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北の大地から考える、
放射能汚染のない未来へ
［原発事故と司法の責任、核のゴミの後始末、そして脱原発後の地域再生へ］

青森県の下北半島にある大間原発(建設中)。対岸の函館市などの市民が大間原発建設・運転差止等を求める訴
訟を展開しており、今年に入って函館市も同様の提訴を行った。同原発は、使用済燃料の
「有効利用」
を図ったフ
ルＭＯＸ型の商業用原子炉だが、
これは世界的にも例がない。一方、青森県や福井県などの原発立地では、自治
体財政や雇用の面で原発等に依存する構造が形成されてきた。
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はじめに

はじめに
2013年に広島市で開催した第56回人権擁護

険性に目をつぶってきたといっても過言では

大会に引き続き，本年は函館市において，広

ない。他の科学施設と危険性において質的に

島市の人権擁護大会で検討しなかった脱原発

異なる原発に関して，司法の判断枠組みがど

のための重要な３つの問題（司法の判断枠組

うあるべきか，過去の司法の判断方法に関す

み，放射性廃棄物の処理処分，脱原発後の地

る反省を踏まえた検討を行い，再構築する必

域再生）について検討し，脱原発の実現に向

要がある。福島第一原発事故後の初めての判

けてさらに日弁連の意見を発信していくこと

決が福井地方裁判所で下され，万が一にも重

になった。福島第一原発事故から３年余が経

大な事故発生の可能性があれば原発の再稼働

過し，本来なら同事故の真摯な反省のもとに

を認めないと判断した。このような判断方法

日本の原発政策が脱原発に大きく舵を切り，

が，原発による人権侵害予防のために求めら

脱原発の過程で解決すべき諸問題について具

れている。

体策が検討され，いくつかは実行に移されて

また，核燃料サイクルは既に破綻してお

いると報告をしたかったところである。しか

り，これを堅持する旨の見解は現実を無視し

し現実には，政府は，原子力発電を重要なベ

たものである。そもそも原発を止めることを

ースロード電源とし，核燃料サイクルは堅持

選択すれば，核燃料サイクルは何ら必要のな

するという2014年エネルギー基本計画を閣議

い方策である。原発運転当初から蓄積されて

決定し，脱原発とは反対の方向に大きく舵を

いる放射性廃棄物の処分は，いまだ解決策が

切ろうとしている。

見出されていない問題であり，その問題を考

福島第一原発事故によって，原発にかかる

えるには，まず原発を廃止し，放射性廃棄物

技術の脆弱性，旧安全指針類の不備，規制の

の総量を決める必要がある。高レベル放射性

不備が明らかになり，原発の安全確保を図る

廃棄物の地層処分は，日本では安定した地層

ことだけに特化した機関として原子力規制委

がなく，別の方法を選択しなければならな

員会（以下「規制委員会」という。）が設置

い。しかしその方法は未解明である。当面は

されたが，規制委員会は拙速に新基準を制定

比較的安全な方法で貯蔵して管理保管し，安

し，避難計画を許可基準としていない等の重

全な処分方法を検討する必要がある。

大な批判を無視して原発の再稼働のための審

そして，原発を廃止した後の原子力施設立

査を推し進めている。しかも，規制委員会委

地地域の再生は，脱原発に伴って生じる問題

員長は「基準に適合しても安全とはいえな

である。原子力施設立地自治体が，原発マネ

い」と責任回避の発言を度々している。他

ーを断ち切り，一定期間の再生のための支援

方，政府は，原子力規制委員会が基準に適合

を受けつつ，持続可能な再生を図ることは一

すると判断すれば再稼働するといっている。

つのデザインである。再生のための数ある方

このような状況下において，司法が人権侵

策のうち，再生可能エネルギーは地域に多様

害の予防という権能を十全に行使し，二度と

に存在し，地域主導で再生のための手段に利

福島第一原発事故のような悲惨な被害が発生

用できる性質の方策である。この展望を語る

しないような判断をすることが求められてい

中で，地域の再生問題を検討していく。

る。

本基調報告書は，脱原発を実行するために

福島第一原発事故以前の司法は，政府の推

考えなければならない問題について，重層的

奨する科学的判断を安易に選択し，原発の危

に検討したものである。放射性廃棄物の処

はじめに

分，原子力施設立地地域の脱原発後の再生に

り，それ故，速やかに原発を止めて，それら

ついては，明快な解決策が提示できていない

の問題解決に向けて着手する必要がある。

部分があるが，それだけ解決困難な問題であ

序

序
１

脱原発の動きと原発再稼働を巡る状況
広範な脱原発への動き

子力政策の抜本的見直しを求めた。とりわ

福島第一原発事故により，莫大な量の放射

け，原子力政策については，原発の新増設を

性物質が原発施設外に放出され，極めて広範

止め，再処理工場，高速増殖炉等の核燃料サ

囲かつ多数の人々が被ばくし，環境が汚染さ

イクル施設は直ちに廃止すること，既設の原

れた。これをきっかけに，多くの人々が改め

発について，安全審査の目的は，放射能被害

て脱原発の必要性を認識し，かつてない数の

が「万が一にも起こらないようにする」こと

市民が，集会，デモ，訴訟など，様々な形で

にあるところ，規制委員会が新たに策定した

脱原発に向けた意思表示を行うようになっ

規制基準では安全は確保されないため，運転

た。2012年３月には，首相官邸前で毎週金曜

は認めず，できる限り速やかに，全て廃止す

夜のデモが始まった。

ること等を決議した。

他方，福島第一原発事故当時，稼働中だっ

福島第一原発事故以降の原発問題に関する

た国内の各原発は，定期検査のため，順次，

日弁連の主な決議・意見書等は，以下のとお

運転を停止していった。中部電力浜岡原発

りである（事故対応，被害者救済関係を除

は，菅直人首相（当時）の要請により，全原

く。
）。

子炉が運転を停止した。いったん再稼働した
大飯原発３，４号機も，2013年９月までに再

年月日

決議・意見書等

11. 5. 6

エネルギー政策の根本的な転換に向
けた意見書
東日本大震災及びこれに伴う原子力
発電所事故による被災者の救済と被
災地の復旧 ･ 復興支援に関する宣言
原子力発電と核燃料サイクルからの
撤退を求める意見書
新しいエネルギー基本計画に向けた
意見
原子力組織制度改革法案に関する意
見書

び運転を停止し，その後，2014年８月現在に
おいて，再稼働した原発はない。

11. 5.27

エネルギー政策についても，2011年７月，
菅首相（当時）は，いわゆる「脱原発依存宣
言」をした。その後を継いだ野田政権も，
2012年 ９ 月，「 革 新 的 エ ネ ル ギ ー・ 環 境 戦

11. 7.15
12. 2.10

略」を決定し，一応「2030年代に原発稼働ゼ
ロ」を目指すとするなど，いったんは脱原発

12. 3.15

への舵取りがなされた。
このように，福島第一原発事故後，脱原発
の動きは大きな広まりを見せている。

２

12. 5. 1
12. 5.25

日弁連の取組

されない限り停止中の原子力発電所
の再稼働を許さない宣言

日弁連は，福島第一原発事故以前から，原
発からの段階的撤退を提言してきたが，福島
第一原発事故の２か月余り後の2011年５月に
開かれた第62回定期総会では，段階的廃止を
改めて宣言した。2013年10月の第56回人権擁
護大会で採択された「福島第一原子力発電所

12. 7.19 「エネルギー ･ 環境会議」が策定す
べきエネルギー政策に関する意見書
12. 8.10 原子力災害対策特別措置法施行令の
一部改正（案）に関する意見
12.12. 6 原子力委員会「今後の高レベル放射
性廃棄物の地層処分に係る取組につ

事故被害の完全救済及び脱原発を求める決
議」においては，さらに進んで，原発事故被

原発輸出政策の中止を求める意見書
東日本大震災被災者及び福島第一原
子力発電所事故被害者に対する支援
活動を継続し，確実な安全性が確保

12.12.20

害の完全救済と健康被害の未然の防止及び原

― 5 ―

いて（見解案）」に対する意見書
関西電力株式会社大飯原子力発電所
の運転停止を求める意見書

序

12.12.20 「信頼性確認制度」の創設に反対し，
核情報に関する情報公開の推進を求
13. 3.14
13.10. 4

める意見書
発電用軽水型原子炉施設に係る新安
全基準骨子案に対する意見書
福島第一原子力発電所事故被害の完

かる基準についてはこれを充たすとする審査
書を決定し，原子炉の設置変更を許可した。

４

原発再稼働の問題点

原発再稼働について，政府は，規制委員会

全救済及び脱原発を求める決議
13.12.20 「エネルギー基本計画に対する意見

や電力会社の責任で行われると説明している

（案）
」に対する意見書
14. 5.30 東日本大震災・福島第一原子力発電
所事故の被災者 ･ 被害者の基本的人
権を回復し，脱原発の実現を目指す

記者会見で「安全だということは，私は申し

宣言
新規制基準における原子力発電所の

稼働は，責任の所在も曖昧なままに行われよ

設置許可（設置変更許可）要件に関
する意見書
川内原子力発電所の適合性審査書案
に対する意見書

るのかという点で極めて大きな問題がある。

14. 6.20

14. 8. 6

が，一方の規制委員会委員長田中俊一氏は，
上げません。再稼働の判断には関わりませ
ん。
」と述べている。このように，原発の再
うとしており，本当に安全性が担保されてい
このほか，再稼働の問題点については，第
56回人権擁護大会シンポジウム第１分科会の
基調報告書や，前記決議・意見書等で詳述さ

３

原発再稼働への動き

れているが，その要点は以下のとおりであ

2012年衆院選後に発足した安倍政権は，

る。

2013年の参院選で，原発再稼働に向けた姿勢

（1）いまだ事故原因が解明されたとはいえ

を強く打ち出した。2014年４月に閣議決定さ

ない中で策定された新規制基準では，

れたエネルギー基本計画では，原発を「重要

同様の事故を防止する有効な手立てを

なベースロード電源」と位置付け，核燃料サ

講じることができない。

イクルも堅持するとしている。また，政府

（2）地震の揺れについては，基準地震動１

は，原発は経済成長に不可欠であるとして，

の策定方法に特段の見直しがされてい

規制委員会が安全性を確認したものについて

ない。
（3）外部電源の耐震設計上の重要度分類を

は，再稼働する旨を明らかにしている。

格上げしていない。

規制委員会は，2013年６月，改正された
「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制

（4）シビアアクシデント対策として，福島

に関する法律」（以下，改正後の法律を「新

第一原発事故で相次いで故障した重要

炉規法」といい，改正前のものを「旧炉規

計器類の改良や，炉心溶融事故に対応

法」という。）に基づいて「実用発電用原子

した設備が要求されていない。

炉及び核燃料施設等に係る新規制基準」（以

（5）旧安全規制にあった，原子炉と周辺住

下「新規制基準」という。）を決定し，翌７

民とを離隔しておく立地審査に関する

月に施行した。現在，電気事業者９社から，

指針（立地審査指針）が設けられてい

12原発19機について規制委員会に対する新規

ない。

制基準への適合性審査の申請がされている。

（6）避難計画が審査対象外である。

とりわけ，九州電力川内原発については，他
の原発に優先して審査が進められ，2014年９
月10日，規制委員会は，同原発１，２号機に

１

ついて，新規制基準のうち設置許可基準にか

― 6 ―

振動の強さを表す数値であり，耐震設計は，こ
の数値を基に，この数値以下の振動に耐えられる
ように設計される。単位は「ガル」
。

序

５

本基調報告書の構成

会での採択を踏まえ，核燃料サイクルを直ち

本基調報告書は，このような原発を巡る脱

に廃止し，脱原発を決定して，高レベル放射

原発及び再稼働推進の状況を踏まえ，政府や

性廃棄物をこれ以上増やさないことにした上

規制委員会が責任のなすりつけ合いを行って

で，その処分について検討すること（第２

いる中で，①司法こそが，原発の安全性につ

章），そして，③脱原発後の地域再生という

いて踏み込んだ判断を行う必要があり，裁判

極めて困難な問題に，早急に取り掛からなけ

所による司法審査の役割は極めて重要である

ればならないこと（第３章）を報告するもの

こと（第１章），また，②昨年の人権擁護大

である。
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第１章

事故防止，人権侵害予防のための司法の改革

第１節

第１章
第１節

はじめに

事故防止，人権侵害予防のための司法の改革
はじめに

本章では，まず，従来の原発裁判の概要と

在り方について詳説し（第３節），福島第一

その問題点を概観した上で（第２節），2014

原発事故後における原発裁判としてあるべき

年５月に行ったドイツ調査の結果を踏まえ

判断枠組み，あるべき司法審査に向けた具体

て，ドイツにおける原発訴訟の概要や判断の

的な提言を行う（第４節）
。
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第２節
第１

従来の司法の問題点

従来の原発訴訟の概要

地裁×，高裁×，最高裁×
（2）民事訴訟

１

従来の原発訴訟の結果

・

日）

いわゆる「原発訴訟」は，主に二つの訴訟

地裁×，高裁×，最高裁×

形態が用いられてきた。一つ目は，原子炉等
・

の設置許可処分の取消しや無効の確認を求め

泊原発１，２号機（1988年８月31日）
地裁×，控訴せず確定

る行政訴訟であり，二つ目は，人格権や環境
・

権に基づいて原発の運転の差止めを求める民

志賀原発１号機（1988年12月11日）
地裁×，高裁×，最高裁×

事訴訟である。この両者の訴訟形態の内容，
・

方法については，本節第１の２以降で説明す

高浜原発２号機（1991年10月９日）
地裁×，控訴せず確定

るが，まずは従来の主な原発訴訟の結果（判
・

決があったものに限る。）を以下に示したい

地裁×，高裁（係争中）

違法性や運転の差止めが認められたものを
・

「○」
，認められなかったものを「×」で示し

志賀原発２号機（1999年８月31日）
地裁○，高裁×，最高裁×

た。
）
。
・

（1）行政訴訟（括弧内は提訴日）

浜岡原発１−４号機（2003年７月３
日）

伊方原発第１号機（1973年８月27日）

地裁×，高裁（係争中）

地裁×，高裁×，最高裁×
・

・

東海第二原発（1973年10月27日）

（福島第一原発事故後初の判決）

福島第二原発１号機（1975年１月27

見て分かるように，福島第一原発事故前に

日）

結審した訴訟で，原告（住民）側の請求が認

地裁×，高裁×，最高裁×
・

められたものは，もんじゅ訴訟の控訴審（無

伊方原発２号機（1978年６月９日）

効確認訴訟。名古屋高金沢支判平成15年１月

地裁×
・

柏崎刈羽原発１号機（1979年７月20

27日判時1818号３頁。以下「もんじゅ控訴審
判決」という。）及び志賀原発２号機第一審

日）

（差止請求訴訟。金沢地判平成18年３月24日

地裁×，高裁×，最高裁×
・

大飯原発（2012年11月30日）
地裁○，高裁（係争中）

地裁×，高裁×，最高裁×
・

島根原発１，２号機（1999年４月８
日）

（原告の請求が認められ，原発の設置許可の

・

女 川 原 発 １， ２ 号 機（1981年12月26

高速増殖炉もんじゅ（1985年９月26

判時1930号25頁。以下「志賀２号機一審判

日）

決」という。
）のわずか２件であり，しかも

地裁×，高裁○，最高裁×

上級審ではいずれも原告敗訴に終わってい
る。

（原告適格は○）
・

六ヶ所ウラン濃縮施設（1989年７月13

２

日）
地裁×，高裁×，最高裁×
・

行政訴訟の概要

（1）法的枠組み

六ヶ所低レベル放射性廃棄物処分場

（1991年11月17日）

行政訴訟の形態は，例えば発電用原子炉
の場合，新炉規法（原子炉等規制法（平成
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24年改正）
）に基づく設置許可処分（同法

経過した後であっても，設置許可の瑕疵が

第43条の３の５（現行法の条文。以下，特

重大かつ明白である場合は，無効確認訴訟

に断りのない限り同様。
））の取消し又は無

を提起することができる。無効確認訴訟

効確認を求める方法により行われる（取消

は，この意味で「時機に遅れた取消訴訟」

訴訟，無効確認訴訟。行訴法第３条第２

や「定期のバスに乗り遅れた取消訴訟」等

項，第４項）。すなわち，新炉規法は，発

と言われているが１，後に説明するもんじ

電用原子炉の許可の要件の一つとして「位

ゅ訴訟はこの無効確認訴訟である（ただ

置，構造及び設備が核燃料物質若しくは核

し，もんじゅ控訴審判決は，無効性の要件

燃料物質によって汚染された物又は発電用

として，原子炉の潜在的危険性の重大性ゆ

原子炉による災害の防止上支障がないもの

えに明白性の要件は不要とした。
）。

として原子力規制委員会規則で定める基準

また，函館市が2014年４月３日に提訴し

に適合するものであること」と定めるが

た大間原発設置許可処分無効等確認請求訴

（新炉規法第43条の３の６第４号），取消訴

訟（以下「函館市大間原発訴訟」という。
）

訟や無効確認訴訟では，この規制委員会

においても，大間原発の設置許可が2008年

（＝国）の定める基準（規制基準）の適法

４月23日で既に取消訴訟の出訴期間を過ぎ

性と，原子炉等の規制基準への適合性が争

ていることから，無効確認が請求されてい

われることになる。発電用原子炉以外の原

る。

子力施設の場合も，設置許可処分の取消

（2）伊方最高裁判所判決

し，又は無効を求める行政訴訟により行わ

このような形態で争われた行政訴訟のう

れ，その構造は発電用原子炉の場合と基本

ち，原発訴訟のリーディングケースとな

的に同じである。

り，その後の原発訴訟に大きな影響を与え

もっとも，旧炉規法においては，許可要

た判決が，伊方原発１号機設置許可処分取

件について「原子炉施設の位置，構造及び

消訴訟最高裁判所判決である（最判平成４

設備が核原料物質又は核燃料物質による災

年10月29日民集46巻７号1174頁。以下「伊

害の防止上支障がないもの」とされてお

方最高裁判決」という。
）。

り，
「災害の防止上支障がないもの」かど

伊方最高裁判決は，原子炉設置許可処分

うかが直接判断の対象となっていたことに

の取消訴訟における審理・判断の方法及び

は注意を要する。

主張立証責任の所在並びに設置許可の段階

なお，原子炉の設置許可処分を取消訴訟

における安全審査の対象について判断を行

で争うためには，まず規制委員会に対して

い，結果として住民側の請求を棄却してい

異議申立てをし，その決定を経る必要があ

る。伊方最高裁判決の評価については本節

る（異議申立て前置。新炉規法第70条第２

第２に譲るとして，以下，これらの各点に

項）
。異議申立てができるのは，処分を知

ついて判示内容を紹介する。
①

った日から60日以内である（行政不服審査

取消訴訟における審理・判断の方法

法第45条）
。また，異議申立てに対する決

前述のように，旧炉規法においては，

定があったことを知った日から６か月を経

原子炉施設が「災害の防止上支障がない

過したとき又は決定の日から１年を経過し

もの」として内閣総理大臣の行った許可

たときは，取消訴訟を提起できない（行政
訴訟法第14条第１項，第２項）
。

１

もっとも，異議申立て期間や出訴期間を
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いないものの，一般には，行政庁の専門

処分が適法か否かが争われる。
伊方最高裁判決は，まず，旧炉規法が

技術的裁量（ただし，本節第２の
（2）で

発電用原子炉の設置について許可制を採

後述するように，最高裁があえて「裁

用し（旧炉規法第23条第１項第１号）
，

量」という言葉を用いていないことは重

同第24条第１項において許可の要件を定

視されるべきである。）を認めたものと

めている趣旨について，原発が，
「その

して理解されている２。

稼働により，内部に多量の人体に有害な

伊方最高裁判決は，このように行政庁

放射性物質を発生させるもの」であっ

の専門技術的裁量を認めた上で，取消訴

て，設置，運転について安全性が確保さ

訟における審理・判断の方法について，

れない場合，
「当該原子炉施設の従業員

「原子力委員会若しくは原子炉安全専門

やその周辺住民等の生命，身体に重大な

審査会の専門技術的な調査審議及び判断

危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によ

を基にしてされた被告行政庁の判断に不

って汚染するなど，深刻な災害を惹き起

合理な点があるか否かという観点から行

こすおそれがあることにかんがみ，右災

われるべきであって，現在の科学技術水

害が万が一にも起こらないようにするた

準に照らし，…（略）…具体的審査基準

め，…（略）…原子炉施設の位置，構造

に不合理な点があり，あるいは当該原子

及び設備の安全性につき，科学的，専門

炉施設が右の具体的審査基準に適合する

技術的見地から，十分な審査を行わせる

とした原子力委員会若しくは原子炉安全

ことにあるものと解される。」と判示し

専門審査会の調査審議及び判断の過程に

ている（下線は本基調報告書執筆者によ

看過し難い過誤，欠落があ」ったと認め

る。以下同じ）
。

られれば，そのような判断に基づく設置

そして，設置許可処分に当たって，あ

許可処分は違法と解すべきである，と判

らかじめ原子力委員会ないし原子力安全

示した。

委員会の意見を聴き，これを尊重してし

なお，行政庁の裁量処分について，従

なければならない，と定めていること

来の学説は，裁判所による司法審査が及

（旧炉規法第24条第２項）に照らし，
「技

ぶものを「羈束裁量」，行政の自由裁量

術的能力を含めた原子炉施設の安全性に

に任せて裁判所が審理しないものを「便

関する審査…（略）…においては，原子

宜裁量」と二分する判断基準を唱えてい

力工学はもとより，多方面にわたる極め

たが，現在ではかかる二分論は妥当せ

て高度な最新の科学的，専門技術的知見

ず，いわゆる便宜裁量行為についても，

に基づく総合的判断が必要とされるもの

行政庁の裁量権の踰越・濫用の有無につ

であることが明らかであ」り，このよう

いて常に裁判所で審理されると解されて

な「審査の特質を考慮し，右各号所定の

いる３。

基準の適合性については，各専門分野の

②

主張立証責任の所在

学識経験者等を擁する原子力委員会の科

伊方最高裁判決は，原子炉設置許可処

学的，専門技術的知見に基づく意見を尊

分の取消訴訟における主張立証責任につ

重して行う内閣総理大臣の合理的な判断
にゆだねる趣旨と解するのが相当であ
る。
」と判示している。ここでは，「専門

２

高橋利文「最高裁判所判例解説民事篇

平成４

年度」399頁以下
３

技術的裁量」という言葉こそ用いられて

― 14 ―

原田尚彦「行政法要論」（全訂第七版）学陽書
房，2012年
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いて，
「被告行政庁がした右判断に不合

（MOX 燃料）を用いること，②冷却材と

理な点があることの主張，立証責任は，

して，既に実用化されている軽水炉のよう

本来，原告が負うべきものと解される」

に水を使うのではなく，ナトリウムを使う

と従来の一般論を述べた上で，「当該原

こと等が挙げられるが，特にナトリウム

子炉施設の安全審査に関する資料をすべ

は，アルカリ金属の一種であって酸化反応

て被告行政庁の側が保持していることな

が激しく，取扱いに注意を要する危険物質

どの点を考慮すると，被告行政庁の側に

であり，名古屋高裁金沢支部でも原子炉施

おいて，まず，その依拠した前記の具体

設の安全性を巡る主要な争点の一つとなっ

的審査基準並びに調査審議及び判断の過

た。

程等，被告行政庁の判断に不合理な点の

そして，もんじゅ控訴審判決は，各争点

ないことを相当の根拠，資料に基づき主

のうち，①二次冷却材（＝ナトリウム）漏

張，立証する必要があり，被告行政庁が

えい事故について，床ライナ５が破損して

右主張，立証を尽くさない場合には，被

いたが，その結果生じるコンクリートとナ

告行政庁がした右判断に不合理な点があ

トリウムの接触反応の検討が不十分であっ

ることが事実上推認されるものというべ

たこと，②蒸気発生器伝熱管破損事故につ

きである」という修正を行った。

いて，考慮すべき高温ラプチャ６による破

③

損伝播の可能性を審査しなかったこと（よ

設置許可の段階における安全審査の
対象

り危険性の低い破損方法しか考慮していな

伊方最高裁判決は，設置許可の段階に

かった。
），③炉心崩壊事故について，炉心

おける安全審査の対象について，各規制

損傷後の最大有効仕事量（機械的エネルギ

が段階的に行われることとされている旧

ーの上限値の設定）である380J（ジュー

炉規法の構造に照らして，「当該原子炉

ル）が低過ぎ，炉規法が期待するような科

施設の安全性にかかわる事項のすべてを

学的・専門技術的見地からの慎重な調査審

その対象とするものではなく，その基本

議を尽くしたと認められないことの三点を

設計の安全性にかかわる事項のみをその

問題視し，原子力委員会の調査審議及び判

対象とする」と述べている。

断の過程に，伊方最高裁判決で示された
「看過し難い過誤，欠落」があったものと

（3）もんじゅ控訴審判決

して，原子炉の設置許可を違法・無効とし

伊方最高裁判決以後の行政訴訟で，原子

た。

炉設置許可処分の違法性が認められたの

なお，もんじゅ控訴審判決は，無効判断

は，高速増殖炉「もんじゅ」を巡る高裁判

に つ き，
「原子炉設置許可処分について

決１件だけである。

は，原子炉の潜在的危険性の重大さの故に

「もんじゅ」は，福井県敦賀市にある旧
動力炉・核燃料開発事業団（動燃）・現独
立行政法人日本原子力研究開発機構の高速

４

http://www.jaea.go.jp/04/turuga/anncer/page/

増殖炉の「原型炉」であり，「原型炉」と
は「実証炉を建設する前に技術的な課題を

syousai/1‑2.html
５

冷却剤であるナトリウムとコンクリートとの接
触を防ぐためのもの。

摘出・解決し，発電プラントとして実証す
ることを主目的」とする原子炉である４。

６

「もんじゅ」の特徴としては，①核燃料と
して，ウランとプルトニウムの混合酸化物
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蒸気発生器伝熱管が破損して，ナトリウム・水
反応によって生じた高温のために，破損した伝熱
管に隣接する健全な伝熱管までが破損するメカニ
ズムの一つ。
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特段の事情がある」として，無効要件は

に並んで，柏崎刈羽原発１号機の原子炉設

「違法（瑕疵）の重大性をもって足り，明

置許可処分取消請求訴訟における最高裁決

白性の要件は不要と解するのが相当であ

定（最判平成21年４月23日決定。以下「柏

る」と判示していることにも特徴がある

崎刈羽最高裁決定」という。
）についても
触れておく必要がある。

（一般的には，無効要件としては違法の重
大性及び明白性が必要とされている。もん

最高裁では，新潟県中越沖地震の際，原

じゅ控訴審判決は，最高裁が課税処分にお

発施設に到来した地震動が基準地震動を大

いて重大性のみを理由に無効確認判断をし

きく上回るものであったこと，設置許可の

た例があることを根拠として上記判断をし

時点で，この地震を惹き起こしたと見られ

ている。
）
。

る活断層は見落とされて全く検討されてい
なかったことから，中越沖地震で得られた

（4）もんじゅ最高裁判決
しかし，同裁判の上告審である最高裁

知見に基づけば，設置許可処分に看過し難

は，高裁が指摘した三点いずれについて

い過誤・欠落があったというべきではない

も，行政庁の看過し難い過誤，欠落はない

か，という点が大きな争点となった。

と判示した（しかも，①の点については

しかし，同決定は，「原審の口頭弁論終

「原審が二次冷却材ナトリウム漏えい事故

結後の平成19年７月16日，本件原子炉の近

に関する安全審査の瑕疵として指摘する事

傍海域の地下を震源とする新潟県中越沖地

項は，原子炉設置の許可の段階の安全審査

震が発生したところ，この点は，法律審と

の対象とならない事項に関するものであ

しての当審の性格，本件事案の内容，本件

る。
」 と し て， 伊 方 最 高 裁 判 決 が 示 し た

訴訟の経緯等にかんがみ」て，原審口頭弁

「基本設計論」を用いて安全審査の対象外

論終結後の事実認定を行うことはできない
という理由で上告受理を却下した。

とした。
）
。そして，法律審であるにもかか
わらず，事実認定を大幅に書き換えること

もんじゅ最高裁判決において，法律審で

によって事実上の認定を行い，高裁判決を

あるにもかかわらず，認定事実を大幅に変

破棄・自判して，無効確認を求めた原告を

更して住民側を逆転敗訴させた最高裁が，

逆転敗訴させた（最判平成17年５月30日民

一方では法律審であることを理由として中

集59巻４号671頁。以下「もんじゅ最高裁

越沖地震で得られた知見（そもそも「事

判決」という。
）。

実」ではなく，伊方最高裁判決で認められ

なお，この高速増殖炉もんじゅは，トラ

た「現在の科学技術水準」のはずだとの指

ブルが相次ぎ，奇しくも控訴審判決の妥当

摘もある。
）を判断に反映させなかった本

性が露呈してしまっている。

決定に対しては，結局，最高裁は，法律審

すなわち，1995年12月８日にナトリウム

であることを，住民側を敗訴させるための

漏えい事故が発生し，その影響で2010年５

方便として利用しているのではないかとの

月まで運転を停止していた。続く2010年８

批判も強い。

月26日には炉内中継装置を原子炉内に落下
させる事故が発生し，装置取り出しは難航
して2011年６月まで完了せず，現在もまだ

３

民事訴訟の概要

（1）法的枠組み

運転が再開されていない状態である。

冒頭の裁判結果一覧から分かるように，

（5）柏崎刈羽最高裁決定

原発訴訟は，1970年代から80年代にかけ

行政訴訟としては，もんじゅ最高裁判決
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て，主に行政訴訟として争われてきた。し
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かし，伊方最高裁判決により審理対象が基

