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広島，長崎に核兵器を使用され，多くの人
命が奪われ，多くの人が長年に渡って放射能
被害に苦しめられている。それにもかかわら
ず，原子力の平和利用という宣伝の下に原子
力発電が導入され，日本全国の海岸線を陣取
るように原発が占めていった。
原発の基本的な原理は核兵器と同様であ
り，大きな危険性をはらんでいる。しかしな
がら，政府・電力会社は，原発は安全だとの
神話を振りまき，原発を推進してきた。
1986年にチェルノブイリ原発事故が発生し

た後でさえ「日本の原発は種類が違うから同
様の事故は起きない」と盛んに喧伝されてき
た。その結果が，2011年に起きた福島第一原
発事故である。
もはやこれまでの安全神話は通用しない。
原発は平和な社会にとって脅威である。

第１分科会は，人類の平和な生存と相反す
る核兵器を投下された広島で，平和な社会を
破壊することになる原子力発電を存続させて
起きた事故を考え，放射能による人権侵害の
根絶を目指すものである。
第１分科会のテーマは大きく３つある。
第１に，福島原発事故の被害の甚大さとそ
の回復の必要性である。
福島第一原発事故で放出された放射能半減

期約30年のセシウム137は広島原爆の168.5個
分であり，この事故により避難を余儀なくされ
ている人は，現在でも公表されているだけで
も約15万人に上る。避難は，家を追われ，職
を失い，人との繋がりを絶たれる等，人が日
常生活を営む上で必要な要素をいくつも失う
ことである。そして，新たな場所で，新たに
生きていくことは，また新たな困難を生む。あ
るいは，従来の自治体全体が失われ，地域産
業も失われているところもある。まず，これら
の甚大な被害実態と求められる被害回復と障

碍及びこれに対する方策について報告する。

第2に，健康被害の未然防止である。
福島第一原発事故直後，放射線量の高い地

域に避難誘導された人々がいる。法令の放射
線量１ミリシーベルト（以下「mSv」と省略
する。）/年をはるかに超える地域に長期間
居住した後に全村避難した人たちがいる。現
在でもこの法令の放射線量を超えた地域で多
数の人々が暮らしているところもある。福島
第一原発事故の放射能に対する健康管理と放
射能による健康被害の防止対策は，不十分な
まま現在に至っている。その背景には，福島
第一原発事故の放射能による影響をできるだ
け少なく見せようとする政府の方針が見え隠
れする。チェルノブイリでは，低線量汚染地
帯にそのまま住み続けてきた住民の健康被害
が報告されている。福島において，健康被害
を未然に防止するために，今からでもできる
ことがあるのではないか，現在の問題と今後
至急になされるべき方策について報告する。

第３に，原発再稼働問題と脱原発の実現で
ある。
日弁連は，かねてから，原発は廃止すべき

であると提言してきた。福島第一原発事故の
原因は，安全機能が同時に失われることを想
定していなかったこと，津波により非常用電
源が失われたこと，また，地震の揺れにより
機器，配管が損傷された可能性があることが
指摘されているが，全ての事故原因が明らか
にはなっていない。そのような状態で原子力
規制委員会が作成した新基準は，安全性確保
を優先せずに，再稼働を可能にする範囲で考
えられたものであり，原発の再稼働は絶対に
許されない。そして，速やかに，脱原発を実
現させるべきである。
この基調報告書が，これからの行動指針の

はじめに

貴重な資料として役立てば幸いである。
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福島第一原発事故被害がもたらした
重大な人権侵害



2011年3月11日14時46分，三陸沖で，マ
グニチュード9.0となる東北地方太平洋沖地
震が発生した。そしてその後，史上最悪とい
われてきたチェルノブイリ原発事故を上回る
福島第一原発の1号機，3号機，2号機，4
号機の爆発事故が起きた。
これによりセシウム134（半減期は2.1年），
セシウム137（半減期は30.2年），ヨウ素131
（半減期は8日），ストロンチウム89（半減
期は51日），ストロンチウム90（半減期は29
年），プルトニウム238（半減期は88年），プ
ルトニウム239＋240（半減期は2万4000
年），テルル129m（半減期は34日，ただし

崩壊後に半減期が1600万年のヨウ素129に変
化），銀110m（半減期は250日）等の放射性
汚染物質が，福島県はもちろんのこと，東
北・関東圏に広く降下した。
ヨウ素131やセシウム134に至っては，北

は北海道，南は沖縄県にまで降下している
（文部科学省「環境放射能水準調査結果（月
間降下物）」2011年3月分，同4月分）。

第1　事故当時の状況
福島第一原発1号機から4号機までの爆発

状況については，下記の一覧表によって見る
ことができる（国会事故調報告書）。
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1　2011年3月11日
2011年3月11日14時46分，東北地方太平
洋沖地震の発生当時，福島第一原発4～6号
機は定期点検のため停止中であったが，稼働
中だった1～3号機がこの地震により自動停
止した。
福島第一原発敷地内で記録した揺れの最大
加速度は448ガルを記録した。
この揺れにより，1～4号機は発電所内の
受電設備が損傷し受電不能となった。
受電不能によりいったんは非常用交流電源

（ディーゼル発電機）が起動したが，地震41
分後の15時27分の第一波以後，数次にわた
り同原発を大きな津波が襲った。冷却用海水
系ポンプはむきだし状態に設置されていたの
で津波によって壊れた。これにより，1，
2，3号機はともに全交流電源喪失状態に
陥ったとされている。ただし，津波到達以前
に津波以外の原因（地震等）により全交流電
源喪失状態に陥ったとの指摘もある。
いずれにしても，全交流電源喪失状態に
陥ったことから，原子炉内の燃料棒に対する
注水冷却機能については，直流電源である
バッテリーに頼らざるを得ず，継続的な冷却
を喪失するおそれが発生した。そこで，東京
電力は第一次緊急時態勢を発令し，15時42
分に原子力災害対策特別措置法第10条第1
項に基づく特定事象発生の通報を行った。
さらに15時45分にオイルタンクが大津波
によって流出し，16時36分に1号機と2号
機は「非常用炉心冷却装置注水不能」と判断
されたため，同45分に東京電力は同法第15
条第1項に基づく通報を行った。
19時03分に官房長官が記者会見にて原子
力緊急事態宣言を発令した。20時50分に福
島県対策本部から1号機の半径2kmの住民
に避難指示が出された。19時30分には自衛
隊に対して原子力災害派遣命令発令（翌12
日9時20分に再度命令が発令された）。21時
23分には政府が1号機の半径3km以内の住

民に避難命令を出したほか，半径3kmから
10km圏内の住民に対し「屋内退避」の指示
を出した。

2　同年3月12日（1号機爆発）
5時44分，政府は10km圏内の住民に対

し，避難指示を出した。
7時45分，政府は福島第二原子力発電所

（以下「福島第二原発」という。）について，
原子力緊急事態宣言を発令し，同原発の
3km圏内の住民に避難指示を，3km～
10km圏内の住民に「屋内退避」を指示した。
14時12分，原子力安全・保安院は，福島

第一原発の1号機周辺でセシウムが検出さ
れ，核燃料の一部が溶け出た可能性があると
発表した。
15時36分頃，1号炉付近で水素ガス爆発

が発生した。原子炉建屋4，5階部分の壁
が，鉄骨の骨組を除いて，すべて吹き飛ん
だ。この爆発により，東京電力社員3人，協
力企業社員2人がけがをした。
17時39分，政府は福島第二原発の10km

圏内の住民に避難指示を出した。
18時25分，政府は福島第一原発の20km

圏内の住民に避難指示を出した。
21時前に行われた官房長官の記者会見で

は，15時36分の爆発について，冷却機能を
失った原子炉内において燃料被覆管を構成す
るジルカロイと水蒸気との高温下での反応を
由来とした水素を含んだ蒸気が原子炉格納容
器内から漏れ出し，建屋内に充満して発生し
た水素のガス爆発であり，原子炉格納容器の
損傷もないという見解が発表された。

3　同年3月13日
2時44分，3号機の非常用炉心冷却装置

の高圧注水系が停止した。冷却水が沸騰して
水位が下がり，4時15分から燃料棒が露出
し始めた。
5時10分に非常用炉心冷却装置の原子炉
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隔離時冷却系（RCIC系）による注水を試み
るも起動しないため，東京電力は，「冷却装
置注水不能」として原子力災害対策特別措置
法第15条に基づく通報を行った。
午前，福島県が，これまで合わせて22人
の被ばくを確認したと発表した。
13時52分に第一原発の周辺でこれまでで
最も多い1.5575mSv/hを観測した。1号機と
3号機は依然として十分な水位が確保でき
ず，燃料が露出した状態になっており，海水
注入後も水位に大きな変化が見られなかっ
た。

4　同年3月14日（3号機爆発）
7時50分，東京電力は，3号機の「冷却
機能喪失」により，原子力災害対策特別措置
法第15条に基づく特定事象の通報を行った。
11時1分に3号機の建屋が爆発し，大量
の煙が高く上がった。官房長官は1号機と同
様の水素ガス爆発が起きたと推定されると発
表した。この爆発で建屋は骨組だけになり，
作業をしていた作業員合わせて11人が怪我
をした。このうち重傷を負った東京電力の男
性社員1人は被ばくした。
この爆発を受け，原子力安全・保安院は原
発周辺20km圏内の住民に屋内退避を呼びか
けた。
18時22分，2号機の冷却水が大幅に減少
し，燃料棒が全て露出した。
21時37分，福島第一原発の正門付近でこ
れまでの最高となる3.130mSv/hの放射線を
観測。
厚生労働省は，福島第一原発に限り，緊急
作業に従事する労働者の放射線量の限度を年
間100mSvから年間250mSvに引き上げた。

5　同年3月15日（2号機，4号機爆発）
0時，2号機の格納容器内の圧力を低下さ
せるためドライベントを数分間実行。圧力が
下がらなかったため，結果的に外部に流出し

ていないと東京電力により推定された。
6時頃，4号機の建屋が水素爆発。
6時10分頃，自動停止した2号機で爆発

音がした。官房長官は「圧力容器が損傷を受
けている可能性が高い」との見解を示した。
8時31分には敷地周辺で8.217mSv/hの放

射線を記録した。
11時1分，政府は20km～30km圏内の住

民に屋内退避を指示した。

6　同年3月16日
8時37分，3号機で白煙が上がり，水蒸

気が出たと推測された。
10時以降，観測される放射線量が上昇し，

同45分には正門で6.4mSv/hが検出された。

7　同年3月18日
17時50分，原子力安全・保安院は，2号

機に関し，国際原子力事象評価尺度（INES）
の暫定評価をレベル5と発表した。

8　同年3月19日
正午前後に採取した事務所本館北側の空気

中から，内部被ばくの危険性が高い放射性ヨ
ウ素131とセシウムなどを検出。ヨウ素131
は空気中の吸引濃度限度の約6倍の1ccあ
たり5.9ミリベクレル（以下「mBq」と省略
する。）であった。

9　同年3月20日
5号機は14時30分，6号機は19時27分に

冷温停止状態となった。

10　同年3月21日
15時55分～18時頃，3号機の使用済核燃

料の貯蔵プールの上部とみられる場所から黒
煙が上がる。
18時22分頃，2号機原子炉建屋の山側の

屋根の隙間から白煙が上がる。2号機では
17日にも白煙が確認された。

第1節　福島第一原発事故の経緯
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同日，原子力災害対策本部長から，下記の
①，②について当分の間，出荷を控えるよ
う，関係事業者等に要請することの指示を福
島県，茨城県，栃木県及び群馬県の各知事宛
てに発出。
①福島県，茨城県，栃木県及び群馬県にお
いて産出されたホウレンソウ及びカキナ②福
島県において産出された原乳。

11　同年3月22日
東京電力は，原発近くで採取した海水から
法令で定める濃縮限度の126.7倍に当たる
「ヨウ素131」を検出したと発表した。

12　同年3月23日
原子力安全・保安院は，18日頃，2号機
の原子炉建屋に隣接するタービン建屋地下1
階で，これまでで最高の約5分間で50～
60mSvの放射線量を計測したと発表。
内閣府原子力安全委員会は，緊急時迅速放
射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）
を使った試算を事故後初めて公表し，12日間
の放射性ヨウ素による内部被ばく線量が福島
第一原発から20～30キロ圏で最高500mSv，
30キロ圏の外で最高100mSvになる地点が，
50km離れた福島県伊達市やいわき市でも
100mSvに達する地域がある可能性があると
発表した。原子力安全委員会の「屋内退避及
び避難等に関する指標」では，内部被ばくが
100～500mSvの汚染が予想される範囲を屋内
退避指示の基準としていた。しかしながら，
官房長官は「直ちに避難や屋内退避をする状
況ではない」とし，また，内閣府原子力安全
委員会の班目春樹委員長は「屋内の被ばく量
は4分の1から10分の1に抑えられる」とし
た。
同日，原子力災害対策本部長から，以下の
出荷を控えるよう指示。原乳及びパセリ（茨
城県）非結球性葉菜類及び結球性葉菜類（ホ
ウレンソウ，コマツナ等），アブラナ科の花

蕾類（ブロッコリー等）及びカブ（福島県）。

13　同年3月24日
10時，3号機タービン建屋地下でケーブ

ルを敷設する作業を行っていた3人が，40～
50分の間に173～180mSv被ばくした。深さ
約15cmの水があり，うち2人は長靴ではな
く，普通の作業靴だったため，くるぶしまで
水に浸かって4，50分作業していた。水溜
まりの表面で400mSv/hが検出され，数週間
から数ヶ月後にベータ線による熱傷の症状が
出るおそれがあることから，福島県立医大病
院に搬送された。水溜まりに含まれる放射性
のヨウ素やセシウム，コバルトなどの合計の
放射能は，運転中の原子炉内の水の約1万倍
にあたる計約390万ベクレル（以下「Bq」と
省略する。）/ccであった。

14　同年3月25日
午前，政府は半径20～30キロ圏内の住民

に対して，自主避難を要請した。ただし，屋
内待避を要請したときから新たな段階に入っ
ているわけではないとした。
また，1号機タービン建屋地下に溜まって

いる水からも，3号機と同程度の約380万
Bq/ccの放射性物質が検出された。
原子力安全委員会は，SPEEDIシステムで

放射能の広がりを計算するため，各地での放
射線測定値をもとに，同原発からの1時間当
たりの放射性ヨウ素の放出率から，事故発生
直後の12日午前6時から24日午前0時まで
の放出量を3万～11万テラベクレル（以下
「TBq」と省略する。）と推定した。

15　同年3月27日
経済産業省は，2号機の溜まり水から通常

の原子炉の水の約1000万倍の濃度に当たる
2.9ギガベクレル（以下「GBq」と省略する。）
/ccの放射性物質であるヨウ素134が検出さ
れたと発表した。水面の放射線量は線量計の
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計測限度以上（1Sv/h以上）であった。

16　同年3月28日
3月28日夜，東京電力は，3月21日と22
日に福島第一原発敷地内で採取した土壌から
プルトニウム238，239，240が検出されたと
発表した。
また，2号機タービン建屋の溜まり水の表
面の放射線量は1000mSv/h以上であった。
一方，福島第一原発の放水口近くの海水か
ら濃縮限度の約1250倍の放射性ヨウ素131が
検出された。

17　同年3月30日
東京電力は，福島第一原発の1～4号機に
ついて「今の状況を客観的に見て，廃止せざ
るを得ない。」と述べ，廃炉にする方針を明
らかにした。また，第一原発の津波対策に関
しては「不十分だったと思う。」と述べた。

第2　事故翌月以降の状況
1　同年4月2日
2号機では取水口付近の作業用のたて杭
ピット内に長さ約20cmの亀裂が発見された。
この亀裂から，海に汚染水が流れ込んでいる
ことが発覚した。

2　同年4月3日
これまで4号機タービン建屋内で行方不明
となっていた東京電力社員2人が3月30日
午後3時頃発見され，死亡が確認されたこと
が明らかとなった。津波に巻き込まれたもの
とみられている。

3　同年4月4日
集中廃棄物処理施設に2号機タービン建屋
及びトレンチに滞留している高いレベルの放
射性廃液を受け入れるためのやむを得ない措
置として，低レベル放射性廃液の海洋投棄を
開始した。5号機，6号機のサブドレンピッ

ト内のもの（延べ1500トン）と，集中廃棄
物処理施設の1万トンが対象であり，5日間
をかけて海に放流した。

4　同年4月5日
東京電力は，放射線に汚染された水が亀裂

から海に直接流出している2号機ピット付近
で4月2日に採取した海水から，濃縮限度の
750万倍の放射性ヨウ素131などが検出され
たと発表した。
気象庁が，国際原子力機関（IAEA）へ提

供している東京電力福島第一原発の事故に関
する放射性物質の拡散予測の存在と内容を公
表した。計算の分解能は100kmメッシュで
あった。「日本国内において避難活動等と
いった対策判断を行う目的に用いるには分解
能が極めて粗く，参考にはならない」旨の注
記がなされている。

5　同年4月6日
東京電力は，放射線量などの測定の結果，

各原子炉の燃料棒について，1号機は400体
の内の約70％，2号機は548体のうちの約
30％，3号機は548体の内の約25％が損傷し
ている，との推計を発表した。

6　同年4月8日
東芝が1～4号機の廃炉に向けた計画案を

東京電力と経済産業省に提出したことが判明
した。東芝案によると廃炉に10年半かかる
とされた。

7　同年4月11日
東京電力は午前，原子力発電所専用港内か

ら放射性物質が漏れ出すことを防止するた
め，海中にシルトフェンスを設置した。

8　同年4月12日
原子力安全・保安院は，「福島第一原発の

事故・トラブル」について，国際原子力事象

第1節　福島第一原発事故の経緯
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評価尺度（INES）の暫定評価値を，最高の
レベル7，「深刻な事故」に引き上げたと発
表した。ただし現時点までに環境に放出され
た放射線物質量は，同じレベル7のチェルノ
ブイリ原子力発電所事故の1割前後であると
発表した。

9　同年4月13日
東芝と日立製作所が1～4号機の廃炉に向
けた計画案を東京電力と経済産業省に提出し
た。また，12日に採取した4号機の使用済
燃料プールの水から，放射性物質が検出され
たことを発表した。炉内だけではなく使用済
燃料プール内においても，冷却不全により燃
料棒が損傷している可能性を認めた。

10　同年4月17日
東京電力はこの事故の収束への道筋（ロー
ドマップ）を発表した。ロードマップは放射
線量が着実に減少へ向かうステップ1と放射
性物質の放出が管理され放射線量が大幅に抑
えられるステップ2に分けられ，ステップ1
を3か月，ステップ2を3～6か月で達成す
ることを目標としている。

11　同年4月21日
福島第一原発について，原子力災害対策特
別措置法第20条第3項に基づき，半径20km
圏内が警戒区域に設定され，翌22日0時00
分をもって発動された。このため一部例外を
除き法的に一般人の立ち入りが禁止された。
一方，福島第二原子力発電所については，避
難区域が半径10kmから8kmに縮小された。

12　同年4月22日
20km～30km圏内の屋内退避指示が解除さ
れ，20km圏内を警戒区域，30km圏内を緊
急時避難準備区域に指定した。
また内閣総理大臣は福島県知事，浪江町
長，川内村長，楢葉町長，南相馬市長，田村

市長，葛尾村長，広野町長，いわき市長，飯
舘村長，川俣町長に対し，計画的避難区域及
び緊急時避難準備区域の設定がなされたこと
を通達した。同時に避難もしくは屋内退避の
ための準備を行うよう指示した。

