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原発賠償京都訴訟・市民の集い（2017 年 5 月 20 日） 

 群馬訴訟判決の評価と各地の集団訴訟の争点 

吉村良一（立命館大学） 

Ⅰ．はじめに 

 

 

Ⅱ．福島原発事故の現状 

・本件事故後、福島県調べで約 16 万人の住民が避難を余儀なくされた 

避難者の中には、政府の避難指示等によって避難させられた者と、放射線被ばくへの不

安等から政府指示によらずに避難した者がいるが、いずれも、原発事故によって避難を

強いられた者である（政府指示等によらずに避難した者を、「自主的避難者」と呼ぶこと

が多いが、好き好んで避難したわけではなく、事故により避難を余儀なくされた者であ

り、正確には「避難指示等区域外からの避難者」というべきであろう。 

・その後、政府による避難指示の解除が進み、６年を経過した現在では、指示区域の面積

は３分の１に縮小した。しかし、なお約８万人近くの住民が避難を続けている。また、

メルトダウンを起こした原発の廃炉作業は遅々として進まず、周辺の広大な地域が荒廃

したままの状態である。 

・このような状況で「帰還」政策を強引に進めることは、避難住民に再び過酷な決定を強

いることになる。福島こども・被災者支援法が、「支援対象地域における居住、他の地域

への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことがで

きるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなけれ

ばならない」としたことを今一度、思い起こすべきであろう。 

 

Ⅱ．福島原発事故賠償の仕組み 

＊この事故により生じた被害――①放射線被ばくそのもの、②被ばくを避けるための避難に

よる被害（避難生活の身体的負荷、避難生活の精神的苦痛、長期化する避難生活による被

害等々）、③地域社会を破壊され生活の地を奪われたことによる被害（ふるさとの喪失、事

業と生計の断絶等々）など 

これらの被害全体の特徴――①類例のない被害規模の大きさ、②被害の継続性・長期化、

③暮らしの根底からの全面的破壊、④被害の予測・把握困難（不可能）性など 

 

（１） 民法上の責任 

・民法上の責任と原子力損害賠償法（原賠法）による責任が問題となる 

・民法の場合、基本となる法律は民法７０９条╶─故意又は過失により他人の権利または

法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償しなければな
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らないと規定――そこでは、過失が要件となる 

・しかし、公害のような現代的な事故では企業の過失を証明することは簡単ではない⇨過

失を要件としない特別の責任規定（無過失責任規定）が存在する――その一つが、原

子力損害賠償法（原賠法） 

 

（２） 原賠法による責任 

・原賠法の内容 

原子力事業者は原子力損害につき無過失責任を負う（３条１項本文） 

 ただし原子力損害が、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」による場合は免責され

る（３条１項ただし書） 

責任集中（４条１項、３項）╶─原子力事業者以外の者は責任を負わない 

 損害賠償措置の強制（６条、７条１項）╶─原子力事業者は損害賠償の支払を確実にす

るために損害賠償措置（保険契約の締結等）を講ずる必要がある 

賠償額が措置額を超え、かつ、原賠法の目的を達成するために必要と認められる場合

は、政府は原子力事業者に必要な援助を国会の決議に基づき行う（１６条） 

損害賠償の内容については、原賠法には特別の規定がないので民法によることになる 

民法においては、事故と「相当因果関係」がある損害が賠償されるといわれている 

 

（３）国の責任 

・国策として原子力発電事業を推進し、原発の安全性に関して様々の権限を有する国に、

その権限を行使して東電に適切な防止措置や対策をとらせなかったことを理由に国家賠

償法 1 条の責任追及が考えられる 

１．規制を行う権限があったかどうか？ 

２．規制権限はあるが、その行使が（明文上）国に義務づけられていない場合、行使す

るかしないかの裁量を行政に認めるか？認めるとしてその範囲は？╶─この点につき

判例は、「その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的

事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」場

合には違法だとする。また、初めて規制権限不行使による国の責任を認めた筑豊じん

肺最高裁判決と水俣国賠最高裁判決は、権限は生命・健康の保護を目的とする場合、「適

時かつ適切に」、「速やかに」行使されるべきとした。 

 

