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初初初初めにめにめにめに    

皆さん，こんにちは，弁護士の佐々木と申します。 

本日は，お忙しい中，このように多数の方にお越しいただきまして，その中で賠償手続きに関す

る概要の説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 先に，私が所属しております仙台弁護士会の，これまでの震災復興支援に関する取り組み状況に

ついて，簡単に御説明させていただければと思います。 

まず，電話での無料相談というのを 3 月 23 日から 10 月 7 日まで実施してまいりました。御相

談いただいた件数ですが，累計で 9,323 件の御相談を受けました。その他，仙台弁護士会から，避

難所や自治体のほうに出向いての出張相談を行っていたのですが，昨年の段階で 8,000 件を越える

御相談をいただいております。 

 その他，「震災 ADR」という制度を立ち上げております。これはどういうものかというと，震災

に伴ってトラブルが相当発生しておりますが，そこで，裁判等これまでの制度を使って解決を図ろ

うとすると，相当程度のコストと時間がかかってしまいます。そのため弁護士会が仲裁をして，安

い費用でかつ早く解決を図ろうということで立ち上げた制度でございます。 

 これは，データとしては古いものですが，12 月末日現在で 350 件近くの申し立てを受けていま

す。その中の約 4 割が，賃借権に関しての御相談，トラブルになります。 

その他，様々な会長声明を発表し，国なり自治体などに働きかけを行ったり，あるいは二重ロー

ン，この震災でローンを抱えたまま，さらなるローンを抱えなければならないという問題に関して，

国の例えば法律改正とか，そういった支援を行うようにという署名活動等を行なってまいりました。 

 そういった活動状況については，仙台弁護士会のホームページに載っておりますので，関心のあ

る方は，ぜひ御覧いただければと思います。 

今まで当会としては，まさにそういった活動を行なってきたのですが，実は，この原発賠償に関

しての取組は，まだこれから始まるという段階でございます。 

 それまで，仮設住宅など，そういった所の御相談に出向いたこともあるのですが，一つは，我々

の方で，原発賠償の被害の実態を把握できていなかったという，ある意味反省すべき所があるかと

思います。 

広報も足りないのですが，一応仙台弁護士会では，原発賠償に関しての登録弁護士という制度が

あり，その中で名簿を作り，弁護士を紹介してほしいという問い合わせがあった場合には，その名

簿に載っている弁護士を紹介するという制度がございます。 

 本日現在，紹介の問い合わせがあった件数ですが，まだ 2 件だけです。ですので，弁護士会とし

てはこの原発賠償に関して，これまで，あまりデータというか，そういったものがありませんでし

た。しかし，今福島県から宮城県に避難をされている世帯も大勢いらっしゃいます。昨日，日曜日

だったのですが，双葉町の避難世帯の方を中心としました原発賠償に関しての説明会並びに法律相

談会というのを実施しました。確か 20 世帯位の方がお越しになったのですが，今後弁護士会が中

心になって，そういった避難世帯の方の東京電力に対する賠償の支援をしていこうという形になっ

ております。 

 それで今日，事前に「原発事故損害賠償について」と題するレジュメを簡単に作ってみました。
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それに沿って，私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

  

第第第第１１１１    原発事故被害原発事故被害原発事故被害原発事故被害のののの特徴特徴特徴特徴    

まず，原発事故被害の特徴。これはどういった特徴があるかということの確認をしたいのですが，

被害者の立場の非交替性というのがあります。 

 これはどういうことかというと，原発事故というのは，例えば交通事故と異なって，電力会社に

よって一方的に引き起こされるものです。ですから，交通事故等であれば，加害者と被害者が替わ

る可能性はあるわけです。しかし，原発事故というのは，当事者の立場に替わりようがないという

特徴があります。 

 その他に，被害の回避困難性，これはどういうことかというと，被害者になり得る方が，この被

害を受けることや被害の程度を防止する，被害を回避するような措置を取るのが非常に困難だとい

う問題があります。ですから，例えば交通事故を例にすると，被害者の方にも一定の落ち度があっ

た場合には，過失相殺という，責任がある意味カットされる場合があるのですが，そうしたことが

原発事故の場合には，想定し難いのではないかと我々は考えています。 

 その他，被害の広範性，これには大規模性と全面性がありますが，大規模というのはどういうこ

とか，物理的な意味でも非常にこれは広範囲に及んでいます。かつ全面性，全面性というのは，生

活の全て，仕事の基盤全てを根こそぎ奪われてしまうということで，被害の大規模性や全面性があ

るというのが特徴だと思います。 

 4 番目ですが，加害行為の利潤性です。原発事故は，電力会社の発電事業の過程の中で起きるも

のです。電力会社は，この発電事業によって利潤を上げることを当然予定しているわけです。本件

事故は，このような利潤追求行為の過程として，原子炉が運転の過程で事故を起こしてしまった。

ですから，電力会社の被害回復の責任は，非常に大きいと考えられます。 

 5 番目ですが，加害行為の継続性，こういったものがあります。今も，大気中に放射性物質が放

出され続けている状態です。 

 6 番目ですが，被害の予測不可能性，場所的予測不可能性というのもあります。これはどういう

ことかというと，放射線には色も形もないわけです。ですから五感の作用で確認することができな

い。いったいどこまで，この被害の区域が広がるのかということが，全く予想できない状態になっ

ています。 

 あとは，内容的予測不可能性。放射線の影響というのは，現時点の科学では完全には解明されて

いないと思われます。したがって，周辺地域で今後どのような影響があるのか予測し難いという問

題があります。 

 次に，時間的予測不可能性というのがあります。例えばチェルノブイリ事故，これは 25 年以上

経過していますが，付近にはいまだ人が近づけない状況になっています。これは，いつ解決するの

かわからない，そういう意味で時間的な予測も不可能，あるいは非常に困難だという特殊性がある

と思います。 

今申し上げたさまざまな特徴が，今後御説明する皆さまの東京電力に対する損害賠償の請求に，

極めて大きく影響していくことになると思います。 

 

第第第第２２２２    因果関係論因果関係論因果関係論因果関係論    

 次に，第 2 の因果関係論について御説明させてください。ここに債務不履行についての「民法

416 条」と書いていますが，債務不履行とは何かというと，約束違反した場合には賠償しなさいと
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いう法律です。 

