
はしがき

２０１１年３月１１日の東日本大震災発生。震災による交通機関の麻

痺、建築物の崩壊、石油コンビナートの炎上。そして、巨大津波、原

子力発電所の事故。さまざまな不幸が東日本、岩手、宮城、福島、茨

城、千葉の各県を襲いました。

震災発生から数日そして数週間、たくさんの人たちが、震災がもた

らす害悪から人々を物理的に救い出すために、プロフェッションとし

て多大な貢献をしました。

消防士や警察官、自衛隊や米軍兵士等の実力部隊が瓦礫の中から

人々を救い出したり、医師や看護師が負傷する被災者を治療したり、

ボランティアスタッフや物流業者が避難所に食料や水等を届けたり、

様々な人々の善意と高い職業意識が、未曾有の災害から少しでも多く

の人を少しでも不幸から救い出そうとしたのです。

その間、私たち法律家は、何もできぬまま忸怩たる思いでニュース

を見ていました。しかし、私たちは知っていました。私たちがそのプ

ロフェッショナルな技量により被災者たちのために貢献できる時が程

なくやってくることを。だから私たちは備えていました。そのときに

向けて、必要な知識を頭に入れ、想定される考察を先に行ってしまう

ことなどによって。

すなわち、消防士らのプロフェッションの尽力にもかかわらず救い

出せなかった不幸は誰かが負担しなければなりません。誰に、如何な

る不幸を分担させていくのか。これを決めるのは「法」の役割です。

そして、法による不幸の分担をできるだけ公正なものとすべく、今あ
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る法令を解釈し適用していくのは、私たち法律家（法律実務家）の役

割です。被災者の方々が、今自分の身に振りかかっている不幸の負担

を少しでも軽くできるように、法律相談を受けて適切にアドバイスを

し、あるいは、訴訟その他の法的手続を代理する。そういう存在とし

て私たちが必要とされるときがやってくる。事態が少し落ち着いたら

やってくる。私たちは、そのときに向けてじっと備えることにしたの

です。

震災をめぐる法律問題に関しては、阪神・淡路大震災を前提とした

先行文献がいくつかありました。しかし、阪神・淡路大震災は１６年

も前の話です。法律もだいぶ変わりました。特に、労働法制は大きく

変わりました。また、社会構造も大きく変わりました。特に、東京の

ような大都会でなくても、外国人の方を目にすることは珍しくなくな

りました。さらに、巨大津波と原発事故。これらは、阪神・淡路大震

災の時にはありませんでした。だから、阪神・淡路大震災を念頭に置

いた先行文献では足りないと私たちは考えました。

また、従前の震災をめぐる法律問題に関するQ＆A集は、単一の

論点をQとし、これに対して簡単なAを付けるという形で、たくさ

んのQを用意していくものが主流でした。もちろん、そのようなQ

＆A集を見て、平時には使用しない法律を頭に入れておくというこ

とも、私たち法律実務家が使用するものとしては十分に価値が高いも

のです。しかし、実際に起きている、あるいは起こることが想定され

る複雑な法律問題の、適切な解決方法を示唆することに主眼を置いた

Q＆A集はありませんでした。だから、作ろうと考えました。それが

本書です。

Qの部分は基本的に私が作成させていただきましたが、何が問題と

なるのかがそもそも分からなかった労働分野、外国人分野については
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Q作成の段階から、それぞれ佐々木弁護士、山口弁護士にお願いを致

しました。また、各執筆者から上程された初稿原稿のチェックは、

佐々木弁護士、山口弁護士の他、小川弁護士にもご協力いただきまし

た。

そして、本書が今刊行されるに至ったのは、突然の執筆依頼に快く

応じて下さり、また、Qの割当てからわずか１０日余りという信じら

れないほど短期に設定された締切を守って原稿を納めて下さった各執

筆担当の諸先生方のご尽力の賜物と言わざるを得ません。

本書が少しでも、難しい決断を迫られる被災者や被災者支援の法律

家の方々のお役に立つことを希望いたします。

2011 年５月 編著者を代表して

小倉 秀夫
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原発事故と取締役の責任

23

株主総会の特別決議等で免責がなされない限り、株主代表訴訟
等を提起して責任追及をすることが考えられます。他方、取締
役の対第三者責任を追及するのは難しいと思います。

