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原発被害者訴訟の高松高裁判決（Ｒ３．９．２９）について 

                             令和４年２月２６日 

弁護士 野 垣 康 之 

 

第１ 原告の属性 

１０世帯２５名。うち避難指示解除準備区域（南相馬市小高区）からの避難者１

世帯４名、緊急時避難準備区域（川内村、南相馬市原町区）からの避難者２世帯５

名、残りの７世帯１６名が自主避難区域（福島市２世帯・郡山市２世帯・いわき市

２世帯、伊達市１世帯）。子供が１１名。 

原審で原発事故後に生まれた自主避難世帯の２名については請求棄却されたの

でこの２名は控訴せず、１０世帯２３名が控訴した。控訴中に１名が亡くなり訴

訟承継した。一人５００万円（＋弁護士費用５０万円）の慰謝料請求。 

 

第２ 松山地裁での審議から高松高裁判決までの経過 

 １ 愛媛訴訟は、平成２６年に提訴したが、全国同種訴訟のなかでは後発だったの

で裁判所も提訴から２年くらいまでは３か月に１回期日を入れて次回の予定を決

めるだけで「全国の他の訴訟の進行はどうなっているか」とのんびりと進行して

いた。原告側は事件を風化させないために、毎回、１世帯の被害状況や心境につ

いて準備書面という名目の意見陳述をしていたところ、ある原告の意見陳述を聞

いてから裁判所の対応が変わり、進行協議の際に裁判長から「裁判長と右陪席が

転勤まで１年半あるが、自分達が転勤前に判決を書く。自分達が判決を書かない

と後任の裁判官は記録を読むだけで１年近く判決まで２年以上かかり避難者の深

刻な状況をみると被害救済にならない。今まで計画性もなく審議してきて申し訳

なかった。」と言われて、国代理人、東京電力代理人とともに驚いた。国の代理人

は「とても無理」と反対したが、裁判長は「松山で独自の主張・立証をしているわ

けではなく、既に判決が出ている同種訴訟と同様の書面を出しているだけでしょ。

まとめて出せるでしょ。」と強引に押し切り平成３０年１０月結審、平成３１年３

月判決が決定した。平成３０年１月、２月に１０世帯の尋問を実施した。 

   京都訴訟の田辺先生と生業訴訟の南雲先生から準備書面と書証のデータの提供

をうけて結審までになんとか準備書面と書証を提出した。責任論を起案した右陪

席は伊方原発差止仮処分の決定を書くために６か月間その事件に専属していたの

で原発の設定基準等について知識が豊富にあり、国の責任を認定するについて正

確な事実認定、説得的な理由を書いてもらうことができた。 

 ２ 高松高裁では東京電力が代理人に棚村弁護士を加えて攻勢に出てきた。原告１

０世帯のうち５世帯の再尋問の請求（却下）、提訴者は少数であるとか中間指針で

払い過ぎとのプレゼン、弁済の抗弁の主張、学者（伊藤眞、窪田、早川）の法律意

見書、膨大な数の各自治体広報誌や学校行事広報などしてきたが、結果的に裁判

長の心証を悪くすることになり慰謝料増額事由になった。学者の法律意見書は判

決文のなかでは一顧だにされていない。    

   高松高裁の神山裁判長は、佐賀地裁当時に諫早湾の開門を命じた裁判官であり



2 
 

国に忖度せずに自分の信念を貫く裁判官だと思ったので、裁判長の交代前に結審

することを急いだ。原告代表者渡部さんの格調高い意見陳述書も裁判長の心証に

影響したと思う。 

 

第３ 高松高裁判決の特徴 

 １ 国と東京電力に対して厳しく指弾（これまでの地裁、高裁判決のなかでもっと

も厳しい） 

２ 東京電力が控訴審で主張した中間指針過払論、相殺の抗弁、受忍限度論につい

てすべて排斥し、これらの訴訟対応が不誠実で慰謝料増額になると判断。学者（伊

藤眞、窪田、早川）の法律意見書についても一顧だにしていない。 

３ 慰謝料算定につき、精神的な健康の問題と平穏な生活が破壊されたことが主要

な健康被害を引き起こしたことを考慮 

    

