
原発被害者東京訴訟、勝利判決を聞いて

3月 161」 、東京地裁に原発被害者東京訴訟の傍聴に行 って まい りまし

たっ1由選は約 4倍、とうぜん私は落選 したのですが、幸ll告集会はバ ッチ リ

参加 して来ま した。

中川弁護士は、判決文を読み上げる裁判長が「被告ら」といったとたん、

国の賠償責任を認めた判決だとわかったそ うです。「東電」「国」と分けて、

東電に責任を押 し付けてないからです。

「国」の責任を認定 した判決は、「群馬」「福島なりわい」「京都」に続いて 4勝 日です。その認定は、ますま

す進化 している、と弁護団は評価 しました。全国の訴訟どうしの連帯と学びあいの成果だそ うです。

区域外避難者に対する賠償認定も、15日 の京都地裁判決よりも進化 しているそ うです。ほとんどの原告が請

求棄却 されませんでした。

放射線・放射能への恐れ低線量被ばくについては、
″
しきい値な し線形 (LNT)モデルは有力な科学的見解であ

り、一般人が科学的真実であると認めることは合理的である"(要旨)と 東京地裁は認定 しました。

喜びの声がジュネーブと東京で結ばれました。首都圏訴訟の原告さんの子連れ と、関西訴訟の原告さんの子連

れとが、国際スカイプ画面に登場 し、報告会会場と、勝訴の喜びで繋がれました。ジュネーブの国連人権委員会

で証言するために、子連れたちはスイスに行っていたのです。

この裁判は決 して、革命的なものでも、革新的なものでも、先進的なものでもありません。子連れの親子の普

通の感覚が、原告となり、弁護団を動かし、生活者の気持ちが支援の輪となり、勝利をみちびいたのです。

崎山比早子先生は、「裁判は社会的通念できまりましたね。原告、弁護団、支援者が一生懸命勉強 して頑張れ

ば、一部の"専門家"が社会的通念を代表するのではなく、フツーの人間が社会通念を代表できるのです。こん

かいの判決が、「しきい値な し線形 (LNT)」 モデルを積極的に評価 した事が、そのあらわれです。」

まさに、フツーの家族のフツーの想いが勝利をもたらしたのです。

報告会では、原告のお母 さんたちから、支援者・弁護団への感謝の言葉をいただきました。 しか し、 7年間の

苦労 (放射能への恐怖、避難、異郷の生活、二重家計、い じめなど)への補償が、「こんなに僅かな金額でしか

ないのか」、率直なため息もいただきました。

弁護団からも反省課題 として、賠償認定期間が狭められたことが挙げられました。

ni0615田 島拝

★ 「避難指示を出さない国の方針が間違いで、子供を守るには避難するべきだ」…原告の母親

国を断罪 し被害者救済を命 じる判決を出した裁判官背中を押 したのは裁判に集まって頂いた傍聴者と

ハガキで裁判官に市民の声を届けてくれた皆様です

鳴下祐也 (福島県いわき市から東京に避難 )

★ 3月 21日 (水 )13:30～ 15:30 四谷・聖イグナチオ教会・岐部ホール404号室

原告さんたちをサポー トし続けた野口景子弁護士の福島原発事故被害東京訴訟・判決報告

～勝手な線引きをさせないために～ 原・弁・支

★3月 22日 (木 )13:30～ 15:00 新橋東京電力本店前

いわき避難者訴訟の判決にあわせた東京電力前行動

★3月 27日 (火 )11:30～ 13130 衆議院議員会館大会議室

京都、東京、いわき、3連続賠償裁判報告・院内集会



平成 25年 (ワ )第 6103号 ,第 19720号  福島原発事故損害賠償請求事

件

判 決 骨 子

東京地方裁判所民事第 50部

裁判官 水野有子,浦上薫史,仲吉統

平成 30年 3月 16日 (金)午後 3時 00分東京地方裁判所 103号 法廷言渡 し

原告 ら 47名

被告 ら 東京電カホールディングス株式会社 (被告東電),国 (被告国)

第 1 主文の内容の骨子 (一部認容,認容額合計 5923万 9092円 )