（４）原賠審指針と支援機構法 

イ）賠償を実現する３つのルート 

・まず、被害者と東電の直接交渉というルートがある 

・第２のルートが原子力損害賠償紛争審査会（原発ＡＤＲ）への申請 

・第３のルートが裁判（東電や国に対し損害賠償を請求する民事訴訟） 
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ロ）原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 

・同法のスキームによれば、機構が資金の交付や貸付け等により東電を支援し、東電の

（賠償負担による）破綻を回避し、機構に対し政府が政府保証や資金交付等を行うこ

とになる⇒東電はこれによって破綻を免れ、あたかも、原賠法３条但書免責が認めら

れたかのような状況に置かれることになる 

・国の責任は位置づけは曖昧であり、また、東電の破綻を避ける（⇨東電の株主や債権者

に大きな負担をかけない）という目的から、いかにも中途半端な仕組みになっている 

 

ハ）原賠審指針について 

ａ）原賠審の性格 

・原賠審が比較的早期に指針を示したことは、本件原発事故被害の救済に一定の道筋を

付けたものとして意義を有する。 

・しかし、原賠審は原賠法１８条に基づくものであり、その目的は和解の進行を促進す

ることにある。和解は当事者の合意であり、強制力を持った裁判と違い、当事者の一

方である東電の意向を無視できない。そのため、東電も納得する（納得せざるを得な

い）ものを志向することになってしまっている面がある。 

・原賠審は「中立の行政機関」として紛争解決の指針を当事者間の交渉の目安として示

すものであるべきだが、裁判で被告になっている国の設置した会であること、かりに

国の賠償責任の問題は置いたとしても、支援機構法では、国が東電の賠償を（間接的

ではあるが）支援することになっているため、東電の賠償の拡大は国の負担の増大に

つながるため、国が設置した機関である原賠審が、賠償を「控え目に」するという思

慮が働くことはなかったのか。 

・この指針は、「本件事故が収束せず被害の拡大が見られる状況下、賠償すべき損害とし

て一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示したものであるから、中間指針で

対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具

体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る」とされて

いる。しかし、東電は、直接交渉でもＡＤＲでも、（後述するように）訴訟でも、指針

を賠償の上限として、それ以上の賠償に応じない。 

＊指針策定の審議の問題点（詳しくは、後掲書の拙稿参照） 

・実態を踏まえた議論になっているか。 

・被害者らが直接審査会の場で意見を言う機会は設定されていない（「自主的避難」に関し

てＮＧＯが陳述したのが唯一の例外）。 

・本件のような未曾有の被害の賠償を考える場合、被害の特質をどうとらえるかといった

被害論、損害総論が重要である。しかし、審査会では、そのような議論がなされていな

い。むしろ、意識的に避けて、議論がないまま交通事故方式が参照されている。そもそ

も、本件において、交通事故方式には限界がある。 
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・責任論（東電にどんな過失があったのかといった議論）は除外されている。 

・暫定的といいつつ、いったん決めた指針を見直すということをせず、せいぜい、新しい

損害項目を立てることにより対応しようとする姿勢に終始している。 

・以上のような原賠審と指針の性格、さらには、それらが抱える問題性を踏まえるなら

ば、指針による賠償は最低ラインのものととらえるべきである。 

 

Ⅲ．福島原発事故賠償訴訟の現段階 

（１） はじめに 

・被災住民ら多数が原告となる集団訴訟は全国で約３０、原告数は１万人を超えている。 

・訴訟の類型としては、避難指示等対象区域からの避難者を中心とするもの、区域外から

の避難者（いわゆる自主避難者）を中心とするもの、周辺地域の住民（滞在者）を原告

とするものなどに整理できるが、同一の訴訟に複数のタイプの原告が含まれている訴訟

も多い。さらに、避難指示解除によって、なお、避難先に留まり避難を継続しようとす

る者が、以後は、区域外避難者と同様の立場におかれるなど、各原告のおかれている立

場にある種の相対化現象が生じている。 

・個別の訴訟も多数に上っている。 

 