第４ 高松高裁判決の損害論についての判断 

 １ 東京電力の過失、国の損害賠償責任の範囲について 

 （１）慰謝料増額事由としての過失 

    被害者の慰謝料額算定要素の一つとしては加害者の過失の程度も含まれるか

ら、本件においても東京電力の過失の有無及び程度がその考慮要素の一つと

なることは否定できない。 

    東京電力は、福島第一原発を稼働するにあたり、少なくとも福島第一原発周

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重大な事故を起こして、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、原子炉施

設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。 

    平成１４年長期評価の見解が公表された後、防潮堤等の浸水防止に加えてタ

ービン建屋の水密化等の措置が講じられていれば本件事故と同様の全交流電

源喪失の事態には至らなかったが、十分な対処をしたとはいい難く、東京電

力には原子力施設の安全性を維持する義務に違反した過失が認められる。 

    東京電力の過失の程度は、故意と実質的に同視し得る程度の重過失があると

まではいえないにしても、取るべき対応を適宜の時期に取らなかったことは

動かし難く、相当程度に重いことは明らかである。にもかかわらず、本件に

おいて東京電力は過失を認めず、無過失であると主張しているが、こうした

事情は慰謝料の算定において考慮すべき要素の一つになるというべきである。 

  

（原審）故意又はこれに準ずる程度の重過失は認められず、過失が存在するこ

とをもって慰謝料増額事由として考慮することは困難である。 

 

（２）東京電力と国の損害賠償責任の範囲について 

    国と東京電力は、発生した損害について、それぞれ全額賠償責任を負い、こ

れらは不真正連帯の関係に立つ。 

    国は、原子力発電を基幹電源として位置付け、原子力政策を積極的に推進し
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てきたものであり、そのために広報活動にも取り組むなどしてきた。原子炉

の設置及び稼働後の安全性の確保については、国において日々進歩する科学

的知見を随時把握した上で、その規制権限を行使すべきか検討することと、

規制に服する義務がある電気事業者による安全性確保のための具体的な方策

の実施は不即不離の関係にあるというべきである。 

    このような原子力発電所に特有の事情も考慮すれば、原告らとの関係におい

て国の立場が二次的、補完的であることを根拠として、その責任の範囲を限

定することは相当ではない。 

    国と東京電力との間に実質的な責任の程度の差異があるとしても内部負担割

合において考慮すれば足りると解される。 

  

２ 避難の相当性について 

   原告らの損害が認められるためには転居を伴う避難が、本件事故と相当因果関

係のある損害であることが必要になる。「相当因果関係」の有無の判断は原告らの

生じた損害について、本件事故発生に法的責任のある者に対して賠償責任を負わ

せることが相当であるかという法的な判断であるから、原告ごとに原告が置かれ

た具体的・客観的な状況及び個別な事情を踏まえ、転居を伴う避難をすることが、

一般人から見てもやむを得ないものであり、社会通念上、相当といえる場合には、

本件事故と原告らの転居を伴う避難との間には相当因果関係があると認めるのが

相当である。 

（１）避難の相当性 

 ①旧避難指示解除準備区域に居住していた原告 

政府から避難指示が出されたから避難を実施することは一般人から見てもや

むを得ない。 

   ②旧緊急時避難準備区域に居住していた原告 

避難が強制されることはなかったものの、学校等は休校とすることとさ、自主

的避難が求められ、実質的には避難を余儀なくされたというべきである。 

③自主避難区域に居住していた原告 

実質的に避難を余儀なくされたとまではいえないが、低線量被ばくに関する

知見、土壌汚染や農作物、魚等食品の汚染状況、マスメディアの報道等から放

射線被ばくに対する恐怖や不安を感じ、これらの恐怖や不安から一時的に自

主的避難を選択することは合理性が認められるというべきである。胎児や幼

児は放射線感受性が強く、妊婦には流産の危険があるなどの知見があること

から子供・妊婦が自主的に避難することはなおさら合理性があったというべ

きである。避難したのが平成２４年１２月頃の原告についても諸般の事情で

避難が遅かったからといって、実際の避難時期に自主的避難を選択すること

に合理性があるとされる事情が完全に解消されていたとまで認められない以

上、避難と本件事故との間には相当因果関係が認められる。 

（２）避難継続の相当性 

①旧避難指示解除準備区域に居住していた原告 

平成２８年７月１２日に避難指示が解除されてから相当期間経過した平成３
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０年３月まで 

