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Introduction: はじめに 
原子力の平和的利用の原子力損害賠償については、
今日、地球規模の論争となっている 

そのような賠償について、国際的な賠償の枠組み
は、上限をつけている。 

 事業者の賠償責任の上限は、起こる損害の甚大さに
比較して、非常に小さい。 

インドは現在、サプライヤーが賠償責任を有する
法律を持つ唯一の国である。 

この動きは、インドの賠償法の分野においては意
外でも、突然でもない。インドの賠償法は、独自
なもので、人権擁護に重きが置かれてきた。 



International Regime:国際的な枠組み 

 1960年の原子力分野における第三者責任に関するパリ
条約 

 1963年の原子力損害の民事責任に関するウィーン条約 

この二つの条約は、チェルノブイリ事故の後、地理的な
範囲の統合のため1988年に共同議定書で一体化された。 

 1997年にウィーン条約の改正がなされ、IAEA加盟国が、
原子力損害の補完的補償に関する条約（CSC)を採択し
た。 



International Regime:国際的な枠組み 

これらの条約は似たような原則を持つ: 

1. 原子力設備を運営するものが、集中して、原子力損
害賠償責任を負う 

2. 事業者は厳格/無過失責任を負う 

3. 他国の裁判所を排除し、一国の専属管轄権を認めて
いる。 

4. 賠償責任が期間、金額ともに有限である 

 

5. 事業者の賠償責任の経済的担保を義務付けている。 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

 Rylands v Fletcher [1868] UKHL 1 

厳格責任主義の誕生 

 Blackburn, J.: “もし、ある人が、ある目的で
彼の敷地内に潜在的に危険なものを持ちこみ、
保持し、それが逃げ出して、何か損害を起こ
したら、その人の責任となる” 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

  Rylands v Fletcher: における例外 

1. 神の行い (例: 地震、洪水） 

2. 第三者による行動 （例:妨害行為 ) 

3. 原告の過失 

4. 原告の同意 

5. 法定権利 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

 

インドは、イギリス連邦の一国として、 

Rylands v Fletcher 例を踏襲： 厳格責任の原
則 

1987年に、状況が変化した。 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

 M.C. Mehta v Union of India (1987) 1 SCC 

395 (Shriram Gas Leak Case a.k.a. Oleum 

Gas Leak Case)の件において、インドの最
高裁判所で、絶対責任が定着した。 

 “企業が危険な行為をしたために、例えば有害
ガスの漏出などが起きた場合、その企業は、
例外なく厳格／絶対責任を負う。（ Rylands 

v Fletcher からの厳格／絶対責任） 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

ボパール化学工場事故 

 インド史における最悪の産業事故 (03.12.1984) 

 公式死者数ー事故当日で2500人 以降で2800人 

 社会活動家らによる報告ー事故当日で8000人、以
降で8000人 

 1986年、インド政府はユニオンカーバイド社を訴
え、30億ドルの損害賠償を請求。 

 1989年の完全かつ最終合意で、4億7千万ドルがイ
ンド政府および被害者に支払われた。 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

ボパール化学工場事故 

 1989年の和解は、最高裁判所でなされ、政府は
すべてのユニオンカーバイド社に対する刑事訴
訟を取り下げた。 

 1996年、最高裁判所は、過失殺人から過失致死
とした（最高2年の刑） 

 告訴されたウォーレン・アンダーソンは失踪し
ている。  

 政府は2004年、引き渡しを要請したが、米国政
府は拒否している。 



Background of Indian Liability 

Regime:インドの賠償法の背景 

完全責任の原則は、国会議員により、認識さ
れている。 

 公衆賠償責任保険法、 1991 

 国家環境裁判所法、1995 

無過失責任の原則は原子力損害賠償法
（2010）に反映されている。 



The Civil Liability for Nuclear 

Damage Act, 2010:原子力損害
に関する賠償民事責任法 

原子力事故の際の有限責任を規定。印米の原子力事業
に関する事業の実行時に導入された。 

同法なしでは、原子力産業がインドで事業を行うリス
クを負うかどうかについての深刻な疑問が生じる。 

インド政府が原子力技術を米国その他の国から輸入す
る時、この法が鍵となる。（輸出国にとって  リスキー
なものとなる） 

 2010年8月25日に下院を通過。 

 2010年30日に上院を通過。  

 2010年9月21日に首相の同意を得る。 



The Civil Liability for Nuclear 

Damage Act, 2010:原子力損害
に関する賠償民事責任法 

 