 416 条の 1 項に，「債務の不履行に対する損害賠償請求は，これによって通常生ずべき損害の賠

償をさせることをその目的とする。」と書いてあります。ですから，賠償責任の対象になるのは，

その「通常生ずべき損害」というふうに定められているのです。何でも全てが損害賠償できるとい

うことではなく，ある加害行為があった場合に，あるいは約束違反があった場合に，「通常生ずべ

き損害」に限定されるという意味でございます。 

 2 項では，「特別の事情によって生じた損害であっても，当事者がその事情を予見し」というのは，

予想し，または予想することができたときは，債権者はその賠償を請求することができますよとい

うふうな立て付けになっています。 

 皆さんが今後，東京電力に請求する場合には，不法行為という，おそらくそういう法律構成で請

求することになると思うのですが，この不法行為に基づく損害賠償，例えば人が人に殴られました

とか，あるいは物を盗られましたとか，交通事故でぶつけられて損害賠償を請求します。簡単に言

うと，契約関係にない当事者の間で損害の賠償をするのが，不法行為というものですが，この不法

行為も類推適用されます。ですから，当該加害行為が行われた場合に，通常生ずると考えられる範

囲の損害が賠償されることになります。これが判例・通説の立場でございます。 

 原発事故が，先ほどお示ししたような特徴を備えていることは，原発事故が起きた場合に通常生

ずると考えられる範囲が，これは極めて広範にわたるということを意味します。ですので，今後問

題になるのは，まさにこの通常生ずると考えられる範囲かどうかというところ，これが一つのポイ

ントになるのです。そのときに，先ほど申し上げた，こういった特徴があるということを，ぜひ裁

判所なり，あるいは東京電力の方にしっかりと説明していく必要があると思います。 

  

第第第第３３３３    立証方法立証方法立証方法立証方法    

第 3 の立証方法に移らせていただきます。因果関係というのは，自然科学的な因果関係ではあり

ません。法的な観点から賠償義務の存在を確認するための要件です。これは，少し難しいのですが，

「ルンバ－ル・ショック事件」という名前で呼ばれている最高裁判所の昭和 50 年 10 月 24 日の判

決がございます。 

 これはどういうものかというと，確かお子さんだったと思いますが，ルンバールという注射のよ

うな物を注入します。そうしたら，その後に容態が急変してしまい，重い後遺症が残りました。そ

れが，まさにルンバールが原因だったのか，あるいはその方がもともと持っている体の体質で後遺

症が発生してしまったのか，それが争われた事案だったのですが，最高裁判所はどのような判示を

したかといいますと，「訴訟上の因果関係の立証というのは，一点の疑義も許されない自然科学的

証明ではない。経験則に照らして全証拠を総合的に検討して，特定の事実が特定の結果の発生を招

いた関係を認めうる高度の蓋然性を証明することであり，その判定は，あくまでも通常人が疑を差

し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし，かつ，それに足りるもので

ある。」ということでございます。 

 ですから，今回の場合も，例えば，今後，原発に関係して健康被害の問題が，たぶん相当取り沙

汰されると思います。その場合に，例えばがんの発生率が高まったときに，これが原発の影響かど

うなのか，おそらく相当争いになると思います。その時に，まさにここに書いてあるような，自然

科学的な立証を強いられた場合には，被害者の方の立証責任というのは相当困難を強いられます。

ですから，そういうことがないように，この最高裁判所で判示されたということです。 

 「因果関係を直接証明することが困難であったとしても，因果関係の存在を推認させる関接事実
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（日々の具体的行動，統計等）を積み上げることで経験則を活用して事実上の推認を働かせること

によって因果関係を立証することが工夫されることが必要です」と書いてありますが，先ほどまさ

に宮城県から，いろいろな数値，データを取りまとめて公表されていますがこれが非常に大きいで

す。われわれ弁護士からすると，こうしたデータがないと全く雲をつかむような話で東京電力と交

渉しなければならなくなってしまいます。 

 ですので，こうしたデータを皆さんで共有化する。具体的に，どういうことかというと，今後，

東京電力と争うときに「いや，これは原発の影響ではないのではないか？」と，例えば「津波とか，

地震でこうした損害が起きたのではないか？」ということを，おそらく言われると思います。 

 その時に，例えば一つの考え方としてあるのが，あまり原発の被害が少ないエリアで，かつ津波

や地震などの被害がある所を探すわけです。そこで発生している損害のデータと，例えば宮城県で

も福島県でもいいですが，原発の被害が重なっている所というか，発生している所，競合している

所，そことのデータを突き合わせて，何か違いが出てくるとすると，それは原発が影響していると

いう，これは一つの推測になるわけです。ですから，そういったデータがあるかないかによって，

今後，弁護士なり皆さまの立証の負担が大きく変わると思います。 

 2 番目ですが，今申し上げましたが，原因競合という問題です。これは，本件事故の損害につい

ては，地震・津波での損害の発生・拡大に寄与していることが考えられます。  

中間指針というのがございますが，これについては「例えば風評被害など本件事故による損害な

のか，あるいは地震・津波による損害なのかの区分が判然としない場合には，厳密な区分の証明を

被害者の方に強いるのは酷であることから，例えば同じく東日本大震災の被害を受けながら，本件

事故による影響が比較的少ない地域における損害の状況等と比較する」などの方法を提案していま

す。 

私が先ほど申し上げたことと同じことです。おそらく他にもいろいろな立証方法が，今後いろい

ろな弁護士なり皆さまの方から，多分出てくると思います。ただ一番簡単なのが，今申し上げたよ

うな比較が説明しやすいのではないか思います。 

    

第第第第４４４４    損害損害損害損害のののの把握把握把握把握のののの仕方仕方仕方仕方    

 次に，第 4 の損害の把握の仕方でございます。損害賠償におきましては，損害の項目を金銭的な

損害と精神的な損害とにまず分けます。これが一般的です。 

精神的な損害というのは，慰謝料と言われているものです。金銭的な損害はさらに積極損害と消

極損害の二つに分けます。 

積極損害とは，事故によって被害者の方が支払わなければならなくなった損害で，事故によって

余分に出さねばならなくなった，負担せざるを得なくなった損害等です。例えば，交通事故であれ

ば，治療費とか交通費とか，そうした負担しなくてもいいものを負担させられたという損害でござ

います。 

 次に，消極損害というものがありますが，これは事故が起こっていなかったら，被害者の方が得

るはずだった「得べかりし利益」というものです。例えば，休業損害ですとか，売り上げとか，あ

るいは，サラリーマンの方であれば収入を得るはずだったなど，そういったものでございます。さ

らに，それを細目的に分けて損害額を算定して損害の総額を算定するという，いわゆる個別積み上

げ方式と言うのですが，一個一個細分して，それを最後に合計して賠償の請求をするという，こう

いったものが損害賠償では行われています。 

 本件においても，そのような方式が妥当である場合があると考えられ，中間指針もそのことを前



 

－5－ 

提としていると思います。しかし，個別積み上げ方式が必ずしも損害の実情に合わない場合があり

ます。あるいは被害者に細かな主張，立証を求めることには，著しい困難を強いることにもなりか

ねません。 

 例えば公害，薬害の事件，肝炎の問題などがありますが，これらは何十年後に発生します。その

ため，例えば損害を立証しなさいと言われても，これは極めて困難です。自分が，そもそもそうい

う被害に遭っていること自体わかってないわけです。しかし，それに要した損害を，領収書を付け

なさいとか，きちんと計算しなさいというのは，これかなり無理な話です。 

 そういった場合には，損害賠償請求を総括的，あるいは一律に請求しましょうということがあり

得ます。その場合には，慰謝料という形で，まとめて請求するという方法が多いと思われます。 

    

