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第1は じめに

本 準備書面 にお いては，原 告 ら提出 の準備書面 （34） （放射線被 ば くに対

す る不安 の合理 性），準備 書面 （41） ，準備書面 （42） （除染 が不十分で

あることについて），準備書面 （43） （原告 らの合理 的不安 の根Ptf一 ヨウ素

被 ぼ く及び 甲状腺がん） （以下，それ ぞれ 「原告 ら準備 書面 （34） 」， 「原

告 ら準備書面 （41） 」， 「原告 ら準備書面 （42） 」， 「原告 ら準備 書面 （4

3＞ 」 とい う。 ）にお ける原告 らの主張に対 して，必要 な範囲 で反論す るもの

である。

なお，被告東京 電力提 出の答弁書及び準備書面において定義 された文言 にっ

いては，特 に断 りのない限 り，本準備 書面において も， 同様の意 味 を有す るも

の とす る。

＜

第2原 告 ら準備書 面 （34） に対す る反論

1「 第2不 安 に関す る住民 の意識J（ 原告 ら準備書面 （34）2頁 ） について

原告 らは，アンケー ト報告書 （甲Al48） の結果 を引用 しっつ，2014

年1月 に実施 された他 のアンケー ト調査結果 （甲A159） と整合す る と指摘

し，いわき市 の半数 近 い住民が低線 量被 ぱ くに対す る不安 を抱いてい るな どと

主張す る。

しか しなが ら，原 告 らが引用す るア ンケー ト調査結果 （甲A159） をみ る

と，いわ き市 民の うち， 「放射能 の健 康影響へ の不安が ある」 とい う質 問にっ

いて， 「あてはま る」 と回答 した のは回答者全体の うち20．7パ ーセ ン ト，

「やや あてはま る」 と回答 したのは回答者 全体 の うち26．0パ ーセ ン トであ

るのに対 し， 「あて はま らない」 と回答 したの は回答者全体 の うち23．7パ

ーセ ン ト， 「やや あて はま らない」 と回答 したのは回答者全体 の うち29．6
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〈

パーセ ン トと （同295頁 ）， 回答者 の うち53 ．3パ ーセ ン トが， 「放射』能

の健 康影響へ の不安 がある」とは回答 してお らず，半数 を超 えるいわき市民が，

放射能 の健康影響 に対す る不安が あるとの回答 を選択 していない こ とが明 らか

になってい る。

この ように放射線被 ば くに対す る不安 の感 じ方 にっ いて は大 きな個人差 があ

る と考 え られ，そ のよ うな中で も，被告東京電力準備書面 （8） の第6に おい

て述べた とお り，本 件事故後 において は，放射線 と健康影響 に関す る科学的知

見については，福 島県内の地元 の新聞 において も，放射線の健康 への影響 に関

連す る多数 の報道 がな され てお り，科学的知 見の紹介，科学 的知見 に基づ く冷

静 な対応 の呼びかけ及 び被 ぼ く線量の実情や専 門家の見解等 が繰 り返 し報道 さ

れてい る上，放射線 に関す る専門機 関等 か らの情報発信 もな されて いる （乙A

5ユ ない し乙A56， 乙A58の1な い し乙A58の30） 。 そ して，本件事

故後における自主的避難等対象区域内の18歳 未満人 口の推移をみても，本件

事故後9割 を超 えて大多数の18歳 未満人口は 自主的避難を選択 していない と

いう実情がある （被告東京電力準備書面 （13） め第6参 照）。

この よ うに専 門機 関や 自治体 な どによる科学 的知見 についての情報提供がな

され てい るこ とな どを背景 として，2014年1月 時点において，多 くのいわ

き市 民において本件 事故直後 には生 じた と考 え られ る不安 につ いて も解消の方

向に向かってい るこ とが窺 われ るのであ り，いわき市 内にお ける本件事故後 の

空間放射線量 の状況等 に照 らして も，被告東京 電力 が 自主的避難 等対象者 に対

して賠償す る旨公表 してい る精神 的損 害の賠償額 は合理的で あ り，原告 らが指

摘す るアンケー ト結果 をもって して もJこ れを超 える原告 らの慰 謝料請 求権が

基礎付 け られ るものではない。

2「 第3

につ い て

低線量被 ば くに対す る不安 」 （原告 ら準備 書面 （34）3頁 ～20頁 ）
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（1） 「リス ク認知 」に関す る原告 らの主張について

原告 らは，中谷内一也氏 の意見書 （甲Al60の1及 び 甲A160の2）J

同人 の証人尋問 の結果 （甲A161） 及び同人 の著書 （甲A71） 等に基づ

いて，一般人は，専 門家 と異 な り， リス クを客観的 にデータに基づいて分析

す るよ うな ことはせ ず，直感 的 ・主観 的 に受 け止 めて行動す るものであ り，

人 に備 わってい る リスク認知 メカ ニズムであるr経 験 的システ ム （システム

1） 」及び 「分析 的システ ム （システム2） 」 の うち，本件事故直後 の混乱

状態 の中では経験 的システ ム （システム1） による判 断が優勢 に働 いた もの

と推測で きるこ と，本件事故 か ら5年 以上が経過 した状況において， 「分析

的 システム」 が優勢 に作用 し始 めた として も，当初 の リスク認 知 を強化す る

方向に働 くこと，人 がある物事 が起 こる頻度 の推定をす る揚合，実際には低

頻度の事柄 を過 大視 し，逆 に，実際 には高頻度の事柄 を過小視 す る傾 向 （一

次バイアス） があ り， この傾 向が リス ク認知 に当てはまるこ と，一般人が リ

スク認知 をす る際 に考慮 す る要素 の うち相互 に関連性 の高い ものをま とめた

のが 「リス ク認知 あ2因 子モデル」 であ り， 「恐 ろ しき」因子 と 「未知性」

因子 がある とされ てい る ところ，本件事故に よる放射線被ぼ くにつ いては，

特殊性があ り，かか る2因 子モデル か らも恐怖感 ・不安感 をよ り強 く生 じや

す いものであ るこ と等 を指摘 し，本件事故につ いて，一般人 ・通常人が，線

量の高低 にかかわ らず恐怖 心や不安感 を抱 き続 けるこ とは，何 ら不 自然 ・不

合理な ことではない と主張す る （原告 ら準備書面 （34）3頁 ～9頁 ）。

しか しなが ら，かか る原告 らの主 張には，以 下で述べ る とお り理 由がない。

ア リスクの受 け止 め ・評価 は個 々人 によって異 なる こと

中谷 内氏 は，そ の証人尋問調 書 において，各種のハ ザー ドにっ いて， こ

れ をどの程度 の大 きな リス クと捉 えるか とい うのは人 によって異 なる （個

人 差がある） こ とを認 めてお り （甲Al61の30頁 ） ，同氏が述べ る認
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識 メカニズムが一般 に妥当す るか どうかはそ もそ も明 らかではな く，結局

は各人 の感 じ方 によって異 なるものであるこ とが明 らかに されている。

＜

イ リス クへ の不安 につ いて の深 い判断や行為決定 をす る際 には 「経験的シ

ステム」 だけで はな く， 「分析 的システム」が働 くこ と

中谷 内氏は，人 に備 わって いる2つ の思考 システ ムで あるr経 験的 シス

テム」 と 「分析 的システ ム」 については，人 がある事象 にっいて認識 した

り判 断す るときには， この2つ のシステム両方 が機能す るが，事象 によっ

て2つ の シス テム の うち， いずれ か が優勢 に機 能す るこ とが ある ところ

（二重過程理論）， 日常的な判 断や行為決定 の時 に優勢 なのは 「経験的シ

ステム」 であ り，一般人 が 日常的に リス クを認 知す る ときに主 に働 くのは

経験 的システムで あるとしている （甲A160の1の4～5頁 ， 甲A16

1の9～ ユO頁 ）。

しかしながξ鋼 於 中納 蹴 二般人においても元蜥 鰺 ステ

ム」が備わつてお り，多面的 に深 い半iJ断をず る際にば分析 的システ ムが優

勢 に働 くと述べてお り （甲A161の35～36頁 ） ，また， 中谷 内氏が

経験 的システ ムが働 くと証言 す る 「日常的な判断や行 為 の決定」 とは， 日

常 日々直面す る，朝起 きて どの服 を着てい こ うとか，昼御飯 に何 を食べ よ

うか といった判 断や行為 であって，毎 日の よ うに起 こるのが 日常的 なこと

とは いえない判 断や行為 は これ に該当 しない とし， 「転職 す るしない とか，

住 まい を変 え る変 えない， まずイエス ・ノーで言 うと，毎 日のよ うに起 こ

るのが 日常的 なこ とだ とい うのであれ ぱ，それ は ノー ， 日常的 な判 断では

ない とい うことになろ うか と思います。」 （甲A161の36～37頁 ）

と述べ ている。

また， 目常的な判 断や行為 の際に優 勢であ るのは経験的 システ ムであっ

た として も，行為決定 の際 には分析 的システ ムが 同時 に働 くのであ り， こ
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の点につ いて， 中谷 内氏 もこれ を認 め， 「感情だ けで動 く人は あま りいな

い わけで，普通は理性 的な論理的な思考 も同時に起 こる と思います。」 と

証言 してい る （甲A161の38頁 ）。

この よ うに，本件事故後 におけ る低線 量被 ば くに対す る リスク認知にお

いて も，直感的 な不安感 が生ずる として も （経験的 システム），その よう

な直感 的な 「経験的 システム」 のみに よって不安感 に基づ く行動が定まる

もので はな く， 「感情 だけで動 く人はあま りいないわ けで，普通は理性的

な論理的な思考 も同時に起 こる」 （甲A161の38頁 ） ことは経験上 も

優 に認 め られ るところである。そ して，本件事故後 において，従 前の住所

地 か らの避難や転職 な どの重大 な判断が な され る際には， 「分析 的システ

ム」 も機能 して，放射線 の影響 についての科学的知見等 の収集や行政の対

応等 の客観的 な事情の確認 ・分析 を通 じて，その リス クの程度 ・強度につ

い ての分析が行われ るのが一般 である と考 え られ るので あ り， このよ うに

解す る ことは一般 の経験則 に も合致 している。

ウ 自主的避 難者数 の実情 か らみても 「経験 的システ ム」のみに よって行動

が律 されてい るものではない こ と

実際に，本件事故後 にお ける 自主的避難等対象 区域 内の18歳 未満人 口

の推移 をみ て も，本件事故後 においても，数パーセ ン トの減少 が見 られ る

に とどま り，9割 を超 えて大 多数 の18歳 未満 人 口は 自主的避難 を選択 し

ていない とい う実情 に あ り， 「経験的 システム」 に基 づ く不安感 のみに基

づいて一般 的な行動 が決 定 され てい るものでない こどは客観的 に裏付 け ら

れてい る （被告東京電力準備 書面 （13） の第6参 照）。

エ 「経験的 システム」 に基づ く リスクへの不安 が生 じた と して も，その こ

とは法的権利 の侵害 を基礎付 ける具体 的な危 険が生 じてい ることを意味す
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るものではない こ と