（２） 集団訴訟の争点 

イ）責任をめぐって 

・東電の責任としては、まず第一に、原賠法による責任が問題となる。その場合、「異常に

巨大な天災地変」による場合を免責した３条但書の適用可能性も問題となりうるが、原

子力損害賠償・廃炉等支援機構法のスキームは、東電の原賠法３条責任の存在を前提に

組み立てられており、このスキームによって国の「支援」を受けている東電が原賠法３

条責任を否定する主張をすることは（少なくとも、政治的に見て）考えにくく、また、

訴訟でもその主張はされていない。 

・第二の争点は、東電の民法上の責任についてである。現在、東電に提起されている多く

の賠償訴訟で原告は民法７０９条による責任をも追及している。これは、東電側が、今

回の事故は津波という天災によるものであり自らに過失はないとしていることに対し、

不法行為法の責任を問うことにより東電の様々な注意義務違反を明らかにし、その責任

の重大性をより明確にしようとする意図があるものと思われる。 

・さらに、全国で係争中の多くの訴訟において、東電とならんで、国の責任が追及されて

いる。公害や等において、国が被害を防止できなかったとして賠償責任を追及されるこ

とが少なくないが、本件においては、他の規制権限不行使一般とは異なる特質がある。

――原発という危険源が国策によって設置運営されており（＝国の積極的な関与の存在）、

国の損害発生防止のための責任は重い。さらに、原発の場合、設置認可の段階から運転

の各段階において、国は様々な関与をしており、この点で、他の危険な活動一般の場合
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と異なる。 

・本件における国や東電の責任を追及する訴訟において共通して問われているのが、国や

東電は津波とそれによる電源喪失の危険性について予見できたかどうかである。 

 

ロ）請求内容にかかわって 

ａ）原告の主張 

・被侵害法益として、当初は、人格発達権や平穏生活権の侵害が主張されていた（単独ま

たは並列して）。 

「人格発達権」＝「人間が生涯にわたって地域や人と関係を築き、蓄積し、人間らし

い生活を続け、命を次世代につないでいくプロセスそのもの」 

「平穏生活権」＝「放射線被ばくの危険や不安のない平穏な生活」を送っていく権利

（「身体権に接続する平穏生活権」） 

その後、各訴訟での主張は淡路剛久らが主張する「包括的生活利益としての平穏生活権」

に収斂してきている。 

・各訴訟の請求内容や請求賠償額は様々である。 

損害を項目化した上で、慰謝料以外に財産的損害の賠償をも請求しているもの 

慰謝料に絞った請求を行っているもの 

原状回復を請求しているもの 

  

ｂ）被告の主張 

・本件事故については、原賠審によって賠償指針が作られているので、それによって賠償

すべき（それ以外の損害項目やその指針の額を超える賠償を認めない） 

・年 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ 以下の被ばくでは健康被害が発生しないのだから、それ以下での避難な

いし避難の継続には合理性がなく、それ以下での被ばくに対する不安は「科学的根拠を

欠く極めて主観的なものであり、直ちに賠償の対象とされるべきようなものではない」

（群馬訴訟国側最終準備書面） 

  

Ⅳ．群馬訴訟判決の意義と問題点 

（１）訴訟の概要   

・本訴訟の原告は、避難指示等区域内の 25 世帯 76 名、区域外の 20 世帯 61 名、計 45 世

帯 137 名である。被告は東電と国であり、前者については原賠法３条に加えて、民法 709 

条による過失責任が追及されている。請求内容は、原告一人につき一律 1000 万円の慰謝

料（プラス弁護士費用 100 万円）。 

・東電と国の責任につき原告は、遅くとも 2008 年には津波が予見可能であり、本件事故ま

でに対策は間に合ったと主張する。そしてその場合、予見対象は、（本件事故が敷地の溢

水によるものなので）「敷地の高さをこえる津波」であり、その予見に基づけば、電源対
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策等の回避措置がとれた主張した。これに対し被告東電は、（予見の対象は「本件津波と

同程度の津波」とした上で）かかる津波が襲来する具体的危険性を予見することはでき

ず、本件津波に係る結果回避義務及び結果回避可能性がなかったとし、国も、（予見の対

象は、本件と「同規模の地震及び津波が福島第一発電所に発生又は到来すること」だと

した上で）規制権限を行使するためには「確立した科学的知見に基づく具体的な法益侵

害の危険性が予見できることが必要」だが、そのような予見可能性はなかったとする。 

 ・原告は、被ばくしたことの不安及び将来の健康不安、従前の生活や生業の破壊、避難

にともなう様々な被害、ふるさとの喪失等々の重大な精神的損害が発生し、それらは

原賠審の指針に基づく慰謝料によっては補てんされていないとして、全員の精神的損

害に共通する部分の一部請求として、前記額の慰謝料の請求を行っている。これに対

し、東電と国の主張は、本件事故については、原賠審によって賠償指針が作られてい

るので、それによって賠償すべきというものである。さらに、年 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ 以下で