第第第第５５５５    損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のありのありのありのあり方方方方 

 次に，第 5 の損害賠償の在り方について御説明します。 

一つ目は，金銭賠償の原則でございます。「民法」の 722 条の 1 項という規定がありますが，こ

れは 417 条という規定を準用していまして，適正に金銭評価された損害を金銭で賠償しなさいとい

うことが書いてあります。ですから，原則としては，金銭で請求し金銭で賠償していただくという

ことが損害賠償の原則になっております。ただ，果たしてこれでいいのかどうなのかを今弁護士会

では検討されているところです。 

 どういうことかというと，個々の賠償以外に，安全なコミュニティ，あるいは農地，漁業，事業

所の喪失，そのもの自体を個別の損害以外に別の損害として把握して，それを賠償することによっ

て，安心・安全な環境の回復と，別の場所にコミュニティを含む生活基盤を再建することや，事業

所を再建することを可能とする損害賠償が必要ではないかと考えています。 

 具体的には，例えば原発とは違いますが，高台移転とか，集団移転を余儀なくされたという場合

に，コミュニティがばらばらになる可能性があるわけです。その場合に，東電のきちんとした支出

で，集会所とかコミュニティセンターを作りなさいとか，そういった所まで賠償を請求すべきでは

ないかというのが，我々の今検討している課題であります。 

 3 番目ですが，損害賠償の方法です。一時金賠償とは，交通事故の場合には，一般的には一時（い

っとき）で賠償するというのが原則になっています。ここに書いているように，定期金賠償という

のがあります。なかなかこれが使われることはないのですが，損害が今後も続くような場合，例え

ば，比較しやすいので交通事故で説明しますと，何十年にもわたって，介護を余儀なくされる被害

者の方がいらっしゃいます。介護費用というのは大変な金額になります。その場合に，加害者のほ

うから被害者のほうに，例えば年何百万円を介護費用として払いますというような，一定の期間に

わたって，ある意味分割払いみたいになるかもしれませんが，賠償を求めるというのが，非常に簡

単な説明ですけども，定期金賠償というものになります。 

    

第第第第６６６６    原子力損害原子力損害原子力損害原子力損害のののの賠償賠償賠償賠償にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（原賠法原賠法原賠法原賠法））））のののの概要概要概要概要    

 次に，原子力損害の賠償に関する法律。我々は「原賠法」と呼んでいますが，こういった法律が

ございます。その中で，かいつまんで重要な規定だけここに書いております。 

 まず，1 条の目的です。原子炉の運転などによって，原子力損害が生じた場合の被害者の保護と，

原子力事業の健全な発展を法の目的として規定しています。 

 次に，3 条 1 項の本文です。原子力事業者は，原子炉の運転などによって原子力損害を与えたと

きは，損害賠償責任を負うと書かれております。過失，要は落ち度という意味ですが，これは要件
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とされていません。ですから「原賠法」における責任は，一般の不法行為責任と異なって無過失の

責任だと考えられています。 

 また，「原賠法」には，賠償額についての上限は特に定められておりません。したがって，原子

力事業者は，不法行為の原則どおり無限の責任を負うと考えられています。  

3 番目の，3 条 1 項但書ですが，これは原子力損害が，異常に巨大な天災地変または社会的動乱

によって生じたものであるときは，原子力事業者は免責されるという規定になっておりますが，当

然のことながら今回の原発事故というのは，そういったものではありませんので，免責されること

はないということになります。 

 次に，責任集中というものがございます。これは，4 条の 1 項と 3 項でございます。「原賠法」3

条の場合においては，同条の規定によって損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外のもの

が，その損害を賠償する責めに任じないという規定でございます。ただ，これも将来的な問題にな

るのでしょうが，果たして東京電力だけに責任追及して，国なりに全くその責任がないのかどうか

という所は，当然これは議論されていく問題であろうと思います。そのときに，この責任集中とい

う問題が，また出てくるだろうと思われます。 

 次に，5 の損害賠償措置の強制というものですが，これは，原子力事業者は，原子炉を運転等す

るにあたって，賠償金の支払い原資を担保するために，1 事業所あたり 1,200 億円の損害賠償措置

を事前に講じておきなさいという規定でございます。 

 6 項の国の援助・措置ですが，これは，政府は，原子力事業者の賠償額が賠償措置額，先ほど申

し上げた 1 事業所 1,200 億円，これを超えてかつ「原賠法」の目的を達成するために必要があると

認めるときは，原子力事業者に対し必要な援助を国会の議決に基づいて行うこととされています。

ですから，賠償金が自分たちで用意できなければ，これは最終的には，今の規定に従って国の援助，

ただし，これも結局は，税金ということになるわけですが，何とか事業者に支払わせる，きちんと

責任を負わせるというのが，非常に重要になってきます。 

 次に，7 番目ですけれども，原子力損害賠償紛争審査会というものでございます。これは「原賠

法」の 18 条に規定されています。 

 

第第第第７７７７    原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会原子力損害賠償紛争審査会 

 これは「原賠法」18 条に基づきまして，原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における

和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を

行わせる目的で文部科学省に置かれる機関とされています。福島原発事故の発生を受けて，平成 23

年 4 月 11 日に設置され，同年 8 月 5 日に中間指針の取りまとめが発表されました。 

 この審査会の公表する指針，これが結構，宮城県の場合には問題になっております。この指針で

すが，大量かつ迅速処理の観点から，まず誰が見ても争いなく本件事故との相当因果関係が認めら

れるであろうという損害を類型化したものです。ですから，例えば避難指示を受けた場合の避難費

用ですとか，精神的損害，あるいは農家の方が出荷制限を受けた場合の営業損害などが，損害項目

としてあげられ，その範囲についての考え方が記載されております。 

 次に，3 番目ですが，審査会が公表した指針に含まれない項目について，これはどうなるのかと

いうことです。これにつきましては，審査会の公表する指針は，紛争の当事者による自主的な解決

に資するために策定される一般的な指針であり，法的な拘束力を持ちません。したがって，これに

含まれない項目であっても，本件事故との間に相当因果関係が認められる限り，損害賠償を受ける

ことができると考えるべきです。 
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 これは，我々法律家からすると，当たり前のことなのです。というのは，先ほど申し上げたよう

