
２０１５年１月２６日 

東京地検福島原発事故 東電役員の再不起訴はここが問題だ！ 

東電も保安院も，緊急の津波対策が必要であることは認識していた。 

検察の論理は，どんな対策を講じても事故は防ぐことはできなかったという論理 

そして，何の対策も講じなかった東電を免責するものである。 

検察は被害者の声を聞かず，巨悪=東京電力の言い訳を追認し，正義を放棄した。 

検察審査会による強制起訴によって東電幹部の刑事責任を追及しよう！ 

 

                      福島原発告訴団弁護団 海渡 雄一 
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第１ 再捜査の概要とその焦点 
１ 検察は再捜査で何をしたのか 
２０１５年１月２３日，東京地検は，福島原発事故に関する刑事責任に関して，東京電力

の勝俣元会長，武藤・武黒元副社長，小森元常務の４名について，２０１４年７月３１日付

で公表された検察審査会の議決にもとづいて実施されていた再捜査に関し，嫌疑不十分とし

て再度不起訴処分とした。 

検察の再捜査では何がなされるべきだったのか。まず，東電や電事連内部に保管されてい

る津波対策に関連する膨大な資料を強制捜査によって押収すべきであった。また，東京電力

と保安院の津波対策に関与した者らを再聴取し，政府事故調の調書との不整合部分を付き合

わせる形で再捜査が必要であった。 

しかし，公表された「東京電力福島第一原子力発電所における事故に係る業務上過失致死

傷事件の処理について」（以下，不起訴理由書という）による再捜査の説明では，このよう

な捜査は全くなされていない。 

 東京地検は，まず， 

「本件事故前の当時における原子力発電所の安全対策の考え方，内容等について，原子力工

学の専門家，規制当局関係者等からの聴取を含め，改めて捜査を行った。」 

とし，予見可能性の有無については， 

「本件においては，１０メートル盤を大きく超えて建屋内が浸水し，非常用電源設備等が被

水して機能を喪失するに至る程度の津波(以下「１０メートル盤を大きく超える津波」とい

う。)が襲来することについての具体的な予見可能性が認められれば，本件事故による結果

の発生に対する具体的な予見可能性も認められるものと考えられるところ，議決を踏まえ，

推本の長期評価及びこれに基づく試算結果の位置付けを明らかにし，これらが１０メートル

盤を大きく超える津波の予見可能性の根拠たり得るかどうか，貞観地震に関する知見を含め

て推本の長期評価以外に予見可能性の根拠たり得る知見等がないかという観点から，震災前

の地震や津波に関する知見全般について，地震津波に関する専門家，規制当局関係者等から

の聴取を含め，改めて捜査を行った。」 

とされている（不起訴理由書２頁）。そして，結果回避の可能性に関しては， 
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「議決が，本件事故を回避するための措置として採り得たのではないかと指摘する措置によ

って，本件事故を回避することができたと認められるかどうか，当時の知見から本件事故を

回避する措置を講じることが可能かどうか，また，当該措置を義務付けることができるかど

うかについて，津波や安全対策の専門家等からの聴取を含め，改めて捜査を行った。」 

とされている（不起訴理由書３頁）。 

 結局のところ，検察は，不起訴を正当化するための理屈を考えるために，東電よりの専門

家の話を聞いて，不起訴理由の説明の書き方を考えていただけとみえる。起訴を前向きに検

討するために新たな証拠を収集するような再捜査が行われた形跡は残念ながら認められな

い。 

 

２ 検察審査会の議決の核心は何だったのか 
それでは，検察審査会は，何を根拠に東電会長・副社長に起訴相当の議決をしたのだろう

か。２０１４年７月３１日，東京第五検察審査会は，２０１３年９月９日に東京地検が不起

訴処分とした東電元幹部のうち，勝俣恒久元会長，武藤栄，武黒一郎の両元副社長について，

業務上過失致死傷罪で「起訴相当」，小森明生元常務を「不起訴不当」とする議決書を公表

した。 

この議決は，まず原子力発電所を運転する電力会社の高い注意義務を認めた。すなわち， 

「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らは，安全性の確保のために極めて高度な注意義務を負っている。」

「そもそも自然災害はいつ，どこで，どのような規模で発生するかを確実に予測できるもの

ではない」 

として，事故以前に，基準地震動を超える地震動が観測されていることを指摘して， 

「根拠のある予測結果に対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た対策を検討しておくべきものである」 

としたのである。（議決書３頁） 

また，東電は，推本の予測に基づいて行った数々の津波の試算についても，現実に起きる

とは思わなかった，念のために土木学会に検討を依頼しただけであるなどと言い訳していた。

しかし，土木学会は公正な専門家の集まりなどはなく，電力で固めた言いなり組織にすぎな

かった。検察は東電の不合理ないいわけをそのまま認めてしまっていた。 

しかし，検察審査会は，市民的良識を発揮し，東電の役員たちは，対策が必要であること

はわかっていて，２００８年には，途中まではその検討や準備もしたのに，改良工事のため

に原発が長期停止になることをおそれ，時間稼ぎのために土木学会に検討を依頼して，問題

の先送りをしたと認定している。事態を正確に理解した，極めて正しい認識だった。しかし，

この問題提起を受け止めた再捜査はなされていない。 
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第２ 添田孝史「原発と大津波 警告を葬った人々」とその裏付け証拠で何が明らかにな

ってきていたのか 
１ １９９７年７省庁指示 
検察庁は，２０１３年９月の不起訴決定において，推本以外に福島沖で大きな地震が起き

ることを想定した見解はなかったと主張していた。しかし，それは事実ではなかった。１９

９７年には福島沖の津波地震の想定が政府から指示されていた。 

それは，７つの省庁がまとめた津波想定方法である，「太平洋沿岸部地震津波防災計画手

法調査」である。７省庁手引きは，平成９年（１９９７年）に建設省など７つの省庁がまと

めた津波想定方法である。概要がプレスリリースされてはいるが，この資料の全体は平成２

６年７月に添田氏の情報公開によって明らかになった。ここでは，日本海溝の津波地震を予

測していた（「原発と大津波 警告を葬った人々」１８頁）。添田氏の本は，津波対策に関する東電

と保安院，土木学会，電事連などの隠された資料を満載した驚くべき著作である。 

電事連の「津波に関するプラント概略影響評価」（国会事故調参考資料編 ４１頁）は，平成９

年(１９９７年)６月の通産省の指示に対応して，平成１２年（２０００年）２月に電事連内

の総合部会に提出されたものである。解析誤差を考慮して想定値の１．２倍，１．５倍，２

倍の津波高さで原発がどう影響を受けるかを調べている。全国の原発の中で，想定値の１．

２倍で影響があるとされているのは福島第一と島根１，２号の二原発だけである。福島第１

は全国一津波に弱いことが明らかになっていたのである。 

 この手引きについて，翌平成１０年（１９９８年）３月には，政府は，「太平洋沿岸部地

震津波防災計画手法調査報告書」と「地域防災計画における津波防災対策の手引き」を各自

治体に一般防災対策のために，通知している（「原発と大津波 警告を葬った人々」２３頁）。 

 

２ 電事連は，福島第一が津波に最も弱い原発であることを知っていた 
 平成９年（１９９７年）７月２５日の電事連津波対応ＷＧ資料では，福島第一で８．６メ

ートルの想定がなされている（これは後の計算では１３．６メートルとされている）（『科学』

２０１４年１２月添田孝史報告「吉田調書をめぐるシンポジウムより」１２８０頁）。 

 この報告書について電事連は 

「プレート境界において地震地体構造上考えられる最大規模の地震津波も加えている。」「こ

の考えを原子力発電所に適用すると，一部原子力発電所において，津波高さが敷地高さを超

えることになる」 

と正確に分析している（「原発と大津波－警告を葬った人々」２５頁）。 

 また，電事連は， 

「この調査委員会（七省庁手引きをとりまとめた委員会）の委員には，ＭＩＴＩ顧問（通産

省原子力発電技術顧問）でもある教授が参加されているが，これらの先生は，津波数値解析

の精度は倍半分（二倍の誤差がありうる）と発言している。」「この考えを原子力発電所に適

用すると，一部原子力発電所を除き，多くの原子力発電所において津波高さが敷地高さ更に

は屋外ポンプ高さを超えることとなる」 

と正確に分析していた（「原発と大津波－警告を葬った人々」 ２７頁）。 
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 ここに記載されている顧問とは，首藤伸夫東北大教授と阿部勝征東大教授の二人である

（「原発と大津波－警告を葬った人々」 ２９頁）。 

首藤教授は雑誌『海洋』１９９８年号外Ｎｏ．１５に「津波総合防災対策の歴史と今後の

課題」と題する論文を掲載している。この論文では，対象津波について， 

「「信頼できる資料の数多く得られる既往最大津波」のほかに，「地震地体構造論や既往最

大地震断層モデルの相似則などの理論的考察が進歩し，対象沿岸地域で発生しうる最大規模

の海底地震を想定することも行われるようになった。これに加え，地震観測技術の進歩に伴

い，空白域の存在が明らかになるなど，将来起こりうる地震や津波を過去の例に縛られるこ

となく想定することも可能となってきて」いるから，こうした「現在の知見に基づいて想定

される最大地震により起こされる津波」をも取り上げ，両者を比べた上で常に安全側になる

ように，沿岸での水位が大きくなる方を対象津波として設定することを奨めている。」 

としている。 

この考え方が貫かれていれば，とっくの昔に福島第一だけでなく，全国の原発の津波対策

が進んでいたはずである。 

 