 原子力損害の賠償を規定し、被害者への賠償手続
きを明確化している。  

 事業者は無過失責任を負い、求償権を有している。 

 事業者の賠償に150億ルピーの上限を定めている。 

 全ての事業者（中央政府を除く）は、賠償を担保
するための保険をかける必要がある。  

 原子力損害の際に、誰が賠償を請求できるか、ど
の当局が評価し、賠償を支払うかを定めている。 

法を遵守しないものは罰せられる。 



Capped vs Uncapped 

Liability:有限責任 対 無限責任  

原子力損害に関する賠償民事責任法6条で、賠償責任の
制限を規定している。 

各原子力事故の賠償責任額の上限は特別引き出し権、3

億ルピー相当。（または中央政府が告知で指定するそれ
以上の金額） 

各原子力事故の原子力事業者の賠償責任は150億ルピー。  

さらに賠償責任額には、金利や手続き費用は含まない。 



Capped vs Uncapped 

Liability:有限責任 対 無限責任 

 2010年の原子力損害に関する賠償民事責任法ができる
前の賠償の上限は、同額だったが、上限の引き上げは含
まれていなかった。 

事業者の賠償責任の上限は150億ルピーに制限されてい
る。 

現在の法律では、賠償責任が事業者の賠償責任額を超え
る場合、中央政府が超える分の賠償責任を負う。 



Capped vs Uncapped 

Liability:有限責任 対 無限責任 

中央政府は、自らが所有する施設の場合、お
よび尋常ではない重大な自然災害、武力紛争、
戦争行為、内戦、暴動またはテロ行為が理由
の場合、賠償責任を負う。 

原子力損害に関する賠償民事責任法6条に規
定されているように、賠償には上限がある。 

インドの賠償責任の上限は、他の国々のそれ
と比較すると、以下に示すように、非常に少
額である。 



Capped vs Uncapped Liability:

有限責任 対 無限責任 
Country Cap on Liability 

日本 無限 1200億円を超えると国が援助 

アメリカ (1) 3億ドルが事業者からまかなわれ、 (2) 100億ドルが、全原子力施設業者による基金

からまかなわれ、(3)最後に政府が支援する 

フランス プラント毎に9100万 ユーロ  

ロシア 国内の原子力保険プールが3億5000万ドルまでを補償。 

カナダ 現行法の6億5000万ドルから7500万ドルに保険額の変更を検討（2010年の報道より） 

中国 どの賠償条約にも加盟せず。1986年の国内法のみ 

ドイツ T無限責任。ただし、事業者は原子力発電所ごとに25億ユーロを担保する。2億5600万

ユーロまで事業者が加入する保険で補償する。 

英国 主要な施設毎に1億4000万ポンド。事業者もその額まで責任を持つ。 

 スイス 事業者は6億ユーロまで保険をかけるよう義務付けられている。 

 フィンラ

ンド 
ウィーン条約でカバーされる15億ユーロ以上は、事業者の無限責任。少なくとも7億ユー

ロの保険が義務付けられている。  

Sweden 

スェーデン 
事業者は、少なくとも3億200万ユーロの保険が義務付けられている。それ以上は政府が

60億スウェーデンクローネまでカバーする。 

 チェコ 2億9600万ユーロまでをカバーする保険加入が義務付けられている。 



Evolution of S.17 of Civil Liability on 

Nuclear Damage Act, 2010:-原子力損害
に関する民事責任法（2010年）17条の進
展: 

 2010年 原子力損害に関する民事責任法案, 

 原子力事業者（電力会社）に求償の法的権利を与えた 

 法案段階で書かれていた権利の行使できる条件: 

a) かかる求償権が契約上明文で定められていること; 

および 

b) 原子力事故が原料や設備や業務を提供する供給者又
はその従業員の故意または重過失によって引き起こ
されたこと。; 

c) 原子力事故が原子力損害を生じさせる意図を有する
個人の作為又は不作為によって引き起こされたこと. 



Evolution of S.17 of Civil Liability on 

Nuclear Damage Act, 2010:原子力損害
に関する民事責任法（2010年）17条の進
展: 
 原子力損害に関する民事責任法（2010年）がもたらし
た変化は著しいものだった: 
 求償権の効力の発生する前提として、運転事業者は、
原子力被害に対して、まず賠償を支払わなければなら
ない 

 成立した法律では項目(a)の後ろに“及び（and）”と
いう語がないため、項目(a)～(c)のいずれの条件でも
どれか一つで求償権が有効になると示唆されている 

 項目(b)はサプライヤーの行為が必ずしも「故意」や
「重過失」でなくても求償権が効力をもつことを規定
している  

 項目 (b) には潜在的あるいは明らかな欠陥、または提
供された業務が基準を満たしていない場合が含まれて
おり、この条文の対象範囲は広くなっている。 



Standing Committee 

Report:常任委員会報告書 

法案の必要性: 