に「原賠法」というのは「民法」の特則という形を取っていますから，「民法」709 条，損害賠償

の規定なりが適用されるわけです。しかし，例えば今申し上げたこの審査会が，自分達で作った中

間指針，これに書いてないものは請求できませんとなれば，勝手に法律，あるいは被害者が持って

いる権利を，この中間指針が制限することになるわけです。 

これは，そもそも中間指針が，なぜあるのかというと，被害者の方に請求しやすくしましょうと

いうことで，誰が見ても請求できるものは中間指針でまとめましょうということです。ですから，

そこに書いてないものも，当然請求できるということになります。 

 中間指針にもそのようなことが書いてありまして，「中間指針で対象とされなかったものが，た

だちに賠償の対象とならないというものではありません。個別具体的な事情に応じて，相当因果関

係がある損害と認められることがあり得ます」と書いています。  

また，「中間指針に明記されていない，個別の損害が賠償されないということのないように留意

されることが必要です。東京電力株式会社に対しては，中間指針で明記された損害についてはもち

ろん，明記されなかった原子力損害も含め，多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急

に整えた上で，迅速，公平かつ適正な賠償を行うことを期待する」と書いています。こういったこ

とからも，中間指針に書いていないものも請求できると理解いただいて結構です。 

    

第第第第８８８８    損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求のののの方法方法方法方法 

では，どのように請求すればいいだろうという，次の方法の問題に移ります。第 8 でまとめてあ

りますが，三つほど大きく分けてあります。 

 一つは，加害者である東京電力に直接請求をし，相対で交渉する方法です。おそらく，この後，

その先進的な事例の御報告があるかと思いますが，一番簡単なのは，直接請求するという方法です。 

 ただし，長所と短所があります。長所は，ある程度基準が明確で定額的なものについては有効だ

と思います。一方，中小事業の企業の損害賠償請求のように，個々の被害者ごとに被害の内容が異

なったり，個別具体的な立証が必要なものなどについては，迅速で公正な解決が図られるか疑問が

あります。東京電力と直接相対しなければならないことから，被害者の負担が大きくなるという問

題もあります。 

ですから，この直接交渉する場合の一つのポイントとして考えられるのが，集団で直接交渉する

ことだと思います。一つの組織，例えば皆さまの事業体が加入しているような，そういう組織でま

とまって請求するという，これが直接請求する場合の一つの大きなポイントになろうかと思います。 

 それと，やはりこの場合にも専門家を付けたほうがいいと思います。どういうことかといいます

と，例えば今東京電力のほうが，先ほど申し上げた避難世帯の方に，極めて分厚い請求書を送りつ

けています。月額 10 万とか 12 万とかという賠償の請求をさせて，支払いするのですが，その時に，

例えばこのお金をいただいたら，その損害項目については請求できない，今後また上乗せして請求

できないかのような文言が書いてあったりします。そうすると，あとで請求しようと思ったら請求

できないとか，いろいろな問題が，実は直接請求に関しても出てくると思います。ですので，集団

でかつ専門家に参加をしてもらって進めるということが，大きなポイントになるのではないかと思

われます。 

2 番目ですが，民事訴訟とは裁判のことです。仮処分等を裁判所に提起して請求する方法です。

これは，長所としては独立した第三者機関という点では適切です。しかし，交渉する場合に一番問

題なのは，時間がかかるということです。時間がかかって，解決すればこれは良いのですが，解決
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しない場合には，それまでかかった時間とコストが戻ってこないことになります。 

 ですから，直接請求するときには，私ども弁護士も直接請求することがありますが，期限を切ら

なければなりません。この期間に交渉するが，この期間が過ぎたら，もうコストと時間が，どんど

ん損してしまうので，取り返せない。ですから，ここまでは頑張るが，これ以上やってもしょうが

ないと思ったら，もう次の段階に移るということが必要になるわけです。 

 裁判の一番いい所は，公平だということと，必ず終わるということです。変な話ですが，裁判は

出せば勝つか負けるかで，負けるかもしれませんが，必ず終わります。ただし，交渉には理屈上は

終わりがありません。 

 ですので，必ず解決するという意味では裁判は優れていますが，皆さんが，一斉に裁判した場合

には，数万件あるいは数千件，それ以下でもいいですけども，大量の裁判が行われた場合に，裁判

所が裁ききれるかという問題が出てきます。おそらく裁判所は，今そのような体制にはないと思い

ます。 

 それとまた，一番大きな問題は，お金と時間がかかるといった問題です。あとで茨城県の臨界事

故における裁判を御説明しますけれども，その裁判は始まった時点でもう 3，4 年たっています。

ですので，裁判する場合には，やはり時間がかかるということが一番の難点になっています。 

 3 番目は，原子力損害賠償紛争解決センターへの申し立てです。原子力損害賠償紛争解決センタ

ーというのは，現在，福島県の郡山市と東京都港区新橋の 2 カ所にあります。このセンターは国に

よって作られたものです。 

 先ほどの，福島県の避難世帯の方にも利用している方がいらっしゃるのですが，申し立てをしま

すと，東京電力と申立人の主張と，あとは疎明資料，裏付け資料ですが，そういったものを見て，

このセンターが和解案というものを出します。 

 この中には，パネルといいまして，おそらく弁護士団が中心ですが，専門家が入ります。それで，

その和解案を提示して，お互いに納得できれば，その和解案で合意することになります。 

 東電は，紛争解決センターから和解案が出されたときには，これをのむように国から指導されて

います。その和解案の作成される目安の期間としては，申し立てをしてから，およそ 3 カ月から 4

カ月と伺っています。 

 長所と短所。これもありまして，中間指針で認められている損害については，早期解決を期待で

きるのですが，該当しない損害については，個別の立証を要求されるなど解決が困難なことも予想

されます。また，宮城からは，郡山にしても，あるいは新橋にしても，これは遠方だということが

あります。 

 先ほどの裁判ですが，裁判の場合は，皆様がお住まいの管轄する裁判所に裁判を起こせるという

メリットがあります。ですから，東京電力が，例えば東京にあるからといって，東京の裁判所に出

す必要はありません。仙台に事業所のある方であれば，仙台の裁判所に起こせるという，こういっ

た利点はございます。 

 それと今申し上げたように，結局，中間指針で認められている損害については，このセンターは

非常に役立ちます。この名前のとおり，あくまでも中間指針なのです。ですから，今後また指針が

変わる場合には，この宮城の損害も何とか対象に含めていただく，こうした運動というのも，今私

が申し上げた個別の例えば民事紛争の解決の他に取っていかねばならないと考えます。これも我々

弁護士として，これから取り組んでいかなければならない課題ですが，先ほど御報告がありました

ように，こういったデータがあって，実際に原発の被害で宮城の企業が，あるいは一般の方々が，

苦しんでいるということ，実情をきちんと国に申し入れて，この指針のなかの範囲を拡大させると
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いう運動，これも非常に大きな皆さまに対しての影響がある問題だと思います。 

 

第第第第９９９９    原子力損害賠償紛争解決支援原子力損害賠償紛争解決支援原子力損害賠償紛争解決支援原子力損害賠償紛争解決支援センターセンターセンターセンター 

第 9 の原子力損害賠償紛争解決センターは省略させていただきます。 

 