また，中谷 内氏 も， 「分析 的システム」 を経 ないで 「経験的 システ ム」

に主導 され る直感 的な不安 ・リス ク判 断が人 に よって なされ ることをもっ

て，その人につ いて，法 的な権利侵 害を基礎付 ける具体的な危 険が生 じて

いる と述べ る ものではな く， 「経験的システ ム」 に基づ くリス ク認知が人

に よっては成立 する ことを もって，健康 に対す る具体的危 険の存在 が基礎

付 け られ るとい う趣 旨を述べ るものでもない か ら （中谷 内氏 は，低線量被

ぱ くに よる客観的かっ具体的 な リス クの程度 が どの よ うな ものであるかに

ついて一切証言 してお らず，また，法 的判断 は専門外 である としてい る。甲

A161の48～49頁 ）， 中谷 内氏の述 べ る 「経験 的システ ム」 と 「分

析 的システム」 の二重過程理論 は，原告 らの法的な権利侵害 を基 礎付 ける

具体的な危 険の存在 を基礎 付 けるものではない。換言すれ ば， 中谷 内氏の

証言 内容は， リス ク認 知の仕方 は人 によって個人差 があ りまちまちで ある

こ．とを前提 と しっっ・心理 学的見地か らの リス ク認知 の成立の仕 方の一つ

の概念 を叙述 しだ とい う’に とどま り，慰謝料請 求権 に蘭す る法的判断に結

びつ くものではな く，原告 らの主張を裏付 ける もので もないので ある。

オr分 析 的 システ ム」が作用 した場合 に， リスク認 知 を強化す る方 向で働

くもので はない こ と

原告 らは，低線量被 ば くについて影響が ある とい う情報 ，影響 がない と

い う情報 な ど，様 々な情報が存在 す るので， 「分析的 システム」 が作用 し

て も， リス ク認 知 を強化す る方向で働 くと主 張す る （原告 ら準備 書面 （3

4）5頁 ）。

しか しなが ら， これ まで詳述 した とお り，本件事故後 において は，放射

線 と健康影響 に関す る科 学的知見 は，繰 り返 し情報提 供が されていた こと

か ら （被告東京電力準備 書面 （8） の第6参 照）， 「分析 的システム」が
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作用 した場合 ，客観的根拠の ある合理 的な不安 が さ らに生 じ得 るもので は

な く，科学的知見 の提供 を受 けるこ とによって通 常は不安 が減少する方 向

に働 くので あって，そ のよ うな正 しい知見の提供 を受 ける以前 と比べて不

安 が強化 され る とい うのは経験則 に反 してい る。 また，仮 に，様々な情報

が存在す るなかで， 自己の判 断を肯定す る情報 のみ を分析す るこ とで リス

ク認 知が強化 され る とい うこ とがある として も，当該判断 を もって客観 的

な根拠 に基づ く危 険に対す る合理的な不安 である とはい うこ とができない。

カ 「一一U〈バイアス」に よる不安感 は，法的保護 の対象 とはいえない こと

原告 らは，人が ある物事 が起 こる頻度の推 定をす る場合 ，過大視 ない し

過小視 をす る傾 向 （一次バイ アス）が あ り， この傾 向が リス ク認知 に当て

はまるこ とか ら，一般人 は，低線量被 ば くの リスクをよ り過 大 に感 じる と

主張す る （原告 ら準備書面 （34）5頁 ）。

しか しなが ら，本件事故発 生 当初 の時期 において，特に 自己の置かれて

いる状況を的確に認識でないような情報の混乱時期 たおいてぱ，放射線被

ば くに対す る恐怖や不安 を抱 いて 日常生活 の相 当程 度の阻害 が生ず ること

もやむ をえない面が あると考 え られ ることか ら，被告東京電力 においては，

中間指針 等 に基づ いて， 自主 的避難等対象者 に対 して精神 的損害等の賠償

を行 う旨公 表 してい る。 しか しなが ら，そ の後 において， 自主 的避難等対

象 区域 内の放射線 量の状況やそ の健 康影響 への リスクの程度等 についての

科学的情 報が広 く周知 され， 自己の置かれ ている状況 にっい て判断 し得 る

状況 に至っ た場合 には， 自主的避難等対象 区域 内の空 間放射線量 について

は健康へ の影響 を及 ぼす程度 の ものでな く，避難 をす る必要 もない ことに

つ いては住民 にお いて も知 りえる状況 に至 る と評価 で きるか ら，そのよ う

な時点以降 にっ いて は，本件事故 の放射線 の影響 と相当因果 関係 のある精

神的損害 について は，賠償終期 を迎 える と解す るこ とには合 理性 があるの
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で ある。

また，一般論 としても，内心にお ける物事が起 こる頻 度の推定 について，

過 大視 ない し過小視す るこ とがあった と して も，その よ うな主観 的な認識

の あ りよ うのみに よ り法的 な慰謝料 が基礎付 け られ るものでない ことは明

らかであ り （我 々は 日常生活 において主観的 に様 々な リスクや危険事象 の

発 生可能性 につい て推定 した り，主観 的な不安 を感 じるこ とが あるが，そ

の よ うな心の動 きに よって慰謝料請求権 が基礎付 け られ るもので ない こと

はい うまで もな く，あ くまで客観 的な危 険が存す ることを前提 として これ

に対す る合理 的な不安 に基づいて慰謝料請求権 の正否が判 断 され るべきで

ある。）， かかる主張 によっても原告 らの請求が基礎付 け られ るものでは

ない。

＜ キ 原告 らが挙げる不安の内容は客観的根拠に基づかない漠然 とした不安感

を法的保護の対象 として求めているものであること

原告 ら注 「未知性」 の因子 として，放射線は見だ り聞こえた りするも

のではない，放射線被 ば くの リスクに さ らされていて も，そ の影 響の有無

を感 じるこ とができない，発 がんの よ うな影響 は直ちに表れ るものではな

い，施設敷 地外 の一般市民が大気や食 品，水道水 中の放射性物質 を気 に し

なけれ ばな らない事態 は初 めてであ るな どの点 を挙 げてい るが， これ まで

被 告東京 電力 が主張 してきた とお りの低 線量放射線被 ば くと健康影響 に

関す る科学 的知見 を踏 ま えれ ば，いわ き市 内の空間放射線量 の推移 か らし

て も，原告 らは客観 的 ・具体的 な危険 に さらされ ていた とはい えないもの

であ り， このこ とは科 学的知見 に基づいて後 日になってで あった として も

確認 し得 るもので あるか ら，本件事 故発 生当初 の時期 に感 じた不安 は，客

観 的な危険 に基づかない，杞憂であった こ とが判 明す る とい う構造 を有 し

て い る 。
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したがって，このようないわき市内の実情も踏まえれば，被告東京電力

が公表 してい る自主的避難等対象者 に対す る精神的損害等 の賠償額は合

理的かっ相当であり，これを超える原告らの慰謝料請求権を基礎付けるも

のではない。

（2） リズ ク ・コ ミュニ ケー シ ョン に関 す る原 告 らの主 張 につ い て

〈

ア 科学的知見 の提 供 ・周知 に よってもなお不安が解 消 され ない場合があ る

として も，かか る不安 は客観 的根拠 を有す る合理 的な不安 で あるとはい え

ないこ と

原告 らは，自治体による住民の放射件被ばくに対する恐怖心 ・不安感 を

軽減す る取組み が進展 し，放 射線被 ば くに対す る不安 も一定の解 消に向か

ってい るとの被告東京電力の主張にっいて， リス ク ・コ ミュニケーシ ョン

．嬬 の鯨 か『問齢 あると鐡L具 停的繊 科学的知見の提餉

知 に よって住民が もはや 不安 に恵 う必要はない （不安 に思 づことに合理推

は見 出せ ない。） とい う考 え方 を 「欠如モデル」 として，かかる 「欠如モ

デル」で は，公 衆の恐怖感や不安感 は解消 されない と主張す る （原告 ら準

備書面 （34） ．9頁～15頁 ）。

しか しなが ら，一般人 の リスク認知 にお いて も客観 的な情報が考慮 され

ることは前述 の とお りで あ り， この点 は時 間が経過す るに伴 い より一層妥

当す る。 そ して，被告東京 電力準備書面 （8） の第6に お いて も述べた と

お り，本件事故後 においては，放射線 と健康影響 に関す る科学的知見 につ

いては，福 島県 内の地元 の新 聞において も，放射線 の健康へ の影響 に関連

す る多数 の報道が なされ てお り，科学的知見 の紹介，科学的知見に基づ く

冷静 な対応 の 呼びか け及び被 ば く線 量 の実情や専 門家 の見解 等 が繰 り返

し報道 されてい る上，放射線 に関す る専門機 関等か らの情報 発信 もなされ
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〈

て いる ところである （乙A51な い し乙A56， 乙A58の1な い し乙A

58の30） 。

また，問題 となるのは法 的保護 に値す る客観 的な危険 に対す る合理的な

不安感 と言 い得るか とい う点であ り，客観 的根拠 に基づかない漠然 とした

不安感 が法的保護 に値す る もので はない こ とは これ まで詳述 した とお り

で ある。 この点 ，中谷 内氏 も，一般人が低線量被 ば くによる健 康の影響に

ついて，専門家 の専門的な科 学的な知見 を知 りた い と考 える と証言 してお

り （甲A161の43頁 ） ，極 めて 自然な証言 である。また，時間の経過

に伴 い技術的 な内容 が徐 々に明 らかにな ることによ り，一般人の理解 が進

む こ とは中谷 内氏 も認 めてい るところであ る （同42頁 ）。

したがって，本 件事故後 の状況 におけ る低線量被 ば くとその健康影響 に

係 る専 門的知見が， この よ うに広 く情報提供 されてい る中で，そ の内容で

は公衆 の恐怖心や不安感 が解消 されない と主張す る原 告 らの主張 は，合理

的 な ものであるとも， これ に より当該原告 に具体的な権利 の侵 害が生 じて

い る とも解 す るととほできない。

イ 地方 自治体や専門機 関等か らの適切な情報提供 がな されている中でも解

消 され ない不安 をもって客観 的な根拠に基 づ く合理 的な不安 とはい うこ と

ができない こ と

また，原告 らは，被告 国や被告東京 電力 に対す る信頼 が低 い として，い

くら科学的な根拠や論理 に基づいた情報 が提供 された として も，高 い信頼

は得 られ ず，リスク ・aミ ュニケー シ ョンは上手 くいか ない と主張す る （原

告 ら準備書面 （34）13頁 ～15頁 ）。

しか しなが ら， 中谷 内氏の見解 において も，正確 な情報の提供 に意義が

あることが否定 されてい るものではない。 中谷 内氏 は， 自治体 に よる住民

の放射線被 ば くに対す る不安感 を軽減す る取組 に対 し， 「実際に 自治体 は
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す ごく努力を してます し，前面に出て住民の人 とのコ ミュニケー シ ョン と

か説明 を頑 張って るとい う人 ，個人的 にも何人 も知 ってます。そ うい う人

た ち に本 当に敬 意 を表 します。実 際 に取組 と して は進展 して る と思いま

す。」 と述べ （甲A161の29頁 ），科学的知見等 を住 民に説明 し，科

学的な観 点か らの不安 を払拭す る取 り組 みが 自治体 によって精力的に行 わ

れてい ること及び その よ うな取 り組 みが有意義 であるこ とを明 らかに して

い る。

したがって，そ の よ うな 自治体等 に よる科学的 な情報 を伝達す る努力 に

かかわ らず， これ を信用 しないなどの各人 の判断 の結果 として不安 を抱 き

続 ける住 民がいる として も， そのよ うな不安 をもって，客観的 な根拠 に基

づ く合理 的な不安で ある とはい えないのであ り，かか る不安 をもって慰謝

料請 求権 の発生原 因たる法的 な権利 の侵害 に当た る と評価す るこ とはでき

ない。

また，中谷内氏が挙 げる福 島原発事故 に関与 した組織 の信頼度（ρ調査 に

おいて，調査あ対象 となっそいる組織は被告東京電力 と原子力安全 ・保安

院 であ り，政府 の他 の機 関や放射線 に関す る専門機 関や大学教授 等は対象

となってい ない ところ （甲A161の43頁 ，52頁 ） ，環境省や厚生 労

働省 な どの政府機 関，または，UNSCEARな ど専門機 関や公益社 団法

人 日本 医学放射線 学会や 日本産科婦人科学会等 の学会，大学教 授，福 島県

をは じめ とす る各地方 自治体 な どの低線量被 ぼ く と健康影 響に関す る科学

的知見に係 る知見 ・見解等 にっいては地元紙 を含むマス メデ ィア又はイ ン

ターネ ッ トな どの媒 体を通 じて，数 多 く情報提供 がな されてい る実情 にあ

り， これ らの発 信主体 の信頼性が低 い とはい うことはで きない。 したが っ

て， この ような主体 か らも多数 の情報 が提供 され てい る中で，住 民に漠然

と した不安 が残 る として も， かかる不安 を もって，法的権利 の侵 害にあた

る客観 的な根拠 に基づ く合理 的な不安 とはい うこ とができない。
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さ らに，上記 の組織 信頼性 の調査 については関東 と関西の人 が回答 して