②旧緊急時避難準備区域に居住していた原告 

平成２３年９月３０日に指示が解除せれ、解除後少なくとも１年間は帰還準

備などが必要であること、東京電力の自主賠償基準において終期を平成２４

年８月末までとしていることなどから避難継続の相当性が認められる終期は

平成２４年８月とするのが相当。 

③自主避難区域に居住していた原告 

    避難の相当性が認められる終期は本件事故の１年後である平成２４年２月と

するのが相当である。胎児や幼児は放射線感受性が強く、妊婦には流産の危

険があるなどの知見があることや東京電力の自主賠償基準も平成２４年８月

末まで精神的損害等に対する賠償を実施していることから、子供及び妊婦に

ついて避難の相当性が認められる終期は平成２４年８月とするのが相当。 

   （理由） 

   ←・低線量被ばくによる健康被害が生じることが科学的に裏付けられたとする

ものではないと理解されている。 

    ・放射線量年間１ｍＳｖの基準は、公衆被ばくに関する線量限度であり、介

入による放射線防護体系に適用がなく、本件事故後のように緊急時被ばく

状況ないし現存被ばく状況への適用を前提としたものではないと解される。 

    ・避難指示等の対象となった各区域の状況をみても事故当時の居住地に帰還

することに支障があるとまではいえない。 

 

※平成２４年１２月に伊達市から避難した母子について「諸般の事情から避難

が遅かったからといって、実際の避難時期において上記で説示した自主的

避難を選択することに合理性があるとされる事情が完全に解消されていた

とまでは認められない以上、他の自主的避難者らと同様に、避難と本件事故

との間には相当因果関係が認められる」と判示しているが、避難継続の相当

性を平成２４年２月までとした理由と矛盾するのではないか。 

 

 ３ 損害の発生及び損害額に関する判断のあり方について 

   原告らは、福島県内の各自の生活の本拠である住居を中心として、人間関係や

共同体、自然環境等を含む人的、物的基盤である包括的生活利益を基盤とし、

これらとつながりを持ちつつ、日常生活を営んできた。 

   ＵＮＳＣＥＡＲ２０１３年報告書では、精神的な健康の問題と平穏な生活が破

壊されたことが主要な健康被害を引き起こしたことが報告されており、医学的

な証明は困難であるとしても、こうした点も慰謝料の算定において安易に捨象

できないというべきである。 

   国のエネルギー政策として原子力発電所の稼働が積極的に推進されてきたこと、

ところが、放射性物質が空気中に大量に飛散するという未曾有かつ悲惨な本件

事故が突然発生し、国については規制権限不行使について過失があり、東京電

力についても本件事故発生についての責任が相当に重いことなどの事実が認め

られるから、これらの事情も十分に斟酌して原告らの慰謝料額を算定するのが
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相当である。 

   中間指針は「紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として

策定されたものに過ぎず、そもそも、裁判所が損害の算定に当たって中間指針

等に拘束される法的根拠はない。中間指針等には、被災者の個別事情を捨象し

て、簡易迅速に被災者の損害を回復するという和解金的な色彩があることは否

定できないから、中間指針等の定める賠償基準額が控えめな金額にとどまって

いることも否定できず、中間指針等における基準賠償額より高額になることは、

ある意味では当然な結果である。 

 

 ４ 受忍限度論について 

   避難者が受けた被害は、福島第一原発の正常な稼働によって生じたものではな

く、国の違法な規制権限不行使も相まって、東京電力が重大な事故を引き起こ

したことによるものであり、東京電力の事故発生に対する責任も相当に重いも

のであること及び自主避難区域に居住していた原告らの精神的損害も客観的・

具体的な根拠のない「不安」にすぎないとはいえないことから受忍限度論が妥

当するとは到底いえない。 

 