第第第第１０１０１０１０    損害各論損害各論損害各論損害各論（（（（事業者事業者事業者事業者のののの損害損害損害損害））））    

第 10 の損害の各論ということで，事業者の方の損害を，日本弁護士連合会という所が発行して

おります『原発事故・損害賠償マニュアル』という本があるのですが，そこから何点かピックアッ

プしてまとめてみました。 

 まず，Q1 ですが，「事業所は対象区域外にあるが，顧客の多くが対象区域内に存在していたため，

避難によって顧客を失い，大幅な売上減少となった。事業活動の継続も困難となっている。どのよ

うな損害賠償が可能か？」という設問でございます。 

 日弁連のほうの考え方ですけれども，事業の性格上，顧客，あるいは販売先が，地域的に限定さ

れていて，販売先に代替性が認められない場合には，それにより生じた減収分が賠償される。また，

販売先に代替性が認められる場合であっても，新たな販売先，販路を見つけるために要した追加費

用ですとか，従前との減収分について賠償されると考えられています。 

 次にいきます。Q2 でございます。「事業所は避難区域外にあるものの，原材料の調達先が避難区

域にあるために，事業活動の一部ができなくなってしまった。この場合，どのような損害賠償が可

能か？また，新たな調達先を見つけたものの，追加の費用がかかってしまった。追加分は，賠償さ

れるのか？」という御質問に対する答えですが，先ほどと同じです。事業の性格上，原材料の調達

との取引について代替性が認められない場合には，事業活動ができなくなったことにより生じた減

収分及び必要かつ合理的な範囲の追加的費用が賠償される。調達先に代替性が認められる場合であ

っても，原則として，従前からの減収分及び代替の原材料を調達するために追加で支出した費用が

賠償されると考える。 

 Q3 にいきます。「出荷制限は出ていないし，同じ地区の他の農林畜産物については出荷制限が出

たこともないが，出荷制限を受けた地区に近いという理由で農林畜産物の売り上げが落ちた。賠償

請求は可能か？」という問題です。 

 これは，いわゆる風評被害に該当する問題だと思います。中間指針が，風評被害について定義を

しております。報道などによって広く知らされた事実によって，商品またはサービスに関する放射

性物質による汚染の危険性を懸念した消費者または取引先により，当該商品またはサービスの買い

控え，取引停止等をされたために生じた損害という定義でございます。 

 その風評被害についての賠償基準です。中間指針では，「風評被害についても，本件事故と相当

因果関係があるものであれば賠償の対象とする」となっています。一般的な基準ですが，「消費者

または取引先が，商品またはサービスについて，本件事故による放射性物質による汚染の危険性を

懸念し，敬遠したくなる心理が，平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められ

る場合」としています。 

 ですから，あくまでも基準は，一般的，平均的な人を基準にして，汚染の危険性を懸念し，敬遠

したくなる心理が，あるかどうかという基準です。具体的にどのような風評被害が，本件事故と相

当因果関係がある損害と認められるかどうかは，業種毎の特徴を踏まえ，営業ですとか，品目の内

容，地区，地域，損害項目等により類型化した上で，①は，業種毎に示す一定の範囲の類型につい

ては，本件事故以降に生じた買い控え等による被害は，原則として本件事故と相当因果関係のある
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損害として賠償の対象と認められるものとして，中間指針では，一般的に認められるだろうという

ものをまずあげています。 

 ②ですが，それ以外の類型については，本件事故以降に現実に生じた買い控えなどによる被害を

個別に検証し，上記の一般的な基準に照らして，本件事故との相当因果関係を判断するものとして

います。ですから，この時に，風評被害の場合は，一番最初にあげました原発被害の特徴というも

のをここに盛り込んでいかななければならないのです。 

 次に，③にいかせていただきますが，風評被害による損害項目としましては，三つほどあげてみ

ました。 

1 番目，営業損害です。取引数量の減少または取引価格の低下による減収分及び必要かつ合理的

な範囲の追加的費用。商品の返金の費用ですとか，廃棄費用ですとか，除染費用等です。 

 2 番目，就労不能に伴う損害。これは，収入がなくなってしまったということ。 

 3 番目，検査費用。検査のため要した費用ということになります。 

 ④ですが，農林漁業，食品産業の風評被害についてですが，一つ目は，中間指針の第 7・2 にお

いて，原則として賠償すべきことが規定されている類型というのがあります。 

 問題なのは，この類型に該当しない場合ですが，「農林漁業，農林水産物の加工業及び食品製造

業，農林水産物・食品の流通業並びにその他の食品産業において，本件事故以降に現実に生じた買

い控え等による被害は，個々の事例または類型ごとに，当該産品等の特徴，その他地産の特徴，放

射性物質の検査計画及び検査結果，政府等による出荷制限指示（県による出荷自粛要請も含みます）

の内容，当該産品等の生産・製造に用いられる資材の汚染状況などを考慮して，消費者または取引

先が，当該産品等について，本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し，敬遠したく

なる心理が，平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められると場合には，本件

事故との相当因果関係が認められ，賠償の対象となる」とされています。 

 これについては，よくわからないので，同じような類型がないかなと思い，次の三つをあげてみ

ました。 

 過去の判例ですが，これは，皆さん御記憶にある方もいらっしゃると思いますが，平成 11 年 9

月 30 日に茨城県東海村の原子力関連施設で発生した臨界事故に関するものです。 

 一つ目は，水戸地方裁判所の平成 15 年 6 月 24 日付の判例です。茨城県内で水産物の加工販売を

行っていた会社が，JCO 事故によって製品の取引を拒絶されて転売できなかったために焼却処分し

て損害を被ったとして，原子力事業者に損害賠償請求した事案でございます。判決では水産物加工

会社の主張する損害を認めることはできないとして請求を棄却しました。 

 一応，判例を私もあたってみましたが，これは，裁判所のほうで取引を拒絶された場合に転売を

しようと努力したかどうかという所で，この水産加工会社は，裁判所の認定では，他の所に売るた

めの努力をしていなかったと認定されたのです。ですので，要は損害を，例えば他の所に売るとい

った努力を怠っていたということで裁判所が，結果的に請求を棄却したというもののようです。 

 2 番目ですが，東京地裁の平成 18 年 2 月 27 日付の判決です。これは，臨界事故が発生した茨城

県の名産である納豆商品を製造販売している業者が，売り上げが減少した損害の賠償を請求した事

案です。 

 先ほど申し上げましたけども，これは平成18年です。臨界事故が起きたのは平成11年ですから，

相当程度の時間がかかってしまいます。 

 それで，判決は，ＪＣＯ事故と納豆売上減少により生じた営業損害との間に一定限度において相

当因果関係を認めました。ただし，一般消費者が納豆商品を敬遠した心理状態に基づく損害の発生
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の期間を JCO 事故から 2 カ月に限定しております。 

