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          【井戸川裁判：原告主張の全体像（要点）】 

                        ２０２１年９月１１日 

                                                弁護士 古川元晴 

第１ 全体事項 

 １ 原告の意見陳述（意見陳述書） 

   ①裁判に至った経緯 

    ②裁判所へのお願い 

 ２ 被告東電の損害賠償責任の根拠法について（原告第８準備書面） 

    ・民法７０９条と原賠法３条１項との関係 

 ３ 被告国の原子炉に関する使用停止等の規制権限について（原告第９準備

書面） 

  ①炉規法上の許可取消権限 

  ②電業法上の技術基準適合命令権限 

 ４ 被ばくリスクの許容値について（原告第１０準備書面、第１５準備書面

（その１）、第１５準備書面（その３）、第１７準備書面、第１９準備書面、

第２０準備書面） 

    ①放射線の人体への影響には「しきい値」なし（ＬＮＴ仮説） 

  ②原告の憲法上の権利である人格権としての「被ばくしない（させられな

い）権利」の侵害 

  ③上記権利を制限する許容値としての１ｍＳｖ／ｙ 

    ④ＩＣＲＰ勧告について 

 

第２ 被告らの原子力災害の未然防止上の義務違反（第１次責任） 

 １ 被告らの推進本部予測に関する予見義務及び予見可能性について（原告

第１１準備書面、第２１準備書面、第２３準備書面） 

（１）被告らの予見可能性・・本件事故前における２つの津波予測 

   ①波高５.７ｍの土木学会予測 

   ②波高１５.７ｍの推進本部予測 

（２）被告らには、上記②の予測を採用し、想定すべき義務があった。 

 ア 予見義務の内容        

  ①普通の予見義務：「既往の確実な根拠」のある予測・・「確立した知見

（既往の確実な知見）」 

  ②高度の予見義務：「（不確実であっても）否定し難い科学的に合理的な

根拠」のある予測 

 イ 上記②の予測 

   ①同予測は「確立され知見」に当然該当する。 

   ②同予測は科学的に十分な合理性を有していた。 

（３）被告東電・国の対外的な説明状況と実態との乖離 

  ＊本件事故発生前：「絶対安全」と「安全を装う」 ← 「地元を騙した」 

  ＊本件事故発生後：居直り 



- 2 - 

   ①「確立した知見」の範囲内の義務しかない。 

   ②「絶対安全」は「念のため」の法規制外の配慮に過ぎない。 

 

 ２ 被告らに課されていた根幹的な責務と被告国の規制権限不行使の違法性

について（原告第１２準備書面、第１７準備書面、第２１準備書面、第２３準

備書面） 

（１）被告らに課されていた「高度の注意義務」の意義 

  ア 予見義務：「不確実な危険」であっても、その科学的に合理的な根拠が

否定されない程度に存在する危険につては、予見義務がある。 

  イ 回避義務：万全の措置を講じるという観点から多様かつ高度の回避措置

を講じる義務がある。 

（２）被告らに課されていた根幹的な３つの責務 

  ①被告東電ら原発事業者が、「万が一にも事故を起こさないように万全の

措置を講じる」という観点から課されている高度の注意義務、特に高度の予見

義務を確実に遵守すること 

   ②また、被告国が、原発事業者が遵守すべき安全基準及びその運用指針を

上記①の「高度の注意義務」の観点から適切に定め、かつ、これに基づいて厳

正に規制権限を行使すること 

  ③そのためには、被告国が、原発事業者に対し、主導的、積極的な役割を

上記②の観点から適切に果たすこと 

（３）被告国の規制権限不行使の違法性について 

  ①炉規法上の許可取消等の権限（炉規法２６条、３３条２項２号）及び電

業法上の技術基準適合命令権限（３９条、４０条）を全く行使しなかった。 

  ②「最新の科学的知見」に反する原子力安全委員会の「長時間にわたる全

交流電源喪失（ＳＢＯ）は考慮する必要がない」と定めた耐震設計審査指針を、

本件事故時まで一貫して放置、容認していた。 

  ③推進本部予測に基づいて規制権限を行使すべき明白な機会が幾度もあり

ながら本件事故時まで放置、容認していた。その顕著な事例が「溢水勉強会」

及び耐震設計審査指針の改定である。 

  ④安全委の審査指針は伊方原発訴訟最判によって安全規制上根幹的な役割

を担うものと位置づけられていたのに、耐震設計審査指針改訂後の新指針を適

用（バッックフィット）せず、単なる事業者の自主的な努力による安全性の確

認（バックチェック）にとどめるという誤った決定をした・・規制機関として

の役割の放棄、崩壊 

 