５ 弁済の抗弁について 

（１）財産的損害に対する賠償を含む総額をもって、慰謝料請求に対する弁済の抗弁

とし得るか。 

    同一不法行為によって生じた財産上の損害と精神的損害は、訴訟物は１個。 

ある費目に対する弁済がなされたとしても当該費目に対する過払いが存在すれ

ば、その過払い分を別の費目に充当することは原則として許される。 

もっとも、支払われた賠償金がどのように充当されるかは、弁済者の意思表示 

ないしその合理的解釈によって決まる（民法４９０条、４８８条）。 

したがって、ある特定の損害項目に対する損害賠償として支払があった場合に 

おいて、その支払額が当該損害費目の客観的な数額を上回るときは、その上回る

額はその他の損害費目の賠償として充当することが弁済者である損害賠償義務者

の合理的意思に合致する。 

しかしながら、当事者間で、ある特定の損害費目に関して賠償すべき額がそれ 

に対する支払額を下回るものでないことを確認する和解契約が明示的ないし黙示

的に成立したと評価できる場合には、上記損害費目に対する弁済として、同費目

とは別の費目に対する既払の賠償額をもって充当することは、上記和解契約の趣

旨に反するため許されない。 

ＡＤＲ手続を利用して和解契約が成立する場合には①東京電力と被災者との間

で和解の範囲を明確にした上で、その範囲外の点に和解の効力が及ばないこと②

和解の対象となった精神的損害及びその対象期間については和解に定める金額を

超える部分につき清算の効力が及ばないこと③同期間以降の損害の存否及びその

金額については和解の対象外であり被災者が東京電力に別途損害賠償請求するこ

とを妨げないことを確認していることが認められる。 

ＡＤＲ手続を利用せず、東京電力がその自主賠償基準に従った賠償を被害者に



6 
 

対して行った場合でも、東京電力は簡易迅速な損害賠償を実現するため、中間指

針等を参考にして自主賠償基準を策定し、被災者は、同基準に沿った賠償を受け

ている。そうすると、東京電力としては、その賠償額が対象となった損害費目に

ついての実際の損害額を超えることを理由として、当該被災者に対し、後に不当

利得返還請求をするという事態は、少なくとも精神的損害に対する賠償に関する

限り、およそ想定していないと理解するのが合理的である。 

以上によれば、原告と東京電力との間で、精神的損害に関する賠償額がそれに

対する支払額を下回るものではないことを確認する和解契約が、明示的ないし黙

示的に成立していると評価することができるから、東京電力による財産的損害に

対する賠償を含む賠償額の総額をもって、慰謝料請求に対する弁済の抗弁とする

ことは許されない。 

仮に明示ないし黙示的な和解契約が成立すると認められないとしても、東京電

力の主張は、訴訟上及び実体法上の信義側に反して許されないと解する。 

本件事故による多数の被災者を迅速に救済するため、中間指針等が作成され、東

京電力は自主賠償基準を公表して被災者に請求を呼びかけ、これに応じた被災者

が東京電力に対して賠償金の支払いを求め、東京電力から損害の費目を明示さ

れ、その賠償を受けたものである。原告らも、適宜、この方法を利用して財産的

損害に関する損害を含め、賠償の対象となった費目を明示されて賠償金の支払を

受けており、上記方法で弁済を受けなかった者も上記方法によれば財産的損害を

受けられるものと信頼し、精神的損害の賠償に限定して本件訴訟を提起したもの

である。しかるに、東京電力は約４年間係属した本件訴訟原審において、相殺の

抗弁を主張することなく精神的損害に対する賠償額を主張するにとどめ、原告ら

もその弁済額を認めていたため、原審では弁済の抗弁について当事者間に争いが

なかったにもかかわらず、当審に至って突然相殺の抗弁を主張するに至ったこと

は当裁判所に顕著である。 

原告らとしては、上記一連の事実経過に照らし、東京電力が相殺の抗弁の主張

をしないものと信頼することはやむを得ないところ、東京電力の弁済の抗弁の主

張が認められる可能性があるのであれば、原告らの財産的損害の内容及び金額全

てについて主張立証せざるを得なくなるが、このような事態は、本件事故による

多数の被災者を迅速に救済するという原賠法に基づく中間指針等の策定趣旨にも

著しく反する結果になると言わざるを得ない。 

（２）世帯内の既賠償額の超過分について世帯内での融通・充当が認められるか。 

    東京電力が主張する自主賠償の手続は、東京電力が東京電力自身や被害者の便宜

のために請求や賠償金受領等の窓口を世帯ごとに一本化したにすぎず、あくまで

そこで支払われている賠償金は個々人の賠償金を積算したものにすぎない。 