 3 番目です。同じく東京地裁の 18 年 4 月 19 日付の判決ですが，これも同じ，別の茨城県の納豆

製品製造販売業者ですが，判決は，商品の廃棄等の損害，営業損害及び慰謝料の賠償請求を認めて

おります。なお，風評被害による営業損害が認められる相当期間を JCO 事故から 5 カ月間に限定

しています。 

 2 番目と 3 番目，期間が 2 カ月と 5 カ月と分かれております。なぜこのように分かれたのかとい

うのは，詳細に判例を分析しなければならないのですが，たぶん認められている損害の対象も違う

と思います。おそらくこれは，弁護士も含めて請求の立て方が違った可能性があるということです。

2 番目より 3 番目の判例のほうが多くなっていますので，その辺の分析を我々もしなければならな

い問題です。 

 次に，Q4 に進めさせていただきます。「本件事故を受けて，安全管理のために，農畜産物につい

て放射性物質検査を実施しています。検査に係る費用を請求できるか？特に風評被害に該当しない，

かつ生産者が自主的判断に基づいて，放射性物質検査を実施する場合はどうか？」という問題です。 

 これは中間指針には記載がありません。しかし，農畜産物は摂取により体内に取り入れられるも

ので，高い安全性が求められるものであることに鑑みると，何らかの汚染が考えられる場合には，

安全管理のために放射性物質検査を実施するというのは，平均的・一般的な人を基準としても合理

的かつ相当であると考えられます。 

 したがって，風評被害には該当せず，かつ生産者が自主的判断に基づいて放射性物質検査を実施

する場合であっても，何らかの汚染が考えられる場合には，本件事故と相当因果関係のある損害と

して，検査費用の賠償を認めるべきであるというのが日弁連の考え方であります。 

 Q5 です。「水揚げした魚から基準値を超える放射線が検出されたため，出荷を自粛し，魚は廃棄

することになった。水揚げにかかった費用，検査費用，廃棄費用を請求することができるか？自分

が水揚げした魚からは，基準値を超える放射性物質は検出されなかったが，県の漁業組合連合会か

らの出荷自粛要請があったため，出荷を自粛した場合はどうか？」という設問です。 

 中間指針では，政府等による農林水産物等の出荷制限指示等に係る損害について記載があります。

基準値を超えた魚が水揚げされたとしても，それを出荷することは当然できないわけです。ですか

ら，政府による出荷制限が行われた場合と同様に考えられます。この場合には，出荷できないこと

による減収，追加で必要となった費用が損害として認められることになります。 

 業界の団体の自粛要請に従った場合の問題点として，中間指針で類型化されているのは，生産者

団体が政府または地方公共団体の関与の下で本件事故に関し，合理的理由に基づき行うものであり

ます。したがって，事業者団体が国の指導を受けず，あるいは協議をせずに自粛した場合には，上

記類型には該当しないものと考えられます。もっとも近隣の産地から基準値を超える放射性物質を

有する海産物が水揚げされ，調査が完了するまで操業を自粛するなど，合理的な自粛要請である場

合には，その結果生じた損害は，政府の指示等に準じて扱われるべきだと考えます。 

 Q6 です。「食品加工業を営んでいるものが，放射性物質による汚染等による出荷制限のため，原

料の一部が調達できなくなった。急遽，代替の食材を用意するのに追加費用が必要となったが，そ

の費用は請求できるか？また，代替の食材を用意できず，加工できなかったため，他の食材も無駄

になってしまった場合，その損害を賠償請求できるか？」という設問でございます。 

 1 番目は，農林業者が食品加工をする場合，御自身でする場合には，出荷制限等の指示によって，

食品加工に支障が生じた場合には，現実の減収分及び追加費用が必要かつ合理的な範囲で賠償請求

すべき損害と認められます。 
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 2 番目は，農林業者とは独立した食品加工業者の場合。これを間接損害被害と呼びます。間接損

害とは，本件事故によって中間指針第 3 ないし第 7 で損害の対象と認められる損害で，第 1 次被害

といいますが，これが生じたことによって，第 1 次被害を受けたものと一定の経済的関係にあった

第三者に生じた損害を指します。 

 本件の場合，農林業者が出荷制限を受けたために，対象品目となる野菜を出荷できない場合，こ

れによる損害は，中間指針第 5 で賠償対象と認められる損害であり，第 1 次被害と言える。したが

って，農林業者は，第 1 次被害者であり，食品加工業者は，農林業者から原料となる食材を調達し

ており，農林業者と食品加工業者には，一定の経済的関係があると言えます。 

 間接被害の認定基準ですが，中間指針では，間接被害を受けたものの事業等の性質上，第 1 次被

害者との取引に代替性がない，とにかく他の所を探せないという場合には，本件事故と相当因果関

係がある損害と認められるとしています。 

 食品加工業者は，特定の産地の農林水産物を仕入れて加工している場合が多く，地産地消を掲げ

ることから，事前のリスク分散が事実上困難である場合が多いと思われます。その場合，直ちに代

替の食材を調達するのは困難であり，一時的には操業を中止せざるを得なかったり，代替の食材を

調達するために多大な費用がかかったりする場合があると思います。 

 このような場合には，事前のリスク分散が不可能または著しく困難な場合に該当し，食品加工業

者の被った損害は，間接損害として本件事故と相当因果関係のある損害と認められる，ただし，被

害の回復を図ることが可能な時期までに，賠償対象となる時期が限定されるのが通例です。 

 先ほどの納豆の問題と同じように，代替措置が取れない期間，あるいは取れたけれども下がった

期間の減収分を請求できるだろうということです。請求できる損害項目としては，営業損害ですと

か，就労不能に伴う損害ですとか，代替の食材を用意したために生じた追加費用，廃棄費用といっ

たものがあると思われます。 

 

【【【【参考資料参考資料参考資料参考資料】】】】具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例についてについてについてについて    

 ここまでがレジュメで私がまとめたものですが，こういった質問があるのですがということで，

宮城県から頂戴した事例がありますので，その質問の回答もさせていただきたいと思います。 

 まず，政府の出荷制限指示等による営業損失等という項目ですけども「県内において飼養されて

いる牛の県外へ移動及びと畜場への出荷の制限による収入の減少は認められるか？」。これは，当

然政府の出荷制限の指示があれば，損害賠償は認められるということです。 

 「出荷制限指示の一部解除後でもあるにもかかわらず，低迷している肉の価格や子牛市場価格に

よる収入の減少はどうか？」。これは，まさに先ほど申し上げた風評被害という損害の対象になろ

うかと思います。これについては，先ほど申し上げた一般の方が，買い控えるのが相当かどうかと

いうものになってきます。 

 例えば，ちょっと脱線するかもしれませんが，皆さんが，明治の粉ミルクの問題があったことを

御記憶されている方もいらっしゃるかもしれませんが，明治のステップという粉ミルクからセシウ

ムが検出されました。これは，実は暫定規制値を下回っています。下回っていますが，公表して 40

万缶の無償の交換に明治は合意しています。 

 これはどういうことかというと，それだけ消費者が，放射能，あるいは放射性物質について，極

めてセンシティブというか，心配しているということです。ですから，先ほどの肉ですとか，ある

いはとにかく口の中に入るもの，これは内部被ばくという問題があるわけです。 

 それで，例えば食品もそうですが，ここでしか買えないと思ったら，ここで買うしかないのです
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が，他のもので代替できると思ったら，例えば，関西とか，九州，あるいは北海道からものを買う