い るものであ り，福 島県の人は回答者 になってお らず （甲A161の51

頁） ，また，上記の とお り，原子力安 全 ・保安院 と被告東京電力 は，低線

量被 ば くと健康影響 に関す る科学的知 見に係 る情報 の主要 な発信主体では

ないこ とを踏 ま えて も，かか る組織信頼性 の調査結果 に基づ いて，福 島県

内にお ける客観 的科学 的な知 見の周知 の問題 について論ず ること自体が相

当ではない。

＜

ウ アンケー ト調査 の回答者 において 「不安 を感 じない」 「以前 と比べ て不

安 に感 じない」 と回答 してい る者 につ いて，不安 の解消 がな されていない

と断定す ることはできないこ と

原告 らは，汚染 地域 への滞在者に対す るアンケー トにお いて，滞在者 の

中に 「不安 を感 じない」 「以前 と比べ て不安 に感 じない」 と回答 している

人 がい るこ とについて，中谷 内氏の 「認知的 な≡貫性 の原理」 の解釈 に基

づき，前記めような回答をしているからといっても必ず しも不安の解消を

意 味 してい るとは限 らない と主張す る （原告 ら準備 書面 （34）18頁 ）。

しか しなが ら， そ もそ も自主的避難等対象 区域 内の満2～3歳 児 の母親

又 は保護者 を対象者 とす るアンケー ト調査の回答者 において 「不安 を感 じ

ない」 似 前 と比べて不安 に感 じない」 と回答 している者 について，不安

の解消 がな されて いない な どと断定す ることはできない。 また， 中谷内 氏

のい う 「認知的な一貫性 の原理」が作用 してい るか否か を問わず ，各種専

門機 関等 か らの科 学的知 見の情報提供 や食 品摂取 に係 る政府 の規制等 を

踏 まえて， 「不安 を感 じない」 と回答す るに至 ってい る住 民の方 の心情に

ついては，そのあ るがままの心情 として受 け止 め るこ とが相 当である。

そ して，その よ うな情報提供がな されてい る下です ら，漠然 と した不安

を抱 く方 がいる として も，かか る不安 をもって，客観 的な根拠 に基づ く具
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体的 な危険 に対す る不安 で あ る とはい うこ とがで きない こ とは繰 り返 し

述 べた とお りである。

第3原 告 ら準備書面 （41） 及び （42＞ に対す る反論

＜

1原 告 らの不安 に関す る主張 について

原告 らは，精神 的損害の根 本 にあるのは 「不安」であ り，原 告 らの不安は，

放射性物質 に よ り居住地域が汚染 され ，現在 も不安 定な本件原発 が存在す る福

島県浜通 りの地域 内に住み続 けざるを得 ない こ とへ の 「不安」で あって，これ

は一般人 ・通 常人で あって も当然 に持っ，かっ，到底受忍す るこ とができない

不安で ある と主張す る （原告 ら準備 書面 （41） の2～3頁 ）。

しか しなが ら，本件 訴訟 の原告 らの精神 的損 害の請求 は，原賠 法3条 に基づ

いて，本件 事故 による放射線 に起 因す る 「原子力損害」 （核燃料 物質の原子核

分裂の過程 の作用又 は核燃料物質等 の放射線 の作 ＋ しくは4S， 的 （これ

らを摂 取 し，又ほ吸入す ることによ り人体 に中毒及びそ の続発症 を及 ぼす もの

をい う。） に よ り生 じた損害 をい う。原賠法2条2項 ） の賠償 を求め るもので

ある以上，原告 らの法的 に保護 された権利利益 の侵 害の有無及 び程度 を判 断す

るに 当たっては，本件事故 によって放 出 された放射線 の作用及び これ による客

観 的な健康 リスクの程度 を起点 として，原告 らの生命 ，身体，財産 に対 して具

体 的に どの程度 の危険が生 じていたのかを検討す る必 要が あ り，当該放射線 の

作用 に よる危険 と原告 らが主張す る損害の間に相 当因果 関係 があ るか どうかが

検討 されな ければな らない。

この ことは，本件 事故 に よる精神 的損害が争 点 となった東京高等裁 判所平成

28年1月13日 判決 （乙C55） において も， 「現在 において，100ミ リ

シーベル ト以下の低線 量被 ば くとが ん， 白血病 等の発症確率 の増加 との間の因

果 関係 につ き生物 学的，疫学 的な証 明は され てお らず，低線量被 ば くが健康 に
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与 える影響 は他 の発 が ん要因 との区別が困難 であるほ ど小 さい とされ てい る」

（10頁 ）， 「具体的危険の存在 を捨象 した不安感 も法的保護 の対象 とな りう

る と解 す るこ とは，各 人 が抱 いた不安感 の うち，客観 的根拠 に基づ かない漠然

とした不安感 をも法的保護 の対象 とす ることにな りかね ないのであって妥 当で

はな」い と判示 され てい る （7頁 。最高裁 において上告棄却 ，上告受理 申立不

受理 によ り確 定。 乙C55の1～3） 。

また，本件事故 に よる南相馬市 の住民 （旧緊急時避難準備 区域） の精神 的損

害が争点 となった東京 高等裁判所平成28年3月9日 判決 （乙C56の1～2）

において も， 「多 くの市民が何 らかの不安 を感 じてい るこ とか ら直 ち に，その

不安が合理 的な根拠 に基づ くものであるとい うことはで きない し，証拠上，そ

の不安 の内容や程度 が判然 としない こ とか らして も，そ ういった不安 を抱か さ

れた こ とについて，当然 に，被控訴人 （引用者注 ：被告東京 電力） に対 して，

法的 な責任 を追及す る こ とができるとはいえない」 ， 「証拠 （略）上 ，100

ミリシーベル跡 嘩 ぱ舗 にお1’1る撒 の鹸 に対する興 『ついて

は；科 学的に十分 ｝ttge明され てい る訳 ではない ことが認 め られ るものの，先 に

判断 した とお り，現在 の科学的知見等 に照 らせ ぱ，年間20ミ リシーベル トの

被 ば くです ら，それが健康 に被 害を与 えるこ とを直ちに認 め得 るものではな く，

年 間1ミ リシーベル トの追加 被 ぼくが健康 に影響 を及 ぼす もの と認 め ることは

できない」か ら， 「当然 に，被控訴人 （引用者 注 ：被告東京 電力） に対 して，

法的な責任 を追及 す るこ とができる とはい えない」 と判示 してい る。

さらに，毎 日過 酷な現実 の騒音被害 に さらされ てい る住 民原告 に よる損害賠

償請求 （国賠 ）事件 で ある大阪国際空港事件 に係 る最高裁判決 （最大判 昭和5

6年12月16日 ・判 例 タイムズ455号171頁 ）において も， 「原判決の

判示 の うちには，単 な る身体的被害発 生 の可能性 ない し危 険性 その ものを慰籍

料請求権の発生原 因た る被害 と認 めてい るか にみ える箇所 があ るところ，その

よ うな可能性 ない し危 険 性その ものを直ちに慰籍 料請求権 の発生原 因たるべき
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現実の被害 にあた る とい うことが できない ことはい うまで もない」 と判示 して

いる。

以上 のこ とを踏 まえる と，法的な精神 的損害 の有無及 び賠償額 を検討す るに

際 して は，被 害者 の主観的事 情のみに よってではな く・精神 的な苦痛が生ず る

だ けの科学的な根拠及 び基礎 とな る客観 的な危険 をも踏 ま え，一般的 ・合理的

な見地 よ り具体的かつ法 的な権利利 益の侵害が生 じてい る と評価 し得 る危険 に

さらされてい ると評価 できるか， を判 断す る必要が あ り，かか る判 断にあたっ

て は，客観 的にいかな る具体的 な危 険に対す る不安が生 皐じてい るかについて，

あ くまで恐怖や不安 を生 じさせてい る危 険の客観的な程度 （科学的知見及び実

際の被 ば くの状況 ・程度等〉 に基づ いて，具体的 な権利侵 害の有無 を判断す る

必要が ある。

そ して、以 下に詳述す る とお り，原告 らが主張す る 「不安 」につ いては，原

告 らにおいて具体 的に法 的権利侵 害に当た ると認 め られ るものではな く， これ

に よって原告 らの慰謝 料請求権 が基礎付 け られ る もので はない。

2精 神 的損害 に対す る損 害評価 の不 当性 に関す る原告 らの主張 にっいて

（1） いわき市 （自主的避難 等対象 区域）の状況 等について

原告 らは，避難 指 示区域 の内外 のわず かな距離の違 いだ けで，精神的負担

に大 きな違 いが生 じるはず はな く，いわき市の よ うな 自主的避難等対象 区域

内の住民 の生活圏内 にも放射性物質 は入 って くるのであって，避難指示 区域

とそ の周辺 の 自主的避難等対象 区域 にお ける精神 的負担 （不安） の差異は，

相対的 なものに過 ぎない と主張す る （原 告 ら準備書面 （41） の4～5頁 ）。

しか しなが ら， 自主的避難i等対象 区域は，避難指示 区域 と異 な り，避難iを

余儀 な くされた区域 ではな く，ま た，被告東京電力準備書面 （13） におい

て述べた とお り，いわき市 の空間放射 線量が低減 し， いわき合 同庁舎では，

平成23年6月 以降には年 間1ミ リシーベル トの時 間換算値 である毎時O．
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23マ イ ク ロシーペル トを下回 るに至 ってお り，避難指示の基準 とされてい

