求

権の成立要件の解釈において、原子力事業の健全な発達をも目的とすること

を理由として、原子力事業者の責任を縮減する場合があり得るかであるが、
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原賠法においては、原子力事業者を直接保護する規定は存在せず、原子力事

業者の保護は、国の援助等を通して、制度として実現されるものであり、個

別の損害賠償請求権の成立に影響しない構造となっている。被害者の保護に

対する原子力事業者の責任を縮減することは原賠法自体が想定していない。 

したがって、原子力損害賠償の目的は被害者の権利保護・救済であると考

えるべきである。 

この点について、豊永晋輔「原子力損害賠償法」（2014 年 10 月 13 日信山

社出版株式会社発行）５頁（甲Ａ６４９号証）は、以下のように述べてい

る。 

「原子力損害賠償の目的は、事後的に損害を填補することにより、原子力

損害を受けた被害者の権利を救済することにある。」「原賠法は、被害者の保

護とともに、原子力事業の健全な発達を目的として掲げる（原賠法１条）。こ

のことから、原子力事業の健全な発達が、原子力損害賠償の目的であるとも

考えられる。しかしながら、『原子力損害賠償制度』の目的と『原子力損害賠

償』の目的を区別することができる。したがって、ほかの損害賠償と同様

に、原子力損害賠償は被害者の権利救済・保護を目的とすると考える。この

問題が具体的に顕在化するのは、原子力損害賠償請求権の成立要件の解釈に

おいて、原子力事業の健全な発達をも目的とすることを理由として、原子力

事業者の責任を減縮する場合があり得るかである。しかしながら、ここで、

原賠法において、原子力事業者を直接保護する規定は存在しない。すなわ

ち、第１に、責任集中制度（原賠法３条１項、４条１項）については、原子

力関連事業者の保護にとどまり、原子力事業者の保護にはならない（むしろ

責任が加重されている。第６章参照）。そのほか、原子力事業者の責任につい

ては、原子力損害賠償制度が存在しない場合と比較して軽減する制度は存在

しない。また、第２に、原子力事業者の保護は、①国の援助（原子力損害賠

償責任が成立する場合。原賠法１８条１項）、②被災者の救助及び被害の拡大

の防止のために必要な措置（不可抗力免責が成立する場合。原賠法１８条２
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項）を通して、制度として実現されるものであり、個別の損害賠償請求権の

成立に影響しない構造となっている。そうだとすれば、（原子力損害賠償制度

と完全に切り離されないとはいえ）原子力損害賠償の目的は被害者の権利保

護・救済であると考えられ、原子力事業者の責任を縮減することは想定され

ていないと考えられる。」 

以上のとおり、原賠法は、ほかの損害賠償と同様に、権利救済・保護を目

的とすると考えるべきである。 

（３）原賠法の政府提案理由からみた原賠法１条の目的と３条の無過失責任 

原賠法の法律案は、１９６０（昭和３５）年５月１７日開催の衆議院科学

技術振興対策特別委員会において審議に付され、中曽根康弘国務大臣（科学

技術庁長官）が本法律案の提案理由を説明した。 

議事録（第３４回国会 衆議院科学技術振興対策特別委員会 第１２号 

昭和３５年５月１７日）（甲Ａ６５０号証）には以下のとおり記載されてい

る。 

＜中曽根国務大臣の提案理由＞ 

「第一に、この法律の目的は、原子炉の運転、核燃料物質の加工、使用及

び再処理等の行為を行うことによって、万々一放射能等、原子力による被害

を第三者に与えました場合、その損害の賠償に関する基本的制度を定めて、

被害者の保護に遺憾なきを期することにより住民の不安を除去し、同時に、

原子力事業者に損害賠償措置を講じさせることにより原子力事業経営の基盤

を安定化し、原子力事業の健全な発達に寄与しようとするものであります。 

第二に、原子力事業者の賠償責任につきましては、民法の不法行為責任の

特例として無過失責任とし、かつ、原子力事業者に責任を集中することとい

たしたのであります。無過失責任といたしましたのは、原子力の分野におい

ては、未知の要素が含まれるという実情にかんがみ、原子力損害の発生につ

いて故意、過失の存在しない場合も考えられ、また、かりにこれらの要件が

存在するといたしましても、その立証は事実上不可能と認められるからであ
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り、一方、近代科学の所産である危険を内包する事業を営む者は、よって生

ずる損害については故意、過失の有無を問わず責任を負うべしとして無過失

責任を課している各国の例に徴しても妥当であると考えられるからでありま

す。また、原子力事業が広範な産業の頂点に立つ総合産業でありますだけ

に、損害発生時における責任の帰属が不明確になる場合が予想されるのであ

ります。それでは被害者の保護に欠けるばかりでなく、原子力事業に対する

資材、役務等の供給が円滑を欠き、事業そのものの発達が阻害されることと

なるおそれが強い点もあわせ考慮して責任の集中を行ったのであります。従

ってまた、損害の発生が資材、役務の供給に原因するような場合にありまし

ても、原子力事業者の求償権は原則としてこれらの者に故意がある場合に限

って行使できるものとしたのであります。ただし、異常に巨大な天災地変等

によって損害が生じた場合まで、原子力事業者に賠償責任を負わせますこと

は公平を失することとなりますので、このような不可抗力性の特に強い特別

の場合に限り、事業者を免責することといたしたのであります。 

第三に、損害賠償のための一定の措置を講じない限り、原子炉の運転等を

行わせないこととし、損害賠償責任を担保するための措置を原子力事業者に

強制することといたしたのであります。（以下略）」 

以上の政府の原賠法の提案理由から明らかなように、原賠法１条の目的は

「損害の賠償に関する基本的制度を定めて、被害者の保護に遺憾なきを期す

ることにより住民の不安を除去」することである。「原子力事業者に損害賠償

措置を講じさせること」により、「原子力事業経営の基盤を安定化し、原子力

事業の健全な発達に寄与しようとするもの」であるから、「被害者の保護」が

主たる目的であって、「原子力事業者に損害賠償措置を講じさせること」の結

果として「原子力事業の健全な発達に寄与」しようとするものである。 

さらに、原賠法３条の無過失責任については、危険責任原理により正当化

されることを明らかにしている。原子炉の運転等が高度性・制御不可能性を

伴う特別の危険を内包するため、注意・行為義務を尽くしても、相当の頻度
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で生じる操業上の事故について、原子力事業者に引き受けさせることが正当

化され、特別の危険が実現したことを根拠に一種の保証責任として原子力事

業者に帰責するものである。 

したがって、政府の提案理由からみても、原賠法の目的は、被害者の保護

にあるということができる。 

（４）一審被告東電の責任加重事由（原賠法の損害賠償請求において考慮すべき

増額事由） 

ア 原賠法３条１項に基づく損害賠償請求においても、一般不法行為同様、衡

平の観点から被害者の保護がなされるよう、加害行為の悪質性などが慰謝料

増額要素として考慮されるべきである。 

この点、原判決は「（略）慰謝料増額事由として基礎事情とするに当たって

は、単に予見可能性及び回避可能性があったことのみから当然に慰謝料の増

額が認められるものとはいえず、相当程度の悪質性、故意やこれと同視でき

るような重大な過失、あるいは一審被告東電に著しい過失があったことを要

する」と述べる。 

しかしながら、かかる原判決の考え方は裁判実務に照らし誤りである。 

実際、裁判実務において、慰謝料算定に当たって裁判所が斟酌すべき事情

については、何らの制限がなく（大判大 5・5・11 刑録 22・72、大判大 9・

5・20 民録 26・710）、当事者の身分・資力・生活の程度・被害の態様その他

諸般の状況（大阪地判明 35・10・16 新聞 114・11）、被害者の員数・年齢・

加害行為の動機（大判明 44・4・13 刑録 17・569）等のように、きわめて広

範囲の要素が含まれるとされている（齋藤修「総論」『慰謝料算定の理論』26

頁、株式会社ぎょうせい、平成 22 年）。 

イ 加えて、原賠法に基づく損害賠償請求においては、原賠法の目的が、「被害

者の保護」及び「原子力事業の健全な発達」とされていることに照らせば、

損害の算定にあたっては、「被害者の保護」を図るため、衡平の観点から、加

害行為の悪質性等を損害算定の増額事由として考慮することは当然として
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も、それだけでなく、「原子力事業の健全な発達」を図るため、再発防止の観

点からも、加害者の責任加重事由として損害算定における増額が認められる

べきである。 

すなわち、加害行為が原子力事業者に課された安全確保義務を怠る悪質な

ものであるときは、原子力事業の「健全」な発達が阻害されていることにほ

かならないから、これを放置しないために、損害算定において制裁的加算を

すべきであり、原賠法の趣旨・目的はこれを予定していると解すべきであ

る。 

なぜなら、原子力事業者に課される賠償責任の負担が、安全確保義務を怠

る「不健全」な事業遂行によって得られる利益より軽ければ、原子力事業者

は損害賠償金を支払ってでも「不健全」な事業を続けたほうが経済的利潤を

追求できることになり、住民の生命・生活・人生を奪うことを何ら厭わず、

引き続き安全確保義務を怠り、同じ過ちを繰り返すことになりかねず、かか

る事態は原子力事業の「健全」な発達という原賠法の法目的に根本的に反す

るからである。 

したがって、原賠法に基づく損害賠償の賠償額算定にあたっては、被害者

保護の観点に加え、再発防止の観点から、原子力事業者が同じ過ちを繰り返

さない動機付けとなるよう制裁的増額がされるべきである。 

（５）小括 

原判決は、「原賠法の目的」についての根本的な法解釈を誤ったために、一

審被告東電の加害行為の態様の評価を誤り、その結果として、一審原告らの

損害額の認定がことごとく過少評価されているといっても過言でない。 

以上述べたとおり、原子力損害賠償の目的が被害者の権利保護・救済にあ

ることは明らかである。 

民法学者が「不法行為法は、個人の権利を起点とし、その保護を目的とし

た体系（権利保障の体系）として把握されるべきである。その際、憲法によ

り保障された個人の権利が何かを起点として、民法７０９条にいう「権利」
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（ないし法律上保護される利益）としての保護の内包と外延を決定していく

べきである。」（潮見佳男「不法行為法Ⅰ」（第２版）２６頁）と述べていると

おり、憲法により保障された個人の権利が何かを起点として原陪法の目的で

ある「被害者の保護」の内包と外延が決定されなければならない。 

人間の尊厳を普遍的価値に置く憲法原理である人権保障の観点に立つなら

ば、原子力事業の発達のために被害者保護が抑制されてはならず、「被害者の

保護」を十全に図ることが最優先されなければならない。また、それなくし

て原子力事業の健全な発達はあり得ない。 

加えて、原賠法は、原子力事業の「健全な」発達を目的に置いているか

ら、これに反するような加害行為に対しては、再発防止の観点から、制裁的

増額をも想定したものと解すべきである。 

原判決の「原賠法の目的」についての法解釈の誤り及びその結果としての

一審被告東電の加害行為の非難性の評価と一審原告らの損害額低額認定の誤

りは、控訴審で正されなければならない。 

 

３ 一審被告東電には高度の安全確保義務が課されていること 

（１）はじめに 

一審被告東電の責任加重事由を考慮する前提として、原子力事業者には原

子力利用において極めて高度の安全性を確保しこれを維持する義務が要求さ

れていることを正しく把握する必要がある。 

原子力事業は極めて危険な技術を用いるものであり、ひとたび原子力事故

により環境に放射能物質が拡散すれば、人間の健康、安全、生活及び人間社

会が根こそぎ奪われることから、絶対に事故を起こしてはならないという極

めて高度の義務（以下これを「安全確保義務」という。）が課されているので

ある。 

いわゆる「生業訴訟」の令和２年９月３０日仙台高裁判決も、次のように

判示し、同様の義務を認めている。 
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「上記⑴の各法令は、原子力発電所の有する上記⑵のような危険性等を踏

