
「原⼦⼒・放射線部会 第 66 回技術⼠の⼣べ 講演会」レジュメ 

 

日 時：2019 年 9 月 27 日（金）18:00～20:00 

場 所：機械振興会館 6階 6-67 会議室 

講演者：髙橋滋 氏（法政大学法学部 教授） 

演 題：原子力損害賠償法の改正と残された課題 

司 会：白柳春信 Ｓ幹事 

参加者：３８名（Web 聴講者７名含む） 

作成者：天田佳孝 

 

１．はじめに 

司会者から講演者の略歴等の紹介があった。 

髙橋先生は、東京大学法学部を卒業後、行政法を専

門に徳島大学、一橋大学で教鞭をとられ、一橋大学で

は副学長を務められ、現在法政大学法学部（行政法、

地方自治法、環境法）で活躍をされております。行政

規制を主に 2011 年 4 月から原子力損害賠償紛争委員

会委員、2011 年 10 月から 2012 年 9 月まで内閣官房原

子力事故再発防止顧問会議委員、2015 年 5 月から内閣

府原子力損害賠償制度専門部会委員、2013 年 7 月から

総合資源エネルギー調査会電力･ガ 

ス事業分科会 原子力小委員会 放射性廃棄物ワーキンググループ委員、2016 年 9 月から

は委員長を歴任されている。原子力関係以外では、公害等調整委員会委員（2011 年より）、

地方分権改革有識者会議提案募集検討部会長（2014 年 8 月より）、 高裁判所情報公開･

個人情報保護審査委員会委員長（2015 年より）、内閣府規制改革推進会議委員･行政手続

部会長（2016 年 9 月より）などの重責を担われています。 

また、主な著書として弘文堂が出版する「行政法」（2016 年初版､2018 年第 2版）があ

り､福島原発事故と法政策に関する書籍も著作･監修されております。 

1)「福島原発事故と法政策－震災･原発事故から復興に向けて」、一橋大学環境法政策 

講座､第一法規(2016/2/15) 

2)「原発事故からの復興と住民参加－福島原発事故後の法政策」、一橋大学環境法政策 

講座､第一法規(2017/3/10) 

これらに関連して原子力損害賠償シンポジウムとして「原子力損害賠償の現状と課題」

(2014/2/9)､「福島原発事故と法政策－震災･原発事故からの復興に向けて」が開催され

ております。  

講演中の髙橋先⽣ 



２．講演の概要 

はじめに 

 原子力損害賠償法の基本的枠組みについて説明します。 

 原子力損害賠償法は、民法第７０９条以下

に規定されている不法行為法の特則として

制定されています。原子力事業の特殊性を考

慮し、この賠償法の特色として､過失の有無

を問わない無過失責任主義（法 3 条 1 項･危

険責任の法理）、原子力事業者への責任を集

中（法 4 条）､また無限責任をとっているこ

と、国の措置として援助（法 16 条）及び救

助､被害の拡大の防止（法 17 条）を取ってい

る点があげられます。 

本講演では、東日本大震災での福島原発事

故を踏まえ、賠償法の見直しが避けて通れな

い中、原子力損害賠償法がどのような形で、問題意識を持って見直されていったのかを説

明し､改正後に残された課題についても説明していきます。 

 

Ⅰ．原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会の検討 

(1) 検討の背景 

 ・原子力損害賠償支援機構法附則第 6条･附帯決議（2011 年 8 月） 

 ・原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議の開催 

 ・上記副大臣会合の検討内容 

等により､「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方､事故が生じた場合

におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方」､「原子力損害の賠償に係る紛争

を迅速かつ適切に解決するための組織の整備」､「事業者の責任の在り方､賠償措置額等

国の責任の在り方､仮払いの法定化」等を検討することになっていました。 

ただし､原子力損害賠償支援機構法については、原子力損害賠償支援機構法附則 6 条･

附帯決議 2 項に示されている通り、国民負担を 小化する観点（福島事故への賠償には

影響を与えない）に特化し、支援機構法の大枠は大幅に組み換えない形で見直しがされ

ることになっていました。 

(2) 検討の経緯 

・原子力損害賠償制度専門部会の設置（2015 年 5 月 13 日） 

・「原子力損害賠償制度の見直しの方向性･論点の整理について」（2016 年 8 月 23 日） 

 2017 年 1 月まで議論､その後､2017 年 5 月､7 月､2018 年 1 月､8 月､10 月 

と専門部会では検討が進められ、  



・原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律（平 30･12･12 法 90 号） 

  が公布され、原子力損害賠償の法律の一部が改正されました。 

(1) 損害賠償実施方針の作成･公表の義務付け（第 17 条の 2、第 27 条） 

(2) 仮払資金の貸付制度の創立（第 17 条の 3～第 17 条の 9、第 23 条） 

(3) 和解仲介手続きの利用に係る時効中断の特例（第 18 条の 2） 

(4) 適用期限の延長（第 20 条） 

 