３ 推本の長期評価とスマトラ沖地震は保安院の危機感を高めた 

２００２年には，東京電力は福島第一原発に１０ｍを超える津波が襲う危険性を知ってい

た。 

２００４年１２月２６日にはスマトラ島沖でＭ９．１の巨大地震による大津波が起きた。

この災害は津波被害の甚大さを生の映像で全世界にリアルタイムで伝えられた。この津波は，

震源を遠く離れたインド南部のカルパカムにある原発を襲い，その故障の原因となった。  

２００６年９月１３日に，保安院の青山伸，佐藤均，阿部清治の３人の審議官らが出席し

て開かれた安全情報検討会では，津波問題の緊急度及び重要度について 

「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。

そうでないと「不作為」を問われる可能性がある。」 

と報告されていた（第５４回安全情報検討会資料）。このような迅速な対応は，スマトラ沖地震

津波の生々しい記憶があったからであると考えられる。 

この時点で保安院によって津波対策が指示されていれば，事故は防ぐことができた。しか

し，そのような対策はとられず，東電など電事連の圧力に保安院が屈していた。 

 

４ 中越沖地震の一年後であるにもかかわらず，東電は２００８年の１５．７メートルのシ

ミュレーションに対応せず，これを保安院にも隠匿した 
２００７年７月１６日には中越沖地震に見舞われた柏崎原発では基準地震動として想定

された震動を大幅に上回る地震動により，変圧器で火災が発生し，３０００カ所の故障が生

じた。この中越沖地震は，想定を超える地震・津波が来る可能性もあることを認識し，これ

にも備えなければならないと教訓にすべきだった。しかし，東電は，想定を超えても，大事

にならずに，事故は収束できたとして慢心した。 

２００８年には東京電力は，地震調査研究推進本部の想定したマグニチュード８クラスの
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地震が福島沖で発生した場合，１５．７メートルの津波がおそうというシミュレーション結

果を得た。 

この間のやり取りは，２０１１年１１月６日聴取の吉田調書（３４８_３４９）の４頁に

次のように詳細に書かれている。 

 

この結果は，東電の土木調査グループから，２００８年６月，武藤副社長（当時）らに報

告され，副社長は非常用海水ポンプが設置されている４ｍ盤（Ｏ．Ｐ．＋４メートルの地盤）

への津波の遡上高を低減する方法，沖合防波堤設置のための許認可など，機器の対策の検討

を指示した。具体的な津波対策の立案が指示されたのである。 

だが，翌７月，武藤副社長は土木調査グループに対し，耐震バックチェックには推本の見

解を取り入れず，従来の土木学会の津波評価技術に基づいて実施することとした。この判断

の過失こそが，事故の直接原因であり，これに関わった東電の役員と幹部には刑事責任があ
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ることは明らかである。 

この点については，吉田調書（０７７_１_３）に次のような部分がある。 

「専門家の意見として，要するに貞観津波とおっしゃっている先生は，貞観のあそこで出た

場所で起こり得る可能性があると言っているわけだから，この影響は福島にどれぐらいです

かとちゃんと調査しているわけです。だけれども，そのほかの推本は波源を勝手に移動して，

こんなところで起きたらどうだと言っているだけの話ですから，それを本当にいろいろな先

生の指示（ママ）を得られるかというと，いろいろ聞いても，荒唐無稽と言ったらおかしい

んですけれども，そうおっしゃる人もたくさんいて，そういう中でどう決めればいいのか。

事業者としてわからないわけですから，専門家集団の中で決めてもらえば，そのルールに従

ってやりますということになります。」（下線は筆者。以下同じ） 

 こういう理屈にならない論理で，推本の見解を否定してしまっているのである。 

そして，東京電力の役員はこのシミュレーション結果を政府に提出せず，隠した。この措

置は，悪質であり，自ら措置を講じなかったことを上回る重要な責任の根拠となる。当時の

東電と保安院の間で，耐震バックチェックに関するやり取りが頻繁に行われている状況から

すると，この決定的な情報の不提出＝隠匿は措置をとらないこととし，この点について保安

院からの追加対策の指示を回避するという目的を持った極めて重大な責任原因となる。 

 

５ ２００９年には貞観の津波に関する保安院と東電の暗闘が繰り広げられた 
他方で，このころから，東電と保安院の間では，貞観の津波をめぐる激しいやり取りが始

まっていた。 

２００８年１０月には，佐竹健治・東大教授が東電に貞観の津波に関する津波堆積物調査

の最新の論文を渡している。２００８年１１月には，東電の担当者は，貞観津波の計算水位

が８.６ｍ～９.２ｍ（土木学会手法では＋３割程度，すなわち敷地高さ超え）になるという

計算結果を得ている。このように，貞観の津波の津波堆積物の調査が進み，２００９年には

この問題が耐震バックチェック会議で委員を務めている産総研の岡村行信委員から指摘さ

れた。 

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会 地震・津波，

地質・地盤合同ＷＧの３２回（２００９年６月２４日）において問題提起があり，第３３回

（２００９年７月１３日）の審議の中で，東京電力担当者が福島第一原発５号機と福島第二

原子力発電所４号機の「耐震安全性に係る中間報告の評価について」とする報告を説明し（合

同Ｗ３３−２−２など），その中で８６９年貞観地震による地震動と津波の影響の二回にわた

って委員間で討論がされている。岡村委員は「佐竹ほか（２００８）で指摘されている貞観

地震を今の知見で考えると，連動型地震と考えるのが妥当であり，そういう地震は，短い間

隔で普通に起こっている震源域の，複数の震源域が同時に破壊することで起こるのだろうと

言われている。」しかし，この問題提起に対し，東京電力及び原子力安全・保安院の名倉審

査官は，津波の議論は最終報告で取り上げますからとして議論を打ち切り，何ら対応しなか

ったのである。そして，この議論が行われた時点では東京電力は保安院には提出していない

が，自らは福島沖でＭ８クラスの地震が発生した際には津波の遡上高が１５メートルにも達
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することを明確に認識しつつ，このような議論をはぐらかしていたのである。 

 

６ 他の電力会社は長期評価を踏まえて対策を講じていた 

東京地検は第１回の不起訴理由で，「他の電力事業者においても，地震本部の長期評価の

公表を踏まえた津波対策を講じたことはなかった」としていた。しかし，この点も明らかに

間違っている。 

「茨城県は独自の津波浸水予測を平成１９年（２００７年）１０月に公表した。もとにな

ったのは，地震本部が津波地震の一つと判断した延宝房総沖地震(１６７７年)だ。茨城県は，

この津波地震が房総沖から茨城沖まで伸びる震源域で発生した場合(Ｍ８．３)を予測。その

結果，東海第二原発(日本原電)の地点では，予想される津波高さが５・７２メートルとなり，

原電が土木学会手法で想定していた４．８６メートルを上回った。 

茨城県に自社より厳しい津波想定を公表されてしまい，原電は対策見直しを余儀なくされ

る。そこで津波に備えて側壁をかさ上げする工事を２００９年７月に開始し，工事が終了し

たのは東北地方太平洋沖地震のわずか二日前だった。長期評価にもとづく茨城県の予測に備

えていなければ，東海第二原発もメルトダウンしていた可能性が高い。 

東北電力の女川原発も，地震本部が津波地震の一つとしてとりあげた三陸沖地震(１６１

１年)がもっとも大きな津波をもたらすとして，以前から対策をとっていた。したがって長

期評価の津波地震に備えていなかったのは東電だけだった。 

中央防災会議が津波地震を防災の対象にしていなかったから，福島第一原発も備える義務

はないとする東京地検の考え方も不合理だ。中央防災会議は住宅など一般的な施設の防災を

対象にし，災害を想定している。一方，原発はもっと発生頻度の低い，厳しい災害まで想定

する必要がある。前述したように原電も東北電力も，中央防災会議が想定からはずしていた

津波地震を想定していた。中部電力の浜岡原発も，中央防災会議の想定より厳しい揺れを想

定していた。ほかの多くの原発は中央防災会議より厳しい災害を想定していたのに，東電だ

けが中央防災会議レベルで留まっていたにすぎない。」（「原発と大津波 警告を葬った人々」 １

８３－１８４頁） 

検察による不起訴決定は，どの電力会社も対策を怠ったという誤った事実認識のもとにな

されたものであり，明らかに誤りである。 

 

第３ 政府事故調の追加公開資料によって明らかになった新事実 
１ 政府事故調の保安院小林勝氏調書が裏付ける貞観地震津波の重大な危険性 
原子力安全保安院の安全審査課耐震安全審査室で平成２１年(２００９年)６月３０日以

降，室長を務めていた小林勝氏は，津波対策について極めて重要な証言を行っている。同氏

に対しては，平成２３年（２０１１年）８月１８日（１）と平成２３年（２０１１年）９月

２日（２）の２回聴取が実施されている。 

 

（１）一通目の調書 

まず，小林氏の一通目の調書には，次のように記されている。 
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「貞観地震については，森山審議官が貞観地震を検討した方が良いと言い始めた時に初め