まえ、原子力発電所が引き起こすおそれのある重大な事故及びそれによる深

刻な災害を万が一にも起こさないようにするためのものであると解されるこ

となどからすれば、原子力事業者である一審被告東電は、福島第一原発を設

置、稼働するに当たり、少なくとも、同原発周辺に居住しその事故等がもた

らす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民

との間で、原子力発電所による重大な事故及びそれによる深刻な災害を起こ

して、当該住民の生命・身体、財産、平穏に生活する権利等を侵害しないよ

うにするべく、原子力発電所の安全性を維持する義務を負っていたというべ

きである。（最高裁平成４年１０月２９日第一小法廷判決・民集４６巻７号１

１７４頁〔伊方原発訴訟〕、最高裁判所平成４年９月２２日第三小法廷・民集

４６巻６号５７１号〔もんじゅＨ４訴訟〕）」 

（なお、上記高裁判決では安全性を「維持」する義務としているが、「維

持」には一旦確保した安全を維持するというニュアンスがあるところ、一審

被告東電は原発設置当初から安全性を確保することを怠っていたから、本稿

では「安全確保義務」という言葉を用いる。） 

以下、原子力規制法令から導かれる原子力事業者の安全確保義務について

論じたうえで（（２）、（３））、原子力技術の特性から科学的専門的知見と科学

的専門的倫理に基づく高度の注意義務が要求されることについて論じる

（（４））。 

（２）原子力規制法令が示す原子力事業者の安全確保義務 

ア 原子力基本法 

原子力基本法は、原子力利用において安全の確保を旨とすることを定めて

いる。 

１９５５（昭和３０）年制定時、第１条の「目的」に「人類社会の福祉と

国民生活の水準向上に寄与する」との文言があり、原子力利用はあくまでも

人間の福利のための手段として位置付けられていた。 
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１９７４（昭和４９）年の原子力船むつの放射線漏れ事故を受け、１９７

８（昭和５３）年の法改正で、第２条の「基本方針」に「安全の確保を旨と

して」の文言が追加された。 

本件事故後の２０１２（平成２４）年改正で第２条２項に「前項の安全の

確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び

財産の保全、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とし

て、行うものとする。」との規定が追加された。 

このような「目的」「基本方針」の規定の改正経過に照らせば、原子力基本

法は、その制定当初から、原子力発電所の事故により国民生活に甚大な被害

をもたらすような事態を回避することが当然の前提とされていたのであり、

数次の改正によって、安全確保には万全の対策を取る必要があることが一層

明確にされてきたものといえる。 

イ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「炉規

法」） 

（ア）目的規定 

炉規法は、公共の安全を図るため、原子力事業者等に厳しい規制を課し

ている。 

同法は、１９５７（昭和３２）年制定当時から、原子力基本法の精神に

則り「これら（注：核原料物質、核燃料物質及び原子炉）による災害を防

止して公共の安全を図るために」必要な規制を行うことを目的としていた

（１条）。 

数次の改正を経たが、本件事故前においても、目的規定の趣旨は変わら

ない。 

本件事故後、２０１２（平成２４）年改正では「もつて国民の生命、健

康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目

的とする」と明記された。 
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このように、炉規法の目的は、制定当時より一貫して、原子力基本法の

精神に則り、原子炉による災害を防止し、及び核燃料を防護して、公共の

安全の図るため、原子炉の設置及び運転等に関し、必要な規制を行うとい

うものであった。 

(イ)事業主の責任規定 

平成２４年法律２７号の改正により、同法は「原子力事業者等の責務」

を設け、原子力事業者等の責務を明記した。かかる規定は、本件事故後の

改正によるものであるが、炉規法の趣旨目的に照らし、原子力事業者等の

法的責任を確認的に明文化にしたものである。 

つまり、原子力事業者等は、原子力利用における最新の知見を踏まえつ

つ、原子炉による災害防止等に関し、原子力施設等の安全性の向上又は特

定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等に

ついての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置

を講ずる法的義務があることが、法文上も明確にされた。 

ウ 電気事業法 

本件事故前、電気事業の用に供する原子力発電所の運転については、電気

事業法の適用があり、原子力事業者は、同法の定めるところにより安全確保

義務を負っていた。 

すなわち、電気事業の用に供する原子力発電所の運転については、炉規法

（平成２５法法律第８２号による改正前のもの）７３条により同法２７条か

ら２９条まで（設計及び工事の方法の認可、施設検査、性能検査）の適用が

除外され、電気事業法（平成２４年法律第４７号による改正前の昭和３９年

法律第１７０号）が適用されていた。同法は、「公共の安全を確保し、及び環

境の保全を図る」（１条）ため、原子力事業者に厳しい規制を課していた。 

本件事故後、平成２５年法律第８２号による改正により、炉規法７３条

（適用除外規定）が削除され、同法に発電用原子炉の設置、運転等に関する
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規制に係る規定が新設され（第四章第二節）、従前電気事業法によって定めら

れていた上記規制は、概ね同様に炉規法に引き継がれた。 

したがって、 福島第一原発のような発電用原子炉については、本件事故の

前後（平成２５年法律第８２号による炉規法改正の前後）を通じて、原子力

基本法や炉規法が目的として掲げる国民の生命、健康及び財産の保誰を図る

ために、経済産業大臣（上記改正後は原子力規制委員会）に対し大きな権限

を与えて、国民の生命、健康及び財産に対し危害が及ぶことなどがないよう

に厳重に規制するという法的システムが構築されていた。 

このように、国による厳しい規制システムが構築されていたことは、裏を

返せば、原子力事業者に対し、原子炉の利用において、万が一にも事故を起

こさないようにするための極めて厳格な安全対策を取るべき高度の安全確保

義務が課されていたことを意味する。 

エ 電気事業法に基づく省令６２号 

電気事業法を受け、発電用原子炉について適用されるべき技術基準は、津

波による損傷を防止する措置を講じるべきことが省令で定められており、原

子力事業者はかかる技術基準に適合した対策を取る安全確保義務を負ってい

た。 

すなわち、本件事故前、電気事業法３９条１項による委任に基づき、昭和

４０年通商産業省令第６２号「発電用原子力設備に関する技術基準を定める

省令」（以下「省令６２号」という。）４条１項は、技術基準として、発電用

原子炉を含む事業用電気工作物について、津波等による損傷によって安全性

を損なうことがない技術基準を設定していた。（地震に対する規定は５条で別

途定めていた。） 

本件事故後、平成２３年経済産業省令第５３号による改正により、同省令

５条の２に「津波による損傷の防止」として、「原子炉施設並びに一次冷却材

又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が、想定さ

れる津波により原子炉の安全性を損なわないよう、防護措置その他の適切な
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措置を講じなければならない。」及び「津波によって交流電源を供給する全て

の設備、海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯

蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失した場合においても直ちにその機能

を復旧できるよう、その機能を代替する設備の確保その他の適切な措置を講

じなければならない。」との基準が追加されるなどし、さらに、２０１３（平

成２５）年６月８日には、津波による損傷の防止のための基準も含んだ技術

基準規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則」）が制定され 前記の平成２５年法律

第８２号による炉規法改正により、以後は、発電用原子炉に適用すべき技術

基準の内容は同規則に引き継がれることとなった。 

したがって、本件事故の前後を通じて 発電用原子炉について適用されるべ

き技術基準は、供用中も含めて、津波による損傷を防止する措置を講じるべ

きことを定めていた。 

こうした技術基準が示すとおり、原子力事業者には、原子炉施設並びに一

次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備の

維持管理において、津波により原子炉の安全性を損なうことのないよう、防

護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない義務が

課されていた。 

オ 原子力規制法規は原子力事業者に極めて高度の安全確保義務を要求して

いること 

以上のような原子力規制法令の規定に照らせば、原子力事業者には、原子

力災害を万が一にも起こさないよう、最新の知見を踏まえた安全対策を施し

安全を確保する法的義務があることは明らかである。 

原子力事業者には、国の指導や規制に従って安全対策を実施する義務があ

ることは当然であるが、国の指導や規制に従えば足りるというものではな

い。 
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それにとどまらず、自ら、原子力利用における安全に関する最新の知見を

踏まえつつ、原子炉による災害の防止に関し、原子力施設の安全性の向上や

特定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等に

ついての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置を

講じ安全を確保ずる義務がある。 

なぜなら、苛酷な原子力事故を現実に防止することができるのは原子力事

業者をおいてほかにいないからである。 

（３）原子炉の安全確保に関する判例・裁判例 

ア はじめに 

本件事故が発生する以前は、原子力発電所をめぐる訴訟は、原子炉設置許

可に関する取消訴訟、許可無効確認訴訟ないし差止訴訟が中心であり、本訴

訟のように住民が原子力事業者に対し損害賠償請求を求める事案はほとんど

なかった。 

しかしながら、請求の趣旨を異にしているとはいえ、過去の裁判例や判例

において示された原子力規制法令の解釈は、原子力事業者の安全確保義務を

考えるうえで参考にすべきである。 

イ 伊方原子力発電所最高裁判決 

２００２（平成４）年１０月２９日最高裁判所第一小法廷判決は、伊方原

発１号機の設置許可取消しを求めた住民等の請求を退けた判決であるが、炉

規法２４条１項３号４号の解釈について、次のように述べる。 

「原子炉設置許可の基準として、右のように定められた趣旨は、原子炉が

原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として

使用する装置であり、その稼働により、内部に多量の人体に有害な放射性物

質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が原子炉の設

置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が確

保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体

に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な
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災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こら

ないようにするため、原子炉設置許可の段階で、原子炉を設置しようとする

者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置、構造及び設備の安全

性につき、科学的、専門技術的見地から、十分な審査を行わせることにあ

る」 

「右の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子

炉施設そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び

周辺環境への放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉

設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及

び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において、多角的、総合的見地

から検討するものであり、しかも、右審査の対象には、将来の予測に係る事

項も含まれているのであって、右審査においては、原子力工学はもとより、

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的

判断が必要とされるものであることが明らかである。」 

このように、伊方原発最高裁判決は、炉規法の定める設置許可基準が、原

子力災害が「万が一にも起こらないようにするため」にあるとしており、同

基準に基づく審査は、事故時の影響等を、自然条件や社会的条件及び原子炉

設置者の技術的能力との関連において検討し、将来の予測も審査対象とし、

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的

判断をすべきものと判示している。 

裏を返せば、設置許可を受ける原子力事業者には、原子力災害が万が一に

も起こらないようにする高度の安全確保義務が課されており、かかる安全確

保義務は多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づ

くものでなければならないことを示している。 

この点、原判決は、一審被告国の規制権限不行使の違法性に関する判示の

中で（原判決３９３頁）、「この伊方最高裁判決の判示を踏まえると、炉規法

24 条 1 項 4 号の要件審査に当たっては、原子炉施設の高度の安全性を確保し
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つつも、原子炉設置許可における審査事項が複雑、かつ、高度な専門技術的

事項に係るものであり、それについての科学技術及び科学的知見が不断に進

歩、発展、変化するものであって、多くの専門分野の専門技術的知見等を踏

まえた、確定不可能な将来予測にわたる点に鑑みて、規制行政庁の専門技術

的な裁量を認めざるを得ず、しかも、科学技術の分野においては、社会生活

上有用な科学技術のもたらす利益とこのような科学技術が内包する危険性・

リスクとを勘案し、そのリスクが社会において許容されるべき限度において

これを利用する相対的な安全性の考え方が背景にあり、このような相対的安

全性を容認するとの立法判断の下、上記要件審査に関する専門技術的な裁量

を認めたものと理解できる。」と述べ、このことは一審被告東電にも同様に解

しているものと考えられるが、上記最高裁判決の「万が一にも事故を起こさ

ないようにする」との安全側に立脚した解釈と根本的に相いれない誤った解

釈である。 

ウ その他の裁判例・判例 

本件事故以前において、かつ伊方最高裁判決以前の下級審においても、原

子炉の安全確保に関し、いくつかの裁判例が判示している。 

東海第二発電所原子炉設置許可処分取消請求事件（水戸地方裁判所昭和６

０年６月２５日判決）は、炉規法２４条１項４号につき、「右のような規制法

二四条一項四号の解釈からすれば、原子炉施設の安全性の確保は、原子炉施

設の有する潜在的危険性を顕在化させないよう、放射性物質の環境への放出

を可及的に少なくし、これによる災害発生の可能性をいかなる場合において

も社会観念上無視しうる程度に小さく保つことにあるということができる。」

とする。 

炉規法２４条１項４号の解釈として、「放射性物質の環境への放出を可及的

に少なくし、これによる災害発生の可能性をいかなる場合においても社会観

念上無視しうる程度に小さく保つ」ことを法が原子力事業者に要請している

ことを明示したものである。 
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志賀原発２号機建設差止請求事件（金沢地方裁判所平成１８年３月２４日