平穏生活権を侵害されたことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料請求は原

告ごとに損害が発生しているのは明らかであって、世帯単位で発生しているわけ

ではない。同一世帯内であるからといって、特段の合意がない限り、他の世帯構

成員に対する支払をもって、原告らが本件において請求する慰謝料の支払に充当

されることはないというべきであって、特段の合意を認めるに足りる的確な証拠

はない。 
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６ 認定された損害額 

 （１）避難指示解除準備区域（南相馬市小高区）からの避難者 

   ①強制避難慰謝料  ２００万円 

   ②避難継続慰謝料 １０２０万円（月額１２万円×８５か月※） 

   ③故郷喪失慰謝料  １００万円 

          合計１３２０万円 

   ※始期は平成２３年３月、終期は避難指示が解除された平成２８年７月１２日

から相当期間経過後の平成３０年３月まで 

    

避難後に生まれた子供は①強制避難慰謝料③故郷喪失慰謝料は認められず、②

避難継続慰謝料について８６４万円（出生した平成２４年４月から平成３０年

３月までの７２か月） 

    

  （原審の判断） 

大人 １０００万円 

    子供  ８５０万円 

    避難後に生まれた子供 ７２０万円 

 

（２）緊急時避難準備区域（川内村、南相馬市原町区）からの避難者 

 ［川内村からの避難者］ 

  ①実質的に強制的に転居させられた慰謝料 １５０万円 

  ②避難継続慰謝料 ２１６万円（月額１２万円×１８か月） 

（１５０＋２１６）×1.5（避難生活の過酷さを考慮して５割増）＝５４９万円 

           

（原審の判断） 

    大人 ７５０万円 

    子供 ５００万円 

  

［南相馬市からの避難者］ 

  ①実質的に強制的に転居させられた慰謝料 １５０万円 

  ②避難継続慰謝料 ２１６万円（月額１２万円×１８か月） 

          合計 ３６６万円 

（原審の判断） 

 夫婦で各３００万円 

 

（３）自主避難者 

    低線量とはいえ放射線に対する恐怖や不安を抱き、被ばくの影響を避けるた

めに避難することは一般人からみてやむを得なく平成２４年２月まで避難の相

当性を認める。 

胎児や子供は放射線に対する感受性が高く、妊婦についても流産の危険があ
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るなどの知見が存在するから子供及び妊婦については低線量被ばくによる健康

不安が他の者と比較して大きかったであろうことや東電が平成２４年８月まで

自主賠償したことを考慮して平成２４年８月まで避難の相当性を認める。 

    

原則 

①自主避難慰謝料   １０万円 

    ②避難継続慰謝料   ６０万円（月額５万円×１２か月） 

 

子供・妊婦について 

 ①自主避難慰謝料   ２０万円 

 ②避難継続慰謝料  １２６万円（月額７万円×１８か月）  

  

    （原審の判断） 

大人（男女を問わず）５０万円 

子供        ８０万円 

とし、個々の事情により若干の増減 

 

第５ 私見 

（１）地裁で国の責任を認めない判決が続いた理由 

   ・地裁の裁判長、右陪席の劣化 

   ・岡口基一「裁判官は劣化したのか」（羽鳥書店） 

    自分が若いころは「司法の使命、裁判所の役割」等について先輩裁判官と議

論したが、そういうことがなくなった。若い裁判官は自分の頭で考えず、先

例ばかりみて類似判決のコピペ判決が増えた。 

 ・升田純（元東京高裁裁判官・現中央大学法科大学院教授）「（原発差止訴訟で）

高度に専門的なことは専門家の判断を尊重すべきで司法は重大な手続違反が

ある場合等以外は口を差し挟むべきではない」 

 （２）避難者の生の言葉が最良、最大の証拠 

    訴訟の節目節目でなされた原告代表者の意見陳述が裁判官に心に届いた。 

    アレクシエービッチ「チェルノブイリの祈り」→被害者の生の証言 

 （３）東京電力が控訴審において展開したプレゼンや弁済の抗弁の主張は、裁判長

の逆鱗にふれ、慰謝料増額の事由になっている。 

 （４）高等裁判所は裁判長の思想、考え方に大きく影響される 

    高松高裁・神山裁判長は諫早湾の開門命じた裁判官で国に忖度せずに自分の

信念を貫く裁判官だと思ったので裁判長の交代前に結審することを急いだ。 

平成２９年９月から高松高裁裁判長 

 