13　同年4月27日
発電所に勤務する東京電力女性職員1名の

2011年1月から3月の被ばく実効線量が
17.55mSvと，核原料物質，核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等
規制法」という。）で定める限度である
5mSv/3か月を超過していたことが発覚し
た。ただし健康への影響は確認されていな
い。なお，発電所では事故発生時の3月11
日から23日までの間，19人の女性職員が勤
務していたが，1名が超過，16名が線量限
度内，2名が評価中と発表された。
また，この日，福島県会津・南会津地方産

の結球性葉菜類（キャベツなど），福島県県
南地方産のアブラナ科の花蕾類が出荷され，
摂取の制限が解除された。また，栃木県産ホ
ウレンソウの出荷制限も解除された。

14　同年5月6日
菅直人内閣総理大臣は，浜岡原発（中部電

力）について，今後，発生する可能性が高い
地震，津波に対して十分な安全性が確保され
ていないことを理由に「全ての原子炉の運転
を停止すべきだと判断」したと表明した。

15　同年5月7日
原子力災害現地対策本部は警戒区域内への

住民の一時立入りについて，5月10日以降
をめどに，5月下旬頃から順次実施していく
などと発表した。

16　同年5月9日
福島県の一部で産出されたタケノコ，福島

市，桑折町で産出されたクサソテツの出荷が
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制限された。

17　同年5月12日（メルトダウンの発表）
1号機の炉心の状態について，東京電力は

「燃料が形状を維持せず，圧力容器下部に崩
れ落ちた状態」と説明し，原子力安全・保安
院は「圧力容器内の水位が正しいとすれば，
燃料の一定部分は溶けて下にたまっている可
能性が高い」との見解を示した。

18　同年5月14日（原発作業者の死亡）
午前6時50分頃，集中廃棄物処理施設で
機材の運搬作業に従事していた，60代の男
性が体調不良を訴え，同日午前9時33分に
死亡が確認された。東日本大震災に伴う福島
第一原発事故の収束作業中においては，初め
ての死者（地震や津波自体による死者は除
く）である。
同日，東京電力は，2号機及び3号機の圧
力容器についても，1号機と同様に想定より
水位が低い可能性を認め，「最悪の場合は同
様の（メルトダウンの）ケースが想定される
が，現時点ではどこまで損傷が進んでいるか
はまだよくわかっていない」と説明した。

19　同年5月20日
3月に起きた事故の状況を鑑み，1～4号
機について廃止措置を進めること及び建設計
画を進めていた7，8号機について計画を中
止することが東京電力の取締役会で決定し
た。佐藤雄平知事は「当然の結論」とのコメ
ントを出した。大熊町の渡辺利綱町長はやむ
を得ないとしながらも「雇用の確保で原発が
果たしてきた役割は大きく，長期的な町づく
りに影響が出ることは間違いない」と述べ，
浪江町の馬場有町長は住民感情を理由として
5，6号機の廃炉も提言している。

20　同年6月7日
政府は，国際原子力機関宛ての報告書をま

とめ，原発の規制当局である原子力安全・保
安院を，推進する立場の経済産業省から独立
させる方針を明記した。

21　同年8月2日
東京電力は，福島第一原発1，2号機の原

子炉建屋の西側にある排気塔下部の配管付近
で10Sv/hを超える強い放射線が測定された
ことを明らかにした。なお計測器は測定値表
示の上限が10Sv/hのものであったことから，
10Sv/h以上の可能性もあるとみている。

22　同年8月25日
政府は，第一原発の1～3号機事故と，広

島の原爆とを比較し，食糧や土壌への深刻な
汚染を引き起こすセシウム137の放出量を単
純に比較すると，福島第一原発事故で放出さ
れた量は，広島原爆の168個分に相当すると
発表した。

23　同年8月30日（急性白血病死亡者）
東京電力は30日，福島第一原発事故の収

束作業に従事した40代の男性が，急性白血
病で死亡したと発表した。同原発での被ばく
放射線量は累計で0.5mSvで，東京電力は
「収束作業との因果関係はない」としている。

24　同年11月1日
福島第一原発の緊急作業における被ばく線

量について，厚生労働省は，特例の省令（平
成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して
生じた事態に対応するための電離放射線障害
防止規則の特例に関する省令）で年間
250mSvに引き上げた限度を，一部の作業員
を除いて本来の年間100mSvに戻す。

25　同年11月30日
福島県の佐藤雄平知事は，福島第一原発事

故の影響で県内にある原子炉10基全部を廃
炉にする考えを表明した。

第1節　福島第一原発事故の経緯
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26　同年12月16日（冷温停止宣言）
野田佳彦内閣総理大臣により，冷温停止状
態が宣言される。もっとも現場や専門家は
「安定とは程遠い」と反発した。福島第一原
発の緊急作業における被ばく線量について，
後任者確保が容易でない高度技術保持者を除
き，通常の限度量に戻された。

27　同年12月21日
福島第一原発1～4号機のメルトダウンに
よって溶け落ちた燃料を回収した上で，原子
炉を解体する作業を最長で40年かけて行う
廃炉に向けた工程表が発表された。新たな工
程表では，使用済燃料プールにある核燃料を
2年以内にまず4号機で取り出し，10年後
までの第二期は，メルトダウンを起こした1
号機から3号機の核燃料の取り出しに着手す
るまでとした。第三期は，核燃料の回収を終
え，建屋解体が終るまでの30年～40年後ま
でとした。

第3　2012年の状況
1　2012年3月27日
2号機格納容器内の放射線量が最高72.9Sv
と判明した。人が6分いるだけで100％死亡
する値である。

2　同年4月19日
福島第一原発の1～4号機は，2012年4
月19日の24時に電気事業法上，法的に廃止
された。しかし，原子炉等規制法に基づく廃
止措置は，使用済み核燃料の除去が必要であ
るため，見通しは立っていない。これで福島
第一原発1～4号機が廃止されたため，日本
の原子力発電所は，54基から50基に減少し
た。

3　同年5月1日
福島第一原発の緊急作業における被ばく線
量が，通常の限度量へ戻された。

4　同年5月5日（稼動原発ゼロ）
福島第一原発事故による影響で原発の再稼

働がされなかったため，最後まで稼働してい
た，北海道電力泊発電所の3号機が発電を停
止した。これに伴い42年ぶりに日本国内の
原子力発電所の稼働基数がゼロになった（大
飯発電所3号機が運転再開された2012年7
月5日まで）。

5　同年7月18日
40年ともされる福島第一原発の廃炉作業

の最初の工程として，2013年12月から燃料
が本格的に取り出される計画だが，これに先
立ち，7月18日午前中から4号機のプール
に保管されている使用前の燃料204体のうち
の1体を試験的に取り出す作業が始まる。

6　同年7月19日
福島第一原発4号機のプールから，使用前

の燃料の2体目を取り出した。今後の廃炉作
業に向けて，水素爆発によるがれきが散乱し
たプールの中から，燃料を取り出す方法や手
順を検討することにしているが，事故を起こ
した原発での廃炉作業は国内では初めてであ
り，計画したとおり進むかは未定である。

参考文献

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会「国会

事故調報告書」（徳間書店，2012年9月）

福島第一原発事故独立検証委員会「調査・検証報

告書」（デイスカヴァー・トゥエンティワン，

2012年3月12日）

塩谷喜雄「『事故報告書』の真実とウソ」（文藝春

秋，2013年2月20日）

NHKスペシャル「メルトダウン」取材班「メル

トダウン連鎖の真相」（講談社，2013年6月15

日）

東京新聞編集局「原発報道―東京新聞はこう伝え

た」（東京新聞，2012年11月13日）

東京電力株式会社ホームページ「福島第一原子力
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第1　広範な放射能汚染
1　福島第一原発事故に伴う放射性物質
の放出
⑴ 福島第一原発事故により放出された放

射性物質の種類
福島第一原発事故に伴い各原子炉から

大気中へ放出された放射性物質は，主
に，セシウム134（半減期は2.1年），セ
シウム137（半減期は30.2年），ヨウ素
131（半減期は8日），ストロンチウム
89（半減期は51日），ストロンチウム90

（半減期は29年），プルトニウム238（半
減期は88年），プルトニウム239＋240

（半減期は2万4000年），テルル129m
（半減期は34日だが，崩壊後に半減期が
1600万年のヨウ素129に変化），銀110m

（半減期は250日）などであった。
⑵ 放出された放射性物質の量

①　大気中への放出
　各原子炉から大気中に放出されたヨ
ウ素131とセシウム137は，2011年3
月11日～4月5日の間，各々1.5×
1017Bq，1.3×1016Bqにのぼるとされ
ている（2011年4月12日原子力安全
委員会発表，同年5月12日に一部修
正）。

②　海中への放出
　また，各原子炉から海中に放出され
たヨウ素131とセシウム137は，各原子
炉の海側1m2の範囲かつ2011年3月
26日～9月30日の間ではあるが，各々
0.11×1017Bq，0.36×1016Bqにのぼると
されている（東京電力「海洋（港湾付
近）への放射性物質の放出量の推定結
果について」2012年5月24日）。

もっとも，海中への放出は，大気中
からの降下物だけでなく，発電所施設
からの直接の流入・放出や，雨水から

の流れ込みなども含まれるため，上記
大気中に放出された放射性物質の放出
量を超えていると考えられる。

2　放射能により汚染された地理的範囲
⑴ 陸

①　2011年4月21日以降，福島第一原
発から半径20km圏内は警戒区域，放
射線量が年間20mSvを超える区域は
計画的避難区域として居住が制限さ
れ，約13万3720人が避難した（国会
事故調報告書352頁）。また，復興庁
の発表によると，2013年8月12日時
点の福島県全体における避難者数（自
主避難者も含める）は，福島県内に9
万1998人，福島県外に5万2277人，
合計14万4275人となっている。

現時点でも，居住が制限される帰還
困難区域及び居住制限区域が設定され
ており，区域再編がなされた後も，住
民の帰還が期待できない地域が広く存
する現状にある。

②　本件事故発生から約8か月後（2011
年11月5日）の放射性物質の分布状
況は，以下のとおりである（文部科学
省・農林水産省「『東京電力株式会社
福島第一原発の事故に伴い放出された
放射性物質の分布状況等に関する調査
研究結果』の簡易版について」2012
年3月13日）。

もっとも，この結果は，汚染された
地理的範囲が，北は岩手県南部，南は
千葉に限られるということではない。

福島第一原発事故直後2011年3月
及び4月は，北は札幌（北海道），南
はうるま市（沖縄県）まで，広範囲に
ヨウ素131やセシウム134が降下した
とされる（文部科学省「環境放射能水

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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準調査結果（月間降下物）」2011年3
月分，同4月分）。

ちなみに，本件事故から2年経過後
の2013年3月において，ヨウ素131や
セシウム134の降下が確認される地域
は，いずれも微量ながら，北は青森市

（青森県），南は静岡市（静岡県）と
なっている（文部科学省「環境放射能
水準調査結果（月間降下物）」2013年
3月分）。

なお，2011年3月及び4月におい
て，本件事故由来の可能性の高いスト
ロンチウム90が，岩手県から神奈川
県まで広く検出されている（文部科学
省「都道府県別環境放射能水準調査

（月間降下物）におけるストロンチウ
ム90の分析結果について」2012年7
月24日）。

⑵ 海
①　本件原発事故により海中に流出した

放射性物質は，水塊として黒潮及び黒
潮続流並びに北太平洋海流によって太
平洋を東に移流・拡散していき，3年
後には北太平洋東部へ移動し，5年後
にはアメリカ西海岸へ到達するとされ
る（独立行政法人日本原子力研究開発
機構「太平洋における放射能濃度分布
のシミュレーションについて」2011
年6月24日）。

もっとも，このシミュレーションで
は，様々な仮定に基づくものにすぎな
いため，放射性物質の海底への堆積，
再浮遊，粒子態との吸脱着，放射性物
質の河川からの流入が考慮されておら
ず，日本近海の汚染態様は明らかとな
らない。

この点，実際の放射性物質調査（水
産庁「水産物の放射性物質の調査結果

（地図）」）によれば，本件事故当初
（2011年3月～9月）は青森県の太平

洋側で暫定規制値を超過する魚は存在
しなかったが，2012年4月以降は暫
定規制値を超過する魚も出てくるよう
になった。また，東京湾北部における
海底土のセシウム濃度は，本件事故以
降急激に増加しているところである

（海上保安庁「東京湾，福島県沖及び
茨城県沖における放射能調査結果につ
いて」5頁　2012年11月6日）。

②　本件事故により生じた汚染水は，い
まだに汚染水処理システムが確立され
ておらず，淡水化装置からの汚染水の
漏えいが発見されている（東京電力

「福島第一原発淡水化装置（RO3）か
らの水の漏えいについて」2013年6
月21日）。

③　さらに，東京電力は，2013年7月
22日，福島第一原発の敷地内から，
大量の放射性物質を含む汚染水が海に
流出していることを認めた。

そして，同月27日には，福島第一
原発2号機のタービン建屋地下から延
びるトレンチ（電源ケーブルなどを収
納する地下トンネル）内に，放射性セ
シウム134,137の濃度は1ℓ当たり合
計23億5000万Bq，放射性ストロンチ
ウムなどのβ線核種も7億5000万Bq
の高濃度汚染水が存在し，同月28日
には福島第一原発護岸近くの海水か
ら，同日以前に検出されていた数値の
2倍に当たる1ℓ当たり870万Bqの
放射性トリチウムが検出され，更なる
海洋の汚染が懸念される事態となって
いる。

④　2013年8月20日，福島第一原発敷
地内に設置された汚染水保管タンクか
ら約300トンの高濃度汚染水が漏出す
る新たな事故が発生していたこと（そ
の後，23日には，汚染水の一部が排
水溝を通じて外洋まで流出していたこ
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と，27日には，汚染水漏れが遅くと
も本年7月頃から起きていた兆候が
あったこと）が明らかになった。この
ような状況を受け，8月28日，原子
力規制委員会は，本件汚染水漏れに対
する国際原子力事象評価尺度（INES）
をレベル3（「重大な異常事象」）に引
き上げることを決定した。また，8月
21日には，東京電力は，2011年5月
以降，海洋に流出したセシウム137は
20兆ベクレル，ストロンチウムは10
兆ベクレルに上ると公表し，事故後今
日まで地下水を通じて汚染水が海洋に
流出し続けていたことも明らかになっ
た。さらにその後も，別の保管タンク
底部から最大で毎時1,800mSvの放射
線量が計測される（8月31日）など，
連日のように次々と新たな事実が発覚
しており，極めて深刻な事態になって
いる。

これを受け，日弁連は，9月5日付
けで，政府に対し，可及的速やかに本
件事故の収束のために，組織，人材，
予算等あらゆる資源を投入して更なる
抜本的な対策を講じ，国際社会と国民
の不安を一刻も早く取り除くよう強く
求める会長声明を発表した。

第2　原発事故による人命の喪失
1　「原発事故の死亡者なし」発言の波紋

2013年6月17日，自民党の高市早苗政調
会長は，党兵庫県連での講演において，「悲
惨な爆発事故を起こした福島原発を含めて，
それによって死亡者が出ている状況にもな
い。そうすると，やはり最大限の安全性を確
保しながら活用するしかないだろうというの
が現況だ」などと述べた。

また，菅義偉官房長官は，同月18日の会
見で「政治家は誤解されることのないよう
に，それぞれ個人が気をつけなければいけな

いのかなと思った」と感想を述べた上で，
「ただ（報道で引用された）前後を見れば，
私は高市議員の言おうとした意図と違って報
道されているのかなと思いました」と述べ，
高市氏の発言内容を否定しなかった。

高市氏の発言をめぐっては，自民党福島県
連が同月19日，高市氏に発言の撤回と福島
県民への謝罪を求める抗議文を党本部に提出
するなど，党内外から厳しい批判が相次ぎ，
これを受けて，高市氏は同日，「私の発言の
一部が報道されたことで大変悔しい思いをさ
れた方や悲しい思いをされた方に，心からお
詫びを申し上げる」として，エネルギーに関
する全ての発言を撤回し，謝罪した。

結論としては撤回されたとはいえ，上記発
言は，政府与党の政策遂行に当たる責任者
が，原発再稼動の理由付けとして，原発事故
による死亡者が出ていないという事実認識を
述べたものであるところ，発言の意図がいか
なるものであったか，あるいは報道が発言の
一部をどのように切り取ったものであった
か，といった解釈以前の問題として，そもそ
も，上記のような事実認識が明らかに事実に
反するものであることを，あらためて確認し
なければならない。

2　地震・津波被災者の救助の遅れ
2011年3月11日午後2時46分，東日本大

震災が発生した。地震と，それに伴う津波に
より，岩手，宮城，福島の三県を中心に，死
者15,883人，行方不明者2,654人（2013年9
月11日時点での警察庁まとめ）という未曾
有の大惨事となった。

福島県では，原発事故のため，福島第一原
発から半径20キロ圏内が避難指示区域に設
定された影響などから，沿岸部における行方
不明者の捜索が大幅に遅れることとなった。
「福島県は行方不明者数が死者数の3倍以

上と，近隣の宮城県など他の被災県に比べ際
だって多い。放射線量が高く捜索が進まない

― 16 ―

第1章　福島第一原発事故被害がもたらした重大な人権侵害



ためで，20キロ圏内はがれきも手つかずの
状態となっている。避難している住民からは

『せめて遺体の収容を早くしてほしい』とい
う強い要望が出ていた。（2011年4月7日毎
日新聞）」という状況であった。

2012年8月の日弁連シンポジウムにおけ
る，福島県浪江町の渡邉文星副町長の報告を
紹介する。
「3月12日早朝からの捜索予定でした。沿

岸地域には15時30分過ぎに，いままで経験
したことのない巨大な津波が押し寄せまし
た。沿岸地域は壊滅的被害を受け，死亡者
151名，行方不明者33名，流失家屋等600棟
以上の被害を受け，それまでの漁村や一面に
広がっていた田畑の風景が一変し，ほとんど
何もない，がれきが散乱する風景と変わって
しまいました。地震や津波による被害者の救
助活動や避難所対応を優先し，翌朝には津波
被害者の救助活動を決定していました。その
矢先，3月12日午前5時44分，突如，原子
力発電所から半径10km圏内に避難指示が発
令されたことをテレビで知りました。この避
難指示により，早朝から予定していた津波被
害者の行方不明者の捜索活動が中止となりま
した。この時，捜索を実施していれば何人か
の尊い命が救えた可能性があったと思いま
す。本格的に行方不明者の捜索を実施したの
が，放射線量が低いことが確認され，福島県
警及び消防署は4月14日から，自衛隊が5
月3日と1か月以上経過してからのことでし
た。」

生きている声
（二階堂晃子詩集「悲しみの向こうに―故

郷・双葉町を奪われて」コールサック社　
2013年より）

生きている声
確かに聞こえた
瓦礫の下から

生きている声
うめく声
人と機械を持ってくる！
もうちょっとだ！
がんばれ！
救助員は叫んだ！
救助隊は準備を整えた
さあ出発するぞ！
そのとき出された
町民全員避難命令
うめき声を耳に残し
目に焼き付いた瓦礫から伸びた指先
そのまま逃げねばならぬ救助員の地獄
助けを待ち焦がれ絶望の果て
命のともしびを消していった人びとの地獄
請戸地区津波犠牲者一八〇人余の地獄
それにつながる人々の地獄
放射能噴出がもたらした捜索不可能の地獄
果てしなく祈り続けても届かぬ地獄
脳裏にこびりついた地獄絵
幾たび命芽生える春がめぐり来ようとも
末代まで消えぬ地獄

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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【浪江町津波被災地域の慰霊碑】

浪江町で津波のため死亡した173人の遺族
374人は，東日本大震災浪江町遺族会（叶谷
守久会長）を結成し，原子力損害賠償紛争解
決センターに，原発事故で行方不明者の捜索
が遅れたことに対する慰謝料を求める集団申
立てを行った。