る年 間20ミ リシーベル トを遥 かに下回 る状況 にあったこ とは明 らかで あ り，

かっ ，そ のよ うな情報 は広 くいわき市 の広報 な どを通 じて住民に情報提供 が

な されてい る。

そ して，被告東京 電力 準備書面 （8） に記載 の とお り，放射線 の健康影響

に関す る国際的 にも合意 され た科学 的知見 に照 らして も，100ミ リシーベ

ル トを下回 る放射線 被 ば くに よる健康 リス クは，他 の リスク要因 に隠れて し

ま うほ ど小 さい もので あ り，それ 自体 の リス クを検 出 ・認識 す るこ とが困難

な もので あるか ら， これ を大 き く下 回るいわ き市内の空 間放射線 量 に起 因す

る放射線被 ば くによって住 民の健康 に対す る具体的な健康被 害 を及ぼす程度

の危険が現に生 皐じていた とはい うこ とができない。

そ して，本件 事故 後においては，福 島県 内の地元の新 聞において も，放射

線 の健康 への影響 に関連す る多数 の報道 がな されてお り，科学的知見の紹介，

科学的知見に基づ く冷静な対応の呼びかけ及び被ばく線量の実情や専門家の

見解等が繰 り返 し報道 されている上，放射線 に関す る専門機関等か らの情報

発信 もな されてい る ところであ り （乙A58の1な い し乙A58の30， 乙

A51な い し乙A56） ，実際 に，いわ き市 においては，被告東 京電力準備

書面 （13） 及 び同 （14） において述 べた とお り，本件事故後 においても

様々な社会 的活動や生活 が行われてい る実情 にあ り， かっ，大多数 の住 民は

自主的避難 を していない。

いわき市 内のタ ウン情報誌 （「タ ウンvガ ジンいわき」， 乙A95の1～

5） に よって も，平成23年6月 ころまでにおいて ，いわき市内 において多

数の飲食店や物販店 が営業 を してお り，多数 の高校生や若者 がイ ンタビュー

に答 えてい わき市 での学校生活等 に関 して これ か ら頑張 るこ とな どにっいて

回答 してお り，その他いわ き市内での求人活動やエ ンターテイ メン ト，お祭

り等 の情報案 内馨 が多数 なされ てお り， その後 もそ の よ うないわ き市内の 日

19



2018／01／i6／ 火15：13 シティユーワ法律事覇所
▲FAX番 号：03 －6212－5700 P，021／054

常的 ・社 会的な活動や生活が行 われ ている実情 にある ことが明 らかになって

い る。

したがって，本件事故 による放射線 の作用に よって，いわき市の住民の法

的に保護 された権利利益が客観 的 ・具体的 に危 険に さらされ る とい う状況が

生 じた とはいえない。

＜

（2） 自主的避難 等対象 区域 の一般 の大人 に対す る精神 的損害 の賠償 について

また，原告 らは，被告東京電 力が， 自主避難 等対象 区域 の一般の大人 に対

して は，本件事故 当初 の時期 （平成23年4月22日 ）までを対象 として1

人 当た り8万 円の賠償 を してい るこ とにつ いて，裁判 実務や放射性物質の半

減期 が長 い ことな どか らして も，精神 的損害 の評価 として不 当である と主張

す る （原告 ら準備書面 （41） の5～6頁 ）。

しか しなが ら，以下 の とお り， 自主的避難 等対象 区域 の大人に対す る精神

的損 害の賠償 は，そ の精神 的損害 の評価 として合理性 を有す る。

ア 被告東京電力が公表 してい る損害額 に合理性が ある こと

原子力損害賠償紛争審査会 （以下，r審 査会」 とい う） においては， 自

主的避難等対象者 の精神 的損 害等 の損害額 を定 めるに 当た って，平穏 生活

権の侵害が問題 となった これまでの裁判例 を参考 としてい るところ，平成

23年11月25日 に開催 された第17回 審査会では， 「慰謝料 の金額 に

係 る裁判例 について」 と題す る資料 （乙C17） が提 出され，騒音 （空港 ・

近 隣騒音），悪臭，煙 害等 によ り平穏 な生活が侵 害 された事案 の裁判例に

つ いて検討 がな され ている。

これ らの裁判 例は，現 実 に平穏 な生活が侵害 された （生命 身体 的傷害を

伴 わない もの に限 る。 ）事案 につ いて，生活妨害 を受 けた こ とに よる精神

的苦痛 に対す る慰 謝料額 につ いて判 断 したもので ある。 自主的避難等対象
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区域 については，放射線被 ぼ くに よる健康被害の リスクについては問題 が

ない水 準であ り，それ ゆえに政府 によっても避難等 の指示 の対象 となって

いない ものであ り， 自主的避難 をす る心情 についてはそのよ うな前提 にお

いて も生 じ得 る恐怖や不安 で ある と考 えられ るこ とか ら，実際の生活妨害

を受 けている事案 に対す る上記裁判例 が必ず しも本件 にそ のまま妥 当す る

とい うことはできないが，いずれ の裁判例 も，騒音 ，振動，悪臭、煙害等 ，

その原 因や被 害の程度 は異 にす る ものの，現 実の生活妨害 を受 けた ことに

よ り正常な 日常生活 の維持 ・継続 が相 当程度 阻害 されたた めに生 じた精神

的苦痛 に対す る慰謝料 につい て判 断 された点では共通 してお り，上記の よ

うな不安や恐怖 が問題 とな る本件 において も，参考 にな り得 るものであ る。

これ らの裁判例 の うち，一括 して賠償額 を算定 してい る事案 （審査会資

料 ：乙C17の 番号11，12，14，19） においては，賠償額 は概ね

5万 円か ら20万 円程度 で あ り，月額 の賠償額 を積 み上げて算定 している

事案 （同1か ら7，10，13，15，16，18） では，月額2，00

0円 か ら月額 ユ万8000円 とされ てお り， 中間指針追補 の定 める賠償基

準 （大人につ いて8万 円，妊婦 ・子供 について40万 円）は， この ような

裁判例 を踏 ま えて も， また，客観 的な健康 リスク として は喫煙 や肥満，野

菜不足 よ りも小 さい とされてい る年間20ミ リシーベル トを大 きく下回 る

放射線 量の地域 にお ける精神 的損 害の評価 の問題 として，被害者 の視 点 も

十分 考慮 した賠償基準 となってい る。

そ して， この よ うな裁判例 も検討 した上で， 中間指針追補 が定 めた 自主

的避難 等対象者 に対す る賠償期 間及び賠償額は，上記裁判例 にお ける賠償

額 の月額及 び総額 と比較 しても同等 かそれ以上 といい得 る水準で あるか ら，

過去の裁判例 の賠償水準 に照 らして も， 中間指針等 の定 める賠償 額は相 当

かっ合理的で ある。

また，審査会 にお いては， 自主的避難等対象者 は，政府 による避難指示
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に基づ いて避難 を余儀 な くされた ものではない ことか ら，避難対象者 と同

等 の額 を賠償すべ き とはい えない との共通認識 のも と審議 を行 いつつ，本

件事故発生 当初 の時期 （平成23年4月22日 ころまで の時期 を 目安 とす

る。 乙C7の ユ3頁 ） においては， 自らの置 かれ てい る状況につ いての十

分な情報 がない中で，本件原発 の原子炉建 屋 において水素爆発 が発生 した

こ とな どか ら，大量 の放射性物質の放 出に よる放射線被 ば くへ の恐怖や不

安を抱 き，その危険 を回避 しよ うと考 えて避難 を選択す るこ とも合理的で

ある として，一人 当た り8万 円の損害額 を認 定 している。

そ して，屋 内退避 区域 に生活の本拠 を有 してい る避難等対象者 に対す る

慰謝料 が一人 当た り10万 円で ある ところ （平成23年3月11日 か ら屋

内退避指示 が解 除 され た同年4月22日 までの期間の精神 的損害 に対応す

るものであ る。） ， 自主的避難等対象区域 では屋内退避指示等 の避難指示

が出されていない ことに も鑑みれ ば， 自主 的避難等対象者 （妊婦及び子供

を除 く。 ）に対す る本件事故発生 当初 の時期 の賠償 として8万 円 とい う金

額 は合理 性を有す るもあで ある。

なお，前述 の とお り，大 阪国際空港事件上告審判決 （最大判 昭和56年

12．月16日 ・判例 タイムズ455号171頁 ） においては，大阪国際空 ’

港 に由来す る 「相 当強度 な航空機騒音」に 日々曝露 されてい るこ とを前提

として，B滑 走路供用 開始 の月で ある昭和45年2月 以 降の損 害額 を月額

1万 円 とし，それ 以前 の時期 につ いては，居 住地区に応 じて月額3，00

0円 又 は8，000円 との原審 の認 定にっいて 「本件空港 に離i着陸す る航

空機の被 上告人 らの居住す る地域 に及ぼす騒音等 の性質，強度，頻度等 が

原判決 において認 定 され た よ うな ものであ る場合 において」 （判例 タイム

ズ455号176頁 参 照） とい う前提の下で，是認 してい るのであ り，放

射線被 ば くに よる客観 的な危険が生 皐じてい る といえない ことを踏 まえて も，

自主的避難等対象者 に対す る上記 のよ うな精神 的損害等 の賠償額 （8万 円
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又 は48万 円）は決 して不合理な金額ではない。

なお，原告 らは，子供及び妊 婦以外 の 自主 的避難等対象檀 に対 して支払

われ る1人 当た り12万 円 （8万 円の精神的損害等の賠償金及び4万 円の

実費等 の賠償金 の合計額）の賠償額 の うち，慰謝料 に相 当す るのは4万 円

であ るとしてい る と主 張す るが （原告 ら準備書面 （41） の6頁 ），子供

及 び妊婦以外 の 自主的避難等対象者 に対す る包括慰謝料 （生活費増加費用

等 の損害 をも合算 して定 め られ た精神的損 害の賠償額） として，被告東京

電力 は1人 当た り8万 円を賠償 してい るもので あるか ら， これ を上 回る原

告 らの慰謝料請 求権 に理 由があるか否かが審理 ・判断 されれば足 りるもの

とい うべきであ る。

イ 大人に対す る賠償対象期間を本件事故発生当初の時期 とすることにも合

理性があること

自主的避難等対象区域内の住民の精神的損害の発生 とい う法的な権利侵

害の有無を考えるに当たっでば；前述の とお り，具体的な危険に基づく根

拠 のある不安 が生 じてい るか どうかが問題 とな り，低線量被 ば くと健康影

響 に関す る国際的 に合 意 され てい る科 学的知 見に照 らせ ば，年 間20ミ リ

シーベル トを大 き く下 回 る放射 線被 ば くへの不安 につ いて は，客観 的な根

拠に基づ く合理的 な不安で あるとはい えない。

実際 に，福 島県 の県民調査の結果 によって も，福 島県内の住民 （避難 等

対象者 を含む。） が本 件事故後4か 月 に受 けた外部被 ば くに よる実効線 量

推計結果 として は，66．3パ ーセ ン トが1ミ リシーベル ト未満 ，94．

9パ ーセ ン トが2ミ リシーベル ト未満 ，99．3パ ーセン トが3ミ リシー

ベル ト未満 であった とされてお り （乙A48の3頁 ） ，健康へ の具体的な

危険が及ぶ よ うな状況 にはなかった と認 め られ るのであ り， また，かかる

情報 は広 く周知 され ている。
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＜

そ の上で，大人 に対す る1人 当た り8万 円の精神 的損害等 の賠償額 が本

件 事故発 生当初 の時期 を対象 としている ことについては，中間指針 のQ＆

Aに おいて，①本件事故発生以降，原子力発電所 の状況や放射 線量に関す

る情報が行政機 関等 に よって徐 々に公表 された こ と，② こ うした情報 を も

とに平成23年4月22日 には屋 内退避 区域が解 除 され ，緊急 時避i難準備

区域及び計画的避 難 区域 の範囲が示 され， これ によって政府 に よる避難指

示等の対象 区域 が概ね確定 したこ と，③ したがって， その頃以 降は， 自ら

の置かれて いる状況 につ いて十分な情報が ない時期 とは言 い難 い と考 えら

れ ることか ら，概 ね本件事故発 生か ら平成23年4E22日 頃 までの時期

が 目安 になる との考 え方が示 されてい る （乙C7の13頁 ，問11） 。

この よ うに，避 難指示等対象 区域外 にお ける空間放射線量 は避難 を要す

る程度 のもので はな く，それ ゆえに政府 による避難指示 の対象 とされてお

らず，放射線被 ば くによる客観 的な危険 の程度 を勘案 して も，精神的損害

が蹄 られる対鞠 間をそのような科学白勺な嫡 治 めて ！輌 置嬢

ている状況について十分な情報がない」時期 とテ ることには合理性が認め

られ る もので あ る。

ウ その他，被告東京電力の公表 している慰謝料額の水準の合理性を基礎付

ける事情について

さらに，被告東京電力は，原賠法18条2項1号 に基づ く原子力損害賠

償紛争審査会の下に設置 された原子力損害賠償紛争解決センター （ADR）

における和解仲介手続における和解において，中間指針追補等 に基づく自

主的避難等対象者 に対す る慰謝料額に基づいて （8万円と40万 円にっい

てはそれぞれその半額をもって精神的損害額に充当しているとい う実務 と

なっている。），多数の方々との間で合意に至？てお り，中間指針等は本

件事故の賠償規範 として既に定着 している実情にある。
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＜

