
ノ－・ニュークス権の機拠

原子力特有の性愛

コントロール不能絵

e 被害の特異性

I 議議選霊感や不安惑にとどまる切で附く、合理的理由に丞づ i 

I このよ淵稀から免れて生きるこ技求めるこ峨法上の権利 ！ 

露子力事裁を完全iこ瞬ぐことは不可能⑦

• 1950年代から現在家で栓界でレベル4以上の零叡が14件発生

習量'1：章一斗盟星空笠塾経k竺lk亘弘之島翠箆登傘盤露箆三し友重量三金E覇
1999年蕊務将』co窓界事責主
2011年福島第一原発事故

2014年末までの簡に8：$：歯肉でll皇畳f患の原発関連！lli設が発生

露発事紋iこより放射性鞠質が拡融された場合、
皐期のi農家や被害拡大を酷ぐことはできない

・飲射性物質の大気中への放出＋広範留に汚染が銘文

＠放皇ti宝物愛の恩級愚縫

ーラ文気・ニt援の；著書長によって敏射線による長期の鍵俊影響

. 汚染ll<の発生

. -

嶋

原子力的コントロール不能性

〔ζ3霊cq?j重盛」でコントロール不能

・原子先懇談を完全に防ぐことは不湾能

・原発電審議により放射性物誌が大気中に鉱散された窓会‘早期の収
束や被容拡大を防ぐことはできない

療子力事故を完全iこ隣ぐこと地不可能②

・原発！孟鐙めて議事量なシステム
今設計・建設・保守管理・危犠管翠とL、う全体若君E鰐Lている人1まいない
f原発の念体を瞬々 まで1人で底解している設術者はこの世にも人もいな

いJ(元原発接術者銭術者小念a怒民）
→予怒せぬ著書館E寺に適切に詩応することが震設

a放遣す能汚染によって毒事散後の原底究績も困難

＋喜善後約な安全対策も恩量産

E震予先による被害時特異性

・放射性物質による健康被害

・放射性物重量の生態系への影響

・主主射怪物健主主出による居住不能地域の発生

~ 

Z込

→一震の事故が多〈の人の生命に危皇室を及ほし、さらにま態系そのものを
譲治謀総犠磯構築5緯畿が発注するというの日の

• 
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撤射性鞠震による鍵醸被醤①

e急性E章容

｛リンパE章、富血球の援少．吐き箆、発熱‘下血、君主惑の議会には死亡1

蕊趨打・，co盛界著書設でほ．君名が；邑詮主主射線陣容で死亡
ー多X患の古聖書幸貌畿蟻i孟．いかなる摩擦によっても密復不可能な打撃をλ体に
与える

• e.免重量縫E章容｛がん、岳胸痛などの発症リスヲ1
被Iま〈採盆1＝比例Lて寵終的にリスヲが燈恕する（LNTモデ3叫
一定量以下の徳58であれば安全であるという関鐙I孟存在しない

験射性鞠露散出iこよる愚盤不能地輔の発生

・放高官怪物質による環境汚染

主幹2豊島耳の長い放射濯物震が放出されることによって‘大気・土壌が
汚染され、人体！＝者wな放射線が長期間にわたり放出され続ける

中

長縁関にわたり人織の生活できない地域が発生する

福島の現状①

ε忌

。干高重量廃肉のs,skmの土地が年開20mSv以ょの!I!間繰震を発する
寄能性のある地媛

・1778闘の土地が年間5mSv以ょの塗鏑緩盤を発する可能性のあ
る総域

' 

般射性物震による鍵藤被害昏

・2事件率敢による小児Ejl状線がんの熔加

率産量当時福島採に題住していた1畠議以下の俊民の鍵際部釜

平成27年3月31白書量窪、 127人が想主主鴎がんのf悪性お：L'L窓枠の袋いJ
との蹴掛け.104人が手駒受けよ包寝込控遁融通さと鐙2

全霊盤箆援会翠E機管:E,どたら主滋車色j主筆錆霊童1；；連会法オ箆§＞i.~
笠＝－1:iil:ド
チェIレノブイリ原発率故でI立、事態後4年霞以鶴本犠釣十小児厚生長股がんの
哲男知があったことから‘今後更に型軽症数が増えるζともii：念される

~ 

腫軍事情景霞盟理E畠盟
＂＂·＇·毘·~山同 4

；合＇＼＇唱手e, " 

ユa

c 

纏島O)J.理挟R

－滋総省の苦難
建議露縫語定による避難者徹（2011年E月296時点〉
努成区縫 約1,;eo自白人

針趨約霊感露協 約t万10人
緊急時翠怒率僑区母約E万8510人 合計約14万6520人

選殻生活のストレ~な．が原因で死亡したf原発路遂事茸』の総裁！；！；、少な〈と
も1232λ（2015年耳鳴108付！す東京新鶴〉

~ 
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自

寵重量の現状争

. ；主体原発霧散iま未収E草

30年から40年後を昆穏に燃草ヰヂブ＇）を段申出l,.主主射性療薬物の処護処分
を袋Tさせる

汚染＊の海洋への譲畠

" 

