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検察は起訴すべきである 
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参議院議院会館会議室 

 

森園かずえ 「検察は起訴すべきである！」と題し、古川元晴さんと、船山泰範さんとの対談を

していただきます。司会は海渡雄一弁護士にお願いいたします。 

海渡雄一 皆さん今日は。弁護団の海渡でございます。今日実はもう検察庁に行ってまいりまし

た。検察庁に、上申書と、証拠でこんなにぶ厚い資料を出したんです。そして、一番重要な証

拠はこの本なんですね。添田孝史さんが書かれた『原発と大津波 警告を葬った人々』という

この本（岩波新書）が、今年の 11 月 20 日発行で出ました。この本が出るということはぼくは

だいぶ前から聞いていて、非常に注目してたんですがなかなか発行されず、やきもきしてまし

た。出てすぐに買って、読んでみて、予測に違わず凄い本だと思って、ご本人にお願いして、

この本を書くために使った資料一式を全部、提供して欲しいというお願いをしました。色々や

り取りがあったんですが、全部いただけて、こういう形で今日、出すことになりました。 

今日、皆さんの手許にこの本から分かる重要な状況について上申書を配ってあります。これを

読んでいただければこの本のあらかたの中身が分かると思います。簡単にご説明します。 

1997 年に、この地域の沖合で津波地震が起きることを想定しなさい、という 7つの省庁の手引

きが作られました。ここでは福島県沖の津波地震も想定されていたということです。それから、

2000 年にこの手引きを踏まえて電事連は各地の原発についてどれくらい津波についての脆弱

性があるかということの調査をしていて、その中で福島の第一と島根が最も弱い、想定の 1.2

〜1.5 倍で、もう駄目だ、完璧に駄目という想定結果を得ていました。 

土木学会はほとんどのメンバーが電力会社ないしは電中研のメンバーであって、完全に電力に

よってコントロールされていた組織だったということです。従って、武藤（栄）さんや武黒さ

んたちが、問題が膠着化してきた時に土木学会に検討依頼したということは、自分の子飼いの

人たちに検討を委ねたということに過ぎないということです。 

そして他の電力会社は長期評価を踏まえてちゃんとした対策を講じていました。東海第二原発

と女川原発は、かさ上げが図られていたということは、皆さん、聞いたことがあるかと思いま

す。まさしく検察が問題としている長期評価に従って対策が取られていたということが、この

本の中で経過を追って明かにされています。 

そして、今日のこの書面（「上申書」）で、どうしてもこれだけは読んでいただきたいのは、

13 ページです。読みます。これは保安院の森山審議官が 2010 年の 3月 24 日に自分の部下たち

に送ったメールです。 

「1F3（福島第 1原発 3号機）の耐震バックチェックでは、貞観の地震による津波評価が最大の

不確定要素である旨、院長（寺坂信昭）、次長（平岡英治）、黒木（愼一）審議官に話をして

おきました」「貞観の地震についての研究はもっぱら仙台平野の津波堆積物を基に実施されて

いるが、この波源をそのまま使うと、福島に対する影響は大きいと思われる」「福島は、敷地

があまり高くなく、もともと津波に対して注意が必要な地点だが、貞観の地震は敷地高を大き

く超える恐れがある」「津波の問題に議論が発展すると、厳しい結果が予想されるので評価に

かなりの時間を要する可能性は高く、また、結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある」 

そのバックチェックをやってた当の本人がこう言ってるんですよ。 
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「東電は役員クラスも貞観の地震による津波は認識している」「というわけで、バックチェッ

