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（７）結論 ................................................................................................................ 187
第８ 犯罪被害者とその遺族の無念の心に答える判決を .................................................188

第１ 告訴団代理人としての意見書とこの意見書との関係
１ 我々は，本件の告訴代理人であり，検察審査会への申立代理人であった
私たちは，本件の犯罪被害者遺族の代理人である。と同時に私たち（弁護士河合弘之，弁
護士海渡雄一）は，本件の出発点となった刑事告訴の代理人であった。
４月５日に提出された意見書は，私たちの刑事告訴代理人としての経験，東電株主代表訴
訟の代理人としての活動も踏まえて，本刑事訴訟において取り調べられなかった証拠関係に
ももとづいて，私たちの意見を述べたものである。
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したがって，この書面は訴訟の正規の書面としては扱われないことを前提に提出したもの
である。
今回提出する書面は４月５日に提出した意見書から，刑事裁判では取り調べられていない
証拠に基づく部分を原則として除外してまとめたものであり，犯罪被害者遺族の代理人とし
ての正式書面として，刑事裁判所の検討を求める書面である。
検察審査会の２度の議決（２０１４年７月に起訴相当の議決，２０１５年７月に強制起訴
の議決）は，本件刑事訴訟の出発点として重要な文書であり，判決裁判所としても，どのよ
うな経過で今のような証拠関係が明らかになっていったのかを，歴史的事実経過として確認
されるように求める。
とりわけ２回目の検察審査会議決書は極めて重要なものである。
政府事故調の報告書ではわからなくされていた，東電の土木調査グループが，本気で津波
対策の実施を役員らに進言し，一度は長期評価に対応する工事を実施する方針を御前会議で
了承させ，その方針を福島県にも説明しておきながら，津波高さが１０メートル盤を超え，
大規模な津波対策工事が必要になることがわかった途端，被告人らが，部下の進言を抑え込
み，不可避の津波対策を先送りしてしまった姿が明らかにされている。そして，この議決の
中身は完璧に指定弁護士によって証明されたといえる。この議決が一般市民の捜査記録の読
み込みによってつくられたという事実の重みを裁判所は尊重すべきである。
２ 最高裁は今年の夏までに福島原発事故について，国に責任があるかどうかの判断を示す
予定である
福島原発事故から１１年が経過した。東京電力は，事故の加害者であり，国の援助なしで
は会社の運営もできない状況であるにもかかわらず，全国で闘われている被害者住民らに対
して損害賠償訴訟の法廷で「被害などなかったのだ」「避難するのが間違いなのだ」という
「被害の否定」の主張を繰り広げはじめている。
東電の責任について，最高裁第２小法廷(菅野博之裁判長)は，本年３月４日，仙台高裁
判決（生業訴訟）と東京高裁判決（一審が前橋地裁判決），東京高裁判決（一審が千葉地
裁判決）の３件について東電による上告を棄却し，また本年３月３０日には，高松高裁判
決（一審は松山地裁判決）についても東電による上告を棄却し，原発事故の賠償に関する
国の基準を上回る慰謝料の支払いを命じていた高裁判決が確定した。このことは公知の事
実である。
国の責任については，国に法的責任ありとする高裁判決が３つ（仙台高裁判決，東京高裁
判決（一審は千葉地裁判決），高松高裁判決），責任なしとした高裁判決が１つ（東京高裁
判決（一審が前橋地裁判決））と，国に責任があるとの判断が圧倒的に優勢であるところ，
最高裁では，相次いで口頭弁論が開かれている。口頭弁論を踏まえ６月中には統一的な判断
を示すと報道されている。
我々は，この最高裁判決によって福島原発事故についての国家賠償責任を確定する判決が
確定するものと確信している。すると，本件は，国にも東電にも法的責任があると判断され
た原発事故について，東電の役員が，原発事故を予見し回避することができたかという刑事
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責任が問われる裁判となる。
３ 本件と争点を共通にする東電株主代表訴訟における判決も７月に示される。
福島原発事故について東電役員に民事責任があるかどうかが問われている東電株主代表
訴訟は，本年７月１３日に東京地裁で判決が予定されている
我々は，刑事告訴と検察審査会への申立と併行して，東電株主代表訴訟の原告株主の代理
人も務めてきた。この訴訟は，東電の株主である原告３９名，共同訴訟参加人１０名が，２
０１２年（平成２４年）３月５日に同社の役員であった勝俣恒久（会長），清水正孝（社長），
武黒一郎（フェロー（元副社長）），武藤栄（副社長，原子力・立地本部本部長），小森明生
（原子力・立地本部副本部長（元福島第一原発所長））に対して，会社にもたらした２２兆
円の損害賠償を求めている事件である（肩書は事故時）。東京電力は，被告側に補助参加し
ている。
賠償を求める損害額２２兆円は廃炉費用，損害賠償費用，除染費用などを合算した金額で，
経済産業省が見積もった金額である。
この裁判には本件刑事裁判の訴訟資料はほぼすべて提出されている。さらにそれに付加し
て４人の専門家の証人調べ，被告ら（勝俣被告，武黒被告，武藤被告，清水被告。なお，小
森被告は体調不良により尋問不能であった。）に対する本人尋問，福島第一原発における現
地進行協議が実施された。
他の裁判と比べて，東電株主代表訴訟では，最も充実した証拠方法にもとづいて，被告人
らを含む５人の東電役員の民事責任の有無がまもなく判断されようとしている。これらの証
拠調べの内容をこの書面で明らかにすることはできないが，これらの証拠調べにもとづいた
東京地裁商事部の判決は７月１３日には言い渡され，この判決は本件においても，証拠調べ
可能である。
とりわけ，刑事裁判所が却下した濱田信生証人と渡辺敦雄証人の証拠調べの結果，４人の
被告本人に対する尋問結果にもとづいて裁判所が行う判断結果は，本件において，ぜひとも
参考にしていただきたい。
また，２０２１年（令和３年）１０月２９日，東電株主代表訴訟を審理している東京地裁
民事８部（商事部）(朝倉佳秀裁判長)は，３．１１後，裁判所として初めて現地調査のため
に福島第一原発の現地に立ち入り，現地進行協議を実施した。裁判所は，前記の４人の専門
家の証人調べの終了した段階で，
「現地の状況の図面と写真は証拠として提出されているが，
これだけでは現地の状況が十分にわからない。現地の地形や機器の配置，開口部などについ
て，「立体的」「三次元的」に把握するために，現地進行協議を実施する。」と判断したので
ある。この現地進行協議の結果にもとづいて裁判所が行う判断についても，本件において，
ぜひとも参考にしていただきたい。
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