A

私は、A電力会社の株主であり、B市で農業を営んでいるもの
です。A社がB市に設置しているC原子力発電所が爆発事故
を起こしたことで、しばらくは、自分の畑では農業ができそう
にありません。今回の事故の主たる原因は、冷却装置への電源
供給装置が停止した場合の備えを怠っていたこと及び原子炉の
水蒸気を排出するタイミングを逸したという２つの杜撰さが主
たる要因だと考えています。この事故のせいでA社の株価が
大暴落してしまったこともあり、A社の代表取締役に法的責任
を取らせようと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。

Q

1 株主代表訴訟

株式会社の取締役は、善良なる管理者の注意をもって、取締役としての任

務を遂行する義務を負います（会社法３３０条、民法６４４条）。また、取締役

は、会社に対して忠実義務を負います（会社法３５５条）。そして、取締役

は、その任務に懈怠し会社に損害を与えたときは、これを賠償する義務を負

います（会社法４２３条１項）。ただし、当該取締役が善意・無重過失の場

合、最低責任限度額を超える部分について、株主総会の特別決議により賠償

責任を免責することができます（会社法４２５条１項、３０９条２項８号）。ま

た、監査役設置会社又は委員会設置会社においては取締役の過半数の同意で

上記免責が行えるように定款で定めることもできます（会社法４２６条１項）。

そして、会社が自主的に取締役に対する責任追及をしないときは、６ヶ月

105
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前から引き続いて株式を有する株主（非公開会社ではこの６ヶ月要件はな

く、また、公開会社においても定款で期間を短縮できます）は、取締役に対

する責任追及を行うように会社に対し請求することができ、その請求後６０

日以内に会社が責任を追及する訴えを提起しないときは、その株主は、会社

のために、その取締役の責任を追及する訴えを提起することができます（会

社法８４７条１項）。この訴えのことを「責任追及等の訴え」と言います。会

社法制定前の「株主代表訴訟」という言い方で、なお呼ばれることもありま

す。

では、東日本大震災前に「冷却装置への電源供給装置が停止した場合の備

えを怠っていた」ことは、取締役としての任務の懈怠に当たるのでしょう

か。また、大震災後発生した原子炉トラブルに際し「原子炉の水蒸気を排出

するタイミングを逸」するなど、措置を間違えたということは取締役として

の任務の懈怠に当たるのでしょうか。

津波等により冷却装置への電源供給が停止した場合に、原子炉内の燃料棒

等の温度が上昇し原子力事故に繋がる危険があることを指摘されたとして、

そのような事態に備えた措置を講ずる（例えば、より高台に予備電源装置を

設置する）ためには、相応の資金投下が必要となります。

したがって、上記指摘を受けた電力会社の取締役は、冷却装置への電源供

給のために通常使用している装置が津波等によりいずれも停止するという発

生確度の低いリスクのために、どこまでの資金投下を行うべきかという経営

判断を迫られます（どんなに発生確度の低いリスクにでも備えなければなら

ないとすると、そのための設備投資に必要な資金は無限大に近くなります。

それよりは、発生確度が極めて低いリスクが万が一現実化してしまった場合

には会社としてその損害を賠償することを確保しつつ、当該リスクへの対処

をあえてしないという決定を下すことも、経営判断としては合理性を有する

ことになります）。

したがって、上記指摘を受けたにもかかわらず、より高台に予備電源装置

を設置する等の措置を講じなかったことが結果的に原子力事故に繋がってし

まったとしても、そのような措置を講じないこととした判断の「前提となっ

た事実の認識に重要かつ不注意な誤りがなく、意思決定の過程・内容が企業

経営者として特に不合理・不適切なものといえない」場合には、そのような
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取締役の経営判断は「取締役としての善管注意義務ないしは忠実義務に反す

