特集 災害復興の法実践
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１．はじめに

２．原子力損害賠償

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「福島原

原子力損害賠償の請求方式としては、東電への直接

発事故」という。
）の被害者は、原子力損害の賠償に

請求、原子力損害賠償紛争解決センター（以下「セン

関する法律（以下「原賠法」という。
）に基づき、東

ター」という。
）への和解の仲介の申立て（以下「原

京電力ホールディングス株式会社（事故当時は東京電

発 ADR」という。
）
、訴訟提起の３通りがある。

力株式会社。以下「東電」という。
）に対して、原子
力損害の賠償を請求することができる。

東電が、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（設立当
初は原子力損害賠償支援機構。以下「機構」という。）

原子力事故を不法行為の一形態としてとらえるか

を経由した国の資金援助を受けて被害者に賠償した

ぎり、その損害賠償の第一の目的は、原状回復である

額は、
2019 年末時点で 9 兆 3,000 億円を超えている。

(1)。これを文字通りに受け止めれば、被害者を原子力

その大部分は直接請求方式による。直接請求方式にお

事故がなかった状態に戻すことになるが、その方法と

いて、被害者は、東電が用意する請求書類に必要事項

して現実に行われているのは、原子力事故と相当因果

を記入し、必要書類とともに東電に提出する。東電は、

関係があると認められる被害者の損害について、東電

文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会

に、金銭で填補させることである。しかし、原子力事

（以下「原賠審」という。
）の「東京電力株式会社福

故による甚大で広範かつ長期にわたる被害のすべて

島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範

を把握することからして困難であるし、被害をできる

囲の判定等に関する中間指針」およびその追補（以下

だけ把握できたとしても、そこから生じる損害を金銭

「中間指針等」という。
）とほぼ同じ内容で作成した

的に評価するのがさらに至難の業であることは、これ

賠償基準に照らして、被害者に対して賠償すべき内容

までに本誌に掲載された福島原発事故賠償に関する

を判断する。原子力災害対策特別措置法 28 条 2 項に

論稿が、すでに十分に指摘している。

より災害対策基本法 60 条 1 項および 6 項を読み替え

そもそも原子力災害のような地域の生活基盤を根

て行われる避難等の指示の目的は、人の生命または身

こそぎ破壊ないし変容させる不法行為の被害者を救

体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するこ

済するには、被害者個人の生活再建と被災地域の再

とであるから、損害賠償の範囲と連動させる必然性は

生・復興に向けた幅広い支援が必要であり、被害者個

ないのだが、中間指針等は、原則、政府による避難等

人に対する損害賠償は、被害者が受けるべき救済措置

の指示の対象区域に沿って被害者の賠償範囲を画定

の一部に過ぎない。逆に考えれば、他の措置が上手く

している。そして、避難指示解除から一定期間経過す

いっても、損害賠償が適正に行われなければ、被害者

ると、賠償は打ち切られる。

救済は不十分なものにとどまるということである。
以下では、原子力災害の被害者の救済という視点か

しかし、避難に伴う損害については、多くの人々が
避難指示の有無にかかわらず避難を余儀なくされた

ら、この８年半の原子力損害賠償を振り返り、その法

という現実において、避難指示区域外からの避難者に

的・制度的論点について検討を行う。

も、避難指示解除後も避難を続ける旧避難指示区域内
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の住民にも、発生し続けるものである。そして、中間