の避難ないし避難の継続には合理性がないとも主張している。 

 

（２）判決の概要 

イ）責任について 

・東電の責任につき判決は、原賠法は民法の特別法であり原子力損害の賠償については民

法 709 条の適用を排除しているとする。しかし、本件事故の予見可能性や回避可能性は、

（慰謝料算定要素としての）非難性を基礎づける事情として考慮されるとして、それら

の有無を検討している。 

・そして、予見可能性は回避義務の前提として要求されるものであるから、予見の対象は

回避行為を期待することを基礎づけるに足りる事情（「当該行為によって生じた権利侵害

及びそれに至る基本的な因果経過」）であるとし、敷地の地盤面の高さを超える程度の津

波が予見できたかどうかを検討する。その上で判決は、平成 2002 年 7 月 31 日から数ヵ

月後には予見可能であり、平成 2008 年 5 月の東電自身の試算によって実際に予見してい

たとする。 

・そうすると、給気バールのかさあげ、配電盤及び空冷式非常用ＤＧの建屋上階へ設置、

配電盤及び空冷式非常用ＤＧの西側の高台への設置及び常設ケーブルの地中敷設のいず

れかが確保されておれば事故は発生しなかった。 

・国の責任については、国には遅くとも 2002 年 7 月 31 日から数カ月後の時点において予

見可能性があり（予見の対象は東電と同じ）、遅くとも 2008 年 3 月ころには、結果回避

措置のいずれかを講じる旨の命令を発すべきであったとして、規制権限不行使による国

家賠償法 1 条の責任を認めた。さらに判決は、本件において国の責任が東電に比して補

充的なものということはできず、東電と連帯して責任を負うとした。 

 

ロ）責任の内容 
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・判決は、原告らの侵害された法益は平穏生活権であり、平穏生活権は多くの権利法益を

内包するが、中核は「自己実現に向けた自己決定権」であり、それが避難を強いられた

ことにより侵害されたとする。 

・また、中間指針については、それは「任意に賠償すべきとの指針を提示する役割を持ち」、

裁判所としては、「事実上参考にすることがあり得るにせよ、中間指針等が定めた損害項

目及び賠償額に拘束されることはなく、自ら認定した原告らの個々の事情に応じて、賠

償の対象となる損害の内容及び損害額を決することが相当である」とする。 

・その上で判決が認めた慰謝料額は、原告全員の総額で約 4 億 5 千万円だが、このうち約 4

億 2 千万円はすでに東電により支払われているとしてその額が控除され、その結果、認

容された総額は 3855 万円と、原告の思いと遠く隔たったものとなり、多くの原告の請求

が（すでに賠償されているとして）棄却された。 

 