判決）は、次のように判示する。 

「ア ウラン２３５の原子核の核分裂反応により、クリプトン８５、スト

ロンチウム９０、ヨウ素１３１、セシウム１３７、ネプツニウム２３９、プ

ルトニウム２３９、プルトニウム２４０などの放射性物質が発生する。その

量は、１００万キロワットの原子炉の場合、１年で１トンに達するところ、

これは広島に投下された原爆の千発分に相当するといわれているほど膨大な

ものである。」 

「そこで、我が国においては、原子力発電所の設置者は、原子力発電所の

運転に伴って環境へ放出せざるを得ない放射性物質の量を抑える対策を講じ

るとともに、多重防護の考え方に立って、原子炉出力、原子炉圧力及び原子

炉水位をいずれも安定して制御し、放射性物質の環境への放出につながるよ

うな事象の発生を未然に防止する異常発生防止対策を講じ、異常が発生した

場合にも、「止める、冷やす、閉じこめる。」の標語のもと、その拡大を防止

する異常拡大防止対策を講じ、異常が拡大した場合にも放射性物質の環境へ

の大量放出という事態を防止する放射性物質異常放出防止対策を講じている

（原子炉等規制法２４条１項４号）。」 

このように、同判決も、炉規法２４条１項４号につき、原子力事業者が、

異常が発生した場合にも「異常拡大防止対策」を講じ、さらに異常が拡大し

た場合にも「放射性物質異常放出防止対策」を講じるなど多重防護の思想か

ら安全対策をとるべきことを明らかにしている。 

（４）原子力技術の特性から高度の安全確保義務が要求されること 

原子力規制法令が原子力事業者に高度の安全確保義務を課すのは、原子力

技術の特性からの帰結である。 

原子力規制法令が原子力事業者に要求する安全確保義務は、判例が判示す

るとおり、原子力技術の特性を踏まえた多方面にわたる極めて高度な最新の
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科学的、専門技術的知見に基づくものでなければならず、そうした知見は科

学的専門的倫理に裏打ちされたものでなければならない。 

原子力技術の特性として次の点が挙げられる。 

ア 他の科学技術に比して原発は異質であること 

科学技術の利用とそれによって生じる危険とをどのように律するかが問題

となる場面は、我が国においても数多く存在する。火力発電所、ダム、産業

廃棄物 処理施設などがその典型である。 

この点、我が国における危険施設の中でも異質な危険を有する施設が、原

発である。原子力科学技術には他の科学技術とは質的に異なる危険があり、

原発事故被害にも他の科学技術の利用に伴う事故とは質的に異なる危険が存

在しているのである。 

そこで本項では、本件訴訟における審理判断の前提として、原発技術及び

原発事故被害の特異性について改めて確認する。 

イ 原子力は一たび事故が起これば制御不能な高エネルギーであること 

原発は発出されるエネルギーが膨大である。 

原発は、核分裂反応によって生じるエネルギーを利用して発電を行う。  

１００万 kw の発電所を１年間運転するのに必要な核燃料の重量は約２１

トンとされており、同規模の石油火力に換算すると必要な石油の量は１５５

万トンとなる。重量比にすると約７万４千倍である。原発で発出されるエネ

ルギーは、他のエネルギー・システムその他の科学技術において利用される

エネルギーとは比較にならない程に高密度なものなのである。  

そして、原発ではこのような高密度なエネルギーの出力を制御しながら利

用しているため、ひとたびその制御に失敗すると、想像を絶する膨大なエネ

ルギーが放出されることになる。こうして放出されたエネルギーの出力は、

材料強度に対して無限大、現実世界における材料の強度としては耐えるもの

がないほどのものであって、例えば核燃料が高温になって溶解した場合に
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は、 厚さ約１５cm 鉄鋼製の原子炉圧力容器さえも短時間で溶融貫通してし

まうほどである。  

一般的な科学技術の利用に伴う事故の場合、運転を停止することによって

それ以上の被害の発生を食い止められる。これに対して、原発事故の場合、

上述のような膨大なエネルギーを発出させており、燃料集合体の間に制御棒

を挿入することで核分裂反応を止めることができたとしても(いわゆる「止め

る」機能)、その後も原子炉の核燃料は、熱エネルギ ーを出し続け、異常事態

が発生している中で冷却及び閉じ込めを続けなければ、炉心溶融(メルトダウ

ン)などの大事故に至る危険を除去できない。これは、他の科学技術の利用に

伴う事故とは質的に異なる原子力科学技術の特異性といえる。  

この熱エネルギー(以下「崩壊熱」という。)は、停止直後で５％から７％、

停止 1 分後で３．６％、1 時間後で１．３％、1 日後で０．５％と徐々に減衰

していくが、その減衰幅は時間が経つに従って緩やかになるため、停止から

１年後でも約０．２％は残る。  

たとえ０．２％の崩壊熱であっても、原子炉のそもそもの熱出力が非常に

大きいため、冷却ができなくなれば燃料棒の温度が高温になって溶融する危

険がある。 

ウ 「止める」だけでなく「冷やす」「閉じ込める」ことも必要であること  

前述したように、原発で発出されるエネルギーが膨大で、しかも直ちにそ

の発生を停止することができないために、事故発生時においては、核分裂反

応を「止める」だけでなく、核燃料を「冷やす」ことも重要となる。また、

有害な放射性物質が原発内から外部に放出された場合には極めて深刻な被害

を起こすことから、事故発生時には放射性物質を「閉じ込める」ことも重要

となる。  

そのため原発では、核分裂反応を「止める」、核燃料を「冷やす」、放射性

物質を「閉じ込める」という安全上重要な機能を有する装置(安全装置) を用

いて事故防止に係る安全確保対策を講ずることにより、事故発生時において
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も放射性物質を原発内に閉じ込め、放射性物質を環境へ大量に放出する事態

を防止することが予定されている。  

しかし、この安全装置が同時に機能を失うなどして安全確保対策が失敗

し、核分裂反応の停止又は核燃料の冷却ができず、かつ、放射性物質の閉じ

込めにも失敗した場合には、大量の放射性物質が外部に放出されることにな

る。それによる被害の深刻さは、甚大である。 

エ 科学的専門的知見に支えられた安全確保義務を果たすべきこと 

そこで、事故発生時においても各安全装置が機能を失わずに作動し続ける

ことが、原発の安全を確保するうえでは最も重要なこととなるのだが、安全

確保対策の要であるはずの上記安全装置は、事業者の想定を超えた事象に対

しては極めて脆弱である。そのような事象が原発を襲った場合には、複数あ

るいは全ての安全装置が同時に損傷し、最終的には大量の放射性物質が原発

の外部に大量に放出される危険があるため、原子力事業者としては、予測困

難な自然災害にも対処しうる安全対策を講じるよう努力しなければならな

い。 

こうした安全対策は、上述したとおり、原子力規制法令及び判例・裁判例

が示すように、常に安全側に立脚して果たされるべきものであり、それは科

学的専門的倫理に裏打ちされた科学的専門的知見によって支えられていなけ

ればならない。 

（５）小括 

 以上のとおり、原子力事業者には、各種の原子力規制法令、判例・裁判

例、科学的専門的倫理に基づく知見に照らし、原子力事故を起こさないため

の高度の安全確保義務が課されている。 

 かかる安全確保義務を果たさずに本件事故を起こした一審被告東電の加害

責任は重大であり、損害賠償額の算定にあたっては、衡平の観点から、何ら

落ち度のない被害者に対する加害行為の悪質性が増額事由として考慮される
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べきであるとともに、原子力事業の「健全な」発達という原賠法の目的に照

らし、再発防止の観点から、制裁的増額が認められるべきである。 

 

４ 本件で考慮すべき損害増額事由（一審被告東電の責任加重事由）の概要 

（１）はじめに 

損害賠償の算定にあたって増額事由として考慮すべき一審被告東電の責任

加重事由の概要は次のとおりである。その詳細は第３以下に述べる。 

これら一審被告東電の責任加重事由は、衡平の観点及び再発防止の観点か

ら、損害算定の増額事由として考慮されるべきである。 

（２）本件事故に至る一審被告東電の加害行為の悪質性 

ア 一審被告東電による津波対策の懈怠及び安全対策阻害行為 

本件事故は、２０１１（平成２３）年３月１１日午後２時４６分、東北地

方太平洋沖で発生したＭ９．０（Ｍｔ９．１）の連動型巨大地震が発生し、

これに伴い発生した津波が、福島第一原子力発電所の１号機から４号機の主

要建屋敷地高さ(Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ〔Ｏ．Ｐ．とは「Onahama Peil」すなわ

ち小名浜港公示基準面のこと。以下、小名浜港公示基準面からの高さを示す

場合、Ｏ．Ｐ．＋１０ｍなどと記載する。〕)を超えて遡上し、１～４号機海側

エリア及び主要建屋設置エリアがほぼ全域浸水し、これにより１～４号機に

おいて全電源喪失し、炉心損傷が生じ、建屋内に蓄積された水素が爆発して

各建屋が破壊され大量の放射性物質が気中に放出されるに至ったものであ

る。 

したがって、本件事故による一審原告らを含む事故被害者の被害を生ぜし

めた一審被告東電の加害行為のうち最も問題視すべきは、津波対策を怠った

ことである。 

加えて、一審被告東電は、津波対策を懈怠したのみならず、策を弄して津

波対策に係る安全基準を引き下げ、安全対策の実施を先送りにするなど津波

対策を阻害する行為を重ねてきた。 
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原賠法の趣旨に照らし、衡平の観点だけでなく再発防止の観点からも、か

かる一審被告東電の加害行為の悪質性を損害算定増額事由として考慮するこ

とは不可欠である。 

イ シビアアクシデント対策の懈怠 

 一審被告東電は、津波対策を怠っただけでなく、およそシビアアクシデン

ト対策を怠ってきた。その結果、津波対策の懈怠と相まって、止める・冷や

す・封じ込めるというシビアアクシデント対策がいずれも不十分なまま津波

の襲来を受け、原発事故の被害を拡大させるに至った。この点も増額事由と

して考慮すべきである。 

ウ 一審被告東電による事故の隠蔽及びデータ改竄 

一審被告東電は、津波対策及びシビアアクシデント対策を怠ってきただけ

でなく、平常時から、経済優先・企業利益優先のため、安全対策を怠り、原

子炉に生じた事故を隠蔽しデータを改竄し、住民及び国民を欺いてきた。 

こうした隠蔽・改竄を行う一審被告東電の姿勢・体質は、原子力事業を不

健全に推進するものであり、津波対策やシビアアクシデント対策を懈怠して

きた元凶でもある。この点も増額事由として考慮すべきである。 

エ 小括 

一審被告東電は、経済優先・企業利益優先の企業体質のもと、福島原子力

発電所設置から約４０年もの長きにわたり、原発事故を防ぐための安全対策

に不備がありその対策を講ずべき機会が何度もあったにもかかわらず、その

度にこれを繰り返し怠ってきたのであり、一たび原発事故がおきれば被害者

らに甚大な被害が生じることを一顧だにせず、原発被害者らの犠牲のもと

に、原子力事業から莫大な利益を得て、「不健全な」発展を遂げてきたのであ

る。 

このことは、衡平の観点からも、再発防止の観点からも、損害算定の増額

事由として考慮されなければならない。 
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（３）本件事故後における一審被告東電の態度行動の悪質性 

ア 本件事故以降も、一審被告東電は、原子炉の危険性に関する情報を開示せ

ず、むしろ情報を隠蔽するという事態が生じている。 

イ 本件事故の原因を踏まえた「重大事故対策」や「特定重大事故対策」を未

だ果たしておらず、この間の原子力規制委員会の審査の中で、セキュリティ

システムやテロ対策等を含め、一審被告東電の安全対策の杜撰さが明らかに

なっている。 

ウ 原発事故被害者らへの損害賠償において、一審被告東電は、表面上は「お

詫びする」と繰り返すが、真の意味での謝罪をすることを拒否しつづけてい

る。そればかりか、遂には、一審被告東電の提案に対し原発事故被害者であ

る一審原告らがやむなく応じ受け取った損害賠償金についてすら、「弁済の抗

弁」という屁理屈を弄し、過払いを主張するという許しがたい言動をとるよ

うになった。 

かかる一審被告東電の言動は、いわば、苦しみながら生きている被害者の

心にその原因を作った加害者がナイフを突き刺すに等しく、被害者らに二次

被害を加える行為であって、極めて悪質というほかなく、増額事由として考

慮されるべきである。 

（４）小括 

これら増額事由とすべき事情の詳細は第３以下で論述する。 

いずれの事情も、一審被告東電の責任を加重すべき事由であり、原賠法の

趣旨に則り、衡平の理念及び再発防止の観点から、損害額の増額事由として

考慮されなければならない。 

 