Ⅱ．検討の課題の整理 

(1)原子力損害賠償制度の基本的枠組み等 

 ・前述のように、制度の基本的枠組みは､無限責任･無過失責任･責任集中となっています。 

 ・具体的な救済スキームとしての原子力損害賠償･廃炉機構法（平 23･8･10 法 94 号）は、

a)原子力損害賠償支援機構を設置し､損害賠償に備えるための積立を行い、原子力事業

者は機構の業務に要する費用としての負担金を支払う、b)本機構により政府の特別な

支援が必要な場合には､機構が原子力事業者とともに「特別事業計画」を作成して主務

大臣の認定を受ける、c)政府は機構に国債を交付し機構から原子力事業者に対して必

要な資金を援助する、と規定しています。 

 ・原子力損害賠償紛争審査会､原子力損害賠償紛争解決センターにより､原子力損害の賠

償に関する紛争についての和解･仲介を行うことになっています。 

・そして、これらの制度の見直しに当たり､原子力損害賠償制度専門部会で以下の課題が

抽出され検討が重ねられていきました。 

(2)原子力損害賠償に係る制度の在り方 

・原子力事業者の責務 

・損害賠償措置 

・原子力損害賠償･廃炉等支援機構 

 ・国の責務 

・免責規定 

・他のステークホルダーの責任 

(3)被害者救済手続きの在り方 

 ・被害者救済手続全般に関わる事項等 

 ・原子力損害賠償紛争審査会 

 ・原子力損害賠償解決センター 

  