ことになります。 

 実は，私も保育園の娘と，小学 3 年生の息子がおりますが，やはりお母さん方の間で，この食品

に関しての情報交換はすごいものがあるのです。ですから，おそらく風評被害というものはあると

思います。しかも，宮城の場合は，ホットスポットといって，例えば栗原の問題などもありますが，

距離ではない所で放射線の数値が高いという問題がありました。あるいは，計測地点です。今は，

どんどん計測地点が増えていますが，当時，計測地点がすごく少なかったのです。そうすると，こ

こで出ていないから大丈夫だろうと，皆さん信じるかどうか，あるいは，そもそも国自体を信じて

いたかどうか。 

 そういった中で，風評被害が助長されたと私は思いますので，そういった所をやはり主張して，

当然ながら私は，営業損失があるということで請求していかなければならないと思っています。 

 それと，次に進みますけども，政府の避難指示等による営業損失の御質問で，「警戒区域内に残

してきた車両が使用できないことによる収入の減少や財産価値の喪失はどうか？」。これは当然あ

ります。使えないわけですから，これは使用権というものが奪われています。ですから，この車両

が使用できないことによる収入の減少とか，財産価値の喪失は，当然認められます。 

 次に，なるほどと，私はむしろ考えさせられたのですが，「警戒区域内の国道 6 号線が，通行止

めになったことに伴う迂回費用はどうか？」という御質問です。これは，あくまでも，私の私見に

なってしまうかもしれませんが，これは請求できるだろうと思います。むしろ，逆に言うと請求で

きない理由が見当たらないと思います。 

 ただ，一点，実は気になったのが，この御質問を受けた時に，例えば高速道路で，ある方が事故

を起こしたために，その道路が使えなくなった。例えばトラックが，他の所を通らなければならな

くなった。その場合はどうなるのか？その場合だと請求できないと思うのです。できるかもしれな

いけどしていない。 

 これと何が違うだろうと，実は今日の今日まで考えてきているのですが，今の段階で，二つ違う

のだと思っています。 

一つは，事故というのは，ある程度起きるだろうという予想はできると思います。やはり，その

リスクを分散する責任というのは，企業に求められていると思います。二つめは，交通事故の場合，

制限される時間の期間はたぶん短いです。だけど，原発事故は，相当広いですし，時間的にも長い。

しかも代替といっても，全く区域が広いわけですから，先ほど申し上げた東北自動車道が，例えば

1 時間，2 時間，制限されたというものとは全然違いますので，私は，これは請求できると思いま

すし，請求すべきだろうと個人的には思っています。 

 次に，「子どもの健康を心配する父兄の要望を受けて実施した，例えば砂場等の除染に要した費

用はどうか？」ですが，これも当然請求できると思いますし，請求すべきと思っています。 

 先ほど御説明がありました，保育園の場合の検査費用の問題がありましたけども，まさに先ほど

の御説明のとおりだと思いますが，ポイントがあって，保育園というのは子どもを預かっているの

です。先ほどのお店の場合は，お客さまに自分の所に来ていただける。向こうから来ていただくの

と，預かっているとの違いがあります 

 ですから，当然，例えば皆さん，父兄の方々が，きちんとした検査をして下さいと言われたら，

検査せざるを得ません。しかもこれは，先ほど申し上げた平均，あるいは一般人から見て当然の要

求ですから，これに要した除染費用は，私は，当然請求できるものだと思っています。 
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終終終終わりにわりにわりにわりに    

それで，実は，先ほど申し上げましたように，仙台弁護士会では，月曜日から金曜日の午前 10

時から午後 5 時まで，法律相談というものを実施しております。 

 また，原発に関する弁護士の紹介も行っておりますので，もし希望される方がいましたら，弁護

士会のほうに御相談いただければと思います。 

 それと，もう 1 点だけですが，今回は，様々な事業者の方が，この場にお越しいただいていると

伺っています。おそらく業種毎に，やはり損害のタイプとか，皆さんが抱えている様々な問題は違

うのではないかと思います。ですから場合によっては，このワーキンググループのようなものを，

もう少し業種毎とか，地域毎に分けるなりして，そこに例えば弁護士が派遣されるような，そうい

ったものも，今後作っていってもよいのではないかと個人的には思いました。 

 今後とも皆さん，ぜひ悩みがありましたら我々に御相談ください。今日はありがとうございまし

た。 

 

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答 

【受講者 1】 

私は，水産物を扱っているものですが，今後，春漁も始まります。市場より水産物を購入してい

るわけですが，そこの自主検査，市場では検査をやると思うのですが，それでも公的機関で一応検

査はするわけです。 

 もし万が一，公的機関の検査で放射性物質が出た場合，それは市場から買ってその日に出るわけ

ではなく，2，3 日かかるわけですが，その間に出てしまった場合，商品は，生産して，冷蔵庫に

入れてあるのですが，そうしたものも一応請求できるのでしょうか？ 

【佐々木弁護士】 

ありがとうございます。今の御質問ですが，それは風評被害を超えてしまっています。実際の損

害ということになりますから，それは，当然請求できます。 

 なぜかというと，先ほど基準値を超えたという話をしましたけれども，やはり食品に関しては，

基準値を超えてなくても，実際それを買ってくれるのかという問題もあるし，それと，先ほど明治

の話をしましたし，私も顧問先がいくつかありますが，公表しなくてはならないという問題を実は

会社というのは抱えているのです。基準値を下回ったから公表しなくていいのかという問題ではな

いのです。公表しなかったら，後で企業イメージを毀損してしまうのです。ですので，おそらく公

表せざるを得なくなりますが，ただそこが，企業と我々顧問の間で一番問題になることになると思

います。  

  今の御質問は，もうその数値が出てしまっていますから，それは実際売れないと思います。よほ

ど県なり，あるいは国なりが，これは安全ですという安全宣言でもしてくれるような，かつその企

業さんが責任を負わされないようなものでなければ，当然売れないと思いますので，それは，私は

請求できると考えております。 

【受講者 1】 

今，直接，個人事業者がやるべきことですか。 

【佐々木弁護士】 

そのようになると思います。 

 それと，ちょっといいですか。先ほど粉ミルクもそうですが，放射線感受性ということを，皆さ

ん，お聞きしたことはありますか。子どもというのは，細胞分裂を繰り返していて，我々より新陳
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代謝が早いのです。そうすると，放射性物質を体に取り込んでしまうスピードなり，程度が大きい