（３）群馬訴訟判決の意義と問題点 

イ）責任について 

・判決は、本件事故には原賠法が適用され、民法 709 条は適用されないとする。その結果、

東電の過失については、直接には判断していない。しかし、他方で判決は、慰謝料の算

定において加害者の非難性が考慮されるとして、予見可能性等について、詳細かつ具体

的に判断している。そして、2002 年には予見可能であり 2008 年には予見した、容易な

回避措置をとらなかった、「経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむを得な

いような対応をとってきた」として、東電の強度の非難性を認めている。 

・ここで認定されている事実は、民法 709 条の適用があったとすれば、過失を根拠づける

事実であり、事実上、東電の過失、それも重い過失を認めたに等しいものである。この

ことは、東電がこれまで、本件事故について過失はなかった（過失はないが原賠法 3 条

で責任を負う）としてきたことを明確に否定したものであり、東電の無過失責任を前提

に進められてきた賠償のあり方に再検討を迫るものである。 

・判決は、原賠法 3 条但書は適用されないことを明言している 

・予見の対象について判決は、予見可能性は回避義務の前提として要求されるものである

から、予見の対象は回避行為を期待することを基礎づけるに足りる事情とする。 

・予見の程度について言えば、本判決は、基本的な因果経過で足りるとし、「安全の側」に

立った判断を求めている。 

・本判決は、国の責任を明確に認め、しかも、これまで規制権限不行使による国の責任を

認めた判決において一般的であったものとは異なり、国の責任は補充的なものではない

とした。これは、東電の責任を支援するという国の現在の賠償に関する関わり方に再検

討を迫る画期的な判断であり、また、国策民営として強い権限をもって進めてきた原発

の事故に関する国の責任の有り様としては適切なものである。 

・しかし、さらに深めなければならない点もある。特に、東電の責任（しかも、過失では
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なく慰謝料の算定要素としての非難性）のところで検討した予見可能性等の判断を、ほ

ぼそのまま国家賠償法１条の規制権限不行使の違法性の判断に援用している点をどう見

るか。 

 

ロ）慰謝料の算定について 

・本判決は、原賠審の中間指針の性格（限界）を明確にし、また、政府指示による以外の

避難者にも一定の慰謝料を認容した点は評価できる。特に、「国等による避難指示の基準

となる年間２０m Ｓｖを下回る低線量被ばくによる健康被害を懸念することが科学的に

不適切であるということはできない」「放射線による健康被害には、発がん等いったん生

じれば、治癒困難で死に至りかねない重篤なものが含まれているのであるから、我が国

において未曾有の放射線被ばく事故である本件事故が発生し、福島県内で、連日のよう

に本件事故に関する記事が掲載され、食物の出荷制限が続き、復旧の目処もついていな

いといった、不安を募らせることも無理もないような記事が報道されていた状況にあっ

ては、被告国及び福島県が低線量被ばくについて人体への悪影響はない旨の情報提供を

しているなど、被告らの指摘する諸事情を踏まえても、通常人ないし一般人において、

科学的に不適切とまではいえない見解を基礎として、その生活において被ばくすると想

定される放射線量が、本件事故によって相当なものへと高まったと考えられる地域に居

住し続けることによって生じる、本件事故によって放出された放射性物質による危険を、

単なる不安感や危惧感にとどまらない重いものとして受け止めることも無理もないもの

といわなければならない」などとし、また、被告東電が、中間指針等が定める相当な賠

償期間を超えて避難した者について、その割合がその者の生活の本拠であった地域にお

いて少ないので、避難の合理性はないとしたのに対し、「社会は多様な価値観を有する多

くの人びとにより構成されており、相当因果関係を判断する際の通常人ないし一般人の

見地に立った社会通念も、そうした人々の価値観の多様性を反映して一定の幅があるも

のと考えられる。したがって、同様の放射線量の被額が想定される状況下においても、

その優先する価値によっては、避難を選択する者もいれば、避難しないことを選択する

者もおり、これらが、通常人ないし一般人の見地に立った社会通念から見て、いずれも

合理的ということがあり得る。そして、このような場合には、避難先及び避難先での生

活の見通しを確保できたかどうかといった経済的な事情が避難決断の決め手となること

もあるのであるから、周囲の住民が避難している割合の高低をもって、避難の合理性の

有無を判断すべきではなく、個別の原告が置かれた状況を具体的に検討することが相当

である」する。これらの指摘は、いわゆる「自主的避難」の合理性を考える上で極めて

重要な指摘である。この点は、下記の京都地裁判決と比較すれば明瞭である。 

 ＊福島県郡山市に居住し 3 月 13 日に「自主避難」した原告らが、「自主避難」費用、精 

神的疾患に罹患したことによる賠償等を求めた訴訟における京都地判平成 28 年 2 月 

18 日は、精神的疾患による休業損害など、約 3000 万円の損害賠償を認めたが、同時に、
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次のように述べて、平成 23 年 8 月末以降の避難にともなう損害の賠償を認めなかった。 

「国際的合意に準拠したＷＧ報告書において、放射線防護や放射線管理の立場から採用

された LNT モデルに従っても、年間 20mSv の被ばくによる発がんリスクは、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こと、積算量 100 mSv

を長期間にわたり被ばくした場合は、短時間で被ばくした場合より健康影響が小さいと

推定されているところ、短時間に 100 mSv 以下の被ばくをした場合であっても、発がん

リスクは他の要因による発がんの影響に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いることが報告され、ICRP