ては、仲介委員が和解の仲介にあたって参照する総括

指針等は、一定の類型化が可能な損害項目や範囲を示

基準を示してきたし、和解契約書および和解案提示理

したものであり、中間指針等に明記されていない損害

由書を一部ではあるが公表してきたことで、他の被害

についても、個別具体的な事情に応じて賠償の対象と

者の請求の参考となっている。

なることは、原賠審が再三確認しているところである。

和解仲介の申立ての当事者は、和解仲介案に対して

それにもかかわらず、東電は、そうした損害について、

諾否の自由を有するとはいえ（原子力損害賠償紛争解

基本的に賠償の対象外としてきた。そのため、これら

決センター和解仲介業務規程 28 条 4 項）、東電は、

の損害の賠償を求める被害者は、原発 ADR や訴訟を

その特別事業計画の中で、最後の一人まで賠償貫徹、

選択せざるを得なくなった。また、直接請求方式は、

迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、かつ、和解仲介案

東電のみに無過失責任を負わせる原賠法の下で実施

の尊重を誓約している。特別事業計画は、国の資金援

されているため、東電の過失責任や東電以外の法的責

助の条件として、東電が機構とともに作成し、内閣府

任を追及したり、金銭賠償以外の方法による救済を求

機構担当および経済産業省資源エネルギー庁の認定

めたりするには、訴訟によらざるを得ない。この限界

を受けることを法律上義務付けられたものである（原

は、原発 ADR に関しても言えることである。

子力損害賠償・廃炉等支援機構法 45 条）。
この「３つの誓い」があるにもかかわらず、直接請

３．原発 ADR

求方式における東電の不誠実な対応は当初から指摘

（１）経過

されていた(6)。和解仲介手続においても、東電の不当

2019 年 6 月末時点の和解の仲介の申立ての累計は

な遅延に始まり(7)、東電が和解仲介案の受諾を拒否す

25,012 件に上る。手続き上分離された事案を除く申

る案件も年々増えていったが(8)、センターは、東電が

立人数の累計は 109,210 人である。既済 23,870 件の

和解仲介案を真に尊重することを期待して、原則、和

うち、19,240 件で和解が成立した。和解不成立の内

解仲介手続を打ち切ることはなかった。2017 年まで

訳は、打切りが 2,015 件、取下げが 2,613 件、却下 1

に例外的に、センターが東電の和解仲介案受諾拒否を

件、和解の仲介をしなかったもの(2)が 1 件である(3) 。

理由に手続きを打ち切った 72 件すべては、東電社員

同時点の東電の本賠償の累計が約 2,688,000 件であ

またはその家族による申立てであった（表 1）。

るから(4)、相対的に、原発 ADR を通じた損害賠償請
求件数が多いとは言えない。しかし、このことは決し

表 1 和解打切り理由の内訳

て原発 ADR の重要性を低めるものではない。
センターの目的は、原子力損害の賠償に関する紛争
の迅速かつ適正な解決を図ることである。実際、仲介
委員の指名から和解仲介案提示までの平均審理期間
は、2018 年において 10.9 か月であり、ピーク時の
4.6 か月に比べると長くなってはいるが、なお、訴訟
に勝る(5)。そして、紛争の適正な解決に資する姿勢と
して、中間指針等の趣旨を踏まえて、東電が直接請求
方式において賠償の対象外としている損害について
も、個別具体的な事情に応じた和解仲介案を提示して
きた。加えて、多くの申立てに共通する問題点に関し

（件数および既済件数に占める割合）
2014
2015
2016
2017
2018
計
300
274
201
195
252
1,222
5.9%
6.4%
5.9%
9.1%
13.9%
7.3%
177
204
154
161
148
844
申立人の請求権を認定で
3.5%
4.8%
4.5%
7.6%
8.1%
5.1%
きない
15
13
22
11
5
66
申立人が拒否
0.3%
0.3%
0.6%
0.5%
0.3%
0.4%
42
9
6
4
49*
110
東電が拒否
0.8%
0.2%
0.2%
0.2%
2.7%
0.7%
27
5
0
3
17
52
申立人が資料提出に応じ
0.5%
0.1%
0.0%
0.1%
0.9%
0.3%
ない
25
35
12
12
16
100
申立人と連絡が取れない
0.5%
0.8%
0.4%
0.6%
0.9%
0.6%
14
8
7
4
17**
50
その他
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.9%
0.3%
*申立人が集団を構成しているものと認識して申し立てた 18 件が含まれる。
**和解仲介手続と関連訴訟がともに係属しているケースで、東電が、双方の請求ないし
訴訟物が重複していると主張して、関連訴訟の判決が確定するまでの間、和解仲介案の
諾否の意見を留保する対応を取ったために、和解仲介手続の実施が困難となった結果、
打切りになった事案が 7 件含まれる。
「原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告書～平成 30 年における状況について
～（概況報告と総括）」（2019 年 3 月）を基に作成
和解打切り
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（２）打切り等の増加