また，福 島地裁 いわき支部平成26年9． 月10日 判決 は，いわき市 （自

主的避難等対象 区域） に居住 して いた原告が本件事故 によ り横浜市 に 自主

的避難 を した事案 において， 中間指針 追補 に基づ く精神 的損害 （自主的避

難 等対象者 に対す る賠償額8万 円の うちの半額 である4万 円を精神的損 害

の賠償金 に相 当す る もの と認 定。支払い済 み。） を超 える慰謝料 を認 める

ことはできない として，請求 を棄却 してい る （乙C57の1， 同控訴審判

決仙台高裁平成27年1月2ユ 日も これ に同旨 （乙C57の ’2），確定）。

こうした実情は， 中間指針等 に定め る自主的避難等対象者 に係 る賠償基

準が，裁判 上の解決 規範 として も十分 に合理性 ・相 当性 を有す ることを明

確 に基礎 付 けるものである。

さらに，騒音訴訟 ，公害訴訟 ， じん肺訴訟等 の集 団訴訟 では，裁判所 は

一 定の基 準 を決 めて精神 的損 害を認定 し，被害 当事者 間にお ける公平 を確

保 してい るのであ り，本件の よ うに被害者が極 めて多数 に上 る損害賠償請

求事件にあって銅 様の手髄 用いるr日 貴暇 であり印 間指鎚 需

に基6“’〈自主的避難等対象者ぺの賠償額 の指針は，そのようなこれまでの

裁判実務をも踏まえたもの （先取 りするもの） と評価できる。そ して，そ

の賠償水準についても，過去の裁判例等も踏まえて審査会における法律家

等の専門家委員による慎重な審議 を経て合理性のあるものとして定められ

ているのであり，かかる中間指針等の賠償基準は裁判上も十分に尊重 され

るべき実質 を有す る。

3「 不安」 の評価根拠事実 に関す る原告 らの主張につ いて

（1） いわき市 と同 じ経済 圏 ・支化 圏で ある 「浜通 り」 内の事故 で あることに関

す る原告 らの主張 にっ いて

ア 原告 らは， アンケー ト調査 を引用 し，い わき市 の経済 圏や文化 圏は，本

件原発 が存在 す る福 島県浜通 りとい う同一 地域内 に存在 してお り，いわき

25



2018／01／16／ 火15：14 シティユーワ法律事務所
AFAX番 号：03 －6212－5700 P，027／054

市は強制避難 区域 と隣接 してい る地域で ある ところ，浜通 りか らの 自主的

避難者数 は， 中通 りや会津地方 に比べて極 端 に高 く，単純 に本件原発か ら

の距離 に よって不安が解消 され るものではない と主張す るが （原告 ら準備

書面 （41） の6～7頁 ），以下に述べ る とお り，本件事故 当時いわき市

に居住 していた原告 らについて，客観的かっ具体 的な危 険が生 じていた と

認 めることはできない。

＜

イ 原 告 らは， と うほ う地域総合研 究所が行 ったアンケー ト調査 （甲A15

1） に基づ き， 同 じ浜通 りに位置す るいわ き市や相馬市 か らの 自主的避難

者 は，住 民の約7割 にのぼるのに対 し，県 北地域 では38．7パ ーセ ン ト

に とどまるこ とか ら，本件原発 か らの距離や 地域 的一体性等 もあ り，浜通

りか らの 自主的避難者 は，中通 りや会津地方 に比べて極端 に多か った と主

張す る （原 告 ら準備書 面 （41） の7頁 ）。

しか し1が ら，上記 アンケー トは・福 島県内居住者 の うち・わずか76

5人 （回答者 ぽ5ユ5人 ）を対象 とした もめ にす ぎず，一部∂）者 に限 られ

てい るこ とか ら，同アンケー トの結果 を，一般化す る ことはできない。

また，かか るアンケー トを踏ま えて も， 同アンケー トを実施 した平成2

4年5月 時点におけ る 「居住地別 の 自主避難状況」 （甲Al51の7頁 ）

をみ る と，浜通 りの地城 の中で も，相双地域 で 自主避難 を してい ると回答

した割合 （16．7％ ） に比べて，いわ き地域で 自主避難 を している と回

答 した割合 は6．9パ ーセ ン トと，相双地域 の約3分 の1に とどまつてい

る。

さらに， 「今まで誰 も自主避難 していない し，今後 も しない」 と回答 し

てい る回答者 も，いわ き地域 （24、1％ ） と相双地域 （10、O％ ）で

は2倍 以上の差が生 じている （甲A151の10頁 ）。

そ して 「自主避難 していない理 由」 をみて も， 噛 主避難す るほ どの放
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射線 量ではない」 と回答 してい るのは，いわき地域 が46．3パ ーセ ン ト

で あるのに対 し，相双地域 は25．0パ ーセ ン トに とどまってお り （甲A

15iの ユ3頁 ），浜通 り地域全体 について全 く同 じ状況 にあるものでは

な く，いわき市 については，本件原発か ら一定程度離れてい るこ とか ら，

他 の浜通 り地域 とに差異 が認 め られ る。

＜

ウ また，原告 らは，本件原発が現在 も不安定 な状 態にあ ることか ら， 自然

災害が起 こるたび に，住民 を不安 に させてい る と主張す るが （原告 ら準備

書面 （41） の7頁 ），原子力 災害対策本部 は，平成23年12月 ユ6日 ，

本件原発 の原子炉 は 「冷温停止 状態」 に達 し，不測 の事 態が発 生 した場合

も敷地境界 にお ける被 ば く線 量が十分低 い状態 を維持す ることができるよ

うにな ったた め，』安定状態 を達成 し，発電所 の事故その ものは収束 に至っ

た とされてい る （乙A29） 。また，本件原発 の1号 機 ない し4号 機原子

炉建屋か らの放 出に よる敷地境界上の被 ば く線量 は平成24年2月 時点で

年 間0、d3ミ ’リシーンミル ト （日本におげ る平均 の 自然放射線 による年間

被 ば く線 量は約2・．1ミ リシーベル トであ り，これ の約70分 の1に 相 当

す る。）に とどまってい る （乙A106の4頁 ）。

このよ うに本件原発 の状況 によって，原告 らの生命 ・身体 に対 して具体

的な危険が生 じている状況に あるとは全 くい えない。

＝ さらに，原 告 らは，汚染水漏 れ 問題 が あ り，魚介類 を通 じた内部被 ぱ く

へ の不安 を住 民は常に抱 え続 けている と主張す る （原 告 ら準備 書面 （41）

の7頁 ）。

しか しなが ら，被告東京電力準備 書面 （8） にお いて も述べ た とお り，

内部被 ば くに 関す る科学 的知見，政府 に よる出荷制 限等 の措置 の内容，そ

の よ うな状況 で住 民 らに生 じた 内部被 ば くの程度， 内部被 ば くの リス クに
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ついて の周知t広 報の状況等 も踏まえれ ば，市場 に出回 ってい る水産物等