第３ 一審被告東電の具体的な責任加重事由 

１ 一審被告東電の加害行為の悪質性その１一審被告東電の過失（予見義務違反） 

 一審被告東電の責任について、民法上の不法行為責任（過失責任）と捉え

るにせよ、原賠法３条１項に基づく責任（無過失責任）と捉えるにせよ、津
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波対策を怠った一審被告東電の注意義務違反の程度が、慰謝料増額事由とな

る加害行為の悪質性を判断するうえで重要な考慮要素であることに変わりは

ない。 

 しかしながら、原判決は、一審被告東電の上記注意義務違反を慰謝料増額

事由として考慮するにあたり、一審被告東電が過大な責任を負わされかねな

いなどとして、故意やこれと同視できるような重大な過失、あるいは被告に

著しい重過失がない限り、慰謝料の増額は認められないとする。 

 そのうえで、原判決は、一審被告東電が津波対策について「長期評価」の

知見を２００９年８月まで取り込まず、それまで「津波評価技術」に依拠し

ていたことに合理性があると事実認定したが、「津波評価基準」の作成主体で

ある「土木学会原子力土木委員会津波評価部会」が一審被告東電から相当な

影響を受けていたこと、「津波評価基準」の内容の不合理性、及び「長期評

価」が安全側に立った科学的専門的知見として合理性を有していたこと等に

照らせば、かかる原判決の認定は重大な事実誤認であること明らかであり控

訴審でこの点は必ず正されなければならない。 

（１）原子力損害の賠償に関する法律における慰謝料の算定に当っても民法の不

法行為の場合と同様に増額事由がある場合には慰謝料の増額が認められるべき

こと 

既に述べたように、原判決は、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項にいう「原子力損害」についても、民法の不法行為

の場合と同様に増額事由がある場合には慰謝料の増額が認められるべきであ

るとしており、この点については一審原告らにも異論はない。 

しかし、原判決が慰謝料増額事由を不当に限定している点は、下記の通り

妥当ではない。 

ア 「軽微とはいえない程度」の過失でも慰謝料の増額は認められるべきこと 

まず、原判決は、過失に関する慰謝料増額事由につき、上述のとおり、単

なる過失による態様自体は既に既に無過失責任の中で評価されており、別途
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これに基づく慰謝料の増額を認める必要性はなく、増額を認める余地がある

とすれば、故意と同視できる重過失やこれに匹敵するような著しい過失であ

るとする（原判決４７６頁）。 

しかし、被害者の精神的苦痛を強めると考えられる事由があれば、慰謝料

の増額を否定する理由はない（２００５年版損害賠償額算定基準下巻５１

頁）。前記のとおり、慰謝料算定に当たって裁判所が斟酌すべき事情について

は、何らの制限がなく（大判大 5・5・11 刑録 22・72、大判大 9・5・20 民

録 26・710）、当事者の身分・資力・生活の程度・被害の態様その他諸般の状

況（大阪地判明 35・10・16 新聞 114・11）、被害者の員数・年齢・加害行為

の動機（大判明 44・4・13 刑録 17・569）等のように、きわめて広範囲の要

素が含まれるとされている（齋藤修「総論」『慰謝料算定の理論』26 頁、株

式会社ぎょうせい、平成 22 年）。 

よって、加害者に故意、重過失、あるいは著しい過失がある場合だけでな

く、御庁平成２９年（ネ）第３７３号、令和２年（ネ）第５６号・６２号事

件判決が判示するように、「軽微とはいえない程度」の過失があった場合にも

慰謝料の増額は認められるべきである。 

イ 事故態様が悪質な場合にも慰謝料増額が認められるべきこと 

前記２００５年版損害賠償額算定基準下巻５２頁は、「加害者の過失の重大

さ、事故態様の悪質さは被害者の精神的損害を高めるといえますから、それ

らが増額事由になることは明らかです。」として、「過失の重大さ」に加え

て、「事故態様の悪質さ」も慰謝料増額事由に該当するとしている。 

過失の重大さは、通常は、事故態様の悪質となって表れるので、重なる部

分も多いであろうが、無免許運転やひき逃げの場合には、事故自体の過失は

重大でなくとも、事件全体の態様としては悪質であるため、これを事故態様

の悪質性の範疇に含めて、慰謝料増額事由とされている（２０２１年版損害

賠償額算定基準上巻２２３頁）。 
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したがって、「過失の重大さ」とは別個に、「事故（事件全体の）態様の悪

質さ」も慰謝料増額事由に該当するものとして扱うべきである。 

ウ 加害者の不誠実な態度も慰謝料増額事由とすべきこと 

前記２００５年版損害賠償額算定基準下巻４７～５３頁及び２０２１年版

損害賠償額算定基準上巻２２３頁は、「加害者の不誠実な態度」も慰謝料増額

事由となるとしている。 

エ 原賠法の趣旨目的から制裁的加算もなされるべきこと 

 前述したとおり、原賠法が「被害者の保護」を目的としつつ「原子力事業

の健全な発達」を目的としていることに照らし、安全確保義務を怠るだけで

なく津波対策の安全基準を引き下げる等の安全阻害行為を行ってきた一審被

告東電に対しては、再発防止の観点から、損害額の算定において制裁的加算

もなされるべきである。 

 なお、原賠法の事案ではないが、制裁的加算を認めた事例として、暴力団

の組織性を背景とする故意的不法行為について通常よりも高額の慰謝料を認

定した事例がある（佐賀地裁判決平成６年３月２５日判タ８６０・２０７、

東京地裁判決平成６年７月６日金融法務１３９７・６２）。 

（２）本件における一審被告東電の予見義務違反について 

控訴理由書（責任論①）―国の責任―で述べたとおり、「長期評価」の津波

地震に基づく津波は、技術基準省令６２号４条１項の「想定される津波」に

該当するところ、この「想定される津波」に該当する場合は、一審被告東電

にとって、予見可能性が認められるということになる。 

したがって、「長期評価」の津波地震に基づく津波が上記「想定される津

波」にあたるかという議論は、そのまま一審被告東電の予見可能性の議論に

もあてはめられる。この点は、上記一審被告国の責任に関する控訴理由書

（第４、５）で詳述したとおりであり、ここでは繰り返さない。 
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そして本件における具体的な事実経過を踏まえると、一審被告東電の注意

義務違反（過失）の内容とその程度については、津波予見を基礎づける知見

の進展等に伴って、以下のとおり整理することができる。 

すなわち、一審被告東電には、 

① ２００２（平成１４）年の「長期評価」の公表後の時点においては、「長

期評価」に基づいて「津波評価技術」の推計手法を用いて、想定される津

波を予見すべき義務を怠ったという強い非難に値する過失（その結果とし

て当然に結果回避義務をも怠った。）、 

② ２００８（平成２０）年の、いわゆる「２００８年推計」に基づいて敷

地高さを超える津波（Ｏ.Ｐ.＋１５．７ｍの津波）を予見した時点におい

て、そうした予見が得られたにもかかわらず経済的利益の追求を優先して

結果回避義務を怠ったという強い非難に値する過失、 

③ ２０１０（平成２２）年１２月時点において、上記②の２００８年推計

の結果を踏まえて、「長期評価」の津波地震の想定についての検討を依頼し

た土木学会津波評価部会においても福島県沖の日本海溝寄りに津波地震を

想定すべきであることが異論なく確認され、敷地高さを超える津波をより

一層確実に予見したにもかかわらず、結果回避義務を怠ったという強い非

難に値する過失、 

が、それぞれ認められる。そして、被告東電の強い非難に値する過失は、上

記①から③へと、時を経て事態が進展するに従ってより非難性の高いものと

なっているものである。 

 そして、この点については、原審における一審原告ら準備書面（８５）で

詳述したとおりであるためここでは繰り返さない。 

  

２ 一審被告東電の加害行為の悪質性その２（安全確保義務違反及び安全対策阻
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害行為） 

（１）福島原子力発電所設置時の津波対策の懈怠 

一審被告東電は、１９６６（昭和４１）年に福島第１原子力発電所１号機

の設置許可申請を行い、１９７１（昭和４６）年より１号機の営業運転を開

始した。 

一審被告東電は、福島第一原発の設置許可申請で「現地においては、継続

的な潮位観測を行っていないので、小名浜港における検潮記録を準用する」

とし、既往最大津波として、１９６０（昭和３５）年のチリ津波で観測され

たＯ．Ｐ．＋３．１２２メートルを取り上げている。 

これは福島第１原発から５５キロ離れた測定地点（小名浜測定所）におけ

る１９５１（昭和２６）年から１９６３（昭和３８）年のわずか１２年間の

測定津波高を考慮するだけで、その最高値Ｏ．Ｐ．＋３．１２２を参考に、

ポンプの敷地高さを４ｍ、原子炉高さを１０ｍで足りるとしたものである。 

本件事故後、一審被告東電の常務であった姉川尚史氏はインタビューで

「甘い見方、よく審査通ったな。」と述べている（2014/3/29 朝日新聞記事）。 

同じ時代、東北電力は、１９７０（昭和４５）年女川原発の設置許可申請

にあたり、安全側に立ち、明治三陸、昭和三陸、貞観、慶長などの過去の津

波も考慮して、敷地高さを１４．８ｍとした。 

この時代において、地震や津波に関する科学的知見は限られており、過去

の大地震による津波と同程度の津波が起こらないこと、起こっても原子炉に

影響を与えないで済むこと、を示す科学的知見は存在しなかった（現在で

も、これらの点について確立した知見があるとはいえない。）。 

したがって、原子力規制法令の趣旨を具体化すべき科学的専門的倫理に基

づくならば、一審被告東電もまた、安全側に立ち、明治三陸、昭和三陸、貞

観、慶長などの過去の大津波も想定して、万が一にも同程度の津波が襲って

きても原子炉と冷却装置の安全を確保しシビアアクシデントを起こさせない

ような敷地高さを設定すべきであったが、これをしなかった。 
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福島第一原子力発電所は、設置当初から既に安全確保義務に反する安全設

計であったのである。 

この後、１９７０年代から２０００年代にかけて、福島第一原子力発電所

を含む原子炉で数多くの事故が発生したが、一審被告東電はこれを隠蔽した

うえ、膨大な数の検査データを改竄していたことが２００２（平成１４）年

以降に発覚する。この点は後述（第６）するが、一審被告東電の安全確保に

関する規範意識がいかに欠如しているかを表している。 

（２）１９９１（平成３）年の重大事故～非常電源水没事故による１号機運転停 

止 

１９９１（平成３）年１０月３０日、福島第一原子力発電所１号機におい

て、タービン建屋地下階南側に海水が流入し、非常用電源が水没して機能喪

失し、原子炉を手動停止させるという重大な事故が発生した。この事故によ

り１号機は２カ月間運転停止となった。 

この重大事故により、一審被告東電は、非常用電源が水没する危険の重大

性を認識したにもかかわらず、十分な安全対策を取らなかった。 

（３）１９９２（平成４）年原子力安全委員会決定によるシビアアクシデント対策

の要請 

原子力安全委員会は、１９８７（昭和６２）年７月原子炉安全基準専門部

会に共通問題懇談会を設置し、シビアアクシデント対策について検討してき

た。同懇談会は、１９９２（平成４）年「シビアアクシデント対策としての

アクシデントマネージメントに関する検討報告書－格納容器対策を中心とし

て―」（以下「報告書」という。）を提出した。これを受けて、原子力安全委

員会は、同年５月２８日、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデ

ント対策としてのアクシデントマネージメントについて」という決定文書を

発表した。 
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これは、スリーマイル島原発とチェルノブイリ原発が過酷事故を起こした