のです。ですから，お母様方が心配しているというのはそういうところも実際あるのです。 

すみません，言い忘れたものですから。 

 

【受講者 2】 

幼稚園の連合会のものですが，食べものに関して風評的な部分が実際に出ていまして，仕入れ業

者に聞くとちゃんと調べていますと言いますが，本当に安心なのか定かではありません。 

 でも，今話題に出ている明治の粉ミルクにあたっても，原料は，シャッフルするわけです。明治

に聞くと，あとはホームページに載せていますから，その数値を見てください。どこまでいっても

リアルに安心だよ，安全だよっていう部分が，なかなか目に触れてこないのがすごく残念だなと思

います。 

せっかく県が関わるとすれば，私は県のほうにいい意味で関わってくれるとありがたいなと思い

ます。それは，別に地場産品を出荷停止にしたとか，そういうものがあるからと言うわけではなく，

個々の部分を考えると内部被曝というのを子どもベースで考えてくれればありがたいと思います。 

なぜ，こんな話をしているのかというと，仙台市では，学校給食センター4 カ所に，2，000 万円

ほどする食材の検査機器を入れます。それで，学校給食は安全だよとなった場合には，その学校の

児童の親御さんは少し安心するかもしれませんが，その反動が，幼稚園なり，保育園にくることは

もう目に見えています。本当に安全だという部分は，検査機器で調べて安全だということが，今の

お母さん達にとってはリアルかなと思いますが，その辺が今後起こりうると考えます。 

 それと，もう一点ですが，幼稚園の場合には，除染とか，表土の入れ替えとか，県南部で進んで

いますが，今後こちらにも押し寄せてくる部分があると思います。 

今後の子どもたちの健康を考えると，県内全体として考えたらいいのか，それとも親の声が高ま

っている部分だけを考えたらいいのか，何か参考になる部分があればお願いします。 

【佐々木弁護士】 

非常に難しい質問だったと思いますが，スタンダードは時代によって変わるわけです。たぶん平

成 11 年と今の平成 24 年では変わっています。例えば，検査をするのがスタンダードになっている

といった場合に，われわれ風評被害という損害の話をしているのですが，実は，ビジネスとして考

えると，またちょっと違う視点になります。 

例えば，特にライバル企業がいた場合に，検査費用をかけて商品を販売するときに，うちはして

いないとなった場合は，風評被害を生むのではなく，そこで差別化が図られているのではないかと

いう問題も出てくると思います。色々な視点が，たぶん交錯していると思います。 

 それで，おそらく学校がほとんど検査をやっていますという話になれば，なぜあなたの所ではや

っていないのですか，という話になるわけです。そうすると，やっているのがスタンダードになっ

てしまうと思います。 

 これが先ほどの質問に対する答えなのかどうかはわかりませんが，局所的なのか，広くなのかと

いうよりは，どんどん皆さんが，自主検査をやり始めると，なぜあなたの所はしてないのですかと

いう問題になってしまう。 

 ですから，ある意味もうやることが，一般的・平均的になってしまうことに，私は，今後なって

いくのではないかと思います。ただ，局所的にやったほうがいいのか，広くやったほうがいいのか

というのは，申し訳ありませんが，おそらく自治体とか，予算とか，支援の問題にも絡む問題だと

思います。あるいは，自治体として，これをやりなさいと義務付けたときの対応が難しいと思いま
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す。 

何を言っているのかというと，先ほど私が申し上げたように，自治体が自粛要請をした場合には，

請求はしやすくなります。 

 しかし，それが短期的にはそうですが，長期になると宮城というか，あるいは県内の企業のブラ

ンドイメージを下げてしまうことになりかねないので，非常に難しい政策的な問題も含んでいると

思います。 

 ですから，私のほうで，知識も，データもないものですから，なかなかお答えできないですが，

先ほど申し上げたように，どんどんスタンダードが変わっていく，検査するのが当たり前になれば，

やらざるを得なくなる。しかも，私は，それは損害にあたるだろうというふうな考えを持っていま

す。 

 

【受講者 3】 

運送業を営んでいますが，先ほど説明にありましたが，原発から 20ｋｍ圏内に自分の車両を置

き去りにした件について，6 号線の通行止めに伴い，迂回していることについて，請求できるので

はないかということになると，具体的に請求するための計算について大まかでも結構ですので，ど

んな感じになるのかお願いしたいと思います。 

【佐々木弁護士】 

わかりました。まず，交通費がかかってしまったものについては，6 号線を使った場合と，実際

に避難といいますか，別のルートを使った場合の差ということにはなると思います。そこは簡単だ

と思います。 

 ただ実は，車両を使えなかったものについては，結構色々な問題が出てくるのではないかなと，

頭の中で引っかかる所がありまして，それはなぜかというと，遊休車という問題があります。その

使われなかった車の他に，使っていない車があって，それで実際に企業としての売り上げは下がら

なかったとなれば，それは損害にならないのではないかという，様々な要素です。 

 ただし，震災の後にいろいろな需要があって，実際の所，事故の前はそうだったが，今ものすご

く稼働率が高いということもあります。そうすると，先ほど申し上げた「得べかりし利益」という，

いま実際にこの車があったら，もっと利益が出せたのにといった問題になってしまうと思います。 

 したがって，最低限請求するとすれば，事故前にこの車がいくら位の利益を出していたのかとい

う，売り上げから経費を除いた，例えば交通事故でいうと，休車損害という請求の仕方があります

が，それを一つ参考にしていいと思います。ただ，おそらく今回の問題でポイントになると思われ

るのは，車を使えなかったことによって，利益を失っているのではないかという点です。例えばも

っと仕事ができたという場合には，事故前の営業，例えば運送実績と，事故後の現在の営業実績を

照らし合わせて，そのアップ分というのでしょうか，利益率，売上率，上昇率でもいいんですが，

それを付加して請求することになるのではないかなと思います。 

 ただ，事故の休車損害というのを一つの目安にして，いまの営業利益のアップ率，あるいは売り

上げのアップ率というのを加算するというのが，最低限の請求方法ではないかと思います。 

【受講者 3】 

ありがとうございます。それでですね，今まさに御説明いただいた点に該当する同業者が沢山い

ると思っていますが，そうなりますと，やはり業界等ございますので，そういう所をワーキンググ

ループなどで，共通事項が非常に多いわけですので，方向性が一人一人っていうとまた大変なこと

になりますけど，そんな感じの請求の仕方はどうなのでしょうか？ 
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【佐々木弁護士】 

 まさにおっしゃったように，個別の問題もあろうかと思うのですが，皆さん一致団結して，しか

も直接請求した方が，私はいいのではないかと思います。 

 その時に，例えば弁護士が，例えば宮城県のワーキンググループの中でまた講演依頼があれば，

それは弁護士のほうとしても必要な限りでそれを派遣していくことになると思います。私も，まさ

にそれで派遣されたということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