を原告 らの本件事 故時の住所地周辺で入 手 して摂取す るこ とが危険である

とい う状況に あった とは到底認 め られず ，ほ とん どの 自主的避難等対象者

が避難 しない 中で，地元のスーパー等 において食物 が購入 され てお り，摂

取 されてい るのである。

また，被告東京 電力が平成25年7月22臼 に公 表 した，汚染 された地

下水が港湾 内に流 出 した件 にっいて，経済産業省 資源 エネル ギー一庁は，同

年9月3日 ， 「放射性物質濃…度 の大きな変動 は港湾 内 （’0．3k㎡ ）のプ

ラン ト付近 に限 られ てお り，港湾 の境界付近 ではほぼ検 出限界値未満 レベ

ル （高 くて もBq／L） であることが多 く，沖合での測定結果 にも有意な

変動は見 られ ないな ど，港湾外 において影響 はほ とん ど見 られていない。」

との見解 を公表 してい る。また，被告東電 が同年8月19Hに 公表 した汚

染水貯留 タンク周辺 に設置 されている堰 の排水弁か ら水 が堰外 に出てい る

ことを確認 したこ とにつ いては，経済産業省 資源 エネル ギー庁 は，同年9

月3日 ， 「海 にっ なが る側溝 の夫蔀分は汚染 きれてお らず 側溝 を通 じて

汚染水 が海へ流 出 した可能性 は現時点で は低 い と考 え られ る。」 との見解

を公表 してい る ところである。 （以上 ，乙A96）

そ して，平成29年7． 月17日 か ら25Hに か けて行 った海水 モニ タリ

ングにおいて は， シル トフェンス1の 瀞 内にお ｝る全 ての測 地点に

おいて世 保健 、WHO） の 料 水ガ・イドライ ンの基準値 を下回って

鎚 ，湾 口外 め港湾 口北東側 （沖合1キ ロメー トル） ，北防波堤北側 （沖

合O．5キ ロメー トル） ，港湾 口東側 （沖合1キ ロメー トル），港湾 口，

港湾 口南東側 （沖合 ユキ ロメー トル） ，南 防波堤南側 （沖合0、5キ ロメ

ー トル ）の全 て の地点では検出限界値 を下回って い るとい う状況 にある （乙

A97の9～10枚 目）。

した がって，本件原発 か ら放 出 され る水 に よって，原告 らの生命 ・身体

28



2018／01／16／ 火15：14 シティユーワ法律事務所
AFAX番 号：03－6212－5700 P，030／054

に対 して具体 的な危険 が生 じてい る状況 にあるとは全 くい えない。

＜

（2）いわ き市の 自主的避難者 の数 に関する原告 らの主張 について

原告 らは，いわ き市民34万 人 の うち約6割 が避難 を選択 しているのであ

って， 自主的避難者数 が1万5377人 で あるはずは ない と主張す る （原告

ら準備書面 て41） の7～8頁 ）。

しか しなが ら，原告 らが引用す るいわき市が行 ったアンケー トによれば，

いわき市民の うち回答 してい るのは1156名 （甲A276の3頁 ） と，一

部 の者 に限 られてい るか ら，同ア ンケー ト結果 を一般化す るこ とはできない。

また， 乙C第15号 証 の3頁 をみ て も，いわ き市の 自主的避難者数 （1万5

377人 ） について，県内避難者 のみ を表す との記載 はな く，また，そ の点

を措 くとして も，福 島県民の 自主 的避難者数 は平成23年9月 時点 で県 内外

合 わせて合 計5万0327人 であ り （乙C15の2頁 ） ，い わき市 だけで約

20万 人 もの住 民が避難 した とす る原告 らの主張は何 ら根拠 がな く，失 当で

ある。

（3） 避難i実行 ・避難継続者 の存在 は，滞在者の 「不安」 と表裏 の関係 にある と

い う原告 らの主張 について

原告 らは，放射性 物質 の不安 か ら逃れ るた め，いわき市 の多 くの住民が 自

主的避難 を実行せ ざるを得 なか った ところ，いわき市 におい て，本件事故直

後の初期段 階の 自主 的避難実行者 は約6割 に上 り，ま た，平成26年 末 にお

いて も，いわき市 か らの 自主的避 難者 で仮設住 宅を利 用 して いる世帯数 は，

中通 りに位置す る福 島市や郡 山市等か らの避難世帯数 と比べ て も決 して少 な

くはな く， これだ けの避 難者が 存在 してい ることか ら不安 は解 消 されてお ら

ず，県外へ の 自主的避 難者が現在 も相 当数存在す る ことは滞在者 の不安 の存

在 と表裏 の関係 にある と主張す る （原告 ら準備書面 （41） の8～9頁 ）。

29



2018／01／16／ 火15：14 シティユーワ法律事務所
AFAX番 号：03 －62］2－5700 P、031／054

しか しなが ら，前述 の とお り，いわき市住 民の6割 が本件事故直後の時期

に 自主的 に避難 を した とは認 め られない。

また，平成26年 末 においていわき市か らの 自主的避難 に よって仮設住宅

を利用 して いる世帯数 は1194世 帯 と，平成26年 度 にお けるいわき市 の

世帯数 （13万0039世 帯。 乙A98） のわず かO．92パ ーセ ン トに と

どまる。

＜

（4＞ 側溝の土砂 問題 に関す る原告 らの主張について

原 告 らは，本件事故後 ，中間貯蔵施設の完成 の 目途が立っていない ことか

ら，いわ き市が 自主財源 で側溝汚泥 を撤去す るまでは，放射性物質 を含む汚

泥 を運び ，処分す るこ とがで きなか ったため，5年 半以上 もの間，いわき市

の住 民は，側溝汚泥 の放射性 物質 のために，生活 に不安 を抱 えてお り，特 に

いわ き市 内の子供 自身 の行動を制 限 し，子供 を もっ家族 に対 し多大 な精神 的

飽 をかけ続 けた と主張す る （原告 ら準備書面 （41） の9”＞vl° 亘 ・
．．

しかしながら，原子ガ損害の賠償を求ある本件訴訟においては， 「放射線

の作用 に よる損害」が問題 とな るのであ り○そ して， この点 については，結

局 の ところ，放射性物 質の存在 それ 自体では な く，放射性物質か ら放出 され

る放射線 に よって人体 に どの よ うな健康影響 が生ず るか とい う点 を評価す る

尺度 とな る空間放射線量 （単位 はマイ クロシーベル ト） の実 情 （放射線 の作

用） に基づ いて，健康被害 の危険性 が評価判 断 され なけれ ばな らない。そ し

て， この点 にっいては，被告東京 電力準備書 面 （13） において述 べてい る

とお り，原告 らの本件事故時 の住所 地周辺 においては土壌 中の放射性物質そ

の他に起 因す る空間放射 線量が年 間20ミ リシーベル トを大 き く下回ってい

るだけでな く，概ね年 間1ミ リシーペル ト又 は これす ら下回ってい るとい う

実情 にあ り，健康上問題 とな るものではない水準 となってお り，原告 らの本

件事故時 の住所地においては，社会 的活動や生活が通 常 に行 われ ている実情

30



2018／01／16／ 火15：15 シティユL・・一ワ法律事務所
▲FAX番 号：03－6212－5700 P、032／054

にあるこ とは周知 の事実で ある。

したがって， この よ うな住 民の健康 に対す る評価 尺度 とな る放射線量 を こ

とさら無視 して，側溝汚泥 に放射性物質が存在す るこ と自体 によって原告 ら

の法的 に保護 され た権利利益 が侵害 され，慰謝料請 求権 を基礎付 け られ るか

の よ うな原告 らの主 張は失 当で ある。

〈

（5）海 の汚染問題 に関す る原告 らの主張について

原告 らは，福 島県の沖合 は，親潮 と黒潮が交わる好漁場 として，獲れ る魚

は 「常磐 もの」 として知 られ ていた ところ，本件事故後，沿岸性魚種 にっい

ては，現在 も基 準値 を超 える放射性物質が検 出 されてお り，安全性 が確認 さ

れていない との認識 の下で，漁業者 自らの判 断に よ り操 業 を 自粛 し，試験操

業 のみ を行 ってお り，また，平成23年4月 以降，福 島県 が行 っている魚介

類の放射性 物質のモニ タ リング調査結果 によればい わき市沖では相 当な汚染

が認 め られてい るな どしてお り，いわき市民の多 くが1海 の汚染 のために・

以前 は楽 しんでいた釣 り等 の7imを 制約ぜ ざるを得ず， また， 「常磐 もの」

とい う地場 産の魚 のプ ラン ドカ を下 げ，今後 の将来 の見通 しとい う意味で も

不安 にさ らされ てい るな どと主 張す る （原告 ら準備書面 （41） の10～1

1頁 ）。

しか しなが ら，被告東京電力準備書面 （14） において述べた とお り，多

数の海産魚介類 にっ いて出荷制 限指示が解 除 され てお り （乙A71） ，いわ

き市において も，平成22年 には最 も水揚量 が多 く，い わき市の水揚量 の過

半数を 占めている小名浜港，それ に次 いで水揚 量が多い 中之作港 において は，

水揚げが再 開 されて いるので あって （乙A73） ，客観 的 に釣 り等ができな

い とい う制約 が生 じてい る ともいえない。

また，その よ うな操業 自粛や 出荷 制限及び風評 に よって生 じた漁業者や水

産業者 にお ける営業上 の損害 について は，本件訴訟 の請求 内容 とは別個に，
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本件事故 とその相 当因果 関係 が認 め られる限 りにおい て賠償 の対象 となるも

ので あ り，別途填補 され るもので ある。

したがって，原告 らの上記主 張によっても，原告 ら各人 の慰謝料請求権が

基礎付 け られ るとはいえない。

〈

（6） 汚染水問題 に関す る原告 らの主張について

原告 らは，環境 中に汚染水 を流 出 させている トラブルが頻発 して いること

や ，今後 も被告東京 電力が，汚染水 を処理す るた めに トリチ ウムの大量海洋

放 出す るこ とを検討 してい るこ と等 が，滞在す るいわ き市民 を不安 に させ て

い ると主張す る （原告 ら準備書面 （41＞ の ユ1頁 ）。

しか しなが ら，被告 東京 電力 が平成25年7月22日 に公 表 した，汚染 さ

れ た地下水が港湾 内に流 出 した件 について，経済 産業省資源エネル ギー庁は，

同年9月3日 ， 「放射 性物 質濃度 の大 きな変動 は港湾 内 （ぴ．3k㎡ ） のプ

ラン ト付近 に限 られ てお り，港湾 の境界付近 ではほぼ検 出限界値未満 レベル

（高く一cBq／L） であることが多くぷ 合で酬 縮 果にも有意嬢 動は見

られ ないな ど，港湾外 において影響 はほ とん ど見 られ ていない。 」 との見解

を公表 してい る。 また，被 告東京 電力が 同年8月 ユ9日 に公表 した汚染水貯

留 タ ンク周辺 に設置 されてい る堰 の排水弁か ら水 が堰外 に出てい ることを確

認 したこ とについては，経済産業省資源 エネル ギー庁は，同年9月3日 ， 「海

につ なが る側溝 の大部 分は汚染 されてお らず，側溝 を通 じて汚染水が海へ流

出 した可能性は現 時点では低 い と考 え られ る。」 との見解 を公表 してい ると

ころである。 （以上 ， 乙A96）

また，平成29年7月17日 か ら25日 にか けて行 った海水モニ タ リング

においては， シル トフェンス外側 の港湾内にお ける全 ての’1地 点において

健機 関 （WHO） の ’料水 ガイ ドライ ンの基準値 を下回ってお2， 湾

口外 の港湾 口北東側 （沖合1キ ロメー トル） ，北防波堤 北側 （沖合O．5キ
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ロメー トル），港湾 口東 側 （沖合1キ ロメー トル），港湾 口，港湾 口南東側

（沖合1キ ロメー トル），南 防波堤南側 （沖合O．5キ ロメー トル）の全て

の地 点で は検 出限界値 を下回ってい る とい う状況 にある （乙A97の9～1

0枚 目）。

したがって ，原告 らの本件事故 時の住所地での生活者 に対 して客観的 かつ

具体的 な危険 を生 じさせ るよ うな状態にはない。

〈

（7） 山林 の汚染 とキノコ ・山菜 の出荷制限等 に関す る原告 らの主張につ いて

原告 らは， キノ コや 山菜 につ いては放 射性物質検査 の結果，基準値 （ユ0

0Bq／kg） を超 えた ものにつ いて出荷 制限 されている ところ，平成28

年6月24日 時点 におい て，いわき市で も，原木な めこ （露地栽 培），野生

きの こ，たけの こ等が 出荷制 限 ・出荷 自粛 となってお り，い わき市の豊 かな

山の恵み を享受 していた市民は，その行動の 自由が制 限 され，不安が付 きま

とい，山歩 きや キノコ狩 り等が事実上 できな い状態 にあ ると主張す る （原告

ら準備書面 （41） あ11～12頁 ）。

しか しなが ら，被告東京 電力準備書面 （14） において述べた とお り，．い

わき市の林産物 の生産量 は，本件事故後 は若干減少 した ものの，そ の後回復

傾 向にあ り，ま た，原 告 らの居住地付近の 山の空間放射線量等 も明 らかでは

な く，山歩 き等がで きない とい う制約 が生 じてい る ともいえず，実際 に山歩

きは可能 である と解 され る。

したがって，原告 らの上記主張 によって も，原 告 らの法 的に保護 され た権

利利益が侵 害 されてい る とは認 め られず，原 告 らの慰謝料請求 が基礎付 けら

れ る ものではない。

（8） 生物 の異常報告問題 に関す る原告 らの主張 について

原告 らは，福 島県の動植 物 に異常が見 られ るのではないか との指摘 があ り，
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そのよ うな報道 のたび に，滞在者 は放射性物質 の生態的 ・遣伝的 な不安 を感

じ，精神 的な苦痛 を受 けてきた と主張す る （原告 ら準備 書面 （41） の12

頁）。

しか しなが ら，いわき市にお ける空 間放射線量の推移や放射線 の科学的知

見等を踏 まえる と，い わき市民の健康 に対す る具体的な被害 を及 ぼす客観 的

なおそれ があるもので はな く，上記主張 によって も，客観 的な根 拠 に基 づい

て原告 らの法的 に保護 された権利 の侵害が生 じてい るとは認 め られ ないか ら，

原告 らの上記主張 も原 告 らの慰謝料請求 を基礎 付 ける事 情にはあた らない。

司

（9＞ 甲状腺がんの問題 に関す る原告 らの主張 について

原告 らは，本件事故後 ， 甲状腺が んやその疑 いの子 どもが，県民健康調査

の一巡 目及 び二巡 目を合 わせ る と，延 べ174人 も見 られてお り，いわき市

でも29名 の子 どもに小児 甲状腺がん及びそ の疑い の結 果が 出てい ることか

ら住民の不安 は大 き く，また， 甲状腺 がん の数 について専 門家においても論

争 がある ことが，滞在者 の不安 を強めて いる と主張す る （原 告 ら準備書面 （4

1） の12頁 ）。

しか しなが ら， 「第4原 告 ら準備書面 （43） に対す る反論 」で述べ る

とお り，本件事故 に よって福 島県 で甲状腺がんが多発 してい るとは認 め られ

ず ，いわ き市内に滞在 す るこ とによって甲状 腺がんに罹患す る との不安 をも

って医学的に も根拠 のあ る合理的 な不安 であ ると評価す ることはできず，原

告 らの慰謝料請求 を基礎 付 ける事情 にはあた らない。

（10＞ 除染 が不十分 で あるこ とに関す る原告 らの主張にっ いて

ア 原告 らの主張

原告 らは，原告 ら準備書面 （42） にお いて，国や行政が進 める除染政

策 に基づ く除染 は，十分な効果 を上げ ることができない状態で，行政 の除
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染 計画 に従 って除染の実施 も遅れ てい る状況にあ り，また，除染 によって