クの評価をやれと言われても、何が起こるかわかりませんよ」 

何が起こるかわかりません、というのは、たいへんな追加予算を必要とするような対策が出て

きますよ、だからバックチェックは追わらせないでだらだら続けたほうがいいですよ、という

意味です。（場内、どよめく） 

これは、恐ろしい自白調書だと思いませんか。ぼくはこのメールを読んで本当に、震えるぐら

い怒りがこみ上げてきたんですけれども、この中の一番のポイントは、当時耐震バックチェッ

クは地震対策、耐震対策が重要で、津波はその添え物みたいな感じで行なわれているというふ

うにぼくらは思っていたし、津波対策についての議論はぜんぜん表には出てきていなかったん

です。しかし実は電事連と保安院と電力会社、あと JNES の間で行なわれていた安全情報検討会

というものがあったんですけれども、この中で話し合われていたのは、もっぱら津波のほうだ

ったんですね。 

で、津波についてのマドラス原発（インド南部）の被災（2004 年スマトラ沖地震の津波により

浸水）を受けた保安院の言明では、このままでは、津波対策をきちっとやらないと、不作為の

責任を問われる可能性があるというようなことを述べた文書も残ってます。2007 年の文書で、

提出した証拠の中に載せておきました。しかし、それを何もなかったことのようにさせていく

力学があって、まさしく、電力会社、電事連が保安院を虜にしていくようなそういう経過が起

っていたんだということがはっきり分かるわけです。 

実は私は、この事故が起きた後に岩波新書で同じ編集者なんですけれども『原発訴訟』という

本を書きました。この中で耐震バックチェックの過程での貞観の地震のことを非常に重視して

発言した岡村行信さんという方の発言を取り上げて、「この時にきちんと保安院がこの問題を

取り上げていれば、事故を防げたのに」と書きました。しかしこの森山さんのメールを見て、

はっきり分かったんです。まさしく岡村さんが貞観の地震が大切だと発言している時に、それ

を必死になって保安院の審議官は、これを弾圧して喋らせないようにしていたんです。「その

問題は次のステップでありますから」というふうに言って、問題をなかったようにしているん

ですね。それはまさしく審議官からの命令に従ってそうしてたんだということがはっきり分か

ったというふうに思います。 

もう 1つ重要な点は、そうであっても保安院は実は最後まで最も重要な 15.7m の津波というも

のは見てないわけです。15.7m の津波の報告が出されたのは、2011 年の 3月 7日でした。従っ

てここでは、貞観の津波についての議論をしていますが、虜にしている保安院も電力会社は信

頼しておらず、これだけ津波に対する審査が最重要だと言って裏でやっているのに、その相手

である保安院にも情報を隠していたのが東京電力、武藤、武黒、吉田所長、そしてそれを追認

していた勝俣氏等である、ということです。 

これは真っ黒け。本当に、とんでもない、完全にこのままいけば津波で大災害が起こるという

ことをかなり確実に予測してたと言えるんじゃないか、というような事実が明かになってきた

ということで、今しがた担当検事さんに証拠をすべて提出して、強く起訴を訴えて参ったとこ

ろでございます。 

ということで、こういう事実が出ているという前提で、パネルディスカッションに入りたいと

思います。まず最初に古川先生のほうから、この事件の起訴・不起訴を分かつ本質的な部分の

争点は何なのかについて、まずお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

古川元晴 皆さん今日は。私の肩書で麗々しい過去の経歴が書いてありますが、今既に一般市民

であります。ただこの原発事故が起きて以来、やはり自分が法律家としてですね、ああいうも

のが「想定外」だっていうのがどういうことかということで、何としても解明しなければなら
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ないだろうという思いに駆られまして、それを考えるに当たりまして、自分のこういう経歴が、

特に検察や法制局で法律を作ったりしていたことが、経歴が役に立ったということで、ここに

書いてあるということで、ご理解ください。 

それで、私自身が思うのは、この本質的な問題について意外と世の中の方はお分かりいただい

てないな、ということなんですね。結局、検察は不起訴にいたしました。それから検察審査会

が「起訴相当」といたしました。この違いの分かれ道はどこにあったのかということについて、

まともにマスコミなんかでも書いてくれてないんですけれど、まあ、既に私の書いたものを見

ていただいているということでお分かりいただいていると思うんですが、「過失」という刑法

上で同じ条文があるわけですね、「業務上の注意を怠る」ということで、要するに注意義務違

反であるということです。たったこれだけの僅かな条文しかないんですが、この条文の解釈を

巡って 2つの学説があったということなんです。 

圧倒的な勢力を占めていた説が、長ったらしい名前ですが、「具体的予見可能性説」というも

ので、「具体的な予見可能性が無ければ処罰はできませんよ」という考え方があるわけです。

この考え方が圧倒的に実務で使われきておりまして、これをそのまま画一的に使ってしまうと、

ポイントは、地震調査研究推進本部（以下・推進本部）の津波の予測が出ておりまして、これ

は東電の皆さんも知っていたわけですね、こういうものがあるということは関係者は皆、知っ

ていました。知っていながら、これを「想定外」にしたわけですね。 

要するにまったく知らなかったわけではなくて、知っていながら「想定外」にしたということ

です。これは、過去に起きたことがない、確実なものではないということで、だから義務はな

い、予見すべき義務はないということで、法律家として言いますと、そんな形で「想定外」と

されてしまったということです。それを、「その通りでいいんですよ」と言っている説が、「具

体的予見可能性説」という過失理論なわけです。ですから、これに依りますとこの事件はもう、

始めから門前払いですよね。 

推進本部の予測と言いますのは、「起きたことはないんだけれども、科学的根拠を持って言え

ば、起きる可能性は充分ありますよ」と、こうい言ったわけです。これはまだ起きてはいない

んだから、確実ではないんじゃないか、と。こういう論理が、この理論からいくと認められて

しまうということです。本当はこれが事故の原因だったわけですね。こういうことをやったか

ら事故が起きたということです。ところが、「それでいいんですよ」という結論になってしま

います、この説からいきますと。 

従って検察の不起訴理由にも、もう当初からそういう考え方で、「これは駄目です」というこ

との理由書になっているわけです。ですから未来永劫、この理論を使う限りは、海渡先生なん

かは一所懸命こういう形で証拠を集められたりしておりますけれどね、どんなに集めても、も

ともと土台が、本体が「不確実な予測なんだから、話になりませんよ、ご苦労様です」と、こ

うなっちゃうわけです。 

これが従来の原発訴訟でも全部、住民敗訴になってきた原因だったということが、私の方から

言いますと、分かってきたわけです。じゃあいったい、この説しかないのか、ということから

見ますと実はそうではなくて、もう一つ、名前が良くないんですが「危惧感説」と言って、ま

だ起きていなくてもそれなりの根拠があって、「こんな根拠があれば危ないね」と常識的に皆

さんが思う事柄があるでしょう、世の中には。高度に、極めて危ない事業をやっていて、その

方の安全を護る責任によってしか安全が護れないことというのはあるわけですよ。今回の場合

でも逃げようがないわけですよね。お任せしちゃっているわけですから。そういう場合にはそ

の人に高度の注意義務があるんだから、普通の注意義務じゃ足りませんよ、と。誰が見ても不

安を覚えるような。 
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こんな危険業務の場合にはもっともですよ、と言えるような注意義務は、尽しておかなければ