ことを受けて国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が１９８８（昭和６３）年に出し

た「原子力発電所のための基本安全原則」の勧告を受けてのことであった。 

同決定は、原子炉施設のシビアアクシデント対策について、原子力事業者

に対し、自主的にシビアアクシデント対策を整備することを要請するもので

ある。これは国による規制強化をせず原子力事業者の自主性に委ねる点で不

十分であるとの誹りを免れないが、少なくとも、原子力事業者に原子炉のシ

ビアアクシデント対策を整備すべき義務があることを明らかにしている。 

同決定は、前提とする上記報告書について「近年、シビアアクシデントへ

の拡大防止対策及びシビアアクシデントに至った場合の影響緩和対策(以下、

「アクシデントマネージメント」という)が発電用軽水型原子炉施設(以下、

「原子炉施設」という)の安全性の一層の向上を図る上で重要であると認識さ

れていること、また、アクシデントマネージメントの一部として海外諸国に

おいて格納容器対策が採択され始めていることを踏まえ、我が国が採るベき

考え方について検討を行ったもの」だとし、原子力事業者に対し、同報告書

を参考にシビアアクシデント対策（アクシデントマネージメント）を行うこ

とを求めている。 

同報告書は、「アクシデントマネージメントとは、設計基準事象を超え、炉

心が大きく損傷する恐れがある事態が万一発生したとしても、現在の設計に

含まれる安全余裕や安全設計上想定した本来の機能以外にも期待し得る機能

またはそうした事態に備えて新規に設置した機器等を有効に活用することに

よって、それがシビアクシデントに拡大するのを防止するため、もしくはシ

ビアアクシデントに拡大した場合にもその影響を緩和するために採られる措

置をいう。」とし、設定基準事象を超える事態に備えるため、安全余裕や安全

設計上の想定以上に対策を取ることを求めている。そして、シビアアクシデ

ント拡大防止対策について、「フェーズⅠのアクシデントマネージメントは、

何らかの原因で喪失した炉心冷却等の安全機能を回復きせるための様々の操
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作から構成される。これらの操作が的確に行われるためには、施設の状態が

事象の全段階を通して把握しやすいように配慮された測定・表示・記録設備

を整備するとともに、起因となる事象が容易に識別できないような複雑な事

象の発生に際しても、プラント状態の表示内容に基づき、プラントを安全な

状態に復帰させるために適切な操作を行えるように配慮された手順書等を整

備すること、さらにアクシデントマネージメン卜の実施に携わる者の教育・

訓練を実施することが重要である。」とし、具体的な整備についてＢＷＲプラ

ントの場合、「全交流電源喪失事象に対して、外部電源の復旧又はディーゼル

発電機の修復」を筆頭においている。 

こうした指摘を受けて、科学的専門的倫理に照らして真摯に対応していれ

ば、全電源喪失という事態を回避し本件事故の発生を回避できたはずであ

る。 

（４）エネルギー庁指示に対する一審被告東電の１９９４（平成６）年報告におけ

る想定津波の過小評価 

１９９３（平成５）年７月１２日、北海道南西沖地震（Ｍ７．８）が発生

し、奥尻島中心に高さ３０ｍ超の津波が遡上。死者不明者２００人余りに上

った。この大津波の経験が、津波想定の見直しにつながった。 

この北海道南西沖地震をうけて、エネルギー庁は、一審被告東電に津波想

定の再検討（バックチェック）を指示した。 

これを受け、一審被告東電は２８年ぶりに津波を再評価するも、１９９４

（平成６）年に一審被告東電がエネルギー庁に提出したバックチェック報告

書は、津波を過小評価し、想定津波を３．５ｍと回答し、冷却ポンプや原子

炉に影響はないと結論づけた。かかる報告は安全側に立った再評価とは到底

いえないものだった。しかも、報告書の作成経過は未だ非公開である。 



37 

 

（５）４省庁報告書及び７省庁手引きへの抵抗 

１９９７（平成９）年、４省庁が「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調

査報告書」（４省庁報告書）を策定し、後に７省庁による津波想定方法（７省

庁手引）に発展した。 

４省庁報告書は、１９９３年北海道南西沖地震で奥尻島では津波が既往最

大を４ｍ超えたことを踏まえ、常に安全側の発想から想定しうる最大津波を

検討すべきとした。 

これによれば、福島第一原子力発電所では想定津波高１３．６ｍとなり、

ポンプ高さを超える。一審被告東電は、４省庁報告書において想定しうる最

大津波を考慮すべきとされたことを危惧し、電事連を通じて建設省へ圧力を

かけた。 

その結果、公表された７省庁手引では、原案に記載されていた津波高の具

体的数値が消されていた。また、７省庁手引の原案では「近年の地震観測研

究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されているような沿岸

地域については、別途現在の知見により想定しうる最大規模の地震津波を検

討し、既往最大津波との比較検討を行った上で、常に安全側の発想から沿岸

津波水位のより大きい方を対象津波と設定するものとする。」と記述されてい

たものが、電事連による根回しにより、公表時には「常に安全側の発想から

対象津波を選定することが望ましい。」と表現が弱められていた。 

（６）１９９７（平成９）年通産省からの見直し指示に対する懈怠 

１９９７（平成９）年６月、通産省は、専門家（首藤伸夫・東北大教授、

阿部勝征・東大教授）の意見を踏まえ、電事連総合部会において、津波想定

方法について「二倍誤差」を想定するよう指示した。 

誤差の想定を１．２倍、１．５倍、２．０倍として試算したところ、福島

第一原子力発電所の冷却ポンプは、１．２倍誤差の試算においてすら、水没

することが判明した。電事連がまとめた「津波に関するプラント概略影響評

価」によれば、全国１８カ所の原子力発電所のうち、１．２倍誤差の試算で
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想定水位を超えるのは、福島第一原子力発電所と島根原子力発電所だけであ

った。 

にもかかわらず、一審被告東電は、何ら対策を取らなかった。 

（７）土木学会手法による想定津波高過小評価の策動 

一審被告東電は、７省庁手引きの津波想定方法では「多くの原子力発電所

で津波高がポンプ高を超える」ことから、想定津波高がポンプ高を超えない

ような算定手法にすべく、通産省顧問へ根回しをするとともに、土木学会津

波評価部会によってオーソライズすることを画策した。 

１９９９（平成１１）年、土木学会に津波評価部会が設置され、２００２

（平成１４）年津波評価技術の策定へ向けて動き出した。 

一審被告東電は、土木学会に多額の資金と人材を提供し、深く関与してい

た。一審被告東電は、津波評価技術の算定手法を承認させるべく、通産省の

専門委員でありかつ土木学会津波評価部会のメンバーでもあった首藤氏及び

阿部氏に根回しを行い、想定津波波源や誤差を考慮した安全率について、想

定水位上昇による対策を取らなくて済むよう働きかけた。 

かくして、土木学会による２００２（平成１４）年津波評価技術では、福

島沖の津波地震が発生することを検討せず、想定する地震を既往最大にとど

めた。また、安全率は１倍にとどめた。 

こうした条件設定により、想定津波高は７省庁手引に比べ低い数値となっ

た。すなわち、福島第一原発の想定津波高は５．７ｍとされた。７省庁手引

による算定値（３．５～１８．２ｍ、平均８．６ｍ）に比べ、明らかに想定

津波高を過小評価するもので、安全性を著しく後退させるものだった。 

しかも、一審被告東電が自らの試算結果に基づき行った対策は、福島原子

力発電所の６号機非常用海水ポンプをわずか２０㎝嵩上げしたというだけで

あった。この嵩上げ幅は、一審被告東電の算定した想定津波高５．７ｍを僅

か３㎝上回るものに過ぎず、一審被告東電の安全確保に対する規範意識の鈍

麻を如実に物語っている。 
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（８）２００２（平成１４）年長期評価に基づく再計算の懈怠と妨害 

２００２（平成１４）年８月、地震調査研究推進本部は「三陸沖から房総

沖の海溝沿いのどこでも M8.2 級の地震が発生する可能性がある」との見解を

公表した。 

これを受けて、保安院は、一審被告東電に対し、「三陸沖津波を考慮してい

るプラントが大丈夫かどうか」と問い合せ、「福島～茨城沖も津波地震を計算

するべきだ」と要求したが、一審被告東電側は「論文を説明するなどして、

４０分くらい抵抗し」、結果的に計算することに応じず、逃げ切った。 

想定津波の計算を拒否したことから、一審被告東電は安全対策もとらなか

った。 

（９）２００４（平成１６）年スマトラ島沖津波によるマドラス原発事故の教訓を

活かさず 

２００４（平成１６）年１２月２６日、スマトラ沖地震（Ｍ９．１）が発

生し、１３００キロ離れたインドのマドラス原発で津波（１０．５６ｍ）の

襲来により冷却ポンプが停止し、原子炉が緊急停止するという重大な事故が

発生した。マドラス原発は、既往最大の津波を元に設計していたが、それを

超える大津波が襲ったのである。 

このことは、既往最大の津波を元に設計するだけでは、原子炉の安全確保

ができないことを、世界中に知らしめた。 

しかしながら、一審被告東電は、原子力発電所に対する津波対策を何ら施

さなかった。 

（１０）溢水勉強会での津波による全電源喪失危険についての対策懈怠 

マドラス原発事故を受け、２００６（平成１８）年、原子力安全基盤機構

（ＪＮＥＳ）は「溢水勉強会」を立ち上げ、電事連、一審被告東電はじめ各

電力会社にオブザバーとして参加を要請した。この第３回会議で、一審被告

東電は、福島第一原子力発電所１０ｍを超える津波が来ると大物搬入口や非

常用ディーゼル発電機などの給気口など複数個所から海水が浸入して全電源
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を失う危険性があることを示した。溢水勉強会のメンバーは同年６月９日に

第一原発の現地を視察している。 

溢水勉強会において、一審被告東電は、福島第一原子力発電所が浸水に対

して極めて脆弱であり、津波の襲来により過酷事故が起こりうることを自ら

報告したにもかかわらず、津波対策を取らなかった。 

（１１）２００６（平成１８）年新指針に基づくバックチェックの引き延ばし 

２００６（平成１８）年９月１９日、耐震設計審査指針が２８年ぶりに全

面改訂された。 

この改訂をうけ、保安院は、同月２０日、一審被告東電を含む原子力事業

者らに対し、既設の発電用原子炉施設について、新指針に照らした耐震安全

性評価や津波安全性評価を実施し（耐震バックチェック）、その結果を報告す

ることを求めた。 

その後、旧指針に基づいて作られた原発についても改めて基準地震動 SS

を策定して原発の耐震安全性を確認する作業（耐震バックチェック）が開始

された。 

他の電力会社は２００６（平成１８）年よりバックチェック対策を進め

た。２００８（平成２０）～２０１０（平成２２）年、東海第二原子力発電

所は運転しながら対策をとった。 

一審被告東電は第一原子力発電所の代表として５号機のバックチェック中

間報告を２００８（平成２０）年３月に提出したが、津波の再検討も含めた

最終報告書の提出については、２０１６（平成２８）年まで引き延ばそうと

し、これを公表しないまま２０１１（平成２３）年３月１１日本件事故を起

こした。 

一審被告東電は、自社の原子力発電所のバックチェックを速やかに報告し

なかったのみならず、東北電力のバックチェック報告書を、一審被告東電の

都合に合わせて書き直させるということまで行った。 

（１２）２００８（平成２０）年バックチェック報告に対する対策懈怠と最終報告
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の引き延ばし 

ア ２００８（平成２０）年３月、一審被告東電は、津波評価技術を用いて明

治三陸地震の規模の地震が福島沖で発生した場合の想定津波高を試算した。

その結果、２号機で９．３ｍ、５号機で１０．２ｍ、敷地南部で１５.７ｍの

津波となることが判明した。この試算結果は、２００２（平成１４）年８月

に保安院が計算を要請し、一審被告東電担当者（高尾氏）が、４０分間抵抗

して計算を拒んでいたものであった。 

一審被告東電は、この試算結果を保安院に報告しなかった。報告したのは

３年後の２０１１（平成２３）年３月７日、本件事故発生の４日前であっ

た。 

イ 本来、原子力事業者各社は２００６（平成１８）年から３年以内にバック

チェックを行い報告することになっていたところ、一審被告東電が報告を先

延ばしにしたのは、一審被告東電の武藤副本部長が引き延ばしと根回しを指

示したことによる。 

２００８（平成２０）年３月３１日、武藤氏は、土木調査グループに対

し、２００６（平成１８）年バックチェック試算結果に基づく津波対策を先

送りするため、時間稼ぎとして土木学会に検討を依頼する方針を指示した。 

武藤氏の指示は、「津波対策の進行をストップ。土木学会で時間をかけて審

議してもらう。４年時間が稼げる。耐震バックチェックは２００２年土木学

会手法で実施し、波源の見直しは土木学会の審議を終えてから改めてやる。

その方針を耐震バックチェック審議をしている専門家に了承してもらうよう

根回しする。」という極めて悪質なものであった。 

ウ ２００９（平成２１）年、一審被告東電は、耐震バックチェックＷＧにお

いて、貞観津波で想定していないことを指摘されたが、対応を取らなかっ

た。 

エ ２０１１（平成２３）年３月、一審被告東電は、長期評価第二版を書き換

えさせた。 
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（１３）市民団体や福島県による度重なる要請にも対応せず 