設から放出される放射性物質に起因する

本設計のみにとどまるとされたことや，取

放射線による障害の発生の可能性の全く

消訴訟の出訴期間が短いことなどもあっ

存在しないこと」と解すると，「原子炉

て，次第に，直接原子炉の危険性を争う民

施設の建設及び運転はおよそ不可能とい

事訴訟が主流となっていった。

うことにならざるを得ない」とし，「も

民事差止訴訟は，個人の人格権や環境権

しも，人間社会において存在する物質・

を根拠に原子炉等の運転の差止めを求める

機器・施設等…（略）…が，すべて，人

ものであり，被告は国・行政庁ではなく，

間の生命・身体に対する侵害又は侵害の

原子炉を運転する電力事業者である。ま

可能性が零でなければならないとするな

た，取消訴訟と異なり，出訴期間の制限は

らば，原子力発電所のみならず，放射線

特にない。

を発生するエックス線撮影，テレビ，夜

住民が人格権に基づいて原発運転の差止

光時計等，あるいは，火力発電所，水力

めを求める権利があると最初に認めた裁判

発電所，自動車，航空機など，放射線の

例は，東北電力女川原発１，２号機運転等

問題と離れて考えてみても，現代社会に

差止訴訟第一審判決（仙台地裁平成16年１

おける文明の利器はそのほとんどがその

月31日判時1482号３頁。以下「女川一審判

存在を否定されざるを得ない」として，

決」という。
）である。

原発の危険性の質を問題とせず，テレビ

同判決は「個人の生命・身体の安全を内

等の文明の利器の範疇の一つとした上

容とする人格権は，物権の場合と同様に排

で，絶対的安全性が要求されるとの見解

他性を有する権利というべきであり，生

を採らないことを明らかにした。

命・身体を違法に侵害され，又は侵害され

そして，電力需給の観点からして，原

るおそれのある者は，人格権に基づき，加

発の必要性が存在することを考え合わせ

害者に対し，現に行われている侵害行為を

ると，「原子炉施設に求められる安全性

排除し，又は将来生ずべき侵害を予防する

とは，…（略）…放射性物質の放出を可

ため，侵害行為の差止めを求めることがで

及的に少なくし，これによる災害発生の

きる」と判示した。女川一審判決以後，人

危険性をいかなる場合においても，社会

格権に基づく原発運転の差止請求を求める

観念上無視し得る程度に小さいものに保

ことができることは争いがない。

つことにあると解すべきである」と判示

一方で，環境権に基づく差止請求につい

し，電力需給を考慮すべき要素とした上

て は， 女 川 一 審 判 決 に お い て，「 民 訴 法

で「放射線による障害の発生の可能性が

上，請求権としての民事裁判の審査対象と

社会観念上無視し得る程度に小さい」場

しての適格性を有しないとはいえないか

合には，差止請求は否定されるべきとし

ら，本件訴えは適法である」として却下で

た。

はなく棄却していることが注目されるが，

伊方最高裁判決の「万が一の危険性」

以後，これを正面から認めた裁判例はな

に比べて，原発の危険性に関する認識が

い。

希薄であり，安全性の判断基準も原発を

（2）女川一審判決
①

文明の利器と規定し，利便性を考慮する

原子炉施設の安全性の意義

等，原発利用を前提とした緩やかな基準

女川一審判決は，まず，原子炉施設に
求められる安全性について，「原子炉施
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おいて違法性を判断するに当たり，一般

れる立証を尽くした場合には，安全性に

に， い わ ゆ る「 受 忍 限 度 論 」
，すなわ

欠ける点があることについての右の事実

ち，違法性は「侵害行為の態様と侵害の

上の推定は破れ，原告らにおいて，安全

程度，被侵害利益の性質と内容，侵害行

性に欠ける点があることについて更なる

為のもつ公共性ないし公益上の必要性の

立証を行わなければならないものと解す

内容と程度等を比較検討するほか，侵害

べきである」とした。

行為の開始とその後の継続の経過及び状

（3）浜岡一審判決

況，その間にとられた被害の防止に関す

女川一審判決が示した上記判断枠組み

る措置の有無及びその内容，効果等の事

は，その後多くの民事訴訟において基本的

情をも考慮し，これらを総合的に考察し

には踏襲されていったが，浜岡原発運転等

て」決めるとする考え方を採用している

差止訴訟第一審判決（静岡地判平成19年10

（大阪国際空港事件。最大判昭和56年12

月25日。以下「浜岡一審判決」という。
）

月16日民集35巻10号1369頁）
。しかし，

に代表されるように，次第に矮小化され，

原発訴訟においては，この受忍限度論は

原発の危険性や資料の偏在など，当事者間

必ずしも採用されていない。

の正義・公平の観点から被告が一次的に行

②

うべきとされたはずの立証の負担は，事実

立証責任
立証責任について，女川一審判決は，

「人格権に基づく差止訴訟一般の原則ど

上ないに等しい程度にまで後退していっ
た。

おり，原告」が，原子炉施設の「安全性

すなわち，浜岡一審判決では，主張立証

に欠ける点があり，原告らに被害が及ぶ

責任について，
「原子炉施設の内包する危

危険性があること」について立証すべき

険性」及び「証拠が偏在していること」な

であるとし，原発訴訟においては，原告

どの事情に照らして，「被告は，当該原子

が，放射性物質の発生，外部へ放出され

炉施設が原子炉等規制法及び関連法令の規

る可能性，拡散の可能性，原告らの身体

制に従って設置，運転されていることにつ

への到達の可能性，被害発生の可能性の

いてまず主張立証する必要があり，被告が

すべてについて立証責任を負うべきであ

その主張立証を果たさないときは，人格権

る，という原則論を展開しつつも，原告

侵害の具体的危険性の存在を推認する」と

らがこれらの点について「必要な立証を

し，被告がこれを立証したときは，原則ど

行っていること，…（略）…安全性に関

おり，
「原告らにおいて，上記国の諸規制

する資料をすべて被告の側が保持してい

では原子炉施設の安全性が確保されないこ

ることなどの点を考慮」し，「被告の側

とを具体的な根拠を示して主張立証すべき

において，まず，その安全性に欠ける点

である」とされた。

のないことについて，相当の根拠を示

この枠組みに従えば，原発が関係法令の

し，かつ，非公開の資料を含む必要な資

規制に従って設置，運転されていることは

料を提出したうえで立証する必要があ

当然であり，被告としては，設置許可申請

り，被告が右立証を尽くさない場合に

等の際に提出した資料を証拠として提出し

は，本件原子力発電所に安全性に欠ける

さえすれば，一次的な立証の負担を免れる

点があることが事実上推定（推認）され

ことになってしまう。これは，被告側の立

るものというべきである」と判示した。

証について，「相当の根拠を示し，かつ，

そして，被告において，上記「必要とさ

非公開の資料を含む必要な資料を提出した
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うえで」立証すべきとしている女川一審判

が過小であることから，被告が想定した基

決よりもさらに後退しているものといえ

準地震動を超える地震が志賀原発を襲う具

る。

体的可能性があり，その場合，様々な故障
が同時に，あるいは相前後して発生する可

（4）志賀２号機一審判決
志賀原発２号機の運転等差止訴訟一審判

能性が高く，被告が構築した多重防護も有

決は，民事訴訟で初めて人格権に基づく原

効に機能するとは考えられないとして，原

子炉の差止めを認めたものとして，極めて

告側が具体的危険性があることを相当程度

重要な判決である。

立証したものとされた。一方で，被告の立

本判決は，立証責任の一般論として，

証は，耐震設計審査指針に従って原子炉を

「差止請求権の存在を主張する者におい

設計，建設したことに重点がおかれ，原告

て，人格権が現に侵害され，又は侵害され

の主張立証に対しては積極的な反論が乏し

る具体的危険があることを主張立証すべき

く，その当時調査審議継続中の新耐震設計

であ」ると述べつつ，原発の持つ危険性や

審査指針が制定されれば，その適合性の確

資料の偏在等を理由として，「原告らにお

認を行うと述べるにとどまり，その反証は

いて，被告の安全設計や安全管理の方法に

成功していないとして，周辺住民が許容限

不備があり，本件原子炉の運転により原告

度を超える放射線を被ばくする具体的危険

らが許容限度を超える放射線を被ばくする

性があること推認すべきとした。

具体的可能性があることを相当程度立証し

そして，実際に差止めを認めるべきか否

た場合には，公平の観点から，被告におい

かは受忍限度論を用いることとした上で，

て，原告らが指摘する『許容限度を超える

運転差止めによる影響に比べて，周辺住民

放射線被ばくの具体的危険』が存在しない

の生命，身体，健康に与える悪影響は極め

ことについて，具体的根拠を示し，かつ，

て深刻であり，周辺住民への人権侵害の具

必要な資料を提出して反証を尽くすべきで

体的危険は受忍限度を超えているものとし

あり，これをしない場合には，上記『許容

て，原子炉の運転差止めを認めた。

限度を超える放射線被ばくの具体的危険』

（5）志賀原発２号機控訴審判決

の存在を推認すべきである」と判示した。

しかし，上記事件の控訴審（名古屋高金

その上で，本判決は，原告の主張のう

沢支判平成21年３月18日判時2045号３頁。

ち，地震・耐震設計の不備からくる危険性

以下「志賀２号機控訴審判決」という。）

について，①原子炉施設の耐震設計の前提

は，女川一審判決とほぼ同様の安全性の意

となる基準地震動の策定に用いられた手法

義及び立証責任論を展開した。すなわち，

（いわゆる「大崎の方法」）は，手法が開発

「本件原子炉の安全性については，控訴人

された当時から地震学による地震メカニズ

（事業者）の側において，まず，その安全

ムの解明が進展していたためその限界が明

性に欠ける点のないことについて，相当の

らかになってきており，また，同手法によ

根拠を示し，かつ，必要な資料を提出した

る予測を大幅に超える地震動を生じさせた

上で主張立証する必要があ」るが，
「本件

地震が現に発生していることから，その妥

原子炉施設が本件安全審査における審査指

当性自体に疑問があること，②直下地震と

針等の定める安全上の基準を満たしている

して M6.5の地震しか想定していないが，

かについて…（略）…検討し，これらが満

この想定が過小であること，③志賀原発に

たされていることが確認された場合には，

近い邑知潟断層帯が惹き起こす地震の想定

控訴人は，本件原子炉に安全性に欠ける点
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がないことについて，相当の根拠を示し，
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かつ必要な資料を提出した上での主張立証
…（略）…そして控訴人において，本件原

なぜ司法は福島第一原発事故を防
げなかったのか

子炉の安全性について前記説示の主張立証

原発訴訟における司法審査の在り方を考え

を尽くした場合は，本来主張立証責任を負

る上で，我々が真っ先に考えなければならな

う被控訴人（住民）らにおいて，…（略）

いことは，福島第一原発事故で明らかになっ

…具体的危険があることについて，その主

た原発技術の問題点は，これまでの原発訴訟

張立証責任に適った主張立証を行わなけれ

において既に指摘されていたことであるとい

ばならない。」と述べ，一審を取り消して

う視点である。

を尽くしたことになるというべきである。

１

それにもかかわらず，どうして司法は福島

差止請求を棄却したのである。
志賀原発においては，原審後，過去の臨

第一原発事故を未然に食い止めることができ

界事故等の隠蔽が発覚し，また，2007年３

なかったのか，これまで司法判断の枠組みに

月25日には，同原発敷地を基準地震動を超

どのような問題点があったのかを明らかにし

える揺れが襲い，さらに，同年７月16日の

なければならない。

中越沖地震で，柏崎刈羽原発に，基準地震

後述するように，ドイツでは，いくつもの

動450ガルの４倍を超える1699ガルの揺れ

厳しい司法判断が重ねられ，その後の脱原発

が襲ったという事実があったにもかかわら

政策に大きくつながっていった。ドイツは地

ず，周辺住民への生命，身体，健康が現に

震がほとんど起きない国であるが，そのドイ

侵害され，又は侵害される具体的危険性が

ツの裁判官が示す慎重さが，地震国である日

あるものと認めるには足りないとされた。

本の裁判官にもあれば，福島第一原発事故は
防げた可能性がある。

（6）福島第一原発事故までとその後

以下，このような視点を持ちつつ，従来の

その後も原告敗訴の流れは変わらず，島
根原発１，３号炉（松江地判平成22年５月

原発裁判の問題点を指摘したい。

31日）など，差止請求を棄却する判決が続

２

いた。
そのような状況の中，2011年３月11日に

伊方最高裁判決の評価

（1）評価されるべき点

東日本大震災が発生し，大規模な地震及び

原発訴訟は「科学裁判」と呼ばれ，専門

津波に襲われた福島第一原発で過酷事故が

技術的要素を持つ行政判断に対する裁判所

発生した。福島第一原発事故では，地震に

の審査密度や立証責任の在り方等につい

よる緊急停止後の核燃料の冷却に失敗し，

て，これまで活発な議論がなされてきた。

炉心溶融を惹き起こし，格納容器も破損し

そして，前述のとおり原発裁判のリーディ

て放射性物質が東北・関東，さらには東海

ングケースとなっている伊方最高裁判決

地方まで拡散し，人々の生活や産業に大き

は，行政訴訟，民事訴訟を問わず，他の原

な被害を与える事態に至ったが，これは，

発裁判全てに適用されるべき点と，問題の

住民らが，裁判によって長年未然に防ごう

大きい点（特に民事訴訟には当てはまらな

と努めてきた人格権の侵害が，まさに現実

い点を含む。
）とが混在している裁判例で

の形で起きてしまった悲劇というほかな

もあり，これらを明確に区別する必要があ

い。

る。
①
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従来の司法の問題点

が主張していた「実体的判断代置方式」
，

の手続を定めた趣旨について，深刻な原

すなわち，裁判所が行政庁の立場に立っ

発災害が「万が一」にも起こらないよう

て処分の適否を全面的に審査する方式を

にすることにあることを確認した。

採用しないことを明らかにした。

このことは極めて重要であり，福島第

行政庁の専門技術的裁量を認める実質

一原発事故を経験した今，我々は，改め

的な理由は，裁判官に，原発の安全性を

て原発事故がいかに途轍もない被害をも

判断する能力がないとの事実認識にある

たらすものであるか目の当たりにし，ま

と考えられる。そのため，最高裁が原子

た，今後ますます被害が広がる可能性が

炉設置許可処分を専門技術的裁量処分と

高いことを痛切に感じているところであ

認めたことは，行政訴訟，民事訴訟にか

る。今後，日本において，福島第一原発

かわらず，その後原発訴訟を担当した裁

事故のような深刻な災害が万が一にも起

判官に対し，専門家の判断をなるべく尊

こってはならないことは，女川一審判決

重するようにというメッセージを与えて

の表現を用いれば，国民一般の「社会観

しまったと考えられる。

念」になったと言ってよく，これからも
あらゆる原発裁判において確認されるべ

しかし，このような理解は，二つの意
味で妥当ではない。

き事柄である。伊方最高裁判決は，この

一つは，行政訴訟における裁量論が，

ような確認を行った点で，非常に評価で

直ちに民事訴訟にも適用されるのか，と

きる。

いう点である。確かに，行政訴訟は，行

②

政処分の適法違法を判断するものであ

違法判断の基準時
伊方最高裁判決は，具体的審査基準に

り，行政処分に一定の裁量が認められる

不合理な点があるか否か，具体的審査基

か否かは，違法性判断に直接影響を与え

準に適合するとした原子力委員会等の審

る事項である。

議判断の過程に過誤，欠落があるか否か

しかし，民事訴訟における審査の直接

は，
「現在の」科学技術水準に照らして

の対象は，あくまでも原子炉等の現在の

判断されるべきことを明示した。

安全性であり，設置許可処分が違法であ

一般的には，行政処分の違法判断の基

れば，現在の安全性も担保されないこと

準時は，処分時と解されている。原発訴

となる，という意味では設置許可処分に

訟がその例外であることを明示したの

裁量が認められるか否かは問題になると

は，原子炉規制法の趣旨が原発災害を

しても，裁量が認められるからといっ

「万が一」にも起こらないようにするこ

て，原子炉等が安全であるとは直ちには

とにあるとの認識から導かれたものと考

いえないはずである。これまでの裁判例

えられ，この点でも高く評価できる。

は，この点を混同していたのではないか
と思われる。

（2）問題の大きい点
①

なお，この点に関しては，福島第一原

専門技術的裁量論
伊方最高裁判決は，
「専門技術的裁量」

発事故後初の本訴判決である，2014年５

という用語は用いなかったものの，前述

月21日の大飯原発福井地裁判決（以下

のとおり，行政庁の判断に専門技術的裁

「大飯一審判決」という。
）の内容が注目
される。詳細については第４節第２の３

量が認められることを示した。
これによって，最高裁は，一部の学者
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二つ目は，専門技術的裁量の内容・範

法，使用済燃料の再処理及び輸送の方

囲は，殊に原発訴訟については，極めて

法，温排水の熱による影響等は，安全審

限定的でなければならない，という点で

査の対象にならないとした。
したがって，原告住民側が違法事由と

ある。
伊方最高裁判決の高橋利文調査官解説

して主張した点の多くは判断すらなされ

によれば，
「本判決が，殊更に『専門技

なかった。例えば，前述のもんじゅ最高

術的裁量』という用語を用いなかったの

裁判決のように，控訴審判決において認

は，…（略）…下級審裁判例にいう『専

められていた「看過し難い過誤・欠落」

門技術的裁量』が，安全審査における具

が，最高裁では，基本設計にあたらな

体的審査基準の策定及び処分要件の認定

い，という仕方で，行政側を救済するた

判断の過程における裁量であって，一般

めの論法として利用されることとなって

にいわれる『裁量』
（政治的，政策的裁

しまった。これによって行政訴訟の限界

量）とは，その内容，裁量が認められる

を示されたため，以後，原発の建設・運

事項・範囲が相当異なるものであること

転の是非を法廷に持ち込もうとする住民

から，政治的，政策的裁量と同様の広汎

は，民事訴訟を選択することが多くなっ

な裁量を認めたものと誤解されることを

ていった。

避けるためであろう」とされている。

③

そして，伊方最高裁判決は，設置許可

立証責任論
ア

最高裁は，
「被告行政庁がした判

手続の趣旨について，深刻な原子炉災害

断に不合理な点があること」の主張立

が万が一にも起こらないようにするため

証責任の所在について，本来，原告が

に行政庁に審査を行わせることにある，

負うべきものであるが，「当該原子炉

というのであるから，決して「よほどの

施設の安全審査に関する資料をすべて

ことがない限り行政庁の判断を尊重す

被告行政庁の側が保持していることな

る」というような広範な裁量を認めたも

どの点を考慮すると，被告行政庁の側

のではない。

において，まず…（略）…被告行政庁

そうではなく，行政訴訟において，裁

の判断に不合理な点のないことを相当

判所は，原子炉等による災害が万が一に

の根拠，資料に基づき主張，立証する

も起こらないようにするための審査が十

必要があり，被告行政庁が右主張，立

分に行われたか否か，という観点に立っ

証を尽くさない場合には，被告行政庁

て，審査基準に，
「災害が万が一にも起

がした右判断に不合理な点があること

こらない」ことを疑わせるような不合理

が事実上推認される」と判示した。

な点がないか，もしくは，判断過程に，

イ

これについては，学説が主張して

「災害が万が一にも起こらない」という

いる事案解明義務の法理を実質的に承

観点に照らして見過ごすことのできない

認したとか，立証責任を転換したもの

過誤・欠落がないか，という点について

とかいった評価等がなされた一方で，

判断しなければならない。

女川一審判決以下の民事訴訟において

②

は，この伊方最高裁判決の趣旨が矮小

安全審査の対象
原子炉設置許可の段階での安全審査の

化されて採用されることになってしま

対象は，基本設計についての安全性であ

った。民事訴訟における矮小化につい

り，高レベル放射性廃棄物の最終処分方

て述べる前に，伊方最高裁判決の立証
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責任論について，従来論じられていな

対的評価によって評価され尽くしてい

かった観点から述べてみたい。

るから，それ以外の立証活動によって

ウ

伊方最高裁判決によれば，要証事

実である「被告行政庁がした判断に不

「推認が破れる」ことも想定できない
のである。
そうすると，上記判示に従うと，原

合理な点があること」
（Ａ）
については，
本来的に原告に主張，立証責任がある

子炉設置許可処分取消訴訟は，被告行

が，他方，被告において，本来の要証

政庁が，
「被告行政庁の判断に不合理

事実を180度裏返した事実，すなわち

な点のないこと」を立証できたか否か

「被告行政庁がした判断に不合理な点

について攻防が行われ，立証できれば

のないこと」
（−Ａ）について主張，

原告の請求は棄却され，立証できなけ

立証する必要があり，これを「尽くさ

れば認容されるという，立証責任論か

ない」場合，すなわち，真偽不明を超

ら見れば，単純な構造で訴訟が追行さ

えて裁判官に確信を抱かせることがで

れることになるというのが論理的帰結

きない場合は，要証事実があることが

であり，これによって，立証責任は，

推認されるというのである。

事実上転換されたと解するべきなので

ここで，
「推認」という概念を使用

はないか。

しているので，推認が「破れる」こと

エ

ところで，この点について，調査

があり得るように受け止める向きがあ

官解説は，上記伊方最高裁判決の趣旨

るかもしれない。しかし，ここにいう

にそぐわないと思われる解説をしてい

「推認」の概念は，通常の「事実上の

る。すなわち，調査官は，
「本判決は

推定」とは全く異なる概念であること

…（略）…下級審裁判例の見解と基本

に留意する必要がある。例えば，要証

的には同様の見地に立って（立証責任

事実Ａの立証責任を負担する当事者

論について）判示した」（括弧内は執

が，間接事実ａ，ｂ，ｃを立証したこ

筆者が補った）と述べた上，下級審裁

とによって要証事実Ａが推定される場

判例の見解を「まず，被告行政庁の側

合，相手方は間接反証ｄを立証するこ

において，その裁量的判断に不合理な

とによって推定を破ることができる。

点がないこと，すなわち，その依拠し

しかし，本件の場合は，本来的な立証

た具体的審査基準及び当該原子炉施設

責任を負担する原告の立証活動ではな

が右の具体的審査基準に適合するとし

く，被告の立証活動によって原告の要

た判断に一応の合理性があることを…

証事実を推認するのであるから，被告

（略）…主張立証する必要があ」ると

の立証活動の相対的評価（被告が右主

まとめ，
「不合理な点がないこと」を

張，立証を尽くさなかったという評

「一応の合理性があること」に言い換

価）の結果要証事実が推認されたの

えた（同426〜427頁）
。すなわち，被

に，なおこれが破れるという事態は想

告が主張立証すべき対象事実のレベル

定できない。なぜなら，被告の立証活

を下げ，これを要証事実「−Ａ」では

動の相対的評価によって原告の要証事

なく，あたかも間接事実「−ａ」であ

実が推認されるのに，それが原告の立

るかのように言い換えたのである。

証活動によって「破れる」ことは有り

最高裁調査官の上記解説に従えば，

得ないし，被告の立証活動は，上記相

被告行政庁が，その判断に「不合理な

― 23 ―

第１章

事故防止，人権侵害予防のための司法の改革

次に述べるように大いに問題がある。

点がないこと」を主張立証したとして
も，それは，
「一応の合理性があるこ

（2）
「一応の安全性」という矮小化

と」を主張，立証したにすぎないか

①

民事差止訴訟において，初めて立証

ら，それだけでは訴訟の決着はつか

責任論を展開した女川一審判決の内容に

ず，原告側が，「一応の合理性はあっ

ついては前述したとおりであるが，この

ても真の合理性はないこと」の主張立

説示は，理解が困難である。

証に成功すれば請求認容判決が出る

被告が「安全性に欠ける点がないこ

し，失敗すれば，請求棄却判決が出る

と」を立証した場合でも，原告が「安全

ことになる。その場合，真偽不明の負

性に欠ける点があること」を立証できる

担は原告側が負うことになり，立証責

というのであるから，被告の立証命題で

任は，原告側が負担することになるの

ある「安全性に欠ける点がないこと」と

である。

原告の立証命題である「安全性に欠ける

調査官解説は，最高裁判決の趣旨を

点があること」とは，一枚のコインの裏

正しく理解したいと考える現場の裁判

表ではあり得ない。裁判所は，前者は後

官に対し，大きな影響力を持っていた

者よりもレベルが低いものと想定してい

し，実際，女川一審判決以下の民事訴

るとしか理解できず，それが，例えば，

訟においては，この調査官解説による

最高裁調査官がいう「一応の安全性」な

誤導に基づいた判断がされていると考

のであろう。すなわち，この裁判例の説

えられる。調査官の上記理解は，判文

示は，最高裁調査官の上記判例解説の内

に存在しない「一応の合理性」などと

容を前提にして，初めて理解できるので

いう概念を持ち出した点において相当

ある。

ではない。また，
「被告行政庁が右主

その結果として，原発の危険性や資料

張，立証を尽くさない場合には，被告

の偏在など，正義・公平の観点から修正

行政庁がした右判断に不合理な点があ

されたはずの立証責任・立証の負担が，

ることが事実上推認される」とした判

事実上，ほとんど修正されていないのと

決の趣旨にも沿わないというべきであ

同様にまで矮小化されてしまった。
なお，その後同様の説示は，原発訴訟

る。

以外の科学裁判でも採用されている（例

３

伊方最高裁判決後の民事差止訴訟

えば長良川河口堰建設差止請求訴訟第一
審判決。岐阜地判平成16年７月20日判時

（1）伊方最高裁判決を踏まえた判断
その後，事業者を被告として提起された

1508号29頁）
。

民事差止訴訟における立証責任について，

②

裁判所は，基本的には，伊方最高裁判決が

い「一応の安全性」が明記されることに

示した立証責任論の枠組みを前提として判

なる。すなわち，浜岡一審判決は，立証

断してきた。原子炉施設の安全性に関する

責任について，前述のように女川一審判

資料を全て被告事業者側が保持しているこ

決をさらに後退させた枠組みを用いた

とを考慮すれば，被告事業者側に原発の安

が，被告事業者が立証すべき「一応の安

全性に欠ける点のないことを立証させる，

全性」について，「当該原子炉施設が炉

という点については基本的に支持されるべ

規法及び関連法令の規制に従って設置運

きであるが，その判断の内実については，

転されていること」であると明示した。
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次いで，志賀原発２号機控訴審判決

この判決は，本来的に立証責任を負う原

も，立証責任について前述のとおり判断

告の立証の負担を軽減し，他方，被告がな

し，被告事業者が立証すべき「一応の安

すべき「反証」に高度のものを求めて，事

全性」とは，
「本件原子炉施設が本件安

実上，立証責任の転換を果たしているもの

全審査における審査指針等の定める安全

と評価でき，伊方最高裁判決が示した立証

上の基準を満たしていること」であると

責任論とは，判断の枠組みこそ異なるもの

した。

の，深刻な原子炉災害を「万が一にも起こ

しかし，浜岡一審判決や志賀２号機控

さないようにする」という目的に沿って，

訴審判決の立証責任論は極めて不当であ

被告側に重い立証の負担を負わせて公平を

る。被告事業者は，原子力安全委員会か

実現しようとした同判決の精神に沿うもの

ら，当該原子炉施設が安全設計審査指針

と評価できよう。

類に適合しているとの判断を得て設置許

なお，原発以外の危険施設の運転や操業

可処分を受けているのであるから，被告

差止請求訴訟や仮処分事件においては，志

事業者において，当該原子炉が「炉規法

賀２号機一審判決と同様の立証責任論をと

及び関連法令の規制に従って設置運転さ

った裁判例がある。例えば，原告側が「受

れていること」や「当該原子炉施設が安

忍限度を超える公害被害の一般的抽象的蓋

全審査における審査指針等の定める安全

然性のあること」の立証をすれば，被告側

上の基準を満たしていること」は当然で

が受忍限度を超える公害は発生しないと断

あるし，これを立証することは容易なは

言できるだけの対策がある旨の立証を尽く

ずである。原発の安全性についての問題

さない限り，その建設は許されないとした

点は，①当該原発が審査指針類の定める

徳島市ごみ焼却場建設差止仮処分申請事件

安全基準を満たしているかだけでなく，

一審判決（徳島地判昭和52年10月７日判時

②審査指針類自体の合理性，③安全審査

864号38頁）や，原告らが「受忍限度を超え

の対象とならなかった事項についての安

る程度での被害発生をもたらすおそれがあ

全性等であるのに，これらの裁判例の判

るであろうと推認しうる事実」を立証すれ

断枠組みでは，少なくとも②③について

ば，被告側で被害発生のおそれがないか若

は，全面的に原告側に立証責任が課せら

しくはおそれがないことを推認し得る事実

れることになる。これが，
「当該原子炉

を立証しない限り，前記の推認を覆すこと

施設の安全審査に関する資料をすべて被

はできないとした伊達火力発電所建設等差

告行政庁の側が保持していることなどの

止請求訴訟一審判決（札幌地判昭和55年10

点を考慮すると，被告行政庁の側におい

月14日判時988号37頁），原告側が「侵害発

て，まず…（略）…被告行政庁の判断に

生の高度の蓋然性についての一応の立証」

不合理な点がないことを相当の根拠，資

をした以上，被告側において，それにもか

料に基づき立証する必要があ」るとした

かわらず侵害発生の高度の蓋然性がないこ

伊方最高裁判決の趣旨に沿わないことは

とを立証すべきであるとした丸森町廃棄物

明らかではないだろうか。

処分場訴訟第一審決定（仙台地決平成４年
２月28日判時1429号109頁）等がある。

（3）志賀２号機一審判決の評価
福島第一原発事故前の民事差止訴訟にお
いて，独自の立証責任論をたてたのが志賀

４

２号機一審判決であった。

伊方最高裁判決後の行政訴訟

伊方最高裁判決後，もんじゅ控訴審判決や
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志賀２号機一審判決のように，原発の安全性

