
序 文

本書は、平成 23年 3月 11日午後 2時 46分頃に発生した東日本大震災に

よって引き起こされた福島第一原子力発電所の事故（本件原発事故）に起因す

る原子力損害、特に風評損害について、訴訟における損害賠償額の認定、算定

の実務を紹介したものである。

本件原発事故による原子力損害の賠償については、本書にも紹介している

が、原子力損害賠償紛争審査会が中間指針等を公表し、中間指針を基準として

東京電力と被災者との間で和解が進行中であるが、和解に応じるか、訴訟にお

いてはどのような審理、判断がされるか等の判断、予測が現実の課題になって

いる。

私は、たまたま、本書でも触れているが、平成 11年 9月 30日に発生した JCO

臨界事故における損害賠償の調査研究会に委員として加わったり、『風評損

害・経済的損害の法理と実務』『判例にみる損害賠償額算定の実務』（いずれも

民事法研究会）を公にし、風評損害の諸問題に関心をもっていたところ、本件

原発事故によって風評損害、営業損害等に関する膨大な件数の事件の発生が予

想され、また相当数は訴訟に至ることも予想されたことから、本書の執筆を企

画したものである。大多数の事件は、円満に和解によって解決されると予想さ

れるが（ぜひ、迅速に和解によって解決されることを期待したい）、和解をす

るに当たって訴訟における判決との有利・不利の予測が重要な事情になるし、

実際に訴訟を提起するに当たっても事前の準備が必要になる。本書は、このよ

うな背景で原子力損害の問題と風評損害の問題をともに訴訟における損害賠償

の実務の観点から紹介したものである。

私は、たまたま、平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災の当時、法務

省民事局参事官に在任しており、この震災の民法の分野の対策を担当する等し

た経験から、近い将来発生することが予想されていた首都圏の震災を含む震災

をめぐる民法上の問題に関心をもっていた。東日本大震災の発生時は、東京地

裁の法廷（5階）において午後 1時 45分から始まった証人尋問で反対尋問を

行っていた最中であったが、最初、ゆらゆらと大きな横揺れがあり、大きな地

震ではあると思ったものの、どんと突き上げるタイプの地震ではなかったた
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め、首都圏の地震ではないと思い、二度尋問が中止されたものの、尋問は午後

4時 30分頃まで行われ、終了した。東京地裁の法廷棟の廊下に出た際、不自

然に静かであったが、エレベータは停止しており、東京地裁の外、特に日比谷

公園辺りに多数の人が集まり、異様な雰囲気であり、初めて大地震が発生した

ことを知った。有楽町駅、東京駅を経て、大手町、神田を通って飯田橋の事務

所まで、大河のような人の流れとともに帰ったのが午後 6時過ぎであった。事

務所の中を整理し、テレビ報道で地震の状況を確認したが、津波の状況は正視

できないものであったが、福島の原子力発電所は無事に停止したとの報道があ

り、原発については一安心だと思った記憶が鮮明にある。当日は、歩いて帰宅

したが、今日に至る悪夢のような事態の始まりは、翌 12日の原子力発電所に

おける水素爆発であった。

日本人、あるいは日本に滞在する者にとって、本件原発事故の 1日も早い終

息を期待するだけであるが、これによって引き起こされた損害賠償事件もでき

るだけ早期、円満に解決されることが望まれる。和解の場では損害額が少なす

ぎる等との批判があると報道されているが、事件が訴訟に至ると、訴訟におけ

る損害賠償の法理と実務によって判断されることになる。本書は、そのような

法理と実務を紹介するものであるが、損害賠償の範囲を判断し、損害額を算定

するに当たっては、適正で公平な損害賠償額を認定、判断することが基本であ

る。本書をこのような趣旨のものとして読者諸氏の実際の必要に利用していた

だければ、本書の執筆の意図が活かされる。

本書が出版に漕ぎ着けることができたのは、学陽書房の齋藤岳大・藤谷三枝

子氏の努力によるところが大きい。この場を借りて感謝したい。

最後に、本件原発事故に起因する原子力損害をめぐるすべての紛争が最終的

に解決するまでには 10年を相当に超える年月が予想されるが、1日も早くそ

の日を迎えることを祈りたい。

平成 23年 11月

升 田 純
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第 1節 損害賠償責任に関する
訴訟実務上の原則