なりませんと。そういう理論として作られたのが、この「危惧感説」というものです。 

これはずいぶん早い段階で、昭和 40 年代で東大教授になられた藤木（英雄 1932〜77）先生が

提唱されたということで、森永やカネミの事件でも実際には使われています。その説をずっと

追究されてこられたのが、今日、ここにお見えになっておられる船山先生です。 

それが経済成長の過程で、そんなことは企業の負担になるということだったんでしょう、そう

いう意味で、なかなか活用されずにきていて、その後、JR 西日本の脱線事故とか、ああいうも

のはそれでやらなければならないはずなんですが、依然として「具体的予見可能性説」で処理

されています。これは結局、世論からすれば、常識から外れちゃってるけれども、なんで駄目

なのか分からない、その分からないのは、簡単なんです、要するに危惧感説を採れば、世の中

が求めている常識的な解決ができるということです。それで刑事責任も問えるというわけなん

ですね。ですから、こういう説を私らは再度、見直そうということです。そして、この説がま

だ、皆さんが、また実務家が分かるような形で体系化されていない状況にあったということで、

私も、船山先生とご一緒に話をしながら、こういう形で、現在の実務で通用する、カネミとか

森永とか、そういう判決でもきちんと謳われている理論とは、こういうものである、というこ

とをまとめて、お出ししたわけですね。 

この考え方に依れば、これは充分、起訴できる、海渡先生と皆様方の色んなご努力も実るとい

うことなんです。ここに問題の本質があるということをご理解いただきたいということでござ

います。 

海渡 有難うございます。続いて船山先生にお伺いしたいんですけれども、古川先生の危惧感説

も、すべての刑事犯罪にではなくて、非常に高度に危険な、原発のような業務の場合に、少し

でも危惧感があればそれに対してはちゃんと対応する義務がある、という議論だろうと思うん

です。私もその議論は正しいと思うんですけれども、今回の政府の事故調のレポートが出た段

階では確かに推本が正しいのか土木学会が正しいのかよく分からない、専門家の間でも意見が

分かれていると。そういうふうな受け止め方で検察官も捜査してたんじゃないかと思うんです

ね。しかし今回、ぼくらが今日出した上申書で始めて明かになったんですが、7つの省庁で津

波地震を福島沖において想定しなさいっていうことが、政府の指示として出ていた、97 年に既

に出ていたんですね。そのこと自身が今まで何故取り上げられなかったのかということも凄く

不思議ですけれども。そして、現実に、先程も紹介されましたけれども 2010 年の段階では保安

院がもう過去に現実に起きていた貞観地震で完全にアウトだと。しかしこのことは隠しておこ

うっていうことをはっきり東電側とも裏交渉してた、みたいなことまでもう明かになってきて

いるわけですね。そうだとすると、これはもう危惧感説に立てばもちろん起訴ですけれども、

そうでなくても、今までの伝統的な検察官の考え方からしても、起訴できる状態になってるよ

うな気もするんですけれども、どうでしょう。 

船山泰範 船山でございます。よろしくお願いいたします。今、海渡先生がおっしゃったように、

先程の海渡先生のお話、そして今のお話から見れば、具体的予見可能性説でも充分、予測でき

る、そのために、そうであるとすれば、どうやったら事故が防げるだろうか、ということは充

分できたはずで、具体的予見可能性説でも、私は「過失があった」と言えると思います。 

ただ、危惧感説ですと当然でございますので、少し、危惧感説の話をさせていただきましょう。

先程、海渡先生は「危険な仕事」というお話をされましたけれども、果して、ドライミルクを

作る仕事は危険な仕事でしょうか。 

海渡 ああ、なるほど！ 
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船山 それ自体は、ちっとも危険ではないですよね。そういう点で、少し、その話をさせてくだ