て知った。１Ｆ－５の中間評価が終わり，１Ｆ－３のプルサーマルが問題になった平成２１

年頃，福島県知事が，①耐震安全性，②プルの燃料の健全性及び③高経年化の３つの課題を

クリアしなければプルは認められないと言っていた。森山審議官は，当時，貞観地震が議論

になり始めていたことから，福島県知事の発言に係る①耐震安全性の検知（ママ）から，貞

観地震の問題をクリアした方がいいんじゃないかと言い始めた。私も森山審議官の考えに賛

成だったが，結論として，１Ｆ－３のプルサーマル稼働を急ぐため，（８字削除）原案委（マ

マ）に諮らなかった。私は，野口安全審査課長(当時)に対し，かような取扱いに異議を唱え，

「安全委員会に（５字削除）話を持って行って，炉の安全性について議論した方がよいのでは

ないか。」と言ったが，野口課長は「その件は，安全委員会と手を握っているから，余計な

事を言うな。」と言った。また，当時ノンキャリのトップだった原広報課長から「あまり関

わるとクビになるよ。」と言われた事を覚えている。当時の状況は，私や森山審議官のよう

に，貞観地震について懸念する人もいれば，１Ｆ－３のプルサーマルを推進したいという東

電側の事情に理解を示す人もいたという状況だったこともあり，（７字削除）原案委（ママ）に

諮らなかった。なお，当時の野口課長の前々職は，資エ庁(資源エネルギー庁)のプルサーマ

ル担当の参事官であり，プルサーマル推進派で，現在，首席統括安全審査官(審議官クラス)

を務めている。当時の野口課長の関心は，プルサーマルの推進であり，耐震評価については

あまり関心がなかったようであった。」（（１）の１－２頁） 

「自分が耐震安全審査室長に就任して間もないＨ２１．７．１３に開催された，総合資源エ

ネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会 地震・津波，地質・地盤合

同ＷＧ（第３３回）に出席した際，貞観地震を巡る議論があることを知った。その後平成２

２年に，東北大学の教授であり，我々の審議会の委員でもある，私が非常に尊敬している今

泉教授が書いた論文で浸水域が示され（平成２２年５月２４日)，同年８月には岡村教授が

福島において貞観地震に係る堆積物が出たと指摘した論文も読み，被害が相当大きかったの

だと思った。」 

「東電の想定津波波高の数字については，平成２３年３月７日に開催された会合の時に初め

て聞いた。当時，我々が推本と会合を持ち始めており，次の長期評価では，貞観地震がきち

っと評価されるなという認識を持ち始めたことから，東電にも一言言っておかなければなら

ないと思い，３月７日に東電を呼んだ。東電の説明によれば，佐竹，推本及び土木学会の各

モデルに基づいた波高計算をしたところ，佐竹と推本のモデルでは，敷高（ママ）を超える

津波が来るとのことであった。そこで私は，東電の（２字削除）課長と（２字削除）に「これは，

早く工事しなきゃダメだよ。」といった。すると，彼らは，「平成２４年の秋に，土木学会の

評価手法の見直しがあるから，そのときに併せて貞観津波の評価をしたい。と言った。これ

に対して私は「そんな悠長なことではだめだぞ。それでは遅いぞ。」と言ったが，それ以上

の事は言わなかった。それ以上のことを言わなかったのは，正直なところ，当時はまさか３・

１１のような大きな津波が来るとは思っていなかったからである。これらのやり取りを証明

するメモ等のエビデンスは，現時点で見当たらない。土木学会の評価手法の見直しの件につ

いては，平成２３年３月７日以前（年が変わる前と思う。）に岡村先生から「波源モデルを
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大き目にしないといけないな。そういったところを土木学会の評価に反映させたいな。時期

は平成２４年だな。」などと聞いたように記憶している。」（（１）の２－３頁） 

「東電が，「平成２１年９月，バックチェックでは，土木学会の津波評価技術の手法を用い

ることとし，貞観津波を考慮しないことで保安院は了承した。」旨話しているようだが，保

安院として，貞観津波を考慮しないことにつき了承するしないなどと言うことはない。かよ

うな点については，学識経験者の意見を踏まえた上で評価を行うので，事務局サイドでその

良し悪しの判断をすることはない。 

（以下４行分削除 ここには，二通目の調書で小林氏が忘れたとして厳しく追及されている９月７日の会合に

小林氏がなぜ欠席したかの理由が書かれているものと思われ，さらに重大な事実が隠されている可能性がある

―筆者注） 

保安院としては，平成２１年８・９月頃，１Ｆ・２Ｆにおける貞観津波の評価については，

その最終報告の中できちんとなされると思っていた。」 

「貞観地震の被害が大きいのではないか，昔，津波が相当奥まで入り込んでいるんじゃない

か。」と思ったのは，今泉先生の論文を見た平成２２年５月頃である。」 

「岡村行信先生が平成２２年８月に書いたＡＦＥＲＣ（Active Fault and Earthquake 

Research Center：活断層・地震研究センター）の記事を読んでから，貞観地震に係る堆積

物調査も重要であると考え始めた。これに伴い，高い津波が来ると注意しなければならない

と思うようになった。」（（１）の３頁） 

「名倉安全審査官は，平成２１年７月１日の合同ＷＧで，バックチェックの（２字削除）報告

書において貞観津波を考慮して記載する（３字削除）と東電に言っている。私もその審議会に

出席していたから覚えている。 

また，津波堆積物の研究については，岡村先生も福島で貞観地震に係る堆積物が出たと指

摘していたことから，私としては重要なファクタ－と思っていた。」（（１）の４頁） 

このように，保安院の福島第一原発３号機のバックチェックを担当していた耐震安全審査

室の室長であり，津波審査の中心にいた小林氏は貞観の津波と同様の津波が福島第一原発を

襲う可能性があり，その場合原発の安全性が確保できないことを知っていたことが明らかで

ある。 

平成２０年（２００８年）の段階で津波対策の工事計画までが検討されながら，これを土

木学会に検討依頼するという形で，対策を先送りし，しかも，この報告が保安院に対してな

されなかったことの持つ意味は決定的である。東電役員たちは，保安院がどんなに腐敗して

いたとしても，この報告がなされれば，保安院から直ちに厳しい対策を求める指導がなされ

ることを確実に予測しながら，それを避けるために報告自体をしないという隠蔽工作を行っ

たのである。 

 

（２）二通目の調書 

二通目の調書はより詳しくなっているが，小林氏自身の姿勢がやや防衛的に変わっている

部分がある。 

平成２１年（２００９年）８月及び９月の東京電力による貞観津波に関する説明について
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次のように記されている。 