1 被告 らは,連帯 して, 5名 の原告 らを除 く原告 らに対 し,合計 5923万

9092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。

上記一部認容 した各原告の認容額は42万円から406万 7230円 である。

2 5名 の原告 らの請求及びその余の原告 らのその余の請求は棄却する。

第 2 事案の概要

本件は,平成 23年 3月 11日 当時,福島県福島市,郡山市,いわき市又は田

村市に居住 していた (一部未出生の者がいる。)原告ら47名 が,同 日に発生し

た東北地方太平洋沖地震 (本件地震)及び津波 (本件津波,本件地震と併せて本

件震災)に伴う福島第一原子力発電所 (本件原発)か ら放射性物質が放出される
・

等の事故 (本件事故)に よる避難に伴 う各種損害について,被告東電に対 しては,

無過失責任である原子力損害の賠償に関する法律 3条 1項のほか,民法 709条

(不法行為)又は民法 717条 1項 (工作物責任)に基づき,被告国に対しては,

国家賠償法 1条 1項に基づき,合計 6億 3468万 3800円 及びこれに対する

平成 23年 3月 11日 からの遅延損害金を支払うことを求めた事案である。なお,

本件訴訟提訴時原告数は48名 であり,訴訟係属中に1名 が死亡している。
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「

~~~~~~~~~~

第3 本判決骨子

1 被告東電の義務違反

(1)文部科学省のもとに置かれた地震調査研究推進本部地震調査委員会は,平

成 14年 7月 31日 ,「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」と題する評価結果 (本件長期評価)を公表し, 日本海溝沿いの 「三陸沖北部

から房総沖の海溝寄り」において津波マグニチュ~ド 8.2前後の地震が,同領

域の中の特定海域では今後 30年以内の発生確率 6%程度,今後 50年以内の発

生確率 9%程度であると推定したところ,被告東電は,平成 14年中には,本件

長期評価から想定される程度の津波について予見する義務があった。

(2)(1)の 予見義務がある場合,被告東電には平成 14年中に①本件津波と同程

度の津波を予見する義務があったと解する。少なくとも同年中に②本件事故にお

いて大量の放射性物質を放出した本件原発 1ないし3号機を含む 1ないし4号機

の原子炉建屋等の主要建屋が設置されているエリアの敷地高であるO.P.+1

0mを超える津波を予見する義務があったことは明らかである。

※o.P。 (小名浜港工事基準面)と は本件原発において高さを表す場合に用

いられる単位である。

(3)被告東電は平成 14年から(2)の 津波到来を予見した上で,その対策の検討

に着手し,遅 くとも平成 18年末までには本件原発での(2)の津波の対策自体に着

手すべき義務があった。

(4)具体的な対策内容の選択については被告東電に裁量があるが,何らの対策

をとらないという裁量はない。したがつて,被告東電には,原告らが主張する①

防潮堤の設置,②原子炉建屋若しくは重要施設等の水密化,又は③配電盤等若し

くは非常用電源の本件津波の浸水高を超える高台若しくは建屋上部設置のうち,

少なくとも一つの対策をとる義務があり,これらの対策と重ねて費用が少ない④

津波による全電源喪失を想定したバッテ リー設置,手順策定等の対策をとる義務

があった。どんなに最低限を考えても,④の対策単体をとるべき義務があった。
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(5)本件津波と同程度の津波を予見し,(4)①～④いずれかの対策をとっていれ

ば,本件事故を回避できた。仮に○.P.+10mを 超える津波を予見して(4)の

対策をとっていた場合,(4)① と③の対策については本件事故を回避できたと認め

られないものの,(4)② の対策をとっていれば,本件事故を回避でき,最低限の対

策である(4)④ の対策をとっていれば, 2・ 3号機の炉心損傷を防げ, 1号機の放

射性物質放出量を相当抑えることができた。

(6)被告東電は,(1)。 (2)の 予見義務を怠 り,(3)。 (4)の 対策義務を怠り,よ って

本件事故を惹起 したもので,こ の点に義務違反がある。ただし,その義務違反の

程度は,原告らの慰謝料を加算する程度のものとは認められない。

2 被告国 (経済産業大臣)の規制権限行使義務違反

(1)経済産業大臣には,原子炉施設についての技術基準を定める省令制定権限

があり,事業者がこれに違反する場合には技術基準に適合するよう施設の修理 ,

改造等を命ずる権限 (以下,併せて「本件各規制権限」という。)があった。