生 じる大 量の廃棄物 を最 終的 に処 分す るた めの仕 組 みが確立 されていな

い ばか りか，当面 の間その廃棄物を安全 に保管す る場所 を確保す ることが

で きてい ない状況 にあるか ら，本件事故 による追加被 ば くのおそれが あ り，

これ が 日々放射 線被 ぱ くの不安 に苛まれ る原 因にな っている と主 張す る。

しか しなが ら，以下に述べ る とお り，いわき市 にお ける除染状況，空 間

放射線 量の推移 ，追加被 ば く線量 等か らす る と，原告 らの生命身体 に放射

線 による具体的 な危 険が生 じてい る とい う状況 は認 め られない。

＜

イ 原 告 らが主張す る除染方法 にっ いて

原告 らは，放射性物質の遮へ いにっい て， 「放射能 に汚染 された土壌 を

除染す る最 も一般 的な方法 として ，汚染 の著 しい表土 と汚染 の比較 的少な

い下層 の土 を入れ 替 えることが頻繁 に行 われ ている」 と主 張す るが （原告

ら準備 書面 （42） の3頁 ），いわ き市 は土壌 の住宅 ・宅地等の除染方法

と して ，表 土 除 去 の方 法 を とっ てい る （乙C38の14頁 ）。

また，放射性 物質 を遠 ざけることについて，除去 土壌 等 を現場保管する

ことが一般的 となってお り，現状 は放射性 物 質が生活 圏か ら遠 ざけ られて

いる とはいいがたい，除染に よって放射性物 質 自体 がな くな るわけではな

い と主張す るが （原告 ら準備書面 （42） の4頁 ），後述 の とお り，現場

保管 による場合 で も安全が確保 され る措置 が と られ てい るのであ り，また

除去 土壌等 を現場保管等す ることについて も空 間放射 線量 は上昇す ること

はない とされてお り （丙A／55の47頁 ），実際 にい わき市内の空 間放

射線量 が除去土壌等 の現場保管 ゆえに健康 に影響 を及 ぼす程度 に上昇 して

い るな どとい う事 実は認 め られない。

したが って，原告 らの上記主張 も原告 らの慰謝料請 求 を基礎付 ける事情

には あた らない。
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ウ 住宅 の除染 にっいて

原告 らは，いわ き市が行 ってい る住宅 の除染 の うち，多 くが事前 のモニ

タ リング調査 の結 果，毎時0．23マ イ クロシーベル トを下回る住宅につ

いて除染 作業の必要 がない と判 断 し，調査 のみで終 了 された ことにっいて，

毎時O．28マ イ クロシーベル ト以下に除染 しても，年 間追加被 ば く線量

は年間1ミ リシーベル ト以下 に抑 える効果 は期待で きない ことか ら，実質

的 には調 査のみで終 了 とい うのは，住宅 の放射能汚染 に対 して何 もせず に

放置す る とい う判 断に等 しい と主張す る （原告 ら準備書面 （42） の9～

12頁 ）。

しか しなが ら， 自主的避難等対象 区域 に本件事故当時住所が あった原告

らにつ いて，その区域 の除染 の状況，放射線量の状況等 について は，被告

東京電力準備書面 （13） において詳 しく述べた とお りであ り，平成28

年6月 宋時点 においては，公共施設 ，住 宅，農 地 （水 田，畑 地 樹 園地，

牧草地含む）及び森林 にづいては除染発 注数 とほぼ同数 について除染が実

施 されてい るか，あ るいは調査 にて終 了 （事前 のモニ タ リングの結果に よ

り，除染 作業が必要 ない と判断 された） してい る （乙C41） 。 そ して，

被告東京電力準備 書面 （8）の第5（28頁 以下）におい て述べた とお り，

福島県 が実施 してい る外部被 ば くに係 る 「県 民健康 管理調査」 の全県調査

においては，いわ き地 区では，99パ ーセ ン ト以上が1ミ リシーペル ト未

満 となってお り （乙A48） ， また，福 島県が実施 したホール ボデ ィカ ウ

ンタL－｝qよる内部被 ば くの調査結果 において も，1ミ リシーベル ト未満 の

方が99、9パ ーセン トを 占めていた との こ とであるか ら （乙A49） ，

「年間追加被 ば く線量 は年間1ミ リシーベル ト以下 に抑 える効果 は期待で

きない」 とい う原 告 らの主 張には全 く根拠 がない。

いわ き市 内の空間放射線 量は政府 によ る避難 指示 の基準 である年間20
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〈

ミ リシーベル ト （時間換算 で3．8マ イ ク ロシーベル ト／ 時） を大 きく下

回 ってお り，低線 量被 ば くの健康影響に係 る国際的に合意 され た科学的知

見 に照 らして も，本件事故以降， これ らの区域 において居住 ・滞在するこ

とによ り，原告 らの生命身体 に放射線に よる具体的な危 険が生 じてい ると

い う状況には全 くないので ある。

したがって， 除染 の状況 を理 由と して， 自主的避難等対象者で ある原告

らにつ いて，被告東京 電力 が公表 してい る精神的損害等 の賠償額 を超 えて，

本件事故 と相 当因果 関係 を有す る精神的損害等が生 皐じている との原告 らの

主張はいずれ も失 当で ある。

なお，原告 らは，一部 の原告 の 自宅の放射線量 を指摘 し，環境省 のい う

建物 の遮へい効果 の想 定 にっいて論難 してい るが，屋 内の遮へい効果 につ

いては，住宅建材 による遮 へい効果が確認 され ている ところであるか ら（丙

A155の16頁 ） ，かかる主張 も失 当で ある。

工 道 路の除染 について

原告 らは，道 路につ いては除去土壌 の現場保管 ができず，仮置場確保 に

も難航 しているため， 除染 の進捗状況 が遅 くなってい る と主張す る （原告

ら準備書面 （42） の12～13頁 ）。

しか しなが ら，平成29年2月 末臨 点にお ける道 路の除染 の進捗状況を

みる と，除染発 注数 とほぼ同数 につ いて除染 が実施 されてい るか，あるい

は調査 にて終了 してい るため （乙A99） ，除染 作業 の必 要がない と判断

された ものが多数 を占めてお り，現場保 管等ができず に除染 の進捗状況 が

遅 くな ってい る状況 にはない。

オ 仮置場の確保の難航 と現場保管の横行に関す る原告 らの主張について

原告 らは，仮置場の確保 が難航 してお り，また，現場保管が圧倒的な数
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で増 えてい ることか ら，住宅等 の敷地等 か ら出た除去 土壌等 の現場保 管を

余儀な くされ てい る状況 にあ り， また，現場保管での管理 も極 めて不十分

な管理であって，放射性物質 を住 宅等 の側 の除染箇所 に放置 してい るのに

等 しい と主 張す る （原告 ら準備書面 （42） の7～9頁 ，13～16頁 ）。

しか しなが ら，以下の とお り，仮置場で の保 管や現場保 管による管理 は，

安全が確保 され るよ うな措置が とられてい る。

なお，原告 らは，学校施設 に除去 土壌等 が現場保管 されてい る と主張す

るが，平成28年 度 以降，学校施設 に現場保管 され ている除染 土壌等 は搬

出作業 が実施 され ている （乙A100） 。

〈

（ア）仮置場 での保管

除染等 の工事 に よって取 り除いた土壌，汚泥，草木等にっ いては， フ

レキシブル コンテナや大型土 の う等に詰 めた上で，市町村 の協 力を得て

決定 した場所 （仮置場） の保 管で3年 程 度一時的 に保 管す るこ とが予定

され ている。

この仮置揚で は，汚染 土壌等 を詰 めたフ レキシブル コンテ ナ等 は，水

を通 さない層 （防水 シー ト） の上 に置 かれ，その上部 を防水 シー ト等で

覆 うことによ り，土壌等 の飛散 ・流 出を防 ぐとともに，雨水等 の流入 と

地 下水の汚染 を防止す るもの とされて いる。 また，フ レキシブル コンテ

ナ等 は，汚染 され ていない 山砂等 を入れた遮徹 土の うで囲む等 の方 法に

よって放射線 が遮 られ （厚 さ30セ ンチメー トル の土 で覆 うと，約98

パーセン トの放射線 を遮蔽す るこ とができ るとされてい る。 乙A103

の4頁 ） ， これ らの安全対策 を通 じて，保管場所 の敷地境界 で の放射線

量 を周辺 と同程度 まで下げる もの とされている。

さらに，仮 置揚は，居住 地域 か らの距離 を十分に確保 した上で，柵等

を設置 し，人 が誤 って仮置場 に近づかない よ うな対策 が講 じられ る。
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仮置場 の設置後 は， 定期的 に敷 地境界で の空 間線量率や地下水の放射

性物質濃度 の測定 が行 われ，異 常が発見 され た揚合 には原 因を究明の上，

速や かに補修 等 の対策 が講 じられ るもの とされてい る。

汚染土壌 等 は， このよ うに仮置場で3年 程度安全 に保管 された後 ，中

間貯蔵施設 に搬 入 され て，減容化等が行 われた上 で，安全 に保 管 され，

30年 以内に県外 の最終処分施設へ搬出 される予定 である。また，仮置

場の跡 地においては，汚染 が残 っていない ことが確 認 され る。 似 上，

乙AlO／ ～103）

司

（イ）除染現揚で の保管

除染 に よ り生 じた汚染土壌等 について，仮置場等 の搬 出先が決 まるま

での間，一時的に除染現場で の保 管が行 われ ることがあ り （現場保管），

この よ うな場合 にも，以下 の とお りの安全確保のた めの措 置が講 じられ

る もの とされてい る （乙A104＞ 。

・ 取 り除いた 土等 をフ レキシブル コンテナ等の容 器 に入 れ る。

・ フ レキシプル コンテナ等 を置 く場所 を整 え，防水 シー ト等 を敷いて

現揚保管場所 を準備す る。

・ フ レキシブル コンテナ等 を現場保管場所 に設置 し，土で覆 うなどの

遮蔽 措置 を採 った り，遮水 シー トで覆 ってシー トの端 を留 めるな ど

の措置 を採 り （ただ し， フレキシプル コンテナ 等の容器 に防水性 が

ある場合 は防水 シー トを使用 しない ことがあ る。） ，空 間線量率 を

測定 して安 全 の確認 を行 う。

・ 仮 置場等 の搬出先 が決 まった場合には，搬 出 し，現場 を元の状態 に

戻す。

また，す でに述 べた とお り，原子力損害 は 「放射線 の作用 による損害」
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をい うもので あ り，本件事故 由来 の放射性物質か ら放 出 され る放射線 に よ

って原告 らの健康 等にいかなる危 険が生 じてお り， これ に基 づ く相 当因果

関係 のあ る損害が認 め られ るか どうかが，本件訴訟 の争点 とな る ところ，

いわき市 の空 間放射線量 の推移や 追加被 ば く線量の状況等 は前述の とお り

であ り，原告 らの健康 に影響 を及 ぼす程度 のものではな く，いわ き市内に

おいてはほ とん どの住民は避難せず，現に広 く社会活動 が行 われてい る。

この点 に関連す る裁判例 として，産業廃棄物 に よる土壌汚染 等 による人

格権侵 害 に基づ く慰 謝料請求権 の有無が問題 となった岡 山地方裁判所平成

14年1月15日 判決 （裁判所ホー ムペ ー ジ所収） においては，以下 の と

お り説 示 され てい る。 、 ，

「原告 らは，被告Aが 本件土地 内に産業廃棄物 （焼却灰 を含む。） を大

量に堆積す ることに よって，重 金属類や腐敗性有機物 に よる土壌汚染及 び

水 質汚濁 を引き起 こし，原告 らの居住集落 にお ける生活環境 を悪化 させ た

もので あ り，原告 らの快適な生活 を営む ことを内容 とす る人格権 を侵 害す

る不法行為が成立す る旨主張す る ところ，有害物質等 の排 出に よる土壌 ，

地上水 ・地下水 ，大気 の汚染 に よる生活 環境 の侵害 を内容す る不法行為 の

成否については，単に汚染原 因物質の排 出が法令 に定 める行政規制に違反

す る とい うだけで は足 りず， 当該 規制違反行為 の態様， これ によって侵害

を受 け る権利 その他 の法的利益 の性質及 び内容，そ の侵 害の程 度， と りわ

け，侵害行為 の開始 とそ の後の継続 の経過及び状況 ，その間に採 られ た被

害 防止 に関す る措 置の有無及 びそ の内容，効果等錯般 の事情 を総合的 に考

察 して，権利 その他 の法的利益が侵害 されてい るとい えるか否 か，これが

肯定 され ると して も，当該被害が一般社会生活上受忍すべ き限度 を超 えて

い る とい えるか否 かを判断す るこ とが必要 であ り （なお，最高裁判所平成

元年 （オ）第 ユ682号 平成6年3月24目 第1小 法廷判決 ・判例時報15

01号96頁 参照）， この見地か ら，前記 ・、z蒜 の 立 を “るため
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に は 。、告 らの生 空Bに お1る 当該 有害 物 に よ る※ の’7等 か ら