さい。 

森永ドライミルクヒ素中毒事件というのは、昭和 30 年の夏に起きた事件でございます。120 名

くらいの方が亡くなり、1万人以上の方が今でもヒ素中毒で苦しんでいらっしゃいます。この

場合については、ミルクの中に第 2 リン酸ソーダ（Na2HPO4）というものを入れて安定させる、

あるいは溶けやすくするということで、森永ドライミルクは作られ始めたんですね。その徳島

工場で作り始めました。この第 2リン酸ソーダが純粋なものであるとすれば、その中にヒ素な

どが入る可能性はないんですけれども、元々、工業用第 2リン酸ソーダということもありまし

て、その点でも何のために作られたものなのかと言うと、油で汚れた機械類を洗うためのもの

です。すなわち、溶けやすいわけです。お母様がたはよくご存知のように、ミルクって、けっ

こう溶けにくかったりして、温度も難しいわけですよね。そういう点で非常に便利なものを作

ったんですが、その第 2リン酸ソーダを発注する時に、徳島工場の場合については、それが第

2リン酸ソーダそのものかどうかということをチェックしていなかったんです。 

それからなおかつ、森永ドライミルクが作られて、発送される、倉庫から出る前のチェックも、

してなかったんですね。そしてなおかつ、たいへん恐しいことですが、納入された第２リン酸

ソーダっていうのは、第２リン酸ソーダでもなかったんです。アルミナを作る時の不純物が、

第２リン酸ソーダと非常に似ているんです。それはそもそも捨てるものですから、非常に安く

て、それが松野製薬から第２リン酸ソーダとして納入されてきたということです。 

本来、食品として入れてはいけないものが入っていたということになります。その点では、結

果としてはたいへん重大な結果であり、通常の食品の生産の場面なんですけれども、この時に、

こういうことが行なわれたのです。これについて昭和 41 年、1966 年に高松高等裁判所がこう

いうことを言いました。「元々、食品として作られたものでないとすれば、一抹の不安を感じ

るのは当然だろう、その一抹の不安こそ、予見可能性なのだ」と、こうおっしゃったんですよ。

私たち、食べ物を食べたり、あるいはお母さんがたが作られる時に、やっぱり何かヘンなもの

が入っちゃいけないと思うのは当然ですよ。しかもドライミルクを飲む子どもたちはお母さん

のお乳が、おっぱいが良く出ないから、それで、ミルクを飲んで育っていくわけでしょう？子

どもたちが、具合が悪くなった時にお母さんがたはミルクが足らないと思って、その徳島工場

のミルクをどんどん与えたわけですよ。その結果として赤ちゃんが百何十人亡くなり、1万人

の人が今でも苦しんでいるっていう状況が出てきたわけです。 

そういうことを踏まえて、食品業者としてはどういう安全を確保していかなきゃいけないか、

と言ったら、まずは純粋なものを使うべきだということです。それだけではなくて、工場から

出す時に、不純物が入っていないかどうかということを確かめる、こういう結果を回避するた

めの措置をするべきだということを先程の昭和 41 年の高等裁判所は判決で言ったわけですね。 

藤木先生はこれをご覧になって、その当時の過失についての考え方、今までは予見可能性と結

果回避措置がありさえすれば良かったという場合に、その結果回避措置というのは、重大な結

果が起きる場合について簡単にできることだったら、それによって大きな事故を防ぐべきだ、

食品を工場から出す前にすればできることであって、これは簡単にできることじゃないか、そ

うであるとすれば、そこにおける予見可能性っていうのは、必ずしも、松野製薬が入ったから

どうだとか、偽物が使われたかどうかとか、いうことじゃなくて、出荷する時にチェックすれ

ばできることだ、消費者にはできないことだけれども、工場には簡単にできることである、そ

うであるとすれば、そういう観点から、過失罪を考えるべきだというところから、一抹の不安、

すなわち危惧感、不安感があるとすれば、それを払拭する、拭い去ることをやるべきである、

こういう理論を展開されたということでございます。 
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海渡 有難うございます。前回、検察審査会で出ている議決の重要部分をちょっと読んでみたい

んですけれども、「原発のように一度事故が起きると被害は甚大でその影響は極めて長期に及

ぶため、原子力発電を事業とする会社の取締役等は安全性確保のため極めて高度な注意義務を

負っている」これが伊方の判決の「災害が万が一にも起こらないようにするため」に安全審査

をしているということと繋っているんじゃないかということをおっしゃっていて、そして、「根

拠のある予測結果に関しては常に謙虚に対応すべきであるし、想定外の事態も起こりうること

を前提として対策を検討しておくべき」なんだということを言っているんですが、これは正し

く古川先生、船山先生がおっしゃっている危惧感説的な立場を表明したものだというふうにぼ

くらも受け止めるんですが、それでよろしいんでしょうか。 

古川 危惧感説に対して、世の中の刑法学界の学者先生がたはどういう批判をしているかと言い

ますと、漠然とした不安感、危惧感で人を処罰しちゃうんだと。どんな場合でも、こんなこと

で処罰しちゃうとんでもない道具だということが、有名な刑法学者の本にみんなそう書かれて

いるわけです。それで一般の方が、そんないい加減な説だというふうに信じ込まされているわ

けです。学者の先生がたの中にも、今、船山先生からご紹介がありましたように、判例とか、

東大教授もやられて当時、新進系の、まあ、45 歳でその方は亡くなっちゃったんですけれども、

そのためにうまくないというのもあるんでしょうけれども、ああいう立派な方が先駆的に社会

の安全を護るために、出した理論です。それに基づいて判例も出ていて、最高裁でもそれは認

められているんです。それで差し戻しになって、第一審できちんとした結論も出ているんです

けれども、それについては。そういう判例をきちんとお読みいただければそんないい加減なも

のでないことが分かるはずなんです。 

そこで私どもは、そこのところはきちんと整理する必要があるということです。そういうこと

が足りなかったんじゃないかと私も実務家の観点から、実務としてはそんないい加減なものじ

ゃない、そうすると、いい加減じゃない、「一抹の不安」って何だ、誰でも皆、一抹の不安を

感ずる、と。それは当たり前だな、と。何か根拠があるんだろう、と。常識的に見てですね。

皆さんが同じように危惧感を覚える、と。だから、じゃあ、それをまとめれば、先程の森永ヒ

素ミルク事件も言ってるんですけれども、合理的な根拠が必要だということです。合理的な根

拠があれば、皆さんが同じように感じられるこの一抹の不安感、そういうものが必要だという

わけです。 

これはそういうもの必要だということで、そういうものを称するに「合理的な根拠のある危険」

というふうに言えばいいんじゃないかということです。しかも、最高裁の判例では、こういう

解釈はどうやってやるのかというと、普通は色んな取締りの行政法規があります。例えばクル

マなら道路交通法があります。同じように、いっぱいあるわけです。ところが、それでは足り

ない場合がいっぱいあるわけです。色んな事象がありますから。そういう場合には条理に基づ

いて、決めていくんだと。そこは補充していく、穴埋めしていくんだということで、それは確

立した判例としてあるわけですよね。 

そういう意味からすれば、そういう合理的な根拠があって、誰でも感じるような危険というも

の、当然それは条理として、当然、法律的に注意義務として構成できるんだという、そういう

ことになるわけです。まさにそれを森永ヒ素ミルク事件が言っているであろうということで、

私は実務的な観点から、そういう合理的なことについて考えているわけです。 

で、津波については、あれは科学で判明し、科学が色々な根拠を出しているわけですから、そ

れは科学的な根拠があるということで、要するに誰でも通ずる根拠があって「おかしいな！」

「不安だな！」という場合には、それはやらなければならない、万が一に備えて万全の措置を

講じなければならない、ということは、これはもう原発については当たり前のこととして世の
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中で通用していたわけですから、そうすると、その程度のことは当たり前でやらなければなら