を続けてきたと総括できよう。

について真摯に向き合った判決が出された一

司法がこのような枠組みを用いてずさんな

方で，もんじゅ最高裁判決は，高裁判決の専

電気事業者の安全体制を追認し，規制側も同

権である事実認定さえ書き換え，原告勝訴判

様に事業者のいいなりになってしまったこと

決を理解困難な論理によって覆した。そし

によって，事業者はますます安全体制を軽視

て，柏崎刈羽最高裁決定は，明らかに看過し

するようになる，という状況こそが，まさに

難い過誤・欠落に該当する中越沖地震による

国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委

柏崎原発の3000か所もの同時故障の発生にも

員会で報告された「虜の理論」「安全神話」

かかわらず，高裁審理終了後の事柄だという

の正体であった７。

理由だけで，これを無視して判決を下した。

福島第一原発事故によって深刻な原子炉災

これら二つの最高裁判決の誤りが，下級審

害のすさまじさを目の当たりにした今日，裁

の裁判官を萎縮させ，司法の判断放棄，思考

判所が原発の安全性という科学的，専門技術

停止を招いたと評価することもできる。

的問題点にどのように取り組むのか，その際

実際，このような思考停止の結果として前

の判断枠組みをどう構築するのか，伊方最高

述の浜岡一審判決を捉えることができる。浜

裁判決の精神をどう取り戻すのか，どう活か

岡一審判決は，司法の自殺行為というべき無

していくのかが厳しく問われている。

惨なものだった。
例えば，浜岡一審判決は，班目春樹氏（原

第３

現在の原発裁判の状況と争
点の整理

子力安全委員会委員長（当時））や溝上恵氏
（地震防災対策強化地域判定会会長）らの証
言に基づいて割り切りを行い，「抽象的な可

１

現在の原発裁判の状況

能性の域を出ない巨大地震を国の施策上むや

福島第一原発事故の後に提訴され，現在も

みに考慮することは避けなければならない」

係属している訴訟は，以下のとおりである。

とした。しかし，不幸にも福島第一原発事故

番号

原発

類型

提訴日

備考

によってその誤りが実証されることとなっ

１

泊

差止

2011/11/11

札幌地裁

２

大間

無効
義務付け
差止

2014/ 4/ 3

東京地裁
函館市が提訴

３

東海第二

差止
無効

2012/ 7/31

水戸地裁

４

柏崎刈羽

差止

2012/ 4/23

新潟地裁

福島第一原発事故前の原発訴訟を振り返る

５

志賀

差止

2012/ 6/26

金沢地裁

と，伊方最高裁判決は，結論としては住民の

６

敦賀

仮処分

2011/11/ 8

大津地裁

請求を退けたものの，一般論として，特に設

７

美浜

仮処分

2011/ 8/ 2

大津地裁

置許可手続の趣旨，福島第一原発事故のよう

８

大飯

仮処分

2011/ 8/ 2

大津地裁

な深刻な災害は万が一にも起こってはならな

９

大飯

義務付け

2012/ 6/12

大阪地裁

10

大飯

差止

2012/11/30

名高金沢支部
一審認容

11

高浜

仮処分

2011/ 8/ 2

大津地裁

た。福島第一原発事故は，このような司法の
機能不全もその一因となって生まれた悲劇で
あったといっても決して過言ではない。

５

まとめ

いのだという視点から出発し，現在の科学技
術水準に基づいて判断されるとした点など，
見るべき内容の多い判示がされた。そうであ
るにもかかわらず，その後の裁判例は，伊方
最高裁判決が示した精神からジリジリと後退

７
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12

浜岡

差止

2011/ 7/11

静岡地裁

際にその判断を行ったことから，各地の訴訟

13

浜岡

差止

2011/ 5/27

静地浜松支部

では，早期の結審を求める動きが出てきてい

14

島根

無効
差止

2013/ 4/24

松江地裁

15

伊方

差止

2011/12/ 8

松山地裁

16

玄海

差止
国賠

2012/ 1/31

佐賀地裁

17

川内

差止
国賠

2012/ 5/30

鹿児島地裁

る。

３

現在の原発裁判における主要な争
点の整理

現在，多くの原発訴訟で争点となっている
点を最大公約数的に述べると，①原発訴訟に
おいてどのような判断枠組みが用いられるべ

このうち，２に挙げた，函館市大間原発訴

きか，②各原発施設が，規制委員会の定めた

訟は，津軽海峡を挟んで大間原発と隣接する

新規制基準に適合しているかどうか，③その

函館市が，地方自治体として初めて提訴した

前提として，新規制基準によって原発の安全

原発訴訟であり，訴訟の行方が注目されてい

性は保たれるか否か（特に，基準地震動の信

る。

頼性）
，並びに，④活断層や火山活動など，
各原発に深刻な被害を及ぼし得る自然現象の

２

大飯一審判決とその影響

存否及び被害の程度，というような各点と思

2014年５月21日，福井地方裁判所におい

われる。

て，大飯原発の差止めを認める判決が言い渡
参考文献

さ れ た（ 前 頁 の 表10）
。この大飯一審判決
は，提訴後約１年６か月の審理を経て，福島

・海渡雄一「原発訴訟」
（岩波新書，2011年）

第一原発事故後初めて言い渡された差止訴訟

・塩野宏「行政法Ⅱ」
（第５版補訂版，有斐
閣，2012年）

の本訴判決であり，今後の司法判断の在り方
を方向付ける，極めて重要な判決である。こ

・高橋利文「最高裁判所判例解説民事篇

平

成４年度」399頁以下

の内容や意義等については，第４節第２に譲

・井上佐知子「高速増殖炉『もんじゅ』をめ

る。

ぐる経緯」
（国立国会図書館，調査と情報

これまで，福島第一原発事故後に各地で提

第781号，2013年４月４日）

訴された裁判においては，被告側が積極的に
主張を行わず，裁判所も，新規制基準が策定

・原田尚彦「行政法要論」（全訂第七版）学
陽書房，2012年

され，その適合性判断が出されるまで判断を

・東京電力福島原発事故調査委員会報告書，

見送るというような動きが目立った。
しかし，大飯一審判決は，新規制基準適合
性とは別個に違法性判断を行い得るとし，実
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第３節
第１

ドイツにおける原発訴訟の経過

ドイツにおける原発裁判の
概要

子力の研究・平和利用の推進，②生命・健
康・財物の保護であったが，2002年に①が削
除され，代わりに「原子力の商業発電目的で

１

ドイツの原発裁判を検討する意味

の利用を秩序正しく終え，終結時までの秩序

今回，第57回人権擁護大会シンポジウム第

正しい操業を確保する」という目的に置き換

１分科会実行委員会委員は，脱原発政策を進

えられた。②は，憲法第２条の生命・身体の

めるドイツに行き，原発裁判を担当した弁護

保護に関する基本的権利に基づくものであ

士などから聞き取りを行った。ドイツでは，

り，その尊重は，ドイツの原発裁判の原則と

原発の許可に関し，裁判所の関与する部分が

して，原子力利用の促進という目的に優先す

多く，法的判断の事例も豊富である。ドイツ

る，と解されてきた。保護法益として財物が

の有名な行政法学者であるオッセンビュール

含まれている点は，函館市大間原発訴訟との

は，
「原子力発電所の許可は，裁判所の確認

関係で非常に興味深い。

（Bestätigung）を要する」と述べたとされ，

個々の原発設置に当たっては，州政府によ

この命題は，法律上のものではないものの，

る許可が必要であるが，州政府の行う許可は

ドイツにおける裁判的統制の実際を表してい

連邦の監督権限に服する。

８

ると評価されている 。

また，州政府の許可手続においては，住民

限られた資料で，全体像を把握したともい
えず，また，原子力法制度，裁判制度も違う

参加と情報公開の機会が保障されているが，
これも基本法の要請と解されている。

中で，聞き取った内容をそのまま我が国の原

原子力法上，許可要件は「科学と技術の水

発裁判に流用できないことは勿論であるが，

準に照らして，必要な損害予防措置が講じら

人権とのバランスをはかり原発の安全性を重

れていること」とされ，このことから後にも

視する考え方など，我が国での原発裁判にと

述べるような行政側にリスクを予防すること

っての教訓にすべきことが多数得られた。

を明らかにするべきとの立証責任の考えが導

なお，本報告の内容には，外国法制や実務

かれる。ただし，行政には，棄却裁量があ

に関する事項が多数含まれており，実行委員

り，たとえ許可要件を満たす場合でも，行政

会委員は，慎重に調査を行い，聴取を実施し

は裁量で許可申請を棄却することができる。

たが，本報告の内容に誤りがあれば，その責
は，実行委員会に帰するものであり，聴取に

３

裁判制度

協力いただいた訪問先の関係者の方々，参考

原発の許可などに関する争訟は，行政裁判

文献を提供いただいた関係者の方々によるも

所が管轄する行政訴訟のみであり，日本のよ

のでないことを付言する。

うに一般的な民事訴訟による差止請求類型は
稀有である。通常，州上級行政裁判所が第一

２

原子力法制度

審となり，行政訴訟の最高裁判所にあたる連

ドイツの原子力法は，1959年に連邦法とし

邦行政裁判所が上訴を取り扱う（ただし，

て成立し，そこに記されている目的は，①原

1978年の法改正以前は州行政裁判所が一審と
され，通常の行政訴訟事件と同様に三審制で

８

塩野宏「西ドイツ原子力訴訟の特色―技術と法
の関係の一局面―」
（ジュリスト No. 668，1978年）

あった。
）。原発裁判に関係する憲法問題につ
いては，連邦憲法裁判所が管轄を持つ。
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ドイツにおける危険性概念９

４

科学技術という人の営みは，人の生命・身

訴訟における一般的な権利保護の考え方は以

体や環境に影響を与えるが，その影響は，悪

下のとおりである。

影響が明白な場合から，影響が不確実な場合

（1）原告適格
原告の権利が侵害された可能性があれ

まで，様々な状態があり得る。日本では，こ

ば，訴えを提起することができる（原告の

れらを意識的に区別して規制していることは

権利が侵害されていないことが明らかな場

あまりないが，ドイツ環境行政法では，影響

合以外は肯定される点で，日本の議論とは

の態様によって，規制の在り方を区別してい

相当異なる。
）。

る。
そこで，ドイツの原発に関する司法判断を

（2）請求認容要件
原告の権利が侵害されたこと（違法が主
張されている規範が公衆の利益だけでな

見る前に，ドイツにおける危険性の三概念を
簡単に紹介する。

く，少なくとも個人的な利益の保護をも目

ドイツでは，危険性の性質に応じ，伝統的

的とし，原告が保護の対象となる個人（法

な警察法概念を前提に，「危険（Gefahr）
」

人や公共団体も含む）の範囲にして属して

「リスク（Risiko）
」
「残余リスク（Restrisiko）
」
の三つに区分する。この三つのいずれに該当

いること）が要件である。

す る か と い う 判 断 は，
「予期される侵害

（3）立証責任

（Beeinträchtigung）
」の性質や大きさと，そ

裁判所は事実関係を自ら調査する。
ただし，当事者は自分の領域に属する事
項について協力（主張立証）義務を負う。
なお，許可ということから，リスク予防

の発生蓋然性の程度との二つの相関関係によ
って決まる。
（1）
「危険」
（Gefahr）
ドイツ環境行政法における「危険」と

措置の検討を行ったことについては，行政

は，事態の経過が今後妨げられないとし

側に立証責任があるとされる。

て， あ る 行 為 や 状 態 が 十 分 な 蓋 然 性

（4）判断基準時
許可の時点を基準時として判断される。

（Hinreichende Wahrscheinlichkeit） を も
っ て 公 の 安 全・ 秩 序 の 保 護 法 益

（5）司法審査の密度
不特定概念の解釈について行政裁量を

（Schutzgut）に損害をもたらすような危険
性，とされている。

認めない（行政行為の要件を満たすかの
解釈において，行政の裁量は原則として

これが認められるためには，保護法益に

否 定 さ れ て い る。 た だ し，「 判 断 余 地 」

対する「損害」という一定規模以上の侵害

（Beurtilungs Spielraum）という考え方に

がなければならず，損害よりも侵害の程度

基づき司法に対する拘束力が例外的に肯定

が低い単なる「不利益（Nachteil）
」や「迷

されている。
）。

惑（Belästingung）
」では不十分とされる。

（6）執行停止効

また，
「十分な蓋然性」は，発生確率何パ

訴訟提起により，原則として執行が停止

ーセント以上，といった一定の確率を示す

される。ただし，行政は「公益上の特別の必

のではなく，反比例原則により，侵害の性

要性」を理由に，執行停止効を自ら除外で

質や大きさとの相関関係において規定され

きる。執行停止効の維持を巡る裁判（仮処
分）は，実務上は本案裁判の先取り機能を

９

果たしており，極めて重要な役割を持つ。
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る。侵害が大きければ，発生蓋然性は低く

市民によって甘受されるとされ，
「一定の

ても「十分な蓋然性」があることになる

蓋然性」は，実践理性の限界によって定め

し，侵害の大きさは，量的な側面だけでは

られるとされたのである。これは，後述す

なく，質的な側面（人の生命や身体に関わ

るカルカー決定によって明らかにされた概

るかどうか）からも判断される。

念である。

（2）
「残余リスク」
（Restrisiko）

（3）
「リスク」
（Risiko）

残余リスクとは，人間の認識能力の限界

「リスク」とは，人間の認識能力によっ

からして，それ以上は排除することができ

て対処可能であるが，侵害規模か発生蓋然

ないような危険性として定義付けられてい

性のいずれかの点で，
「損害発生の十分な

る。

蓋然性」に達しない危険性であるとされ

（1）で述べたような反比例原則を際限な

る。「リスク」は，「危険」と「残余リス

く貫徹すると，生命身体にかかわるような

ク」のいずれでもなく，両概念に挟まれる

甚大な侵害が予想されるような場合には，

危険性であって，
「不利益」や「迷惑」が

ゼロリスクが論理的に要求されることにな

これに該当する。

る。そうなると，原子力のような生命身体

（4）
「危険の疑い」
（Gefahrenverdacht）

に対する潜在的な危険性が大きいような科

ドイツでは，こうした伝統的な警察法上

学技術の利用は，ほぼ不可能になってしま

の概念整理に基づく危険性三概念につい

う。そのため，一定の蓋然性以下の危険性

て，昨今，前提となる知識に不確実性が存

は，社会的に相当な負担として，あらゆる

在する場合に，三概念で整理することが果

（下山憲治・名古屋大学法学研究科教授提供資料を簡略化・修正したもの）
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たして妥当かという問題提起がなされるよ

第三に，ヴィール判決を受けて，行政裁判

うになった。かかる文脈で議論されるの

所が原発許可取消訴訟においてどのような審

が，
「危険の疑い」という概念である。こ

理を行うべきかを明らかにした1987年10月22

れは，行為者が事態の判断（Diagnose）

日のブロークドルフ（Brokdorf）連邦行政裁

又は因果経過の予測（Prognose）に際し

判所判決（BVerwGE 78, 177.）である（以

て何らかの不確かさ（Unsicherheiten）が

下「ブロークドルフ判決」という。
）。

あることを認識しており，それゆえに損害

最後に，司法による原発の許可取消しが確

発生の蓋然性についての決定が困難な状態

定した事例として，1998年１月14日のミュル

をいう。

ハイム＝ケアリッヒ（Mülheim-Kärlich）原
発判決（第３次）
（BVerwGE 106, 115.）で

（5）危険防御（Gafahrenabwehr）
「危険（Gefahr）
」が認められるとき，危
険防御が要求され，行政の介入が正当化さ

ある（以下「ミュルハイム＝ケアリッヒ判
決」という。
）。

れる。上記
（1）
でみたように，「危険」概念

ドイツの裁判制度は，東西ドイツの統合の

が質的な価値判断を含むことから，確実な

歴史や，争点毎に系列の異なる行政裁判所と

危険の防御のみならず，不確実な危険性を

憲法裁判所が判断を行うことから，上記各判

一部含む。

決に関連して，複数の決定や判決が存在する
が，本件調査において，度々先例として引用

（6）事前配慮（Vorsorge）
危険防御に一部不確実な危険性が対処さ
れるとしても，伝統的な危険防御概念で
は，不確実性のある現代の科学技術の潜在

され，重要と思われるこの四つについて，経
緯を踏まえつつ紹介する。
（1）カルカー決定
※

的リスクへの対処は十分にはできない。そ
こで，そのような潜在的リスク（Risiko）

最終的に反対運動10 や州政府の抵抗

により廃炉となった。

に対しても措置を講じるのが事前配慮であ

この決定は，ノルトライン・ヴェストフ

り，原発の許可要件に関する原子力法第７

ァーレン州上級行政裁判所が，高速増殖炉

条第２項第３号についても，事前配慮が定

に関して，旧原子力法第７条について，連

められている。

邦憲法裁判所に憲法判断を求めたことに対
するものである。

５

ドイツにおける主な原発裁判

その後のドイツの司法判断に決定的な影
響を与えた非常に重要な判例であり，本調

ここでは，ドイツにおける重要な原発裁判

査の目的の一つである，科学技術における

として，次の四つを挙げる。
最初は，原子力の平和利用が憲法上の争点

不確実性に関し，司法がこれをどう取り扱

となった連邦憲法裁判所における1978年８月

うかについて，判断の枠組みを定めたもの

８ 日 カ ル カ ー（Kalkar） 高 速 増 殖 炉 決 定

である。
本裁判では，高速増殖炉というタイプの

（BVerfGE 49, 89.）である（以下「カルカー

施設について，その許可の要件として，

決定」という。
）。
次に，司法における原発の安全性審査に関

「当該施設の建設・稼働から生ずべき損害

し，詳細な検討を行った連邦行政裁判所にお

に対し，科学及び技術の水準に照らして必

ける1985年12月19日のヴィール（Wyhl）原
発判決（BVerwGE 72, 300.）である（以下

10

「ヴィール判決」という。
）。

青木聡子「ドイツにおける原子力施設反対運動
の展開」
（ミネルヴァ書房，2013年）
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要な対策（事前配慮 Vorsorge）をとった

たとえ完全に払拭されていない場合でも，

こと」とだけ定めて具体的な規定を行政に

許可を行うことを許容している。法は残余

委任し（旧原子力法第７条第２項第３号）
，

リスク（Restrisiko）を許容している」と

規制領域を十分に定めなかったことが，違

述べている。

憲ではないかという点が憲法上の争点とな

また，地震のように十分な経験則が存

11

った 。

在しない場合には，損害発生の可能性につ

この不確定法概念に関する申立てに対

いての予測は，シミュレーションによるも

し，連邦憲法裁判所は，「核エネルギーの

のしか行い得ないとした上で，
「こうした

平和的利用の法的許容性に関する規範的な

種類の経験則は，たとえ自然科学上の法則

原則決定は，法律の留保の意味における基

にまで高められた場合であっても，人間の

本的かつ本質的な決定であり，この決定を

経験が未了である限り，常に近似の知識に

下しうるのは立法者のみである」との原則

過ぎず，絶対に確実なものではあり得な

を確認した上で，国家の基本権保護義務の

い。それは，新たな経験によって修正され

観点から，立法者の決定における裁量にも

得るものであり，最先端の水準によって

12

一定の行為が要請されるとしている 。

も反駁され得ない誤謬を含み得る」とし

その上で，本決定は，立法が行政へ具体

て，科学の不確実性を認め，「社会秩序の

的規定を委任した点について「最先端の学

構築においては，予測時点での実践理性

識に基づいた損害防止措置が講じられてい

（Praktische Vernunft）が用いられなけれ

ることが不可欠」であり，
「リスク評価に

ばならない。…（略）…すなわち許可は，

関する事柄を最先端の学識に常に適合させ

科学と技術の水準に照らし，こうした損害

ていくことによってのみ最高度の危険排除

の発生が事実上（Praktisch）排除されて

とリスク予防の原則は満たされる」という

いるように見える場合にのみ与えることが

発想の下，このような開かれた規定を定め

許される。こうした実践理性の水準をも超

て，行政に評価を委ねることが「ダイナミ

えた不確実性は，人間の認識能力の限界に

ックな基本的人権の保護に資する」とし

起因するものである。これは避けがたいも

た。ただし，行政は，判断に当たって「全

のであり，その限りで社会的に適当な負

ての学問的，技術的に代替可能な見解を参

担（Sozialadäquate Lasten）として全ての

照し恣意性なく振る舞わなければならな

市民が背負わなければならない」と，残余

い」とされ，行政の判断について司法が上

リスクと許容できないリスクとの間の境目

記のような視点で判断を行うことが確認さ

は，実践理性によって判断することを示し

れた。

た（翻訳は実行委員会委員による。以下，

次に，原発と残余リスクとの関係につい

ドイツ判例の翻訳部分について同じ。
）。

て，本決定は，
「法は，施設の建設・操業

こうして，カルカー決定は，基本権侵害

によって将来的に損害が発生する可能性が

にあたるあらゆる損害も許容されない（最
高度の危険排除とリスク予防の原則）とし

赤間聡「科学技術法領域における法律の留保―

つつ，基本法はあらゆる可能性の排除まで

規範具体化行政規則を中心に―」（青山法学論集第

は要求しておらず，最先端の科学による判

11

51巻第３・４号合併号，2010年）
12

清野幾久子「ドイツにおける原子力発電廃止決

断によっても残る「残余リスク」は，人間

定の憲法問題」（法律論叢第76巻第１号，2003年12

の認識能力の限界に起因するものであり，

月）

これは社会的に適当な負担として全ての市

― 32 ―

第３節

ドイツにおける原発訴訟の経過

民が背負わねばならないとしたのである。

（Gefahrenverdacht）若しくは『疑念の余

先述の危険性三概念との関係では，カル

地』（Besorgnispotential）が存在する場合

カー決定は，警察法上の危険概念を受容可

に，それが理由で排除しきれない損害発生

能な残余リスクの開始線まで拡張し，その

の可能性をも考慮に入れなければならな

結果，危険防御と事前配慮とを区別する必

い」とした。そして，
「損害発生の蓋然性

13

要がなくなったと評価する説もある 。こ

を考察する際には，技術的な経験だけに頼

うした傾向は，次に紹介するヴィール判決

るのではなく，不確実性や知識の欠如に

でさらに顕著となる。

もかかわらずリスクを十分に排除するた

（2）ヴィール判決
※

め，単なる観念的な（Broß theoretisch）
14

最終的に反対運動 により原発建設

考察や計算に基づく保護措置をも考察対象
としなければならない」と述べている。カ

計画は事実上撤回された。
この裁判は，旧原子力法第７条の原発の

ルカー決定は，このような観点から「最高

許可要件について，行政庁が，行政規則で

度の危険回避及びリスク予防の原則」を示

ある「加圧水型原子炉に関する指針」及び

したものであり，
「危険及びリスクは，原

「放射線被曝の一般的算定基礎」を基に許

子力法第７条第２項第３号の損害事前配慮

可処分を行ったことについて，第一次部分

が講じられるべき場合には，事実上排除さ

許可を周辺住民らが争ったものであり，科

れていなければならない。その判断は，

学的証拠調べの在り方に関し，司法が実体

『科学と技術の水準』によらなければなら

的審査を行うことを抑制し，判断過程を統

ない。リスクの調査及び評価における不確

制したものと評価されている。カルカー決

実性は，そこから生ずる疑念の程度に応じ

定からチェルノブイリ原発事故以前の司法

て，十分に保守的な考察によって対応し

判断の流れを総決算したものということが

なければならない。その場合，行政庁は

できる。

『通説』に依拠するのではなく，代替可能

この判決では，通常運転時の排気に含

な（Vertretbar）全ての学問上の見解を考

まれる放射性物質の量について，行政規則

察の対象としなければならない」とまとめ

で定められた基準値に正当性を与え，その

た。

15

基準値には裁判所も拘束されるとした 。

カルカー決定を受け，行政規則と司法判

判決は，まず，旧原子力法第７条が求め

断の関係について判示されたヴィール判決

る予防の意義について，
「現在の状況が因

の要旨は，次のように要約される16。

果法則によって損害をもたらす事態に発
展する場合において初めて保護措置が必

15

赤間聡「行政の判断過程における過誤欠落に関

要になる…（略）…ものとは異な」り，

する一考察―ヴィール判決以降，第一，第三ミュ

「むしろ，現在の学問水準では因果関係が

ルハイム・ケルリッヒ判決及びもんじゅ判決を題
材に―」
（高知論叢（高知大学経済学会）第108号，

肯定も否定もできない場合，すなわち，

2013年）

『危険』
（Gefahr）ではなく『危険の疑い』

「原子力安全審査における行政の判断過程統制―
ヴィール判決以降のドイツ及び我が国の判決を題

13

下山憲治「リスク行政の法的構造

材に―」（第１回資源・エネルギー法研究会（大阪

不確実性の

大学）講演資料，2014年）

条件下における行政決定の法的制御に関する研究」
16

（敬文堂，2007年）
14

前掲「ドイツにおける原子力施設反対運動の展

前掲「原子力安全審査における行政の判断過程
統制―ヴィール判決以降のドイツ及び我が国の判
決を題材に―」

開」
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基準値設定はリスク調査・評価の成

することにある，とした17。洪水対策の不

果であり，リスク調査・評価は行政責任

備が争点となった事案で，裁判所による事

である。したがって，基準値に対する実

実の解明と「恣意なき調査」とは「調査欠

体判断代置はできない。

落」がないことであるとの判示がなされた。

①

②

ただし，行政はベストを尽くした危

判決は，原審が，許可手続における調査

険除去をしなければならない。

不足を認定しながらこの調査不足を裁判所

③

そ の 際， 司 法 審 査 は， 恣 意 な き

自らの証拠調べによって補おうとした点に

（Willkürfrei）リスク調査に基づいてな

ついて，
「こうした裁判所による審査によ

されたリスク評価であるかという点に及

って，行政庁が科学と技術の水準に照らし

ぶ。

て必要とされる調査を怠った又は必要な熟

そして，恣意なきリスク調査に基づいて

慮を欠いたことによって，行政庁の責任で

なされたリスク評価による最善の危険除去

行うべきリスクの調査と評価に瑕疵がある

とは何かという点については，さらに以下

ことが明らかになった場合，行政裁判所が

の五点が検討されるとされた。

自らの調査でこうした不足を補うことは許

①

幅広い調査の義務／支配的な科学学

されない」と述べ，
「行政裁判所が審査し

説だけでなく，少数説や尊重に値する知

なければならないのは，行政庁が自ら行っ

見を考慮しなければならない。

た調査を基に法第７条第２項の規定に基づ

②

上記の幅広い調査義務は，必ずし

く許可を下すことが許されるか否かだけで

も，全ての学説に答えなければならない

ある」と判示した。そして，審査方法につ

ということを意味しない。

いてさらに敷衍し，「行政裁判所は，第一

③

に，許可の基礎となったデータが原子力法

事故シナリオの確定は，自然科学的

な問題ではなく，評価的選択である。

第７条第２項に照らして十分といえるか，

④

したがって，複数の科学学説の評価

このデータに基づく判断が十分慎重になさ

は，比較衡量を必要とする。もっとも，

れたと認められるか否かについて審査すべ

この比較衡量では保守性が優位する。

きである。この審査はまず，許可の基礎に

⑤

置かれた行政庁の思考過程を追うことから

比較衡量の結果，選ばれた学説及び

それに基づく安全措置を司法が判断代置

始まる」などと述べている。

することはできない。

日本の行政訴訟と同様に，判断過程につ

ヴィール判決が設定した予防措置に関す

いてコントロールすることを示しながら

る司法判断の基準，特に「恣意なき調査」

も，日本と異なり，裁判所が行政の判断に

という概念は，その後の司法判断の中で，

過誤・欠落がないかという点について積極

さらに精緻に議論されていくことになる。

的に判断を行っていこうという姿勢がみら

（3）ブロークドルフ判決

れる点が注目に値する。

本件調査においては，聴取先でそれほど

（4）ミュルハイム＝ケアリッヒ判決

詳細に触れられることはなかったが，原発

ミュルハイム＝ケアリッヒ原発事件は，

許可に関する行政裁判所の審査内容の枠組

長い経過のある事件である。本調査の聴取

みを明らかにしたのがこの判決である。連
邦行政裁判所は，行政裁判所の役割が行政

17

の許可判断を追行し，その過程に，
「調査欠
落
（Ermittelungsdeﬁtiz）」がないかを審査
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先でも，繰り返し話題に出たことから，時

部の損壊によって放射能汚染が生じた場合

系列をおって詳細に説明する。同原発で

には，原告の健康が害されることは明らか

は，1974年，許可手続中に，原発の主要施

である。建設地の選定における調査・評価

設が二つの地盤にまたがってしまっている

不足が存在する場合，こうした危険性を否

ことが判明した。そこで，事業者と州政府

定することはできない。原告には，最初の

は，施設を分離するなど，建設計画の変更

部分許可において，建設地の選定に関する

を行うことを合意しながら，変更前のオリ

全ての事項について判断が行われることを

ジナルプランに対して包括的な第一次部分

求める権利がある。こうした判断は，実施

許可を出した。その後，新計画に従って個

される施設計画について行わなければなら

別の審査を行い，1977年に第二次部分許可

ないのであって，既に放棄されたコンセプ

がなされた。この第一次部分許可を争った

トについてではない。第二次部分許可はこ

のが，第一次ミュルハイム＝ケアリッヒ原

うした要求を満たすものではなく，原告の

発連邦行政裁判所判決（1988年９月９日。

権利侵害は解消されていない。…（略）…

BVerGE 80, 207.）である。第一次ミュル

周辺に居住する全ての住民のために，新し

ハイム＝ケアリッヒ判決における第一審と

い計画が従前のもの同様に安全であるか否

第二審は，事後的な追完を認めたが，連邦

か，それともミュルハイム＝ケアリッヒと

行政裁判所はこれを破棄し，取消請求を認

いう建設地は断念されなければならないの

容した。判示は次のとおりである。

かについて，既存の判断に影響されない新

「許可の判断においては可否の問題を内

たな審査が行われなければならない。
」。

容の問題から切り離すことはできない。…

この第一次判決は，審理の対象となった

（略）…許可においては，事実上排除され

第一次部分許可について，そもそも実現さ

なければならないリスクの問題が未解明の

れることのない計画であったことから，行

まま残されていることは許されない。行政

政庁に調査の欠落があったことが取消しの

庁は必要な安全対策が講じられていること

事由となったものである18。

について確信を抱いていなければならな

その後，州政府は改めて変更後の計画に

い。この場合，元々の計画が断層帯上に位

関して許可手続をやり直したが，新たな許

置しているにもかかわらず許可され得るか

可に対しても，周辺住民と周辺自治体が再

どうかには関係ない。行政庁は，元々の計

び取消訴訟を提起し，地震問題に絞った審

画が実行されないことを明らかに知ってお

理が実施された。再度の許可も違法である

り，こうした点についても審査を行ってい

とした RP 州上級行政裁判所の判断に対

ないからである。行政がリスク排除のため

し，連邦行政裁判所が差戻しを命じた判決

の調査と評価を行っていない事項について

が第二次ミュルハイム＝ケアリッヒ判決で

許可を行うことはできない。…（略）…行

ある。差し戻し後の RP 州上級行政裁判所

政が審査を怠ったリスクが本当に存在する

判決に対する連邦行政裁判所判決が第三次

かどうかを，裁判所が自ら解明する必要は

ミュルハイム＝ケアリッヒ判決（1998年１

ない。なぜなら，リスクの調査と評価は行

月14日）と呼ばれる（本稿では，特段の断

政の責務だからである」「こうした違法
は，法的に保護された原告の権利を侵害す

18

る。原告は発電所から16km 離れた地点に
居住しており，安全工学上重要な施設の一
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りがない場合は，この判決を「ミュルハイ