家族や友人が，まだ生きているのではない
か，瓦礫の下で救助を求めているのではない
かという気持ちを抱きながらも，捜索活動を
することができず，1か月以上が経過して，
ようやく捜索された遺体のなかには，損傷が
激しく，身元の特定にDNA鑑定を要するも
のも少なくなかった。

2011年3月27日，原発から約5キロの大
熊町内で発見された遺体は，遺体表面の放射
線量が全身の除染が必要となる基準を超えて
いたため，収容作業がいったん断念された。
その後，厚生労働省が，高い放射線量が検出
されても，衣類を脱がせて全身を除染すれば
問題ないとの通知を各都道府県に出したこと
を受け，福島県警は，4月1日，この遺体の

収容作業を再開した。防護服を着た機動隊員
らが放射線量を確認しながら，遺体を福島第
二原発までいったん搬送し，線量を測定した
結果，基準を下回っていたため，遺体は，汚
れを落とした上で，ようやく遺体安置所に搬
送されたのである。

遺体が長期間放置され，あたかも放射性廃
棄物のように扱われる。原発事故のために，
震災・津波犠牲者は救助の可能性のみなら
ず，人間としての尊厳すら奪われたのであ
る。

福島県沿岸部における死者・行方不明者と
それにつながる人々の無念，喪失感は筆舌に
尽くしがたい。

紛争解決センターは，浪江町遺族会の案件
につき，東電が慰謝料として遺族1人当たり
親子，配偶者ら1親等に60万円，祖父母や
孫ら2親等に40万円，これ以外の同居家族
に20万円を支払う，遺族が複数いても故人
1人当たりの上限は300万円で分配するとの
和解案を示し，2013年7月23日，遺族会と
東京電力は，この和解案に合意した。

しかし，遺族に対する心のケアについて
は，これから時間をかけて解決していかなけ
ればならない問題である。

3　震災関連死など
⑴ 震災関連死

震災関連死とは，建物の倒壊や火災，
津波といった，地震による直接的な被害
ではなく，その後の避難生活での体調悪
化や過労など，間接的な原因で死亡する
ことをいう。

復興庁「震災関連死に関する検討会」
の2012年8月21日報告によれば，同年
3月11日時点での震災関連死者数は
1,632人であり，そのうち，761人が福島
県の事例である。（その後，2013年5月
10日に公表された同年3月31日時点で
の震災関連死者数は2,688人，そのうち
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1,383人が福島県の事例となっている。）
福島県における震災関連死の原因（複

数選択）としては，「避難所等における
生活の肉体・精神的疲労」が約3割，

「避難所等への移動中の肉体・精神的疲
労」が約3割，「病院の機能停止による
初期治療の遅れ等」が約2割とされてい
る。

福島県は他県に比べ，震災関連死者数
が多く，また，「避難所等への移動中の
肉体・精神的疲労」を原因とするものが
他県に比べて多いのが特徴である。前述
の報告は，「これは，原子力発電所事故
に伴う避難等による影響が大きいと考え
られる。」と分析している。

⑵ 双葉病院の事例
福島県における震災関連死の象徴的な

事例が，双葉病院の事例である。
双葉病院は，福島第一原発から南西

4.5キロの大熊町内にあり，隣接する系
列介護老人保健施設（以下「老健施設」
という。）と併せ，436人が避難対象で
あった。精神科を併設する同病院には，
寝たきり高齢者だけではなく，重度統合
失調症や認知症の患者も多数いた。双葉
病院の避難対象者の救出完了は3月16
日であったが，それまでに，50人の死
亡者と1人の行方不明者を出した。

3月12日午前5時44分，それまで原
発半径3キロ圏内が対象であった避難指
示が，半径10キロ圏内に対しても発令
された。

午後2時頃，歩行可能で意識晴明な患
者209人が第一陣として選別され，大型
バス5台で病院を出発，寝たきりの患
者，隔離室の精神病患者など227人が残
された。

後続のバスがすぐ来るとの予想の下，
院長は，病院スタッフの避難を個々の判
断に委ねた。結果，64名の病院スタッ

フも同乗することになり（1台当たり
54.6人），残ったのは院長ら医師2名と
事務員2名のみであった。しかし，後続
のバスは来なかった。

午後3時過ぎには，大熊町役場が撤
退，県に避難完了を報告した。渡辺利綱
町長は，「双葉病院も避難を終えたと
思っていた。」と振り返る。午後3時36
分，福島第一原発1号機が水素爆発を起
こす。

午後8時過ぎ，警察と自衛隊が双葉病
院にやって来て，翌日の救助を約束し
た。しかし，3月13日，救助が来るこ
とはなく，院長らの懸命な看病もむなし
く，14日午前5時頃には，患者4名の
死亡が確認された。

午前10時30分，自衛隊の救急車両が
到着し，第2陣として老健施設の98人
と双葉病院の最重篤患者34人が搬送さ
れた。

午前11時1分，福島第一原発3号機
が水素爆発を起こす。このとき，待機し
ていた自衛隊輸送支援隊長が「二度目の
水素爆発が起きたら，撤退するよう命じ
られている，オフサイトセンター（現地
対策本部）に行って，次の命令を受けな
ければならない，しかし15分もあれば
戻ってくる。」といい残して病院の車を
借りて去ってしまった。

この避難車両は，行先の定まらないま
ま，南相馬市，福島市を経由して，午後
8時頃，いわき市の高校体育館に到着し
た。双葉病院から直接南進すれば30分
程度のところを，実に10時間かけての
移動であった。

到着時には3名が死亡しており，さら
に到着後，11名が死亡。脱水症状によ
る心機能不全であった。さらに8名が，
次の搬送先で絶命した。

一方，3月14日午後10時過ぎ，仮眠
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中であった院長らは双葉警察副所長の指
示で，いったん川内村に避難することに
なった。

院長らは，そこで自衛隊車両と落ち
合って残された患者たちの救出に向かう
段取りであったが，実際には，翌3月
15日午前9時40分，院長ら不在の双葉
病院に自衛隊が到着し，3月16日未明
までにかけて，90人を救出した。

なお，このとき，院長らの避難後に1
名が行方不明となっており，現在もその
消息はわからない。

この90人については二次搬送，三次
搬送とたらい回しされ，その過程で24
名の死者が生じている。

なお，3月17日，県災害対策本部は，
双葉病院での出来事をマスコミ宛てに発
表したが，背景がわからないまま，「自
衛隊到着時，病院関係者は誰もいなかっ
た」「第二陣の搬送には誰も付き添わな
かった。」といった断片情報が独り歩き
した結果，院長ら病院スタッフが患者を
見捨てて一目散に逃げたかのような誤報
が拡散した。

50名もの犠牲者を出した双葉病院の
悼ましい事例は，単に警察や自衛隊の救
援オペレーション能力の問題として語ら
れるべき性質のものではない。

そもそも，寝たきりの高齢者や隔離室
の精神疾患患者を多数含む，400人以上
の患者を迅速かつ安全に搬送することは
不可能に等しい事柄であり，原発と大規
模病院とは，原発事故発生時に避難指示
が発令されることの予想される近接範囲
内に並存し得ないのである。

福島県地域防災計画では，病院の患者
避難は基本的に病院独力で行うとしてい
る。しかし，これは，20キロ圏という
広域の避難区域が設定される規模の原発
事故を想定して作られたものではない。

ライフラインも通信手段もない状況に
おいて，独力で避難する手段を確保する
ことなど，病院には不可能である。

大規模病院が存在し，ひいては高齢者
や重篤な病気の患者を含む一般市民が安
心して暮らすことのできるような生活環
境と，原発とは互いに相容れない存在だ
ということを，我々はこの事例から学ば
なければならない。
（参考文献：森功「なぜ院長は『逃亡

犯』にされたのか 見捨てられた原発直
下『双葉病院』恐怖の7日間」講談社
2012年）

⑶ 避難に携わった職員，看護師等の被ばく
また，このような多数の住民や，入院

患者等の避難に当たり，避難者の指示・
誘導や同行に携わっていた自治体職員や
看護師等が，高い被ばくをした可能性が
ある。

双葉厚生病院の関係者らは，福島第一
原発1号機が水素爆発した3月12日午
後3時36分頃，同病院の駐車場で患者
の搬送に当たっていたが，あられのよう
な物質が空から降ってきたとの証言をし
ている（河北新報2012年4月22日「3.11
大震災ニュース　連載・［原発事故・放
射線］より）。

そして，同じころ，同病院付近に存在
する双葉町上羽鳥地区のモニタリングポ
ストでは，最大毎時1590マイクロシー
ベルト（以下「μSv」と省略する。）の
高線量が検出されている。
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【中日新聞2012年10月4日朝刊】

職員などの正確な被ばく量やその健康
影響について明らかにすることは困難を
伴うことが予想されるが，原発の立地周
辺においては，住民や患者を守るために
職務に当たるこれらの人々にも，大きな
リスクをもたらす危険性があることを念
頭におかなければならない。

⑷ 仮設住宅での避難生活と高齢者の死亡
必ずしも震災関連死という分類こそな

されていないが，長期間にわたる仮設住
宅等での避難生活において，高齢者の生
活，ひいては穏やかな人生の終焉に及ぼ
された影響は多大である。

福島県沿岸部の農家等では，数部屋を
有する広い住宅に，複数世帯が同居する
形態での生活が普通であった。例えば，
原発事故以前における浪江町の世帯人数
は，5人以上の世帯が全体の約16％を
占めていた。

これに対し，現在，多くの避難者が生
活している仮設住宅は，約20平方メー
トル（1DKタイプ）から約40平方メー
トル（3Kタイプ）であり，必然的に，
避難者はこれまで生活をともにしてきた
複数世帯をそれぞれの仮設住宅に分離

し，あるいは，ベッドで寝たきりの高齢
者を介護施設や病院に預けるといった選
択をしなければならなくなった。

こうした世帯の中に，本件事故後に高
齢の家族を亡くした被害者は少なくな
い。

高齢の家族が，施設，病院や狭い仮設
住宅で，農作業等の生き甲斐や家族友人
との団欒を失って生活が不活性化してい
き，認知症の進行など，心身の健康を損
なっていくことを懸念しながらも，お互
いの生活の場が引き離されているため
に，十分なコミュニケーションを図るこ
とができないまま，自宅に戻りたい，故
郷に帰りたいという嘆きのなかで他界さ
せてしまったことは，無念というよりほ
かない。

慣れ親しんだ故郷の自宅で，家族に看
取られながら穏やかに最期を迎えるとい
う，人生の最期に当たって誰もが望むよ
うなささやかな幸福さえも，原発事故は
破壊してしまったのである。

⑸ 交通事故による死亡
仮設住宅は，広い用地を確保しなけれ

ばならないことから，周辺に民家があま
り存在せず，交通量が激しいバイパス道
路沿いなどに建設される例もしばしば見
受けられる。

不慣れな交通環境下で，避難生活を送
る高齢者などの交通事故，とりわけ死亡
事故が多発した。例えば，2011年8月
には，福島北署で，管内の仮設住宅に入
居している避難者を交通事故から守るた
め，交通危険地点マップや夜光反射材等
を配布・貼付し，個別指導を行う「『が
んばろうふくしま！』絆作戦」を実施す
るなど，関係機関は事故防止への対応に
追われた。

2012年6月9日，二本松市針道の国
道349号国道で，ワゴン車と大型トレー

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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ラーが衝突し，ワゴン車に乗っていた高
齢者ら5人が死亡するという事故が発生
した。高齢者らは，原発事故で葛尾村か
ら三春町に避難しており，避難後もかか
りつけの南相馬市内の眼科に送迎用ワゴ
ン車で通院していた。事故は，三春町の
仮設住宅への帰路に起きた。

周辺市町村の勤務先や病院まで，避難
前であれば，比較的短時間で移動するこ
とが可能であったところ，避難先から通
勤，通院などを継続するためには，自動
車での長距離移動を余儀なくされる。原
発事故による交通規制によって俄かに交
通量の増えた狭隘な道を，慣れない長距
離運転で肉体的，精神的疲労の蓄積した
運転者が往来する。そうした状況の中
で，悲惨な事故は繰り返された。

たとえ，直接の死亡原因は交通事故で
あったとしても，遺族や友人にとって
は，「原発事故さえなければ」「原発事故
に殺された」という思いはぬぐいきれな
い。

⑹ 自死
2013年7月16日，原発事故で避難や

放射線被ばくを余儀なくされた福島県な
どの周辺住民約800名が国と東京電力に，
慰謝料と原状回復などを求めた集団訴訟
の第1回口頭弁論が福島地方裁判所で開
かれ，原告の一人であるAさん（38歳）
が意見陳述を行った。

Aさんの父親（享年64歳）は，福島
県須賀川市内でキャベツなどの野菜を栽
培する農家であった。30年以上前から
有機栽培にこだわり，土づくりに力を入
れ，10年近く試行錯誤を重ねて，須賀
川地域では育てられなかった種類のキャ
ベツを生産することに成功した。
「父は，『子どもたちが食べるものなの

だから，気をつけて作らないと』と口癖
のように言い，安全な野菜作りを誇りに

していました。私は，このような父の背
中をずっと追いかけてきました。」（A氏
意見陳述書）

2011年3月12日，Aさんの父親は，
テレビの報道で，福島第一原発1号機の
水素爆発を知る。
「父は，事故後，口数が極端に少なく

なっていき，吐き気を訴えるようになり
ました。野菜の出荷停止が広がり始める
と，『福島の野菜はもうおしまいだ』，

『福島の農業で生活はできない』と話し
ていました。

3月23日の夕方，須賀川産のキャベ
ツなどを出荷停止するという内容の
ファックスが自宅に届きました。その翌
朝，父は，自宅裏の木の枝にロープをか
け，首を吊っていました。父の上着のポ
ケットには，歩数計の機能のついた携帯
電話が入っていたのですが，画面には約
700歩と示されていました。長年にわ
たって丹精を込めて育ててきたキャベツ
畑を直前まで見て回ったんだと思いま
す。」
「ロープで首を吊っていた父を発見し

たときのことや，父をロープから降ろし
たときの気持ちは，言葉では言い表せま
せん。」（同上）

Aさんは，父親の死後，紛争解決セン
ターに和解仲介の申立てを行い，セン
ターは原発事故とAさんの父親の死に
相当因果関係があると判断した。しか
し，東京電力は，遺族に対して遺憾の意
を表することすら拒絶した。
「何より，私の父は原発に殺されたと

思っています。」とAさんは陳述する。
Aさんは現在も，農作業経験の浅さゆえ
の苦労や放射性物質への不安と戦いなが
ら，父親や先祖の育ててきた農地を守っ
ている。
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2011年6月10日，原発事故で牛を処
分し，廃業した相馬市の酪農家（享年
54歳）は，堆肥舎の壁に「原発さえな
ければ」などと書き残して自らの命を
絶った。

夫とともに養鶏場で働いていた福島県
川俣町の女性（享年58歳）は，アパー
トでの避難生活と今後の不安に思い悩
み，2011年7月1日，一時帰宅した自
宅近くのごみ焼き場で，焼身自殺をし
た。

2012年5月27日，当時警戒区域であっ
た浪江町に一時帰宅中行方不明になった
自営業の男性（享年62歳）は，翌日，
経営していたスーパーの倉庫で，首を
吊った状態で発見された。
「老人はあしでまといになる」「お墓に

ひなんします　ごめんなさい」と書き遺
した南相馬市の女性（享年93歳）。飯舘
村では村内最高齢の男性（享年102歳）
が避難決定を苦に自らの命を絶った。

人生をかけて取り組んできた生業や，
家族との穏やかな生活を原発事故により
奪われなければ，果たしてこれらの人々
は自死という選択をしたであろうか。

内閣府自殺対策推進室の公表する「東
日本大震災に関連する自殺者数」によれ
ば，福島県における「震災関連自殺者」
は，2013年7月現在で35名である。原
発事故がなければ，どれだけの命が失わ
れずに済んだであろうか。

それでも，「原発事故による死亡者は
いない」といえるだろうか。

第3　大規模な住民の避難と人々
の日常生活の破壊

1　人々の大規模な避難
⑴ 福島第一原発事故に関する避難措置

福島第一原発における全交流電源喪失
及び非常用炉心冷却装置注水不能という

事態を受け，2011年3月11日午後7時
3分，内閣総理大臣は，原子力緊急事態
宣言を発し，原子力災害対策本部を官邸
に設置した。

これを受けて，福島県災害対策本部で
は，福島第一原発における原子力緊急事
態宣言を受け，福島県知事は，大熊町及
び双葉町に対し，福島第一原発から半径
2km圏内の居住者等の避難を指示した。
また，原子力災害対策本部は，同日午後
9時23分，福島県知事及び関係自治体
に対し，福島第一原発から半径3km圏
内の居住者等に対して避難のための立ち
退きを行うこと及び同発電所から半径
10km圏内の居住者等に対して屋内退避
を行うことを指示した。

翌12日午前5時44分，1号機におけ
る原子炉格納容器圧力の異常上昇などの
事態を受けて，原子力災害対策本部は，
福島県知事及び関係自治体に対し，福島
第一原発から半径10km圏内の居住者等
に対して避難のための立ち退きを行うこ
とを指示した。

さらに，同日午後3時36分，1号機
の原子炉建屋で爆発が発生したことを受
け，原子力災害対策本部は，同日午後6
時25分，福島県知事及び関係自治体に
対して，福島第一原発から半径20km圏
内の居住者等に対して避難のための立ち
退きを行うことを指示した。

加えて，同月15日午前6時頃原子力
災害対策本部は，同日11時，福島県知
事及び関係自治体に対し，福島第一原発
から半径20km以上30km圏内の居住者
等に対して屋内への退避を行うことを指
示した。

⑵ 福島第二原発事故に関する避難措置
福島第二原発からは，2011年3月11

日午後6時33分，1号機，2号機及び
4号機で原子炉除熱機能が喪失，それに
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引き続き，同日午前5時32分に2号機
において，同日午前6時07分に4号機
において，圧力抑制機能が喪失する事態
が発生し，その旨の原子力災害対策特別
措置法第15条第1項の特定事象の発生
による報告がなされた。これを受け，内
閣総理大臣は，同月12日午前7時45分，
福島第二原発に関する原子力緊急事態宣
言を発出するとともに，原子力災害対策
本部を設置した。なお，この対策本部
は，前日に設置済みの福島第一原発に係
る原子力災害対策本部に統合される形で
設置されたものである。

原子力緊急事態宣言の発出と同時に，
内閣総理大臣は，福島第二原発から半径
3km圏内に対して避難のための立ち退
き及び同発電所から半径3kmから10km
圏内の住民に対して屋内退避を指示し
た。

さらに，同月12日15時36分の福島第
一原発1号機における爆発を受け，原子
力災害対策本部は，同日17時39分，福
島県知事及び関係自治体に対し，福島第
二原発から半径10km圏内の居住者等に
対して避難のための立ち退きを行うこと
を指示した。

⑶ 計画的避難区域及び緊急時避難準備区
域の設定措置

原子力災害対策本部は，モニタリング
やSPEEDIの逆算結果から20km以遠で
も放射線量の高い区域が確認できたこと
や，原子力安全委員会から，福島第一原
発から半径20km以遠（30km以遠を含
む。）の周辺地域において，事故発生か
ら1年の期間内に積算線量が20mSvに
達するおそれのある区域を計画的避難区
域とすること，半径20km～30kmの屋
内退避区域で計画的避難区域に該当しな
い区域を緊急時避難準備区域として，常
に緊急時に屋内退避や避難が可能な準備

をすることに関する助言がなされたこと
を踏まえ，2011年4月22日，原子力災
害対策特別措置法第20条第3項に基づ
く指示として，計画的避難区域及び緊急
時避難準備区域を指定し，前者について
は，原則としておおむね1か月間程度の
間に順次当該区域外への避難のための立
ち退きを行うことを，後者については，
常に緊急時に避難のための立ち退き又は
屋内への退避が可能な準備を行うことな
どを指示した。