ア ２００５（平成１７）年市民団体による津波対策の要請 

市民団体「原発の安全性を求める福島連絡会」は、かねてより一審被告東

電と安全対策について定期的な話し合いをしていたところ、チリ級津波（１

９６０（昭和３５）年に南米チリの沖合で発生し日本の太平洋沿岸にも被害

をもたらした巨大地震）が仮に再来したらどうなるかについての資料を開示

するよう一審被告東電に求め、２００５（平成１７）年２月１６日、一審被

告東電より「最新の評価手法による津波評価について」と題する書面を受領

した。 

これによると、第一原発１号機において、水位下降側（引き潮）で非常用

渦流吸い込みレベルは最高Ｏ．Ｐ．-２．３ｍであり、「評価値」であるＯ．

Ｐ．-３．５ｍより高くなっており、海水をくみ上げることができなくなるこ

とを示していた。一方、水位上昇側（高潮）をみると、第一原発１号機の電

動機の添え付けレベルはＯ．Ｐ．＋５．６ｍとされ、「評価値」のＯ. Ｐ．＋

５．４ｍと比べるとわずか２０㎝しかないことがわかった。 

同市民団体は、一審被告東電の資料から、引き潮時には「原子炉補機冷却

用」「非常用ディーゼル発電機」「格納容器冷却用」などの各海水ポンプが使

用不能となること、高潮時には水没の可能性があることを把握し、一審被告

東電に安全対策を求めた。 

これに対し、一審被告東電は、高潮時に海水ポンプが水没することは認め

つつも、抜本的対策は必要ないと回答した。 

事の重大性から、同市民団体は同年５月１０日、一審被告東電の本社へ赴

き勝俣社長（当時）あての「チリ津波級の引き潮、高潮時に堪えられない東

電福島原発の抜本的対策を求める申し入れ書」を提出し回答を求めた。この

申入書には、チリ津波級（津波高５．７ｍ）であっても海水ポンプが水没

し、５．７ｍを超える津波に襲われば、過酷事故発生につながることを警告

していた。まさに本件事故はそのとおりに事態が進んだ。 
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これに対し、当時、一審被告東電は回答することなく、そればかりか、社

長あての本申し入れ書は、経営上層部にすら届いていなかったことが本件事

故後に判明した。 

このように、２００５（平成１７）年の時点ですでに福島第一原発がチリ

津波級の津波にすら耐えられないことが客観的にわかっており、同市民団体

がデータに基づく科学的根拠を示して警告したにもかかわらず、一審被告東

電はこれを無視し、何ら津波対策を取らなかった。 

イ ２００７（平成１９）年新潟県中越沖地震を踏まえた福島県や市民団体

からの要請を無視 

２００７（平成１９）年７月１６日、新潟県中越沖地震（Ｍ６．８）が発

生し、柏崎刈羽原子力発電所で想定の約４倍の揺れが生じたことを受けて、

福島県は、同１９日に一審被告東電に対し、耐震安全性の確保・向上の取組

みなどを要請した。 

同年１２月、市民団体「原発の安全性を求める福島連絡会」は、２００５

（平成１７）年に続き、一審被告東電に「福島原発１０基の耐震安全性の総

点検等を求める申し入れ」を行った。その内容は、「福島原発はチリ級津波が

発生した際には機器冷却海水の取水が出来なくなることが、すでに明らかに

なっている。原子炉は、停止されても炉心に蓄積された核分裂生成物質によ

る崩壊熱を除去する必要があり、この危機冷却系が動かなければ、最悪の場

合、冷却材喪失による過酷事故に至る危険がある。そのため私たちは、その

対策を講じるように求めてきたが、東電はこれを拒否して来た。会話崎刈羽

原発での深刻な事態から真摯に教訓を引き出し、津波による冷却水取水問題

の抜本的対策をとる強く求める」というものであった。 

一審被告東電は、こうした福島県や市民団体の要請を無視し、何ら対策を

取らなかった。 

（以上、甲 A９２、９４、９５、１０９、１１０参照） 
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（１５）小括 

以上のとおり、一審被告東電は、福島原子力発電所の設置当初から本件事

故発生までの約４０年間にわたり、何度も津波対策を行うべき機会がありな

がら、何ら有効な対策を取らなかったばかりか、安全対策を取らなくて済む

よう想定津波高を低く算出するため様々画策して、国や原子力発電業界の安

全対策を阻害する行為を重ね、地元の自治体や市民団体からの安全対策要請

を無視してきたものである。 

こうした一審被告東電の対応について、国会事故調査委員会は、次のよう

に指摘する（ダイジェスト版５頁）。 

「本来原子力安全規制の対象となるべきであった東電は、市場原理が働か

ない中で、情報の優位性を武器に電事連等を通じて歴代の規制当局に規制の

先送りあるいは基準の軟化等に向け強く圧力をかけてきた。この圧力の源泉

は、電力事業の監督官庁でもある原子力政策推進の経産省との密接な関係で

あり、経産省の一部である保安院との関係はその大きな枠組みの中で位置付

けられていた。規制当局は、事業者への情報の偏在、自身の組織優先の姿勢

等から、事業者の主張する「既設炉の稼働の維持」「訴訟対応で求められる無

謬性」を後押しすることになった。このように歴代の規制当局と東電との関

係においては、規制する立場とされる立場の「逆転関係」が起き、規制当局

は電力事業者の「虜（とりこ）」となっていた。その結果、原子力安全につい

ての監視・監督機能が崩壊していたと見ることができる。」 

一審被告東電は、国と共同して原子炉の安全確保を怠ってきただけでな

く、国の機関を「虜」にして規制権限を行使させず安全確保を阻害してきた

のであるから、国が規制権限不行使による賠償責任を負うのは当然である

が、一審被告東電の加害行為は国の加害行為より長期・広範に及び、国の加

害行為以上に違法性・帰責性が高い。 
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こうした一審被告東電の態度行動は、安全確保義務を疎かにしたというレ

ベルではなく、故意に安全確保を妨害し「原子力事業の健全な発達」を阻害

してきたというべきであり、極めて悪質な加害行為である。 

かかる一審被告東電の一連の加害行為は、原賠法の目的に照らし、衡平の

観点のみならず再発防止の観点からも、損害額の増額事由として考慮すべき

である。 

なお、上記（７）～（１２）に述べた一審被告東電による長期評価の取入

れを免れるための策動については、近時、一審被告東電経営陣を被告人とす

る刑事事件記録等が詳細な事実を明らかにしているところであるので、追っ

て別書面で補充する。 

 

３ 一審被告東電の加害行為の悪質性その３（データ改竄・事故の隠蔽） 

（１）２００２（平成１４）年８月発覚 

２００２（平成１４）年８月、過去に一審被告東電が２９件の検査データ

の改竄や検査結果の隠蔽をしてきたことが発覚した。 

公表された検査データ改竄や検査結果の隠蔽は、一審被告東電が米ゼネラ

ル・エレクトリック・インターナショナル（ＧＥＩ）社に発注した福島第一

原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の１３基の

原子炉において、１９８０年代後半から１９９０年代にかけて、自主点検記

録に不具合を隠すなどの２９件の改竄・隠蔽を行ったというものである。 

発覚のきっかけは、ＧＥＩ社の元従業員の告発であった。一審被告東電は

隠し続けることができなくなり公表するに至った。 

これを受けて、プルサーマル計画は無期限凍結となり、社長経験者５人が

引責辞任した。保安院は一審被告東電に対し、福島第一原子力発電所１号機

の運転１年間停止を命じた。また、一審被告東電が過去に実施した定期安全

レビューを「妥当である」とした保安院の評価（第一の１、２、３、４、５

号機と第二の２、３、４号機）を撤回した 
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（２）２００６（平成１８）年発覚 

２００６（平成１８）年１２月、一審被告東電が福島第一原子力発電所 1

号機の復水器出口海水温度測定データを継続的に改竄してきたことが発覚し

た。 

（３）２００７（平成１９）年発覚（法定検査データの改竄） 

 ２００７（平成１９）年１月、一審被告東電が福島原発１０基のうち９基

のプラントで法定検査データの改ざんを行っていたことが発覚した。改竄

は、１９７０年代後半から２００２年３月にかけて行われ、その総回数は１

８８回にも上ったという。加えて、当時の電力会社１２社が点検したとこ

ろ、実に３００項目、数千件にわたる事故隠し・データ改竄などの不正が報

告された。 

 ２００７（平成１９）年３月の報道によれば、①第一原子力発電所３号機

で稼働開始から２年もたたない１９７８（昭和５３）年１１月に制御棒が抜

け臨界事故が発生したが、これを隠していたこと、②同２号機で１９８４

（昭和５９）年１０月２１日に原子炉が自動停止したが、これを隠していた

こと、③同４号機で１９９４（平成６）年に制御棒が抜ける事故を発生した

が、これを隠していたこと、などが判明した。 

（４）小括 

 このように、一審被告東電は、１９７０年代後半から、膨大な数に及ぶ

様々なデータを改竄し、原子炉事故を隠蔽してきたのであり、改竄・隠蔽が

発覚した後も、また改竄と隠蔽を繰り返すという極めて悪質な対応を続けて

きた。こうした改竄・隠蔽行為は、一審被告東電が安全対策をいかに軽視し

てきたかを如実に物語っている。かかる一審被告東電の安全軽視の体質は、

一審被告東電が津波対策等を怠り本件事故を起こした要因であり、一審被告

東電の責任加重事由として本件賠償額の増額要素として考慮されるべきであ

る。 
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４ 一審被告東電の加害行為の悪質性その３（本件事故後の一審被告東電の態度

行動） 

（１）本件事故後の情報隠蔽と安全対策の懈怠 

ア 本件事故直後の一審被告東電の情報隠蔽と無責任な態度 

２０１１（平成２３）年３月１３日、一審被告東電の清水政孝社長は、「津

波そのものに対するこれまでの想定を大きく超える水準、レベルであった」

「極めて想定を超える津波」「今までの考えていたレベルでは逸脱するような

レベルの津波だった」と記者会見で述べた。 

同月３０日の記者会見では、一審被告東電の勝俣恒久会長が、「想定外とい

う言い訳は通用しないのではないか」と問われ、「これまで地震、津波につい

ては、過去に発生した最大限のものを設計基準に入れて、それへの対応をは

かってきたつもりです」と回答した。 

 さらに、同年４月２５日、一審被告東電は原賠審に要望書を提出したが、

その内容は、事故原因について原賠法３条１項但書にいう「異常に巨大な天

災地変」にあたるとの解釈も十分可能だというものであった。 

 しかし、このような一審被告東電の幹部の一連の発言が、事実を偽り隠蔽

するものでああることは、これまで指摘してきた事実からも明らかである。 

前記のとおり、一審被告東電は、２００２（平成１４）年８月に公表され

た、地震本部の見解をうけて、保安院が「福島～茨城沖も津波地震を計算す

るべきだ」と要求したのに対し、これに応じず、安全対策もとらなかった。 

 東北電力が事故の３年前に貞観津波を想定した報告書を作成していたにも

関わらず、それを前提とすると福島第一を襲う津波は敷地を超えてしまうこ

とから、一審被告東電は東北電力に圧力をかけて、報告書の内容を書き換え

させていた。 

 ２０１０（平成２２）年には、保安院の指示を受けたＪＮＥＳは、貞観津

波のさらに詳しい予測も計算していた。 



48 

 