政は事故の安全性判断を正当化しなければ

ム＝ケアリッヒ判決」と表記する。）
。

ならず，そのためにデータが示され，かつ

第一次ミュルハイム＝ケアリッヒ判決が

評価されなければならない。しかし，当該

調査の全体的な欠落（不存在）による手続

事例ではこの過程を追うことはできない。

の瑕疵があることを理由に取り消されたの

ここに調査欠落がある。
」

に対し，第二次，第三次判決は，地震に関

ミュルハイム＝ケアリッヒ判決は，調

する調査の在り方について行政が行った調

査・評価の瑕疵を認めた RP 州上級行政裁

査と評価に瑕疵が認められるか否かが問題

判所を支持して，許可を取り消し，本件原

19

発は，司法判断の確定によって，廃炉に追

となった 。
第二次判決は，地震時の安全性以外の問

い込まれた最初の原発となったのである。

題点は，再度の許可の時点で全て解消され

ミュルハイム＝ケアリッヒ判決は，次の
ように判示する。

たとしつつも，RP 州上級行政裁判所に地
震の争点に限定した審理を求めて差し戻

「行政庁の安全審査は，行政庁自身の判

し，RP 州上級行政裁判所は，次のように

断基準に照らしても，不十分なものであっ

判断した。

た。」

以下，赤間聡著「行政の判断過程におけ

「（もし異なる判断に至ったという可能性

る過誤欠落に関する一考察―ヴィール判決

を要求すれば）リスク調査と評価の責任を

以降，第一，第三ミュルハイム・ケルリッ

持つ行政の機能が失われるか，多かれ少な

ヒ判決及びもんじゅ判決を題材に―」
（2013

かれ相対化することになるであろう。なぜ

年）54頁より引用する。

なら，判断結果への影響を検討すること

「控訴審の考え方はこうである。地震の

は，…（略）…裁判所が過程の判断をおこ

揺れに対するリスク調査にあたって，規範

なう必要を生じ，行政に委ねられたリスク

となるのは原子力技術委員会基準である。

判断の領域に入り込むことになり，裁判所

しかし，この基準から自動的に申請場所の

が政治的なリスク責任を負うことになるか

地震リスクが計算されるものではなく，そ

らである。
」。

れを適用するにあたって，申請場所の過去

ミュルハイム＝ケアリッヒ判決に関する

の地震や地質の調査および（数値の）確定

地震に関する争点については，本件調査に

が必要になる。このためには十分な調査が

おいて，第三次判決の合議体を構成した裁

行わなければならない。この点，たしかに

判官の一人であった Storost 博士などから

行政は調査を行ったが，調査結果である地

詳細を聴取したので，後述する。

震強度は不確定な幅を有するものであっ
た。さらに，地震強度と表面最大加速度と

第２

ドイツ調査の概要

の関係においても不確定な幅がある。にも

実行委員会委員は，代表的なドイツの原発

かかわらず，行政はこれら不確実性をどの

裁判に関与した法律家を中心に，ドイツにお

ように処理したのかを不明にして，地震強

ける原発に関する司法判断について，聞き取

度及び表面最大加速度の確定に至った。行

りを行った。その具体的な聴取先と日程を紹
介した上で，論点毎に聴取内容をとりまとめ

19
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2014年５月26日（於：ハンブルグ）

第３節

２

（1）出席者

ドイツにおける原発訴訟の経過

同月27日（於：ベルリン）

（1）出席者

Dr. Ulrich Wollenteit 弁護士，

Dr. Remo Klinger 弁護士

Michele John 弁護士，

（Klinger 弁護士と同じ事務所に所属し，

Roda Verheyen 各弁護士，

ミュルハイム＝ケアリッヒ判決をはじめと

グリーンピーススタッフ２名

して多数の原子力関連訴訟に関与した

（Shaun Burnie 氏，Thomas Breuer 氏）

Geulen 弁護士は，同日不在であったが，

（2）Wollenteit 弁護士について
同弁護士は，行政訴訟を専門としてお

訪問に先立ち，両弁護士から実行委員会委

り， グ リ ー ン ピ ー ス や BUND と い っ た

員の調査メンバーに宛てて，
「完全に操業

NGO とともに原発訴訟の多くに関与して

を停止した日本の原発の再稼働における権

いる。同弁護士が関与した主な訴訟は，

利保護」と題するドイツ語での書面が提供

Unterweser と Brunsbuettel の中間貯蔵施

された。
）

設 に 関 す る 許 可，Gorleben と Morsleben

（2）Klinger 弁護士について

の 放 射 性 廃 棄 物 最 終 処 理 場 関 係 訴 訟，

Klinger 弁護士は，ドイツ弁護士会環境

Biblis，Kruemmel，Brunsbuettel，Isar

法 委 員 会 メ ン バ ー で あ り，Schneller

1，Phillipsburg などの原発の再稼働許可

Brüter Kalkar, Mühlheim-Kärlich,

訴訟，使用済燃料の輸送関係訴訟である。

Unterweser, Lingen の 各 原 子 炉，
Gorleben と Konrad の核燃料貯蔵施設，
Alkem の燃料加工工場（ハナウ MOX 燃
料製造施設）
，Gorleben と GreifswaldLubmin の核燃料中間貯蔵施設事件など，
20年間にわたり原発関連訴訟に反原発側代
理人として関与しているほか，州政府や連
邦政府の相談や代理も行っている。

（Wollenteit 弁護士／本人提供）

また，同弁護士は，2010年の稼働延長策
（原子力法改正）に対しグリーンピースが
提起した憲法異議の申立ての代理人を務め
ている。この申立ては，同2011年に２回目
の脱原発政策を決定した後に電力事業者か
らなされている財産権侵害を理由とする憲
法異議の訴えとともに，現在，連邦憲法裁

（Klinger 弁護士／調査団撮影）

判所で審理されている。同弁護士は，電力

Klinger 弁護士の所属する事務所は，か

事業者の主張に対し，グリーンピースとと

つ て 国 務 大 臣 を 務 め た Schily 弁 護 士 が

もに脱原発政策が憲法違反にあたらないと
する法的な声明を発表している20。

20

http://www.rae-guenther.de/seiten/anwaelte/

wollenteit.html
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1972年に設立した法律事務所を前身として

（3）Storost 元裁判官について

いる。現在は，Klinger 弁護士のほかに，

Storost 元 連 邦 行 政 裁 判 所 裁 判 官 は，

Geulen 弁護士が所属しているが，Geulen

1998年１月14日のミュルハイム＝ケアリッ

弁護士は，ミュルハイム＝ケアリッヒ裁判

ヒ判決の合議体を構成した裁判官の一人で

では Mayen（マイエン）市の代理人であ

ある。この判決によって，ミュルハイム＝

った。

ケアリッヒ原発の認可の取消しが確定し
た。

３

同月27日（於：ベルリン）
４

同月28日（於：ライプチヒ連邦行
政裁判所）

（1）出席者
Siegfried De Witt 弁護士
Dr. Storost 元連邦行政裁判所裁判官
Dr. Geismann 弁護士

（ドイツ連邦行政裁判所／調査団撮影）

（1）出席者
（De Witt 弁護士／調査団撮影）

Nolte 裁判長

（2）De Witt 弁護士について

Guttenberger 裁判官

1970年代，ドイツの反原発運動の中心

Maidowski 裁判官

と な っ た Wyhl（ ヴ ィ ー ル ） 原 発 裁 判 に
おいて，原審から行政連邦裁判所まで，

Scholz 研究員
（2）議題内容

市 民 組 織 の 代 理 人 を 務 め た。 そ の 後，

連邦行政裁判所の建物や組織の概要につ

Grafenrheinfeld 原発で自治体の代理人（和

いて，一般的な説明を受けた後，原発訴訟

解終結），Isar II 原発で農家の代理人（和

に関する行政裁判の一般的な手続，判例の

解終結）
，Grohnde 原発で薬品工場の代理

説明，訴訟指揮などについて議論した。

人（和解終結）
，Kalkar 高速増殖炉で農家
の代理人（和解終結）をそれぞれ務めてい

５

同月30日（於：ストラスブール）

る。 ほ か に も，Obrigheim 原 発 で Baden

ここからフランスのストラスブールに移動

Württemberg 州環境省代理人，Mülheim-

して，以下の機関を訪問し，聴取を行った。

Kärlich 原発や Biblis A や B に対する様々

（1）欧州人権裁判所

な訴訟（RWE に対する操業停止命令の件
を含む）での州環境省代理人を務めた。ほ
かに，第１回目の脱原発の際の連邦政府顧
問であった。

①

出席者

Yves Winisdoreﬀer 氏
（欧州人権裁判所事務局第5.1課付法律
専門家）
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たと述べた。

議題内容
環境問題と人権，特にオーフス条約が

また，Klinger 弁護士は，これまでドイツ

欧州人権裁判所の判例に及ぼしている影

において原発に関して多くの司法判断がなさ

響などについて議論した。

れた背景として，「ドイツは福島第一原発事
故以前から幅広い反原発の基盤があり，原発

（2）欧州評議会
①

訴訟においても，世論の支持があり，ドイツ

出席者
Daniele Cangemi 氏（人権局長）

の行政裁判所の中でも反原発の動きに対する

Merete Bjerregaard 氏

共感があったと思う。チェルノブイリ原発事

Valerie Peard 氏

故をきっかけとして，当時係属していた裁判

②

は，事故前よりも厳しく判断されるようにな

議題内容
欧州人権裁判所での判例を欧州評議

った」と述べた。Klinger 弁護士と同じ事務

会 が と り ま と め た Manual on Human

所に所属し，原発訴訟に多数関与してきた

Rights and the Environment の内容と判

Geulen 弁護士も，「ドイツでは，原子力関連

例の締約国での実施状況や環境情報と国

施設に対する法的措置の成功率は比較的高

家安全保障との関係などについて議論し

い」としている。両弁護士は，許可取消しが

た。

確定したミュルハイム＝ケアリッヒ原発以外
にも，司法手続を通じて反対運動が展開され
た結果，最終的に操業がなされなかった原子
力関連施設は多いとする。こうした司法審査
の過程で，安全水準が守られているかどうか
を，自治体や財産所有者，住民といった原子
力施設の周囲に広く存在する第三者が裁判所
に審査を求めることの意義を強調する。
ドイツでは，脱原発政策が倫理委員会で検
（欧州人権裁判所／調査団撮影）

討されたことについて「倫理委員会は原発問
題だけでなく，社会全般の倫理や価値観につ

第３

ドイツにおける原発訴訟の
実務

いて検討するものであり，放射性廃棄物はこ
れから先の世代に責任を及ぼすため，価値的
判断をしなければならない」として，原発問

１

原発裁判全般について

題が，単に科学的検討や政治的判断に止まら

訪問先では，全ての関係者が福島第一原発

ない価値判断であることが強調された。

事故に言及した（訪問の直前に，大飯一審判

Wollenteit 弁護士は，
「ドイツ憲法にも，

決が出されたが，訪問時に既に報道されてい

生命の保護，身体の保護が権利として書かれ

た様子であり，ほとんどの関係者が耳にして

ており，原子力法が憲法の内容を具体的にし

いた。
）。

ている。原子力法の解釈に憲法が用いられ

Klinger 弁護士は，福島第一原発事故がド

る。
」と指摘した上で，原発の安全性とエネ

イツ社会に与えた影響について，日本のよう

ルギー問題に関する経済性について，カルカ

に，科学技術について高い信頼性と評判を勝

ー決定を引いて，
「原発に関しては，費用対

ち得ている国において，これほど深刻な原発

効果の論点を議論してはならない。十分に安

事故が発生したということの衝撃は大きかっ

全な原発を作ることができなければ，原発を
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これに対して，
連邦行政裁判所
（ブルンスビ

作ってはならない」との考え方を説明した。

ュッテル原発・中間貯蔵施設設置許可取消訴

２

原発設置の許可条件について

訟2008年４月10日判決。BVerwG‑7C39.07.）

Storost 元裁判官は，原発設置の許可に関

では，市民の原告適格を否定した原判決を破

する司法判断において，基本となるのは，ド

棄差戻して，市民にも予防を求める権利があ

イツ基本法における基本的人権の保護である

るとした。

と強調する。原子力法の解釈が，常にドイツ

な お， 差 戻 し 後， シ ュ レ ス ビ ッ ヒ・ ホ

の基本法に遡って語られるのは，どの聴取者

ル ン シ ュ タ イ ン 州 上 級 行 政 裁 判 所（OVG

についても同様であったし，原子力法の解釈

Schleswig-Holstein 2013年 ６ 月19日 判 決。

の枠組みを定めたのが連邦憲法裁判所のカル

4KS 3/08.）は，中間貯蔵施設の許可を取り

カー決定であることを考えても，こうした法

消した。このような裁判所の判断は，ニュー

的思考は自然な流れである。

ヨークの同時多発テロ（2001年９月11日）

Storost 元裁判官は，原子力法における国

が，大きな影響を与えていたようである。

家の保護義務は，国の行為から国民の基本権

具体的に，シュレスビッヒ・ホルスタイン

を守るという防御権として機能するだけでは

州上級行政裁判所判決について，この訴訟を

なく，電力事業者のような第三者による基本

担当した Wollenteit 弁護士は，
（2）の具体的

権侵害から国民を保護する義務も意味すると

な争点について次のように説明した。

指摘する。したがって，原子力施設につい

すなわち，この裁判では，行政が全ての意

て，国は事業者とともに国民の基本権保護に

見を考慮したかどうか（恣意的な判断ではな

関する共同責任を負うとされる。

いかどうか）について，二つの調査不足が争

Klinger 弁護士及び Geulen 弁護士は，こ

点となった。一つは，飛行機を墜落させるテ

のことを「原子力関連施設は，国の隙間ない

ロ行為について，そのシナリオ自体は想定し

監視に服する」と表現した。

ていたものの，当時最大とされたエアバス

Wollenteit 弁護士は，原発設置の許可条件

A380の墜落を検討しなかったことが調査不

について，これまで争点となっていたのは，

足といえるかどうかという点であり，もう一

次の二点であると述べられた。

つは，圧力容器が最新型の対戦車砲に耐えら

（1）通常の稼働時でも事故の場合でも，認

れるかどうかという点である。いずれも，想

可されているレベルを超える放射線が出な

定されていたタイプが最新型のものではなか

いこと，そして，放射線が基準を超えて放

ったことから，調査不足と認定され，許可の

出される危険性が，現在の科学水準におい

取消しが認められた。裁判所は，許可手続段

て，
「残余リスク」以外のリスクについて

階でまだ実用されていなかったエアバス

予防されていること。

A380について，数年以内には使用されるこ

（2）テロ攻撃等の第三者行為による危険性

とが確実な状態であったとして，この墜落テ

がないこと

ロの可能性を行政が考慮しなかったことにつ

この（2）の点については，産業界と行政側

いて，合理的な理由がない，としたのであ

の意見は分かれる。産業界は，テロ攻撃は戦

る。

争行為に属し，保護（予防）の対象にしなく
てもよいと考え，行政側は，予防する必要は
あるものの，保護措置を市民側が求める権利
はないと考えていた。
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い て は，
「最高度の危険排除とリスク予
防」を行政側に求めている（カルカー決
定）。
（3）稼働停止を求める（国家監視措置を求
める）訴訟
許可取消しを求める訴訟と異なり，一
度，許可が与えられた原発（事業者）に
は，既存権保護（Bestandschutz）が認め
（Wollenteit 弁護士らとの意見交換の様子／

られるので，原告側が「危険」
（Gefahr）

調査団撮影）

の存在を立証する必要が出てくる。

また，飛行機が原発に墜落したときに航空

このように，ドイツでは，許可の取消し

燃料が施設内にどのくらい侵入し，どのよう

の訴訟類型と，稼働停止の訴訟類型（操業

な被害が出るかについて，最も深刻な２割の

中の原発に対する国家の監視の場面）と

ケースを検討から外していたことについても

で，司法判断の要件が大きく異なる。

恣意的と判断した。これが，許可条件とされ

こ の 点 に つ い て，Klinger 弁 護 士 は，

る，最高度の危険防御とリスク予防の具体的

Geulen 弁護士とともに，ドイツ法のこう

な内容であるということであった。

した構造から日本法の枠組みへ，次のよう

ドイツでこのように厳格な司法審査が行わ

な示唆を与えた。

れていることは，日本における司法審査の程

すなわち，ドイツでは，いったん，許可

度と比較して，調査団にとっても改めて衝撃

が与えられ，既存権保護が妥当する稼働停

的であり，深く考えさせられることとなっ

止を求める訴訟類型であっても，本質的な

た。

安全問題（施設の耐震性など）で操業を停
止している場合は，既存権保護は一定の制

３

操業前の許可と操業後の監視にお
ける差止要件の差異について

約を受ける。すなわち，本質的な安全問題
が発生して一度操業を停止した場合，判例
は，「 許 可 に 新 た な 問 題 が 生 じ た 」 と し

（1）訴訟の二つの類型
ドイツでは，既に述べたように，原発差

て，その原子力施設の安全性が全般にわた

止めは行政訴訟しか認められないが，それ

り再審査されなければならないとしている

は次の二つの類型に分けられる。

のである。
これにより，燃料交換などの短期的で予

①

許可取消しを求める訴訟

②

稼働停止を求める（国家監視措置を

め計画された操業停止の場合と異なり，本

求める）訴訟

質的な安全性の問題で一度操業を停止した

この２つの訴訟では，差止め要件が大き

原子力施設については，再稼働にあたり，
施設周辺の第三者は，施設新設と同じ要件

く異なる。

での法的保護を裁判所に求めることができ

（2）許可取消しを求める訴訟
この類型の訴訟では，設置の安全性の問

る。安倍首相がドイツのフランクフルタ

題点を指摘すると差し止めることができ

ー・アルゲマイネ・ツァイトゥング紙に対

る。すなわち，安全上のコンセプトが不完

し，2014年４月29日のインタビューで回答

全であることを主張立証すればよいことに

した内容によると，日本は，福島第一原発

なる。連邦憲法裁判所は，原子力施設につ

事故後，新たな独立の原子力監視機関と安
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全基準を設け，再稼働はこれによって審査

問題を検討するに当たって，極めて重大な

されているというが，これはドイツ法で

示唆となるであろう。

は，現時点での最先端の科学技術水準にお
いて，
「最高度の危険防御とリスク予防」
が図られているかを，事業者の説明責任の
下で，裁判所の完全な司法審査に服さなけ
ればならないことを意味する。
すなわち，ドイツ法の下で，日本の再稼
働問題を検討すれば，
①

一時停止をしている事業者は，原子

（Klinger 弁護士との意見交換の様子

炉の再稼働にあたり既存権保護を求める

／調査団撮影）

ことはできない（エネルギー供給要請と
安全基準との間で，利益衡量を行うこと
は，ドイツでは認められていない。
）。
②

４ 「恣意的」とは何か〜ヴィール判
決より

広範な原子炉周辺の被害者らは，リ

調査の間中，ほとんど全ての聴取者から説

スクに対する完全なる司法審査を求める

明を受けたのは，ヴィール判決で示された司

ことができるし，完全な司法審査の終了

法判断の枠組み，すなわち，「行政庁の判断

までは，再稼働は許されない。

は，代替可能な全ての見解を対象として，十

という結論になる。

分に保守的な考察によらなければならない。

両弁護士は，特に，2011年９月11日の米

その際，行政庁の判断が恣意的ではないかど

国同時多発テロ以降，ドイツでは原子炉や

うか検討することとなる」ということであ

原子力関連施設がテロ攻撃に耐えられる設

り，この「保守的」
，
「代替可能性」及び「恣

計になっているかどうかが争点となってい

意的」という表現が，調査団の最大の関心事

る状況を踏まえ，日本が，もしこうした新

であった。

たに認識されたテロリスク（原発への航空

このうち，「恣意的」について，Nolte 裁

機激突や砲撃）について，対処していない

判長は，ヴィール判決を指摘して，認可の審

のであれば，ドイツ法の規定の下では，再

理においては，「全ての学説」を行政が考慮

稼働は認められないと指摘する。

しているかどうかを検討するのが司法判断の

この点について，Storost 元裁判官も，

枢要になると指摘する。ここで，司法が判断

福島第一原発事故の発生は，新たな知見が

するのは，どの学説が正しいのか，というこ

出たということになるため，再度許可は見

とではなく，行政がもれなく様々な学説を考

直されることになるとしている。

慮したかどうかということの検証であるとす

日本における解釈改憲による集団的自衛

る。経験的なものだけではなく，理論上の危

権行使が容認されようとしている現在，過

険性も含め，危険性を指摘する複数の学説が

去におけるテロリスクの想定とは，大きく

あり得る中で，特定の学説の指摘する危険性

事情が異なる（日本においても，テロリズ

について防御を検討していなければ，その行

ムのリスクは無視し得なくなっている）こ

政判断は「恣意的」となる，と説明する。

とに照らしても，設計を超えるこうしたリ

なぜＢ説ではなく，Ａ説を採用したのか，

スク予防の有無や行政における恣意性への

Ｂ説を採用しなかったことについて理由があ

司法判断という視点は，我が国の再稼働の

るのか，Ｂ説に基づく対策を取らなかったこ
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とについて理由があるのか，許可審査におい
て行政がこれらを検討したかどうかについ
て，行政側が説明責任を果たせなければ，
「恣意的」とされるのである。

（Guttenberg 裁判官／調査団撮影）

Wollenteit 弁護士は，科学的合理性のない
学説は，裁判の審理の過程で淘汰されるもの
であるし，行政が結果として誤った学説を考
（Nolte 裁判長／調査団撮影）

慮したとしてもかまわないのであって，大事

Maidowski 裁判官は，行政訴訟における

なのは，合理性のある専門家の学説を全て考

裁判所の事案解明義務を説き，それは第一次

慮したかどうかが問われると指摘する。そし

的に当事者の論争によると説明した。

て，クリュメル原発の判決を例にとり，この
事件では，行政が，原告の提示した意見も考
慮した上で安全であるとの判断したものであ
って，行政の判断は調査不足とは認められな
かった，と説明した。
このように，科学技術上の学説について行
政が行った評価に誤りがあるかどうかは司法
判断の対象とならず，行政の調査や評価に恣
意性があるかどうかが審理の対象となる，と
いうところにドイツの司法判断の特色がある
と感じられた。

（Maidowski 裁判官／調査団撮影）

原子力法を専門とする Guttenberg 裁判官

５

専門家の関与について

は，この補足として，行政がこれらの説明責

ヴィール原発訴訟で，市民組織を代理した

任を果たせない場合，裁判所が新しい専門家

De Witt 弁護士は，同訴訟の中で，専門家の

を独自に採用することになるとする。このと

組織的支援を受けた経験を語る21。
De Witt 弁

き，原告側は，行政の説明責任が，現在の科

護士は，物理や化学を専門とする学生などの

学技術水準に達していないことの証明を行う

支援を受けた訴訟を通じ，Eco Institute が設

必要はないと述べた。

立され，そこから続く原発訴訟の専門的知識

21

前掲「ドイツにおける原子力施設反対運動の展
開」に，ヴィール原発反対運動における専門家関
与について詳細な記述がある。
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の支援を受けたという。後に，反原発運動に
関与した学生達は，専門委員（Sachbeistand）
となったり，原子炉安全委員会の委員を務め
るなど原子炉政策に関与することとなったと
指摘し，こうした原発訴訟を経て，現在のド
イツの国家監視措置は非常によく機能してい
ると考えているとのことであった。例えば，
ビブリス原発では，200件以上の安全問題が
（図を描きながら説明する De Witt 弁護士

あるとして提訴されたが，これらは一つずつ

／調査団撮影）

技術検査協会が検討した上で，改善命令が理

Wollenteit 弁護士も，原子力関連施設に関

由の説明とともになされている。
また，De Witt 弁護士は，市民組織や認可

する訴訟において，膨大な専門家を動員する

庁にそれぞれ専門的知見を提供する専門知識

実情を述べ，実際に裁判所が鑑定人を自ら選

には差異があると指摘する。すなわち，自然

任する事態に至ることは稀であるという。裁

科学の言説には，価値判断が含まれているの

判所が判断するのは，主として，行政の調査

が通常であり，そうした専門家の価値判断の

欠落・評価不足の有無であり，それ以外の部

相違は，裁判を通じて顕在化するという。

分は行政に裁量を認めているという。

De Witt 弁護士とともに同席した Storost

おいて，事案解明義務を負いつつ，一般的な

６ ミュルハイム＝ケアリッヒ判決
（第二次・第三次）における行政評
価の「恣意性」

知識と当事者が提出する材料によって判断す

Klinger 弁護士は，ミュルハイム＝ケアリ

ることを迫られる裁判官にとって，行政側の

ッヒ訴訟では，住民参加手続などにも瑕疵は

判断の思考過程を理解することがまずは大事

なく，実体としても原子力委員会の基準が反

であるという。科学者ではない裁判官は，さ

映されていたという。しかし，基準を適用し

らに分からないことがあれば，専門家に証人

てもなお，地震に関する調査について，原子

尋問の形で聞き，原告側の主張に根拠がない

力災害が起こり得る可能性について，恣意性

という確信がなければ，最後は，残余リスク

が認められ，十分に保守的でないという裁判

といえるのかどうかという裁判官の裁量の問

所の判断であったと説明する。

元裁判官は，専門家の判断が分かれる場面に
ついての，裁判官の苦悩を語る。行政訴訟に

題となるとする。裁判官の裁量の余地を全て

実際にミュルハイム＝ケアリッヒ判決に関

否定することはできないし，実践的理性に基

与した Storost 元裁判官は次のように述べる。

づいて，残余リスクとそれ以外のリスクを区

すなわち，恣意的であるかどうか，という

別するのは，最後は裁判官が決めるほかない

ことは，主観的に見て行政の判断が十分に保

とする。

守的だったのかどうかという意味ではない。
しっかりと調査をしたのか，調査事項が評価
の基礎となっているのかを見るものであり，
行政側の調査が不十分であったとしても，裁
判所がこれを事案解明義務に基づき補うとい
うことはしない。裁判所は，その場合，許可
を取り消すだけである。そして，行政はもう
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一度調査をし直して，評価をやり直すという

決のように，エアバス A380という一番大き

ことになる。

な飛行機の墜落まで検討すべき，といったこ

例えば，第二次・第三次ミュルハイム＝ケ

とである。

アリッヒ判決で問題となったのは，地震の発

行政の調査・評価の欠落が，許可取消の理

生確率を完全に解明しなかったという点であ

由となるのは，原発のような危険施設につい

る。当初，行政側は，そもそも地震が起こり

ては，情報公開とこれに基づく市民の意思決

得るかということを検討していなかった。建

定が重要と考えられているからだと思われ

設に当たって，想定されていた震度階は８で

る。調査・評価に欠落があり，議論の俎上に

あったが，原子力施設の直下で地震が発生し

も載せられないのであれば，市民にとっても

たと仮定した場合，専門家の意見は，震度階

議論のしようがなく，意思決定ができない，

は７から９まで見解が分かれていた。このう

危険を引き受けることができない，という点

ち，震度階９であれば，配管に破断が生じ，

にあるようである。

冷却機能が失われてメルトダウンに至るとい
う評価があった。二つの説があるとしたら，

７

残余リスクについて

両方を検討しなければならず，この検討のプ

市民側からの許可取消しの請求を退けるた

ロセスで保守的な評価をしなければならな

めには，残余リスク以外のリスクを排除して

い。

いるということを行政側が主張立証する必要

しかし，行政は，活断層がミュルハイム＝

がある。
そのため，そのリスクが残余リスクかどう

ケアリッヒ原発の下にあり得るという説があ
ったにもかかわらず，これを採用しなかった

かを判断する必要がある。

ことについて十分に合理的な理由を示さなか

カルカー決定は，残余リスクの考え方とし

った。ここが，恣意的であると判断されたも

て，
「実践的理性を超えたような不確実性は

のである。

回避できないので，社会負担として全ての市

なお，活断層がどこにあるのか，というこ

民が負担しなければならない」としており，

とが，裁判所の審理で明らかにされたわけで

この残余リスクは，具体的には，原発の過酷

はない。ミュルハイム＝ケアリッヒ判決で

事故の発生確率が10−6 程度として議論され

は，ほとんどドイツ中の原子力専門家や科学

てきた。Nolte 裁判長などの説明によれば，

技術者が裁判に関与している状況となってし

これは法律で定まっているものではなく，判

まっていて，中立の鑑定人を選任するには，

例で積み重ねられた考え方であるとのことで

スイスから連れてくるしかなかったという。

あった。

その鑑定人から，震度階９の発生がないとは

Nolte 裁判長は，リスクの判断において，

言い切れない，あり得るという発言があっ

単に計算上確率が低いというだけでは足り

た。裁判所はこの代替可能な見解を採用し，

ず，
「残余リスク」とは，設計を超えた危険

行政が震度階９の可能性を検討しなかったこ

性についても，人間が知り得る限り，それは

とについて合理的な説明がなかった点が，十

起こらないだろうという程度のあり得なさが

分に保守的でなく，恣意的としたのである。

必要と指摘する。同時に，こうした「残余リ

この言葉の中で「代替可能な」とは，合理

スク」という概念を認めるかどうかは政治判

性のある少数説は考慮すべきということであ

断であるともいう。

り， ま た，「 十 分 保 守 的 」 と は， 例 を 出 せ

また，Klinger 弁護士は，リスク評価につ

ば，前述のシュレスビッヒ・ホルスタイン判

いて反比例原則を採るとしても，無限大に近
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い被害が起こる場合に，限りなくゼロに近い

としての重要性を説いた。

ような確率を求めるという判断となるわけで

すなわち，「法規によって行政庁を厳格な

はなく，それ故，「残余リスク」という概念

実体法上の許可要件で縛ることだけでは不十

について，原発を推進するというエネルギー

分であ」り，許可手続に「関係するすべての

政策とリスクとのバランスをとるために，カ

連邦・州・自治体の官庁を参加させること」

ルカー決定が便宜的に採用したものであると

が考慮されなければならず，さらに「危険に

指摘した。

さらされた市民の参加」も予定されている。

Wollenteit 弁護士は，危険（Gefahr）でな

「基本法第２条第２項はこうした基本権を考

くても，残余リスクでないリスクについて

慮に入れた手続を義務付けて」おり，「許可

は，裁判で争うことができるし，原発が許可

行政庁がこうした手続規定を守らなかった場

され，監視の段階に入った後でも，程度の問

合は基本権侵害となる」とする。
Klinger 弁護士は，原子力関連施設以外の

題はあるがリスクの問題について争点とする

許可手続は，手続に問題がある場合でも結論

ことは可能と指摘する。
Wollenteit 弁護士，Klinger 弁護士のいず

が間違っていなければ取消しの対象とならな

れからも，日本のような高度に科学技術が発

いが，原発では手続的な問題があれば取消し

展した国で発生した福島第一原発事故後，こ

の対象となると指摘する（BVerfG vom 20.