「貞観津波に関しては，平成２１年６月及び７月に開催された地震・津波，地質・地盤合

同ワーキンググループ（以下「合同ＷＧ」という。）第３２回及び第３３回において，産総

研の岡村先生から指摘を受けている。また，同年７月の耐震バックチェックの中間報告書に

対する「耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所５号機耐震

安全性に係る中間報告の評価について」の中でも，貞観津波の調査研究成果を踏まえ，事業

者がその成果に応じた適切な対応を取るべきとしている。 

こうした状況の中で，私の部下である（７字削除）が，平成２１年８月２８日及び同年９月

７日に，東京電力に対して貞観津波についてのヒアリングを行っている（２字削除）は，同年

８月初旬ころから貞観津波に関する対策等について，東京電力に対して説明を求めていたよ

うである。 

同年８月２８日のヒアリングの保安院側出席者は（４字削除）であった。このときのヒアリ

ングでは，平成１４年２月の土木学会原子力土木委員会津波評価部会による「原子力発電所

の津波評価技術」（以下「津波評価技術」という。）に基づく想定波高を踏まえた福島第一原

子力発電所（以下「１Ｆ」という。）及び福島第二原子力発電所（以下「２Ｆ」という。）の

津波評価とそれに対する対策等についての説明を東電から受けた。 

また，平成１４年７月の地震調査研究推進本部による「三陸沖から房総沖にかけての地震

活動の長期評価について」（以下「地震長期評価」という。）や貞観津波等に関する新しい知

見については土木学会に研究を依頼しているという点についても，同様に説明を受けた。 

８月２８日のヒアリングの際に，（２字削除）から東京電力に対して，新しい知見に基づく

試計算の結果があれば見せてもらいたい旨の依頼をした。そして，この依頼に基づいて，東

京電力が平成２１年９月７日午後１時から保安院に説明に来た。このときのヒアリングで

は，貞観津波に関し，平成２０年の佐竹論文に示されているモデル８及びモデル１０に基づ

く試計算の結果について説明を受けた。私は，この９月７日のヒアリングにも出席したこと

を覚えていない。 

問（１０字削除）平成２０年８月２８日のヒアリングの際，東電の担当者に対し，「次回のヒ

アリングには小林室長も出席する。」旨を東電に伝えたとのことであり，実際にも，あなた

は同年９月７日のヒアリングに出席する予定となっていましたね。 

答 はい。 

問 にもかかわらず，同月７日のヒアリングに欠席したというのであれば，それなりの理由

があったと思いますが，どのような理由だったのですか。 

答 何かのマネージメントがあったんじゃないでしょうか。 

問 平成２３年８月１８日，事故調において，あなたからのヒアリングを実施した際，あな

たは，平成２０年９月７日のヒアリングに欠席した理由について何と話していたか覚えてい

ますか。 

答 マネージメント。そうでなければ，翌日の産総研のヒアかな。 

（８行分削除） 

問 もう一度確認します。あなたが，９月７日のヒアリングに欠席した理由は何ですか。 

11 
 



答 覚えていません。 

 ９月７日に（２字削除）が東電から説明を受けた内容については，私も，９月のうちに，（２

字削除）から報告を受けたように記憶している。その内容は，「東京電力から貞観津波につい

ての試計算結果について説明を受けた。その試計算結果が大きな数字になっている。いずれ

耐震バックチェックで評価する必要が出てくるかもしれない。」というものであった。その

際，（２字削除）からは試計算結果の具体的な数値については聞いていないものの，敷地高を

超える津波がくる可能性があるということは聞いたかもしれないが，よく覚えていない。 

（２字削除）から報告を受けた後，詳しい時期は覚えていないが，１Ｆに関して（２字削除）

から聞いていた内容，すなわち「貞観津波の試計算結果の数字が大きい。敷地高を超える可

能性がある。」ということを森山安全審査課長(当時)に伝えたことを覚えている。（森山審議官

の聞いていないという証言と矛盾しており，小林氏の証言の方に信憑性がある―筆者注） 

「私が１Ｆに敷地高を超える津波がくる可能性があると認識した契機として間違いなく覚

えているのは，１Ｆ３号機で，プルサーマル計画が始まるとき，すなわち平成２２年３月こ

ろ（２行削除）である。１Ｆ３号機のプルサーマル計画の議論をしている際に，森山安全審査

課長と貞観津波について議論したことがあり，「１Ｆに大きな津波がくるらしい。これにつ

いては敷地高を超えるらしいので，ちゃんと議論しないとまずい。」と話したことを覚えて

いる。 

「平成２１年７月に１Ｆ５号機の耐震バックチェックの中間報告について評価作業を行っ

た後，貞観津波に関する新しい知見が出てきていたのは確かである。私としては，貞観津波

が非常に気になっており，１Ｆ３号機の耐震バックチェック中間報告の評価作業をやるので

あれば貞観津波のことをしっかりと議論しなければならないと思っていた。しかし，実際の

ところ，１Ｆ３号機の耐震バックチェックの中間報告の評価を行う過程で貞観津波に関する

議論はなされなかった。 

そもそも，耐震バックチェックの中間報告の評価作業は，耐震・構造設計小委員会地震・

津波，地質・地盤合同ワーキンググループ（以下「合同ＷＧ」という。）及び同小委員会構

造ワーキンググループ（以下「構造ＷＧ」という。）において審議されることとなっている。 

しかしながら，地震・地震動評価や津波評価の詳細については１Ｆ５号機の評価の際に合

同ＷＧの中で審議されていることから，１Ｆ３号機の評価の際には議論しないこととされて

しまった。つまり，１Ｆ３号機の評価については，構造ＷＧにおける施設の安全性のみの審

議とされたのである。 

（５行削除） 

結果としては，１Ｆ３号機の評価の際には，１Ｆ５号機の評価作業以降に得られた貞観津

波の新たな知見に関する議論が完全に抜け落ちた状態で審議が進んでいったのである。 

実際に，１Ｆ３号機の評価に関し，構造ＷＧにおいて貞観地震の議論はなされていない。

東京電力の吉田原子力設備管理部長（当時）が構造ＷＧにおいて，「福島県からプルサーマ

ル計画の受入れに当たり，３条件が出されている。事業者として説明責任を果たしていく所

存であるので，保安院においても１Ｆ３号機の耐震バックチェックの中間報告について評価

作業を実施していただけると幸いです。」という趣旨のことを言っている。これは，野口課
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長が構造ＷＧのロジを担当していた私に言って，議事進行に加えたものである。｣（（２）の

１－４頁） 

｢耐震バックチェックの評価作業自体は耐震安全室が担当するので，私も実作業として１

Ｆ３号機の評価には携わっているが，その後の意思決定には関与していない。保安院内にお

ける１Ｆ３号機に関する評価作業が完了するころ，すなわち平成２２年７月ころ，私は野口

課長に原子力安全委員会に話を持っていくべきだという具申をした。私としては，（９字削除）

保安院における評価作業では議論しなかったものの，原子力安全委員会で議論してもらえれ

ば耐震バックチェックの評価結果に貞観津波に関する新しい知見が反映されると考えてい

た。 

しかし，ここでも私の意見が通ることはなく，結果として，原子力安全委員会に保安院と

しての評価結果を諮ることはなかった。野口課長から「保安院と原子力安全委員会の上層部

が手を握っているのだから，余計なことはするな。」という趣旨のことを言われたのを覚え

ている。」（（２）の４頁） 

「私としては，１Ｆ３号機の耐震バックチェックの中間報告について評価作業をするのであ

れば，貞観地震についても議論しなければならないと考えていた。（４行削除）（（２）の５頁） 

実質的に人事を担当する（３字削除）課長（当時）から「余計なことをするとクビになるよ」

という趣旨のことを言われた。結果として，１Ｆ３号機の評価作業の過程で貞観地震が議論

されなかったのは既にお話ししたとおりである。」 

「東京電力が津波堆積物調査を実施していることについても，平成２１年中には名倉から聞

いていた。前述のとおり，平成２１年９月，名倉から貞観津波についての東京電力に対する

ヒアリングの結果について報告を受けた。その報告では，東京電力が行った貞観津波につい

ての試計算結果によると，福島地点に敷地高を超える大きな津波が来るかもしれないとのこ

とであった。このとき，私は，試計算結果に対する東京電力の対応について，名倉から詳し

い報告は受けていないと思う。ただ，名倉との会話の中で，耐震バックチェックの最終報告

の段階でシミュレーションをやらないといけないという話はしたと思う。 

名倉から，東京電力が津波堆積物調査を実施しているということについても報告を受け

た。報告を受けた時期は，平成２１年９月よりは遅かったと思うが，詳しい時期は覚えてい

ない。その後，津波堆積物調査の結果がどうであったかなどの質問を名倉にした記憶もなく，

結果についてフォローしていなかった。」（（２）の７頁） 

「添付資料５のメール本文に「貞観の地震による津波は簡単な計算でも，敷地高は超える

結果になっている。防潮堤を作るなどの対策が必要になると思う。」との記載がある。だか

ら，遅くとも，このメールの送信日である２０１０年(平成２２年)３月２３日までに，私は，

貞観津波についての想定波高結果が１Ｆの敷地高を超える可能性があることを名倉から聞

いて認識していたことは間違いない。 

さらに，森山審議官も，遅くとも今述べたメールの送信日までには，（１３字削除）間違い

なく認識していたはずである。 

しかし，（１３字削除）この認識に基づいて，東京電力に対して具体的な対策についての指

示をしたことはなく，耐震バックチェックの最終報告の段階で議論する必要があると考える
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にとどまっていた。 

添付資料の５のメール本文で，私は，津波対策として，防潮堤を作るということを森山審

議官に提案しているが，（４０字削除）防潮堤を作ると，むしろ周りの集落に向かう波が大き

くなってしまうなどというデメリットの議論はあったように思う。防潮堤を作るに当たって

のメリットとデメリットは，１Ｆ３に限った話ではなく，他の発電所の場合でも議論されて

いたことである。 

なお，１Ｆ沖に防潮堤を作るという（２字削除）案について，森山審議官からは対策を急が

せろなどといった特段の反応はなかった。」 

「２０１０年３月２４日付森山審議官が私等にあてた「１Ｆ３バックチェック（貞観の地

震）」と題するメール（添付資料１）について先ほどの説明に加えて補足する。このメール

は，平成２２年３月２４日に森山審議官が１Ｆ３号機のバックチェックに関して寺坂院長

（当時）等に説明した結果を伝えてきたものである。 

院長等の上層部に対する説明であるので，この日程については事前に決まっていたのだと

思う。 

私は，添付資料５に関して既に説明したとおり，平成２２年３月２３日に，森山審議官に

対して，１Ｆにおける貞観津波に関する対策について説明している。森山審議官としては，

院長等に対する説明の準備として説明を求めてきたのだろうが，説明者である私には院長等

に対する説明が控えているといったことは知らされていない。 

院長等に対する説明に同席していたわけではないので，森山審議官が説明した際の院長等

の詳しい反応はわからない。｣（（２）の７－８頁） 

「平成２３年３月７日付東京電力作成に係る「福島第一・第二原子力発電所の津波評価につ

いて」（添付資料１２）について説明する。 

この資料は，同日，東京電力が貞観津波についての試計算結果を説明に来た際のものであ

る。この資料のうち，「「地震本部の見解に対応した断層モデル」・「８６９年貞観津波の断層

モデル」に対する津波評価について」には津波想定波高が記載されており，よく記憶してい

る。また，この資料については，東京電力から直接説明を受けたことも覚えている。 

私は，この資料を見て，１Ｆにおける津波想定波高が非常に高くなっていると認識した。

既に，この時点で１Ｆにおける津波想定波高が敷地高を超えるという認識は持っていたの

で，試計算結果を見て，さほど驚くということはなかった。｣（（２）の１２頁） 

「東京電力は，貞観津波に関する対策工事は土木学会の津波評価技術の改訂に合わせて実施

するという説明をしていた。要するに，平成２４年秋に予定されていた津波評価技術の改訂

までは対策工事をやらないということであった。 

（３字削除）この説明を受け，「それでは遅いのではないか。土木学会による津波評価技術

の改訂に合わせるのではなく，もっと早く対策工事をやらないとだめだ」「このままだと，

推進本部が地震長期評価を改訂した際に，対外的に説明を求められる状況になってしまう。」

とコメントしたことを覚えている。私のコメントに対し，東京電力は「土木学会における津

波評価技術の改訂を待って対応する。」との説明をしていた。この時には，これ以上のやり

取りはなく，私のコメントにしても単に口頭で，言っただけであり，対策工事を指示をした
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というほどのものではない。 