(2)経済産業大臣においても,被告東電同様,平成 14年中に本件長期評価か

ら想定される程度の津波,すなわち本件津波と同程度の津波,少なくとも○.P.

+10mを 超える津波を予見する義務があった。

(3)経済産業大臣の本件各規制権限行使には裁量があるが,平成 18年末まで

には本件各規制権限を行使する義務があった。

(4)経済産業大臣が平成 18年末までに本件各規制権限を行使 していれば本件

事故は回避できた。

(5)したがつて,経済産業大臣の本件各規制権限不行使には違法性があり,被

告国は,被告東電と連帯して,本件事故と相当因果関係のある損害について賠償

責任を負 う。対外的な賠償責任の面では,被告国の立場が補充的であることを根‐

拠に責任を制限すべきでない。

3 相当因果関係及び損害

(1)避難と本件事故との相当因果関係
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ア 避難指示等区域外に居住 していた原告 ら又はその家族について

本件事故時に避難指示等区域外に居住 していた原告 らが避難開始の時点での放

射性物質の汚染や本件事故の進展による将来的な放射性物質の汚染の拡大による

健康への侵害の危険が一定程度あるとして避難 を開始するとした判断は,合理的

で,避難開始 と本件事故 とは相当因果関係がある。また,同様の判断で,同原告

ら又はその家族が避難を継続 している場合,原則 として平成 23年 12月 までは

本件事故 と相当因果関係があるが,平成 24年 1月 以降についてはこれを認 める

のは困難である。ただ し, 18歳未満の子供及び妊婦並びにこれ らの者が家族に

お り,その家族 とともに避難等 した者については,平成 24年 8月 までの避難継

続 と本件事故 とに相当因果関係がある。

なお,原告 ら又はその家族の個別事情によって,平成 25年 3月 までの避難継

続 と本件事故 との相当因果関係を認めた原告 らがいる。

イ 1日緊急時避難準備区域に居住 していた原告

旧緊急時避難準備区域に居住 していた原告の避難開始及び平成 24年 8月 まで

の避難継続 と本件事故 とは相当因果関係がある。同年
｀
9月 以降についてはこれを

認めるのは困難である。

(2)被侵害利益

ア 避難指示等区域外に居住 していた原告 らについて

避難指示等区域外に居住 していた原告 らは,本件事故がなければ, 自由な意思

によつて,主体的に判断 した上で, 自己の生活の本拠を選択 し,平穏 に,従前の

居住地における居住 を継続 し,そ こで得ることができた各種の利益を享受す るこ

とが可能であったのに,本件事故があったことによって,放射性物質による汚染

及び本件事故の進展による将来的な放射性物質の汚染の拡大による健康への侵害

の危険を甘受 した上で従来の居住地での居住 を継続 し,従前の各種の利益を受け

つつその生活を継続するか,そ こで居住す ることによつて得ることができていた

各種の利益をあきらめ,その危険を回避す るため避難をするかの選択 を迫 られる
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こととな り,何人 も公共の福祉に反 しない限 り,居住,移転の自由を有する (憲

法 22条 1項)こ とから法的保護 に値する「自己の生活の本拠を自由な意思によ

って決定する権利」 (「居住地決定権」)が侵害された。

イ 1日緊急時避難準備区域に居住 していた原告について

緊急時避難準備区域の指定がなされていた期間は居住,移転の自由自体が侵害

され,その指定が解除された後も,居住地決定権が侵害された。

(3)慰謝料

ア 避難指示等区域外に居住 していた原告 らについて

請求の一部を認容 した避難指示等区域外に居住 していた原告 らの,被告東電の

既払額を控除す る前の慰謝料は,個別事情も掛酌 して 70万円か ら200万 円で

ある。

なお,一部の原告についての請求は認 められない。

イ 1日緊急時避難準備区域に居住 していた原告について

同人の慰謝料は,個別事情も掛酌 して 210万 円である。

(4)結論

請求の一部を認容 した原告 らの認容額は, 42万円か ら406万 7230円 で

ある。

以上
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「

福島原発被害東京訴訟東京判決を受けての声明

1 はじめに

本日,東京地方裁判所民事第 50部 (水野有子裁判長,浦上薫史裁判官,仲吉統裁判

官)は,福島原発被害東京訴訟について,国の責任を認め,被告国と被告東京電力に対

し賠償を命 じる判決言い渡 した。

この訴訟は, 2011年 3月 11日 に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に