の「残余リスク」という概念そのものに対

12.1979 ‑ 1 BvR 385/77 ‑ BVerfGE 53, 30

し，ドイツの法律家達の間で強い議論がわき

ﬀ）
。これは，基本的人権（憲法第２条，生

起こっている状況であることが指摘された。

命の権利）を守る保護義務を国家に認め，手

これは，原発のように被害が極大となる危険

続を徹底することによって結果的に基本権が

施設については，その危険性を，便宜的に

守られるとの考えによるようである。特に，

「残余リスク」として切り捨てることすら許

原発では，数多くの生命にかかわることか

されないのではないか，という議論である。

ら，手続を厳しくすることで人権を保護する

特に，Wollenteit 弁護士は，
「残余リスクの

とされた。
その手続の問題として，市民参加の機会が

終焉」
（Vom Ende des Restorisikos）と題す

保障されたか，建設計画が適切に公示された

る論文を発表している。

か，開示された資料がしかるべき場所で閲覧

８

ミュルハイム＝ケアリッヒ決定に
みる手続の重視

できたかとの検討がある。これらの条件を踏

ミュルハイム＝ケアリッヒ原発は，1972年

後，実質的な検討に入ることになるが，手続

の最初の認可申請から，1998年に認可取消し

上の瑕疵は治癒されないということであっ

が司法判断で確定するまでの間，３か月だけ

た。

まえていれば手続上の問題がないとしてその

稼働し実際に発電したが，司法判断後，解体
された。第一次判決は，計画されただけで実

９

科学技術情報の公開

施されることのなかった許可について，その

なお，行政側は全ての情報を開示する義務

許可手続上の瑕疵（調査欠缺）を許さなかっ

があり，ドイツの行政訴訟では裁判の中で行

たものである。

政側の書面の閲覧を求めることができる。そ

この原発の設置を巡って提起された憲法異

れに対して，行政からの機密情報との主張も

議手続において，連邦憲法裁判所は，1979年

あるが，異議申立で開示を求めることができ

12月20日，以下のように基本権の手続的権利

る。他の裁判所でのインカメラの制度もあ
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ほどに十分に安全な施設であることが求めら

る。
ただ，ある情報が開示されていないことを
もって，どのような判断をするかは裁判所の

れている。そうでなければ，原発が安全だと
評価することはできない」

裁量である。なお，情報公開は裁判外でも閲

３

覧可能である。

De Witt 弁護士

「過去に，1000年に一度であっても巨大な

第４

まとめ

津波が来ていたことが分かっていたにもかか

以上述べてきたとおり，ドイツの許可取消

わらず，６m の津波しか想定していなかっ

しを求める訴訟では，住民側が安全性の問題

た，という福島第一原発事故の事案では，ド

点を指摘すれば，行政側において，最高度の

イツでは，行政の判断が恣意的であるとし

危険排除とリスク予防を行ったこと，代替可

て，そもそも許可が下りない可能性が高い」

能な全ての学説を考慮・検討したこと，その
判断が恣意的なものではなく，十分に保守的

４

Storost 元裁判官

「裁判官は，
『行政の判断の仕方が恣意的で

であったことを立証する必要がある。
そして，これは，ドイツ原発訴訟に特有の

ないか，十分に保守的か』という視点で判断

問題ではなく，原発という極めて大きな危険

を行うため，科学の知識よりも，むしろ行政

を内包する施設の安全性を判断するに当たっ

の判断の仕方について理解する必要がある。

て，基本的人権を保障するという司法の基本

そのためには，裁判の場で，自分が分からな

的役割の観点から導かれる理論であり，日本

いことについて，専門家に積極的に説明を求

にも十分に妥当し得るものであると考えられ

めるという態度が重要になる」

る。
最後に，今回のドイツ調査を通じ，それぞ
れの聴取者から聴くことのできた印象的な言

５

Nolte 裁判官

「日本政府が，福島第一原発事故後も原子
力に固執し続けていることに対して，ドイツ

葉を引いて，本節を締めたいと思う。

の多くの人は戸惑っている」

１

Wollenteit 弁護士

「福島第一原発事故のように，行政側が，

「原発訴訟においては，どうしても専門技

今まで６m の津波しかなかったので，これ

術的で複雑な議論に陥りやすいが，行政庁の

からも６m の津波しか来ないだろう，と判

判断が恣意的ではないか，十分に保守的であ

断するのは，ドイツでは，恣意的な判断，不

るかを考える際には，エアバス A380による

十分な判断と評価されると思う」

衝突の可能性を検討していない，というよう
に，できるだけ分かりやすい簡潔な主張を展
開すべきである」

２

Klinger 弁護士

「許可の手続において重要なのは，情報開
示と市民参加である。原発の安全性に関する
行政側の資料に対しては，完全開示を求める
権利がある。仮に，テロリストに情報を開示
されたとしても，それだけでは破壊できない
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第４節

第４節
第１

あるべき司法審査に向けて

あるべき司法審査に向けて

はじめに

続けることから，電気を利用して水によっ

本章では，ここまで，日本における従来の

て冷却を継続しなければ燃料棒が溶解して

原発裁判を概観した上で，その問題点を指摘

放射性物質を制御できない事態に陥る（メ

し（第２節）
，これと比較する意味で，ドイ

ルトダウン）
。
つまり，非常事態には，制御棒を挿入し

ツにおける原発裁判の在り方について紹介し

て核分裂反応を止める，というだけでは足

てきた（第３節）
。
本節では，これらを踏まえて，福島第一原

りず，
「止める，冷やす，閉じこめる」と

発事故後の日本において，どのような視点に

いう三つの対策がそろって満たされて初め

立ち，どのような司法判断がなされるべきで

て，原発の安全性が保たれるのである。
仮に，これらのうちの一つにでも失敗す

あるのかについて，本論を展開する。
まず，原発の根本的危険性や特性のほか，

れば，わずかな地震による損傷や故障であ

これまでの日本の司法審査においてもっとも

っても，破滅的な事故につながりかねな

大きな問題であったと考えられる，科学技術

い。 例 え ば，
「止める」ことに失敗する

に対する考え方について説明し，あるべき司

と，炉心損傷に至ることが必然であり，採

法審査の在り方について総論的に述べる（第

るべき有効な手だてがない。

２）
。ついで， そ の よ う な 総 論 的 な 考 え 方

福島第一原発事故では，「止める」こと

を，訴訟法上どのように反映すべきか，具体

には成功したとされるが，
「冷やす」こと

的な判断枠組みの在り方について検討する

ができなかったためにメルトダウンが発生

（第３）
。さらに，そのような具体的な判断枠

し，また「閉じこめる」ことにも失敗し，

組みを踏まえ，地震などの個別具体的なリス

放射性物質が大量に外部に放出されること

クに対して，どのような安全性が求められる

となったものである22。

べきか，その基準の試案を提示する（第４）
。

（2）科学技術から得られる知見に限界があ
ること

第２

原発と裁判

第二に，他の技術では，技術の安全性に
ついて専門家の経験的知識に頼ることがで

１

原発の根本的危険性・特性

きるのに対し，原発の安全性については，

原発技術には，以下に述べるとおり，火力

実際に事故を起こしてみて対策が万全であ

発電所や廃棄物焼却炉，自動車，ボイラーな

るかを調べることも，実験室で小規模なテ

ど他の科学技術とは異なる根本的危険性があ

ストを試みることもできないということで

る。

ある。つまり，ここでは，専門家と言えど
も，不確かな基盤の上でしかものが言え

（1）停止後も崩壊熱を発し続けること
第一に，原発で発出されるエネルギーが

ず，専門知識に頼ってみても，確かな法的

極めて膨大で，しかも，直ちに停止するこ

行為基準・審査基準が得られるわけではな

とができない，ということである。

いのである。
原子力安全・保安院の「地震・津波，地

このため，他の技術では，事故が起きた
としても，運転を停止すれば，それ以上の
被害の発生を止められるのに対し，原発で

22

は，運転停止後においても，崩壊熱を発し
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質・地盤合同ワーキンググループ」の主査

に物語っている。この点は，他の科学技術

であった纐纈一起東京大学地震研究所教授

の利用によってもたらされる危険性とは量

は，福島第一原発事故後，
「原発の耐震安

的にも質的にも決定的に異なる。原発災害

全性を科学的知見からだけで判断すること

による被害は，以下の四つの特殊性を持っ

の困難さを悟って」地震の４か月半後に合

ている。

同ワーキンググループの主査を辞任した。

①

被害の甚大さ

そして，
「辞任してから改めて原発審査を

福島第一原発事故では，まず，膨大な

振り返ってみると，科学的に正しい耐震安

量の放射性物質が大気中，海中へ放出さ

全性が適用されるようにという信念のも

れ，陸地，河川・湖沼，海洋が広範囲に

と，自分では努力したつもりだった。しか

わたって放射能で汚染された。これらの

し，科学の方に限界があって，こうした信

放射性物質の半減期は，ヨウ素131のよ

念も空回りしてしまったというのが正直な

うに８日と短いものもあるが，セシウム

実感である。今回の原発事故の最大の教訓

137（半減期30.2年）
，ストロンチウム90

は，どんなに一生懸命，科学的な耐震性の

（同29年）
，プルトニウム238（同88年）

評価を行ったとしても，それを上回るよう

など長期のものも少なくなく，今後も長

な現象が起こる国だと分かったことであろ

期間にわたって影響を及ぼし続けること

う。それを考えれば，これから起こる全て

は必至である。そして，それらは，さら

の現象に備えられるような原発は作れない

に，飲料水や農林畜水産物の汚染をもた

と思っている。地震という現象は複雑系で

らしている。

決定論的な理解が困難なうえに，実験で再

また，これらの放射性物質は，人の健

現することができず，更に発生頻度が著し

康・生命に重大な影響を及ぼすことが知

く低いためデータに乏しいという三重苦に

られており，その影響を回避するため

ある。地震研究が進めば進むほど，地震

に，約15万人もの住民が避難生活を余儀

が，いつ，どこで，どのくらいの大きさで

なくされ，この避難の過程で少なくとも

発生するかを定量的に予測することの難し

入院患者等60名がその命を失った。さら

さが明らかになってきた」と述懐してい

に，これら避難住民達の中には，家族の

23

る 。そうした不確実な科学の基盤の上

離散を余儀なくされ，劣悪な避難生活の

に，万全の安全性を確保しなければならな

中でこの人数をはるかに超える人が命を

いという，原発技術の根本的危険性の本質

縮めたことは想像に難くない24。
避難をしなかった住民についても，生

を見事にいい当てた発言である。

活環境中に放射性物質が散乱しており，

（3）被害の激甚性
第三に，原発技術の特殊性は，何といっ

特に子ども達の発達や健康への不安をか

ても，重大事故が起きた場合の被害が激甚

かえた生活を余儀なくされている。ま

であることである。その被害がいかに凄ま

た，農林水産業をはじめ地域の産業は深

じく，また，取り返しのつかないものであ

刻な影響を被り，廃業を余儀なくされた

るかは，何よりも福島第一原発事故が如実

者も少なくない。さらに，これら住民が
長い時間をかけて築き上げてきた地域コ

23

ミュニティも，今や消滅の危機に瀕して

纐纈一起ほか『地震の科学の未来―限界を踏ま
えた情報発信とは』世界臨時別冊 No. 826（岩波書
店，2012）
。

24
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いる25。

あるべき司法審査に向けて

なお広範囲にわたって避難区域を定めて

このような事態を目の当たりにし，自

いる。

治体そのものが崩壊しかねないという危

また，函館市長は，函館市大間訴訟の

機感から設置許可無効等確認訴訟を提起

第一回口頭弁論において，「戦争ですら

した函館市の行動の意味を，我々は重く

復興することができるが，原発事故は復

受け止める必要がある。

旧することもでき」ず，地域そのものが

②

半永久的に消滅することになる旨述べて

不可逆的な被害
放射線は，遺伝子に作用して障害をも

いる。

たらすことから，その障害は治癒できな

このように，原発災害は，広範囲の国

い不可逆的なものである。さらに，遺伝

土を長期にわたって汚染するとともに，

子の障害は，子孫にまで受け継がれる可

そこで生活する人々の健康はもとより，

能性が高く，その意味でも他の科学技術

平穏な生活も，地域の人間関係も，全て

とは比較にならないほど深刻なものとな

根こそぎ破壊してしまうのである。

る。
③

２

広範囲にわたる汚染の広がり
放射線は，風や海流に乗って，日本の

科学技術の不確実性

（1）裁判における科学的証拠の問題

みならず，地球規模で大気・海洋を汚染

ここで，原発事故による被害の甚大性，

する。そのため，原発の危険を引き受け

特殊性からはいったん離れて，原発訴訟に

ていない他国民の人格権をも侵害する危

おいてよく指摘される「科学裁判」という

険性もある。

側面について考察してみたい。

④

裁判では，しばしば科学的証拠が用いら

被害の長期継続性
前述のように放射性物質の中には半減

れる。

期が長期間にわたるものも多く，特に，

科学的証拠は，通常，当事者の利害関心

プルトニウム239は，２万4000年という

を離れ，中立で公正な知見をもたらし得る

極めて長期間の半減期を持つ。核廃棄物

と考えられていることから，その証明力は

の問題も含め，自己決定のできない将来

一般に高く評価されている。しかし，自然

世代に対してこのようなリスクや負担を

科学の手法を用いて，有害事象発生の原因

負わせるという意味でも，他の科学技術

や可能性を議論する場合，自然科学の専門

とは全く異質なものというべきである。

家からもたらされる科学的証拠は，必ずし

放射性物質による影響が長期に及ぶこ

も一致するとは限らない。

とから，福島第一原発事故では，住民の

特に，原発訴訟のような，科学技術に関

避難生活の長期化は避けられず，事故後

する社会的受容が争点の一つとなるよう

約３年半が経過した現在でも，10万人を

な，現代型科学裁判では，科学技術の専門

超える住民が避難生活を続けている。チ

家の意見はしばしば鋭く対立する。こうし

ェルノブイリ原発事故でも，既に事故後

た裁判では，いわゆる「科学技術の不確実

28年が経過しているにもかかわらず，今

性」が表出する。
本稿では，司法審査の在り方を議論する

25

日弁連第56回人権擁護大会シンポジウム第１分

科会基調報告書「放射能による人権侵害の根絶を

前提として，裁判との関係で法律家が知っ

目ざして〜ヒロシマから考える，福島原発事故と

ておくべき科学技術に内在する不確実性を

被害の完全救済，そして脱原発へ〜」

明らかにし，科学技術の不確実性を審理の
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中でどう取り扱うべきかについて，いくつ

されていない。

かの試みを提言する。

米 国 連 邦 司 法 セ ン タ ー の Reference

（2）科学の不確実性
①

Manual on Scientiﬁc Evidence は，司法

自然科学に対する一般的な考え方

関係者に向けて書かれた科学的証拠に関

自然科学とは，価値にとらわれない裸

す る 手 引 き で あ る。 同 書 の

How

の眼でありのままの自然を眺めて得られ

science works （「科学の仕組み」
）と題

た観察データから，帰納によって造られ

する章は，「科学的」であるとは何かと

た知識体系であるため，それ故に，確実

いう問いに向かい合わざるを得ない裁判

性，普遍性及び客観性を獲得していると

官に対し，科学という営みについて解説

26

している。

一般には考えられている 。こうした自
然科学に対する一般的な考え方に基づ

ここでは，科学に関する歴史を少し紐

き，裁判では，科学的証拠は当事者の利

解いた後，「価値にとらわれない裸の眼

害関心から独立した公正で中立な知見を

でありのままの自然を観察する」という

もたらすと考えられ，要証事実や主要事

点に対し，
「何が観察に値し，何が値し

実を科学的証拠によって裏付けること

ないのか選択することについて，何らか

で，公正かつ中立な司法判断をなし得る

の理由付けを抜きにして，自然を観察す

と考えられている。

ることは不可能である」とする。つま

司法判断が，自然科学に対する一般的

り，観察に先立って，観察することの意

な考え方に基づいていることは，いわゆ

義・重要性に関する価値判断が行われて

る東大ルンバール事件最高裁判決（最判

いるということである。

昭和50年10月24日民集29巻９号1417頁）

また，どんな理論を前提と見るかによ

の判示を見れば明らかである。そこで

り，何が観察されるかということが変わ

は，
「訴訟上の因果関係の立証は，一点

るという，いわゆる「観察の理論負荷

の疑義も許されない自然科学的証明では

性」もある。自然科学の観察の場面で

なく，経験則に照らして全証拠を総合検

は，背景知識のみではなく，専門性の高

討し，特定の事実が特定の結果発生を招

い観察に関する熟練が重要になる。その

来した関係を是認しうる高度の蓋然性を

ため，それぞれに対立する理論を前提と

証明することであり，その判定は通常人

する科学者達の間では，同一の事象に接

が疑いを差し挟まない程度に真実性の確

しても異なる観察がされたと主張するこ

信を持ちうるものであることを必要と

とがある27。

し，かつ，それで足りるものである」と

現代のこうした科学論の流れを踏ま

され，自然科学的証明の程度は，訴訟上

え，村上陽一郎著「新しい科学論」（講

のそれよりも高いと考えられている。

談社，1979年）は，
「自然科学は，けっ

②

して人間や人間社会から切り離された，

現代の科学論
しかし，こうした自然科学に対する一

中立の道具などではない」という。「善

般的な考え方は，現在では必ずしも支持

かれ悪しかれ，その時代その社会の基本
的なものの考え方，底流となっている前

26

村上陽一郎「新しい科学論」
（講談社，1979年）
Goodstein, David,

提と結ばれている」と指摘する。現代の

,（Federal

Judicial Center,
, 2011）

27
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あるべき司法審査に向けて

科学論が明らかにする科学の営みは，日

Pharmaceuticals, 509 U.S. 579） は， 裁

本の裁判官が期待するような，専門的な

判所が，科学とえせ科学の線引き問題に

背景知識を共有すれば専門家の誰もが意

言及した裁判例である。 How science

見の一致を見るようなものではない，と

works

いうことが，まずは確認されなければな

判官は「その証人尋問が意味する結論で

らない。

はなく，その結論が導かれる方法に基づ

③

いて，証人尋問の証拠としての信頼性を

科学的判断の確率的表現
弁護士や裁判官にとって注意が必要な

点は，科学的判断は，確率的に表現され
28

は，同判決の意義について，裁

決断することを求められる」としてい
る。

るということである 。観察によって得

同判決は，その結論を導く科学的「方

られるデータの中には，誤差が存在す

法」を，次の四つの基準で判断しなけれ

る。観察によって得られるばらばらのデ

ばならないとする。

ータから，理論や一般法則を言語化する

ア

のは，統計学の役割であり，それゆえ統

理論を反証し得るようなテスト可能な

29

その方法の理論的な基礎は，その

計学は科学の文法であるといわれる 。

予測を与えなければならない。

統計学により，ランダムな現象から一般

イ

化され言語化された理論が構築され，そ

き学術誌で発表されていることが望ま

の理論が個別の事象に適用されるため，

しい。

科学的な判断は，それがどの程度確から

ウ

しいのか，という確率的な表現となるの

差率が既知とされるべきである。

であって，そこには，おのずと「幅」が

エ

存在する。

ニティにおいて一般的に受容されてい

④

るべきである。

アメリカ連邦最高裁 Daubert 判決
How science works

は， 科 学 の 営

みについて，二つの点を強調する。

その方法は，専門家による査読付

結果を評価する際に発生し得る誤
その方法は，関連する科学コミュ

日本のルンバール事件最高裁判決との
対比において，ダウバート事件が，科学

まず，科学という営みは，法廷におけ

的知見の誤差率に論及していることは注

る論争にも似た当事者対抗的手続で行わ

目すべきである。すなわち，自然科学的

れる。観察とデータに基づき，科学理論

証明は一点の疑義もない確立されたもの

の正しさは，常に覆される可能性があ

ではなく，むしろ誤差や見解の幅，時に

る。歴史的にも，ほとんどの科学者達が

はエラーを常に含むものであることが前

一致して認めていた理論が後に覆された

提とされているのである。

例は多数存在する。そして，この理論同

⑤

士の競争を支えるのが査読制度である。

現代社会における科学技術の不確実

性

1993年 の 米 国 連 邦 裁 判 所 ダ ウ バ

科学という営みに対する一般的な考え

ー ト 事 件（Daubert v. Merrell Dow

方，すなわち，「科学は確かな正解を答
えてくれる」という期待について，平川

28

中村多美子ほか「法と科学のハンドブック ver.

20130624」
（独立行政法人科学技術振興機構社会技
術研究開発センター委託研究プロジェクト不確実
な科学的状況での法的意思決定，2013年）
29

秀幸著「科学は誰のものか

社会の側か

ら問い直す」
（ＮＨＫ出版，2010年）で
は，これを「科学の完全無欠幻想」と呼
ぶ。そして，ドイツの社会学者オートウ

津田敏秀「医学と仮説」
（岩波書店，2011年）
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ィン・レンが指摘した政策立案者が抱き

も，原理的には決して100％とはいえな

やすい科学への次の四つの「幻想」を紹

い。知識の確かさを証明するための土台

介している。

は，実験や観察の結果や論理的整合性な
ど人間が手に入れられる証拠のみであ

ア 「確かさの幻想」
将来の予測を行う際に政策立案者

る。しかも，現実の社会で直面する科学

は，正当な根拠で裏付けられる以上に

の不確実性には，何が知られていない

予測内容に自信を持ちやすい。

か，どこの部分の知識が不十分であるか

イ 「疑似確信の幻想」

が特定されている「知られている無知

ある問題について，その一部につい

（Known Unknown）
」のほかに，何が知

てしか成り立っていない「確かさ」を

られていないのかがそもそも全く分かっ

全面的に成り立つものだと思ってしま

ていない，
「知られざる無知（Unknown

う。

Unknown）
」という二つの不確実性が存

ウ 「絶対的真理の幻想」

在する30。また，最終的に一つの学説に

証拠の正しさ（真実性）について政

収束するとしても，そのためには，多く

策立案者が過剰な確信を持ってしま

の研究と論争，長い時間と多額の費用が

う。

かかることも稀ではない。
こうした原理的な問題に加え，現代の

エ 「応用可能性の幻想」
ある問題について正しいとされた結

科学は，自然の仕組みの解明から，人工

論を過剰に一般化して，他の問題にも

物の製作という役割へ変容しているとも

当てはまるものだと確信してしまう。

指摘される。これが科学技術の社会化と

「科学の完全無欠幻想」の下では，時

呼ばれる現象である31。小林傳司著「ト

間がかかったとしても，最後は必ず白黒

ランス・サイエンスの時代

のはっきり付く確実な正解を与えてくれ

社会をつなぐ」
（ＮＨＫ出版，2007年）

ると考えている人は多いが，実際には，

によると，かつて，科学は真の知的関心

地震学の研究に典型的に見られるよう

と好奇心によってのみ遂行され，その社

に，研究が進むにつれて不確実性が減る

会的・政治的利用の場面とは切り離され

どころか，謎が深まることもある（この

るべきであると考えられてきた。

科学技術と

ことは前述の纐纈教授の述懐にも見られ

しかし，純粋な科学の領域と純粋な政

る）。平川氏は，むしろ科学だけで決定

治の領域の区別は，科学及びこれを利用

的な役割を果たせることは実はそれほど

した技術の発展により，両者の交錯する

多くはないのだということを肝に銘じる

領域が大きくなった。その結果，「科学

ことが大事であるという。

によって問うことはできるが，科学によ

もちろん，既存の理論との矛盾がな

って答えることのできない問題群からな

く，対象となっている現象の振る舞いを

る領域」
（いわゆる「トランス・サイエ

矛盾なく説明できたり，正確に予測でき

ンス32」
）が出現した。

たりする場合や，その知識を利用したテ

原子力の問題に即していえば，運転中

クノロジーが意図どおりに機能するよう
な知識も膨大に存在する。しかし，どん
なに知識のピラミッドを構成するブロッ

30

小林傳司「科学技術と公共性」（小林傳司編「公
共のための科学技術」玉川大学出版部，2002年）

31

クの一つ一つに正しさや確かさがあって
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社会の側から問

第４節

あるべき司法審査に向けて

の原子力発電所の安全装置がすべて同時

か，影響を受ける人々の参加の手続きは必

に故障した場合，深刻な事故が生じると

要ないのか，専門家の裁量は信頼できるの

いうことについては専門家の間に不一致

か，専門家の間の見解の対立はどのように

はなく，その科学的な意味での確率（そ

扱われるべきか，行政官庁の専門家の見解

の事象の発生の蓋然性に関する数値的な

だけがなぜ裁量として認められるのか，こ

見積もり）も，ある程度は専門家の間で

れらはきわめて重要な問題のはずである。

一致する。しかし，その確率を安全とみ

しかし，行政訴訟の枠組みではまずこれら

るか危険とみるかというリスク評価の場

の問題は扱えないのであろう。
」。
淡路剛久教授はこの点について，次のよ

面には価値判断が入り込み，科学的問い

うに指摘する。

の領域を超える。こうしたトランス・サ
イエンスの問題について，科学技術者は

「結局，事故が起これば，いちばん犠牲

「工学的判断」に基づいて判断するとい

になる人たちが他律的に決められるという

うが，この「工学的判断」には明確に定

手続です。これは専門家の判断に任せて，

義できるような性質がない。工学的判断

その立地に関しては一切そういう人たちの

は，言語化が極めて難しく，工学教育を

意見の反映の場がなく，意見を聞くのも参

通じて習得される相場感覚である。小林

加させるのも資料を公開させるのも，全く

氏は，前掲書において，トランス・サイ

そんなものは立法政策の問題だ，という割

エンス的問いを，科学技術の専門家の相

り切り方がいいのかどうかが問題です。…

場観に委ねる，というということの是非

（略）…憲法違反ではなくても，そういう

が再検討されなければならないと指摘す

手続が採られていない場合に，それでは安

る。システムの不確実性が高く，市民が

全審査委員会に対する裁判所のコントロー

意思決定に関与する利害も高い領域で

ルはどうあるべきかと，すべての司法審査

は，オーソドックスな科学教育や専門家

の判断の仕方に跳ね返ってくると思うので

教育が見落としがちな様々な市民の知や

す。」
（〈座談会〉伊方・福島第２原発訴訟

情報を交えた，さらに広汎な検討の場の

最高裁判決をめぐって（ジュリスト No.