私が，これ以上東京電力に対して強く言わずに，東京電力の方針をいわば黙認してしまっ

たのはやはり津波に対する切迫感，危機感が足りなかったからだと思う。 

（３行削除） 

震災後に，３月７日にした東京電力とのやり取りを名倉と振り返ったことがあるが，この

やり取りの中で一番強く印象に残っているのは，やはり東京電力の対策工事が遅いというこ

とであった。しかし，３月７日の東京電力とのやり取りについて，私から，課長を含めて上

司に報告を上げたことはない。なぜなら，この時も耐震バックチェックの最終報告の際に評

価すればよいと考えていたので，この時点では報告の必要性を感じなかったからである。」

（（２）の１２－１３頁） 

 

２ 東電と保安院の犯行を自白した森山審議官メール 
この供述の中にも出てくるが，２０１０年３月２４日午後８時６分保安院森山善範審議官

が，原子力発電安全審査課長らに送ったメールには，次のような決定的というべき，津波災

害の予測と対策の緊急性をはっきりと示した内容が記されている（一部省略）。 

「１Ｆ３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。 

・貞観の地震は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。 

・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，

という趣旨のことを伝えておきました。」 

 このメールは，国会事故調の報告書の４９８頁に作成者匿名で引用されている。しかし，

具体的な状況と実名入りで明らかにされたことはなかったために，保安院の腐敗の深刻さが

認識されなかった。このメールの背景について，小林室長は次のように説明している。 

「２０１０年３月２４日付森山審議官（当時）が送信した「１Ｆ３バックチェック（貞観の

地震）」と題するメールの写し（添付資料１）について説明する。 

このメールは，森山審議官が，平成２２年３月２４日，私，名倉他３人に送付したもので

ある。 

当時，１Ｆ３号機のプルサーマル計画を進めるに当たって，佐藤福島県知事は，平成２２

年３月に「耐震安全性」「高経年化対策」「ＭＯＸ燃料の健全性」という３条件を提示してい

た。この３条件のうち，「耐震安全性」という条件をクリアするために，資源エネルギー庁

を中心とするプルサーマル推進派は，１Ｆ３号機の耐震バックチェックの中間報告の評価作

業を特別な扱いとして実施しようとしていた。この森山審議官によるメールは，これら３条

件を受け入れる前に送信されたメールであり，１Ｆ３号機に係る耐震バックチェックの中間
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報告書の評価作業を軽々に受け入れるわけにはいかないという文脈で送信されたものだと

思う。なぜ１Ｆ３号機の評価作業を受け入れられないかというと，我々としては耐震バック

チェックの中間報告の評価作業は１サイト１プラントという原則で行っており，プルサーマ

ル計画を推進するためだけに１Ｆ３号機だけ特別な扱いとして評価を実施するのは筋が通

っておらず，よくない先例を作ってしまうという懸念があったからである。 

また，プルサーマル計画を推進するという理由はどうであれ，貞観地震に関する新たな知

見が出ている中で，１Ｆ３号機の評価作業をやるとすると貞観地震への対策は必ず議論にな

る。そのような状況になれば，燃料装荷が予定されていた平成２２年８月までに１Ｆ３号機

の評価作業の結論が出ない，又は，評価作業が終わったとしても更なる対策が必要となる可

能性もあった。森山課長はその点についても懸念しており，１Ｆ３号機の評価作業はやらな

い方がよいと考えていたと思う。」 

まさに，語るに落ちたとはこのことではないか。このメールからは，森山審議官自らが，

本件事故を予見していながら，バックチェックの結論も出さず，問題を先送りすることを黙

認していたことが明らかである。我々は，同氏にも明らかに刑事責任が問われるべきである

と考え，野口，原，名倉などの保安院関係者を特定して，第二次告訴に踏み切ったのである。 

 

３ あと３－４年早く対策が命じられていたら事故は避けられた 
福島第一原発の耐震バックチェックの作業は指針ができて５年目となる２０１１年にな

っても，一向に収束しなかった。 

当時の委員の認識は次の岡村調書に示されている。 
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２００９年７月から半年ないし１年で結論が出せれば，対策をはじめることはでき，結論

は変わったはずである。 

２０１０年１１月文部科学省の地震調査研究推進本部が「活断層の長期評価手法（暫定版）」

を公表したことを契機として，保安院は，東京電力に対し，津波対策の現状についての説明

を要請した。 

２０１１年３月７日東京電力は，１５．７メートルシミュレーション結果を国に報告した。

２００２年の地震調査研究推進本部の長期評価に対応し，明治三陸地震が福島沖で発生した

場合，１３．７ｍ～１５．７ｍの津波が襲うという内容だった。 

小林勝室長は，２０１１年３月７日に，このシミュレーションの報告が東電から保安院に

対してなされた際に，次のように警告した。土木学会の津波評価技術の改訂に合わせるとい

う東電の方針に対して「「それでは遅いのではないか。土木学会による津波評価技術の改訂

に合わせるのではなく，もっと早く対策工事をやらないとだめだ」「このままだと，推進本

部が地震長期評価を改訂した際に，対外的に説明を求められる状況になってしまう。」とコ

メントしたという。しかし，これは遅すぎた警告であった。 

本件事故発生後８月まで，この３月７日の報告は国・保安院によって秘匿された。東京電

力は本件事故について３月１３日の清水社長会見以来，事故は「想定外の津波」を原因とす

るものであり，東京電力には法的責任がないとの主張が繰り返した。これを明らかにしたの

は，読売新聞のスクープであった。  

 

第４ 検察の注意義務に関する不起訴理由に対する反論 
 まず，不起訴理由書は，原発の安全対策の注意義務については，次のように述べている。 
「議決は，原子力発電所の事業者の役員である被疑者らに，極めて高度の注意義務があると

し，自然現象の不確実性等を指摘して想定外の事態も起こり得ることを前提とした対策を検

討しておくべきものであるとしている。しかしながら，原子力発電所の安全対策においても，

どこまでを想定するか，あるいは具体的に何を想定するかを定め，具体的な条件設定をした
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上でそれへの対策を講じる必要があることは否めない。原子力発電所の特性を踏まえて可能

性の低い危険性をも取り上げるべきであるとしても，あるいは自然災害の予測困難性，不確

実性を踏まえて安全寄りに考えるとしても，無制限であるわけにはいかず，可能性が著しく

低いために条件設定の対象とならないものがあり得る。したがって，事前にどこまでの津波

対策が原子力発電所の安全確保に必要と考えられていたのかを過失認定上問題にせざるを

得ず，１０メートル盤を大きく超える津波による浸水を想定すべきであったのかを，その当

時の知見を前提に検討する必要がある。 

つまり，本件過失の成否を判断するに当たっては，飽くまで本件事故後に事故から得られた

知見や教訓を抜きにして，本件事故が発生する前の事情を前提として注意義務を課すことが

できるか否かを判断せざるを得ない。」（不起訴理由書３頁） 

不起訴理由に対するコメント 

「原子力発電所の特性を踏まえて可能性の低い危険性をも取り上げるべきである」「自然

災害の予測困難性，不確実性を踏まえて安全寄りに考える」べきことを認めた点は，進歩で

ある。しかし，このような論理は具体的な判断の過程では全く無視されている。 

 「１０メートル盤を大きく超える津波による浸水を想定すべきであったのかを，その当時

の知見を前提に検討する必要がある。」としている点については，当初の不服申立で指摘し

たように疑問がある。 

津波があらかじめ想定された６メートルを超えれば，海水ポンプが機能しなくなり，冷却

機能を失う。にもかかわらず，東京地検は，１０ｍを超えない場合は，冷却機能の一部が維

持され，深刻な事態は回避できたと説明した。しかし，１０メートルをどれだけ超える津波

を予見する必要があったかは言えないとしている。このような説明には，大きな疑問がある。

想定を超えれば，事故が起き，その事故がどこまで発展するかは正確に予見はできない。１

０メートルを大きく超えなければ，冷却はできたという判断には，科学的な根拠があるとは

考えられない。むしろ，想定された６メートルを超える津波を予見し，対策を講ずるべきで

あったのに，何の対策も講じなかったことを過失責任の根拠とすれば，被告訴人らに過失が

あったことは明らかである。交通事故刑事裁判で過失を論じる際も，交通法規違反があれば，

その結果どのような事故が起こりうるかについて，詳細な予見までは求めてこなかった。 
わざわざ「１０メートルを大きく超え」るという高い基準を設定したことは，貞観の津波

を予見の対象から外し，被告訴人らの責任を追及しにくくしているといわざるをえないので

ある。 
 

第５ 検察の予見可能性に関する不起訴理由への反論 
１ 対策を講ずるためにＭ９を想定する必要はなかった  
検察は，震災前においては，本件のような超巨大地震・津波を予測する知見はなく，過去

に津波地震(地震動の大きさに比して高い津波が発生する地震)の発生が確認されていない

福島県沖について，本件のような大津波の襲来を具体的に示す研究成果は存在していなかっ

たなどと主張する。このような主張は，吉田調書においてもＭ９を想定した者はいないと声

高に主張されていた。 
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「今回，貞観津波のお話をされる方には，特に言いたいんですけれども，貞観津波の波源で