また，あわせて福島第一原発から半径
20km～30km圏内に指示していた屋内退
避の指示を解除した。

⑷ 特定避難勧奨地点の設定
計画的避難区域及び緊急時避難準備区

域を設定した後になり，計画的避難区域
外である伊達市及び南相馬市の一部にお
いて，線量がそれほど低下せず，依然と
して，事故発生後1年間の積算線量推計
値が計画的避難区域の指標値である
20mSvを超えると推定される地点が存
在することが判明した。

そこで，原子力災害対策本部は，事故
発生後1年間の積算線量が20mSvを超
えると推定される地点を「特定避難勧奨
地点」に指定し，居住する住民に対し注
意喚起，情報提供，避難支援等を行う方
針を打ち出し，具体的な特定避難勧奨地
点については，現地対策本部が指定する
こととなり，現地対策本部は，伊達市と
の協議を経て2011年6月30日及び同年
11月25日に伊達市の一部を，南相馬市
との協議を経て同年7月21日及び同年
8月3日に南相馬市の一部を，川内村と
の協議を経て同月3日に川内村の一部
を，いずれも特定避難勧奨地点に指定し
た。

⑸ 警戒区域の設定及び一時立入措置
福島第一原発から半径20km圏内は，
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2011年3月12日午後6時25分に避難が
指示されて以降，圏内住民は域外に避難
する状態が続いていたが，長期にわたる
避難生活の中で，避難区域に立ち入り，
自宅から荷物等を運び出す住民がみられ
るようになった。そのため，現地対策本
部は，現時点で避難区域内へ立ち入る住
民への対策として，同年3月28日，関
係全市町村に対し，「20km圏内の避難地
域への立入禁止について」を通知し，3
月30日，福島県災害対策本部も，20km
圏内の避難地域への立入禁止について避
難所等へ周知した。その後，同年4月21
日午前11時，原子力災害対策本部は，
関係市町村長に対し，同圏内を警戒区域
に設定する指示を発出した。

これら一連の避難指示等がなされた地
域については，後記のとおりである。

計画的避難区域

緊急時避難準備区域

警戒区域

20km

30km

南相馬市

飯舘村

浪江町
葛尾村

双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

川内村

田村市

川俣町

伊達市

いわき市

小野町

平田村

二本松市

相馬市

郡山市

福島第一
原子力発電所

福島市

計画的避難区域

緊急時避難準備区域

警戒区域

特定避難勧奨地点がある地域

警戒区域､計画的避難区域､緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点がある地域の概要図
（平成２３年８月３日現在）

霊山町下小国

霊山町上小国 月舘町月舘

霊山町石田

鹿島区橲原

原町区大原

原町区大谷

原町区高倉

原町区押釜

原町区馬場

原町区片倉

川内村下川内

緊急時避難準備区域

福島第二
原子力発電所
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⑹ 各市町村における避難状況
①　大熊町における避難状況

大熊町は，2011年3月11日21時23分
の福島第一原発から半径3kmの避難指
示を受け，防災行政無線で住民に避難を
呼びかけるとともに，避難誘導を実施
し，同年3月12日午前0時頃までに避
難を完了した。同年12日5時44分の福
島第一原発から半径10km圏内の避難指
示を受け，国土交通省が手配した避難用
バス等を用いて10km圏内の避難を開始
したが，福島第一原発から半径20kmの
避難指示を受け，町全域に対して避難指
示を出し，田村市，郡山市，三春町及び
小野町へと避難した。

その後，同町は，4月3日から，会津
若松市への移転を開始し，役場機能を移
転した。

同町は，全域が警戒区域に指定された
ことから，町民11,491名が避難を余儀な
くされた。
②　双葉町における避難状況

双葉町は，2011年3月11日21時23分
の福島第一原発から半径3kmの避難指
示を受け，防災行政無線で住民に避難を
呼びかけ避難を実施した。また，同町
は，翌12日5時44分の福島第一原発か
ら半径10km圏内の避難指示を受け，
10km圏外も含む町全域の住民に対して
川俣町に避難するよう避難指示を出し
た。

双葉町役場は，福島第一原発から
3km程度の場所に位置しており，避難
区域内にあるものの，役場職員の一部
は，避難誘導等のため，役場に残ってい
たところ，同日15時30分過ぎ頃，ドー
ンという爆発音とともに，福島第一原発
のある方向から白煙が上がった。そのた
め，残った職員らも急いで川俣町に避難
したが，双葉町の井戸川克隆町長による
と，残存していた職員ら避難する途上に
て，断熱材等が上空から雪のようにふ
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わっと落ちてきたと後に説明している。
同町は，川俣町での避難生活後，町長

の判断で，同月19日，さいたまスーパー
アリーナに役場機能を移すことを決め，
移転を開始した。その後，同月30日及
び31日の2日間をかけ，さいたまスー
パーアリーナから埼玉県加須市（旧騎西
高校）へ移転した。双葉町は，全域が警
戒区域に指定されており，町民7013名
が避難を余儀なくされた。
③　浪江町における避難状況

浪江町は，2011年3月12日5時44分
の福島第一原発から半径10km圏内の避
難指示を受け，役場機能を福島第一原発
から半径20km以遠に位置する津島地区

（町北西部）にある津島支所に移転する
こととし，民間バスや町のマイクロバス
を集め，福島第一原発から10kmから
20km圏内に位置する立野，室原及び末
森の3地区並びに津島地区への避難誘導
を行った。

また，同日18時25分，福島第一原発
から半径20km圏内の避難指示が出たた
め，20km圏内の住民並びに20km圏内
の避難所である立野，室原及び末森に避
難していた住民の避難誘導を行い，同月
15日朝方，町長の決断で二本松市（東
和地区）へ避難することが決まり，住民
に伝達した上で避難を実施した。

この避難経路は，結果的には，放射性
物質が飛散した方向と重なることとなっ
たが，SPEEDI計算結果の公表がなかっ
たこと等から，多くの浪江町民はそれを
知らないまま避難した。さらに，同町
は，同年5月23日，津島地区に移転し
ていた役場機能を，二本松市の男女共生
センターに移転した。

浪江町は，福島第一原発から20km圏
内が警戒区域に指定され，20km以遠の
全域が計画的避難区域に指定されてお

り，町民21,541名が避難を余儀なくされ
た。
④　富岡町における避難状況

富岡町は，2011年3月12日5時44分
の福島第一原発から半径10km圏内の避
難指示及び同日7時45分の福島第二原
発から半径3km圏内の避難指示を受け，
ほぼ町全域が避難区域になったことか
ら，川内村に避難するよう避難指示を行
い，川内村へ移転した。同月13日以降，
原発の状況に関する報道等を見て不安に
なった住民から，原発の状況について問
合せが殺到する一方，町としても，報道
によるもの以外の情報を把握できずにい
た。

そのため，富岡町長は原子力安全・保
安院の幹部職員に対し，衛星携帯電話で
更なる避難の必要性等について問い合わ
せたところ，同幹部職員は，現在の
20km圏内の避難は安全寄りに立った措
置であり，夜間に更なる避難を行う必要
はない旨の回答をした。そのため，避難
先である川内村とともに，避難住民に対
してその旨の説明を行った。

しかし翌15日11時，福島第一原発か
ら半径20～30km圏内の屋内退避指示が
出され，避難先である川内村も，そのほ
ぼ全域が屋内退避区域になったことか
ら，川内村と協議の上で，郡山市へ移転
することを決め，同月16日，郡山ビッ
グパレットに移転した。富岡町は，全域
が警戒区域に指定されたため，町民
15,732名が福島県外に避難を余儀なくさ
れた。
⑤　川内村における避難状況

川内村は，2011年3月12日5時44分
の福島第一原発から半径10km圏内の避
難指示を受け，対象となる富岡町から避
難住民の受入れについて要請があったこ
とから，直ちに小中学校を中心に避難所
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の開設を行い，富岡町からの避難住民を
受け入れた。

また，同日18時25分に，福島第一原
発から半径20km圏内の避難指示が出さ
れ，同村東部が避難区域となったことか
ら，20km圏外への避難を実施した。

さらに，同月15日11時に福島第一原
発から半径20～30kmの屋内退避指示が
出されたことを受け，前述のとおり，川
内村のほぼ全域が避難区域又は屋内退避
区域に含まれることとなった。避難して
いた富岡町と協議の上，村全体として郡
山市へ移転することを決め，同16日に
郡山ビッグパレットに移転した。

川内村は，福島第一原発から半径
20km圏内が警戒区域に指定されており，
これら一連の避難指示に加えて，20km
圏外の下川内地区が特定避難勧奨地点に
指定されたことから，村民のうち，2,679
名が避難を余儀なくされた。
⑥　南相馬市における避難状況

南相馬市は，2011年3月12日18時25
分，福島第一原発から半径20kmの避難
指示が出されたことを受け，これに含ま
れた同市南部の住民が，同市の中部に位
置する原町地区へ避難した。

その後，同月15日11時の福島第一原
発から半径20～30km圏内の屋内退避指
示を受け，原町地区も屋内退避圏内に
入ったことから，更なる避難を検討し，
同月15日以降，希望者に対して市外へ
の避難誘導を実施した。南相馬市から市
外に避難するには，大きく分けて，いわ
き方面に出るルート，仙台方面に出る
ルート及び飯舘・川俣方面に出るルート
の三つがあるが，いわき方面に出るには
福島第一原発直近を通らねばならず，仙
台方面は地震・津波による被害が大きい
と考えられたことから，市で調整して，
多くの住民は飯舘・川俣方面に避難し

た。
この避難経路は，結果的には，放射性

物質が飛散した方向と重なることとなっ
たが，SPEEDI計算結果の公表がなかっ
たこと等から，多くの南相馬市民はそれ
を知らないまま避難した。放射性物質の
飛散した方面を抜けて避難することと
なった。

同市は，福島第一原発から半径20km
圏内が警戒区域に指定され，20km以遠
では，市西部が計画的避難区域に，計画
的避難区域近辺の一部世帯が特定避難勧
奨地点に指定された。これにより，市民
のうち，15,129名が福島県外に避難を余
儀なくされた。
⑦　楢葉町における避難状況

楢葉町は，2011年3月12日7時45分
の福島第二原発から半径3kmの避難指
示を受け，町独自の判断により，同町全
体として30km以上離れたいわき市へ避
難を実施した。

その後，同月15日11時の福島第一原
発から半径20～30km圏内の屋内退避指
示によって，いわき市の一部も屋内退避
区域となり，その影響で物流が止まった
こと，いわき市自体も津波による被災地
であることなどの事情から，町が災害時
相互支援協定を結んでいる会津美里町へ
の役場機能の移転及び住民の避難を実施
した。

楢葉町の大部分の地域が福島第一原発
から半径20km圏内の警戒区域に指定さ
れたことから，町民7,714名が避難を余
儀なくされた。
⑧　いわき市における避難状況

いわき市は，楢葉町や広野町などから
の避難住民を受け入れていたが，2011
年3月12日18時25分の福島第一原発か
ら半径20km圏内の避難指示を受け，市
独自の判断により，福島第一原発から半
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径30km圏内の住民に対して自主避難を
呼びかけた。

その後，同月15日11時の福島第一原
発から半径20～30kmの屋内退避指示に
より，同市は，直接，同退避指示の対象
とはならなかったものの，市全域で物流
が止まる事態となり，自主避難する住民
が急増した。当初の避難者数の詳細は不
明であるが，同年9月30日現在にて，
3,716世帯7,709名が市外へ避難していた
ことが確認されている。
⑨　田村市における避難状況

田村市は，2011年3月12日5時44分
の福島第一原発から半径10km圏内の避
難指示により，対象となった大熊町から
避難住民の受入要請があり，避難所を開
設し，避難住民の受入れを行った。

同市は，同日20時10分頃，福島県か
ら，福島第一原発から半径20km圏内の
避難指示の連絡を受け，避難範囲に掛か
る旧都路村全域に避難指示を出し，旧都
路村の住民及び大熊町から当該地域に避
難していた住民を市のスクールバス等を
使って，同月13日朝方までにかけて住
民の避難が行われた。

その後，同市は，同月15日11時の福
島第一原発から半径20～30kmの屋内退
避指示が出されたことを受けて，既に避
難を実施していた都路地区以外の地区の
住民に対して，防災行政無線で屋内退避
を呼びかけた。

同市は，市内の一部が警戒区域に指定
されていたことから，同年10月31日現
在において，2,547名の避難が確認され
ている。
⑩　葛尾村における避難状況

葛尾村は，2011年3月12日5時44分
の福島第一原発から半径10km圏内の避
難指示を受けた浪江町，双葉町及び大熊
町から住民の受入れを行った。同日18

時25分に，福島第一原発から半径20km
圏内に対する避難指示を受け，同村の一
部もその対象となることから，同村全域
に整備されていたIP電話で対象地域に
対して通報を行った。

そして，同月13日以降は，福島第一
原発3号機の状況等を見据え，村では，
避難の必要性の有無を検討していた最中
の同月14日21時過ぎ頃，広域消防から
の連絡として，オフサイトセンターが避
難するという情報が伝わり，村の独自の
判断として村全域での避難を決断し，村
民に呼びかけた上，同日20時以降，村
民の福島市（あづま運動公園）への避難
を実施した。

翌15日早朝の2号機付近における爆
発音の発生を受け，同村では更なる避難
を検討し，福島県からの紹介を受けて，
村独自の判断として会津坂下町への避難
を実施した。

その後，同村は，同村の仮設住宅を三
春町が受け入れることが決まったことか
ら，同年8月11日までに，役場機能を
順次三春町に移転した。

葛尾村は，一部が警戒区域に，残りの
地域が計画的避難区域に指定されたこと
から，同年10月1日現在で，1,524名の
避難が確認されている。
⑪　広野町における避難状況

広野町は，2011年3月12日17時39分
の福島第二原発から半径10kmの避難指
示を受け，10km圏外も含め，町全域に
対して町長名で自主避難を呼びかけると
ともに，避難先の調整を開始した。そし
て，同月13日までに，小野町，平田村，
石川町，浅川町，いわき市及び埼玉県三
郷市の6市町村を避難先として調整し，
町の所有するバス及び避難先で手配した
バスを使って町民の避難を実施した。

また，同町役場は，住民の避難誘導を
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大方終えた同月15日に，小野町の町民
体育館に移転し，その後，広野町からの
避難者がいわき市に集まるようになった
こと等の情勢を踏まえて，同年4月15
日に役場機能をいわき市に移転した。

同町は，町域全域が緊急時避難準備区
域に指定されたことから，全町民5,490
名の大部分が避難を余儀なくされた。
⑫　飯舘村における避難状況

飯舘村は，2011年3月15日11時の福
島第一原発から半径20～30km圏内の屋
内退避指示と，その後に水道水摂取制限
の実施を受けて，乳幼児のいる家庭を中
心に，住民の自主避難が増加した。その
後，同年4月22日に，飯舘村全域が計
画的避難区域に指定されたことから，同
年10月1日現在で，6,164名が避難を余
儀なくされた。
⑬　川俣町における避難状況

川俣町は，福島第一原発から半径
30km以上離れていたことから，当初は
避難区域に指定されておらず，双葉町，
浪江町，南相馬市及び大熊町の住民を受
け入れていた。しかしながら，双葉町が
埼玉県に移転するなどした後の2011年
4月22日，同町の南東部の一部地区（山
木屋地区）が計画的避難区域に指定さ
れ，その後，当該区域のほぼ全住民であ
る1,250名が避難した。また，計画的避
難区域以外の地域からも，同年11月7
日現在において，140名の避難者が確認
されている。
⑭　伊達市における避難状況

伊達市は，2011年3月11日の震災後，
主に相双地区（相馬地区及び双葉地区）
から避難者を受け入れていたが，同年4
月11日に公表された文部科学省のモニ
タリングデータから，市内の一部地点で
ス ポ ッ ト 的 に 年 間 推 定 積 算 線 量 が
20mSvを超えることが判明し，その後

の市独自のモニタリングの結果等を踏ま
えて，同年6月30日，113世帯が特定避
難勧奨地点に指定され，そのうち80世
帯272名が避難を余儀なくされた。さら
に，同年11月25日，新たに15世帯が特
定避難勧奨地点に指定された。その他の
避難者も合わせ，伊達市からの避難者
は，同年11月4日現在で，516名に上っ
た。
⑮　いわゆる自主避難について

上記のような政府の避難指示等に伴う
避難のみならず，前述したような福島県
中通り地方の汚染状況などを背景とし
て，福島県民を中心に，多くの住民が，
居住地を離れ福島第一原発事故の影響が
小さい西日本等への避難を行った。

この自主避難者は，2011年9月22日
時点で50,327人に及ぶといわれている。

低線量被ばくの健康に対する影響の有
無や程度については，いまだ明確な答え
はなく，したがって，被ばくに対する不
安や考え方も個人によって様々であるか
ら，本来，より放射線の影響が小さい地
域に避難することや，もともと居住して
いた地域に住み続けるとしても少しでも
放射線の影響を小さくするために対策を
とることは，広く認められて然るべきで
ある。

しかし，現状は，福島県内の一部地域
につき，自主避難等対象区域が指定さ
れ，子どもと妊婦を中心に一時金の賠償
がなされているのみであって，損害賠償
あるいは子ども・被災者支援法に基づく
救済は大きく難航している。

働き手である父親を従来の居住地に残
しての母子避難，あるいは，従来の居住
地での生活継続を望む高齢者を残しての
子育て世代のみによる避難によって，世
帯の分離，いわゆる二重生活の問題が生
じ，光熱費や食費など生活費の著しい増
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加や，家族間の面会交流のための定期的
な長距離移動による経済的，肉体的，そ
して精神的負担は大きい。のみならず，
自主避難の開始を巡って家族間で意見が
対立したり，当初は自主避難について合
意が得られていたものの，長期間にわた
る別居生活によるストレスや気持ちのす
れ違い，従来の居住地と避難先での放射
性物質に対する感覚の違い，温度差など
が原因となって，家族の不和，ときには
婚姻費用の不払いや離婚といった深刻な
事態すらも招いている事案が後を絶たな
い。

より広範な地域において，自主避難者
の居住場所や就労，面会交流のための長
距離移動などを十分に支援する施策が講
じられなければならない。
⑯　小括

以上のように，政府の指示による避難
者のみならず，自主避難者まで合わせる
と，実におよそ15万人もの多数の人々
が，福島第一原発事故により避難を余儀
なくされたことになる。

2　初期対応の問題
⑴ 情報伝達

前項でも触れたとおり，事故直後の国
や東京電力から周辺自治体に対する情報
伝達には混乱や機能不全が多くみられ
る。

政府から避難指示の連絡を受信するこ
とができたのは双葉町，大熊町，田村市
の三町村にとどまり，国会事故調は「自
治体から住民への避難指示の伝達は極め
て迅速に行われたと評価できるが，政府
の各自治体への緊急時の連絡体制はほと
んど機能していなかったと言える。」と
総括する。

ことに，SPEEDIによる放射性物質拡
散予測の計算結果が公表されなかったこ

とは，各自治体において，避難先や避難
経路，避難のタイミング等を適切に判断
することができず，放射性物質の拡散に
沿うようにして避難し，あるいは多量の
放射性物質が降下している一時避難場所
にとどまるなど，避けることのできた被
ばくまでも被る結果につながった。