るものではない」【東京地判平成８・２・８資料版商事法務１４４号１１１頁】と

される可能性があります（経営判断の原則）。

もっとも、上記経営判断の原則自体は判例で確定した法理とまでは未だ言

えませんし、上記措置を講ずるのに投資すべき資金がどの程度なのか、C発

電所にまで津波が到達する確率がどの程度あると予測されていたのか、上記

指摘をした人の属性をみてこれを無視した等の事情はなかったのか等を斟酌

した場合に、経営判断の原則自体を採用したとしてもなお、善管注意義務な

いしは忠実義務に反すると判示される可能性も十分にあると思います。

他方、大地震後、燃料棒の格納容器内の圧力が高まったときにベントをす

るかどうかという「リスクが顕在化してからの措置」については、もはやコ

ストを重視してよりリスクの高い手段を選択するという判断は是認されない

ことは明らかです。したがって、この場合、経営判断の原則を適用して善管

注意義務及び忠実義務がなかったとされる余地はないというべきです。

ここでは、取締役は、人の生命や健康等を損なう危険をできるだけ小さく

する措置を講ずるように努めるべきであり、ただ、不確定な情報と流動する

事態の中で、複数の選択肢の中から当該措置を講じたこともまた不適切であ

るとは言い難いときには、善管注意義務及び忠実義務を否定される余地が生

ずると言うべきです。

もっとも、「より高台に予備電源装置を設置する等の措置を予め講じてお

かなかったこと」も「ベントのタイミングを逸したこと」も、故意又は重大

な過失とまでは言い切れませんから、最低責任限度額を超える部分の賠償責

任を株主総会の特別決議等で免責することまで許されないとは言えないと思

います。

2 取締役の第三者に対する損害賠償責任

株式会社の取締役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があっ

たときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います（会

社法４２９条１項）。取締役の第三者に対する損害賠償責任は、取締役の任務

懈怠によって直接第三者が損害を被った場合をもカバーするというのが、こ

の規定の前身である商法２６６条の３第１項時代からの判例法理【最判昭和
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４４・１１・２６民集２３巻１１号２１５０頁】です。

したがって、取締役の判断ミスにより原子力事故が発生し、これによりそ

の所有する農地が放射性物質によって汚染されて農業が営めなくなる等の損

害についても、この規定で取締役に賠償請求できる可能性があります。

では、上記の場合、取締役に故意又は重過失があったと言えるのかが問題

となります。ここで注意すべきは、対第三者責任の場面では、経営判断の原

則は適用されないということです。第三者に損害を加えるリスクを放置して

おいた方が会社にとって利益になるからといって、当該第三者として、その

ようなリスク放置を是認する謂われはないからです。

すると、ここでは、より高台に予備電源装置を設置する等の措置を講じな

いことによって、あるいは、特定のタイミングでベントを行わないことに

よって、原子力事故を起こし、近隣住民の生命・身体・財産等に損害を加え

る現実的な可能性を認識していたか、又は容易に認識できたかということが

問題となるように思います。

3 原子力損害賠償法４条との関係

原子力損害の賠償に関する法律３条１項は「原子炉の運転等の際、当該原

子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る

原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる」と規定し、さらに同４条

１項は、「前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに

任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない」と

定めています。そこで、原子力事故に関して取締役に損害賠償請求をするこ

とは、原子力損害賠償法の定める責任集中原則に反するのではないかが問題

となります。

取締役の会社に対する責任（株主代表訴訟で追及される責任）について

は、原子力損害賠償法に基づき電力会社が集中的に損害賠償責任を負うこと

を前提に、そのような責任を負う原因を作った電力会社の取締役に対して、

会社として責任を追及しようとするものですから、原子力損害賠償法４条１

項により排除されるものではないというべきです。

そもそも、原子力事故に起因して株価が暴落したことによる資産価値の減

少は、責任集中原則の対象となる「原子力損害」すなわち「核燃料物質の原
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子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用

（これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及

ぼすものをいう。）により生じた損害」（原賠法２条２項）に当たらないと思

います。

これに対して、取締役の判断ミスによって引き起こされた原子力事故に基

づく直接損害の賠償を第三者が取締役に求める場合には、原子力損害賠償法

４条１項にまともに抵触するようにもみえます。もっとも、同条の趣旨が、

原子炉の設計者、製造者、メンテナンス等の従事者等の関連業者への責任追

及を避けることにあると解すれば、原子力発電所に関する運営を故意又は重

過失によって間違えたその取締役に、会社法の定める方式によって責任追及

することまで同条は排除するものではないという解釈もまったく不可能では

ないように思います。

（小倉 秀夫）
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