考えたときにも，うちの敷地は３ｍか４ｍぐらいしか来ないから，これは今の基準で十分も

つという判断を１回しているわけです。貞観津波の波源のところに，マグニチュード９が来

ると言った人は，今回の地震が来るまではだれもいないわけですから，それを何で考慮しな

かったんだというのは無礼千万だと思っています。そんなことを言うんだったら，日本全国

の原子力発電所の地形などは関係なく，先ほどおっしゃったように，全部１５ｍの津波が来

るということで設計し直せということと同じことですね。」（政府事故調 吉田昌郎 平成２３年８

月１６日付聴取結果書（事故時の状況とその対応について３）の２１頁） 

「○回答者 もう一ついうと，貞観津波で想定していたマグニチュードよりもっと大きいも

のが来たというのが違うところがあるわけです。 

 ２つあって，マグニチュード９が来たという大きさの部分は，今まで地震学者も津波学者

もだれも想定していなかった。 

 それから，３つのプレートがほぼ同時に動く。これもだれも言っていなかったんです。１

つ動けばあとは寝ている。連動しないというのが学会の常識だったのが，連動したわけで

す。」（政府事故調 吉田昌郎 平成２３年８月１６日付聴取結果書（事故時の状況とその対応について３）

の２２頁） 

このような検察の判断も吉田所長の判断も，原子力の安全性評価のあり方として，完全に

誤っている。この点について，添田氏は次のように論評している。 

「確かにマグニチュード９を予想した人はいなかったのですが，２００８年の論文ではマ

グニチュード８．４は考えていた。その予測でも津波は敷地高さを越えていたわけです。原

発の被害を考える時，マグニチュード９まで予測する必要はまったくなかったのです。この

あたりの吉田さんの話は支離滅裂なのですが，政府事故調で質問している人は，気づいてい

ないのか，突っこんで聞いていません。」（『科学』２０１４年１２月添田孝史報告「吉田調書をめぐる

シンポジウムより」１２８１頁） 

 このとおりである。つまり，確かにマグニチュード９の地震が起きると予測した研究者は

いなかった。しかし，７省庁津波指示や，福島沖を含めて，マグニチュード８クラスの地震

が起きることは地震調査研究推進本部（推本）も予測していたし，さかのぼれば，７省庁手

引きでも同じことが指摘されていた。吉田氏はこのことを知ってか知らずか，混同して話し

ているのである。そして，予測されていた福島沖のＭ８クラスの地震に対する対策がとられ

ていれば，高さ１５メートルという津波の高さが一致していたのであるから，原発は守れた

のである。 

少し北側の宮城県沖でこのような地震が発生していることは常識であり，プレートはつな

がっているのであるから，より南側でも根このような地震が発生することは当然想定しなけ

ればならなかった。 

 

２ 東電シミュレーションと実際の津波が方角が異なったとされる点について 
次に検察は，東電のシミュレーションは南側から津波が襲うこととなっていたが，実際の

津波は東側からであったことを指摘し，東側からの津波は予測できなかったという。 
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この点に関する反論は，回避可能性について論ずる次の項目の冒頭で反論することとする。 

 

３ Ｃランクでも，原発の安全性確保のために対策するべきことは明らかである。 
検察は，推本の評価において福島沖の評価はＣランクで，「やや低し」とされていたこと

について対策をとらなかったことの根拠として援用している。Ｃランクは４段階のランクの

下から二番目である。 

しかし，原発の安全性確保のためには１０－１００万年に一度の事象にも備えなければな

らない。 

平成１８年（２００６年）９月に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が改訂

され「新耐震指針」が制定された。 

平成１８年（２００６年）９月には，原子力安全委員会が耐震設計審査指針を改定し，津

波については極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波に

よっても，安全性が確保できることが求められることとなった。 

また，「想定されるいかなる地震力に対しても大きな事故の誘因とならないよう充分な耐

震性を有していなければならない」（逆に言うと想定される地震力をクリアしていれば良い）

としていたのに対し，新耐震指針では，「（耐震設計用に）策定された地震動を上回る地震動

の影響が施設に及ぶことにより，施設に重大な損傷事故が発生すること，施設から大量の放

射性物質が拡散される事象が発生すること，あるいは，それらの結果として周辺公衆に対し

て放射線被ばくによる災害を及ぼす」リスク（「残余のリスク」）が存在すること，事業者に

あってはこの「残余のリスク」を少なくするよう努めること，すなわち想定された地震力を

超える地震にも備えるべきことが定められた。 

ここでは「策定された地震動を上回る地震動の影響」としてあるが，耐震指針改定の経緯

を見れば，地震に伴って生じる津波の想定に関しても「残余のリスク」の対象としているこ

とは明らかである。 

津波は地震に伴って生じる現象である。耐震設計のための設定地震は対津波設計において

も想定しなければならないものである。 

少なくとも，この段階で，推本の「長期評価」を想定の対象とするべきであった。 

このバックチェックは審査期間中も対策を講じないで運転が続けられるというきわめて

安全上ルーズな位置づけで実施されていた。 

しかし，平成４年（１９９２年）の伊方最高裁判決によって原発の安全審査に関する司法

判断は最新の科学的な知見に基づいて実施することとされていたのであり，電力事業者も保

安院も，対策を先延ばしにするのではなく，重大な科学的知見には直ちに対応して，対策を

講ずることが求められていたのである。 

 

４ 原発６号機を合計して１万年から１０万年に１回という事故確率が計算されていれば，

これに対応するのは当然である。 
検察審査会の議決は， 

「東京電力は，１０ｍを超える津波が襲来する確率は，１万年に１度から１０万年に１度
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との試算を得ていたが，これは耐震バックチェックの基準地震動に用いた地震動の確率と同

程度であり，耐震審査設計指針の「施設の供用期間中に極めてまれではあるが，発生する可

能性があると想定することが適切な津波」というべきである。また，伊方原発最高裁判決の

趣旨，原子力安全委員会安全目標専門部の報告書の趣旨からも，推本の長期評価は取り入れ

られるべきものといえる。」（議決書７－８頁） 

との判断を示していた。 

このような検察審査会の明快な議論に対して，反論できなくなった検察は驚くような屁理

屈を考え出した。すなわち，検察は， 

「再捜査の結果，東京電力では，津波の確率論的評価(注２)を試験的に実施し，１号機な

いし４号機について，Ｏ．Ｐ．＋１０メートルを上回る津波が襲来する確率は１０万年から

１００万年に１回，本件津波の高さに匹敵する１３メートルでは１００万年から１０００万

年に１回と算出されていたことが認められるどころ，これら震災前に把握されていた数値等

を根拠に，本件結果を回避できる措置を講じておくべき義務があるとまでは認められない

(なお，第一次不起訴処分及び議決において触れられている１万年から１０万年に１回とい

う確率は，６号機の数値であり，再捜査によって，今回の事故が起きた１号機から４号機の

数値が上記のとおりであることが明らかとなった。)。」（不起訴理由書５頁） 

というのである。 

しかし，これなどは，東電を救うために無理矢理理屈を捜したものとしか言いようのない，

くだらない議論である。原発は福島第１には合計６機あり，これをセットで安全性を確保し

なければならない。５－６号機が助かったのは，たまたま定期検査中であったからに過ぎな

い。確率を各号機ごとに別々に考えることには何の根拠もない。１－６号機全体の事故に至

る合計確率を求め，それが１０万年から１００万年に１回を超えるならば，対策をとること

が原子力安全の水準として当然の考え方である。 

 なお，この点について被疑者武藤は，国会事故調へのヒアリングの中で，「１００年に１

回以下といった，炉の寿命スパンよりも頻度が低いような自然災害への対応には切迫性がな

いと判断していた。」と述べている。しかし，このような考え方は，原子力安全の基本を忘

れた暴論であり，これに対して過失責任が問えないとすれば，次の重大事故は避けられない

であろう。 

「東電のリスクへの対応の特徴として，前述の耐震バックチェックについても同様である

が，シビアアクシデント（ＳＡ）対策や自然災害対策などの実施が極めて緩慢で，検討から

対策まで５～１０年といった長い時間をかけるという点が挙げられる。この理由について東

電の武藤栄副社長（以下「武藤副社長」という）は「１００年に１回以下といった，炉の寿

命スパンよりも頻度が低いような自然災害への対応については，切迫性がないと判断してい

た」と述べている。 

しかし，日本に存在する５０基のプラントのおのおので，仮に１０００年に１度（/年・

炉）の頻度で事故に至るようなリスクを放置するとすれば，日本中のどこかで事故が発生す

る確率は相応に高まる。そのような状態が１０年間単位で放置されたとすれば，日本のどこ

かで事故が起こったとしても何ら不思議ではなく，このような緩慢なリスク対応の姿勢は，
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事業者として到底許されざるものである。」（国会事故調報告書 ５.１.２（３），４６０－４６１

頁） 

まさに，このとおりであるといわなければならない。 

 
５ 貞観地震に関する知見を考慮すれば，追加津波対策が必要であることは明らかであった 
 また，検察は貞観の地震に関して，想定が，１０メートルを超えていないことを根拠に，