 ３ 被告らの耐震設計審査指針改定後における津波に対する安全性確認につ

いての不作為責任について（原告第１３準備書面（その１）、第２１準備書面、

第２３準備書面） 

  ①推進本部予測について予見義務が認められたのに、被告東電は地震につ

いての中間報告を実施したのみであり、被告国もこの津波についての不作為を
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容認していた。 

    ②本件事故前には津波のリスクに切迫性はなかった（切迫性論）とか、一

連の地震対策が優先されるべき状況であった（優先順位論）等を理由に上記不

作為の違法性を否定することは、推進本部予測について予見義務が認められる

場合には、論理的に成り立ち得ない暴論であり失当。 

    ②東北電力が女川原発に関し津波のバックチェックを済ませていたこと及

び被告国がこれを評価していたこととの対比からも失当 

 

 ４ 地元自治体の観点から見た被告らの不作為の重大な違法性、背信性につ

いて（原告第１３準備書面（その２）） 

 （１）地元自治体の「原発の安全」確保に関する被告国及び被告東電との「共

生関係」の意義と安全確保協定 

 ア 「原発との共生」関係の意義 

  ①基本法令等の基本的な考え方 

  ②政府の「エネルギー基本計画」や原子力委員会の「原子力政策大綱」 

  ③地元自治体は、上記①②を前提に、被告らとの全面的な信頼関係の下に

「原発との共生」を受け入れてきた。 

  イ 被告東電との安全確保協定の締結 

  ①関係法令等遵守の義務（安全確保協定１条） 

  ②計画等について地元自治体の事前了解を得る義務（安全確保協定２条） 

  ③通報連絡の義務（安全確保協定３条） 

 （２）被告らの地元自治体に対する「嘘、偽り」の「絶対安全」の説明と重要

情報の「隠ぺい」の重大な違法性、背信性 

  ①被告らは、地元自治体に対し、「高度の注意義務」の観点から被告らに

課されていた既述の根幹的な責務を確実に遵守しているので原発は「絶対安全」

である旨広報し、説明する等して原発の「絶対安全」を保証していた。 

  ②しかし、実際には、「普通の注意義務」の観点からの既往の地震、津波

しか予測せず、推進本部予測を意図的に「想定外」とした上で、地元自治体に

対し、推進本部予測等の津波に関する重要情報を一貫して「隠ぺい」し続けて

いたのであり、「嘘、偽り」の「絶対安全」であった。 

  ③被告らが推進本部予測等に関する情報を地元自治体に対して適切に開示

し説明していれば、津波についての安全性評価を実施しない原発については、

安全確保協定に基づきその稼働を拒否することができ、本件事故は未然に防止

できていた。 

 

 ５ 上記１～４についての総括・・被告らが長期評価予測を「想定外」とし

ていた根源的、構造的要因（真の原因）について（原告第１３準備書面（２）） 

  ①規制側も事業者側も、「既設の炉を停止しない」という条件を大前提に、

「既設の炉を停止しない」限度でしか「原発の安全」を考えていなかった。 

  ②また、その大前提を正当化するために、「原発は安全がもともと確保さ
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れている」という仮装の理屈（フィクション）を構築して双方の共通の大前提

としていた。 

  ③地元住民対策、訴訟対策、安全対策工事も、上記①②の大前提を基に考

えられてきた。 

  ④被告らが、地元自治体に対し、原発の「絶対安全」を装い、騙すことと

なったのも、上記の大前提に基づき、意図的に行ったものであった。 

  

 ６ 刑事・訴訟記録等に基づく上記１～５の補充（第２３準備書面） 

    ①保安院の安全審査官等による「長期評価」への違法な対応状況 

    ②被告東電における経営陣と土木調査グループ等の「長期評価」への違法

な対応状況（「「長期評価」への対応は不可避」との共通認識がありながら、

対策を先送りし続けていた。） 

    ③被告東電と他の電力会社とが連携して「長期評価」に違法な対応をして

いた状況 

 

 ７ 被告らの推進本部予測に対応した回避措置義務及び回避可能性について

（原告第１４準備書面、第２４準備書面） 

（１）「高度の回避義務」の意義 

 ア 次の不確実性を認識する義務 

①津波予測の不確実性 

②回避措置の不確実性  

 イ  上記の不確実性に対し適切に対応した万全の回避措置を講ずる義務 

    ①深層防護 

  ②多重、多様な回避措置の採用義務 

（２）回避可能性に係る事実の立証責任の被告らへの転換について 

    ①伊方原発最判 

②高度の注意義務との相違 

（２）平成２０年津波計算結果と本件津波との対比 

（３）結果回避可能な措置の具体的な内容 

 ア ＳＢＯ（全交流電源喪失）発生を防止する措置 

 Ａ：防潮堤（防潮壁）の構築 

 Ｂ：建屋の水密化 

 Ｃ：原子炉への注水設備や冷却用の電源設備等の重要機器室の水密化 

 Ｄ：高所化（津波の影響が及ばない高所に移設又は予備の設備を設置） 

 イ ＳＢＯ発生後の炉心損傷を防止する措置（失敗学会方式） 

（４）各措置の回避義務及び回避可能性 

  ①「原子炉の停止」について 

  ②上記Ａ（防潮堤等）について 

  ③上記 B～D について 

  ④ 失敗学会方式について 
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第３ 被告らの原子力災害対策上の義務違反（第２次責任） 