創出が必要となるのである。そして，こ

1217）より）

のことは，社会から専門家への支援でも
ある。

科学技術のリスクが争点となる裁判で
は，多くの専門家が関与する。また，行政

（3）科学技術の不確実性と裁判

による科学技術の政策形成段階（特に規

トランス・サイエンス的領域の問題群に
ついて，原子力発電所を巡る司法判断は，
これをどのように扱ってきたか。

制）でも，多くの科学技術の専門家が関与
している。
専門家の意見が一致しない場合，自然科

小林氏は，前掲書において原発裁判（特

学に対する一般的な考え方を有する弁護士

に行政訴訟）を振り返り，次のように述べ

は，片方の意見は信用できるが，他方の意

る。

見は信用できないと断定しがちだし，裁判

「安全審査のコントロールを誰が行うの

官も多くの場合，どちらの専門家の主張が

か，そしてどのようにしてルールを作るの

信用できるかについて結論付けることが多
い。

32

しかし，これまで見てきたように，科学

Weinberg, Alvin M.
（

的判断には，
「幅」がある。

, vol. 10, no. 2, 1972）
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システムの不確実性が高く，意思決定に

ざスイスの学者を鑑定人として招致したこ

対する利害も高い領域の問題が司法判断に

とが報告されている。しかし，そうした場

持ち込まれるとき，小林傳司著「科学技術

合でも，対立する見解を持つ専門家同士の

と公共性」
（玉川大学出版，2002年）や淡

共同事実発見を実現することで，党派制，

路剛久教授が指摘してきた問題に対し，安

不確実性に対処できる可能性がある（オー

易な専門技術的裁量を容認し，応答しない

ストラリアにおけるコンカレントエヴィデ

できた司法の責任は大きいといわざるを得

ンス制度など33。
）。
もう一つ重要なことは，十分な情報公開

ない。

が審理の前提として担保されるべきである

（4）実務的な方策

ということである。 How science works

立法権との関係はあるにせよ，現状の司
法審査を再検討するに当たり，重要な示唆

が指摘するように，公開されたデータを基

がある。

に専門家相互が対等に議論できる制度的な

国 際 連 合 環 境 計 画（United Nations

状況が担保されて初めて，得られたデータ

Environment Programme） は， 複 雑 な

なり理論が科学としての信頼性を獲得し得

問題を抱える科学的不確実性の下での司

るのである。しかし，日本の裁判におい

法 判 断 に つ い て，Judicial Handbook on

て，科学的証拠とされるものの中には，情

Envrionmental Law を 発 表 し， 審 理 の た

報の公開と査読といった基盤を欠いている

めの手がかりを提供している。これによれ

ものが少なくない。それにもかかわらず，

ば，不確実性への対処として，リスクに対

その証拠が科学の専門家からもたらされ，

する知識が欠けている場合に，法的判断の

その表現形式が一見数学的であるという理

方法論を発展させる必要があるとし，その

由のみで，その証拠の科学性を認め，信頼

例として，推論を用いることや挙証責任の

性を評価することは危険である。

転換を挙げている。同書は，明確な定義が

司法手続に関与する法律家達は，具体的

存在するわけではないものの，Precaution

な事件を離れて，自然科学者・技術者らと

（事前警戒）について，各国の判決の意義

情報交換をする機会はさほどなかった。し

を紹介している。そして，不確実性が存在

かし，法廷で科学的証拠を取り扱う以上，

し，専門家の意見が一致しない場合に，科

「科学的である」とはどういうことなの

学的証拠を評価する基準として，米国連邦

か，様々な側面から，法律家と科学者の恒

最高裁ダウバート判決とほぼ同一の基準を

常的な情報交換がなされ，相互の共通理解

紹介している。

が図られていく必要がある。

日本の司法実務では，鑑定を依頼できる
ような中立な専門家を選ぶことが難しいと

３

司法審査見直しの動きと大飯一審
判決

いうことが，かねてから指摘されてきた。
確かに，専門家の多くは，既に当該科学技

（1）司法研修所研究会での議論

術に関する社会的紛争に大なり小なり関与

最高裁に設置された司法研修所は，2012

していることがほとんどであるため，社会

年１月26日から27日にかけて，原発訴訟な

的な見地から，専門性を有しつつ中立な専
門家を探し出すことは容易ではない。ドイ
ツ調査においても，ミュルハイム＝ケアリ

33

ッヒ訴訟で，このような経緯から，わざわ
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複数の専門家が互いに意見をぶつけあって一つ
のレポートをまとめあげ，彼らが法廷に集まって，
裁判官の指揮の下で証言するという方法。

第４節

あるべき司法審査に向けて

を与えるか。

どの複雑困難訴訟事件の適正な事件処理に

（論点）

資する目的で，実体法及び訴訟運営の観点

○

から研究，討議を行う「平成23年度特別研

国の政策決定が審理運営に与える影

響

究会（第７回，複雑困難訴訟）」を開催し

○

た。

被告側が訴訟活動の方針を明らかに

できない場合において，裁判所が審理

同研究会の開催案内において，司法研修

運営に当たって留意すべき事項

所は，原発関連訴訟にかかわる問題とし

④

て，次のような論点を提起している。

判断に必要な専門的知見を適切に訴

福島第一原発事故を踏まえて，裁判

訟過程に反映させるために裁判所が留意

所は，原発関連訴訟に対し，どのような

すべき事項にはどのようなことがある

スタンスで審理・判断に望むべきか。

か。

①

（論点）

（論点）
○

○

裁量統制型の司法審査の枠組みを維

ルの専門的知識を習得するための工夫

持することの当否，審査密度の在り方
○

早期の段階で審理の前提となるレベ

○

原子炉のリスクを判断する上で考慮

中立公平な専門家を確保するための
方策

すべき事項，その立証責任，証拠評価
○

の在り方

当事者の主張立証活動を活性化する

リスクの社会的許容性につき判断す

ための方策（裁判所と当事者との役割

る際に考慮すべき事項（原子炉の特殊

分担の在り方，裁判所・当事者がそれ

性を踏まえた費用便益比較の手法，被

ぞれ配慮・工夫すべき点など）

○

害の防止に関する措置の内容及び効果

○

などのほかに，どのような事項が考慮

このように，福島第一原発事故を経た今
日では，最高裁においても，従来のような

の対象となるか）
○

司法行政上のサポートの在り方

司法審査を続けていたのでは，司法に対す

差止めによる保護を求める具体的な

る国民の信頼が失われるのではないか，と

利益として考えられるもの
福島第一原発事故及びその後の状況

いう危機意識があることがうかがわれ，今

は，原発関連訴訟の今後の事件動向にど

後の司法審査が改善されることが期待され

のような影響を与えるか。

ている。

②

（2）歴史的な大飯一審判決

（論点）
○

想定される事件類型，事故類型ごと

が，大飯一審判決である。

の審理運営上の留意点
○

事故等が原告適格の判断に与える影

福井地裁は，2014年５月21日，大飯原発
３，４号機の運転差し止めを認める歴史的

響
○

このような裁判所の変化を象徴する判決

事故等により得られた新たな専門的

判決を言い渡した。判決が言い渡された瞬
間，弁護団や原告団事務局のメンバーが，

知見に起因する新たな論点
規制行政庁に対する一定の信頼の低

それぞれ「差し止め認める」
「司法は生き

下が原発関連訴訟の事件動向・審理運

ていた」という垂れ幕を掲げたが，特に後

営に与える影響

者について，深い共感を寄せた市民は多か

○

③

国の原子力行政の帰趨は，原発関連

訴訟の審理運営に対してどのような影響
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ったことであろう。
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福島第一原発事故後初めての，原発裁判に

は，福島第一原発事故を通じて十分に明

おける司法判断である。福島第一原発事故

らかになったといえる」とし，「福島第

の被害を踏まえ，行政庁の判断を追認して

一原発事故の後において，この判断35 を

きた裁判所の姿勢に変化が生じることが，

避けることは裁判所に課された最も重要

多くの市民から期待されていたが，この判

な責務を放棄するに等しいものと考えら

決は，その期待に十二分に応えるものとな

れる。」と断じている。
このように，大飯一審判決は，福島第

った。

一原発事故の経験を司法がどのように総
括するか，特に，人権侵害の未然防止と
いう司法に課せられた職責との関係で，
司法がどのような判断を行うべきかとい
う視点で貫かれており，司法の覚悟・矜
持が現れた判決というべきである。
②

人の生命を基礎とする人格権は経済

活動の自由に優越すること
（大飯一審判決言い渡し直後の様子）

大飯一審判決は，人格権に基づく差止
訴訟における保護法益について，「人の

（3）大飯一審判決の内容
①

生命を基礎とする」人格権は「我が国の

福島第一原発事故の被害から出発し
ていること

法制下においてはこれを超える価値を他

本判決は，まず福島第一原発事故の被

に見出すことはできない」と，最も重要

害を確認するところから出発している。

な権利であることを明確に認める一方

すなわち，
「福島第一原発事故におい

で，原子力発電所の稼働については，

ては，15万人もの住民が避難生活を余儀

「法的には電気を生み出すための一手段

なくされ，この避難の過程で少なくとも

たる経済活動の自由に属するものであっ

入院患者等60名がその命を失っている。

て，憲法上は人格権の中核部分よりも劣

家族の離散という状況や劣悪な避難生活

位に置かれるべきものである」と，両利

の中でこの人数を遥かに超える人が命を

益の質的な違いを認めた。

縮めたことは想像に難くない。」と述べ

③

判断枠組み
ア

た 上 で，「 大 き な 自 然 災 害 や 戦 争 以 外
34

大飯一審判決は，このように，原

で，この根源的な権利 が極めて広汎に

発事故の特殊性，被害の甚大性と人格

奪われるという事態を招く可能性がある

権の優位性を根拠として，福島第一原

のは原子力発電所の事故のほかは想定し

発事故のような事態を招く「具体的危

難い」として，原発事故の被害の大きさ

険性が万が一でもあれば，その差止め

やその特殊性について言及している。

が認められるのは当然である」と判示
した。

その上で，
「原子力発電技術の危険性

このような判断枠組みに対し，女川

の本質及びそのもたらす被害の大きさ

34 「生命を守り生活を維持する利益」という「人格

35

大飯原発に，「
（福島第一原発事故と同様の）事

権の中でも根幹部分をなす根源的な権利」を指し

態を招く具体的危険が万が一でもあるのか」とい

ている。

う判断を指している。
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第４節

あるべき司法審査に向けて

一審判決で述べられたように，科学技

在り方，内容によって左右されるもので

術には，多かれ少なかれ危険は伴うも

はない」と述べている。

ので，これを否定して原発に絶対的安

この判決は，伊方最高裁判決で示され

全を求めることは非科学的であり，非

ていた原発事故の特殊性にかんがみて，

常識である，といった反論がなされる

原子炉による災害が万が一にも起こらな

ことがある。

いようにするために厳格な審査がされる

しかし，大飯一審判決は，原発事故

べきだ，という点を重視しつつ，行政訴

の特殊性・被害の甚大性から出発して

訟と民事訴訟とでは別の考慮が必要であ

おり，他の科学技術一般についてまで

るという原点に立ち戻り，これまでの民

具体的危険が万が一にもあってはなら

事訴訟における判断の在り方を乗り越え

ないなどとは言っていない。むしろ，

る論理として，民事差止訴訟において

福島第一原発事故を経てもなお，その

は，規制基準の適合性や規制委員会の審

ような原発事故の特殊性を直視せず，

査の適否という観点ではなく，人格権と

原発を他の科学技術一般と同列に扱う

条理の観点から具体的危険性が万が一に

ことこそ，非現実的な議論というほか

もあるか否かを判断する，という考えを

ない。

示したという点で，非常に評価できる判

イ

決と言えよう。

なお，女川一審判決に関わった元

裁判官の塚原朋一氏は，福島第一原発

⑤

地震学の限界，人間の能力の限界を

事故後，自身が用いた「社会観念上無

率直に認めたこと

視し得るか否か」という判断枠組みに

大飯一審判決は，当該原発に，ストレ

ついて，
「あれは，当時のわたしの社

ステストによって導かれたクリフエッ

会観念です」
「 こ れ に つ い て は， い

ジ36 を超える地震は来ないとの確実な科

ま，反省する気持ちがあります」「当

学的根拠に基づく想定は本来的に不可能

時のわたしの感覚は相対的なものだっ

である」と，地震学の科学としての本質

たということになります」と述べてお

的な限界を端的に指摘している。

16

そして，
「全国で20箇所にも満たない

るような判断枠組みを用いることは，

原発のうち４つの原発に５回」にわた

時代錯誤とすら呼べるものとなってい

り，想定した地震動を超える地震が「10

る。

年足らずの間に到来している」という，

④

り ，今後，女川一審判決を前提とす

動かし難い事実を重視し，基準地震動37

行政訴訟との峻別
従来の民事差止訴訟において，裁判所

は信頼できず，大飯原発には，基準地震

が，伊方最高裁判決の影響の下，行政の

動を上回る地震が到来する可能性を認定

裁量に安全性判断を委ねる傾向があった

した。

ことについては詳しく述べた。

⑥

コスト論，国富論等に対する反論

大飯一審判決は，このような従来の考

訴訟において，被告は，原発の稼働に

えに安易に追従することなく，裁判所が

ついて，①電力供給の安定性，コストの

具体的危険性の有無を判断することは
「人格権の我が国の法制における地位や
条理等によって導かれるものであって，

36

これを超えると，プラントの状況が急激に悪化
する地震，津波等の負荷のレベル。

37

原子炉規制法をはじめとする行政法規の
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耐震設計の基になる振動の強さを表す数値。単
位は「ガル」
。
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低減につながること，②原子力発電所の

び判断の過程等，被告行政庁の判断に不

稼動が CO₂ 排出削減に資するもので，

合理な点のないことを相当の根拠，資料

環境面で優れていることを主張してい

に基づき主張，立証する必要があり，被

た。これに対し，大飯一審判決は，前記

告行政庁が右主張，立証を尽くさない場

①の主張については，「極めて多数の人

合には，被告行政庁がした右判断に不合

の生存そのものに関わる権利と電気代の

理な点があることが事実上推認されるも

高い低いの問題等とを並べて論じるよう

のというべきである。
」と述べた。

な議論に加わったり，その議論の当否を

このうち，①の判示からすれば，原発

判断すること自体，法的には許されな

訴訟においては，万が一にも深刻な災害

い」と述べ，
「豊かな国土とそこに国民

が起こらないかような審査がなされてい

が根を下ろして生活していることが国富

るかどうかが判断の対象とされるべきと

であり，これを取り戻すことができなく

いえるが，その後の原発訴訟の多くで

なることが国富の喪失である」と断じ

は，あたかも①の判示がなかったかのよ

た。

うに，②の判示が曲解され，例えば浜岡

また，②の主張についても「福島原発

一審判決のように，国の定めた基準に沿

事故は我が国始まって以来最大の公害，

っていることが示されれば，それで「不

環境汚染であることに照らすと，環境問

合理な点のないことを…（略）…立証」

題を原子力発電所の運転継続の根拠とす

したことにされてしまった（第２節第２

ることは甚だしい筋違いである」と被告

の２
（2）記載「一応の合理性という矮小

の主張を一蹴した。

化」
）。
大飯一審判決は，従来の②に引きずら

（4）大飯一審判決の評価
①

伊方最高裁判決を的確に理解した上

れた裁判例から決別し，伊方最高裁判決

で従来の問題点を克服したこと

の持つ①の意義を的確に理解し（同判決

第２節でも述べたように，伊方最高裁

の判示は，この点では民事訴訟にも共通

判決は，①設置許可処分手続の趣旨につ

する），その上で，従来の問題点を克服

いて，
「原子炉施設の安全性が確保され

し，原子炉災害が「万が一にも起こらな

ないときは，当該原子炉施設の従業員や

いようにする」という目的に沿った判断

その周辺住民等の生命，身体に重大な危

ができる枠組みを採用したという点で，

害を及ぼし，周辺の環境を放射能によっ

極めて重要な判決であるということがで

て汚染するなど，深刻な災害を引き起こ

きる。

す恐れがあることにかんがみ，右災害が

また，本節第２で述べたとおり，科学

万が一にも起こらないようにする」こと

的知見とは，決して固定したものではな

にある，と述べ，また訴訟における立証

く，様々な科学的知見が議論を展開する

責任につき，②「原子炉設置許可処分に

ことによって発展していくものであり，

ついての取消訴訟においては，…（略）

とりわけ，原子力のような複雑な技術で

…当該原子炉施設の安全審査に関する資

あれば，複数の科学的知見が存在するの

料をすべて被告行政庁の側が保持してい

がむしろ当然である。それにもかかわら

ることなどの点を考慮すると，被告行政

ず，従来の原発訴訟においては，事実

庁の側において，まず，その依拠した前

上，行政がよって立つ見解のみが「正し

記の具体的審査基準並びに調査審議およ

い」ものとして採用され，これに基づい
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あるべき司法審査に向けて

て設計しさえすればそれで合理性が認め

ないかという疑いが残るというにとどま

られたことになり，上記見解を批判する

らず，むしろ，確たる根拠のない楽観的

科学的知見が省みられることはなかっ

な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆

た。

弱なものであ」り，「万が一」という程

福島第一原発事故は，いわば司法が，

度を超えて，危険性のレベルはかなり高

原発訴訟において行政追認の判断を続け

いという認識を示している点も注目すべ

た結果とも言うことができ，その意味

きである。

で，司法にも同事故の責任があるとの指

③

規制基準との関係について

これまでの原発訴訟において，裁判所

摘がされる。
大飯一審判決は，このように司法が自

は，行政事件のみならず民事事件におい

ら判断することを放棄し，行政追認の判

ても，行政庁が定める規制基準への適合

断をすることに対し，上述のように「福

性を重視してきたが，本訴訟において

島第一原発事故の後において，この判断

は，規制基準を争点としなかった。

を避けることは裁判所に課された最も重

この点について，判決は，「人格権の

要な責務を放棄するに等しい」と警告し

我が国の法制における地位や条理等によ

ている。

って導かれるものであって，原子炉規制

②

法をはじめとする行政法規の在り方，内

動かし難い事実を重視したものであ
ること

容によって左右されるものではない。し

大飯一審判決は，事業者側も抗いよう

たがって，改正原子炉規制法に基づく新

のない事実に基づいて，誰もが納得でき

規制基準が原子力発電所の安全性に関わ

る論理によって導き出された骨太の判決

る問題のうちいくつかを電力会社の自主

であり，簡単に覆すことはできない論理

的判断に委ねていたとしても，その事項

構造になっている。

についても裁判所の判断が及ぼされるべ

判決は，実際に過去に誤りを重ねてき

きであるし，新規制基準の対象となって

たという誰にでも理解可能な動かし難い

いる事項に関しても…（略）…（人格権

「実績」を重視し，それと同じ手法を用

や条理）に基づく裁判所の判断が及ぼさ

いている以上，また同じ過ちを犯すかも

れるべきこととなる。
」と述べている。

しれないではないかと，これまた誰にで

第２節第２で述べたとおり，民事訴訟

も理解できる論理で問題を指摘している

と行政訴訟とでは判断の対象が異なるか

のである。

ら，民事訴訟においては，仮に行政法規

そして，この判決で述べられた事項

である規制基準に形式的に合致していた

は，基本的に日本全国全ての原発に共通

としても，それだけで原告の請求が否定

するものである（主給水の遮断について

されることにはならないはずである。

述べた個所は，加圧水型軽水炉（PWR）

実際，本判決は，新規制基準とは別個
に，次のような大飯原発の危険性を指摘

に共通する問題。）
。
大飯一審判決は，その結論を導き出す

している。

過程において，「国民の生存を基礎とす

ア

る人格権を放射性物質の危険から守ると

きず，基準地震動を超える地震が大飯

いう観点からみると，本件原発に係る安

原発に到来する可能性がある。

全技術及び設備は，万全ではないのでは

イ
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策は有効性及び実効性がない。

意性」を意識するかのような個所が多く

ウ

みられ，この点でも注目されるべきであ

基準地震動に満たない地震でも外

る。

部電源等喪失の可能性がある。
エ

使用済燃料を保護する容器につい

（5）小括
このように，大飯一審判決は，福島第一

て堅固な施設で覆われておらず，「閉

原発事故という史上最大の公害被害の悲惨

じ込める」の機能が十分ではない。

な現実を直視して，伊方最高裁判決が述べ

れ，新規制基準には，これらの問題点

る「右災害が万が一にも起こらないように

を解消するための措置が盛り込まれて

する」という規範を，民事訴訟に妥当する

いないため，国の規制基準に適合して

範囲で的確に理解した。また，科学的知見

いても，「原発の安全技術及び設備の

についても，学説の優劣に深入りすること

脆弱性は継続することになる」と判示

なく，ましてや，行政がよって立つ科学的

している。このように，大飯一審判決

知見を偏重して批判的な科学的知見を排斥

は，事実上，国の規制基準の問題点を

することなく，誰もが認める事実を基にし

も指摘している。

て判断を行った。

④

その上で，新規制基準についても触

こうした福井地裁の判断は，今後の原発

科学的知見に関する判断

訴訟において，モデルケースとして高く評

前述のとおり，大飯一審判決は，地震

価されるべきものである。

学及び人間の能力の限界を率直に認め，
従来の原発訴訟において見られたよう
な，行政庁が依拠する一方の見解が正し
くて，他は採用するに足りない，と断じ

４

司法審査の在り方

（1）求められる司法の積極性

る愚を犯さなかった。

最高裁司法研修所は，2012年１月に原発

これは，本判決が，本節第１の２で述

訴訟の研究会を開き，その中で福島第一原

べた科学技術の不確実性を踏まえたもの

発事故を受けて討論がなされた。共同通信

ということができる。

の配信記事が伝えるところによれば，
「原

判決が依拠した事実は，事業者側も認

発訴訟について報告書を出した７人のうち

めるような動かし難い事実を基礎にした

５人が，これまでの訴訟の在り方について

ものであり，特定の科学的知見のみに立

問題を提起したり，安全審査を進める具体

脚することを慎重に避けた。

的手法について意見を述べた。…（略）…

これも，大飯一審判決が示した極めて

裁判所が安全性の審査により踏み込む必要

重要な点であろう。

性については，ほかの参加者にも異論はな

⑤

かった」としている。

大飯一審判決と，ドイツにおける司
法判断の在り方の共通性

また，
「内部資料によると，ある裁判官

大飯一審判決については，日本では驚

は『放射能汚染の広がりや安全審査の想定

きの声が聞かれたが，実は原発訴訟の経

事項など，福島第一原発事故を踏まえ，従

験を重ねたドイツで確立されてきた法理

来の判断枠組みを再検討する必要がある』

と非常に類似している。

と提案。安全性の審査・判断を大きく改め

ドイツにおける司法判断の在り方は第

るべきだとの考えを示した。国，電力側の

３節で詳しく述べたが，大飯一審判決

提出した証拠の妥当性をこれまで以上に厳

は，ヴィール判決にいう「保守性」「恣

しく検討する狙いとみられる」と報じられ
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あるべき司法審査に向けて

ている。裁判所は変わりつつあるし，自ら

万が一にも起こらないかどうか，という観

変わる努力を継続しなければならない。

点から見過ごすことのできない瑕疵がある

（2）司法審査の在り方

として，違法判断を躊躇うべきではない。

市民の命と安全を守る最後の砦は裁判所

いずれにせよ，これまで述べてきたよう

である。多くの国民は福島第一原発事故の

な原発の持つ本来的な危険性，被害の特殊

ような悲劇を繰り返さないため，司法の積

性や，科学技術の不確実性，そして，ドイ

極的な姿勢に期待を寄せている。規制委員

ツ調査で得られた司法審査の枠組みを踏ま

会の判断の過程で，少数意見であっても，

えるのならば，行政庁が依拠する特定の専

より安全性に配慮すべきであるという委員

門技術的見解を尊重し，これを前提に危険

会内外の見解が示された場合，たとえば敷

性がないと判断するという従前の方法は改

地内の断層が活断層であるかどうかについ

められなければならない。

て，委員や委嘱した専門家の間で意見が分

そして，今後は，科学的・経験的合理性

かれたような場合などについて，裁判所は

をもった見解が他に存在する場合には，当

司法審査に当たって次のように判断すべき

該見解を考慮してもなお原発が安全で人権

である。

侵害が発生しないと認められない限り，原

まず，民事訴訟においては，行政の判断

発の設置・運転を許さないなど，万が一に

とは独立に，原発の運転が万が一にも過酷

も原子炉等による災害が発生しないような

事故を惹き起こす危険性あるいはその可能

判断枠組みが確立されなければならない。

性があるかどうかを判断するべきである

５

次に，行政訴訟において，規制委員会の

原発の安全性確保のための情報開
示のシステム

判断が看過し難い過誤や欠落がなく，適切

（1）福島第一原発事故と国・東京電力によ

（詳細は第３で論じる。
）。

る情報隠し

になされたかどうかを事後的に審査する
際，ⅰ）必要な情報が全て提供されていた

原発訴訟においては，国や事業者の内部

か，ⅱ）判断の基準が最新の科学的知見を

情報をどこまで入手できるかが，勝負の分

踏まえた適切かつ合理的なものとなってい

かれ目であった。設置許可申請書や安全審

るかどうか，はもちろんのこと，ⅲ）判断

査の議事録を手に入れることすらも多大な

する委員会が公正な人選によって構成され

努力を要した37。もっとも，近年は政府の

ており，独立した判断が可能な環境が保障

会議の公開も広がり，資料も省庁のホーム

されているかどうかを検証しなければなら

ページに掲載され，我々も，安全性を議論

ない。

するために必要な資料は概ね公開されてい
るような錯覚に陥っていた38。

また，規制委員会が，安全側に配慮した
見解を少数意見として採用しない場合に

しかし，福島第一原発事故では，市民の

は，合理的な根拠を示して判断の過程を明

生命安全に関わる重大な事実が隠され，原

らかにすべきである。そして，裁判所は，
規制委員会の判断の過程において少数意見

37

海渡雄一「原子力と秘密」（田島泰彦ほか編『秘
密保全法批判』日本評論社，2013）

に必要な考慮が払われず，合理的に推論の
過程をトレースできない場合には，ドイツ

38

における「恣意的判断」に該当し，判断の
過程に，福島第一原発事故のような災害が
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子力の世界における情報の秘匿構造がどれ

秘密に近づこうとして取材すること自体

ほど深刻なものであるかを余すところなく

が，特定取得行為の共謀罪などに問われか

明らかになった。これほどまでに重大な事

ねない。このような事態は，ジャーナリス

実が秘匿されたことに，強い衝撃を受け

トや市民活動家が国によって隠されている

39

情報に敢然と挑む意欲を挫けさせるだろ

隠された事実は種々あるが，ここではそ

う。

た 。

このように，秘密保護法の下では，福島

の一部だけ確認したい。
原子炉がメルトダウンしているとい

第一原発事故後にジャーナリストの努力と

う決定的な事故の内容が秘密にされ，遅

奮闘により辛うじて開示された前記のよう

れて公表された。

な重要な情報も開示されなくなる危険性が

②

ある。

①

放射能汚染の広がりを示す SPEEDI

の情報が秘匿され，避難に活かされず，

（3）どのような情報が隠されてきたのか
①

住民に無用な被ばくを強いた。

もんじゅ

東京電力は，福島県沖で大地震が発

1980年代には，原子炉の設置許可申請

生した場合には高さ15.7メートルの津波

に対する科学技術庁や原子力安全委員会

が原発を襲うという計算結果を2008年に

の会議の議事録，原子炉の保安規定すら

は得ていたにもかかわらず，これを原子

公表されていなかった。このような文書

力安全・保安院に隠し，2011年３月７日

の公開のためにも裁判手続を通じた文書

になってようやく提出した。事故後，政

提出命令の申立，送付嘱託などが必要で

府は，報道機関によってスクープされる

あった。

③

まで，このような報告を受けていた事実

そのような中，1995年12月にもんじゅ

を隠した。

ナトリウム漏洩事故が発生した。動燃事

④

津波だけでなく，地震によって配管

業団（当時）は事故の深刻さを隠蔽する

が破断し，非常用電源などを失った可能

ために，事故の現場を撮影した直後のビ

性について，国会事故調報告書はこれを

デオを隠し，その後撮影されたビデオも

認めているが，東京電力と政府はこれを

編集した上で公開した。国に対する事故

否定している。

報告においても虚偽報告を行い，刑事処

⑤

罰を受けている。

海洋への汚染水の放出についても，

早くからこれを指摘する気象学者等の指

本件原子炉の設置許可の４年後である

摘があったにもかかわらず，東京電力

1987年，イギリスの高速増殖炉原型炉

は，2013年７月の参院選の終了まで，こ

PFR 炉で蒸気発生器伝熱管１本の破損

40

がわずか８秒の間に39本の破断に伝播す

の事実を必死に隠した 。

るという，設計基準事故を大幅に上回る

（2）秘密保護法と原発
2013年12月，秘密保護法が制定された。

事故が発生した。この事故の存在は世界

同法の下では，何が秘密に指定されている

中で秘匿されたが，原子力資料情報室の

かは，第三者には分からない。そして特定

通信の匿名原稿（動燃関係者による内部
告発であると推測される）によって原告
らの知るところとなった41。

39

前掲「原子力と秘密」

40

木野龍逸「検証福島原発事故記者会見３欺瞞の

京都大学原子炉実験所の小林圭二氏
は，この事故原因の過程を世界中の文献

連鎖」（岩波書店，2014年）２章
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を渉猟して追い続けた。同氏は，1998年

て係属中の再処理施設の指定処分取消訴

11月，PFR 事故に関する動燃「海外出

訟では，国はそのような資料は「保管さ

張報告」が存在することを突き止め，

れていない」として，提出を拒んでい

1999年２月，同文書が開示された。この

る。訴訟対象となっている許可の過程で

中には，安全審査が実施されていた時期

作成された行政文書を，平気で「廃棄し

に動燃が実施した実験でもイギリスの事

た」と主張して恥じない体質が，今も続

故と同様，大量の伝熱管破損が発生して

いている。

いた実験内容が掲載されていた。動燃は

③

東京電力損傷隠し事件の発覚

数億円を投じて行った実験結果を監督官

2002年８月，東京電力の福島第一・第

庁にすら報告していなかった。原子力の

二原発及び新潟の柏崎刈羽の原発合計13

世界ではこのような非常識が「テロ対

基で，1980年代後半から90年代半ばにか

策」
「核不拡散」の名の下に通用してき

けて，合計29件にもわたって，自主点検

たのである。もんじゅ控訴審判決の判断

記録に虚偽記載の不正がなされていたこ

のうち一つは，この実験結果の監督官庁

と明らかとなった。
東京電力の損傷隠しが発覚したのは，

に対する秘匿を原因とするものであっ
42

た 。

GE 社のアメリカ人技術者ケイ・スギオ

②

核燃料サイクル施設の安全審査資料

カ氏による内部告発がきっかけである。

2001年春の中央省庁再編に伴い，行政

しかし，経済産業省がこれを公表したの

庁審査の際に作成されたものの，秘匿さ

は2002年８月で，告発から２年もの歳月

れていた大量の文書が裁判所に提出され

を要した44。

た。これは，行政庁の所管が変わったた

この件は，内部通報制度が全く機能し

め，秘匿されていた大量の文書の存在が

なかったケースである。福島第一原発事

明らかになったという珍しいケースであ

故後の国会事故調報告書は，この事件な

る。

どを指摘し，「情報の隠ぺいと操作が常

2006年６月16日の低レベル放射性廃棄

態化していた」と厳しく指弾してい
る45。

物処分施設の設置許可取消訴訟の判決
は，その理由中で，事業主が断層隠しの

（4）プルトニウム関連の情報への規制が強

ためにボーリングデータを意図的に隠蔽

まる危険

し，申請書にも嘘を書いていたことを認

①

安全保障上の情報

定している。このような認定がされたの

原発は元々，軍事技術である。再処

は，上述の秘匿されていた安全審査書類

理・もんじゅなどプルトニウム関連の情

43

が明らかにされた結果であった 。

41

あるべき司法審査に向けて

報はこれまでも「安全保障」上の規制が

しかし，同様の資料は，再処理施設に

厳しく課せられてきた。原発はテロの標

おいても大量に存在していたはずである

的となる可能性があることから，テロ対

にもかかわらず，現在も青森地裁におい

策を口実に秘密は拡大することが懸念さ

難波努「原子力資料情報室通信」193号（1990年

44

８月）

る緊急提言―東京電力の福島原発等の不正問題を

42

名古屋高判平成15年１月27日判時1818号３頁

43

海渡雄一「原発訴訟」（岩波新書，2011）27〜28

頁，青森地判平成18年６月16日判タ1278号97頁

日本弁護士連合会「原発の安全性確保等に関す
ふまえて」2002年12月21日，海渡雄一「原発訴訟」

（岩波新書，2012年）145〜151頁
45
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れるし，原発輸出に関することなどは