学畿の動向

・中里晃1噂；茸数授
回本菌憲法には．社会的室主権（憲法25条｝と平和的主存権｛窓法前文〕と
いう2つの生存権が存在し．務発はそのいずれをも侵害している

E言発による被害の函有な性健からすれば‘社会鈎生存率霊と平和的生存権の
商方1：：草書患を透きながら、探発の存在そのものに対銃する華華しい人権とLて
『E軍犠的支持綾』を檎怨すべきf待期に幸ている

簿外（／）動賄

‘;;j"－ストリア慈法i主、後原発を聖書記

＠主クロネシアii邦‘パラオ共和国も、窓法！こより原発を禁止

。ドイツも会祭発の廃止方針を決定

ー楼界各霞で原発に対する反対護軍告が加速している

偽

,. 

隠干力的懇樟

。原発塁審設を1!15ぐことは不可能

。探発者事故による被害iま伎の謬絞と比較し塁悪質

議離嵩禁罪星島ま読書韓議議議会数号線

儲

学観的動向②

. ；青野幾久子教綬
環袋的人徳樫l立、原発飽訟の設霞・稼軍事の事前釜止の綴銀となる
怒接的人格l!!f：主．危険へのF不安・恐れ』をも包含する権利であることにも意
義がある

辻村みよ子教授‘森英植語教授、山内敏弘教授なども原発問題I二総し
ノー・ニュークス纏につながる主張をしている

大飯揮発義止訴訟揺井地裁鞠訣

皇室止めの銀銭をf人格権Jという従来の伝統的な表寝を跨いて表現

＋ 

宅叢

苦霊E寄を認めているといえる I I 拘実震1こ

皐



文章震藤発蓋止判決①

。

大震震謀議蓋ll:.判決

原手力発電が人聖書の生存を脅かす具体約な危険性を有するものであ

ることを認めた。

＋ 

このような係予カという5主体的危険に対するf恐椅jを法鈎保護に｛還

する苦霊法ょの権利として認めた

験産権（憲法29条〕
29条2壌により．
法律iま‘公共め干高徒iこ適合する怒りにおいて‘財産権告部怨するζとがで告る。

原鰭法iま、「財産権の髄隈jにあたるか？

被害者は東電から損害賠髄を受けられる”。

しかし、原発メーカーの免糞は、
私法上の基本原景IJを修正するものであり、
議警を受けた者の緩和iを耕奪している＠

年．

（ 

" 

大鯨E震発義止斡決宰）

差止めが認められるべき緩縫
f生命垂守草生活総持する利益l立λ籍捻の中でも綬害事舘分をなす線源鵠な
経理唱ということがて膏る色王事件でほこ11)揺額約な緩和と原子力発 箭の窓誌
の税設の銅盤が問題となっているロ日・｛中崎｝・・・Il苦手力発電帝の稼重量I立法
的には電気寄生み出すための一手頃た曇経援活動の畠密1：；す晶もの雪
あって.！霊法よI；！；λ強権の申筏節分よりもt位にlかれるべ苦ものである。』

『大きな8然災容や戦争以外で．この緩2里的な縫利が怨めて広汎に苦Eわれる

い。．・・｛制｝・・・かような描を招〈異体的危徐憶が万が一でもあれば．そ
の鐙止由tめもれるのは港然である。J

その勉にも顕著奇的
憲法上の礎科

きが｛憂審されている。
え 財産権（霊霊法29条｝ 器

平等権〈霊霊法14条） I 
毅判を受ける権利〔霊霊法32条） I 

過失がある容が箆径を主主うこと〈返失ま宣伝主義)I立、
私i去の毒事2草原重lj

返5色豊恒主轄の車種〈除害者自慢鐙

普通失ある署内品種密

与；：；：i圭拝2訟の知広

一過去置珪主轟音守，；，，.いと．モラルハザードiこつながるも

しがもー
ホil持ゐ者百摺傘いる寝台1.t.樟害脅器全部冊持怠舎，之請求でを晶却に一部の者為者軒免置

されると‘;1;:否定容している認定措を5とうことになる←

M議事で幸晶需手b＇晴宮おな'1,?