浪江町は，「東京電力と浪江町の間に
は通報連絡協定が結ばれており，東京電
力は事故発生時には速やかに浪江町に報
告することになっていたが，浪江町への
報告は実施されなかった。福島第一原発
構内のモニタリングカー（移動式測定車
両）による放射線測定結果も，平成23
年3月11日17時30分から東京電力ホー
ムページ上にランダムな形で掲載・公表
されてはいたが，浪江町への報告はな
く，全データの公表は平成23年5月28
日になってからであった（「浪江町震災
記録紙ダイジェスト版」28頁）」と主張
し，他方，東京電力は事故調査報告書に
おいて浪江町にも報告済みであると記載
している。浪江町ではこの内容について
説明を求めているが，明確な回答はいま
だ得られていない（前掲3頁）。

⑵ 着の身着のままでの避難
こうした情報提供の不足に加えて，半

径3kmから10km，20kmという段階的
な避難区域の拡大や，政府が「念のため
に」「万全を期す観点から」行う避難指
示であることをことさらに強調したこと
などの事情により，長期間にわたる避難
になることを想定せず，まさに「着の身
着のまま」で避難することになった住民
が多数存在する。

貴重品はもとより，最低限の着替えや
常備薬，薬の手帳といった生活必需品を
持ち出すこともできなかったため，一時
避難所で困窮したり，避難先の医療機関
で大きな混乱を招くなどの事態に陥り，
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また，戸締りすら不十分であったことか
ら，多くの盗難事件を招いた。結果的に
自宅に置き去りにされた犬，猫などの
ペットが辿った末路は，凄惨を窮めた。

⑶ 大規模避難の困難さ
福島原発事故を受け，政府は，「原子

力災害対策指針」（原子力規制委員会，
2012年10月31日）において原子力災害
対策重点区域を決定し，原発から半径
30km圏内の全国156自治体について
2013年3月18日までに，地域防災計画
の策定を求めた。

しかし，読売新聞の取材によれば，避
難先や移動手段を記した避難計画を策定
することのできた自治体は，2013年3
月17日時点で，29自治体にとどまって
いる。

これは，他の自治体との調整や避難先
の確保といった広域避難ゆえの困難性に
よるものであり，例えば，14基の原発

（廃止措置中の「ふげん」を除く。）が立
地する福井県と，京都，滋賀，岐阜の周
辺3府県との広域避難計画策定は，同年
3月時点で，作業グループ設置の見通し
も立たない状態であり，浜岡原発の立地
する静岡県でも，同年5月時点で，避難
時の交通に関するシミュレーションや隣
接県との協議が遅れているため，当初の
目標であった6月策定が大きくずれ込む
見通しとなるなど，各地で策定の難航が
みられる。

平時に，机上で行うシミュレーション
ですら，これほどの困難が伴うのであ
る。まして，今回のように震災や津波を
原因とする複合災害となれば，事前に想
定していた避難手段や避難経路が使用で
きないことが想定されるところである
し，放射性物質の拡散する方向や距離に
よっては，単純な同心円を基準として策
定された避難計画が，必ずしも正鵠を射

ているとは限らない。本稿第2では双葉
病院の事例を挙げて，大規模医療機関と
原発の並存がそもそも不適切であること
を指摘したが，そもそも，我が国の狭い
国土においては，緊急時にこれほどの大
規模な避難を必要とする原発の存在自体
の合理性が厳しく問われるといえよう。

段階的な避難指示の拡大や，これほど
の広範囲にわたる大規模避難が想定され
ていなかったことにより，原発周辺地域
の住民は多数回の避難を強いられ（国会
事故調のアンケートによれば，20％を超
える住民が，6回以上の移転を余儀なく
されている），また，二次避難所や仮設
住宅への移転においても，各自治体が一
度に十分な移転先を確保することが困難
であったことから，従来居住していた集
落や地域を考慮する余裕もなく，確保で
きたところから移転を促す対応をとらざ
るを得なかった。この点，同じ福島県内
で津波により甚大な被害を受けたもの
の，原発事故による避難等指示の範囲外
であって，同一町村内での避難が可能で
あった新地町では，最初期の段階で，震
災前の集落ごとに一時避難所を再編し，
その後も，ペットのいる世帯などの例外
を除いて，集落ごとの避難生活を継続
し，復興住宅への移転計画でも，各集落
ごとに意見交換がはかられるなどの施策
が可能であったこととは，まさに対照的
であるといえる。

3　避難生活に伴う問題
⑴ 一時避難所に関する問題

数回の移転を経て，多くの避難者が
2011年4月頃から仮設住宅・借上住宅
への移転がほぼ完了する同年夏までの期
間，体育館や公共施設などでの避難所生
活に入った。

避難所では，世帯ごとを区切るパー

第2節　福島第一原発事故による様々な被害

― 31 ―



テーションが支給されていないところも
多く，プライバシーや，個人の平穏な時
間を確保することが困難であった。入浴
や洗濯といった衛生面にも課題があり，
また，特に自宅のトイレを使用しやすい
ように改修を加えて生活していた高齢
者・障がい者は排泄にも苦労を強いられ
続けた。

こうした生活環境については，避難所
による格差も大きく，「隣の町の避難所
にはもっと支援がされているのに」とい
う自治体不信につながったり，避難者間
の不公平感を招いたりした。また，早期
にアパートを借り上げるなどして避難所
以外での生活に移行した避難者は，食事
の提供や支援物資の配給といった支援が
受けられず，一層の不公平感が募ること
となった。

なかでも，とりわけ深刻であったの
は，食事の問題である。自らの避難所生
活について克明に記録した北村俊郎「原
発推進者の無念　避難所生活で考え直し
たこと」（平凡社新書，2011年）では，
当時有数の大規模避難所であるビッグパ
レットでの食事の状況について，以下の
ように語られている。
「ビッグパレットでは朝，昼，晩の三

食が提供されており，その都度館内放送
があるが，食事の一時間前から一階の配
給場所には長い列ができる。食事の内容
は菓子パン一個あるいはおにぎり一個で
ある。水のペットボトルが時々つけられ
る。当初は，発泡スチロールの容器にご
飯と揚げ物など少しのおかずが入った弁
当が配られることもあったが，三月二〇
日からはずっと菓子パン，おにぎりの繰
り返しで，たまにリンゴか子供用にデ
ザートが配られたりした。」「避難から一
か月になろうとしているのに食事はこの
ような状態であり，タンパク質などはほ

とんど与えられず，栄養のバランスが
まったく考えられていない。配布してい
るボランティアにこのことをいったら，

『ここは恵まれているほう。もっとひど
いところもある』と反発され唖然とし
た。避難している人もしかたがないと
思っているようで黙々と食べている。」

（同書34，35頁）
こうした食事状況は，高齢者や，栄養

管理を必要とする腎臓病などの疾病を
もった人々の健康状態を直撃した。二本
松市内の一時避難所では，福島県賢臓協
会などの働きかけにより，透析患者用の
弁当が提供されるようになったが，それ
は避難所がまもなく閉鎖されようとして
いる6月半ばになってようやくのことで
あった。

避難所の外に出れば，物流は回復し，
食事や娯楽を求めることも可能ではあっ
たが，この時期，慰謝料などの損害賠償
がどのようになされるかは未知数であ
り，今後の収入に大きな不安があったこ
とから，劣悪な生活環境，食事状況で
あっても，義援金などを費消せずに耐え
ることを選択した避難者も少なくなかっ
た。

こうした避難所生活の環境にかかる問
題は，原発事故にかぎらず，今後の大規
模災害においても共通して起こりうるも
のであり，十分な聴き取り調査を行うな
どして，災害救助法のより柔軟かつ避難
者のニーズに応じた運用など，改善のた
めの教訓として生かされるべきである。

⑵ 二次避難所の問題
こうした一時避難所（一次避難所）の

劣悪な生活環境からの脱却は急務とされ
たが，他方，仮設住宅などの確保には時
間を要したことから，もともと多くの温
泉観光地を有する地域であった福島県で
は，ホテルや旅館，民宿といった民間の
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宿泊施設を借り上げ，二次避難所として
活用することが行われた。

世帯ごと，少人数ごとの生活の場が確
保され，あたたかい食事や入浴も与えら
れる二次避難所は，それだけをみれば，
体育館などにおける一次避難所とは雲泥
の差であるように思われる。

しかし，ホテルなどは確かに宿泊のた
めの施設ではあるが，通常，家族の長期
滞在を前提としていないのであって大小
様々の不自由はあり，しかも，割り当て
られた宿泊施設ごとの格差はこれまで以
上に大きなものとなったことから，不公
平感，不満が絶えるものではなかった。

この事態を宿泊施設側から見れば，通
常であればチェックアウト，チェックイ
ンの合間である日中の時間帯においても
相当数の従業員を稼動させなければなら
ず，あからさまに低予算な食事を提供す
るわけにもいかず，到底，災害救助法に
もとづいて支給されている費用では経営
が維持できない状態のまま，当初想定さ
れていた避難期間の延長が重ねられてい
た。風評被害のさなかにも関わらず，今
年の夏も宿泊したいと申し出をしてくれ
る常連客に，空き部屋がないからと断り
をいれざるを得ず，このまま避難が長期
化すれば，経営の圧迫はもとより，生活
臭の染みついた部屋の改装まで余儀なく
されるのではないかという不安に苛まれ
ていた経営者は少なくない。

福島県中通り地方，会津地方の宿泊施
設経営者も，震災と原発事故による風評
被害との直撃を受けた被災者である。し
かしながらその多くが，周辺地域で不自
由な避難所生活を強いられている避難者
の窮状を見かねて，ボランティア的に宿
泊場所の提供を申し出た。こうした善意
が，過大な負担となって返ってくるよう
なことがあってはならない。

⑶ 仮設住宅の問題点
こうした避難所生活を経て入居した仮

設住宅は，本稿第2でも既に述べたとお
り，複数世帯で持ち家に生活していた多
くの住民にとってはあまりにも狭いもの
であった。部屋同士や隣の住宅との壁は
薄く，プライバシーの保護は不十分であ
るし，暑さ寒さも十分に凌ぐことはでき
ない。物件の不足から，築年数の古い住
宅に頼らなければならない借上げ住宅
も，状況はあまり変わらない。

前述したように，仮設住宅への入居に
当たっては，震災前の集落や人間関係に
配慮するだけの余裕はなく，同じ仮設住
宅に知人が誰もいないため，例えば，福
島市内の浪江町仮設住宅から，健康診断
などの名目で二本松市内の浪江町仮設住
宅にしばしば来訪する高齢者なども少な
くないという。

各仮設住宅では，自治体職員や社会福
祉協議会，ボランティアなどが中心と
なって，避難者の孤立や無気力化を防ぐ
ために，様々なレクリエーションや訪問
活動が行われているが，担当者は一様に

「レクリエーションに参加しよう，とい
う気持ちをもってくれる人は心配ないん
です」と述べ，仮設住宅に閉じこもって
いる住民（特に高齢男性の単身者が多い
という）の動向を危惧している。横のつ
ながりが生まれにくい借上げ住宅生活者
については，一層深刻な問題である。

いずれにしても，問題の根幹にあるの
は，今後の生活の見通しが立たないこと
である。故郷に戻ることはできるのか，
それはいつになるのか，復興住宅など新
たな生活の場に移ることはできるのか，
そうした希望のみえないまま，仮設住宅
で日々を過ごさなければならない住民の
精神的な負担は大きい。

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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４　日常生活及びコミュニティの崩壊
⑴ このような大規模な住民の避難に伴い，

対象となった地域の住民の生活は重大な
影響を受けた。

とりわけ，その全部又は一部が警戒区
域に指定されていた相双地区の9市町村

（大熊町・葛尾村・川内村・田村市・富
岡町・楢葉町・双葉町・浪江町・南相馬
市，以下「旧警戒区域」という。）につ
いては，対象地区の住民は，その生活の
基盤ごと根こそぎ奪い去られることと
なった。

旧警戒区域を中心とする避難指示等が
出された地域においては，住民は，原発
事故前の生業を失い，住み慣れた住居を
失い，先祖代々受け継いできた土地や伝
統を喪失した。そして何より，各地域が
脈々と築き上げてきた歴史と文化と，そ
れを背景とする地域住民の密接なつなが
りを根こそぎ破壊されることとなった。

そしてまた，前述したとおり，避難先
の確保が困難であったり，劣悪な住環境
での生活を余儀なくされたことなどか
ら，福島第一原発事故以前には，1つ屋
根の下で生活していた家族が別離生活を
余儀なくされる事態も多発している。

その意味で，福島第一原発事故は，地
域住民間のコミュニティを破壊したのみ
ならず，人間にとって最も濃密で重要な
コミュニティである家族の関係をも分断
し，破壊したものといえる。

⑵ 社会的・経済的コミュニティの崩壊
前述したように，旧警戒区域を中心と

して，家族の離散や親類・近隣住民等と
の離別という最小単位のコミュニティが
崩壊した。

しかし，福島第一原発事故によって破
壊されたコミュニティはそれだけにとど
まらず，社会的・経済的な地域間のつな
がりをも破壊した。

すなわち，同事故の以前，避難指示等
が出された地域においては，それぞれ隣
接する市町村同士が，雇用，就学，物
流，医療，日常の買物や冠婚葬祭に至る
まで，相互に密接なつながりを有してい
た。例えば，川内村は，全村民約3,000
のうち，約500人が富岡町で就業し，村
内の高校生の多くは富岡町の高等学校に
通学していた。また，物流に関しては，
ほぼその全てが常磐自動車道や国道6号
線，常磐線を通じ，富岡町を介して行わ
れていた。

さらに，医療に関しては富岡町の県立
大野病院や同町を経由して双葉町の双葉
厚生病院等に通院し，緊急医療体制もこ
れらの病院に依存している状態であっ
た。

しかし，このような状況は，福島第一
原発事故によりまさに一変した。避難指
示や警戒区域への指定等により，対象地
域の住民が根こそぎ生活の基盤を喪失す
るに伴って，経済的・文化的なつながり
や医療の拠点も完全に破壊された。ま
た，南は首都圏やいわき市から，北は仙
台市から，相双地区を結ぶ国道6号線や
常磐道，JR常磐線等の基幹交通網は寸
断され，このような交通網の存在を前提
として構成されていた物流網も根本的に
破壊されてしまった。

このように，福島第一原発事故は，交
通網や自治体の機能を破壊し，更には，
経済，文化，教育，医療などの生活のあ
らゆる場面において，各自治体間や自治
体住民間にて構築してきたコミュニティ
やネットワークをも崩壊させる甚大な損
害を及ぼしたものである。

５　帰還に向けた自治体の活動と必要な
支援について
⑴ このように原発事故以前の地域コミュ
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ニティが崩壊している状況の中で，川内
村は2012年1月31日に帰村宣言を発し，
除染や生活インフラの整備を進め，企業
誘致による雇用の場を確保するなど，い
ち早く村民の帰村に向けて種々の取組を
行い，基礎自治体としてでき得る限りの
努力を行ってきた。

しかし，村民の帰村は思うようには進
まず，特に若年層の帰村へのためらいは
大きい。10歳未満の帰村者は10％程度
に過ぎず，高齢化率は原発事故前の約
34％から実に65％に跳ね上がっている。

上述のように，川内村は生活環境の除
染をほぼ完了し，空間放射線量も年間
1mSv未満と見込まれる地区が多くを
占める。放射線による外部被ばくの問題
だけを見れば，村民の多くが避難してい
る福島県中通り地方よりも川内村の方が
良好といっても過言ではない状況であ
る。

それにもかかわらず，村民，特に若年
層が帰村にためらいを感じているのは，
放射線被ばくに対する不安だけでは説明
できず，医療や買い物など日常の生活に
対する不自由さがあるからに他ならな
い。買い物や医療の面で不自由なく暮ら
せる都市部との落差が，帰村の問題を複
雑化しているのである。

⑵ 望まれる対策
上記のような，川内村の帰村事業を通

じて明らかになった問題点は，遠藤雄幸
川内村長が常々「中山間地の過疎化の問
題が原発事故を契機に一気に噴出した。
時計の針が何十年も進んでしまった。」
と述べている言葉に如実に表れている。
そして，この点は，川内村だけの問題で
はなく，程度の差こそあれ，旧警戒区域
が今後住民の帰還を進めていく場合には
等しく生じる普遍的な問題を含んでい
る。

とすると，真に旧警戒区域についての
住民の帰還を目指すのであれば，放射性
物質の除染やインフラの復旧などによ
り，原発事故前の環境にできる限り近づ
けるだけでは不十分であることは明らか
である。

放射性物質による汚染と，原発事故以
前に脈々と培ってきた地域コミュニティ
の崩壊という負債を背負った地域につい
て，原発事故によって一気に進んでし
まった時計の針を元に戻すためには，①
原発事故によって破壊された経済，文
化，教育，医療といった生活環境のあら
ゆる場面におけるコミュニティやネット
ワークを再生するとともに，②原発事故
前よりもより魅力的な地域に生まれ変わ
れるだけの直接的な支援が必要である。

そして，上記②については，新たな産
業の創設や先進的な教育機関の開設，帰
還した住民に対する直接的な経済的支援
などが考え得るところであり，福島復興
再生特別措置法や子ども・被災者支援法
等に基づき，国により積極的な施策が講
じられなければならない。

第４　生活環境における放射能汚
染の実態と影響について

1　生活環境における放射能汚染の実態
⑴ 生活環境の放射線計測結果

福島第一原発事故の影響により，生活
環境においてどのような被ばくが生じて
いるかを推定する基礎資料の収集を目的
として，2013年7月11日から15日にか
けて，福島県内の住宅地，学校周辺，公
共施設（駅周辺や都市公園）の複数の地
点でガンマ線の計測を行った。

福島県中通り地域は，特定避難勧奨地
点に指定された伊達市の一部を除き，政
府等による避難指示等は出されなかった
ことから，表面上は原発事故以前と変わ

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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らない日常生活を多くの住民が続けてい
る地域である。

計測には「M i r i o n T e c h n o l o g i e s
（RADS）OY」（FinLand）の製造にかか
る「RDS30 RADIATION SURVEY 
METER」を使用した。

同計測機器については，放射性セシウ
ムに合わせた校正の有無について確認で
きていないものの，計測各所にて文部科
学省が設置した可搬型モニタリングポス
トとの比較でも誤差は0.03～0.05μSv/h
の範囲であった。

⑵ 住宅について
福島県では，住宅についての除染作業

が行われているが，敷地を含む住宅の汚
染状況は様々である。

そこで，一例として福島県西白河郡西
郷村の居宅を例にとり，放射性物質によ
り住宅が汚染された現状を以下に示す。
計測日は2013年7月15日である。なお，
同居宅は福島第一原発から直線距離で約
83kmの地点にある。まず，庭の中央部
で0.28μSv/hを計測した（写真1）。

【写真1】

他方，自宅東側（写真1では右側）の
森と自宅敷地との境界線で計測すると
0.46μSv/hを計測した（写真2）。樹木
が放射性物質に汚染されている影響を受
けて森に近い境界線上ではガンマ線量が
高くなる。

【写真2】

また，自宅から60m程離れた空き地
（隣地）で計測した結果，0.60μSv/h（写
真3），0.67μSv/h（写真4）と，自宅
庭の中央部に比して2倍以上のガンマ線
が計測された。このように隣接地間でも
検出される線量が大きく異なる場合も多
く見受けられる。
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【写真3】 【写真4】

次に，建物内は，現在は概ね0.13から
0.16μSv/h程度である（写真5及び6）。
ただし，2階の窓際では時折0.3μSv/h
程度のガンマ線が検出されることがある

（写真7）。

【写真5】 【写真6】

【写真7】

⑶ 学校周辺や通学路について
①　学校周辺については，福島県中通り

地方の白河市（白河市立信夫第二小学
校），二本松市（二本松市立二本松第
三中学校），福島市（福島市立渡利小
学校）の3つの学校を対象に，学校敷
地周辺と通学路のガンマ線量を計測し
た。 計 測 日 は， 信 夫 第 二 小 学 校 が