て本件土地における汚染原因物 の排出が原告 らに対 しsに 何 らかの健康

’thを 与 え て い る か そ ’で な い と して 生 活U
fiet±9Xの、t「 な 悪 化 を も た

司

らしているた めLltら にお いて健康被 害を受 ける危 険が” し迫 つてい る’

一 であ る。」 と説示 してい る （下線部は被

告東京 電力代理人 による。）。

このよ うな裁判例 の判 断枠組 みか らして も，本件訴訟 において原告 らが

主張す る除去 土壌 等 に起因す る慰謝料請求の成否 に当た って は，単に土壌

中に放射性 物質が存在 す る とい うことだ けでは足 りず，それ によって，原

告 らの健康 に対 して何 らかの具体 的な健康被害 を生 じさせてい るか又 はそ

のよ うなおそれが生 じてお り，差 し迫 つた危険 が生 じてい ると認 め られ る

か どうか， とい う点が問題 となる とい うべきである。

そ して， この観 点か らは，結局 の ところ，放射性 物質 の存在 それ 自体で

はな く，それ によって人体 に どのよ うな健康影響 が生ず るか とい う点を評

価 す る尺度 となる空間放射線 量 （マイ クUシ ーベル ト）の実情 に基 づいて，

住 民に対す る健康被 害の危 険が評価判断 されなけれ ばな らないのであ り，

そ して， この点 については，繰 り返 し述べてい るとお り，い わき市 内にお

いては土壌 中の放射性 物質その他 に起因す る空 間放射線 量が年 間20ミ リ

シーベル トを大 き く下回ってい るだけで なく，概 ね年 間1ミ リシーペル ト

又は これ す ら下回っている とい う実情 にあ り， これ は健康上問題 となるも

のではない水 準であ り，いわき市 内の住民に対す る具体的な権利侵 害を生

ぜ しめるものでもない。

4小 括

以上 の とお り， いわき市において，原 告 らの法的に保護 された権利利益が具

体的 に侵害 されてい る状況にはな く，被告東京電力 が公表 してい る精神 的損害
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の賠償金額を超 える慰謝料請求は認められない。

第4原 告 ら準備書面 （43） に対す る反論

〈

1は じめに

原 告 らは，原告 ら準備 書面 （43） において，いわ き市民におけ る放射性 ヨ

ウ素 による被 ば くの実態及 び 甲状腺がんの現状 を踏 まえて，いわ き市民が相 当

量の 甲状腺被 ば くを受 けた可能性 が否定できず ，放射線 の影響が徐 々に甲状腺

に出始 めてい るか も しれない と解釈できて しま う県民健康調査 のデー タが存在

す るな どとして，原 告 らが抱 く不安 が合理的 なものであ ると主張す る。

しか しなが ら，以下 の とお り，原告 らの主張は具体 的な根拠 を欠 くものであ

り，原告 らが主張す る放射線被 ば く等 に対す る漠 然 とした不安 は，そ の法 的な

権利利益 に対す る具体的な危 険に対す るもので ある とは評価 し得 ない。

以下 において詳述 す る。

2原 告 らの主張 に対す る反論

（1） 福 島県及びいわ き市 におけ る甲状腺検査等 について

原告 らは，実際 に行 われた被災住民の被 ば く調査 は，遅 す ぎかつ少 なす ぎ

る もので あったな どと主張す る （原告 ら準備書面 （43） の5～6頁 ）。

しか しなが ら，被 告東京電力準備書面 （8）28頁 以下で詳 述 した とお り，

本件事故 による福 島県内の被 ば く状況 について は，以下 の とお り，適切 な調

査 がな されてい る。

ア まず，外部被 ば くについて，福 島県が実施 している 「県民健康 管理調査」

の先行調査地域 （川俣町 （山木屋地 区），浪江 町，飯舘 村） の住民 の うち，

1589名 （放射線業務従事者 を除 く。）の事故後4ヶ 月 間の累積外部被 ば
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く線 量 を実 際 の行 動 記 録 に基 づ き推 計 され ，1ミ リシーベ ル ト未満 が99

8名 （62．8％ ），5ミ リシー ベ ル ト未 満 が 累 計 で1547名 （97．4％ ），

10ミ リシー ベ ル ト未 満 が 累計 で1585名 （99．7％ ），10ミ リシー一

ベ ル ト超 は4名 で， 最 大 は14．5ミ リシーベ ル ト （1名 ） とな って い る

（乙A37の ユ4頁 ）。

また ， 同調 査 の全 県 調 査 で は ，全 県 民 の うち46万0408人 （放射 線

業 務 従 事経 験 者 を除 く。） の推 計 結果 は，県 北 ・県 中地 区 で は90％ 以上 が

2ミ リシー ベ ル ト未 満 とな り，県 南 地 区で は約91％ ， 会津 ・南 会 津 地 区

で は99％ 以上 ，相 双 地 区 では約780／e， い わ き地 区で は99％ 以上 が1

ミ リシーベ ル ト未 満 とな って お り，上 記 の先 行調 査 と同様 の結 果 で あ った

（乙A48） 。

＜ イ 次に， 内部被 ば くにつ いて，福 島県が行 ってい るホール ボデ ィカ ウンタ

ー｝こよる瀧 では
， 日608人Qう ちセシ ウム134ぴ セシ 『ム1 ．37

による預託実効線量く体内に放射 性物質を摂取後の内部被ぼくの実効線量）

が1ミ リシー ベル ト以 下 の方 が99．7％ を 占め，1ミ リシ ーベ ル ト以上

の方 はOi30／o， 最 大 で も3．5ミ リシー ベ ル ト未 満 とな っ て い る （乙A

37の14頁 ）。

な お， 福 島 県 が 平成23年6月27日 か ら平 成25年12月31日 ま で

に行 った ホ ール ボデ ィカ ウン ター に よ る内部 被 ば く検 査 で は，1ミ リシー

ベ ル ト未満 の方 が99．9％ を 占 めて お り，全 員 ，健 康 に害 が及 ぶ 数値 で

は な か った と され て い る ’（乙A49） 。

ウ このよ うに，「県民健康管理調査」や内部被 ば く調査等 は適切 になされて

お り，原告 らの主 張には理 由がない
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（2） いわき市におけ るヨウ素131の 検 出状況について

原告 らは，茨城県東海村 の 日本原子力研 究開発機 構 におけ る大気 中 ヨウ素

131の 濃度測定の結果 を指摘 し，仮 に2～3倍 程度の不確実性 を考慮す る

と，呼吸に よる甲状腺被 ば く量 の ヨウ素131の 寄与がi数mSvか ら40m

Sv程 度 であった と推 定 され る，また，食 品摂取 において もヨウ素131に

ついて相 当量 の甲状腺被 ば くを否定で きな いな どと主張す る （原告 ら準備書

面 （43） の5～7頁 ）。

しか しなが ら，原告 らの主張 は，いわ き市 内にお ける具体的 な大気 中ヨウ

素 の濃度や食 晶摂取 にお ける具体的な要棄131に よる被 ば くについて言及

す る ものでは な く，客観的根拠 を伴わない主張で ある。

む しろ，い わき市 においては，例 えば，広報いわき平成23年4月18日

臨時号 （平成23年4月18日 発行。 乙C3ユ の1） では，「原子力災害現地

対策 本部が実施 している飲 料水モ ニタ リング検査 の結果 は，4月11日 現在 ，

市内9箇 所 で採水 した水道水の全 てで放射性 ヨウ素，放射性セ シウムは検 出

されていません。 これ らめ測定結果 か ら，本市の水道水は，1歳 来満 の乳児

を含 めた全 ての方 に飲 んでいただいて も問題あ りませ ん。 なお，飲 料水 のモ

ニタ リング検査 は，福 島県 いわき合 同庁舎 と上野原浄水揚で は毎 日，市 内7

箇所 の浄水場で は2日 ごとに実施 しています。」 と説明 されてお り，平成2

3年4月11日 時点でいわき市 内9箇 所 で採水 した水道水 の全 てで放射性 ヨ

ウ素 が検 出されていない ことが周知 されてい る。 また，それ 以降 も，いわき

市 は， ヨウ素の検 出状況 にっいて説 明を続 け，繰 り返 し，健康 に影響 を与え

るもので はない ことを周知 してい る （被告東京電力準備 書面 （ユ3）12頁

以下 を参照）。

また，原告 らが，食品摂 取において放射性物質 を体 内に取 り込み ，内部被

ば く して しま うので はないか とい う不安 を抱 えてい る との主張にっ いては，

本件事故後 において，福島県 内で流通 してい る食品の安全性 は確保 されてお
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り，かっそ のこ とは厚生 労働 省や地方 自治体等 によって広 く周知 され てい る

実情 にあるか ら （詳細 は被告東京電力 準備書面 （17）9頁 以下を参照），

か か る事情の下において，原告 らが福 島県 内で流通 してい る食 品の安全性 に

対す る不安 を仮に抱 いていた として も，合理的 ・科 学的な根拠 に基づ くもの

とはい うこ とができず，かか る不安 をもって，原告 らの法的 な権利侵害に当

た る とい うこともできない。

なお，放射線 の健康影 響 に関す る国際的な科学 的知見 の内容の報道，周知

の状況にっい ては，被告 準備 書面 （8）31頁 以下 の 「第6放 射線の健康

影 響 に関す る科学的知 見に閲す る報道 ・周知 の状況」 において整理 して主張

した とお りで ある。

〈

（3） 甲状腺 に関す る県民健康調査 の報告 による放射線 の影 響の懸念 について

原告 らは，いわ き市 にお ける県民健康調査 の結果 について，いわき市 にお

いて，児童 の 甲状腺 の結節やの う胞が成長 してい る とみ ることも不可能で は

ない，いわき市民 か らすれぱ，放射 性ヨウ素被ば くに よ’り徐 々に申状腺へ影

響がでて きてい ると考 えた として もやむ を得ないな どと主張す る （原告 ら準

備書面 （43） の7～9頁 ）。

しか しなが ら，被告東京 電力準備書面 （8） の28頁 以下において述べた

とお り，福 島県が実施 した外部被 ば くに係 る 「県 民健康管理調査」 の全県調

査 におい ては，いわき地区では，99パ ーセン ト以上が1ミ リシーベル ト未

満 となってお り ．（乙A48） ， また，福 島県が実施 した ホールボデ ィカ ウン

ター による内部被 ば くの調査結果 においても，1ミ リシーペル ト未満の方 が

99、9パ ーセ ン トを占めていた との ことであるか ら （乙A49） ，原告 ら

が本件事故後 にいわき市内に滞在 した場合 に現実 に被 つた被 ぱ く量 は年 間2

0ミ リシーベル トの基準 を大 き く下回るものであった と考 え られ る。また，

県民健康管理調査 にお ける甲状腺検査 において，嚢胞 ，結節 ，がんの発見率
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の増加が認 め られ るが，高い検 出効 率 によるもの と見込 まれ，本件事故の影

響 を受 けてい ない地域 において 同様 の手法 を用いて検査 を行 った結果か らは，

福 島県 の子 どもの間で見つか ってい る発見率 の増加 につ いては，放射線 の影

響 とは考 えにくい と示唆 されてい るところで ある （乙A50） 。

したがって，原告 らが主張す る放 射線被 ぼ く等 に対す る漠然 とした不安 に

ついては，低線量被 ば くに関す る国際的 にも合意 された科 学的知見やその周

知の状況 ，いわき市 内の空 間放射 線量率が低 い もので あるこ と，被告東京電

力準備 書面 （14） の2～8頁 で述べ た とお り，いわ き市内の社会活動が本

件事故 以前 と同様 に営 まれてい る実情 に ある こと等に照 らしても，原告 らの

法 的な権利 利益 に対す る具体的な危 険に対す る ものであ るとは評価 し得ない

ものである。

以 上
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