これに関して経済産業省が東電に対して行った指

2018 年、その傾向は大きく変わった。

導は、被害者の個別事情に応じた損害について適切に

１つは、集団申立ての打切りである。互いに近接し

対応せよとの内容であったが(10)、この時期に改めて

た地域の住民が集団で申立てを行うケースはセンタ

膨大な数の被害者に個別申立てを促すことは、被害者

ー開設当初からあり、東電の抵抗を乗り越えて一定の

にもセンターにも過大な負担を課すことになる。福島

成果を収めたものもあった。例えば、飯館村長泥行政

原発事故から生じた原子力損害賠償請求権の行使期

区住民約 180 人による申立てにおいて、中間指針等

限は、
「原賠時効特例法」(11)により、損害および加害

に明記されていない放射線被曝への恐怖や不安を理

者を知った時から 10 年、損害が生じた時から 20 年

由とする精神的苦痛に対する賠償としてセンターが

とされているが、この期間制限とは別に、センターに

提示した 1 人 50 万円、妊婦・子どもについては 1 人

和解仲介を申し立てた者は、和解仲介の打切りの通知

100 万円の和解方針について、2014 年 2 月 7 日、東

を受けた日から 1 か月以内に提訴した場合には、和

電は、
「解決金的性格を有するものとの理解に基づき」

解仲介の申立て時に提訴したものとみなされる（原賠

受諾した。しかし、こうした成功例が散見されたのは

法 18 条の 2）(12)。しかし、その短期間で提訴可能な

2014 年頃までのことであり、多くの集団申立ては膠

被害者は、相当限られるだろう。被害者の弁護士アク

着状態に陥っていった。

セスが低い現状では、なおさらである。2018 年のセ

そして、センターは、事故当時の浪江町住民の約 7
割が参加した集団申立て計 6 件について、2014 年 3

ンターへの申立て 1,121 件のうち、申立人を弁護士が
代理した案件は 385 件（34.3％）であった。

月 20 日の和解仲介案提示以降、東電が繰り返し受諾

手続打切りの対象となった浪江町住民の一部は、

を拒否してきた結果、和解仲介手続の実施がもはや困

2018 年 11 月 27 日に、国と東電を被告とする損害賠

難であると認め、2018 年 4 月 5 日、ついに手続を打

償請求訴訟を福島地裁に提起した。2019 年 12 月末

ち切った。その後さらに、センターは、2019 年 1 月

時点の原告数は 228 世帯 545 人、集団申立て参加者

までに計 13 件の集団申立てを打ち切った（表 2）
。こ

総数の約 3.5%である。

れらの打切りにおいて、東電の和解仲介案受諾拒否が
理由とされた申立人総数は、16,500 人を超える(9)。

また、2018 年には、和解仲介手続と関連訴訟がと
もに係属するケースにおいて、手続が打ち切られたも
のも 7 件あった。東電は、2011 年 9 月に直接請求の

表 2 和解仲介手続を打ち切られた集団 ADR
集団申立て
打切日
2018.4.5
浪江町住民、6 件、約 1 万 5,000 名
1 名については和解が成立。
2018.5.28
飯館村蕨平行政区住民、2 件、約 100 名
うち 10 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠が
十分に得られないとして和解仲介案が提示されなかった。
2018.5.28
飯館村比曽行政区住民、6 件、約 200 名
うち 20 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠が
十分に得られないとして、和解仲介案が提示されなかった。
2018.5.28
飯館村前田・八和木行政区住民、1 件、約 38 名
うち 8 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠が十
分に得られないことを理由とする打切り。
2018.7.5
飯館村住民、2 件、約 3,000 名
うち 2,800 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠
が十分に得られないことを理由とする打切り。
2018.12.20
川俣町小綱木地区住民、1 件、566 名
うち 4 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠が十
分に得られないことを理由とする打切り。
2019.1.10
福島市渡利地区住民、1 件、3,139 名
うち 2,663 名については、損害を認めるべき事実上・法律上の根拠
が十分に得られないことを理由とする打切り。
原子力損害賠償紛争審査会第 48 回（2018 年 8 月 7 日）配布資料 5 および第 49 回原子
力損害賠償紛争審査会第 49 回（2019 年 1 月 25 日）配布資料 6 を基に作成