， 
内

告



｛最高裁判例でも〉箆；去の基＊原則を修亙する立法は
懇法よ（！）権利の号制j援にあたる。

ー森林法途E霊判決

→共有物分昔話議帯主権！立、共容の「本震的隠f宝Jであり、これを否定

することは、自オE主権の制震にあたる。

. :.llt霊法皇霊祭判決
＋富主2主・］霊過去ある霊器使議定務従害事者の霊堂径を免除・事官隈する法俸
はE霊号室踏畿を認める言霊法17祭に反L無効

Cf.費量豊富宝華経制限法判決＋遜失資信主毒患の符肉にある

平等擢（憲法14条〕

原発害事裁の繰言害者！主、原子炉iこ欠陥があっても‘

製進物愛径を追及することはできない。

→l豊倒的取扱い

家電から擦寄贈E撃を受けられるから、差別されているとはいえない？

重量制を愛iする権利（憲法32条）

r ii主剰jを受ける縫~]jとI止、「訴訟を提起できる緩和ilJではない。

＋主主祭によって濁尽の縫署員iが侵容された犠合に‘

議事j誇？の事i簡を求める複利である。

5・

I －－…外す I 実質的に『内務払いJされてしまうのであれば、

事実として箆発メーカー！こ愛径があるかないか

審議事4で争うことができない。

廉賠法品質経集中制震は
「公共の舗祉Jfこ倉敷しているか？

ー立法目的iま亙当か？

e留的を逮践するための手段として．必妥怪と合翠性があるか？

色＆

製造物責器法（PL法〉の額髄と意義

艶珪物置畳由視宮5

・色鎗聾彊虫色陵苦コュ，トロールで岳畠曹は‘事客室が聾生した堀合に琵笹苦畳うべき
・韓窃畳程謂密通観により虫告なt，謹吾樟てい畠晋は．製珪勃由史Illに置告を買うベ苦
・偲額置告＝提韮鞠郡安全足と謂聾晋苦器級させた晋1立．話器申書量切りに終しIll笹畳負うべき
包造物畳程法由璽盛
・ti朝銀総阻害車叫によって盟邑時務現在定める
．役会銭le＝紛争が起こった場合母ルールと訟晶
・5号畠甥E器＝翠品幸市犠に出すと幸には、宮会を控軍営よとも，－；r骨品規庭j豊醤盟書tこ11.1・す

被害害容が製造物責任音追及することによる利重量i弘損容の賠震だけではないE

" 

E事賭法が脅更に違憲無効でないとしても
E震発メーカーめ畳程を開う寝拠がある。

＠代位議求

（］車電の原発メーカー1：：対する侵害鰭超電請求権を

代位行使する）

・復事iの活用

（原発メ』カーが免霊童を2主張するのは．

緩和iの選鰐にほかならない）

担

10 



托盤譲求

lli!霊憲法によれば‘褒震はE量発メーカーに望号密造及できる。

(j)li要望苦メーカーの故窓iこより事故が忽こった場合〈原器記長sS<,

、＇.？！］電電密身が受けたも島容の鰭僚を翁求する穆合 f原諸；是2条2壊侵害J

そこで、原告は、告量権者代t立縫｛民法423条1項｝を行使する。
事霊童役者代位複とは

f霊務者が有する譲事jを、器量権者がf代位Jして行使すること

本件では、告量権者＝廃望聖書喜紋の被害者、t罷務者＝］軍港

E震賠j去の要件

。露官音法5粂

耳事件原発事事裁は原発メーカーが『故窓JIこ起こしたものか？
→「故意Jとは、

＇ー

f§己の行為が他人の緩事法侵答し、その也選法と評価される事実を

生じるであろうということを認識しながら町あえてこれをする心理状態」

・fl言騒法2粂2環迫害警

東霊童i孟本停車言発事態による:I！畏審査受けているか？

→ 震喜重の宣告官電3電器÷宣言一原発iこ関する資穫は穣滋約な打聖書。

権署員j麓用鞍議f生の報拠

①本件原子炉等iこは、霊大な欠阪があったe

(g：被告ら原発メーカーには過失があったむ

③①の欠絡またはf怠の過失に起思して、

大鋭機かつ深~Jな銭容が生じたむ
⑧被告らは露子力Z審議によって、堅議の利益を得ている包

宮i被告らは鍛窓iこより窓枠環発率設を起こしたと評錨できる昏

ロ

., 

鐘擢者代位権(f)要件
－穣徒者1：.保全Lなければならない権樹があること
＝原告には議定に討する袋容認翁鍔求権があるz

．保全の必要犠（債務者の鰐資カ）
＝軍港iま理署資力c

案~！.t倒産しないが、
それは富良の税金が投入される怯怨みになっているから官
怨霊堂見積額（ZO!S.7.28現在）7兆7SS鐸8500方向年これに対してl • 

東電の総資産（l塞錯）8124偲～2兆！021怒円
京電の純利益｛阿27.3,ElIii!連結、4515怒問 全然足りない’

．号室務容の権利平行使

譲事！j(f)濫罵｛農法1条3事）

原賠i去を摂鍵に、後告らは免笈を主張しているe

む

しかし、外形上i主権利の行使であっても、『遜F君」と評価される議合1::
lま‘認められない．と、民法1条2項lま定めている。

f il室用Jとほどのような場合か？

＋当事者の利益状況や、損害のま露畿といった客観的婆索で判叡

., 
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