 原子力事故の被害者に迅速な賠償をすること 

 透明性のある予測可能な賠償の枠組みにが、国
内の原子力設備の製造産業の発展と成長に寄与
すること 

 インドは原子力賠償4つの国際条約に加盟して
おらず、原子力賠償責任や原子力賠償支払いに
ついて一切の規定を持っていないこと 



Standing Committee 

Report:常任委員会報告書 

 法案の概略: 

 インド国内、領海内、排他的経済水域内、インド管
轄の人工島、建造物等に影響する原子力損害が対象 

 原子力損害について事業者責任がない特別なケース 

 賠償上限額の規定あり 

 賠償を請求できる期間に期限あり 

 保険契約が必要 

 中央政府に補償をあたえる専属管轄権を認めている 

 原子力損害請求委員会の設立 



Standing Committee 

Report:常任委員会報告書 

委員会は2010年6月～8月に13回の委員会を開
催し、各方面の政府関係者、市民団体、関連
省庁などから法案についてのヒアリングを実
施した。 

以下は、法案に対する意見の抜粋： 

 市民団体・労働組合の主張： すべての事業者に
対する保険加入の義務付け、償還請求よりも事
業者による損害賠償を優先させる、 10年間と
される損害賠償請求が可能な期間の延長 

 



Standing Committee 

Report:常任委員会報告書 
 財務省の主張： おもな責任は事業者が負うべき。政府の賠
償責任は定量化されるべき。負担分散は一定の計算式に基づ
くべき。世界最高の安全基準を実施する動機づけをすべき。 

 自治省の主張： 武力紛争、戦争行為、内戦、暴動またはテ
ロ行為に関する言及を含めるべき。  

 環境・森林省の主張： 環境の範囲を定義するか、1986年
環境保護法の定義を適用すべき。損害賠償請求期限を見直す
べき。  

 外務省の主張： インド国内の民事原子力賠償制度は他国と
の原子力協力の可能性を実現する手助けとなるだろう 

 電力省の主張： 法案では事業者と政府が統一体として賠償
責任を共有するようにみえる。原子力事故の告知までの時間
を短縮すべき。 

 防衛省の主張： 原子力資産の完全で絶対安全な防御を担保
することは不可能である。 

 厚生省： 原子力事後に起因する大規模な緊急時を想定した
設備は病院に備わっていない。病院は職員と医師の訓練をす
べき。 



Standing Committee Report: 

常任委員会報告書 
 法案に対する委員会の所見と勧告: 

 国内法であるから、インドの利益を反映すべきである。 

 現行法は、国際条約と整合性を持ったものであるべき。 

 原子力施設は、私企業によって運営されない。 

 直後および長期の人への健康影響を含む 

 死亡もしくは傷害には、直後と長期的健康影響が含まれる 

 賠償額の上限－特別引出権3億ルピー相当もしくは中央政府によ
る告示 

 事業者の無過失/厳格責任と150億ルピーという上限－政府が、よ
り高い額を指定する 

 賠償の場合、故意があったことを条件とするのは、極めて不適切
で的外れであり、この条件は17条から除かれるべき 

 欠陥が関与する場合、サプライヤーに対して明確な賠償責任を付
するべき 

 個人の傷害に対して損害請求できる期間を20年間に延長 

 損害請求委員会の決定に不服がある際に高裁および最高裁に訴え
る権利 



Japanese compensation law:日本の
原子力損害の賠償に関する法律（1961 

年） 

 第1条（目的） 

「原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制
度を定め」、「被害者の保護を図り」、及び「原子力事業の
健全な発達に資する」としている。目的には矛盾があり、公
益とかい離している 

 この法律は不公平であり、事業者（電力会社）にのみ賠償責
任を集中させている。（第二章3条を参照） 

 事業者の賠償責任は無限（4条）となっている（異常に巨大
な天災地変又は社会的動乱のときは免責されている） 

 サプライヤーには全く賠償責任がない--第5条 では、求償権
は第4条により死文化している 



Conclusion:結論 
日本の原賠法（1961）は人権への配慮に欠け、公共の
福祉にも反するもので、早急に改正する必要がある。 

日本の経験をもってすれば、サプライヤーの賠償責任
は本質的であり、必須条件であると言える。 

日本の原賠法（1961）は特に第二章を改正し、サプラ
イヤーの賠償責任を問えるよう改正すべき。 

サプライヤーに賠償責任を課す利点： 

 安全性向上への動機 賠償の支払いも向上する 

 “企業の社会的責任” 

 アメリカ、ロシアとフランスといった“三位一体”（原
子力産業）も、安全性を向上せざるを得なくなる。 

 利潤追求と人権擁護の原則との間のバランス 