対策不要とした。 
「震災前に，貞観地震に関する知見も進展しつつあったものの，震災前に可能性があるも

のとして仮定的に示されていた貞観地震の波源モデル(注３)は，震源域の広さやすべり量等

の点で，本件地震の規模には及んでおらず，実際に，当時示されていた波源モデルに基づく

福島第一原発における津波高の試算結果は，いずれの場所も１０メートルに及んでいない。

加えて，貞観地震については，専門家の聞でも，これと同様の地震発生の現実性，切迫性が

認識されていたとはいえず，その現実性，切迫性が認識されるべき状況にあったとも認め難

く，貞観地震の知見を根拠に１０メートル猿を大きく超える津波による浸水を予見すべきで

あったとは言えない。」（不起訴理由書５頁） 

 この原発の想定津波高さは，当時５．７メートルであった。９メートルの既往最大の津波

が堆積物の調査で裏付けられたのであれば，この値に１．５倍なり，２倍なりを乗じた津波

に対する対策を講じなければならないはずである。 

 実は，この計算には，注記がついており，東電自らの手で，「不確実性の考慮のため，津

波水位が２－３割高くなる可能性がある」と明記されているのである。 

 そうすれば，１０メートルを下回るから考慮しないという検察の根拠は崩れ去る。このよ

うな極めて重要な想定条件の問題点を，検察は知ってか知らずか，無視しているのである。 

 

（添田孝史氏作成のプレゼンより引用） 
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 そして，もう一度強調しておきたいことは，東電はこの９メートルの津波にすら何ら対応

しなかったのである。９メートルの津波に対する対策を講じていたが，それが不十分で深刻

な事故になったのではないのだ。想定の６メートルを超えれば，さまざまな異常が生ずるこ

とは予め想定されていた。試算結果が，１０メートルを僅かに１メートル下回っているから，

対策不要という考え方は原発の安全確保の立場からはあり得ない暴論である。 

 また，貞観の津波が「その現実性，切迫性が認識されるべき状況にあったとも認め難」い

という点は，明らかに事実に反する。 

貞観地震の現実性と切迫性は，上記にるる引用した岡村意見，小林調書，森山メールなど

から，明らかに認定できる。この点について我々は，委曲をつくして説明したが，不起訴決

定は完全にこれを無視し，告訴人らの主張に対して何の判断も示していない。 

 

６ 土木学会への検討依頼が時間稼ぎであったことは明らか 
検察は，検審の議決が，「東京電力は，推本の予測について，容易に無視できないことを

認識しつつ，何とか採用を回避したいという目論見があったといわざるを得ない。」とした

ことについて， 

「東京電力は，最大の試算結果を把握した後，土木学会に対し，推本の当該評価に関する

検討を委託しているところ，当該委託は，法令上の安全性が確保されていることを前提とし

て，安全性の積み増し又はその信頼性の向上を図る自的でなされたものであったこと，その

委託に平成２４年３月２３日という期限を定めるとともに，原子力発電所における津波評価

技術の改訂を委託しており，これが改訂されればこれを踏まえた対策を講じる予定であった

こと等からすれば，議決指摘のように推本の当該評価の「採用を回避したいという目論見が

あった」とまで認めることは困難である。」（不起訴理由書５頁） 

と判断を示している。 

これも，当時，一刻も早く耐震バックチェックを完了させなければならない状況にあった

こと，土木学会の実情が電力会社の完全な言いなりであることを無視した机上の空論である。

土木学会は東電の言いなり組織であった。推本の長期評価をなきものとするための工作の場

が土木学会の津波評価部会における検討であった。この津波評価部会には，東電の津波対策

の中心人物として，この対策の見送りの中心人物である酒井俊朗（委員）と高尾誠（幹事）

が含まれていた。 

まず，この津波評価部会には，津波の専門家である首藤氏が参加していたが，委員幹事合

計３１名のうち地震学者は一名しかおらず，１３人が電力会社，５人は電力の関連団体に所

属していた（「原発と大津波 警告を葬った人々」 ９８頁）。まさに，電力関係者に牛耳られてい

る組織であった。平成１３年の委員名簿をみると，新たな告訴事件の被告訴人である酒井俊

朗，高尾誠も含まれている。 

また，その津波に関する土木学会手法の研究費の全額（１億８３７８万円）と手法の審議

のための学会への委託費用（１３５０万円）の全額が電力から支出されていた（国会事故調報

告書９２頁 東電の書面回答による）。 
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平成１２年（２０００年）１１月３日の第６回会合に評価部会幹事団（１０人中２人が東

電社員，一人は東電子会社員，三人は電力中央研究所員）は，数値誤差を見込まない安全率

一倍とする基準を提案した（「原発と大津波 警告を葬った人々」 ３５頁）。電力関係者が過半数

を占める幹事会で，首藤，阿部両顧問の「倍半分」を否定した基準を否定したものだ。この

点に関して，先日公開された今村文彦東北大学教授の政府事故調に対する聴取結果書には次

の記載がある。 

「Ｑ：第６回の部会で，補正係数を１．０としてよいか議論してくれとコメントしたのは誰

か」 

「Ａ：首藤先生。 

安全率は危機管理上重要。１以上必要との意識はあったが，具体的に例えば１．５にする

のか，従来の土木構造物並びで３まで上げるのかきめられなかった。本当は議論しないとい

けなかったのだが，最後の時点での課題だったので，それぞれ持ち帰ったと言うことだと思

う。」 

まさに，科学的には安全率が１以上必要であることは明らかであったにもかかわらず，委

員の多数をしめる電力によって，科学者たちは黙り込まされてしまったのである。 

この基準について首藤氏は，「補正係数の値としては議論もあるかと思うが，現段階では，

とりあえず１．０としておき，将来的に見直す余地を残しておきたい」と述べたとされる（「原

発と大津波 警告を葬った人々」 ３５頁）。同書の４１頁以下には，このような基準を最終的に

是認した首藤氏に対する，インタビューが掲載されている。まさに，首藤氏は電力の虜とな

り，自らの科学的良心をも裏切って自ら発した警告を葬ってしまったと言わなければならな

い。そして，首藤氏が約束した，このような見直しがなされることもないままに，我々は３・

１１を迎えたのであった。 

そして，この土木学会手法に従って，平成１４年（２００２年）３月には福島第一原発で

想定される津波高さを５．７メートルに見直し，これに合わせて６号機の非常用海水ポンプ

電動機をわずか２０センチかさ上げする工事を行った（「原発と大津波 警告を葬った人々」 ４

０頁）。まさに，アリバイ的な対策が講じられたのである。この馬鹿げた対策工事の経過その

ものが，東電の「長期評価」つぶしの一環であったことがわかる。 

土木学会手法の問題点は，そもそも電力関係者に支配された組織構成の下で，もとより公

正な審査は望みようがないものであった。さらに，先に見たように，土木学会手法は福島沖

のプレート境界地震を否定していること，安全率を全く考慮していないことなど，科学的に

も著しく不合理なものであった。このような誤った手法が採用されたのは東電関係者などの

電力関係者の工作によるものである。この手法に科学的合理性がないことは，工作者である

電力関係者自身が十分認識していたはずである。 

まさに，被疑者武藤と武黒は明らかに本件事故のような深刻な災害を予見し，その回避の

ために必要な対策とその予算についても具体的に検討しながら，その対策に要するコストと

時間，そして一定期間の運転休止を見込まなければならないという事態のなかで，自社の利

益のために問題を先送りするためにみずからの配下ともいうべき土木学会に検討を委ねた

のである。これは，対策をサボタージュするための故意にも近い極めて重大かつ明白な過失
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である。 

 

第６ 検察の結果回避可能性について不起訴理由への反論 
１ シミュレーションにしたがって南側に防潮壁を築いても事故は回避できなかったとい

う空論 
津波がシミュレーションと異なり，東側から来たことを前提に，検察は， 

「上記推本の当該評価に基づくＯ．Ｐ．＋１５．７メートルとの最大の試算結果に対応す

る措置としては，試算結果で津波が遡上することとされていた敷地南側に防潮堤を建設する

ことが考えられる。 

これに対し，本件津波は，前記のとおり，敷地東側の長さ約１．５キロメートルの海岸線

から，全面的に敷地に越流したのであるから，仮に事前になされていた最大の試算結果に対

応して越流する敷地南側に防潮堤を建設したとしても，本件津波は防潮堤のない敷地東側の

海岸線から越流することとなり，本件津波の襲来に際し，その浸水を阻止し，結果を回避で

きたとは認められない。」（不起訴理由書６頁） 

と論ずる。 

この奇妙な論理は，簡単に説明すれば，事前のシミュレーションでは南側から高い津波が

来ることになっていたから，防潮堤も南側に築くことになったはずで，実際の津波は東側か

ら来たので，南側の防潮堤だけでは被害は防ぐことができなかったというのである。 

しかし，この理屈は東電内部で検討されていた津波対策案を検討するだけで，意味のない

ことが分かる。東京地検は，シミュレーションにしたがって南側の防潮堤が築かれたはずだ

という。 

しかし，一度目の不起訴決定の際の福島地検での説明会で我々が捜査担当検事に確認した

ところによると，東京電力内に南側だけＯ．Ｐ．＋１５．７に防潮堤を作るというような計

画があったわけではない。津波がどちらから来るかは，高さ以上に来てみなければわからな

いのであり，防潮堤を作るとすれば，海と敷地の間に築く計画になったはずである。試算結

果は高さに意味があるのであり，津波による敷地の冠水を防ぐためには，一定の方角だけに

防潮堤を築くだけでは不十分で，敷地と海の境界全体に防潮堤を築かなければ有効な対策に

はなり得ない。検察官の述べていることはまさに議論のための議論であり，屁理屈と言うほ

かない。 

 