講演会会場 



Ⅲ．課題の検討 

 時間の都合上、今回は、検討委員会で 大の論点となっていた原子力損害賠償に係る制

度の在り方（責任範囲、損害賠償等）について説明します。 

(1) 原子力損害賠償制度の基本的枠組み等については、一部の例外を除き、ほぼ異論なく

合意が成立しました。 

(2)原子力損害賠償に係る制度の在り方 

さらに、事業者の無過失責任、事業者への責任集中については、議論の当初よりさほ

どの異論が無く現行通りとなりました。他方、責任の範囲､損害賠償措置､原賠･廃炉機構

の現行制度については議論となりました。特に、無限責任、有限責任については、きわ

めて激しい議論が交わされました。そこで、有限責任の論拠を、私の立場、無限責任維

持の立場から考察することにします。 

 〇 有限責任の問題点 

   α)まず、制度の基本理念の問題です。 

・有限責任を導入した場合には、故意･過失の場合の責任制限の問題が生じます。 

    ・事業者の予見可能性の確保が主張されました。しかしながら、有限責任にする

と安全性向上へのディスインセンティブが働くことは否定できません。 

     ・また、新規制基準の下での安全性が向上しているとの指摘もありました。しかし

ながら、民間保険が容易に成立しないことの意味を考えなければなりません。リ

スク計算が出来ないことから、現行制度の限度額が民間保険の引受けの限界とさ

れています。また、原子力安全目標ですが、規制の合理化の役割があることは否

定しませんが、目標達成が安全性の証明には私はならないと思っています。日本

では自然現象に起因するリスクの寄与度が諸外国に比して圧倒的に大きいから

です。 

    ・さらに、事業者の自主責任論も主張されました。たしかに、事業者の自己責任

の強化は必要と思いますが、規制制度改革において考慮されるべき問題であり、

損害賠償の次元では考慮されるべきではないと私は思っています。先に述べた

ように、有限責任の導入は、安全性向上のディスインセンティブに働くおそれ

の方が高いからです。 

   β)次に、具体的な制度設計の問題です。 

    ・有限責任を導入する場合には、各事業者の責任限度額をどのように設定するか

の問題が生じます（一般電気事業者の規模･負担限度にも違いがあり、再処理施

設､試験研究炉､加工施設はさらに様々であるからです）。 

    ・責任限度額を超過した場合の賠償措置の財源をどうするのかの問題も生じます。

これまでの援助とは異なり国が補償することとすると、国民負担に直結するこ

とになります。 

    ・責任限度額と損害賠償措置との関係も問題となります。両者の金額のバランス



をどのようにとるのかという、新たな検討課題が生ずることになるからです。 

   〇 無限責任の課題 

    しかし、無限責任を維持するにしても、問題は残ります。 

   α)電力自由化のなかで無限責任制度を維持した場合､次のような課題が残されるこ

とになります。 

    ・まず、巨大事故が再度起きた場合に、相互扶助スキームは維持できるのでしょ

うか。（電力自由化のなかで、他の電気事業者に広く負担させる一般負担金で維

持できるのか？原子力事業者が維持継続できるのか？の問題が生じるからで

す）。 

    ・政府の責務との関係も残された問題です。すなわち、原子力事業は国策民営で

進んできました。この政府の責務を正しく位置付けなければなりません。特に、

福島事故を考える場合には、政府の責務との関係では、福島の災害復興は、他

地域と比較して遅れていないでしょうか。このような状況で、政府の責務は正

しく果たされたことになっているのか、私は疑問です。 

β)損害賠償措置  

    ・無限責任を維持しても、損害賠償措置の引上げは必要となりますが、民間の責

任保険契約の限度額の引上げは困難です。民間の保険会社に契約を強制するこ

とはできません。そして、現状以上の保険の引き受け手はいないのが現実です。 

 

以上のような検討を経て、原子力損害賠償支援機構法附帯則第 6条･附帯決議を踏ま

えて、結論としては、無限責任を維持することになりました。（ただし、継続的に検討

していく必要はあるとの合意は成立しています）そもそも原子力損害賠償制度専門部

会設置前の「原子力損害賠償支援機構法附帯則第６条･附帯決議の１項、２項（先に述

べたように、１項は原子力損害賠償法､2 項は原子力損害賠償支援機構法に関する項目

であり、２項の検討は国民負担の 小化の視点に限定されています）を踏まえると、

福島事故の賠償がある程度収束するまでは原子力損害賠償法の責任範囲（国の責任の

在り方）、安全スキーム等の大枠の見直しはできない枠組みになっていた、と私は考え

ています。 

 