によって、本件事故に関し、計画的な被ばく線量として 20 ないし 100 mSv の範囲で参

考レベルと設定することが勧告されていることなどから窺える科学的知見等に照らせ

ば・・・・年間 20mSv を下回る被ばくが健康に被害を与えるものと認めることは困難とい

わざるを得ない。・・・・同年（平成 23 年）9 月 1 日以降の福島県山郡山市内の放射線量

は、年間 20mSv に換算される 3.8μＳｖ毎時を大きく下回っており、この情報は広く周

知されていたと認められるから、同日以降，福島県郡山市については，本件事故による

危険性が残存し、又は危険性に関する情報開示が十分になされていない状況にあったと

認めることはできない、すなわち、自主避難を続けることの合理性は認められないとい

うべきである」。 

・さらに判決は、「避難指示の基準となっている年間積算線量 20mＳｖをＩＣＲＰ勧告の内

容に照らしてみると、同値は、緊急時被ばく状況においては最低値ではあるものの、種々

の自助努力による防護対策が勧告されている現存被ばく状況においては最高値なのであ

るから、これを基準の一部として避難指示が解除されたからといって、帰還をしないこ

とが不合理とはいえない」「被告国による避難指示が解除されたからといって、健康被害

を懸念して帰還しないことが合理的でないと評価することについては、慎重であるべき」

「本件事故に起因する避難によって、本件事故発生時における生活の本拠が、共同体と

しての機能や、生活上の利便性を喪失した場合においては、実効線量の低下や避難指示

の解除があったからといってたやすく帰還できるものではない」とする。これは、避難

指示解除とそれに連動させて賠償の打ち切りが考えられている現時点での政策に対する

適切な批判となるのではないか。 

・しかし、判決が認容した慰謝料は少額にとどまっている。その原因として考えられるの

は、判決が、被侵害法益を平穏生活権としつつ、それを、「自己決定権」を中核とするも

の（避難を強いられたことが自己決定権の侵害となる）としたことにあるのではないか。 

＊本判決の認容慰謝料額が低額にとどまっている理由として考えられること 

・判決は多様な算定要素をあげているが、それらがどう慰謝料額の算定に反映されている

かが定かではない 

・慰謝料額の大きな差は、「政府指示避難」か「自主避難」かによってついている 

  前者は（既払い分の控除前では）数百万円，後者は（控除前では）数十万円 
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  この差は、判決が、本件被害の中核が「自己決定権を中核とする平穏生活権」侵害と見

たことにあるのではないか 

   「政府指示避難」は強制的な避難であり、自己決定は完全に奪われた→重大な精神的

損害 

   「自主避難」も避難そのものは合理的だと考えるが、自己決定侵害の程度は小さい→

精神的損害はそれほど大きくない 

    このように考えて、後は、他の多様な要素で微調整したのが認容額ではないのか 

 ・被告（特に東電）の非難性は慰謝料算定において実質的には考慮されていないのではな

いか 

 ・基準額が「政府指示避難」で数百万円、「自主避難」で数十万円となったことに、裁判官

の（狭義の）慰謝料額における「相場観」があり、それを打破できなかったことが考え

られないか 

・さらに、もしかりに自己決定権を中核とした平穏生活権侵害を中心に考えるとしても、

それでは、なぜ、東電が中間指針等により支払った避難者慰謝料がそのまま控除され

るのであろうか。避難者慰謝料は（原賠審の審議過程から見る限り）、基本は、避難に

よる日常生活阻害に対するものであり（だからこそ、自賠責の入院慰謝料を参照して

いる）、それに、生活費増加分の一部を慰謝料の補完的機能によって含み、避難生活が

長期にわたることに対する不安を（一部）カバーしているだけ→避難直後の恐怖や放

射線被曝への不安、さらには、ふるさとの喪失や変容による精神的被害は含まれてい

ない。しかし、判決は、指針の避難者慰謝料を、それがどのような損害に対するもの

か、それが、本件原告が被った精神的損害をどの程度補塡しているのかという吟味を

行うことなく、全部を控除している。 

・狭義の慰謝料については裁判官の自由裁量によって額が算定されるとするのが伝統的な

実務であるが、そうであっても、いかなる精神的損害が発生しているかという点を明確

にすることは必要であり、すべてを自由裁量という一種のブラックボックスに押し込め

てしまうことには疑問がある。 
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