受付けを開始した際に、被害者と交わす合意書に清算
条項を含めたことで世論の厳しい批判を受けたため、
その後は、原則として、合意書に清算条項を含めない
運用をしてきた(13)。したがって、被害者は、直接請
求、原発 ADR、訴訟を同時または順次に進行させる
ことが可能なはずである。しかし、2017 年 3 月に集
団訴訟で初の判決が出た後、東電は、上記のケースに
該当する申立人兼原告に対して、双方の請求ないし訴
訟物が重複していると主張し、関連訴訟の判決が確定
するまでの間、和解仲介案の諾否を留保する対応を取
るようになった。その結果、センターが手続を打ち切
るケースも出てきた。
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さらに、特定の類型の申立て以外においても、東電

原発敷地高を超える津波の予見可能性の時期につ

の態度が硬直化していることで、申立人が申立てを取

いて、㋐㋒㋔㋕㋙は、国の地震調査研究推進本部が「三

下げたケースが増えているようである(14)。文部科学

陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価につ

省も東電に対する要請を度々行ってきたが(15)、東電

いて」を公表した 2002 年中で認定したが、㋗が 2009

の対応に改善は見られない。このままでは、センター

年 9 月というかなり遅い時点で認定したことが注目

の紛争解決機能が低下していく一方である。

される(18)。結果回避措置としては、配電盤や非常用
電源の高所配置などの比較的簡単に対応できるもの

４．訴訟

から、原子炉建屋の水密化、防潮堤建設まで複数の方

（１）経過

法が考えられるが、予見可能な時期が遅いほど、より

福島原発事故賠償に関する東電を被告とする訴訟

時間のかかる津波対策を取ることが不可能となるた

等（調停、仮処分等含む）の送達件数は、2019 年 6

め、結果回避可能性の否定につながるからである。㋗

月末時点で 512 件であり、うち 171 件が係属中であ

は、結果回避措置を電源設備の移設で判断することで、

った(16)。そこには、全国的に展開されている 30 を超

国の責任を認めた。㋑㋘㋛㋜は、予見可能性について

える集団訴訟も含まれており、原告総数は 1 万 2,000

は肯定したが、結果回避可能性を否定したため、国の

人を超える(17)。2019 年 9 月までに、10 を超える地

責任を認めなかった(19)。

裁判決が出ており（表 3）
、いずれも控訴審に係属中

なお、国と東電の両方の責任を肯定した判決のうち、

である。以下では、これら集団訴訟における裁判所の

㋒のみ、国の責任を東電の責任の２分の１に限定した。

判断の概要を、若干の分析を含めつつ紹介する。

国の原子力政策の推進姿勢を考慮すれば、その責任を
限定することが適切であるとは思われない。

表 3 判決が出ている集団訴訟
訴訟
㋐群馬訴訟
原子力損害賠償群馬弁護団
㋑千葉訴訟（1 陣）
原発被害救済千葉県弁護団
㋒生業訴訟
「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟弁護団
㋓小高に生きる訴訟
「小高に生きる！」原発被害弁護団
㋔京都訴訟
東日本大震災による被災者支援京都弁護団
㋕東京訴訟
福島原発被害首都圏弁護団
㋖浜通り避難者訴訟
福島原発被害弁護団
㋗神奈川訴訟
福島原発被害者支援かながわ弁護団
㋘千葉訴訟（2 陣）
原発被害救済千葉県弁護団
㋙愛媛訴訟
福島原発事故避難者裁判えひめ弁護団
㋚飯舘村原発避難者訴訟
㋛愛知・岐阜訴訟
福島原発事故損害賠償愛知弁護団・岐阜弁護団
㋜山形訴訟
原発被害救済山形弁護団

判決
前橋地判平 29・3・17
判時 2339 号 3 頁
千葉地判平 29・9・22
LEX/DB25449077
福島地判平 29・10・10
判時 2356 号 3 頁
東京地判平 30・2・7
LEX/DB25549758
京都地判平 30・3・15
判時 2375 号・2376 号 14 頁
東京地判平 30・3・16
判例集未登載
福島地いわき支判平 30・3・22
LEX/DB25560651
横浜地判平 31・2・20
判例集未登載
千葉地判平 31・3・14
LEX/DB25563204
松山地判平 31・3・26
LEX/DB25563094
東京地判平 31・3・27
LEX/DB25563112
名古屋地判令和元・8・2
判例集未登載
山形地判令和元・12・17
判例集未登載