ないだろうということになるわけです。 

そういうわけで高度な注意義務が課せられている危険業務の場合には、万全の措置を講じると

いうことで、一抹の不安でも合理的な根拠があり、科学的な根拠のある場合には当然、予測し、

回避すべきであると。こういう注意義務の構成が法律的にできるということです。少なくとも

これまでの実務でできあがってきた危惧感説っていうのは、そこまで完成していると。で、危

惧感説自体がこれからどんどん変わっていきますから、世の中に応じまして。ドイツなんか、

もっとずっと先に行っていますけれども。日本では、まあ、ここまでは完成しているし、最高

裁の判例でも、上告されて認められているという実績があるわけでして、それは未だに破られ

てないわけですよね。 

ですから法律的に実務家の観点から言っても使えるということで、私はこういう考え方を示し

たわけです。で、それは『世界』の 6月号に書かせていただいたわけですが、それがその通り

にこの議決で、反映してやられています。ところが残念なことに東京地検の不起訴採決書を見

ますと、まだ依然として漠然とした不安感なんだから駄目だということでありまして、どうも

当時の検察は残念ながら危惧感説を正確に理解していなかったのではないかと思われる節が、

この不起訴採決書を読むと、窺えるわけです。そういう意味で真剣に今、そこのところは今、

理解を深めるようにしていかなければいけない、と思います。 

船山 今、古川先生が「一般の常識」という言葉を使われたので、最高裁判所が、そういう言葉

を使っているということをご紹介させていただきましょう。先程もお話があったんですが、刑

法の学界ではどうかということとか、判例はどうかと良く言われまして、判例は「具体的予見

可能説」であるということを書いている人がいるんですが、私に言わせれば、それは実は間違

いです。 

彌彦（いやひこ・やひこ）神社事件（新潟県西蒲原郡弥彦村・越後国一宮）というのをご紹介

しましょう。これもやはり昭和 30 年のことです。昭和 30 年 12 月 31 日から翌年の元旦にかけ

て、いわゆる二年参り（2年にまたがる形で、午前 0時前後に参詣する初詣）と言われる行事

がございまして、その時に花火を合図に拝殿前の庭で餅まきを行なったわけです。この時に、

群衆が石段付近で接触して、124 名が亡くなったという、こういう事案でございます。 

この時に、実は前の年に、人が死ぬまでには至っていないけれども、怪我をした人がいたんで

すよね。それからこの彌彦神社のほうでは「二年参り」と言って、 餅まきをするとたくさん参

拝客がやって来るというので、毎年、人が増えているのも知っていました。ところが、その 30

年の時にも何ら対策を取らずにいました。例えば、神社に来る人と帰っていく人とを仕切りで

区分けすれば済みます。簡単に結界を作る措置ができたのに、敢えてやらなかったのです。い

わゆるたくさんの善男善女が来ているように見せかけようとしたところがあるんですね。そう

いう点では私はこの場合については具体的予見可能性さえあったと思いますが、実は判例は次

のような言い方をしていますので、読ませていただきます。 

「参拝の為の多数の群衆の参集と、これを放置した場合の発生とを予測することは、一般の常

識として可能なことである」 

これは、最高裁判所が言っているんですよ。最高裁判所が「一般の常識」で分かることだと、

こう言っているんです。その意味では、「判例が...」という言い方をするんであれば、判例は

危惧感説なんです、むしろ。この点を言っておきたいと思いますね。さらに、ちょっと長くな

りますが、読ませていただきますと、結果回避こそ大事だと言っています。ですから、原発の

場合で言えば、水密化を図る、あるいは堤防をかさ上げする、色んな方法があったはずですよ

ね。そういうことと結び付くと思いますので、読ませていただきます。 
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「予め相当数の警備員を配置し、参拝者の一方通行を行う等、雑踏整理の手段を講ずるととも

に、右餅撒きを実施するに当たっては、その時刻、場所、方法等について配慮し、その終了後

参拝者を安全に分散退避させるべく、誘導する等、事故の発生を未然に防止するための措置を

取るべき注意義務がある」 

これは、そんなに難しいことじゃないですよね。往きと帰りを整理する、そして場合によって

は人数を制限して、「ここまでだよ」ってやればいいです。難しいことですか？ 難しいことじ

ゃないです。私たちがすぐ思い付くこと、そういう点で最高裁判所が「一般の常識」としてそ

ういうことは分かるんだと言っていることを付け足させていただきました。 

海渡 具体的な事件との関係で引き付けて考えますと、今の古川さんの言われた合理的根拠があ

るかどうかという点に関して、まず、東京電力、特に吉田所長などは「この地域でマグニチュ

ード 9の地震が発生することを想定した人は誰もいないじゃないか」みたいなことを「吉田調

書」の中で言っているんですね。これはぼくは非常に誤った議論だと思っていて、福島沖でマ

グニチュード 8の地震が起きるということを予見していた人はいっぱいいるわけです。それが

政府の見解にもなっていたし、政府の地震調査推進本部だけじゃなくて、7省庁の具体的な手

引きにまでそういうことが書いてありました。そしてマグニチュード8で15.7mになるんです。

福島沖で発生していればですね。9を想定する必要まではなかったんです。 

それと、実際には土木学会と 15.7m みたいな津波予測とどこが違っているかと言いますと、そ

こに余裕を見込むかどうかという問題があるんですね。自然現象ですから、それを、余裕を倍

半分（予測値の 2倍）は必ず見込みなさいということは、実際、土木学会の中でもそういうこ

とを唱えていた人がいた、しかし、それを完全に無視して、1.0、まったく何の余裕も見込まな

い形で想定していたんです。むしろ、私に言わせると福島沖ではマグニチュード 8を想定する、

で、余裕として倍半分を想定する、というようにしていれば 15.7m だったんです。そういうこ

とがされなかったんです。そういう見地に立つということは、危惧感という、具体的な危険性

が予見できていて、だからこそ彼等はいったんは対策を取るためにどんなことが必要か、予算

まで立てているわけです。 

予算まで立てていたのに、それを結局、「お金がかかり過ぎる」「柏崎で原発が止まって赤字

になっている、だからこの対策を先延ばしするしかない」っていうんで、自分たちの子飼いで

固めている土木学会に問題を丸投げして、何の対策も取らないという方途を取ったということ

です。この事態からして、これが起訴できないわけがない、というふうにぼくは思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