 一審被告東電が対策工事を先送りにする反面、東海第二原発では、日本原

電が、地震本部が２００２（平成１４）年に予測した津波地震に耐えられる

よう対策工事を進めていた。 

 このように、一審被告東電は、利益を優先し安全を軽視する姿勢から、耐

津波安全対策を意図的に回避し後回しにしたのである。そうした事実を隠蔽

し、「最大限」の対応をした、「想定を大きく超える」津波だったと主張した

一審被告東電の態度は、極めて悪質である。 

イ メルトダウンの可能性を否定する態度を繰り返したこと 

 原子力災害対策特別措置法第３条は、原子力事業者の責務として、「原子力

事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止

に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然

性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な

措置を講ずる責務を有する。」と定めている。 

 こうした規定に基づき、本来であれば、原子力事業者には、住民に正確な

情報を提供することで、原子力災害の拡大防止に努める責任があるはずであ

る。そのような情報提供は、避難をするか否か等の住民の選択権の前提とな

る重要な責務である。住民としては、原子力事業者が提供する情報をもと

に、事故が最悪の事態に進展していくことをも想定した早期の避難を開始す

ることも可能となるからである。 

 ところが、一審被告東電は、本件事故後、事故の重大性を隠蔽する目的か

らか、メルトダウン（炉心溶融）を否定する発言を繰り返すなどし、原子力

事業者としての上記責務に反する態度をとった。 

２０１１（平成２３）年３月２１日午後４時からの記者会見では、原子力

設備管理部の担当課長は、１号機の炉心の状況について、「燃料の被覆管が溶

けた状態、融点を超えるような温度になったとは推定している。ただし、ウ

ランのペレットが溶融するまでの温度に至ったかどうかそこまでは具体的な

情報を持ち合わせていない」と説明した。 
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松本純一原子力立地本部長代理は、同年４月６日午前１１時からの記者会

見で、１号機の炉心損傷の可能性を示しつつ、その状態はメルトダウンでは

なく、「燃料の被覆管が形状を維持していない状況ということで、たとえば、

割れがあったり、被覆管が溶けて燃料が露出しているというような状況と考

えている。必ずしも溶けてなだれ落ちているというような状況ではない」な

どと発言した。 

しかし、一審被告東電は、同年３月１１日から１３日の原子炉の「水位」

や「圧力」などのデータを有しており、その状態からは炉心溶融に至ってい

たことを想像するのは難しくなかったはずである。 

同年５月１５日、一審被告東電は、原発の中央制御室に残されたままにな

っていた事故直後の原子炉圧力などのデータを入手して分析した結果、１号

機がメルトダウン状態になっていたことを発表し、同月２４日には、２号

機、３号機についてもメルトダウンしていることを認めた。住民にとって

は、「何を今さら」といったところであるが、幸運にも事故が最悪な状況に進

展していかなかったため、一審被告東電の上記発言は強い非難にさらされる

ことが少なかったに過ぎない。住民の安全よりも自らの保身を優先した悪質

な隠蔽行為と評価せざるを得ない。 

（以上、甲Ａ６５１・２３〜２７頁） 

（２）本件事故後も続く情報の隠蔽と安全対策の懈怠 

ア はじめに 

一審被告東電は、本件事故後も福島第一原発の危険性についての情報を隠

蔽し続け、安全対策を怠っている。悪質な事例のいくつかを指摘する。 

イ ２０１５（平成２７）年２月 汚染水の海洋流失を隠蔽 

 福島第一原発２号機原子炉建屋屋上の一部にたまる高濃度の放射性物質を

含む雨水が構内の排水路を通じて港湾外の海に流れたことが判明した。東電

は汚染水の海洋流出を把握していたが、公表していなかった。 

ウ ２０１６（平成２８）年２月 炉心溶融の事実を事故直後から５年余も
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隠蔽 

新潟県はかねてから設置されていた「新潟県原子力発電所の安全管理に関

する技術委員会」が、事故直後から一審被告東電に対して、福島第一原発事

故の検証を求め、その事故原因及び対応等について説明を求めていた。 

その中で、早い段階で炉心溶融の判断が出来ていたのではないかとの指摘

がなされてきたが、一審被告東電は「炉心溶融の定義がないため判断できな

かった」との回答を繰り返してきた。しかし、２０１６（平成２８）年２月

２４日の会合で、一審被告東電は判断基準を定めていたことを認めるに至

り、５年余にわたり真実を隠していたことを認めた。 

同年９月、原子力規制委員会は核物質防護規定の順守義務違反で一審被告

東電を厳重注意した。 

エ ２０１８（平成３０）年８月 汚染水の放射性物質についての情報隠蔽

が発覚 

一審被告東電は、トリチウム汚染水の７割にトリチウムのほかに６３種類

の放射性物質があることを長い間、隠蔽していた 

２０１８（平成３０）年８月、トリチウム汚染水の海洋放出をめぐる初め

ての公聴会が富岡町文化交流センターで開催されたが、その直前、タンク内

の汚染水の７割にトリチウムのほか６３種類の放射性物質が含まれ、国の排

出基準を越えていることが発覚した。一審被告東電は、この事実をそれまで

公表せず隠していた。国も当然知る立場にあったが、公表しなかった。 

オ ２０２１（令和３）年２月 原子炉に不正入室等が発覚、「東電に運転資

格なし」 

 一審被告東電は、２０１６（平成２８）年にも福島第二原発における侵入

検知器問題で厳重注意を受けていたが、２０２０（令和２）年９月２０日、

柏崎刈羽原発で一審被告東電の社員が他人のＩＤカードを使い中央制御室に

入っていたことが発覚した。この報告は同２１日には規制庁に報告された

が、規制庁は規制委員会に報告せず、規制員会は同２３日に再稼動に必要な
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「保安規定」の変更を了承していたこと（報告があれば了承できない可能性

もあった）が問題となった。 

 その後の規制庁の検査で、不審者の侵入を検知するための設備が２０２０

（令和２）年３月以降で１６か所故障しており、そのうち１０か所では機能

の喪失が続いていたことが判明し、規制庁は安全重要度最も深刻な区分であ

る「赤」と判断した。 

この事態を受けて、原子力規制委員会は、同年４月１４日、一審被告東電

に対して、安全が確認されるまで核燃料を動かすことを禁止する是正措置命

令を出した。 

カ ２０２１（令和３）年２月１３日 福島第一原発３号機の地震計が故障

したまま放置されていたことが発覚 

２０２１（令和３）年２月１３日、福島県沖を震源とする震度６弱の地震

が第一原発を襲い、原子炉の水位低下や５３基のタンクの位置がずれるなど

２６か所に及ぶ被災が発生した。この時に肝心の３号機の建屋内に設置され

ていた地震計２基が故障したままで放置されていたため、地震データが取れ

なかった。そのためメルトダウンを起した１～３号機の健全性確認は原子炉

の設置場所が違う５号機のデータを利用せざるを得なかった。 

しかも事実が発覚したのは原子力規制員会の会合の中で委員からの質問を

受けて初めて東電が明らかにしたからであった。 

２０１１（平成２３）年の大震災後も、Ｍ７を超す大きな地震が、２０１

２（平成２４）年１回、２０１３（平成２５）年１回、２０１４（平成２

６）年１回、２０１６（平成２８）年１回と４回も発生している。にもかか

わらず、一審被告東電はこのような杜撰な管理体制を１０年後の現在も続け

ている。 

キ ２０２１（令和３）年９月 汚染水を浄化する設備破損事故を２年間隠
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していたことが発覚 

２０２１（令和３）年９月９日、一審被告東電は、福島第一原発の汚染水

を浄化する多核種除去設備（ＡＬＰＳ）の排気フィルターが２５か所中２４

か所で破損している事故が発生したこと、及び２年前に全２５か所が破損し

ていたことを公表しなかったことを明らかにした。 

しかも、一審被告東電は、２年前に破損の原因を調べず、ただ部品を交換

しただけでＡＬＰＳの運転を再開し、同じ事態が２度起こっていたことが大

きな問題となった。 

ク いまだに取り出せない使用済み核燃料 

本件事故から１０年が経過してもなお、福島第一原子力発電所内の高濃度

放射能物質は処理することができないまま、万一空気中に放出され拡散され

れば、新たな被ばくリスクをもたらす危険を抱えた状態で、残存している。 

いまだに取り出せないままの使用済み核燃料は、１号機３９２体、２号機

６１５体、３号機５３８体、合計１５４５体あり、地震、津波、水素爆発で

傷んだ原子炉建屋の燃料プールに入ったままであり、冷却をし続けないと、

放射線・放射熱を放出して再び大事故につながりかねない。 

本件事故において原子炉内で溶けた核燃料（デブリ）は、どこにどのよう

な状態で存在するのか、１号機については未確認、２号機と３号機について

は原子炉圧力容器底部にデブリとみられる堆積物が確認されているが、いず

れも取り出しの方法は未定であり、依然として常に冷却が必要な状態にあ

る、と報道されている（2019/12/5 朝日新聞記事）。 

ケ 汚染水による海洋汚染の危険 

デブリ冷却のために常に注入している冷却水は、放射能汚染されている

が、これが建屋の割れ目から流入する地下水と接触し、トリチウムを含む大

量の汚染水となり、増量の一途を辿っている。貯蔵限度を超えた量の汚染水

は海洋放出されることにより漁業等に甚大な打撃を与える。 
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コ 放射能汚染された排気塔の撤去作業 

１・２号機の排気塔（高さ１２０ｍ）の６６ｍ付近には、劣化により８か

所の破断や変形が確認された。筒身内は放射能汚染が極めて高く、倒壊によ

る危険拡大は計り知れなかった。一審被告東電は、排気塔を２０２０（令和

２）年３月末までに解体撤去すると決定したが、トラブルが続き、作業完了

は当初の予定より大きく遅れた。また、当初は全て遠隔装置で行う予定が失

敗し、危険な切断作業に作業員を動員して被ばくの危険にさらした。 

サ 途中で途切れていたベント管 

福島第一原発１、２号機共用気筒におけるベント管が筒頂部に達すること

なく基部で途切れておりベント機能が作動しない設計であったことが判明し

た（甲Ａ６５２号証）。 

ベント配管は、空だき状態になった原子炉を囲む格納容器の圧力を下げる

ため放射性物質を含む蒸気や水素ガスを外に排出する「ベント」に使用する

ものである。この配管が排気塔の根本で途切れ、水素が排気塔内に出る構造

になっており、高濃度の水素が空気と混ざり、水素爆発を招くおそれがあっ

た。その結果、排気塔が壊れれば事故はさらに深刻になっていたというので

ある。 

シ シールドプラグ下の高濃度放射能汚染 

２０２１（令和３）年３月５日原子力規制委員会が公表した「福島第一原

子力発電所 事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」によれば、１～３号

機で、原子炉格納容器の真上にあるシールドプラグ（放射線を遮蔽するため

の３枚重ねの鉄筋コンクリート板）の真下部分にセシウム１３７の高濃度放

射能汚染が判明した。放射能量は、７京ベクレル（７×１０15ベクレル）と

いうとてつもない数値に上るという。 
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ス 小括 

このように、本件事故後も、福島第一原子力発電所の重大な危険は何ら解

消しておらず、高濃度放射能汚染は現存しており、住民に対する原発事故に

よる放射能被ばくリスクは何ら解消していない。 

これに対し、一審被告東電は有効な対策をとることなく、その危険性につ

いての情報を住民・国民に説明する責任すら果たしていない。 

このような一審被告東電の態度は、本件事故の教訓を何ら学んでおらず、

およそ再発防止の考えがなく、原子力事業の健全な発達を阻害するものとい

うほかない。 

（３）被害者への不誠実な対応 

ア 「３つの誓い」を公然と破る不誠実さ 

２０１６（平成２８）年１月１５日、一審被告東電は、損害賠償の迅速か

つ適切な実施のための方策(「３つの誓い」) を発表した。この中で、一審被

告東電は、「２.迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」「３.和解仲介案の尊重」な

どの項目を挙げ、後者の項目では、「・紛争審査会の指針の考え方を踏まえ、

紛争審査会の下で和解仲介手続きを実施する機関である原子力損害賠償紛争

解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続きの迅速

化に引き続き取り組む」などとしている。 

 しかし、一審被告東電はこの誓いを破っている。それは「「二枚舌」と非難

されて当然だ」とまで評されるほどである（甲Ａ６５３号証）。 

イ 「弁済の抗弁」の主張内容の背信性 

 とりわけ許しがたいことに、一審被告東電は、原審の審理最終段階になっ

て突然「弁済の抗弁」なる主張を展開し、あたかも一審原告らに対する既払

い賠償金が過払いであると主張しだしたことは、不誠実を通り越して背信的

というほかない。 

 一審被告東電が「弁済の抗弁」として主張しているものは、その大部分が

訴訟外で和解するなどして弁済の合意をし支払いも終了した費目につき、蒸
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し返して払いすぎを主張するものである。既に和解したり、特定の費目につ