２ 事故後に規制当局によってとられた対策は無効だとする検察の理論 
検察は，浸水を前提とした措置をとっていても，事故は防ぐことはできなかった，または

間に合わなかったとする。 

「本件津波により敷地が浸水したことを前提として，遡って事故を回避する措置を考えた

場合には，議決が指摘する浸水を前提とした対策(上記㋐蓄電池や分電盤を移設し，ＨＰＣ

Ｉ(高圧注水系)やＳＲ弁にケーブルで，接続すること，及び，㋑小型発電機，可搬式コンプ

レッサー等を高台に置くと等の措置)を講じておくことが一応考えられる。 

しかしながら，事故前の当時においては，津波に関しては，詳細な指針等が定められてい
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た地震動と異なり，独立した審査指針等はなく，地震の随伴事象として抽象的な基準が示さ

れていたにすぎなかった。また，当時，原子力発電所の津波対策に関しては，一定の想定水

位を定め，当該想定水位までの安全性を絶対に確保するという考え方(確定論)に基づいて，

安全性が確認されており(事故前の津波評価に関する事実上の基準とされていた津波評価技

術は，確定論に基づく考え方である。)，確定論により得られた想定水位を超える確率を算

出して，安全性評価の判断資料とするという津波の確率論的評価は，その手法に関する研究

が進められていた段階であり，いまだその手法が確立された状況になかったことなどが認め

られる。これらの状況を背景として，敷地高を超える津波を想定する必要性や，その具体的

対策として，本件結果を回避できるような浸水を前提とした対策(前記㋐及び㋑の措置)を講

じておく必要性が一般に認識されていたとは認められない。 

さらに，実際に本件のような過酷事故を経験する前には，浸水自体が避けるべき非常事態

であることから，事故前の当時において，浸水を前提とした対策をとることが，津波への確

実かつ有効な対策として認識・実行され得たとは認め難い。 

加えて，仮に，事故前の当時，本件結果を回避できる浸水を前提とした措置(前記㋐及び

㋑の措置)を講じることとしても，ＨＰＣＩ等と蓄電池等を接続する等の工事を行う必要が

あるため，工事期間のほか，原子炉設置変更許可等の所要の手続を経る必要があることから，

２年９か月以上を要したものと認められ，被疑者らが最大の試算結果を知った時期等に鑑み

ると，本件地震・津波の発生までに対策を了しておくことができたとは認め難い。 

なお，本件結果を回避できる措置としては，本件津波が越流した敷地東側に防潮堤を建設

することも考えられるが，その措置を講じるには３年７か月以上を要したものと認められ，

防潮堤についても，本件地震・津波の発生までに対策を了しておくことができたとは認め難

い。」（不起訴理由書６頁） 

しかし，これも，現実を無視した空論である。本来であれば，２００８年の段階で東京電

力が立てた津波対策計画に基づく工事を前提に，このような対策がなされていたとして，事

故がどのように進展していたかを議論するべきである。東電が立てていた対策は，事故の結

果を変えた可能性がある。そのことは，女川や東海第２の例を見れば，一目瞭然である。そ

して，事故の結果を少しでも軽減することが可能であったとすれば，対策をとらなかったこ

とと事故の結果とは因果関係があり，追加で発生した事故の結果に関しては，東電の対策は

回避可能性をもっていたこととなる。 

 

３ すぐできた対策も事故対策としては無力だと無理矢理こじつける検察 
また，検察は，事故前に確実に可能であった時間のかからない対策も，事故の結果を変え

なかったという推測を述べて結果の回避可能性を否定する。このニヒリズムは，原子力は結

局どんな対策をとっても，自然災害の前には無力だと述べているようでもあり，原発の稼働

は認められないという理屈にもつながりうる。しかし，論理的には，やはりおかしい。 

「議決が指摘する「長期間を要しない安全対策(電源車や電源盤を搭載した自動車，可搬

式コンプレッサ一等を高台に移設するなどの方策)」についても検討した。しかしながら，

今回の事故では，ＨＰＣＩ(高圧注水系)やＳＲ弁に電気を供給する電源盤が被水して機能を
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喪失したため，仮に電源車や電源盤を搭載した自動車を高台に配備していたとしても，津波

襲来後にがれきを撤去し，これらの電源車，電源盤を建屋付近に移動し，ＨＰＣＩ等とケー

ブルで接続する等の作業を行う必要があるところ，津波到達から数時間後には１号機で炉心

損傷が開始していることから，早期に上記作業を終了させてＨＰＣＩ等の機器を稼働させる

ことができたと認めることは困難であり，「長期間を要しない安全対策」によって，事故を

避けることができたとは認め難い。」 

「議決が指摘する「建屋の水密化」についても検討したが，仮に防潮堤がなければ，津波

の越流に伴い，敷地上の車両やタンク等大きな構造物が漂流物として流されて(本件津波で

も実際に確認された)，建屋に衝突し，水密化が維持されないことも想定される上，仮に，

推本の当該評価に基づく試算結果にしたがって建屋を水密化したとしても，上記のとおり，

今回の津波の浸水深は，試算結果を大きく上回っており，建屋の水密化によっても，事故を

回避できたと認めることは困難である。」 

「震災前に１０メートル盤を大きく超える津波の襲来を予測すべき知見があったとはい

えないこと，そこまでの規模に至らないものも含めても，切迫した時期に津波が来る可能性

を示す情報や知見もなかったこと，法令上の安全性の確保を前提に原子力発電所が稼働して

いたことからすると，あらかじめ原子力発電所を停止するべきであったとは認められない。」

（不起訴理由書７頁） 

この点の反論も，前記と同様である。 

これらの対策は，事故後に採用されているものであり，事故の結果を少しでも軽減するこ

とが可能であったと考えられる。とすれば，対策をとらなかったことと事故の結果とは因果

関係があり，追加で発生した事故の結果に関しては，東電の対策は回避可能性をもっていた

こととなる。 

 

第７ 検察審査会による強制起訴と検察による新告訴の厳正捜査を求める 
検察の判断の末尾は次のようにまとめられている。 

「以上のとおり，東京電力の役員らに刑罰を科すかどうかという刑法上の過失犯成否の観

点からみた場合，本件事故について予見可能性，結果回避可能性及びこれらに基づく注意義

務を認めることはできず，犯罪の嫌疑は不十分である。」（不起訴理由書７頁） 

 我々は，犯罪の嫌疑は，検察審査会の決定がなされた当時に比べても，格段に濃厚となっ

たと考える。 

 武藤類子団長の，不起訴を受けて地検へ提出した抗議文では次のように述べている。 

「２０１５年１月２２日に東京地方検察庁が出された再度の不起訴処分に対し，福島原発告

訴団は深い悲しみと憤りの中にいます。 

今回の処分は，大津波への対策の不作為や揉み消しなどの真実が明らかになっているにも

関わらず，加害者の不起訴理由を何とか探しだしたようにしか感じられません。とうとう強

制捜査もなされませんでした。 

 検察の本来の仕事は被害者に寄り添い，あらゆる捜査を尽くすことではないのでしょうか。 

 検察審査会の起訴相当の議決は大多数の国民の意思を表しています。その議決を検察は無
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視したことになります。 

 原発事故から４年が経とうとしている今も，さまざまな困難の中に生きる私たち原発事故

の被害者はこの事故の責任がきちんと問われなければ，本当の人生の再建はありえません。

また，同じような悲劇が繰り返される事をくい止める事ができません。 

 今回の東京地方検察庁の処分と姿勢に強く抗議致します。 

同時に，福島原発告訴団の１月１３日に提出した新たな告訴に対しては，今度こそ被害者

の側に立ち，あらゆる捜査を尽くす事を要請致します。 

市民の幸せと安全のために働い下さる事を要請します。」 

 弁護団は，これに応えて，検察審査会への働きかけを強化し，検察審査会に再度の起訴相

当の決定により，東電役員３名に対して強制起訴を求めたい。 

また，我々は，１月１３日には，福島原発告訴団第二次津波告訴（２０１５年告訴）をお

こなった。添田孝史氏の「原発と大津波 警告を葬った人々」と政府事故調の調書の一部公

開という援軍を得て，津波対策を組織的にサボタージュしていた東電と保安院の恐ろしい結

託と裏切りの闇の実態が暴かれてきた。新たに東電や経済産業省旧原子力安全・保安院，電

事連，原子力安全委員会の当時の幹部らについて追加告訴している。告訴団の武藤類子さん

は記者会見で「政府の事故調査委員会の調書が公開されるなど，新たな証拠が次々と出てき

ている。検察はきちんと調べて真実を明らかにしてほしい」と話している。 

 東電役員の武藤，武黒，勝俣の強制起訴は必至である。強制起訴では検察官役は弁護士が

務める。検察官役を務める弁護士の体制の強化が次の大きな課題となってくるであろう。人

数は通常３人までとされているが，それでは不足することが明らかだ。予算，バックアップ

体制などの強化も必要である。 

 告訴団と弁護団は，刑事法廷で，福島原発事故の真実を明らかにするため，最後まで闘う。

第二次告訴にはこれからでも加われる。２月中旬には第二次告訴の告訴人の大募集を始める。

ぜひとも，ともに闘って欲しい。 
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