 １ 全体事項・・原子力災害対策特別措置法（原災法）についての基本的な

理解（第１５準備書面（その１）） 

（１）炉規法及び電業法による原子力災害の未然防止対策と原災法による原

子力災害対策との対比 

（２）原災法の目的と、国民の「被ばくしない（させられない）権利」の

法的許容値としての被ばく線量限度１ｍＳｖ／ｙの定めについて 

（３）原子力災害の特殊性を踏まえた原災法上の合同対策協議会の不可欠な

役割 

（４）民間企業の事業について、事業者に対してのみならず国及び地方公共

団体に対してまで責務を課すことの正当性と事業者の責任 

 

  ２ 事前準備（計画）段階における責任（第１５準備書面（その１）） 

（１）関係機関の責務と実施体制 

     ①被告東電、②被告国、③福島県、④双葉町等 

（２）緊急事態応急対策の内容と関係機関の責務及び実施体制について 

    ①原子力災害に関する情報の収集（放射線の測定等） 

②住民の避難対策 

（３）被告国の原子力災害の事前対策の不備とその責任について 

    ①複合再議・・不想定 

    ②防災指針の見直し・・不実施 

    ③ＳＰＥＥＤＩ等予測システム及び環境モニタリング・・不整備 

④防災訓練・・形骸化 

 

 ３ 原告が双葉町に残留中（第１期）における責任（原告第１５準備書

面（その２）） 

（１）福島第一原発１～４号機についての電源喪失による危機的状況

の発生及び推移と避難指示等の状況について  

（２）原告が双葉町災害対策本部長として被告らから受けた情報に基づき実施

した応急対策の実状及びその間における原告の被ばくの状況について 

（３）被告らの応急対策実施上の責任 

   ①原子力災害合同対策協議会・・不開催（被告国の責任）   

    ②避難指示区域・・不拡大（被告国の責任）  

    ③ベント情報・・不伝達（被告国及び被告東電の責任）  

   ④住民の避難状況の確認・・不確認（ 被告国及び被告東電の責任）  

 

 ４ 原告が双葉町から川俣町に避難中（第２期）における責任（原告第

１５準備書面（その２）） 

（１）１～４号機についての危機的状況と放射性物質の放出状況の推移につい

て 
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（２）福島第一原発からの放射性物質の放出、拡散による川俣町等の汚染状況

及び被告国の避難指示について 

（３）原告の町災害対策本部長としての応急対策の実施及び川俣町における被

ばくの状況 

（４）被告らの双葉町に対する応急対策の実施状況とその責任 

    ①原子力災害合同対策協議会・・不開催（被告国の責任） 

    ②汚染状況に関する情報・・不伝達（被告東電及び被告国の責任） 

    ③避難指示区域・・不拡大（被告国の責任） 

   ④安定ヨウ素剤の服用指示・・不指示（被告国の責任） 

 

 ５ 原告が川俣町から埼玉県に避難した以降（第３期）における責任（第

１５準備書面（その３）） 

（１）被告国が合同対策協議会を開催しなかったことについての責任 

（２）被告国が「１ミリシーベルト」の権利性を否定する応急対策を実施した

ことについての責任 

  ①避難基準の２０ｍＳｖ／ｙ化と、それに連動しての１ｍＳｖ／ｙの権

利性を否定する応急対策の実施 

  ②２０ｍＳｖ／ｙ以下の区域への帰還の強制、促進政策の実施 

  ③初期の被ばく放射線量の測定等・・低線量被ばくリスクの無視 

  ④健康診断等の医療対策としての「県民健康（管理）調査」・・低線量被

ばくリスクの無視 

（３）被告国が加害者責任を不問に付すことを目的又は内容とする応急対策等

を実施したことについての責任 

  ①長期避難者への生活支援を災害救助法による支援程度に止めた。 

  ②中間貯蔵施設の設置場所を双葉町等に押し付けた。 

    ④被告国の機関である原子力損害賠償紛争審査会（原賠審））が、公衆の

線量限度年間１ミリシーベルトの権利性を否定し、かつ、被告東電の無過失責

任を前提とした内容の指針を定めた。 

 

  ６ 上記１～５の補充と総括（第１７準備書面） 

（１）補充・・全般的事項について 

  ①公衆の線量限度としての実効線量を「１年間（略）につき１ミリシーベ

ルト」（以下「１ｍＳｖ／ｙ」という。）と定めた「告示」の法的な意味及び

効果並びに裁判例等について 

  ②被告らには、応急対策上、「高度の注意義務」が課されていることにつ

いて 

  ③原子力災害に関する国と自治体の関係について 
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（２）補充・・被告らの事前準備段階における責任について 