（３）東電の責任
㋓㋚は原賠法 3 条 1 項のみに基づき東電の責任を
追及しているが、それ以外は、原賠法とともに民法に
基づく東電の過失責任を追及している。原賠法の下で
は責任成立要件として立証する必要のない東電の過
失をあえて立証しようとするのは、裁判を通じて東電
の津波対策の不備等の不適切な対応を明らかにし、東
電の真摯な謝罪、過失を反映した賠償額の上積み、将
来の原子力事故の抑止を求めているためである。
いずれの判決も、原賠法が民法の不法行為責任の特
則であることを理由に、原子力損害賠償における民法
の適用可能性を否定している。しかし、各判決は、東
電が被害者に支払うべき慰謝料の増額事由となる東
電の非難可能性を判断することにおいて、実質的に、

（２）国の責任

東電の過失の有無を認定している。㋐のみが、東電（お

㋐㋑㋒㋔㋕㋗㋘㋙㋛㋜では、東電とともに国の責任

よび国）が特に非難に値すると認定したが、その認容

が追及されている。そのうち㋐㋒㋔㋕㋗㋙が国の責任

額は全体として低く、損害算定にどれだけ反映された

を認めた。

のかが不明である。
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（４）被侵害権利・法益

㋔は、避難開始時期の合理性については、母子避難

被害者の精神的損害の判断にあたって裁判所が認

のケースを念頭において、妊婦・子どもについて 2012

定した被侵害権利・法益の内容は統一的でない。避難

年 4 月 1 日まで、2012 年 4 月 1 日までに避難した妊

指示区域となった隣接し合う２つの行政区に生活の

婦・子どもと事故時に同居していた妊婦の配偶者・子

本拠を置いていた者およびその承継人のみを原告と

どもの親については 2014 年 4 月 1 日までとし、避難

した㋓は、原告らの「従前属していた本件包括生活基

継続の合理性については、これらの避難開始時点から

盤において継続的かつ安定的に生活する利益」を被侵

2 年とした。「避難者の主観面はともかくとして、安

害利益として認定した。他の判決では、平穏生活権や

定し始めた新たな生活は、もはや生活の本拠において

平穏生活利益（㋐㋑㋒㋔㋗㋚㋛㋜）
、自己決定権（㋐）
、

平穏に生活する利益の享受を阻害されている状態で

放射線被ばくの恐怖不安にさらされない利益（㋐）
、

はないと法的には評価できるから」との理由による。

人格発達権（㋐）
、居住・移転の自由や居住地決定権

そして、自主的避難等対象区域外（福島県外を含む）

（㋐㋑㋕㋗㋜）
、職業選択の自由（㋐）
、内心の静穏な

からの避難者についても、個別具体的事情を考慮した

感情を害されない利益（㋐）
、生命身体の自由や生存

結果、自主的避難等対象区域内からの避難と同等また

権（㋗）
、人格的利益（㋙）などが認定されている。

はそれに準じるとして賠償を認めた。

いまなお避難指示が解除されていない区域内から避

（６）損害および認容額

難を続けている者、避難指示が解除された区域内から

原発事故賠償訴訟の大きな特徴は、多くの原告が、

避難をしていた者や避難を続けている者、さらには区

ふるさとやコミュニティの喪失ないし変容を被害と

域外から避難をしていた者や避難を続けている者、区

して主張していることである。㋑は、従前暮らしてい

域外で生活を送ってきた者など、多様な原告を抱える

た生活の本拠や、自己の人格を形成、発展させていく

訴訟において、原告側と裁判所が苦心していることが

地域コミュニティ等の生活基盤を喪失したことによ

伺える。問題なのは㋖㋘である。両判決は、原発事故

る精神的苦痛、相当期間にわたり長年住み慣れた住居

によって人がいかなる権利・法益を侵害されるのかと

および地域における生活の断念を余儀なくされたこ

いう本質的な問いに答えなかった。

とによる精神的苦痛など、避難生活に伴う慰謝料では

（５）避難開始・継続の合理性

填補しきれないものが「ふるさと喪失慰謝料」として

避難指示区域外からの避難者や避難指示が解除さ

賠償の対象となると判断したが、これを中間指針第四

れた区域内からの避難者が避難に伴う損害の賠償を

次追補が帰還困難区域からの避難者の損害と判定し

請求しているケース（㋐㋑㋒㋔㋕㋗㋘㋙㋛㋜）では、

た「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない

避難と福島原発事故との間に因果関係があるか否か

長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断

が判断されている。