因果関係の証明
訴訟において損害賠償責任を追及する場合には、被害を受けたと主張する者

が、損害が発生したこと、損害額、損害と加害行為等との間の因果関係が存在

すること等を証明することが必要であり、その証明は、主張が真実であること

につき高度の蓋然性があることを立証し、確信させることであり、裁判官にそ

のような心証を得させることが必要である。

損害賠償責任が認められるためのこれらの要件を加害者が認めればよいが

（加害者が自白をした場合である）、争った場合には、被害を受けたと主張する

者が証拠を提出し、裁判官が前記の程度の確信を得る程度に証明することが必

要である。被害を受けたと主張する者がこのような証明をすることができない

場合には、損害の発生等の要件が証明されなかったことの不利益を受けること

になっている（これが本書で再三登場する立証責任の最も基本的な役割であ

る）。

なお、示談、和解、調停、裁判外紛争解決手続（ADRと呼ばれることがあ

る）等の紛争解決の場・手続において損害賠償をめぐる紛争の解決が図られる

場合には、必ずしも訴訟手続におけるような厳格な証明が要求されないことが

ある。それぞれの紛争解決の場・手続において、どの程度の立証が必要である

かはまちまちであり、各場・手続で関係者が納得すればよい。

損害賠償の責任論と損害賠償額論
損害賠償をめぐる紛争が発生した場合、被害を受けたと主張する者として

は、加害行為等をした者が損害賠償責任を負うかどうか（損害賠償の責任自体

認められるかの問題であり、責任論と呼ばれることがある）、損害賠償額が認

められるか、認められるとしてどの額であるか（損害賠償額論と呼ぶことがで

きる）について、いずれも肯定的な判断を得ることが必要であるが、法律実務
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上しばしば見られるのは、加害者が責任を負うのは当然であるとの気持ちであ

り、問題は損害賠償額のみであるといった逸る気持ちになっている者が少なく

ないことである（本件原発事故の場合には、仮に訴訟が提起された場合、責任

論につきどのような審理が行われるかは、原子力事業者である東京電力の訴訟

対応によることになる）。訴訟を提起して損害賠償請求をする場合には、この

ような気持ちを反映させて簡単に審理が進行することは少ない。責任論につい

ても慎重な審理が行われ、損害賠償額論についても個別具体的な証拠の提出が

必要になる等、慎重な審理が行われることが通常である。

間接事実による推認・推定の方法
被害を受けたと主張する者が損害賠償額を証明するためには、個々の損害に

ついて個別にその内容を主張するとともに、前記の 2つの因果関係の存在・要

件を証明し、因果関係が認められる個々の損害の発生、損害額を証明すること

が必要である。

証明の方法には、直接にこれらの事実を証明するに足りる証拠を提出して証

明する方法（直接証明と呼ばれている）があるが、この方法によることが困難

であることが多いため、これらの事実に関連する事実（間接事実）を証明する

に足りる証拠を提出し、これらの事実を推定（訴訟実務では、推認と呼ばれる

ことが多い）する方法（間接証明とか、事実の推定、推認と呼ばれている）に

よることが多い。間接証明の方法は、訴訟実務上通常に利用されている方法で

あるが、この場合であっても、推定された事実の証明度は、通常の証明度（80

％の程度の高度の蓋然性の存在）が軽減されるわけではなく、証明の方法が異

なるだけである。なお、損害賠償請求訴訟において前記の各事実の証明の緩

和、証明度の軽減が議論されているが、これを肯定する見解が多いという状況

にはない。

民事訴訟法248条の利用
これらの事実のうち、損害額については、証明することが困難であることが

多い。

裁判例の中には、慰謝料とか、無形の損害を認定するとともに、裁判官の裁

量によって額を算定するものがあったが（このような裁判例を読み、分析して
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も、明確な算定基準が示されていることがないため、筆者は、このような損害

額の認定・算定の手法を「どんぶり勘定」の手法であると指摘している）、現

在は、民事訴訟法 248条の規定の利用を検討することも一つの方法である。

損害が生じたことが認められる場合、損害の性質上その額を立証することが

極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に

基づき、相当の損害額を認定することができるとされているところであり（民

事訴訟法 248条）、相当の損害額の賠償を受けることができることになってい

る。もっとも、民事訴訟法 248条の規定を利用するためには、損害が発生し

たこと、損害額の立証が極めて困難であることが要件になっているため、損害

額の立証が困難な場合に常に利用することができるものではない。

また、民事訴訟法 248条の規定によっては相当の損害額を算定することが

できるとされているが、その相当額の具体的な基準は明確ではないことから、

裁判所による相当額の認定の客観的な担保がないことも問題になる。なお、民

事訴訟法 248条の規定が前記の損害賠償額につき立証を緩和したものである

か、証明度を軽減したものであるかには議論がある。

損害賠償請求権の消滅時効
債権については、消滅時効が認められており、個々の債権ごとに定められた

一定の時効期間が到来し、債務者が時効を援用すると、債権が消滅することに

なる。

不法行為に基づく損害賠償請求権も消滅時効の適用があるが、一般の債権と

は異なる消滅時効制度が設けられている（民法 724条）。原子力事業者の原子

力損害賠償責任は、その性質が不法行為に基づく責任であるから、不法行為に

基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する民法の規定の適用を受けることにな

る。

民法 724条は、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定

代理人が損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないときは、時効によっ

て消滅するとされ（最三判平成 14・1・29民集 56・1・218等）、不法行為の

時から 20年を経過したときも、同様であるとしている（最三判平成 16・4・27

民集 58・4・1032、最二判平成 18・6・16民集 60・5・1997）。前者の 3年間

の期間が消滅時効であり、後者の 20年間の期間が除斥期間であると解されて

いる（最一判平成元・12・21民集 43・12・2209、最二判平成 10・6・12民
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集 52・4・1087）。

原子力損害の場合には、損害の発生が継続的に発生することがあるが、この

ような損害については日々損害が発生するものであり、それを知ったかどうか

が問題になる。また、一定の期間潜伏して発生する損害も問題になり得るが、

これは現実に損害が発生し、それを知ったかどうかが問題になる。
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