2013年7月11日，他の二校は2013年
7月12日である。

②　信夫第二小学校について
まず，同小学校の駐車場入り口付近で

0.37μSv/hを計測した（写真1）。
次に，同小学校前を通る国道294号線

に沿って，北東方向に100m程離れた地
点にて0.70μSv/hを計測し（写真2），
さらに北東方向に50m程離れた地点で
0.64μSv/hを計測した（写真3）。

【写真1】

【写真2】 【写真3】

さらに，写真3の地点から北東方向に
100m程離れた外面のバス停付近で0.43
μSv/hを計測し（写真4），そこから北
東に130m程離れた外面地区多目的集会
所前の消防団車庫前で0.57μSv/hを計測
した（写真5）。
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【写真4】 【写真5】

このように，信夫第二小学校の通学路
では0.37～0.70μSv/hが計測され，300m
～400m程の範囲内で，かつ同じ道路沿
いでも線量に差が出る現状が明らかに
なった。なお，国道294号線から50m程
外れた路地や，通学路上の苔からの線量
を計測した結果，同路地で1.03μSv/h，
苔上で1.16μSv/hと，より高い線量が計
測された（写真6及び7）

【写真6】

【写真7】

今回の各計測地点と各地点の線量マッ
プは下記のとおりとなる。

③　二本松第三中学校について
まず，同中学校生徒通用門前で0.49μ

Sv/hを計測した（写真1）。校門門柱前
の地面にガイガーカウンターを置いて計
測した結果，2.13μSv/hが計測された

（写真2及び3）。

【写真1】

【写真2】 【写真3】

他方，同じ生徒通用門の生垣下にもガ
イガーカウンターを置いて計測したとこ
ろ，地面に接している状態でも0.57μ
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Sv/hにとどまった（写真4及び5）。雨
水の流れや砂地とアスファルトの違いな
どが影響していると考えられるが，今後
の放射線防護策を検討する上で参考とな
る事象と思われる。

【写真4】 【写真5】

同中学校の通学路と付近を走る国道4
号線沿いも計測したところ，通学路にて
0.9μSv/h（写真6），国道4号線沿いの
歩道で1.07μSv/h（写真7），同国道の
側道で0.74μSv/h（写真8）を計測した。

【写真6】

【写真7】 【写真8】

二本松第三中学校付近の各計測地点及
び各地点の線量マップは以下のとおりで
ある。同中学校付近が広い範囲で汚染さ
れ，除染されている生徒通用門付近を除
けば，0.9～1μSv/h前後のガンマ線が
検出される結果となった。

④　渡利小学校について
まず，同小学校正門前で0.61μSv/hを

計測し（写真1），また，同小学校東側
敷地境界付近で0.57μSv/hを計測した

（写真2）。ただ，写真2の地点から1m
ほど北側に移動しただけでガンマ線量が
1.00μSv/hに増加するという現象を確認
した（写真3）。

【写真1】
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【写真2】 【写真3】

次に，同小学校敷地北西角付近の通学
路上で0.62μSv/h（写真4），同小学校
正門前から100m程西の通学路上で0.75
μSv/h（写真5），さらに写真5の地点
から西に50m程の通学路上で0.81μSv/h

（写真6）をそれぞれ計測した。

【写真4】

【写真5】 【写真6】

また，同小学校から北の阿武隈川の河
川敷では，水辺の学校案内板前で1.38μ
Sv/h（写真7），そこから西に100m程
の地点で1.22μSv/h（写真8），写真8
の地点から西に100m程の地点で1.09μ

Sv/h（写真9）をそれぞれ計測した。

【写真7】

【写真8】 【写真9】

さらに，渡利大橋南詰で0.84μSv/h
（写真10），同南詰付近公衆用トイレ前
の地面では2μSv/h（写真11及び12）
をそれぞれ計測した。

【写真10】
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【写真11】 【写真12】

渡利小学校付近の各計測地点及び各地
点の線量マップは次記のとおりとなる。
渡利小学校周辺が広範囲に汚染され，除
染作業を経た現在においても，1μSv/h
以上のガンマ線が計測される実態が明ら
かとなった。

また，写真2と写真3の地点にみられ
るように，数10cm程しか離れていない
にもかかわらず，倍近い線量が計測され
た地点もあった。

⑷ 公共施設（駅周辺・都市公園）について
①　公共施設については，2013年7月

12日に，二本松市及び福島市にて鉄
道の駅周辺を測定し，同日，郡山市で
都市公園を測定した。

②　駅周辺地域
ア　JR二本松駅周辺

まずJR二本松駅舎前にて計測した
ところ，0.42μSv/hにとどまった（写
真1）。しかし，写真1の地点から
10m程離れた地点では0.73μSv/hに上
昇し（写真2），同地点から東に10m
程移動した地点でも0.72μSv/hを計測
した（写真3）。写真3に写っている
壁からの放射線が影響している可能性
もある。

【写真1】

【写真2】 【写真3】

実際，写真3の地点から東に20m
程移動してみると0.57μSv/hに減少し
た（写真4）。ただ，写真4の地点か
ら河川敷に降りてみると1.19μSv/hに
線量が増加した（写真5）。ここでも
護岸や地表からの放射線の影響がある
ものと思われる。

また，駅舎前ロータリーの西側では
0.55μSv/hを計測した。
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【写真4】

【写真5】 【写真6】

また，JR二本松駅の西に二本松市
市民交流センターがあり，同センター
敷地内に文部科学省が設置したモニタ
リングポストは0.471μSv/hを示して
いた。このモニタリングポストの検出
器上での計測値は0.50μSv/hであり，
ほぼ同様の数値を検出した（写真7）。
同センターでも上記のモニタリングポ
ストから東に60m～70m程離れた地点
では0.67μSv/hを計測した（写真8）。

【写真7】

【写真8】

JR二本松駅前の各計測地点と各地
点の線量マップは以下のとおりであ
る。渡利小学校の場合と同様に，わず
かに計測地点をずらしただけで，計測
線量に大きな差が出る結果となった。

イ　JR福島駅周辺
まず，万世大路と中央通りとの交差

点付近路上から計測を開始し，同地点
で0.44μSv/hを計測した（写真1）。
また，東に50m程移動した福島信用
金庫前路上で0.52μSv/hを計測した

（写真2）。さらに東に50m程進んだ
陣場町の交差点では0.61μSv/hを計測
した（写真3）。
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【写真1】

【写真2】 【写真3】

その後，写真3の地点から，JR福島
駅前通りまで移動し，福島駅ロータリー
北詰交差点の北東角付近路上で0.44μ
Sv/h（写真4），西に120m程進んだ福
島駅東口交差点付近路上で0.48μSv/h
を，それぞれ計測した（写真5）。他
方，福島駅東口交差点から東に延びる
アーケード街では0.12μSv/hと線量が
約4分の1に減少した（写真6）。

【写真4】 【写真5】

【写真6】

JR福島駅周辺における各計測地点
と各地点の線量マップは以下のとおり
である。県庁所在地の玄関口周辺にお
いても0.4から0.6μSv/h程度のガンマ
線量が計測される地域が広がっている
実態が明らかとなった。他方で，アー
ケード街では屋内並みのガンマ線量に
とどまっており，放射線防護策の検討
に当たり参考となろう。

③　郡山市内の都市公園
ア　芳山公園

JR郡山駅西口から西に1km程の所

第2節　福島第一原発事故による様々な被害
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にある芳山公園は郡山市による除染作
業が終了しており，除染前に1.52μ
Sv/hであったものが，2013年6月25
日の時点では郡山市の計測で0.19μ
Sv/h（地上50cm）に低減したと発表
されている。

【郡山市ホームページ放射線量モニタリングマップより】

しかし，2013年7月12日に計測し
た際には，同公園に文部科学省が設置
した可搬型モニタリングポストでも
0.288μSv/hが計測されていた（写真
1）。また，除染結果を掲示している
看板前では0.74μSv/hを計測し（写真
2），同公園内の石版前で0.47μSv/h
を計測した（写真3）。

【写真1】

【写真2】

【写真3】

さらに，除染結果を掲示している看
板前の生垣にガイガーカウンターを置
いて計測したところ，1.08μSv/hを計
測した（写真4及び5）。

【写真4】 【写真5】
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イ　酒蓋公園
また，福島地方裁判所郡山支部から

南西に1kmほどの地点にある酒蓋公
園においても計測を行った。同公園は
周辺に小学校，中学校及び高等学校が
集まっている場所にあり，福島第一原
発事故前には，放課後の時間帯におい
て多くの小中高校生の姿がみられてい
た公園である。

同公園にも文部科学省により可搬型
モニタリングポストが設置されている
が，同モニタリングポストの数値は
0.735μSv/hで，ガイガーカウンター
の計測値より若干高い値が示されてい
た（写真1及び2）。

【写真1】

【写真2】

その他，公園内には1.07μSv/hを示
す地点があり（写真3），また，公園
内の樹木の根元を測定した結果1.65μ
Sv/hが計測された（写真4及び5）。

【写真3】
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【写真4】 【写真5】

また，公園内のベンチを計測したと
ころ，コンクリート上に設置されたベ
ンチ上では0.52μSv/h（写真6及び7）
であった一方で，土がむき出しとなっ
た場所に設置されたベンチ上では1.68
μSv/h（写真8及び9）を，それぞれ
計測した。

同じ公園内にて，同じ木材を使用し
たベンチについて，その地盤の性状の
違いからこのような放射線量の大きな
違いが見られることは，放射線防護の
見地からは参考とすべき事例と思われ
る。

【写真6】

【写真7】

【写真8】

【写真9】

⑸ 小括
以上のように，福島県南部の西郷村や

白河市から，福島県中部の郡山市や二本
松市，福島県北部の福島市にかけて（下
記地図を参照），福島県中通り地方を縦
断して，生活環境において放射線の計測
を行った。
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参考「文部科学省による福島西部の航空機モニタリングの測定
結果について（福島県内の地表面へのセシウム134，137の沈
着量の合計）」

その結果，福島第一原発事故から2年
4か月が経過した現在においても，子ど
も達が日常生活を送る学校周辺も含め，
人々が普通に生活している生活環境にお
いて相当量のガンマ線量が計測されるこ
とが明らかとなった。

また，同じエリアでも測定する地点に
よって，放射線量が大きく異なることも
多く，更には，除染を行った場所がわず
かの間に放射線量が上昇してきているこ
ともあり，改めて，放射線防護の難しさ
を痛感させられる結果となった。

他方で，二本松駅前の調査にみられた
ように，わずかな距離で線量が異なる地
点では，特定の線源が関係している可能
性が高く，その線源を集中的に除染した
り，遮蔽措置を講じることにより，より
効率的な放射線防護が可能となる可能性
もみえてきた。

2　生活環境の汚染が及ぼす影響
⑴ 前述のように，福島県では，浜通り地

方を中心に福島第一原発事故に伴う住民
の大規模な避難と，これによる地域コ
ミュニティの分断が生じ，いまだに10
万人以上の住民が故郷を追われた生活を
余儀なくされている。

⑵ 他方，福島県中通り地方の多くでは，

このような強制的な避難こそ行われな
かったものの，米や牛肉など住民が日常
的に口にする食品からも一時，食品衛生
法の残留放射性物質に関する規制値を上
回る放射性物質が検出された。また，こ
のような食品からの放射性物質の検出は
山菜やキノコ類，淡水魚を中心として，
現在でもいまだに継続している。

⑶ さらに，福島第一原発事故以降，放射
線防護の見地から，教育現場等で子ども
達に対する屋外活動の制限がなされた。
その結果，男子の全学年で運動能力の低
下が顕著となっている。

【福島民報2013年7月13日朝刊より】

小学生や中学生の時期は，まさに身体
の基礎づくりをするときであり，この時
期に，その後の全ての人生を全うするた
めに必要な体力と基本的な身体能力の大
部分が養われるといっても過言ではな
い。ただいたずらに屋外活動を制限する
ことは，結局，子ども達の将来を奪うに
等しいものがある。

この点について，福島県は現在，屋内
遊び場確保事業を実施し，これを活用し
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て，福島県内に，2013年7月31日現在
において55か所の屋内遊び場が整備さ
れている。

しかし，真の運動能力は，山や川，海
や砂浜などの自然環境の中で活動するこ
とにより，自ずから養われていくことが
望ましいものである。人工物の上でどれ
だけ運動を確保しても，自然環境の中で
身に着けた身体制御能力には決して及ば
ない。

⑷ 復興庁の発表によると，2013年7月31
日現在において，2012年度中に執行さ
れる予定であった復興費9兆7402億円
の35.2％に当たる3兆4271億円が未執
行となっており，福島県内での執行がそ
の大部分を占める除染費用6556億円に
ついては，実にその67.9％に当たる4451
億円が未執行となっている。

先に述べた芳山公園の事例にもあるよ
うに，除染実施後わずか半月余りで放射
線量が増加している例もあることからす
れば，無駄な除染活動を排除して効率的
な除染を行うとともに，除染費用の一部
を子ども達の屋外活動機会の確保と放射
線防護の両立に充てることの方がより重
要であると思われる。

信夫第二小学校や二本松第三中学校の
ように除染によって周辺の放射線量に比
べれば放射線を低減する効果が得られて
おり，全ての除染活動が無駄であるとい
うことはない。

ただ，除染はあくまでも放射線防護の
一手段に過ぎないのであり，より実効的
な放射線防護策，例えば学校単位でより
放射性物質による汚染の程度が低い地域
にて屋外活動を行う機会を確保するなど
の方策について，予算措置を行うべき時
期にきているものと思われる。

第５　農林水産業をはじめとする
産業への悪影響

1　農業・畜産業への悪影響
⑴ 福島第一原発事故により，チェルノブ

イリ事故の約10分の1に相当する大量
の放射性物質が環境中に放出された。

その放射性物質は，福島県を中心に広
く日本全土に降り注いだ。その結果，
2011年3月18日以降，茨城県高萩市の
ホウレンソウから暫定規制値（500Bq/
kg）を超えるヨウ素131（15020Bq/kg）
及び放射性セシウム134,136,137（524Bq/
kg）が検出され，また，事故直後以降，
福島県伊達郡川俣町の牛の原乳から食品
衛生法における暫定規制値（300Bq/kg，
乳児の場合は100Bq/kg）を超えるヨウ
素131（1510Bq/kg）が検出された（厚
生労働省「福島県産及び茨城県産食品か
ら食品衛生法上の暫定規制値を超過した
放射性物質が検出された件について」
2011年3月19日）。

そして，同年7月8日には，福島県南
相馬市から出荷された牛の肉から暫定規
制値（500Bq/kg）を超える放射性セシ
ウム（2300Bq/kg）が検出され（農林水
産省「牛肉からの暫定規制値を超えるセ
シウムの検出について」2011年7月11
日 ）， 牛 が 食 し て い た 稲 藁 か ら 7 万
5000Bq/kgにのぼるセシウム134,137が
検出された（福島県農林水産部「南相馬
市産牛肉からの暫定規制値を超えるセシ
ウムの検出に伴う県の対応について」
2011年7月11日）。

その後，秋になると，放射性物質が付
着した土壌で生育した福島市や伊達市等
の稲（玄米）から，1000Bq/kgを超える
セシウム134，137が検出された（厚生
労働省「食品中の放射性物質の検査結果
に つ い て（258報 ）」2011年11月28日
等）。また，伊達市で試験的に加工した
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干し柿からは，11000Bq/kgを超えるセ
シウム134,137が検出された（福島県

「干し柿の放射性物質検査結果について」
2011年10月19日）。

さらに，福島県の農産物に限らず，
2012年9月22日に採取された，長野県
南佐久郡南牧村の野生キノコからも，基
準値（100Bq/kg）を超える放射性セシ
ウム（120Bq/kg）が検出された（厚生
労働省「食品中の放射性物質の検査結果
に つ い て（487報 ）」2012年 9 月27日
等）。

加えて，2013年6月16日に秋田県湯
沢市の「たけのこ」から基準値（100Bq/
kg）を超えるセシウム（185Bq/kg）が
検出された（秋田県湯沢市「自生山菜

「ネマガリダケ」の放射性物質検査結果
と今後の対応について」2013年6月16
日）。

以上のとおり，放射性物質は多数の農
産物・畜産物について，現在でも検出さ
れ続けており，本件事故により環境中に
放出された放射性物質は，農産物に直接
付着したり，飼料から取り込まれたり，
土壌から取り込まれたりして，農産物・
畜産物を汚染している。

⑵ そのため，放射性物質が検出されるた
びに，農業者や畜産業者は，自主回収，
出荷・生産自粛などで対応せざるを得ず，
これまでどおりの出荷・生産を行うこと
が不可能な状態に置かれている。

そして，放射性物質を含んだ農産物や
畜産物がいったん検出された市町村はも
ちろん，近隣市町村においても，放射性
物質を含まない（正確にいえば，基準値
以下の放射性物質しか含まない）農産物
や畜産物にもかかわらず，商品又はサー
ビスに関する放射性物質による汚染の危
険性を懸念した消費者又は取引先によ
る，当該商品又はサービスの買い控えや

取引停止等がなされる（いわゆる風評被
害の）状況にある。しかも，風評被害
は，福島県においては，事故直後よりも
年々拡大する傾向にある。

また，産地にこだわる必要がない業者
が，風評被害の状況につけ込み，農業者
や畜産業者を買い叩き，安い金額で仕入
れを行うという事態も生じている。

⑶ 以上のことから明らかなように，放射
性物質が検出される可能性が指摘される
地域の農業者や畜産業者は，その他の地
域の農業者や畜産業者とは公正な競争の
できない状況に置かれている。しかも，
今後日本が農業や畜産業の分野でTPP
に加入することになれば，外国を含めた
更なる競争の激化が予想され，これらの
地域の農業や畜産業は，これまでと同様
な条件での競争ができなくなる可能性も
認められる。

加えて，膨大な農地や牧草地における
除染は，現在ほとんど具体化していな
い。また，農業者や畜産業者は，汚染さ
れた環境下で作業を行わざるを得ない。
しかも，放射性物質であるセシウム137
の半減期が約30年であることに鑑みれ
ば，現時点において既に高齢の農業者や
畜産業者の相当数が，今後後継者を見つ
けることができなくなることは十分に予
測されるところであり，自己の代で農業
や畜産業を終わらざるを得ない状況に追
い詰められている。

2　林業への悪影響
⑴ 福島第一原発事故により，その放射性

物質は福島県を中心に広く日本全土の森
林にも降り注いだ。

警戒区域，計画的避難区域及び緊急時
避難準備区域に指定された11市町村に
は，約13万haの森林が所在しており，
土地面積に占める森林の割合は全体で約
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62％となっている（林野庁「平成23年
度森林・林業白書」44頁）。

これらの区域では，警戒区域等への立
入禁止により，下刈や間伐等の施業を実
施することが不能になった。立入禁止に
より，素材生産業者は，立木伐採の停
止，伐採現場で稼働していた高性能林業
機械等の放置，迂回通行による運搬経費
のかかり増し，作業現場の放射能汚染度
測定と現場作業への不安，きのこ用原木
の納入停止，従業員の解雇・休業等に
よって，多大の損害を被っている。さら
に，木材加工業者も，取引業者の営業休
止，新築住宅の契約解除・先送り，県外
へ出荷した製品の一方的な取引中止と返
却等による売上の減少，製材品等の放射
能汚染調査の費用のかかり増し等によ
り，損害を被っている（同上45頁）。

⑵ ところで，林業の場合は，農業や畜産
業等と異なり食用品を算出するわけでな
く，販売流通に際しそこまで厳しい基準
が設けられていない。それゆえ，木材製
品（製材品，集成材，合単板及びチッ
プ）については，これまで公的な検査の
対象となっていない。