  ①政府主催の菅総理（当時）参加の下での平成２２年度原子力総合防災訓

練（平成２２年１０月２０日～２１日）の概要 

  ②菅総理の本件事故当時の総理大臣及び国災害対策本部長としての責任 

（３）補充・・被告らの第１期（原告が双葉町に残留していた期間）及び第２

期（原告が川俣町に避難していた期間）における被ばく回避上の責任について 

  ①被告らには、被ばく回避上、「高度の注意義務」が課されていたことに

ついて 

  ②本件事故発生直後の緊急事態下における経済産業省及び原子力安全・保

安院の実像（松永事務次官が、平成２３年３月１５日、保安院幹部に対し、「原

発再稼働を考えるのが保安院の仕事だ」との驚くべき発言） 

（４）補充・・被告らの第３期（原告が川俣町から埼玉県に再避難した後現在

までの期間）における長期避難者に対する支援上の責任について 

  ①誤った「低線量被ばく安全神話」を前提とした支援となっていた。 

  ②子ども・被災者支援法の形骸化とチェルノブイリ法との対比 

  ③福島県民健康調査について 

（５）総括・・過去の教訓から学ぶことを拒否する被告国の原発行政と被告東

電の原発経営 

  ①１９９９年ＪＣＯ事故の教訓及びその教訓に基づき実施された組織及び

法制度の大改革について 

  ②被告らの上記の教訓並びにこれに基づき実施された組織及び法制度の大

改革への違法な対応状況 

 

第４ 損害論 

  １ 総論 

（１）原告に生じた損害の構造的理解（第１６準備書面） 

  ①原告が双葉町の町民であるとともに町長であったという観点からの理解 

  ②原告の被害が被告らの責任により発生、拡大させられたという観点から

の理解 

③原告の過去・現在・未来の人生が全て破壊された（人生破壊）との観点

からの理解 

（２）双葉町の現状と展望についての理解（第１９準備書面） 
  ①原告が双葉町へ帰還することが可能となる時期・・極めて長期にわた
ること 

  ②被告国の定める避難指示解除の要件及び復興加速政策に基づいて双葉町

が進める避難指示解除とその展望及び弊害・・加害者による加害者のための不条

理で違法な復興・帰還政策の強行（避難支援打ち切り）政策 

  ③原告が双葉町長当時に提唱した「仮の町」構想とその評価・・町民による

町民のための真の復興・帰還政策と長期避難支援政策 
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 ２ 各論（第１８準備書面、第１９準備書面、第２０準備書面、第２２準備

書面、第２２準備書面（その２）） 

（１）損害Ａ：避難に関する損害 

①避難行動 

②避難生活 

（２）損害Ｂ：被ばくにより発生した障害及び不安・恐怖に関する損害 

    ＊双葉町民に関する被ばく影響の疫学調査（津田敏秀教授等） 

（３）損害Ｃ：人生破壊に関する損害 

 ア  「人生破壊」の意義 

 イ 「人生破壊」の内容 

  ①一次的被害としての損害・・町民としての損害 

   ・生活環境の破壊 

   ・就労の場の喪失による逸失利益 

  ②二次的被害としての損害・・町長及び町民としての損害 

     ・町長（町災害対策本部長）としての正当な職務執行を妨害されて、町

民に甚大な被害を及ぼすこととなったことによる精神的苦痛 

   ・人間関係の深刻な破壊による精神的苦痛 

   ・町長失職による社会的地位、名誉等の毀損 

   ・町政改革に懸けた志の破壊 

  ③三次的被害としての損害・・町長としての損害 

      ・本裁判対策関係経費 

（４）損害Ｄ：財物（土地）に関する損害 

 

第５ 裁判例 

  １ 高裁判決（第２３準備書面） 

①仙台高裁令和２年９月３０日判決（原審・福島地裁）・・○ 

②東京高裁令和３年２月１９日判決（原審・千葉地裁）・・○ 

③東京高裁令和３年１月２１日判決（原審・前橋地裁）・・× 

 ２ 地裁判決（第２１準備書面） 

①東京地裁民事平成３０年３月１６日判決・・・・・・・・○ 

    ②横浜地平成３１年２月２０日裁判決・・・・・・・・・・○ 

③千葉地裁平成２９年９月２２日判決・・・・・・・・・・△ 

④名古屋地裁令和元年８月２日判決・・・・・・・・・・・△ 

    ⑤東京地裁刑事令和元年９月１９日判決・・・・・・・・・× 

 

（註）上記の○、△、×は、予見義務、回避義務に関する判決の評価 