より,福島県内から東京都内へ避難を余儀なくされた原告ら17世帯 48名 (後 に 1名

死亡)が ,国 と東京電力を被告として, 2013年 3月 11日 に提訴 したものである。

2 被告らの責任について

本判決では,ま ず,被告国は, 2002年 には,福島第一原発において炉心溶融を伴

う重大事故をもたらす原発の敷地高を超えて敷地が浸水する津波が発生することを予

見することができたとし, 2006年 までに電気事業法40条に基づく技術基準適合命

令を発 して東京電力に対 し原子炉施設の安全性を確保する権限を行使 していれば,本件

事故結果を回避できたことを認めた。

すなわち,被告国において 2002年 に敷地高さを超える津波を予見したうえで,被

告東京電力において,津波による全電源喪失を想定 したバッテ リー設置,手順策定等の

対策を講 じさせていれば回避できたと判断 した。

このように本判決は,昨年 3月 の前橋地裁, 10月 の福島地裁,昨 日の京都地裁に続

いて,四度,司法の場において,福島原発事故について被告国及び被告東京電力の加害

責任を明確にし,断罪 したものである。

このように福島第一原発事故における被告らの加害責任に関する論争は,決着がつい

たものと言って過言ではない。被告らは,今後,無用な争いを続けることなく,被害者

に対して,加害責任を認め,謝罪 し,誠意ある対応をすべきである。

3 賠償額について

(1)判決は,原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針を「金科玉条」のごとく掲げ

て,これを超える賠償請求を拒絶 し続けている被告東京電力に対 して,原賠法を引用

し,自 主的に参照される目安にとどまるものであり,裁判所を拘束するものではない

として,一蹴した。中間指針の裁判規範性については,これまでの各判決においても

否定してお り,も はや,論ずるまでのことではない。

(2)次に,判決は,原告らいわゆる区域外からの避難者についても,放射性物質の汚染

による健康への侵害の危険が一定程度あるとして,避難をすることに合理性があると

判断した。



しか しながら,判決では,区域外避難者について,本件事故との間の相当因果関係

が認められる損害が発生 した期間として原則 として 2011年 12月 まで (た だし
,

子ども妊婦は2012年 8月 まで),旧緊急時避難準備区域からの避難者については,

中間指針と同様 2012年 8月 までに限定 している。 しかし,原告らの自宅・避難元

の土壌汚染はなお放射線管理区域と指定される基準を超える状態が続いてお り,いま

なお,放射線被ばくリスク回避行動をとるべき合理性があるというべきであって,避

難期間を限定 した判断には理由がないといわざるを得ない。

(3)そ のうえで,判決は,それぞれの原告が本件事故によつて被った精神的苦痛を個別

具体的に認定したうえで,これをもとに原告らについて本件原発事故と因果関係のあ

る精神的損害に対する慰謝料として区域外避難者について 70万円～ 200万 円 (既

払金による控除前の金額)を認めた。これ らは中間指針に基づく賠償額を若干ではあ

るが上回つている点は評価 したい。

しか し,それでもなお認容された慰謝料額では,原発事故被害者の精神的損害を慰

謝するためにはなお不十分であると言わざるをえないのであり,すべての原発事故被

害者に対 して適正な賠償を実現することは本判決においても,なお克服すべき課題で

ある。

4 原発事故被害者の全面救済を

2011(平 成 23)年 3月 11日 に発生 した福島第一原発事故から既に 7年が経過

した。にもかかわらず、放射能で汚染された地下水が海へ流出し続けるなど、依然とし

て事故の収束の目途は立っていない。未だ多くの人々が避難を余儀なくされてお り、被

災者の被った甚大な被害の原状回復 と完全賠償も実現されていない。それ どころか応急

仮設住宅の無償提供打ち切りなど,避難者の生活を脅かす事態が進行 している。

これまでの各判決,そ して,本 日の判決において,被告国や被告東京電力の加害責任

が司法の場においても明 らかとなった今,国や東京電力が行 うべきは,被害者の切 り捨

てではなく,加害責任を前提にした原発事故の過酷な被害実態を踏まえた完全賠償の実

現及び生活圏の原状回復を含む生活再建のための諸施策をとることを強く求める。

私たち原告団・弁護団は,本判決を受けて,今後も,被告国及び被告東京電力の責任

において,すべての原発事故被害者が原発事故前のくらしを取 り戻すための原状回復措

置をとること及び被害に対する完全賠償を実現させるために全力を尽 くす決意である。

2018(平 成 30)年 3月 16日

福島原発被害東京訴訟原告団

福島原発被害首都圏弁護団
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