念を余儀なくされた精神的苦痛等」に対する慰謝料

この点、集団訴訟ではないが、福島県内の避難指示

（帰還困難慰謝料）に一部対応するものであるとの認

区域外から避難した家族のケースでは、
「年間 20mSv

定を行った。㋒も、
「ふるさと喪失」による損害を、

を下回る被ばくが健康に被害を与えるものと認める

帰還困難慰謝料に対応するものと判断した。しかし、

には足りない」との理由で、父親について 2011 年 10

帰還困難慰謝料は、避難に伴う精神的損害に対する慰

月末まで、母親および子どもについて 2012 年 8 月末

謝料の延長線上にあるものであり、原告の主張とかみ

までが合理的な避難期間であると認定された（大阪高

あっていない。なお、㋒は、福島県外の旧居住者の一

判平成 29・10・27 判時 2371 号 79 頁。最決平成 30・

部について、被曝による健康影響に対する不安、今後

12・13 により確定）
。

の本件事故の進展に対する不安の慰謝料として 1 万
復興 (23 号) Vol.8 No.5 2020.3.

31

特集 災害復興の法実践

円を認容したが、事故後の当該地域の空間線量率を根
拠とした点で、避難指示の線引きに依拠して賠償範囲
の判定を行った中間指針等の発想と大きく変わるも
のではない。このように、賠償対象とする地域および
期間について中間指針等の枠組みから大きく外れる
ことなく、かつ、認容額を全体的に低く抑える方向性
は、他の判決もほぼ同様である。この点、中間指針等
について、
「公表から 6 年以上が経過した現在におけ
る損害算定に直截に活用できるものとは言い難い」と
して、中間指針等と考え方を異にする基準による損害
額算定を試みたⓗは注目に値する。
（７）原状回復請求
㋒は、原告らの旧居住地における空間放射線量率を
本件事故前の値である 0.04μSv/h 以下にする請求に
対して、被告らに求める作為の内容が特定されていな
いから、かつ、実現可能な執行方法が存在しないとい
う点からも、不適法であると判示した。

５．おわりに
原子力災害からの復興において、被害者の救済は最
優先で取り組むべき事項であるが、この 8 年半の原
発事故賠償は、その役割を十分に果たしてきたとは言
い難い。ADR 問題、訴訟への対応に加えて、中間指
針等を被害実態に見合ったものに改定するにはどう
すればよいのか、課題は山積している。
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配布資料 4。
(5) ただし、2018 年の未済案件 1,119 件のうち約 3 分の 1 は
申立後 1 年、
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委員会所見」
（2012 年 7 月 5 日）を参照。同日、総括委
員会は、総括基準に基準 9「加害者による審理の不当遅延
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(11) 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた
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は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての
原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に
係る時効の中断の特例に関する法律（平成 25 年法律第 32
号）が適用されるが、その内容は同じである。
(13) しかし、東電は、住宅確保損害の合意書には清算条項の
一種と解される条項を含め続けている。東日本大震災に
よる原発事故被災者支援弁護団のホームページを参照。
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「原子力損害賠償紛争解決センターに
おける和解仲介への対応に関する要請」
（30 文科開第
1125 号 2019 年 3 月 29 日）を参照。
(16) 原賠審・前掲注 4。
(17) 土江洋範「東日本大震災 5 年 原発事故原告 1 万 2,539
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後も追加提訴や浪江原発訴訟などの新規提訴があったた
め、訴訟数・原告数とも増えている。
(18) ただし、
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