古川 この点も実は世の中の人から非常に充分、理解されていないんです。いったい、推進本部

の予測、推進本部は 2002 年の 7月に地震の長期予測を発表するわけですね。しかしそれが出て

いながら東電は放ったらかしにしていて、ようやく 2008 年になって、まあそれを元にして津波

の計算をしたと。それが 15.7m だったということなんですけれども、その元になっている推進

本部の地震の予測の、どこに科学的な根拠があったかについて、非常に誤解があるんです。今、

海渡先生がおっしゃられましたように、あの巨大な津波地震があんな形で発生するなんて誰も

予測できませんでした。それは政府の推進本部だって、予測できなかったんです。当時の責任

者だった柴崎先生さえも予測できなかったんです。あんなものが予測できないのは当たり前な

んですね。検察の不起訴理由の中にもそれは書いてあります。ですから、推進本部の予測を遥

かに超えるようなものが起きたんで、誰も予測はできてなかったわけです。それが一つの不起

訴理由であると書かれているわけです。 

どうも物事が混乱していまして、こういうことなんです。具体的予見可能性説から言いますと、

危険性を回避しなければならない地震津波をどうやって選び出すかと言いますと、例えば福島
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第一原発の場合にはその敷地に実際に影響を及ぼした地震津波、それは過去に起きたことのあ

る地震津波、これは文献を調査したならば 400 年くらいしか分からないです、これは。で、貞

観津波など文献にはあるけれども良くは分からないです。結局、その後も色んな調査をやって、

まだ実態は分からないです。 

そうすると、そういうものはなかなか入ってこないわけですよ。この具体的予見可能性説の、

具体的に起きたことがあるかどうかということで、選んじゃいますとね。しかし日本は地震大

国でいっぱい起きてるわけですけれども、本当は日本で起きたことは同じプレート上であれば

どこでも起きると。太平洋沖のプレートが大陸のプレートの下に沈み込んで、大きなプレート

の中で動いているわけですから。本当から言えばどこで起きてもおかしくないんじゃないかと

いうふうに思われるんですけれども、そうではなくてですね、実際、そうじゃなくて、そうい

う形で絞り込んじゃったわけです。 

だから他の原発で起きたって「ここでは起きてないよ」というふうに全部、分断しちゃったわ

けですね。そういう形で安全審査は行なわれていて、地震津波の選別もそれで行なわれてきた

ということです。ですから土木学会が出した 15.7m の地震の根拠は福島県沖で実際に起きたこ

との、文献上確実に分かっていることを根拠にしたらああなったということなんです。これ

は.... 

海渡 ただ先生、間違いがないように補足させていただきます。貞観の津波は文献で裏付けられ

ていて、彼等は、約 10m 足らずですけれども、それくらいの津波が来るっていうことは予測し

てたわけです。そのこと自体は保安院と東電との間で共通理解になっていて、しかしそのこと

を社会に公表してなかったんですよ。そういう意味では既往最大、文献に残っている貞観地震

ですよね、それに応じても対策が必須なのは明かで、そのことは保安院もはっきり言ってたん

です。この部分はまさしく古川先生のおっしゃっている「具体的予見可能性説に立っても対策

は必要だ」っていうことの根拠になるんじゃないかと思います。推進本部が言っていた「マグ

ニチュード 8の地震が、福島県沖で起きる」ということが、現に起きたという過去の例は、少

なくとも文献的には裏付けられっていない、だからそこは危惧感説で証明するしかない、と、

こうなるんじゃないでしょうか。 

古川 そこはですね、私等の実際の実務をやっている感覚はですね、当時の電力会社の、国の審

査ですとか、実際の審査の運用の実態というのは、例えば貞観の津波でも間違いなく福島第一

原発まで来ていたのだと、この根拠を示しなさい、被害者に対して科学的な根拠を示しなさい

ということです。それは、ひしひしと段々分かってくるに連れて証拠が段々積ってきてはいる

んだけれど、実際にこの福島第一原発まで、じゃあ来たんですか、と。そこまで科学的根拠は

あるんですか、と、こういう形でブロックしちゃったわけですね。 

海渡 ただ、古川先生、福島第一原発は貞観の津波が起きた時は高台で 30m あったわけです。だ

からそこまで来るわけはないんですよ。そしてさらに 7km 先の請戸には現実に津波の跡が、も

う発見されていたんですよ。本当にすぐ近くのところまでは来ているということの文献調査は

できていたんです。そして高台 30m のものを、20m 掘り下げてしまっているわけです。そこに

今回、津波が来てしまったというわけなんです。 

古川 ですから、おっしゃるように、本当はもう、具体的なんですよ。しかしそれが明かになっ

ちゃうと基準にはまっちゃうわけですよ。選ばなくちゃならない基準に（場内爆笑）。ですか

ら、できるだけ「調べたけれど、無い」という形に持っていくわけです、何だって。それが今

の大きな動きなんですよ。だから、そこに問題があるわけで、それをもう、認めたら、具体的

に動くことになっちゃうから、選ばざるを得なくなっちゃうんです。そうすると、原発が止ま
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っちゃうということになるので、何とかして、そうはならないようにならないものかというこ