十分に安全な施設であることが求められ

「外交」上の秘密とされる可能性があ

ている。それでなければ，原発が安全だ
と評価することはできない。」との発言

る。

があったことは重く受け止められるべき

ドイツ調査において，テロに情報を知

である。

られた程度で放射性物質が漏れるようで
は，そもそも安全ではない，とのヒアリ

（5）偶然がなければ開示できない制度の改
革を

ングをしたのと好対照である。
秘密保護法によって原子力に関する情

もんじゅ控訴審判決では，事業者の行っ

報が隠される可能性の第１は，プルトニ

た重要な実験結果や事故のシミュレーショ

ウムや高濃縮ウランなどの核兵器に転用

ン結果が偶然明らかになったことが，取消

可能な物質に関する安全保障上の情報で

しという判断につながった。
従来の裁判例では，情報に乏しく，専門

ある。
例えば，再処理工場では，工程毎に建

的な知識も有しない住民側が，原発の危険

物が別々になっていて，核燃料を溶かし

性について過度の主張・立証等の負担を強

た硝酸溶液が建物と建物の間を回廊のよ

いられており，内部告発や偶然の要素がな

うにつながった洞道内の配管を流れてい

ければ，多くの場合この立証に成功できな

る。しかし，安全保障上の理由によっ

かった。そのため，司法による安全性確保

て，このような部分の詳細な構造を知る

の機能が果たされないまま，結果として，

ことができない。

福島第一原発事故による大規模な人権侵害
が惹き起こされたといえる。

我々が，係争中の訴訟で真に安全性が
確保されているか確認するためには，こ

（6）国際条約と基準

のような機器の構造を明らかにされ，こ

日本政府はまだ批准していないが，環境

れが想定を超える地震動等によって破壊

と開発に関する国際連合会議宣言（リオ宣

されるメカニズムが説明されなければな

言）に基づいて策定され，2001年に発効し

らない。プルトニウム関連の情報への情

たオーフス条約は，環境問題について，市

報統制がますます強まれば，これまで以

民（NGO を含む。）が環境を守ることがで

上に安全性に関する情報を得にくくなっ

きるように，市民に，

てしまう。

①

情報へのアクセス権

② テロ対策を口実とした規制

②

意思決定への参画権

③

司法アクセス権（訴訟の権利）

第２の理由付けは，テロ対策である。
福島第一原発事故の際，東京消防庁が注

を具体的に保障し，国等が環境情報を集

水作業のために必要な原発内部の図面を

め，市民の求めに応じて，環境情報を開示

東京電力に求めたにもかかわらず，テロ

する制度を設けることを求めている。

対策を理由に断られた。これは，テロ対

また，国の秘密指定の在り方について決

策の強化を叫ぶことが，原発の安全性確

めた国際準則であるツワネ原則は，10項Ｈ

保を脅かしてしまう危険性を端的に示す

において，
「
（1）公衆衛生，市民の安全又

例 で あ ろ う。 ド イ ツ 調 査 に お い て，

は環境に対する差し迫った実際的な脅威が

Klinger 弁護士から，ドイツでは，
「仮

ある場合において，その脅威から生じる損

に，テロリストに情報を開示されたとし

害を理解したり，防止・軽減する手段をと

ても，それだけでは破壊できないほどに

ったりすることを可能にするすべての情
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あるべき司法審査に向けて

報。その脅威の原因が自然か人間活動か

集制度を創設し，あるいは文書提出命令制

（国家によるものか民間企業によるもの

度を改善するなど，情報開示の仕組みを整
備することを強く求める。

か）を問わない。」とし，環境情報は積極
的に開示されるべきであると強く推奨し，

さらに，日弁連は，2012年12月20日付け

場合によってはその公開は最優先の義務と

の「『信頼性確認制度』の創設に反対し，

なるとする。

核情報に関わる情報公開の推進を求める意
見書」において，
「電力会社等国民の安全

（7）証拠開示制度の導入と文書提出命令制

に著大な危険を及ぼしかねない施設を有す

度の改善
我が国の現行の情報公開法や民事・行政

る法人を独立行政法人等情報公開法の対象

訴訟における文書提出命令制度において

法人とし，その原子力発電所に関する文書

は，情報を特定できなければ，公開を求め

を対象法人文書とすることを検討するべき

ることもできない可能性があるから，欧米

である。
」と指摘しているところである。

の裁判における証拠開示制度（ディスカバ

このような制度の導入も求められる。

リー制度）に倣った裁判における情報収集

第３

制度の導入が検討されるべきである。

実効的な司法審査の判断枠
組み

また，特定することができたとしても，
原子力安全に関して必要な情報が，安全保
障，テロ対策，企業秘密等を理由に公開さ

１

はじめに

れない場合がある。現に，浜岡訴訟におい

これまで述べてきたように，福島第一原発

て，設計及び工事方法に関する書類につい

事故後，改めて原発被害の甚大さ，科学技術

て，一審では，情報公開の重要性を根拠に

の限界・科学的不確実性が再認識され，これ

文書提出命令を認めたが，控訴審の東京高

までの原発訴訟における司法の対応・判断枠

裁では，電力会社の企業秘密に当たるとす

組みの見直しの議論が巻き起こっている。

る主張に対して民事訴訟法第197条第１項

今，切実に，原発訴訟における新たな司法判

の「技術又は職業の秘密に関する事項」に

断の枠組みが求められている。

該当する場合には，文書が重要なものであ

この新たな司法判断の枠組みの構築に当た

っても文書提出命令は認められないとし

っては，福島第一原発事故後の司法の反省と

た。

変化，トランス・サイエンス（科学に問うこ

原発の安全性を検討するための情報のよ

とはできるが，科学だけでは答えることので

うに，多くの市民の生命や健康に重大な影

きない問題），科学技術における不確実性と

響を及ぼすような情報が，仮に企業の「技

その限界，科学と裁判の違いを十分に認識す

術又は職業の秘密に関する事項」に当たる

る必要がある。科学と裁判の違いを認識した

としても，文書提出が確実に開示されるよ

上で，科学技術における不確実性を踏まえ，

うな文書提出命令制度を実現するために，

社会正義や公平の観点から，司法の判断を示

民事訴訟法第220条第４号ハに例外規定を

す必要がある。

盛り込む等の改正が必要がである。このよ
うな制度も含めて，国に対して，原発の安

２

従来の判断枠組みの変更の必要性

全性を検討するために必要な情報が確実に

①具体的危険性についての立証責任が住民

公開されるよう現行制度が運用されるとと

側にあり，かつ，②求められる証明度が高度

もに，情報公開制度，裁判における情報収

の蓋然性である，という民事訴訟における一
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般原則をそのまま当てはめてしまえば，原発

するに際して，①立証責任，②立証命題，

訴訟において，証拠の偏在や科学的不確実性

③証明度の三つを意識しつつ検討すべきと

等から，住民側に過度に重い証明の負担を負

いうことである。もちろん，これらの三つ

わせることになってしまう。

は密接に関わり，実際の場面では明確に分

求められる新たな判断枠組みは，そのよう

離しがたい面もあり得るが，検討をする上

な証拠の偏在や科学的不確実性，一たび事故

で区別を意識することは，問題を理解する

が起きたときの被害の甚大さ，それ故の誤判

上で有益である。

リスクの分配をどうするのが適正か，さらに

以下，伊方最高裁判決からのアプローチ

は，福島第一原発事故及び事故による被害を

（4）
，立証命題の再構築の観点からのアプ

見据えたものでなくてはならず，そのために

ローチ
（5）
，証明度軽減の法理からのアプ

は住民側の証明の負担を軽減し，福島第一原

ローチ
（6）
の順で述べる。

発事故後の社会が納得するような司法判断の

なお，以下の記述は，原発裁判の中で現

枠組みでなければならない。それでこそ，裁

在最も多く係属している民事訴訟を前提と

判における基本原理である社会正義や公平の

するが，行政訴訟においても，同様の議論

観点に合致するのであり，今日の社会におい

が可能である。

て司法への信頼を確保することが可能とな

４

る。

伊方最高裁判決からのアプローチ

（1）伊方最高裁判決の基本的考え方

３

新しい判断枠組みの方向性

伊方最高裁判決の趣旨については，これ
までにも繰り返し述べてきたところである

そのような判断枠組みは，既に様々な形で

が，同判決において，最も注目すべき点

議論されている。
ここで新たな司法判断の枠組みを構築する

は，同判決が，原子炉の設置許可手続の趣

前提として，以下の二つの点に留意する必要

旨について，深刻な原子炉災害が「万が一

があることを指摘しておく。

にも起こらないようにするため」に，
「科

（1）まず，新たな判断枠組みの構築と言っ

学的，専門技術的見地から十分な審査を行

ても，ここで行われる議論は，例えば，伊

わせることにある」と判示している点であ

方最高裁判決の趣旨を正しく理解した上

る。

で，同判決が積み残した部分に具体的内容

原発事故においては，他の事故や災害に

を盛り込む（福島第一原発事故前に言い渡

はない甚大かつ回復不能な被害という特殊

された同判決を，福島第一原発事故後の現

性が認められるからこそ，伊方最高裁判決

在の社会的・法的要請に最大限合致するよ

は，「災害が万が一にも起こらないように

うに解釈し，あるべき具体的意味内容を盛

する」という，安全側に立った視点から厳

り込む）
，住民側が立証すべき命題を従来

格な事前規制の必要性を強調する判示をし

のものよりも緩やかなものに再構築する

たというべきである。

（
「具体的・現実的危険」から「具体的危険

（2）伊方最高裁判決における主張立証責任

の可能性」といった立証命題に再構築す

と民事差止訴訟

る）
，あるいは，証明度軽減の法理からの

伊方最高裁判決の主張立証責任に関する

アプローチなど，これまでの判例実務や理

判示事項は，民事訴訟においても基本的に

論を踏まえた議論である。

妥当すると考えられる。

（2）次に，新たな司法判断の枠組みを検討
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あるべき司法審査に向けて

証の負担を課したのは，「資料をすべて電

題について，どのように考えるべきか。

気事業者行政庁の側が保持していることな

この「内容」
（伊方最高裁判決の中で

どの点を考慮」したものであるところ，

は「不合理な点のないこと」の内容）の

ⅰ）
事業者側が資料を全て保持している点，

問題については，伊方最高裁判決は明示

ⅱ）事業者側が圧倒的に専門的知識を有し

的には述べていない。したがって，「安

ている点，ⅲ）原発災害の特殊性，またそ

全性に欠ける点がないこと」の「内容」

れ故に「災害が万が一にも起こらないよう

は，同判決をどう理解するか（どう解釈

にする」という原発を巡る諸規制の趣旨が

するか）にかかわってくる。

当てはまる点は，いずれも民事差止訴訟に

②

原発に求められる安全性

おいても基本的に変わらないからである。

安全性に欠ける点がないことの立証を

伊方最高裁判決を民事差止訴訟に素直に

求められる場合，「安全性」とはどの程
度のものかがまず問題となる。

当てはめると，次のようになる。
すなわち，住民側が，当該原子炉の特定

ア

従来の裁判例（相対的安全性）

の安全性に問題があることについて，ある

従来の裁判では，最初の民事差止訴

程度具体的な手がかりを争点提示的に主張

訟の判決である女川一審判決に代表さ

した場合には，「電気事業者側において，

れるように，原発が備えるべき安全性

当該原子炉の安全性に欠ける点がないこと

とは，
「放射性物質の放出を可及的に

を相当の根拠，資料に基づき主張，立証す

少なくし，これによる災害発生の危険

べきであり，電気事業者がそのような主

性をいかなる場合においても，社会観

張，立証を尽くさない場合には，当該原子

念上無視し得る程度に小さいものに保

炉の安全性に欠ける点があることが事実上

つことにある」と考えられてきた。
このような立場は，一般に，
「相対

推認される。
」と考えられる。
伊方最高裁判決の判示については，立証

的安全性」と呼ばれる。

責任を転換したものとする見解や客観的立

これに対して，これまで原発差止等

証責任は住民側にあるとしつつ事案解明義

を求める住民側は，原発による過酷事

務を認めたものとする見解など，評価は分

故は絶対に起こってはならない，とい

かれているが，真の問題は，上記判断手法

うような意味で安全性を主張してき

の先，すなわち，「安全性に欠ける点がな

た。

いこと」の具体的意味内容や，電気事業者

そのため，住民側の安全性を「絶対

にどの程度の立証が求められているか（安

的安全性」と捉え，絶対的安全性を要

全性審査に関する司法審査の審査密度）と

求するのは非科学的で非常識である，

いう点にこそある。

というような批判がされてきた。

（3）
「安全 性 に 欠 け る 点 が な い こ と 」 の

が存在する。

「具体的意味内容」について
①

しかし，ここには大きな認識の誤り
すなわち，住民らはあくまでも，原

はじめに
それでは，伊方最高裁判決の趣旨を踏

発の持つ危険性や被害の甚大性に着目

まえて，電気事業者にどの程度の立証が

して，深刻な災害は万が一にも起こっ

求められているか（安全性審査に関する

てはならない，という伊方最高裁判決

司法審査の審査密度）といった「安全性

が示したのと同様の意味で，「絶対に

に欠ける点がないこと」の「内容」の問

安全でなければならない」と表現して

― 69 ―

第１章

事故防止，人権侵害予防のための司法の改革

いるのであって，どんな些細なミスや
事故も許さない，という意味での絶対
的安全性でなければならない，と訴え
てきたわけではないのである。

絶対的安全性 いかなるミスも許さない安全性
絶対的安全性に準じる極めて高度な
安全性（＝深刻な災害が万が一にも
相対的安全性 起こらない程度の安全性）
従来の裁判例が採用してきたレベル
の低い安全性

つまり，住民側の主張も，
（極めて
限定的ではあるが）一定程度のリスク
は許容する，という意味でいえば，相

このように住民側らが主張している

対的安全性の立場に立つものなのであ

のは，いかなるミスも許さない文字ど

る。
相対的安全性と考える立場がこれま

おりの絶対的安全性という意味ではな

で必ずしも意識してこなかった最大の

く，
「万が一にも福島第一原発事故の

問題点は，
「社会観念」という極めて

ような悲惨な事故，重大な災害を起こ

抽象的な基準を用いているため，判断

してはならない」という意味である。

者の主観によって，高いレベルの安全

我が国において，たとえそれが万が一

性から低いレベルのものまで判断に幅

であっても，ふたたび福島第一原発事

が出てしまいかねない，という点であ

故のような事故が起こってもいいのか

46

ろう 。そして，実際，これまでの裁

と問われれば，おそらくほとんど全て

判例では，
「社会観念」という曖昧な

の人が，そのような事故は絶対に起こ

概念が用いられた結果として，低いレ

してはならない，と答えるであろう。

ベルの安全性しか要求されてこなかっ

福島第一原発事故後，このことはもは

たのである。

や社会全体のコンセンサスを得られて

イ

ここでも，伊方最高裁判決の「災

いるものであり，これに反するような

害が万が一にも起こらないようにす

主張を展開することこそ，非常識の誹

る」という判断は極めて重要であり，

りを免れないものではなかろうか。

これに沿った解釈をすべきである。

ウ

現に，大飯一審判決も，既に述べ

原発に求められる安全性は，上記趣

たように，このようなコンセンサスを

旨に沿って，福島第一原発事故による

前提として「原子力発電所に求められ

悲惨な体験をした現状を前提とすれ

る安全性，信頼性は極めて高度」なも

ば，
「福島第一原発事故のような重大

のでなければならないと判示してい

な災害・過酷事故が万が一にも起こら

る。この大飯一審判決に対して，これ

ないようにするための安全性」という

まで住民側の主張になされていたのと

意味で，
「絶対的な安全性に準ずる程

同様，その意図を曲解して「絶対的安

度に高度な安全性」というべきであ

全を求める不当な判決だ」といった趣

る。

旨の誤った批判がされているが（同判
決は一言も「絶対的安全性」が要求さ
れるとは述べていない），そのような
批判が的外れで非常識なものであるこ

46

前述の女川一審判決に携わった塚原朋一氏は，

「あれは，当時のわたしの社会観念です」「当時の

とは明白であろう。

わたしの感覚は相対的なものだったということに

エ

なります」と述べている。

古屋大学大学院教授）も，「一般論と
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して相対的安全性がいえるとしても，

あるべき司法審査に向けて

（日本における規制のイメージ）

被害の程度（性質・内容及び範囲等）

規制

に応じて必要とされる蓋然性は低くて
も，安全性水準が高く設定されるべき

危険

リスク

残余

場合がある。」としていることが参考
とされるべきである（第３節第１の４
しかも，福島第一原発事故後，ドイ

記載のリスクマトリックス参照）。
オ

ツでは残余リスクは終焉した，すなわ

ドイツでの議論
ところで，第３節で述べたように，

ち，原発に関しては，社会が受容でき

ドイツにおいては，施設の安全性を危

るという意味での残余リスクは存在せ

険・リスク・残余リスクの三概念に分

ず，これまで残余リスクと考えていた

けて規制する考え方が一般的である

ものは全てリスクとして予防の対象に

が，この中で残余リスクとは，法的に

含めるべきである，との議論が多い。

要請される安全（性）水準を充足す

例えば，連邦議会・連邦政府は，

る，法的に許容されたリスクであると

「技術先進国である日本での原発事故
は『最先端の知識によるリスク排除策

されている。
この残余リスクは，理念型として，

によって重大事故の現実的可能性は排

①人が認識できず，コントロールが不

除できる』という前提を崩壊させた。

能なリスク，②損害発生の蓋然性と損

もはや残余リスクは期間を限って甘受

害見込みが既知であるリスクで，損害

しうるものにすぎない。
」とし，ドイ

は確かに単なる理論上のものはいえな

ツ調査団がヒアリングを行った

いが，「実践理性」によれば起こり得

Wollenteit 弁護士も「これまで通用し

ない僅かなものとみなせるものとされ

てきたリスクの定義に基づいて，憲法

ているので，本来は，日本の従来の裁

が求めるリスクの『事実上の排除』を

判例にある「社会通念上無視し得る程

行うことは失敗した。技術的な故障確

度に小さい危険性」と同義と解するこ

率の計算による残余リスクの算定によ

とができる。

っては，原発がはらむ危険性を適切に

ところが，従来の日本における「社
会観念上無視し得る程度の危険」とい

描き出すことはできない」と述べてい
る。

う考え方は，実際には，ドイツにおけ

残余リスクは全く存在しなくなった

るリスクすら許容する（危険以外は規

とまではいえないとしても，少なくと

制しない。
），という意味で運用されて

も，許容されるリスクが限りなく小さ

いるように思われる（下図参照）。

くなったと考えられているのであるか
ら，これと反比例して，原発に求めら
れる安全性には「高度の安全性」が求

（ドイツにおける規制のイメージ）

められていると解されるのである。こ

規制

の意味でも，原発に求められる安全性
危険

リスク

残余

は絶対的安全に準ずる程度の高度の安
全性と解すべきであり，電気事業者が
立証すべきは，このような「高度の安
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全性に欠ける点がないこと」なのであ

る可能性があるということは，全く予

る。

測されていなかった。ここに，現段階

③

での地震の科学の限界を見ることがで

電気事業者が立証すべき程度
ア

きる。現象が複雑系で決定論的な理解

従来の裁判例は不適切
次に，電気事業者が立証すべき程度

が困難なこと，実験で再現することが

も問題になるが，第２節第２で論じた

不可能であること。地震発生の『い

ように，これまでの裁判例では，伊方

つ』どころか，
『どこで』『どのくらい

最高裁判決の趣旨が調査官解説によっ

の大きさ』といった情報すら，依然と

て矮小化され，
「一応の合理性」を立

して大きな不確定さが伴うことが，今

証すれば足りる，とされてきた。

回 の 地 震 で 明 ら か に な っ た。
」と述

しかし，伊方最高裁判決はそのよう

べ，地震学における不確実性を正面か

な「一応の合理性」などとは述べてお

ら認めている。

らず，むしろ，
「立証が尽くさ」れな

ウ

大飯一審判決

ければならない，と述べている。ここ

大飯一審判決も「地震は地下深くで

にいう「立証」を，通常の立証と別異

起こる現象であるから，その発生の機

に解する理由はない。

序の分析は仮説や推測に依拠せざるを

従来の民事訴訟は，電気事業者が立

得ないのであって，仮説の立論や検証

証すべき事実のレベルをこのように低

も実験という手法が取れない以上過去

いレベルに設定してきたが，これが，

のデータに頼らざるを得ない。」とし

「災害が万が一にも起こらないように

て，科学技術の不確実性を前提とした

する」という伊方最高裁判決の趣旨に

判示をしている。

反することは明らかである。

エ

イ

求められる立証の程度
これらのことから分かるのは，国の

福島第一原発事故の衝撃
このように司法がレベルの低い安全

諸規制に基づいて設置運転されている

性を追認する状況の中で，福島第一原

ことといった低いレベルの立証では，
「重大な災害・過酷事故が万が一にも

発事故が発生した。
この事故で重要なのは，多数の「想
定外事故」が発生したとされることで

起こらない」とは到底言えない，とい
うことである。

ある。具体的には，ⅰ）地震学はＭ９

そうだとすると，少なくとも，福島

の地震を想定できなかったし，ⅱ）長

第一原発事故で危険性が明らかになっ

時間の全電源喪失も想定されていなか

た事項（その最たるものが地震により

った，また，ⅲ）メルトダウンやメル

惹起される危険性であった。）につい

トスルーのシビアアクシデントも想定

ては，求められる立証の程度は相当程

しなかった。

度厳格なものが求められるというべき

とりわけ，ⅰの地震について想定で

である。そして，そのように解するこ

きなかったことは，本節第１で述べた

とは，後に述べるように，原発被害の

科学技術の不確実性を示す典型例であ

甚大さや証拠の偏在，当事者間の公平

る。

等に照らし，実質的に見ても極めて適

この点について，前述の纐纈教授

正な解釈であるし，原発という途轍も

は，
「Ｍ９クラスの超巨大地震が起き

なく危険な施設を扱う以上，事業者に
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あるべき司法審査に向けて

過大な負担ということもできない。

しなかったのは違法である』という形

オ

の主張をすることができる。そして，

具体的審理の例示
具体的には，住民側から一定の科学

実際にそのような主張がなされてい

的・経験的合理性ある見解（多数説に

る。その場合において，被告は，十分

対する異論）があれば，事業者には，

な知を取り込んで判断したことについ

この異論を排除する特段の合理的理由

て立証責任を負う。なぜなら，当然の

の立証まで求められるとされるべきで

事ながら科学的知見は行政の外部にも

ある。

存在し，その中には行政の知見と異な

あるいは，この見解を考慮してもな

るものもあるはずなのに，何故行政の

お，原発が安全であることを事業者に

判断が優先するのかということについ

立証させるべきである。

て説明がつかないからである。
」

例えば，福島第一原発事故後に明ら

「立地や耐震設計の問題について，

かとなった地震により引き起される危

行政が最初から慎重派科学者の見解を

険性について，科学的根拠に基づき危

採用することを望む原告としては，行

険性を肯定する説（Ａ説）とこれを否

政が慎重派科学者の意見を聞いていな

定する説（Ｂ説）とがある場合に，事

いことを違法事由として主張したいと

業者側において，単にＡ説に科学的な

ころである。その論拠として，
『行政

合理性に疑いがある，という程度の主

が対論に応じる義務』を観念するのは

張・立証では足りず，十分に合理的

どうか。すなわち，行政側の専門家の

で，かつ具体的な根拠，資料に基づき

見解に対して外部の専門家が異議を唱

Ａ説の合理性を否定する（Ａ説が述べ

えてきたならば，行政は自分が抱えて

る危険性を払拭する）ための主張立証

いる専門家が対論に応じるよう命じな

をする必要がある。あるいは，この見

ければならないと考えるのである。科

解を考慮してもなお原発が安全である

学的知見に対立がある場合の科学的知

ことを事業者に立証させるべきであ

識の取り込みはいかにあるべきかとい

り，事業者がそのような主張，立証を

う問題に対する一つの解答である。
」

尽くさない場合には，当該原子炉の

ここでは，異説が十分検討されるべ

「安全性（福島第一原発事故に代表さ

きであるとされている上，第３節で述

れるような深刻な災害を万が一にも起

べたように，ドイツでの司法判断も，

こさないようにするという意味での安

概ねこのような理解に立って，代替可

全性）
」に欠ける点があり，住民側ら

能な見解を全て検討しなければならな

の人格権等が侵害される具体的危険性

いとしている。
（4）小括

が推認されることになる。
カ

以上述べたとおり，伊方最高裁判決から

多数説に対する異説の対応
多数説と異説との関係については，

のアプローチに従えば，原発の差止訴訟に

交告尚史氏（東京大学教授）の以下の

おいては，事業者が「当該原子炉の安全性

指摘が参考となる。

に欠ける点がないこと」を立証できたか否

「基本設計に該当するか否かの判断

かを中心に審理は行われるべきであるが，

をする際には，原告は，
『〇〇につい

ここで事業者が立証すべき「安全性に欠け

て審査するべきであったのに，それを

る点がないこと」の中身は，
「福島第一原
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発事故のような深刻な災害を万が一にも起

（2）立証命題の再構築（住民側の立証命
題）

こさないようにするという意味での高度の

①

安全性に欠ける点がないこと」であり，電

従来の裁判例と「具体的危険」

気事業者がなすべき「立証の程度」も相当

住民側の立証命題は，これまで「具体

程度厳格なものが求められるというべきで

的危険」といわれ，従来の判決の多く

ある。

は，原告が立証すべき「具体的危険」は

このような解釈は，原発被害の甚大さ，

立証されておらず，抽象的危険にすぎな

証拠の偏在，科学的不確実性，当事者間の

いとして，原告の請求を棄却してきた。

公平（不安・恐怖感の原因を作り出してい

しかし，これまで具体的危険と抽象的

るのがまさに電気事業者であることからす

危険の区別について判示したものはな

れば，科学的不確実性がある場合に，住民

い。

側に具体的危険の要求すなわち危険・リス

そもそも抽象的危険なる言葉は，原田

クを確定することの要求まですることは公

尚彦氏（東京大学教授（当時）
）が唱え

平ではないし，事業者側に高度の安全性立

始めた用語であった。すなわち，同教授

証をさせることが過大な負担ということも

は，受忍限度を超える具体的危険発生の

できない。）及び誤判リスクの分配（本来

不可避性が通常人の疑いのないほど確実

差し止めるべき危険性を有する原発を差し

に立証されない限り，差止請求を認めな

止めなかったという方向での誤判の場合

いという考え方を具体的危険立証説と呼

に，取り返しがつかない。
）の観点からみ

び，危険発生の可能性，極端な場合には

て，極めて合理的であり，原子炉に関する

安全性に不安ないし疑念が持たれれば，

法規制が用意されている趣旨を「原子炉に

逆に安全であるという確証がなされない

よる深刻な災害が，万が一にも起こらない

限り，差止請求を認容するという考え方

ようにするため」と明示した伊方最高裁判

を抽象的危険説と呼んだ47。

決の趣旨に合致するものであるばかりでは

この定義はあくまで危険発生の「可能

なく，福島第一原発事故後の司法に対する

性」あるいは「不可避性」など発生確率

社会的要請にも合致するというべきであ

のみに着目された区分であり，危険発生

る。

の場合の損害の程度は全く考慮されてい
ない点に留意すべきである。原発事故発

５

立証命題の再構築という観点から
のアプローチ

生の甚大な損害を見せつけた福島第一原
発事故後においては，そもそもこのよう

（1）立証命題の再構築アプローチ

な定義による分類は維持されるべきでは

伊方最高裁判決からのアプローチとは別

ない。

に，福島第一原発事故後の新たな司法判断

しかも，この定義からすれば，具体的

の枠組みとして，立証命題の再構築という

危険とは，危険発生の不可避性という確

観点からのアプローチがある。

実な危険の発生と，これの確実な立証を

これは，いわゆる客観的立証責任が仮に

求めている点において二重の絞りをかけ

住民側にあるとした場合において，住民側

た極めて限定した概念であり，前述のと

が立証しなければならない立証命題はそも
そもどのようなものかという観点からのア

47

プローチである。

原田尚彦「行政判例の役割」（弘文堂，1991年）
175頁
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あるべき司法審査に向けて