Ⅳ．残された課題 

 後に原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律（平 30･12･12 法 90 号）に

対して残された課題について、私見を述べたいと思います。 

(1) 原賠法１６条に基づく国の措置 

・国の措置は、発災事業者への援助で足りるのでしょうか。賠償への支援のみで充分で

あるのかについて私は疑問をもっており、公法的な救済の仕組みを設ける可能性のある

ことは明示する必要がある、と考えています。 



(2) 免責規定／原陪法１７条 

・免責規定のあり方の問題です。原子力事業者が免責され、賠償主体のないときに、通

常の災害対策･復興施策を行うことで国の責務をはたしたことになるのか。この点も疑

問です。原賠法１６条と１７条における国の責務規定は、国の責務の観点からは不十分

である、と考えています。 

(3) 原陪･廃炉機構について 

・相互扶助スキーム＝一般負担金の問題は重要 

な検討課題です。 

・小売りを含めた電力自由化のなかで､原子力 

事業者の在り方も問われることになります。 

(4) 原子力事業者の法的整理の可能性  

・原賠法１６条を「発災事業者への援助」とす

る 

ことで良いのか疑問であることは、既にお話  

しました。 

・そして、事業再生型の整理はあり得ても､法人  

格を消滅させる形の法的整理はあり得るのか

（私は、現実的には消滅型の法的整理の可能性  

はないと思っています。損害賠償を担うべき原子力事業者がいなくなるからです。） 

(5) 紛争解決手続は、省略します。 

(6) 後に、積極的な賠償立法の必要性についてお話します。 

・原子力事故は、通常の災害に比してきわめて特殊なことが確認されました。被害の深刻

さと広がり、国策民営の形態、放射性物質による汚染の特殊性を賠償の制度において考

慮する必要があるのではないでしょうか。（事故時の強度の恐怖と不安、低線量被爆に対

する恐怖･不安、長期避難とコミュティーの喪失等は無視できません） 

・今回の福島原発事故の被害の規模･性格を踏まえると、個人的には、地域に対する積極

的復興支援等、幅広い救済立法は可能ではなかったのかと思っています。 

・福島の復興･復旧は極めて遅れています。この点を踏まえるならば、損害賠償のスキー

ムを考えるに際しても、公共による積極的な措置の視点を踏まえる必要があるのではな

いでしょうか。（発災地区への復興は原子力を推進した国の責任です）原子力災害対策

本部「原子力災害からの福島復興加速に向けて」（平成 25 年 12 月 20 日）以降の動き､

特に､帰還困難区域に設けられた特定復興再生拠点区域の施策はこれに一定程度応えよ

うとするものといえましょうが､もっと早期に実施すべきでありました。かつ、このよ

うな迅速な復興支援を通じて、結果として、賠償額（国民負担）が抑えられていくこと

にもなることは強調しておきたいと思います。 

  



３．質疑応答 

Ｑ）原子力事業は認可制なので原子力損害賠償法において国の責任を問うことは出来ない 

のですか？ 

Ａ）一般的には認可した側（国）が責任を負うことはありません。もっとも、原子力事業

への国の関わりとして､エネルギーセキュリティーの観点または､様々な法律に照らし

合わせると、国の責任の取り方はいろいろあると思います。 

Ｑ）海外での原子力賠償の制度はどの様なものが有るのですか？ 

Ａ）事業者の賠償責任としてドイツは有限責任より無限責任に替わった経緯が有ります。

アメリカは有限責任となっています。 

Ｑ）アメリカの原子力損害は有限責任となっていますが､責任限度額を超えた場合はどうな

るのですか？ 

Ａ）アメリカの損害賠償の準備資金としては民間保険と事業者共済で約１.５兆円としてい

ます。この準備金を超える場合は別途特別な措置法を想定しています。私見ですが､日

本としても有限責任として２兆円規模（現状１２００億円）の安全スキームの準備資

金が有れば良いのではと考えています。 

Ｑ）今回の見直しされた原子力損害賠償法では原子力事業者の無限責任が維持･継続されて

いますが､再度見直しされる可能性はあるのですか？また有るとした場合はどの様な

タイミング実施されると思われますか？ 

Ａ）原子力事業者の予見可能性の確保といった観点に充分に留意しつつ､文部科学省を中心 

  に引き続き検討を行うことになっています。制度改革への議論は近々に再び開始され

るものと期待しています。 

Ｑ）過失の有無による責任範囲は限定されるのですか？ 

Ａ）無過失責任主義をとっているので過失の有無による責任の範囲は限定されるものでは

無いと考えます。原陪法第３条のただし書きにより「その損害が異常に巨大な天災地

変または社会動乱によって生じたものであるときは､この限りではない。」という免責

事項はありますが、福島事故は該当しないとするのが政府の判断です。 

Ｑ）発災事業者が過失を免責される場合はどの様な手続きが必要となるのですか？ 

Ａ）政府が事業者に免責が有ると判断決定し､国会で承認された場合が該当します。 

Ｑ）原子力損害賠償支援機構法 附則第６条に記載されている国民負担の 小化とは？ 

Ａ）講演の中でも説明しましたが､福島事故でのスキームは変更しない前提で考えています。

賠償金は、事業者負担（電気料金の値上げ）にしろ、国が負担（税金）する場合でも

結局のところ､国民負担となります。結局、支援機構の運営上の無駄とか､技術革新等

による負担の 小化が、機構法については検討課題であったということになります。 

Ｑ）無限責任に該当する法律は他にも有るのですか？ 

Ａ）一般的には特別に有限措置を取っていない場合を除き､すべて無限責任です。 

 



Ｑ）海外での原子力災害が､日本に影響を与える場合の損害賠償はどうなっているのです

か？ 

Ａ）日本はＣＳＣ（Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage）原

子力損害賠償に関する補完的な条約を批准しています。同条約締結国であれば、この

条約に従います。他にパリ条約とウィーン条約があり､３条約とも､無過失責任、事業

者への責任集中､責任額の 低基準､国境を超える損害が発生した場合の裁判官管轄な

どを定めており、これらの条約はすべて事故発生国に裁判管轄を集中しています。た

だし、日本の近隣諸国は国際条約に未加盟です。 