いて金額を合意するなどして支払いまで終了した費目につき、後になって相

手方から払いすぎを主張されるようなことは、長らく民事紛争の現場を経験

した法律家であっても経験したことはほとんどないはずであるが、一審被告

東電の「弁済の抗弁」は、それほどに一般の取引通念に反したとんでもない

主張である。 

 直接請求において、当該費目につき和解ないし弁済の合意があったこと

は、次のような事実からも裏付けられる。 

一審被告東電は、本件事故後、避難指示を受けた多数の避難者の要請を受

けて、直接請求に応じて賠償を行ってきた。直接請求は、一審被告東電が求

める書式に基づいて一審原告ら各人が慣れない請求書の作成を苦労しながら

行い、領収書、レシートその他一審被告東電が指定する証憑類を添付して請

求し、その中で一審被告東電が認められると考えた限度で一審被告東電から

賠償額が提示され、一審原告らは個別具体的には不服があったとしても、や

むを得ず合意するなどして支払いを受けてきたものである。 

直接請求の合意書には、「（略）ご請求番号○○○○で請求した賠償金につ

いては、お支払い明細番号○○○○−×−××のお支払い明細書の各記載金額

とし、請求者に関する算定額および今回の受領額等（①〜③）が以下のとお

りとなることについて合意します。」という文言が加えられている。一審原告

らはこうした合意書に署名押印して支払いを受けてきた。このような直接請

求の合意にあたって一審被告東電が払いすぎとなるような事態は、算定手続

の中で回避されており、そのため「ただし、就労不能損害については、証明

書類が不足しているために本来の補償金を受領できない場合には、新たな証

明書類が揃った時点で、差額分を請求します。」などと、証明書類が不足すれ

ば一審原告らが直接請求の支払いを受けられないケースの存在をうかがわせ

る記載も合意書内には存在する。 
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 ＡＤＲ手続きにおいては、直接請求よりさらに厳格な手続きで和解を成立

させている。ＡＤＲでは訴訟に準じた手続きで申立人らの請求につき被申立

人が認否し、センターも双方に証拠提出させるなどした上で、証拠から認定

できた範囲で和解案を示し、合意が成立すれば書面で合意内容が確認され、

「本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ば」ないこと

を留保した合意書が取り交わされる。 

 このような直接請求とＡＤＲ手続の実態に即してみれば、訴訟外の直接請

求及びＡＤＲで支払いがなされた費目については、当該費目について合意さ

れた金額の限度では少なくとも損害が生じていることを前提として、それぞ

れ和解契約ないし弁済の合意が成立しているものであって、一審被告東電の

「弁済の抗弁」の主張は、これにつき合意に反して蒸し返しの主張をするも

のであって、損害賠償交渉における常識にも反する背信的な主張と評価され

るべきである。 

 そして、何らの落ち度もなく突然故郷を追われ、生活が一変することを余

儀なくされ、不安と絶望と困窮の中なんとか慣れない直接請求手続きを行っ

て、一審被告東電の少ない賠償額の提案に不服がありながらも妥協して合意

書を取り交わしてなんとか生活を維持してきた一審原告らにとって、一審被

告東電の「弁済の抗弁」の主張は、本件事故によって傷つけられた感情を逆

なでする新たな加害行為である。 

ウ ＡＤＲの和解案拒否による手続き打ち切り 

（ア）３つの誓いを踏みにじる和解案拒否 

 一審被告東電は、本件の一審原告ら以外の原発被災者に対する対応も極

めて不誠実であり、特にＡＤＲの和解案拒否による手続き打ち切り問題は

社会問題化し、司法の負担も増大させている。 

 東京新聞２０１９（令和元）年８月１２日（web 版）（甲Ａ６５４号証）

によると、原子力損害賠償紛争解決センター（以下、「センター」という）

のＡＤＲで、２０１８（平成３０）年から一審被告東電の和解案拒否によ
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る手続き打ち切りが急増していることが報じられた。一審被告東電の拒否

の理由は、和解案が国の指針を超える賠償を提示していることなどである

というが、「センターを所管する文部科学省研究開発局は２０１９年３月、

「多数の被害者がいまだに苦しめられているという多くの声があることを

自覚し、『三つの誓い』を順守し、被害者の方々に寄り添った賠償を進める

よう要請する」との文書を東電に出している。」と報じている。 

（イ）小綱木地区ＡＤＲでの和解案拒否  

例えば、川俣町小綱木地区（以下「小綱木地区」という。）に居住して

いた住民ら１７９世帯５６６名は、２０１４（平成２６）年９月３０日、

センターに対し、東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故(以下

「本件事故」という。)に伴う慰謝料請求を申し立てた。センターは、中間

指針第一次追補を超える賠償額が認定され得ることを具体的に認定し、各

申立人につき、「中間指針第一次追補」で認められた定額とは別に２０万円

を内容とする和解案を示した。しかし、一審被告東電は、２０１８（平成

３０）年１月の進行協議期日において、和解案の方針（和解案と同趣旨の

もの）に対し、「小綱木地区住民の方々の本件事故による苦痛などは、抽象

的な不安感に止まり、法益侵害を観念しえないものであり、中間指針に織

り込み済みのものである。東京電力内部では、和解案の『方針』への拒否

の意向は強固。手続きの打ち切りを求める。」などと回答し、同年２月２８

日に和解案拒否を回答、同年１２月２０日、手続きは打ち切られた。 

（ウ）飯館村長泥地区・蕨平地区ＡＤＲでの和解案拒否 

飯舘村長泥地区・蕨平地区に居住していた住民ら７２世帯７７名は、２

０１４（平成２６）年１０月１４日、センターに対し、本件事故に伴う田

畑の財物賠償の増額請求を申し立てた。センターは、代表地について、田

は本来の価格の７０％程度、畑は本来の価格の８０％程度の金額が東京電

力基準となっていると判断し、田は東京電力基準の１４３％、畑は東京電

力基準の１２５％をもって、センターの評価額とした。しかし、センター
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の和解案につき、東京電力基準による評価額は、不動産鑑定士の鑑定に基

づいて決定していること、評価額を補正する必要は認められないこと等を

理由として３度にわたり受諾拒否の回答をし、２０１８（平成３０）年１

２月２０日付で手続きは打ち切られた。 

（エ）浪江町民集団ＡＤＲでの和解案拒否 

 中間指針で示された慰謝料一律月額１０万円が、浪江町民の被災状況に

比して定額であるとして、一律増額を求めたＡＤＲは、町民の７割以上が

参加した手続きとなった。しかし、この浪江町民の集団ＡＤＲ申立てにつ

いて、全申立人に月額５万円（期間２年間）、７５歳以上の全高齢者に対し

月額３万円（期間３年間）の支払いを内容とする和解案が提示されたが一

審被告東電はこれを拒否、４年以上にわたる繰り返しの和解受諾の求めを

拒否し続け、ついに２０１８（平成３０）年４月５日に和解仲介手続き打

ち切りとなった。 

 翌日付の浪江町支援弁護団の声明では、原発ＡＤＲがこのような結果に

終わった原因は、「制度趣旨を無視して受諾することをかたくなに拒否して

きた東京電力」にあるとし、申立人の中に高齢者も多く、同年２月２８日

現在で８４６名もの申立人が亡くなられていることも指摘し、無念をにじ

ませている。 

（オ）福島市大波・雪内地区ＡＤＲでの和解案拒否 

福島市大波・雪内地区の集団ＡＤＲ申立て（申立人は４０９世帯・１２

４１名／申立時点 以下「当初申立」という）においては、線量が高いに

も関わらず「自主的避難等対象区域」とされて少額の慰謝料しか得られて

いないことから、主として避難慰謝料の請求を求めたものである。センタ

ーは、不十分ながら、２０１９（令和元）年７月５日、米農家３０世帯に

対し１世帯３０万円の慰謝料の支払を認めるという和解案（以下「本件和

解案」という）を提示した。しかし、一審被告東電は受諾を拒否、再度の

受諾勧告も拒否したため、同年１２月２５日付けで和解仲介手続きが打ち
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切られた。一審被告東電の和解拒否の理由は、「要するに、これまでの被申

立人の主張と相容れないからということに尽きる。」（原発被災者弁護団の

サイト「福島市大波地区、伊達市雪内・谷津地区の東電和解案拒否打切り

について」より http://ghb-law.net/?p=2204）。 

（カ）相馬市玉野地区ＡＤＲでの和解案拒否 

相馬市玉野地区の住民４１９名が、慰謝料増額等を求めて、２０１４年

（平成２６年）１０月１日、センターに申し立てたＡＤＲ手続きでは、セ

ンターは、４年の審理を経て、２０１８年（平成３０年）１０月１日、本

件事故当時１９歳以上の玉野地区在住者に最大２０万円を賠償する和解案

（以下、「本和解案」と言う。）を示した。しかし、一審被告東電は、受諾

を拒否。一審被告東電が本和解案の受諾を拒否する理由として述べた内容

に対して、センターは、２度の和解案受諾勧告書において、「何ら合理的な

和解案拒否理由を見出すことができない」と断罪した。しかしながら、一

審被告東電は、その指摘に何ら答えないまま、受諾拒否の態度を変えなか

ったため、２０１９年（令和元年）１２月１９日、本和解仲介手続は打ち

切られた。弁護団は、「玉野地区住民の被害は何ら救済されず、救済される

ためには、被害者が別途法的手続を取らなければならない。玉野地区住民

がかかる状況に陥ったことは、被害の切り捨てそのものである。」「このよ

うな東京電力の態度は、被害者の苦しみに何ら耳を傾けず、玉野地区住民

の被害を殊更に軽視したものであって、もはや自らが誓約した「和解仲介

案の尊重」に違背するどころか、加害者としての責任をかけらも感じてい

ないものと断じざるを得ない。」と強く批判している（ふくしま原発損害賠

償弁護団のサイト 

http://fukushimagenpatsu.bengodan.jp/archives/787147）。 

（キ）その他多数の事案での和解案拒否 

 その他にも、福島市渡利地区の住民１１０７世帯３１０７名の慰謝料請

求、伊達市富成地区の３３１世帯１１９１名による慰謝料請求、伊達市月

http://ghb-law.net/?p=2204
http://fukushimagenpatsu.bengodan.jp/archives/787147
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舘・川俣町小島田代に居住していた住民ら１９３名の慰謝料請求などにつ

き、いずれもＡＤＲで和解案を一審被告東電が拒絶し、手続きが打ち切ら

れている。 

 

（３）小括 

以上のとおり、一審被告東電は、本件事故後、住民に正確な情報を提供し

原子力災害の拡大防止に努めるべき原子力事業者の責任に反し、メルトダウ

ンの可能性を隠蔽する発言をし、さらには津波対策を怠ってきた自らの不都

合な歴史を隠蔽する発言をも繰り返すなどした。 

本件事故から１０年経過する間、一審被告東電は、本件事故から何の教訓

も学ばず、本件事故後の福島第一原発が危険な状態にあることを隠蔽し続

け、現在に至るまで有効な安全対策を実施せず、本件事故後の安全確保義務

を果たしていない。 

被害者との関係でも、表面的には「３つの誓い」なるものを宣言しつつ、

実際の行動ではそれに反する行動を繰り返している。訴訟外での和解内容を

蒸し返す非常識な裁判上の主張をし、ＡＤＲでの多数の和解案拒否によって

裁判所に多大な負担をかけてまで自社の経済的負担を軽減することに躍起に

なっている。 

このような一審被告東電の態度は、加害者にはあるまじき背信的あるいは

不誠実極まりない態度であり、厳しい社会的批判にさらされている。御庁に

おいても、このような社会的評価を正しく慰謝料増額事由として評価すべき

であり、今後同レベルの加害者を生まないよう必ずや司法としての責任を果

たしていただきたい。 

 

５ まとめ 

以上のとおり、一審原告らの請求を原賠法３条１項に基づく損害賠償請求

と構成したとしても、一審被告東電には、本件事故前、津波対策を含め数々
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の安全確保義務を懈怠し、安全基準を引き下げる安全阻害行為を繰り返し、

数々のデータ改ざんと事故の隠蔽を繰り返し、本件事故後も事故の教訓を生

かさず、この１０年の間、安全対策を疎かにしたまま杜撰な原発管理を続

け、原発の危険な状態に関する数々の情報を隠蔽し、被害者に対する賠償に

おいて背信的ないし不誠実な態度を取り続けるという、信じがたいほどの多

くの責任加重事由が存在し、こうした極めて悪質な行為を組織ぐるみで行っ

ているのであるから、衡平の観点および再発防止の観点から、損害額の算定

において増額事由として十二分に考慮されなければならない。 

以 上 
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