とで、色々、動いているということが、今回の大きな事故原因なんですよ、これがね。 

ですから、そういう実態で、土木学会が出した当時の予測の 15.7m は作られたということで、

何としてもそれを向うは守らなくちゃいけないわけです、東電からしますと。それがかさ上げ

になっちゃうとたいへんなやり直しになるわけですから。それに対して、危惧感説から言った、

「科学的な根拠がある」と言った推進本部の予測の根拠は何かと言いますと、ここもちゃんと

報道されてないんです。そうじゃないんです。今回起きた太平洋沖のあの広いプレートのこと

ろは、本当は 1枚なんですけれども、それを色んな地震を分析していった結果、地震の最先端

の知見を踏まえると、さらにあそこは 8つの領域に分かれるというんです。その領域毎に動く

だろうと、だから領域毎に考えなさい、というんですね。全体を考えると、そこで一つの分断

が起きたわけです。8つの領域に分断できたということになります。 

推進本部が出した地震の場所はどこだったのかというと、一番、海溝寄りです。日本海溝があ

りますけれど、まさにプレートのズレ込んでいる場所です。そこのところの、三陸沖から房総

沖まで長い境界地帯がバーッと入って、ここは長い一つの領域ですということになっているわ

けです。ここをそれぞれの領域毎に調べていくんですが、ここにも過去に 3回大きな地震が起

きています。三陸の方は 2回、房総の方は 1回です。これは同じ領域だから特殊な事情がない

限りどこで起きてもおかしくないですよということは、当時の科学的な知見だったんです。も

ちろんこれは仮説ですけどね。 

でも、まさにそう言ったからこそ、これは大変なことになったわけです。もし全然、そこで起

きていなくて、他の領域だったら関係ないんですよ。でも、同じ領域だったから、さすがに推

進本部も、「これは起きる」と。30 年以内にと、こう言ったわけです。ですから、これは相当

に科学的根拠があった話なんです。そうすると他では起きたんだけれども、同じように起こる

というふうに評価されればですね、具体的予見可能説であっても一般常識で理解すれば、同じ

ように見なければおかしいではないか、という意味ではスレスレの事案でもあるわけなんです。 

でも、そういう根拠があって、そして実際に起きたのはまさにそこのところで起きたわけです。

ただ、そこ単独ではなくて、6つ連動して起きたというだけの話です。予測通りに津波も起き

たわけです。ですから、まさに予測をしていたわけですね。そういう点がどうも充分に理解さ

れていないというように思っています。 

海渡 河合さんが話したいということですので。 

河合弘之 私は古川先生の危惧感説、船山先生の危惧感説を聞いて非常に感動して、これはぜひ

地検の検事さんたちにも知ってもらいたいということでご紹介をし、本にし、地検にも証拠と

して出しています。他方、この添田さんのこの本で我々は既に出ている証拠の読み方で、こん

なに凄いことが分かるということを教えてもらったわけです。 

先程、海渡氏が地検の検事に 45 分にわたって説明してました。始めは硬い顔をしてましたけれ

ど、海渡さんの熱弁が進むに連れて「ふんふん、なる程」みたいな感じになって聞いてくれま

した。もちろん、「うんうん、そうだね」とは言いませんけれどね（場内爆笑）。ちょっと顔

色が変わってきました。それくらい迫力のある指摘なんです。 

1997 年（平成 9年）の建設省など 7省庁の手法調査っていうこの文書、これも凄く重要で、も

う 8.6m の想定がされていて、その後の計算では 13.6m とされていて、「注意しろよ」みたいな

のが、もう役所から出ていたということ自体が凄く重要なことですよね。だから「津波は想定

外だ」なんてどこを押したら言えるんだ、役所が言ってるんじゃないか、と。それも 7つの役

所が言ってるんです。それを無視して、何で予測可能性が無いなんて言えるのか、想定外じゃ

なくて、「想定内」じゃないかっていう証拠が一つ出てきたのです。 
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もう一つは、森山審議官が凄いことを言ってるんですね。これは彼等にとって決定的かと思う