ただし，樹皮を原料とした畜産用敷料
及び堆肥については，400Bq/kg以下で
なければならないという制限が存する

（林野庁「放射性セシウムを含む肥料・
土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容
値の設定について」2011年8月1日，
農林水産省生産局畜産部「原子力発電所
事故を踏まえた家畜用の敷料の取扱いに
ついて」2011年8月23日）。そのため，
福島県と周辺県の製材工場等では，一部
の樹皮から暫定許容値を超える放射性物
質が検出され，結果，樹皮の出荷が減少
し，販売できなくなった樹皮が大量に自
社工場内に保管されている（しかも，保
管場所の確保の必要性から費用負担が生

じている）状況にある。
⑶ 森林における除染も，試験除染を除き，

現在ほぼ進んでいない状況にある。
農水省は人工林についてのみ除染を予

定しているが，まずは住居等近隣の森林
を優先し，仮に除染するとしても落ち葉
の除去や間伐を行うにすぎない（農林水
産省「森林における放射性物質の除去及
び拡散抑制等に関する技術的な指針」
2012年4月）ため，早期かつ抜本的な
除染が期待できるかは疑わしい。

それゆえ，被ばく回避のための林業労
働者の就業環境整備は当分期待できず，
林業の発展が高度に阻害されかねない。

3　水産業への悪影響
⑴ 福島第一原発事故により大気中に拡散

した放射性物質の降下，福島第一原発2
号機からの高濃度汚染水の流出及び低濃
度汚染水の海水中への放出等により，多
量の放射性物質が放出された。

その結果，2011年4月5日（公表）
に，北茨城市沖で漁獲されたコウナゴか
ら暫定規制値（放射性セシウム134，
136，137（500Bq/kg））を超える放射性
物質（放射性セシウム134，136，137

（524Bq/kg））が検出され（茨城県「茨
城産イカナゴ（コウナゴ）の検査状況」
4月30日），以降2013年5月31日まで，
茨城県から出荷・販売自粛要請がなされ
ている状況にある。また，2012年10月
25日（公表）に，岩手県と宮城県の県
境で漁獲されたスズキから，暫定規制値

（放射性セシウム（100Bq/kg））を超え
る放射性物質が検出され（厚生労働省

「原子力災害対策特別措置法第20条第2
項の規定に基づく食品の出荷制限の設
定」2012年10月25日），以降2013年5
月31日まで，国からの出荷制限が解除
されていない状況にある。さらに，2013
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年2月18日（公表）に，銚子・九十九
里浜で漁獲されたスズキから，暫定規制
値（放射性セシウム（100Bq/kg））を超
える放射性物質が検出され（厚生労働省

「原子力災害対策特別措置法第20条第2
項の規定に基づく食品の出荷制限の設
定」2013年2月18日），以降2013年5
月31日まで，国からの出荷制限が解除
されていない状況にある。

加えて，内水面においても，2012年
5月8日（公表）に，岩手県砂鉄川で漁
獲されたイワナから，暫定規制値（放射
性セシウム（100Bq/kg））を超える放射
性物質が検出され（厚生労働省「原子力
災害対策特別措置法第20条第2項の規
定に基づく食品の出荷制限の設定」2012

年5月8日），以降2013年5月31日ま
で，国からの出荷制限が解除されていな
い状況にある。

なお，福島県は，2011年3月15日以
降2013年5月31日まで，一部の魚の試
験操業を除いて，全ての沿岸漁業及び底
引き網漁業について操業自粛している。
ちなみに，福島第一原発から約20km離
れた福島県沿岸で漁獲されたアイナメか
ら，事故から1年以上も経た2012年8
月1日に，暫定規制値（放射性セシウム

（100Bq/kg））をはるかに超える放射性
セシウム2万5800Bq/kgが検出されて
いる（東京電力「福島第一原発20km圏
内海域における魚介類の測定結果」2012
年11月26日）。

【2011年度水産白書65頁】

第2節　福島第一原発事故による様々な被害

― 51 ―



以上のとおり，放射性物質が検出され
た水産物は多岐多数にのぼり，本件事故
から2年以上経過した現時点でも残存し
ており，いまだに水産物・畜産物を汚染
している状況にある。

⑵ そのため，水産業者は，放射性物質が
検出されるたびに，県などの指導や，自
主回収，出荷・販売自粛などで対応せざ
るを得ず，これまでどおり操業・出荷・
販売を行うことが不可能である。

しかも，水産物の放射性物質の含有
は，魚種の食性や回遊行動等の違い，海
底土の性質等から決定され，放射性物質
を含んだ魚種がいったん検出されても，
同じ海域の他の魚種にも放射性物質が含
まれているとは限らない（水産庁「平成
24年度水産の動向」90頁～93頁）にも
かかわらず，近隣海域で取られた魚も買
い控えされることが多く，いわゆる風評
被害を強く被っている。

さらに，水産業の場合，外国への輸出
量が多いが，以下の図のとおり，本件事
故から1年経過した時点でも各国の輸入
規制を受けている状況にある。

⑶ 以上のことから明らかなように，放射
性物質が検出される可能性のある地域の
水産業者は，放射性物質が検出される可
能性がない地域の水産業者と，公正な競
争のできない状況に置かれている。しか
も，今後日本が水産業の分野でTPPに
加入することになれば，外国を含めた更
なる競争の激化が予想され，これらの地
域の水産業は，これまでと同様な条件で
の競争ができなくなる可能性も認められ
る。

もっとも，水産業の場合，農業や畜産
業と異なり，海洋に排出された放射性物
質は時間の経過によって拡散し希薄化す
る傾向にある（ただし，放射性物質が現
在は海洋に流出し続けていないことが前

提である）。また，労働環境についても，
海上での漁労作業の場合は，海水による
放射線の遮蔽効果が働くため，海底土か
らの放射線の影響は限定的である。

４　観光業への悪影響
上記産業の他，観光業への影響も計り知れ

ない。
例えば，福島県旅館ホテル生活衛生同業組

合の理事長によれば，組合会員数614施設の
うち，浜通りで70％が休業，中通りでは
30％が休業，会津では10％が休業しており

（2011年5月中旬時点），回答件数298施設の
2011年3月11日から2012年3月10日までの
総売り上げの損害見込額は約360億円（前年
度売り上げの約51％減）にのぼる（文部科
学省「原子力損害賠償紛争審査会（第5回）
議事録」）と予測される。

なお，実際のところ，全国旅館ホテル生活
衛生同業組合連合会によれば，2011年4月
及びゴールデンウィーク中の売上は，福島県
の場合は，順に4億3031万8000円，9882万
7000円 に 減 少 し た（ 対 前 年 比53.2％ 減，
36.7％減）。近隣の茨城県の場合も，順に3
億4057万8000円，1億1734万5000円に減少
した（対前年比62.4％減，57.9％減）（全国旅
館ホテル生活衛生同業組合連合会「福島原発
事故による旅館・ホテルの被害について」
2011年5月23日）。

５　製造業への悪影響
製造業への影響も計り知れない。
例えば，①警戒区域内からの部品調達が

滞ったことによる生産停止，②風評被害に対
する取引先の不安感解消のための検査コスト
費用の増加，③外国労働者が多数帰国したこ
とにより新たな労働力確保のための費用が必
要になったことなど，多方面への影響が生じ
た。70％以上も減益となった企業も一定数存
在した（経済産業省「ものづくり白書」69，
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第1　原子爆弾の投下により広島・
長崎で起こったこと

1　はじめに
2011年３月11日の福島第一原発事故によ

り，我が国は，原発事故の脅威にさらされる
こととなった。そのため，我が国のエネル
ギー政策は岐路に立ち，究極的には，原発を
存続させるべきかどうかの問題に直面してい
る。

このような中，福島第一原発事故を受け，
その安全性の審査のため，現在，我が国のほ
とんどの原発は稼働を停止しているが，安全
性が確認されれば再稼働させるとの動きが活
発化している。

原発事故の危険性がなくなっていない今，
あらためて，核爆発を利用した原子爆弾によ
る攻撃を受けた広島・長崎の惨禍がどのよう
なものであったのかを明らかにしておく。

2　原子爆弾の仕組み等
1945年8月6日8時15分，広島は，人類

史上最初の核兵器である原子爆弾の投下によ
る爆撃を受け，そのわずか３日後の同月9日
11時2分に長崎も同様の爆撃を受けた。

⑴ 原子爆弾の仕組み
原子爆弾とは，高いエネルギーを生み

出す核分裂という現象を利用した爆弾で
ある。核分裂は，核分裂性物質の原子の
中心にある原子核に中性子を衝突させる
ことによって1個の原子核が2個の原子
核に分裂することをいうが，その際に，
平均2.5個の中性子が飛び出すとともに，
非常に高いエネルギーを放出する特徴を
持つ（図1）。そして，核分裂により飛
び出した中性子が別の核分裂性物質の原
子核に衝突し，核分裂は連鎖的に引き起

こされることになるが（図2），核分裂
が連鎖的に引き起こされるには，一定量

（臨界量という。）以上の核分裂性物質が
必要となり，臨界量以上の量に達する
と，100万分の1秒という極めて短い間
に核分裂の連鎖が起こり，膨大なエネル
ギーが一度に放出されることになる（核
爆発）。このような現象を兵器として利
用したのが核兵器（原子爆弾）である。

その膨大なエネルギーは，そのうちの
約50％が爆風のエネルギーに，約35％
が熱線のエネルギーに，約5％が初期放
射線のエネルギーになり，残りの約
10％が残留放射線のエネルギーになった
と考えられている。

図1 図2

⑵ 広島と長崎の比較
広島型原子爆弾と長崎型原子爆弾の形

状，核爆薬，出力等は，以下のとおりで
ある。

広島 長崎

核爆薬 ウラン235 プルトニウム
239

形状 砲身型 濃縮型

出力 15～16kt 21kt

高度 約600m 503m（±10）

爆発量 約700g 約1kg

※　出力は，トリニトロトルエン火薬換算
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3　原子爆弾の爆発状況等
⑴ 原子爆弾の爆発状況の概要

原子爆弾は，爆発の瞬間，爆弾内に生
じた高いエネルギー密度によって，未分
裂の核爆薬，核分裂生成物等は，数百万
度の超高温，数十万気圧という超高圧の
プラズマ状態となり，急速に膨張して火
球を形成した。その火球からは，超高温
の熱線やガンマ線・中性子線，その急激
な膨張による衝撃波が放出された。ま
た，火球の周囲の空気が膨張して爆風と
なり，爆発により生じた音速を超える衝
撃波の後から強烈な爆風が吹いた。

火球は，爆発の1秒後には，直径約
280mのものとなり，上昇するとともに
温度が下がり，約1.7秒後にはきのこ雲
を形成した。このきのこ雲は，火球に含
まれていた様々な放射性物質や，爆心地
周辺から火球の下に爆心地付近の上昇気
流を補うために生じた気流によって流れ
込み，爆心地付近の上昇気流によって含
まれることとなった放射化された粉塵か
らなり（黒いすす），その雲頂は，20～
30 分 後 に は 高 度 12000m（ な い し
14000m）に達したと推定されている。

そして，きのこ雲は次第に崩れて広範
囲に広がり，1時間後には高さ半径とも
に十数kmに達した。きのこ雲中の放射
性物質や放射化された粉塵は，空気中の
水分とともにいわゆる「黒い雨」とし
て，また，きのこ雲の周囲では爆心地付

近で生じた上昇気流を補填するために下
降気流が生じており，この下降気流に
よって，広範囲に，地上に降り注いだ。

⑵ 爆発による熱線・衝撃波・爆風
①　熱線

爆発により生じた火球は，約0.3秒後
には，その表面温度が約7000度となり，
そこから放出された熱線は，約３秒以内
にその99％が地表に影響を与え，爆心
地付近の地表面の温度は，3000～4000
度に達したとされる。

なお，太陽の表面温度は約6000度で
あり，鉄が溶ける温度は約1500度であ
る。
②　衝撃波

爆発により生じた衝撃波は，爆発点付
近で20000m／秒以上，爆心地付近での
圧力は1.5t～35t／m2 と推定され，爆発
の10秒後には約3.7km先まで達した。
③　爆風

衝撃波の後に吹いた爆風は，爆心地付
近では最大440m／秒，爆心地より1.7km
離れた地点でも約170m／毎秒であった
とされる。

なお，爆心地付近の上昇気流やきのこ
雲周辺部における下降気流により，爆心
地付近のトタン板が10kmも離れたとこ
ろまで飛ばされ，また，大きさ1m2，
重さ6kgのトタン板が24km先に降っ
たことが報告されている。

⑶ 放射線
原子爆弾による放射線は，100万分の

1秒以内に起こる核分裂の連鎖により放
出されたガンマ線と中性子線（初期放射
線）と，それ以後の長時間にわたって放
出される残留放射線とがあった。

残留放射線は，核分裂生成物（放射線
を放出する），核分裂をしなかったウラ
ン235（広島）やプルトニウム239（長
崎）が「黒い雨」や下降気流によって地

― 58 ―

第2章　福島第一原発事故以前における放射能被害



表に降り注いだ放射性降下物からのもの
と，初期放射線に含まれる中性子線が地
表の物質の原子核に衝突することによ
り，地表の物質が放射性物質となった

（誘導放射化）ものとがあった。
爆発による核分裂生成物は，主に，

ベータ線やガンマ線を放出し，分裂をし
なかった核分裂性物質も，自らアルファ
線を放出し，次々と種類の異なる放射性
物質に姿を変えながらベータ線やガンマ
線を放出した。

4　原子爆弾による被害
⑴ 広島・長崎における被害の概要

上記のように，原子爆弾の威力はすさ
まじく，広島と長崎は，都市が消失した
といっても過言ではない。衝撃波と爆
風，そして熱線により起こった火災によ
り，都市の市街地の大半は灰燼に帰し，
その総面積は，広島で約13km2，長崎で
約6.7km2とされる。

広島，長崎における被害の概要は，以
下のとおりである。

広島 長崎

人口 約35万人 約24万人

死者数 約14万人 73884人

全壊・全焼 51787件 12900戸

半壊・半焼・大破 18360件 5509戸

1次熱傷範囲 爆心地より
3.5km以内

爆心地より
4km以内

※　昭和20年12月末までの推定

参考　東京書籍編集部編「図説日本史」

⑵ 熱線による被害
上記のような強烈な熱線は，爆心地付

近では瓦等の表面を溶かし，人を一瞬に
して炭化させた。炭化に至らずとも，人
の表皮を肉体から剥離させ，人間として
の外観すら失わせ，重度の火傷を負わせ
た。爆心地より1.2km以内で遮蔽物のな
い場所にいた人は，致命的な火傷を負っ
たとされ，数日内には死に至った。

衣服をまとわぬ人の皮膚の熱線火傷
（1cm2当たり2cal以上の熱線で起こる）

第1節　広島・長崎の惨禍
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は，広島では爆心地より3.5km以内，長
崎では4km以内で生じた。

また，強烈な熱線により木造建物や鉄
筋建物の内部等が自然発火し，大規模な
火災が起こった。爆心地より2km以内
の地域はことごとく焼失し，３km以内
電柱や樹木も黒こげになった。この大規
模火災により死亡した人も数知れない。

⑶ 爆風等による被害
上記のような強烈な衝撃波とその後の

爆風により，爆心地より2km以内の木
造家屋は，そのほとんどが倒壊し，鉄筋
建物は，倒壊しないまでもほとんどの窓
ガラスが吹き飛んだ。

爆風等により，人は吹き飛ばされて死
傷したり，倒壊した建物の下敷きとなり
圧死した。

⑷ 放射線による被害
原子爆弾による被害の最大の特徴は，

熱線，衝撃波，爆風による被害の他，通
常の爆弾では生じることのない放射線に
よる被害にある。なお，放射線による人
体への影響について，詳しくは第３など
で後述する。

放射線は，人体の奥深くまで影響を与
え，分子レベルで細胞や遺伝子を破壊す
る。破壊された細胞により構成される人
体の臓器の機能が低下し，様々な症状と
して現れる。

初期放射線や放射性降下物等からの放
射線により，人は外部から被爆するのみ
ならず，呼吸や飲食等により体内に取り
込まれた放射性物質からの放射線によ
り，内部から被爆した。また，原爆投下
時に広島・長崎市内にいなかった人も，
その後，捜索や救護等のために広島・長
崎市に入り，内部から被爆することと
なった。

放射線による影響は，爆心地からの距
離や遮蔽物の有無，被爆線量により異な

るとされるが，概ね，爆心地から1km
以内にいた人は致命的な障害（急性障
害）を受け，その多くは数日のうちに死
亡したとされる。また，外傷が全くなく
無傷のようにみえたが，月日が経過して
から発病し（晩発性障害），死亡したり，
死には至らずとも，現在もその病気に苦
しむ人も多い。

このように，放射線は，極めて広い範
囲の人に，あらゆる臓器の機能を低下さ
せることによりその生命・身体に対して
多様な被害を相当長期間にわたり及ぼす
という特徴を持っている。

第2　これまでの原爆被爆者への
援護の状況

1　原爆医療法制定まで
上記のとおり，広島・長崎は，原子爆弾に

より甚大な被害を受けた。被爆者らは，原子
爆弾の被害による貧困，原爆放射線による病
気のみならず，社会的な差別にも耐えなけれ
ばならなかった。

このような被爆者らに対し，国は，原爆被
害の実態の調査のみならず，被爆者らへの救
済を怠り，その被害を長期にわたり，放置し
た。そのため，広島市や広島市原爆障害者治
療対策協議会（原対協）等の調査・治療・募
金活動等がなされるにとどまっていた。

このような中，1954年のビキニ水爆実験
による第5福竜丸事件をきっかけとした原水
爆禁止運動や被爆者援護への世論の高まりに
支えられる形で，被爆者らは，1956年，日
本原水爆被害者団体協議会（以下「被団協」
という。）を結成し，医療保障と生活の安定
という国家補償を求めた。

世論に支えられた被爆者らの運動により，
国が原爆医療法（原子爆弾被爆者の医療等に
関する法律（昭和32年法律第14号））を制定
し，一定の救済政策を取ることになったの
は，1957年になってからのことであった。
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しかし，原爆医療法による救済措置は，極
めて不十分なものでしかなかった。被爆者健
康手帳が被爆者に交付されることとなった
が，被爆者の健康診断の費用と，被爆者のう
ち原爆症認定を受けた者（認定被爆者）につ
いてのみ，その治療費を国が負担するという
ものでしかなく，生活援護に関する措置は全
くなされなかったのである。

2　原爆医療法の改正等
⑴ 原爆医療法の改正

原爆医療法が制定されたものの，その
内容は，被爆者らの求めるものとはかけ
離れたものであったため，その後も，被
爆者らは陳情等の活動を続けた。

これにより，1960年に改正がなされ，
「特別被爆者」（放射線を多量に浴びた被
爆者）という制度ができ，特別被爆者に
対しては，原爆症以外の疾病で医療を受
ける場合にも，その医療費が支給される
こととなった（一般疾病医療費，なお，
のちに「特別被爆者」の範囲は拡大さ
れ，1974年に全ての手帳所持者が対象
となった。）。

また，医療手当の制度（医療の給付を
受けている期間，月額2000円）も追加
された。

⑵ 原爆特別措置法の制定
原爆医療法の改正により，医療費の支

給範囲が拡大されたとはいえ，被爆者ら
の求める生活援護に関する措置は全く採
られることがなかった。そのため，被爆
者らは，「原爆被害の特質と被爆者援護
法の要求」を発表し，引き続き，国家補
償としての立法措置を求めた。

これにより，1968年，原爆特別措置
法が制定された。

原爆特別措置法により，原爆症の認定
を受けた被爆者に対する特別手当（第2
条，当初月額1万円），原爆医療法第14

条の2が定める「特別被爆者」に対する
健康管理手当（第5条，当初月額3000
円），同法第7条第1項の医療の給付を
受けている者に対する医療手当（第7
条），「特別被爆者」で介護を要する者に
対する介護手当（第9条）が支給される
こととなった。