おり原発に求められる安全性が高度なも

う意味での「絶対的安全性に準ずる程度

のと解されるべき現在では，維持される

の極めて高度な安全性」があるとはいえ

概念ではない。

ないとすべきである。

②

したがって，従来，住民側の立証命題

危険と安全性との関係
ところで，ここでいう「危険」とは，

は，
「具体的危険」といわれてきたが，

「安全性」とコインの裏表のような関係

今後は，
「具体的危険の可能性」
（危険の
発生が否定出来ない）ということにな

に立つものである。
原発に求められる安全性が，「福島第
一原発事故のような重大な災害・過酷事

る。
③

ドイツ公法学のリスク理論

故が万が一にも起こらないようにするた

ドイツでは，危険判定にとって必要な

めの安全性」という意味での「絶対的安

蓋然性の程度は，起こり得る損害の結果

全性に準ずる程度の高度の安全性」であ

が重大であればあるほど，危険判定で必

ることは，既に述べてきたとおりであ

要とされる蓋然性の程度は低くなるべき

り，住民側が立証すべき「危険」は「福

であるという定式（反比例原則）によ

島第一原発事故のような重大な災害・過

り，理論的には，損害発生の単なる可能

酷事故が万が一にも起こらないようにす

性にまで拡張され得る。したがって，保

るための高度な安全性に欠ける点がある

護すべき対象の法益が高次のものであれ

こと」となる。

ば，
「損害のかすかな可能性は，その発

そうすると，住民側が立証すべき「具
体的危険」の内容は，その具体的危険の

生の危惧が根拠付けられること」で十分
となるとされている。

程度が相当程度低いものであったとして

この議論によれば，原発事故被害のよ

も，その可能性があれば足りるというべ

うに起こり得る損害の結果が極めて重大

48

であれば，損害発生の「かすかな可能

きである 。
なぜなら，福島第一原発事故のような
重大な災害・過酷事故が万が一にも起こ

性」でも危険と判定されることとなる。
④

元裁判官らの反省

らないようにするという意味での安全性

なお，かつての原発裁判を担当し，住

を求める以上は，具体的危険の程度が相

民らの請求を棄却してきた元裁判官ら

当程度低いものであっても，その可能性

も， 上 記 の 立 証 命 題 の 再 構 築（
「具体

がある限り，安全側に解する必要がある

的・現実的危険」から「具体的危険の合

からである。

理的可能性」への立証命題の再構築）と

言い方を変えれば，「具体的危険の可
能性」があれば，重大な災害・過酷事故
が万が一にも起こらないようにするとい

同様の問題意識に立った発言をしてい
る。
すなわち，高浜一審判決の裁判長であ
った海保寛氏は，「福島の事故を見た後

交告尚史東京大学教授は，「原告は放射性物質の

の原発訴訟では，これまで想定しにくか

外部放出の可能性があると主張すれば良い。外部

ったこと，あるいは想定したくなかった

放出の『可能性』の証明でよしとするのは，多重

ことまで考えざるを得なくなるでしょ

48

防護の思想のもとに構築された大規模施設の全体
を見ることができるのは行政だけだからである。」
として，原告側の立証を，損害発生の「可能性」

う。それと同時に，差止請求の場合の
『危険の切迫』という要件も，従来のよ
うなメルトダウンに至る切迫した『具体

で足りると述べている。
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的危険』という厳格なものではなく，も

あると提唱しているものである。
そもそも危惧感説が唱えられた背景

っとゆるやかなものになっていくと思い

は，今日の高度産業社会において科学技

ます。
」と述べている。
また，福島第二原発控訴審判決の裁判

術は，その飛躍的な発達とともに破壊力

長であった鬼頭季郎氏も，「これまでは

も飛躍的に増大し，巨大な破壊力として

住民側に『具体的・現実的危険』がある

無視しえない存在となっており，その科

ことを立証するよう求められていたた

学技術の最先端の「危険発生のメカニズ

め，勝つことはなかなか難しかったで

ムが十分に解明されていない分野」で発

す。しかし今後は『具体的かつ想定可能

生する災害事故について責任主義のあり

な範囲の危険』があることを立証できれ

方を考える場合には，従来の説がそのま

ば良いという，ゆるやかな基準になるこ

までは通用しなくなることから説かれた

とも考えられます。原子炉の設置を認め

ものである。

た行政処分を巡る訴訟でも，裁判所は

現在危惧感説が再評価されている理由

『著しく不合理』という基準ではなく，

は，原発の過酷事故は，いったん発生す

『不合理』と認められるなら取り消すと

れば人の生命，身体，健康，生活や環境

いう基準に変わっていくかもしれません

等に甚大な放射能汚染による被害をもた

ね。
」と述べている。

らすものであるから，その発生防止のた

これら両名の元裁判長が述べている内

めには「万が一にも過酷事故を起こさな

容は，突き詰めれば住民側らが主張する

いために人智を尽くして最善の努力をす

ように立証命題を「具体的・現実的危

る」というのが，事故の前後を問わない

険」から「具体的危険の可能性」として

社会的要請であるにもかかわらず，３・

再構築するということに他ならない。

11に発生した地震や津波が「想定外」で

⑤

あることを理由として，国及び東京電力

危惧感説
刑事の分野においても同様の議論がな

が刑事上の責任を免れるというのは，妥

されている。過失犯における危惧感説で

当ではないとされているところにある。
この危惧感説は，危険が予測（危惧）

ある。
すなわち，従来採られていた具体的予

されることで責任を追求できるとする点

見可能性説とは，「具体的に予見できる

で，民事訴訟において危険を発生の可能

危険（
「具体的危険」
）についてのみ注意

性（否定出来ない）で足りるとする本項

義務が発生」し，基本的に既に起きたこ

の考え方と通底するところがある。

とがある「既知の危険」を前提とする説

⑥

具体的適用例

である。これに対する危惧感説とは，①

この立証命題の再構築アプローチを具

「高度の安全義務」が課される業務につ

体的に原発訴訟に当てはめると，以下の

いては，②いまだ起きたことが無いため

ようになる。

に確実には予見できない危険（「未知の

すなわち，仮に地震について具体的危

危険」
）であっても，
「科学的，合理的に

険を肯定する説（例えば原発直下の活断

起きうることが予測（危惧）される危

層を主張するＡ説）と具体的危険を否定

険」については注意義務が発生するとす

する説（活断層であることを否定するＢ

るもので，従来藤木英雄教授が提唱し、

説）があるとした場合，Ａ説の方が優位

現在は古川元晴弁護士が再評価すべきで

とまでは言えなくとも，その合理性を否
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定できず，具体的危険を払拭できない程

るようなことは万が一にもあってはならな

度に立証したときは，「具体的危険の可

いという観点からも，原発差止訴訟におい

能性（活断層であることが否定できな

て，原告側の証明度として，高度の蓋然性

い）」があるといえ，具体的危険を認定

まで求める根拠は当てはまらない。
このような問題意識の下で，次に述べる

すべきこととなる。

証明度軽減の法理は，まさに原発訴訟に当

（3）小括

てはまる理論といえる。

このような立証命題の再構築という観点
からのアプローチから導かれる「具体的危

（2）証明度軽減の法理
①

険の可能性」という立証命題の立て方は，

証明度軽減の法理

原発被害の甚大さ，証拠の偏在，科学的不

証明度軽減の法理について，加藤新太

確実性や当事者間の公平及び誤判リスクの

郎裁判官は，概要，以下のように述べ

分配の観点からみて極めて合理的であり，

る49。

福島第一原発事故後の法的・社会的要請に

要証事実が例外のない科学的因果法則

合致するばかりでなく，第２で述べた伊方

によって証明され得る場合と例外のある

最高裁判決の趣旨及びそこから導かれる伊

一般的経験則によって証明され得るも

方最高裁判決からのアプローチに符合する

の，統計学的経験則によってしか証明さ

ものである。

れ得ないものの場合とは，同じく「証明
＝高度の蓋然性の認識」といっても，そ

６

証明度軽減の法理からのアプロー

のニュアンスはおのずから異なる。ま

チ

た，現代型訴訟に象徴されるような当事
者対等が実質的に維持されていない上に

（1）証明度軽減の法理の妥当性
以上のようなアプローチとは別に，福島

証拠の偏在が著しい訴訟が現れている現

第一原発事故後の新たな判断枠組みとし

実を考慮すれば，証明度を軽減しなけれ

て，証明度軽減の法理からのアプローチが

ば，かえって当事者の実質的公平及び実

あり得る。

体的正義に反する結果を招くケースがあ

証明度軽減の法理は，証拠の偏在が著し

り得る。このような理解を前提とすれ

く，かつ現代の科学水準では証明困難な争

ば，理論的には，例外的に原則的証明度

点を抱える現代型訴訟などについて，実質

を軽減することにより立証者の負担を軽

的公平及び実体的正義の観点から一定の場

減する余地のあることを肯定せざるを得

合に証明度を軽減する理論である。

ない。

一般に，民事事件においては，証明度と

ただし，他方において，民事訴訟にお

して「高度の蓋然性」が求められている

ける実体的真実発見の要請を考慮する

が，それは以下の根拠に基づく。

と，証明度軽減の例外を安易に認めるこ

ⅰ）現状を変更しようとする者に一定の負

とは適当とはいえない50。

担を課すのは仕方がない。

②

ⅱ）当事者間の公平や誤判のリスクの分配

証明度軽減の要件
このように述べた上で，加藤裁判官

方法として妥当である。

は，実践的場面において証明度軽減を許

しかしながら，証拠の偏在，科学的不確
実性，当事者間の公平という観点からも，

49 「ジュリスト」1013号，「手続裁量論」124頁

また，誤判により深刻な原子炉災害が起こ

50 「ジュリスト」1013号
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容するためのガイドラインとして，以下

いるものではないのである。

の三つの観点からの相当性テストを述べ

③

証明度軽減の効果

証明度軽減を認める場合の効果は，基

る。

本的に原則的証明度の証明ができた場合

ⅰ）事実の証明が困難であるのは事柄の

と同様である。

性質の故か。
ⅱ）証明困難である結果，実体法の規範

そして，加藤裁判官は，証明度軽減を

目的・趣旨に照らして著しい不正義が

認める場合の下限は，原則として，「証

生じるか。

拠の優越レベル」と解するのが相当であ

ⅲ）原則的証明度ないしそれと等価値の

ろうと述べ，その理由として，「五分五

立証をさせる代替手法は工夫できない

分よりは上といったあたりを限度にしな

か。

いと，ルーズな事実認定の歯止めにはな

証明度軽減を考慮する際の重要な要素

りえないと思われるからである。」とす

として，まず証明の困難性を挙げるべき

る。この例外として，「証拠の優越にも

であるが，それは現代の科学技術水準の

達しない場合」においても，上記要件ⅰ

限界などに由来するものであって，当事

ⅱの顕著性を条件として，「証明度軽減

者に対して原則的証明度を要求すること

を認めることがあってもよいであろう」

が，客観的にみて期待可能性が乏しい場

と述べる。
（3）証明度軽減の法理がまさに原発訴訟に

合でなければならないであろう。
ⅰは，当事者の怠慢・不熱心な証拠収

当てはまること

集態度など，当事者にその責任を帰せら

以上のような証明度軽減の法理は，まさ

れる要因で事実の証明が困難となってい

に原発訴訟にこそ最も良く当てはまるとい

るケースを排斥する趣旨である。

える。すなわち，原発訴訟は現代型科学訴

ⅱは，証明度軽減はあくまでも例外で

訟の最たるものであり，現代の科学技術の

あるから，原則的証明度を求めることに

限界，立証の困難性，証拠の偏在等の観点

よって生じ得る不正義の「著しい」こと

から，証明度軽減の法理が最も良く当ては

を要求して限定する趣旨である。

まる訴訟である。

ⅲは，ⅰ及びⅱのテストをパスしても

相当性テストのⅰについては，原発訴訟

直ちに証明度軽減の方向に赴くのではな

においては当然に当てはまる。事業者が施

く，証明主題の特徴と証明方法とを検討

設の設置・管理を推進し，人的資源，資料

することにより立証者に負担可能な証明

等を独占し，住民側はこれらに容易に接近

方法が他に工夫され得る場合には，それ

することはできないからである。

によらしめるという趣旨である。例え

また，ⅱについても，原発に対する法的

ば，疫学的証明方法や統計学的証明方法

諸規制の趣旨が，深刻な災害が「万が一に

などがこれである。

も起こらないようにすること」であること

疫学的証明は，病理学的・生物学的経

に照らせば，証明困難である結果，実体法

験則と場所的・時間的広がりを前提とし

の規範目的・趣旨に照らして「著しい不正

た統計学的分析とが基礎になっており，

義」が生ずることは明白である。

証明主題の性質上この方法によって高度

すなわち，証明度を軽減せず証明困難を

の蓋然性の有無の認識が十分可能である

放置した結果，本来，差し止められるべき

から，決して原則的証明度が軽減されて

危険性を有する原発が「真偽不明」のため
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に差し止められず，その結果運転を継続し

資料を提出して反証を尽くすべき」であ

続けたために重大な事故が発生したという

る，と判示した。

場合，もはや取り返しのつかない事態に陥

これは，まさに住民側がなすべき証明度

ることは，福島第一原発事故の悲惨な体験

を軽減しているのであり，実質的には証明

から明らかであり，そのような事態を避け

度軽減の法理に沿ったものである。
この点について，下山憲治氏（名古屋大

ることこそが，原発に対する諸規制の趣旨

学大学院教授）は「科学的知見に不確実性

である。

があるときは，証明責任の所在ないし証明

したがって，原発訴訟においては，この

度が決定的に重要になるにもかかわらず専

ⅱのテストも容易に当てはまる。
残るⅲに関しても，原発訴訟において，

門的知見や証拠の偏在が著しい。それゆえ

疫学的証明や統計学的証明などの立証手法

金沢地裁判決のような証明責任の軽減は必

は当てはまらず，その他の代替手法も考え

要である。」と述べ，この志賀２号機一審

難い。

判決を支持している。

このように，証明度軽減の法理は，原発

そして，同判決の地震に関する判示は，

訴訟においてこそ，最も良く当てはまるの

不幸なことではあるが，その後に発生して

である。

しまった福島第一原発事故を予言するかの
ような正しい判断であった。

また，原発訴訟では，以上で述べたとこ
ろからすれば，ⅰ及びⅱの要件の顕著性は

（5）福島第一原発事故後に我々が取るべき
判断枠組み

明らかであり，「証拠の優越レベル」に達
しない場合であっても，証明度軽減を認め

証明度軽減の法理に従って，このような

て良い場合に当てはまり得るというべきで

志賀２号機一審判決と同様の判断枠組みを

ある。

取ることは，福島第一原発事故後の社会情
勢に極めて沿っているとともに，被害の甚

（4）証明度軽減の法理と志賀２号機一審判

大さを前提に誤判リスクの分配，証拠の偏

決
そして，原発訴訟において，実際にこの

在，科学的不確実性及び当事者間の公平の

法理に極めて近い（実際にはほぼ同様と考

いずれの観点からから見ても，極めて妥当

えられる）判断枠組みをとった判決が，志

である。
中でも，福島第一原発事故により，危険

賀２号機一審判決である。
同判決の内容や意義については既に第２

性が現実化した問題（その最たる例が「地

節において概説したが，原発の持つ危険

震」である）については，相当性テストの

性，事業者が高度な科学技術を前提として

ⅰ及びⅱの要件の顕著性は明白であり，

設計し，その資料は全て事業者が保有して

「証拠の優越レベル」にまで至らない場合

いることなどを理由として，住民側におい

であったとしても「具体的危険の合理的可

て，本件原子炉の運転により住民らが許容

能性」があれば，証明度軽減が認められる

限度を超える放射線を被ばくする具体的可

べきである。

能性があることを相当程度立証した場合に

例えば，地震について，具体的危険を肯

は，公平の観点から，事業者において，住

定する説（Ａ説）とこれを否定する説（Ｂ

民らが指摘する「許容限度を超える放射線

説）とがある場合に，Ａ説の方が優位とま

被ばくの具体的危険」が存在しないことに

でいえなくても，Ａ説の合理性が否定でき

ついて，具体的根拠を示し，かつ，必要な

ず具体的危険を払拭できない程度に，住民
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側がＡ説の合理性を立証したときは，
「具

る人権侵害が起こらないようにするため

体的危険の合理的可能性」があるといえ，

に求められる司法判断の枠組みやその判

証明度軽減が認められるべきである。

断方法について述べてきた。

このような証明度軽減の法理のアプロー

もっとも，女川一審判決をはじめとす

チから導かれる，人格権侵害の「具体的危

る従来の裁判例の問題点は，これらの原

険の合理的可能性」が証拠によって認めら

発事故の特殊性及び科学技術の不確実性

れる場合には，人格権ないし環境権侵害の

を正確に把握できていない，という点だ

具体的危険が立証されたことになるという

けにとどまるものではない。従来の裁判

結論は，前項で述べた立証命題の再構築の

例は，上述のような抽象的な基準を示す

観点からのアプローチとほぼ同義といって

だけで，それ以上に具体的な判断基準を

よい。そして，この結論は，原発被害の甚

設定して来なかった，という点も，極め

大さ，証拠の偏在，科学的不確実性や当事

て重要な問題であるように思われる。な

者間の公平及び誤判リスクの分配の観点か

ぜなら，具体的な判断基準を設定して来

らみて極めて合理的であり，福島第一原発

なかったため，原発について，どのよう

事故後の法的・社会的要請に合致するばか

な事実が認められれば伊方最高裁判決の

りでなく，前述の伊方最高裁判決からのア

い う「 基 準 が 合 理 的 で な い 」， あ る い

プローチにも符合するものである。

は，
「判断過程に看過し難い過誤欠落が
ある」と判断されるのか，また，どのよ

第４

具体的な判断基準の試案

うな事実が認められれば，民事訴訟のい
う原発の危険性が「社会観念上（危険性

１

具体的な判断基準定立の必要性

が）無視できない」と判断されることに

（1）従来の裁判例のもう一つの問題点―恣

なるのか必ずしも明らかでなく，判断の
過程で判断者の恣意が介在する余地を極

意的判断が介在する余地

めて広範に残してしまうからである。

ここまで本章では，
原発事故によって生じる被害の甚大

ドイツでは，行政庁の認可判断の司法

性，とりわけ，人権侵害が，極めて広範

審査において，行政庁の判断が恣意的で

囲・長期間にわたり，しかも，遺伝子を

ないこと，という基準が設定されてお

傷つけるという仕方で不可逆的に生じる

り，判断に至る過程や考慮要素をできる

という特殊性（大飯一審判決は，このこ

だけ多く開示させた上で，恣意的な判断

とを，
「大きな自然災害や戦争以外で，

がないか厳しくチェックすることとされ

この根源的な権利が極めて広汎に奪われ

ている。

①

るという事態を招く可能性があるのは原

これに対し，我が国における「社会観

発の事故のほかは想定し難い」と表現し

念上無視できるか否か」という基準は，

ている。
），

あまりにも抽象的すぎるため，判断者

及び，

は， 事 実 上，
「様々な事情を考慮すれ

②

原発という先端的かつ多領域にまた

ば，社会観念上，危険性は無視できる程

がる科学が問題となる場面において，科

度にとどまっている」という理由付けを

学は必ずしも一つの

を導くこと

しさえすれば，どんなに危険な原発であ

ができないという科学技術の不確実性，

っても，結論ありきで恣意的な判断する

を前提として，万が一にも原発事故によ

ことが可能になってしまうのである。

正解
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（2）恣意的判断の具体例

あるべき司法審査に向けて

る…（略）…事象や，こうした事象が発生

実際に，そのような恣意的な判断がされ

したのに，その防止策の他系統への展開が

たと考えられるのが，浜岡一審判決であ

不十分であったために約半年後に同様の事

る。

象を発生させるに至ったことなど，原子炉

浜岡一審判決の問題点は多岐にわたる

施設の運転に欠かすことのできない

が，司法判断の在り方との関係で，大きく

PDCA サイクル51 の履践面で心許ない面が

分ければ二つの問題点に整理できる。

あったことは否定でき」ない。

一つは，前述したとおり，判断枠組みの

「しかしながら，…（略）…本件原子炉

在り方を伊方最高裁判決や女川一審判決よ

施設においては多重防護の考え方に基づく

りも後退させ，「被告は，当該原子炉施設

各種の事故防止対策が採られており，前記

が原子炉等規制法及び関連法令の規制に従

の事故・事象も，被告が異常の発生を早期

って設置，運転されていることについてま

に検知し，対処した結果，異常が拡大する

ず主張立証する必要があり，被告がその主

以前に収束するか，安全保護設備が自動的

張立証を果たさないときは，人格権侵害の

に働いた結果，異常が拡大する以前に収束

具体的危険性の存在を推認するのが相当で

している。…（略）…

ある」と規律した点である。伊方最高裁判

これらの事実からすれば，本件原子炉の

決や女川一審判決は，行政庁側，あるいは

安全性は各種の事故防止対策によって維持

事業者側に，ある種の事案解明義務を課し

されたものと評価できるから，被告による

たものと評価することもでき，設置許可が

安全確保対策が役立っていないとまでいう

なされたこと以上に，当該判断が適切だっ

ことはできない」

たこと，あるいは原発が安全であることに

浜岡一審判決は，
「安全確保対策が役立

ついて，更なる主張・立証を要求している

っていないとまでいうことはできない」と

ように考える余地があった。しかし，浜岡

いう程度の極めて緩やかな認定で，危険性

一審判決は，設置許可がなされていれば事

が「社会通念上無視し得る程度に小さなも

業者側の立証が果たされたというに等し

のに保」たれていると判断しているのであ

く，これでは原発の潜在的危険性や資料の

る。このような判断の在り方に照らして

偏在等当事者間の公平に照らして判断枠組

も，危険性を「社会観念上無視し得る程度

みの修正を行った趣旨は，完全に没却され

に小さく保つ」ことが原子炉の安全であ

ることとなってしまう。

る，という規範の設定の仕方が，いかに恣

もう一つは，あまりにも恣意的な判断・

意的な判断を生みやすい不適切な規範であ

当てはめの在り方である。例えば，浜岡原

るかが理解されよう。

発においては，人的要因に基づく複数の事

特に，原子力施設のように，事故時の被

故・事象が発生しており，安全管理の点で

害が甚大な施設の安全性判断に当たって

十分とはいえない，という住民側の主張に

は，判断者の恣意の介在は，それだけ判断

対して，判決は次のように述べている。

を誤る可能性を増やすことにつながる。

「認定事実によれば，点検・検査や保守

（3）抽象的な判断枠組みによる規律の限界

管理の不足，知見の不足等が原因となって
本件原子炉施設において少なからず事故・
事象が発生しており，特に，点検・検査が

51

しっかり行われていれば防げ得たと思われ
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本節第３で述べたとおり，我々は，司法

放棄するに等しい」と述べたことは重く

判断の在り方として，人権侵害の未然防止

受け止められるべきである。まさに，司

という司法本来の役割を正面から見据え

法が行政裁量を根拠に踏み込んだ判断を

た，実質的な判断ができる枠組みを構築す

示さないことは，人権の砦たる存在意義

べきであることを提案した。

を自ら放棄することであり， 司法の自

従来の司法判断の在り方は，判断者の恣

殺

とすら呼んでいい。我々は，このよ

意的判断の余地を大きく許すという意味で

うな観点に立って関係法令の趣旨を検討

も適切でないことはいうまでもなく，判断

し，どのような基準を定立することが原

枠組みのレベルでも，恣意をできる限り排

発事故及びそれに伴う人権侵害を防止す

除し得るものが採用されなければならな

ることにつながるのか，検討する必要が

い。我々も，その前提に立って，万が一に

ある。

も災害が起こらないという観点に照らし

そして，これまで述べてきたような伊

て，十分な審査がされているかどうかと

方最高裁判決の判示に照らせば，行政訴

か，住民側としては「具体的危険性の可能

訟においては，司法は，原子炉等による

性が存在すること」を立証すれば足りる，

災害が万が一にも起こらないようにする

といった枠組みを提案した。

ための審査が十分に行われたか否か，と

もっとも，我々の提案した司法判断の在

いう観点に立って，①審査基準に，「災

り方によっても，例えば，「具体的危険性

害が万が一にも起こらない」とはいえな

の可能性」とはどの程度のものをいうの

いような不合理な点がないか，もしく

か，というように，抽象的で判断者の恣意

は，②判断過程に，「災害が万が一にも

が介在しかねない基準が入らざるを得な

起こらない」という観点に照らして見過

い。そうだとすると，判断枠組みのレベル

ごすことのできない過誤・欠落がない

だけで，司法の人権保障機能を十全に発揮

か，という点について判断を行うことに

することには一定の限界があるということ

なる。伊方最高裁判決のいう「看過し難

が分かる。

い」とは，単に「よほどのことがない限

司法による人権保障をより実効あらしめ

り行政庁の判断が尊重される」という意

るためには，より具体的に，どのような事

味ではなく，例えば福島第一原発事故の

情が認められれば原発の差止めが認められ

ような過酷事故が起こる可能性が万が一

るほどの危険性があると認定されるのか，

にもあるかどうか，という観点から，見

その具体的な判断基準を定立することも必

過ごすことができない過誤・欠落がある

要となる。

か，という意味に理解されるべきなので
ある。

２

具体的な判断基準の試案

また，民事訴訟においては，大飯一審
判決が示したように，人格権侵害に至る

（1）基本的な考え方
①

具体的危険性が万が一にもあるか否か，

前提
具体的な判断基準を定立するに当たっ

という点について判断を行うか，あるい

ては，その大前提として，司法は，重大

は本基調報告書で提案した判断枠組みに

な人権侵害を未然に防止するべき職責を

従って判断することになると考えられ

負っているという観点から考える必要が

る。

ある。大飯一審判決が，
「司法の職責を

②
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あるべき司法審査に向けて

例えば，基準地震動策定の方法のう

でなければならないこと
上述のように，具体的な審査基準を定

ち，震源を特定せず策定する地震動につ

立するに当たっては，伊方最高裁判決の

いては，入倉孝次郎氏（京都大学名誉教

趣旨，すなわち，
「万が一にも原子炉災

授）が提唱したいわゆる「入倉レシピ」

害が起こらないようにする」という観点

を基に策定が行われている。この入倉レ

から十分な行政庁の審査が行われている

シピについては，入倉教授自身が，地震

か，あるいは十分な安全性が確保されて

の平均像を用いて算出したモデルである

いるか，という基本的な理解の上に立た

ことを自認している上，基準地震動を超

なければならない。

える地震が原発施設に到来し得ることを

そして，万が一にも原子炉災害が起こ

認めている。

らないようにするためには，安全審査基

基本的な考え方に示したとおり，地震

準自体が，少なくとも既往最大の災害等

の平均像を用いた基準地震動が，「万が

を十分に考慮し，施設としてこれに耐え

一にも災害が起こらないようにする」と

得る設計となっていなければならない。

いう観点に照らして到底受け入れられる

③

ものでないことは明らかであり，新規制

有力な見解を考慮したものでなけれ

基準は，この点で重大な問題を含んでい

ばならないこと
また，過去に起こったかどうか資料の

る。

ない事象であっても，科学的にみて有力

②

地震動については，以下のような具

な根拠を伴う見解から，既往最大を超え

体的な基準を満たしているかが判断され

る災害等が想定される場合には，既往最

るべきである。

大を超える災害等についても考慮されな

ア

ければならない。

考慮しているかどうか。

そして，科学的にみて有力な見解を考

イ

当該地域で観測された既往最大を
地表に現れていない活断層につい

慮した上で排斥する場合には，科学的な

て活断層の長さを把握するために十分

合理性に疑いがある，という程度の認定

な調査が行われているかどうか。

では足りず，排斥するに当たって，「万

ウ

が一にも災害が起こらないようにする」

断層の存在が相当の根拠をもって指摘

という視点から見て十分に合理的かつ具

されている場合には，当該活断層が存

体的な根拠に基づかなければならず，か

在すると仮定してその活断層から生じ

つ，訴訟においては，この排斥の根拠に

る地震動について検討をしたかどう

ついて，行政側あるいは事業者側から十

か。

分な説明がなければならない。

エ

事業者が考慮の対象としてない活

複数の活断層の連動の危険性が指

このような基本的な考え方を前提とし

摘されている場合には，これらが連動

て，本稿では，地震動を例にとり，具体

するという前提に立って検討がなされ

的な判断基準について検討する。

ているかどうか。
オ

（2）地震動に関する具体的判断基準

震源断層面の傾斜角度やアスペリ

地震動については，耐震設計の基礎

ティの位置が，原発敷地直下となるよ

となる基準地震動の策定に当たり，過去

うな前提に立って検討がされているか

に起こった地震の平均像が前提となって

どうか。

いる。

カ

①
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地震動が増幅する可能性を十分に考慮

３

小括

今回は，紙数の関係もあり，地震動に関す

しているかどうか。
少なくとも日本国内で観測された

る具体的判断基準しか取り上げられなかった

既往最大を前提としたモデルが用いら

が，津波，竜巻，火山，テロ攻撃など，想定

れているかどうか。

し得るすべての脅威に対して，２
（1）で述べ

ク

たような基本的な考え方に基づき，具体的判

キ

過去の地震動について，合理的な

理由なく検討材料から除外された地震

断基準が設けられることが望ましい。
また，施設に重大な影響を及ぼす個々の原

動がないかどうか。
観測データから推測される誤差に

因への対応もさることながら，例えば，共通

ついて適切に考慮されているかどう

の原因によって複数の施設が同時に故障する

か。

ことを考慮しなければならない等，工学的安

コ

全性の観点からも，具体的判断基準が設けら

ケ

原発施設のうち，外部電源や主給

水系など，安全設計上重要な施設につ

れるべきである。
以上のとおり，本章では，福島第一原発事

いて耐震設計上最も高い「Ｓクラス」
とされているかどうか。

故後，原発訴訟の実効的な司法判断のあり方

これらの項目のうち，どれか一つでも

について見直されるべき事項や，その具体的

否定されるのであれば，それは万が一に

な内容について提言を行った。

も原子炉災害が起こらないように審査基

このように，福島第一原発事故の後におい

準が合理的に策定され，あるいは著しい

て，同様の事故が万が一にも起こることのな

過誤・欠落なく審査が行われ，又は，原

いような司法判断がなされることは，大飯一

子炉が安全であるとは言えないのである

審判決が言うとおり司法の最大の責務であ

から，原子炉の設置・運転を認めないと

り，裁判所内部でも，心ある裁判官を中心に

いう判断がなされるべきである。

このような動きがあることに対しては，司法

③

そして，新規制基準は，上記キに照

の一翼を担う弁護士として強く後押ししてい

らして，既往最大ではなく平均像を前提

かなければならない。本章で述べたものは司

としているのであって不適切というほか

法判断をより実効性のあるものにするための

ない。

一つの試案ではあるが，人権侵害を防止する

なお，大飯一審判決は，まさにこの

という司法の最も基本的な役割，そして，正

点，すなわち，平均像を前提としている

義や公平という法の根底にある規範に立ち返

がために過去10年の間に四つの原発に５

って考えるという意味で，是非とも実現され

回の基準地震動を超える地震動が到来し

るべき判断枠組みであると考える。福島第一

ているという現実を重視し，大飯原発に

原発事故の深刻な被害を踏まえた大飯一審判

おいて，福島第一原発事故のような災害

決は，司法に対する市民の信頼に応えるもの

が起こる具体的危険が万が一にも存在す

であったが，今後もこのような動きがより一

ると判示した。そして，新規制基準に基

層加速することを願って，またその一翼とな

づいて策定された基準地震動は，この意

る決意を込めて，本章を閉じることとする。

味で極めて不十分で，これに基づいて原
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