んですが、「東電は役員クラスも貞観の地震による津波は認識している」（12 月 9 日付上申書

13 ページの下線を引いてある部分）ってはっきり言ってるんですよ。はっきり言っている。も

う一つは、吉田所長が「15.7m が来るんで対策が必要だ」っていうようなことも、ちゃんと何

回も何回も上司に言ってありますって、吉田調書の中で言ってるんですね。 

そういうことを見ると、ますます、まさに動かぬ証拠が出てきたという感じなんです。これは

時間の経過とともに、どんどんそういうものが漏れ出てくる、証拠が漏れ出てくるっていう感

じで、ぼくらは今の時点ではどういうふうに考えるべきかって言うと、危惧感説でいっても、

絶対にこれは揺がないだろう、具体的危険性説にいっても、もうこれは動かし難いところにま

で来ている。だから検察は安んじて起訴をして欲しい、安心して起訴をして欲しいって（場内

爆笑）思います。 

これで起訴しなかったらどこへ行くかっていうと、もう一回検察審査会へ行くんですけれど、

ぼくらは今日、こういう証拠をもちろん全部、出しますから、そうすると、これだけの証拠を

見て、彼等を解き放すわけにいかないじゃないですか。だからぼくらは今回のこの書面は凄く

重要だ、添田さん、よく見つけてくれた、海渡さん、よくこの書面書いてくれた、っていうふ

うにぼくは思っています。 

それで、ぼくは検察官の、地検のやるべきことは両方からアプローチする、危惧感説、改良さ

れた新・危惧感説的アプローチをするとともに、具体的危険性説からもアプローチをするべき

で、どっちからアプローチしても行く結論は起訴だ、起訴という結論だ、というふうにまとめ

るべきだと思っています。（拍手） 

船山 今の河合先生の考え方に、まったく私も賛成でございます。先程からお話ししております

ように、具体的予見可能性説でも充分なんだということを海渡先生が訴えたということで、検

察官も安心して（場内爆笑）て 起訴して欲しいと思います。また、起訴できるんだと思います

ね。 

古川 これも誤解されている面がある（場内爆笑）、つまり世の中は原発については全部、危惧

感説で動いているんです。全部です。リスク管理っていうのは、皆さん、誰だってこんな、そ

んな具体的に過去に起きたことだけやればいいなんて、誰も思っていなかったはずですよ、そ

んなことは。ですから、これはやっぱり危険なものなんだから、ちゃんとやらなければならな

いということで、彼等だって、この危惧感説で、名前はともかくとしまして、こういう考え方

でやらなければ国民から非難される、国民はゆるさない、ということは分かっていたはずなん

ですよ。 

海渡 その通りです。 

古川 ですから皆さんがたはおかしいじゃないかと言ったわけです。世の中は全部、これで動い

ている。従って、彼等からすれば困るから、これをなんとかダウンさせようと。で、問題は刑

事責任を追求する刑法学会が世の中から依然として遅れた、「具体的確実な危険でなければ責

任は取れませんよ」という形の理論を未だに圧倒的多数で、彼等が支配しているということで

す。今回の事件が起きてもビクともしない、これが私らがどうにも理解できないくらいの、実

態だということです。何でこの刑法学会だけがこんなに世の中からズレてしまっているのか、

ここを私たちは明かにしたいと。 

つまり、何故かと言いますと、これは推測ですけれども、やはり人を処罰するのが刑罰です。

だから、厳格でなければならない、いい加減なことはしてはならない、だから厳密にやる、そ

れは当たり前の話です。厳密にやるのはいいんですが、何のために刑法があるんだ、というこ

とです。世の中の安全を護るために、誰でもが課している法的責任は何なのかということを明
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かにして、それに対してちゃんと責任とっていくと、そういう理論でなければ、社会への、世

の中の法律じゃないわけですよ。ですから、ここだけがズッこけちゃってるわけです。 

私らは当たり前のことを言っているわけで、こんな当たり前の理論が、何で未だに刑法学会で

は通用しないのかということがある、ということをぜひご認識いただいて、この考え方を広め

ていただきたいと思います。 

船山 今、刑法学会と言われたんで、私もその一員としてですね（場内爆笑）、ドキッとします

し、恥かしいと思っています。しかし私は兼ねてから、危惧感説で話をしているということと、

あと、もう一つですが、刑法が何のためにあるのか、ということを言っておきたいと思うんで

す。これは、単に人を処罰するためじゃないんです。刑法は、そういう刑事制裁を通して、国

民が安心して生活できるような社会を作っていく、そのために刑事裁判があるわけです。 

今年、亡くなられました、経済学者の宇沢弘文さんという方がいらっしゃいます。この方は経

済学は何のためにあるのか、皆が幸せになるためだ、とおっしゃっていました。法律学も、皆

が幸せになるためにあらなきゃいけない、刑法もそういう目的を持っているということを、付

け加えさせていただいて、刑法学会を変えていきたいと思っております。（拍手） 

海渡 うまくまとまってきたようですが、せっかくなので、最後にこの添田さんのエピローグの

ところの一言を紹介したいと思うですけれども、彼はこの本を書いている途中も、事故が起き

た後も、原発の安全性は非常に問題だけれども現実にこれだけ原発があるんだから、少数の原

発を再稼動するのはやむをえないんじゃないかな、と思ってたというふうに正直に書いていま

す。しかしこの本を書く過程で規制当局や東電の実態を知るにつれ、彼等に原発の運転を任せ

るのはとても怖いことを実感したと。間違えば国土の半分が使いものにならなくなるような技

術を慎重に謙虚に使う能力がない。しかも経済優先のために再稼動を主張し、科学者の懸念を

無視して「リスクは低いと」強弁する電力会社や規制当局の姿は、事故後も変わっていない。

二度あることは三度あると考えて備えなければならないが、彼等にその自覚があるようには見

えない。だから再稼動を認めるべきでない...ご自分の考え方が変ったと書いているんですね。 

これだけ深く研究した人がこういうふうに変わっていったということ自体が、ぼくは非常に重

要なことではないかと思います。 

今回、私は検察庁に行って、前任の検事さんはこれまでの情報はまだ与えられなかった、で、

はっきり言うと、政府の事故調の調査の過程で森山審議官は大嘘をついていたんです。もう、

さっきのメールとはまったく違う中身の調書が公開されています。だからそういう形で検察官

は騙されたんだとぼくは思うんですよね。しかしこれだけの事実が明かになった以上、もう国

と東京電力が完全に組んで、津波についてこれが耐震バックチェックの最大のリスクだ、 とい

うふうに、 そういうことを知りながら、そのことについて何の対策も立てさせないで、ここま

で来てしまったということが、こんなにはっきりした以上は、絶対に起訴してもらいたいです。

起訴させましょう！ 

ということで、本当に今日は、有難うございました。不行届きもあったかと存じますが、古川

先生、船山先生、有難うございました。 

（文字起し： 雅） 