その後，原子爆弾小頭症手当（第4条
の2），保健手当（第5条の2），葬祭料
の支給（第9条の2）等が追加され，原
爆医療法上の前記医療手当が原爆特別措
置法の特別手当に統合されて医療特別手
当の制度となった。

3　被爆者援護法を求める運動
原爆特別措置法が制定され，上記各種手当

が設けられたが，様々な制限があったため，
受給することのできる被爆者の数は非常に少
なかった。

そのため，被爆者らは更なる援護を求め，
原爆医療法や原爆特別措置法（原爆二法）に
ついて，所得制限を緩和する等の改正措置が
採られた。

しかし，それでも原爆被害の実態に照ら
し，生活援護という観点からは，不十分なも
のであったため，被爆者らは，更なる生活援
護を求め，国家補償の精神に立った被爆者援
護法の制定を求める運動を展開せざるを得な
かった。

このころより，原水爆禁止運動の中では，
核兵器の廃絶と国家補償の被爆者援護法の制
定とは不可分の関係にあるとの気運が高ま
り，国民的な世論となった。さらに，最高裁
判所も，在韓被爆者が原告となった事件で原
爆医療法は，「国家補償的配慮が制度の根底
にある」（最判昭和53年３月30日民集32巻2
号435頁）という解釈を示した。

最高裁判決の後，厚生大臣の下に原爆被爆
者対策基本問題懇談会（基本懇）が設置さ
れ，被爆者対策の基本理念と制度のあり方が
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検討されたが，「国民が何らかの犠牲を余儀
なくされたとしても，（中略）すべての国民
がひとしく受忍しなければならない」とし
て，原爆被害への国家補償を否定する答申が
なされた。

そこで，被爆者らは，さらに，原爆被害へ
の国家補償を求め，被害の実態の普及のため
の語り継ぎ運動など，国民・国会議員，地方
議会議員への運動を展開した。

その結果，1994年，原爆二法を統合し，
「国家補償の精神に基づく」とすることはで
きなかったが，「国の責任」で被爆者に対す
る総合的な援護対策を実施するとする原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律（以下

「被爆者援護法」という。）が制定された。被
爆者遺族への特別葬祭給付金の支給や所得制
限の全廃等の点で，実質的には国家補償的配
慮が進んだと評価できる。

4　被爆者援護法制定後
被爆者援護法が制定されたものの，この点

以外には，被爆者らが求めた国家補償は実現
されなかった。

また，認定被爆者として医療の給付や医療
特別給手当の給付を受けるには，厚生労働大
臣の「認定」を受けなければならなかった
が，国は，この要件を極めて狭く解釈し，ご
く近距離で被爆したケース以外の申請につい
ては，ことごとく却下し，非がん疾患はもち
ろん，がんでさえ，その発症部位によっては
却下するというような運用であり，2003年
３月末時点における原爆症と認定された被爆
者は，被爆者健康手帳所持者27万9174人に
対し，わずか2172人（手帳所持者の1％に
も満たない）しかいない状態であった。

そのため，2003年4月以降，被爆者らは，
全国の各地で，原爆症認定を求めて，いわゆ
る原爆症認定集団訴訟を提起せざるを得な
かった。

この集団訴訟については後述するが，国は

敗訴に敗訴を重ね，2008年度以降，原爆症
認定者の数は増えたものの，次第に認定数は
減少する傾向にあり，いまだなお，原爆症認
定を求める訴訟は収束していない。

なお，2013年３月末時点においては，被
爆者健康手帳所持者約20.2万人のうち，医療
特別手当の受給者数は8552人にとどまる。

5　小括
以上のように，国の被爆者援護政策は，被

爆者らの原爆による甚大な被害にもかかわら
ず，長期間にわたりこれを放置し，被爆者自
らの長期にわたる運動により，ようやく被爆
者援護法による国家による一定の救済を行っ
たものの，いまだに原爆被害についての国の
責任を認めようとしないばかりか，原爆放射
線による被害については矮小化しようとする
意図から，原爆症認定の範囲を狭くし，被爆
者切り捨てという認定行政を続けているので
あり，原爆被爆者援護のこのような過酷な歴
史は，福島第一原発事故の処理の問題を考え
る上で，一つの教訓として生かされなければ
ならない。
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第3　放射線の人体への影響
1　放射線とは何か

原爆の放射線による人体への影響を述べる
に当たり，まず，そもそも放射線とは何かに
ついて，確認しておきたい。広島・長崎の被
爆により，人体への影響が問題となるのは，
核分裂の材料や核分裂で生み出された全ての
原子が放射性であることから，その原子核か
ら放出される電離放射線である。これには，
アルファ線，ベータ線，ガンマ線，中性子な
どがある。アルファ線は，ヘリウムの原子
核，ベータ線は，電子であり，いずれも放射
性原子核から数千電子ボルト（eV）ないし
数百万電子ボルトのエネルギーを持って放出
された量子（量子化された波の塊）である。
ガンマ線は，光子と呼ばれる量子として，10
万電子ボルト以上のエネルギーを持って原子
核から放出される。

2　放射線は人体にどのような影響を与
えるか
放射線が分子に当たると，電離作用によ

り，原子と原子を結びつけ分子としている電
子がはじき飛ばされる（電離する）と，分子
は切断される。身体の中の遺伝子やタンパク
質分子などは長く連結されているから，電離
された場所で分子の連結が切断され，遺伝子
の変性や細胞の死滅を招く。これには，直接
放射線が切断する場合（直接作用）と，活性
酸素の生成により，これが遺伝子を切断する
場合（間接作用）がある。

特に，細胞分裂が起こる際に，遺伝情報を
つかさどるDNAの二重らせん構造がほどけ
るようになっている状態のときに，切断され
ると，染色体異常が発症しやすくなると考え
られている。また，現在の科学レベルでは，
晩発性障害者の原因を病理学的に特定できず

（例えば，放射線によるがんと他の原因によ
るがんとを区別できないこと−非特異性）か
ら疫学調査によらざるを得ないという問題が

ある。

矢ヶ崎克馬「隠された被爆」
（新日本出版社，2010年７月）より

矢ヶ崎克馬「隠された被爆」より

放射線による単純化された発がんのメカニ
ズムについては，「放射線→DNA損傷→突
然変異→がん発症」と考えられている。

このメカニズムについては，以下のような
説明がなされている。
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放射線医学総合研究所　酒井一夫作成

しかし，放影研の調査では，線量と相関し
て細胞性免疫の低下や炎症の持続といった加
齢現象の原因と同様の変化が認められてお
り，これが，発がんにどのように絡むかとい
う問題や活性酸素の生成が他の原因による加
齢原因となるため，晩発性障害については，
他の原因との区別が困難という問題が存在し
ている。

3　広島・長崎での原爆放射線の影響・
疫学調査の結果
⑴ はじめに

広島・長崎の被爆者を対象とした疫学
調査（放影研の寿命調査・Life Span 
Study, 略称LSS）や動物実験などを通じ
て，放射線は，人体・生物に悪影響を与
えることがわかってきている。

まず，原爆放射線の影響は，高線量を
被曝した人たちでの被爆後早期の急性症
状が現れた。悪心・嘔吐，脱毛，下痢な
どの消化器症状造血能障害による出血，
貧血，感染症などである。これらは，そ
れまでの医療被曝等の経験から放射線に
よる確定的影響に基づくものとされ，し
きい値があると考えられてきた。

その後，広島・長崎では，晩発性障害
として，白血病の異常な増加や放射線に

よる遺伝的影響に対する危惧から，放射
線による確率的影響を評価するための組
織的長期的な疫学追跡調査が必要である
とされ，1947年にアメリカの原子力委
員会の下に原爆傷害調査委員会（ABCC）
が設立された。その背景には，後述のと
おり，原爆の軍事効果の調査目的があっ
た と さ れ て い る。 そ の 後，ABCCは
1975年に日米合同の財団法人放射線影
響研究所（現在は公益財団法人。以下

「放影研」という。）となり，全ての資料
と研究を引き継いでいる。

⑵ 急性の放射線影響
研究の成果として，急性の放射線の影

響として，主に，ガンマ線，中性子線の
外部被爆による影響として，以下のよう
なことがわかってきている。

ただし，以下の図は，ICRP（国際放
射線防護委員会）の資料をもとに作成さ
れているが，ICRPは，残留放射能の影
響や内部被爆の影響について，これまで
は，無視できる程度として考慮していな
かった（ICRPでは，急性影響について
は，動物実験と医療被曝及びその後の放
射線事故を前提にしている。）。

放射線医学総合研究所
酒井一夫作成資料より
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⑶ 晩発性の放射能影響
ABCCは，晩発性の放射能影響の調査

としてそれまでバラバラであった調査を
まとめ，1955年のフランシスレポート
を踏まえて，被爆者の寿命調査（LSS）
を始めている。

寿命調査は，1950年の国勢調査時に
広島市・長崎市に居住していた被爆者と
市内不在者といわれる被爆当時爆心地か
ら10km範囲外にいた人（入市被爆者を
含む。）約2万5000人を加えた約10万人
で始められ，現在では，約12万人によ
る調査の形になっている。このLSSは，
死亡原因調査が主目的であるが，LSS集
団の内部に約2万人による成人健康調査

（AHS）集団を設け，2年ごとの検診に
よる健康状態と臨床検査データの追跡が
行われており，これらは継続中である。
当初の約10万人の被爆者のうち寿命調
査の対象とされたのは2キロ以内で被爆
した者（近距離対象者）３万4千人で，
残りの被爆者（遠距離被爆者）は近距離
被爆者の比較対象者という位置づけで
あ っ た が（「 原 爆 放 射 線 の 人 体 影 響
1992」24頁），現在は，約8万6000人の
調査対象者に核実験等を前提とする
DS02という線量評価方式により，個別
に直爆被曝線量を割り当て更にグループ
分けを行って統計処理を行っている。

この調査は，膨大な数の被爆者につい
て行われ，放射線被ばくの実態を明らか
にする精緻な調査として，ICRP（国際
放射線防護委員会）による，国際的な放
射線防護基準作りに利用されており，そ
のようにして作られた防護基準は，
UNSCEAR（原子放射線の影響に関する
国連科学委員会）やIAEA（国際原子力
機関 ）などの国際的な機関やアメリカ
やイギリスの国内機関において活用され
ている。

また，放影研が行ってきた寿命調査
（LSS）の結果について，放影研の小笹
晃太郎疫学部長は，「広島・長崎におけ
る原爆被爆者の疫学調査」（2011年・京
都府立医大誌120（12））の論文の中で，
種々の疾病に対する原爆放射線のリスク
について，以下のような結果を発表して
いる。

原爆放射線の長期健康影響について，
「被爆者における白血病の過剰発生は被
爆2年後くらいから見られるようにな
り，6～8年後にピークとなった。固形
がんのリスク増加は約10年後から顕れ
はじめ，現在まで持続している（図1）」

「悪性腫瘍の死亡および罹患リスクは，
被爆後数十年後も被曝線量に応じて高く
なっている。すなわち，1Gy被曝によ
る総固形がんの罹患リスクは，1958年
から1998年のがん罹患データに基づく
線型モデルによると，30歳で被爆した
後の70歳到達時に，過剰相対リスクと
して0.47，過剰絶対リスクとして1万人
あたり52人と推定され，この結果は線
形非同値モデルを支持すると考えられ
た。過剰相対リスクは，膀胱，女性乳
房，肺，中枢神経系，卵巣，甲状腺，結
腸，食道，胃，肝で上昇していた。放射
線関連固形がんによる死亡の生涯リスク
は，30歳で0.1Gy被曝した場合には，男
では非曝露時のリスクである25％に
0.9％が付加され，女性では19％に1.1％
が付加されると推定された。がんおよび
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非がん疾患などの放射線による健康影響
をより正確に推定して理解するために
は，継続した調査が重要である。」

放影研ホームページより

なお，放影研の寿命調査（LSS）14報
（2012年）では，固形がんの発生リスク
について，しきい値が存在しないことを
認めるに至った。

4　放影研の疫学調査（寿命調査・LSS）
の問題点
⑴ ABCCとは

寿命調査・LSSは，ABCCが始めたも
のである。ABCCはアメリカ科学アカデ
ミーの下に置かれたため名目上は学術機
関とされたものの，設立の経緯，メン
バーの構成，予算の出所，調査資料の管
理などからみれば，アメリカ軍が核兵器
の利用を進めるため原爆放射線の人体影
響について調査研究することを目的とす
るものであったと思われる。ABCCは，
被爆者の調査はしたが，治療は行わず，
被爆者をモルモットのように取り扱った
との評価も受けてきている。

⑵ 放射線被害の影響を過小評価しようと
する傾向

また，ABCCは，放射線被害の影響を
過小評価しようとする傾向があり，初期
放射線の影響のみが重要とする考え方を
採用してきた。寿命調査では，ガンマ
線，中性子線による外部被曝を基本とす
るDS86，DS02などの線量評価体系を

ベースに，被爆者が受けた放射線の被爆
線量を推定してきた。

DS02による，爆心地からの地上距離
別の空中線量については，前記小笹論文
で，表にしたものが以下のとおり作成さ
れている。

しかし，この表によると，広島で2キ
ロ地点での被爆の場合，0.08Gyとなる
ところ，前記の急性の放射線影響の図で
は，3000mSv＝3.0Gyが脱毛のしきい値
とされており，2km地点での被爆者に
は脱毛は生じないはずである。しかし，
実際には，2km以遠5kmくらいの被
爆でも，脱毛が生じているケースがある
ことは，於保源作医師の調査などから明
らかになっている。

入市被爆・救護被爆での内部被爆とみ
られる事例について，被爆者医療に献身
してきた肥田舜太郎医師は，自己が軍医
として診断した症例を紹介している。若
い女性の被災者は，1944 年に結婚し，
1945年7月初め松江の実家で出産し，
8月7日，大本営発表で広島が壊滅した
と聞いて，広島県庁に勤めていた夫を探
して，8月13日から20日まで毎日広島
の焼け跡を歩きまわった。夫は，原爆炸
裂時たまたま地下室にいたため，脚を骨
折したが，一命をとりとめ，戸坂村の救
護所にいた。彼女と夫はそこで再会し
た。はじめは元気だった彼女は，救護所
で重症患者の治療や介護を手伝っていた
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が，やがて熱が出，紫斑が現れ，鼻血が
止まらなくなり，9月8日には，脱毛の
ため抜けた黒髪を吐血で染め，死亡する
に至る。肥田医師は，「一週間後に入市
したが明らかに原爆症と思える症状で死
亡した松江の夫人は，内部被曝問題への
私の執念の原点ともなった」とする（肥
田舜太郎ほか「内部被曝の脅威―原爆か
ら劣化ウラン弾まで―」（筑摩書房，
2005年，38-40頁）。

このように，DS86，DS02の示す被爆
線量では決して起こらないとされる被爆
線量で，原爆症とみられる急性症状が起
こっている。このような事例の存在が，
原爆症認定訴訟では，残留放射線及び内
部被曝の影響を考慮する必要があるとの
判断を導くことにつながったと思われ
る。

以上のとおり，DS86やDS02などの線
量評価体系では，残留放射能や放射線降
下物などを体内に取り込むことによっ
て，引き起こされる内部被爆の影響を軽
視してきており，それを被爆線量の評価
の基礎におく，寿命調査では，被爆の実
相が明らかにされているとはいい難いも
のがある。また，LSSでは，調査の開始
のデータが1950年からであり，そのた
めにそれまでに死亡した人達が考慮され
ておらず，放射線への感受性も含め，生
命力の強い人々の集団の調査であると批
判も強い。

第4　原爆症認定集団訴訟の成果
と到達点

1　原爆症認定集団訴訟
「原爆症認定集団訴訟」は，2003年以降全

国17の裁判所で306名の被爆者1が提起した
集団訴訟である。原告らは，いずれも被爆者
健康手帳を有し，国を被告とし，原爆症認定
申請を却下した厚生労働大臣の処分を取り消

し，損害賠償を命じることを求めた。
原爆症認定制度2は，被爆者に生じた疾病

や傷害が原爆放射線に起因し，現に医療を要
する状態にあると認定された場合に，医療費
が全額国庫負担となり，また都道府県から医
療特別手当として月額13万6,890円（2011年
度）が支給される（被爆者援護法第10条，
第11条，第24条）。

国は，この認定制度を不当に狭く運用し，
各地の被爆者は個別に訴訟を提起してたた
かった（桑原訴訟，石田原爆訴訟など）。
2000年7月には，長崎2.45キロ被爆の松谷
英子さんが最高裁で勝訴し認定制度の抜本的
改善への期待が高まった。ところが，2001
年5月に厚生労働省が発表した基準（以下

「旧審査の方針」という。）は，「科学」の装
いのもと認定の範囲を一層限定するものだっ
た。このようにどこまでも原爆被害を否定し
隠蔽しようとする日本政府の政策に対して全
国の被爆者たちが立ち上がったのが原爆症認
定集団訴訟である。

集団訴訟の目的は，厚生労働省の旧審査の
方針の廃止と被爆実態を反映した新たな認定
基準の定立であったが，被爆者たちを突き動
かしたのは，自分たちと同じ苦しみを世界の
誰にも二度と体験させたくない，そのため

1　法律上の「被爆者」とは，「原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法律」第1条に「被爆者」の要
件が定められ，これらの被爆者が被爆者健康手帳
を取得し，法律上の被爆者となる。
①　直接被爆者（1号被爆者）（原爆が投下された

ときに一定の範囲にいた人）
②　入市被爆者（2号被爆者）
③　身体に原爆放射能の影響を受けるような事情

の下にあった人（３号被爆者）（例えば被爆者の
救護や死体の処理当たった人）

④　胎児被爆者（4号被爆者）。
2　原爆症認定の要件（被爆者援護法第10，11条）

は，①放射線起因性：被爆者の負傷や疾病が原爆
放射線の影響を受けたこと，②要医療性：被爆者
の負傷や疾病が現に医療を要する状態にあること，
である。
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に，自分たちの体験した被爆実態と苦難を自
ら証言して明らかにせねばならない，という
強い意思であった。2003年に始まった集団
訴訟運動は，2009年の内閣官房長官談話と
確認書の締結によって一応の終結に向かった
が，その間に多くの原告が他界した。その中
で，重篤な病を抱えながら病床で尋問に臨
み，中には，がんで内臓が癒着し余命わずか
と宣告されながら，点滴をしながら車椅子で
出廷し意見陳述を行い数か月後に他界した原
告もいる。原告らのこれらの命をかけた行動
は，単なる経済的な動機では到底説明できな
いものである。

2　集団訴訟の焦点
集団訴訟の原告には，被爆地点が爆心から

2km以遠の遠距離被爆者や，原爆投下後救
援や親族捜索のために市内に入った入市被ば
く者が多く含まれていた。国は，初期放射線
は概ね2km以遠には到達しないし残留放射
線の影響は無視し得る程度のものであるとし
て，裁判でも，これらの原告は「ほとんど放
射線に被爆していない」とか「放射線による
有意な健康影響はあり得ない」等と主張し
た。

また，原告らが認定を求めた疾病は，様々
な部位のがんに加え，心筋梗塞等循環器疾
患，甲状腺機能低下症，同亢進症，B型ない
しC型ウイルス由来の肝機能障害等多用な非
がん疾患を含んでいた。国は，一部のがんを
除いて放射線との関連を示す知見はないと
か，放射線起因性があるとしても高線量に限
定されると主張した。

さらに，国は，当該疾病が被爆後数十年を
経て高齢で発症している点をとらえ，「被爆
していなくても加齢により発症する疾病であ
る」「被爆以外の他原因，特に生活習慣が発
症原因である可能性が高い」等と主張した。

国は，また，これらの争点に共通して，原
爆症認定のためには，当該被爆者が相当量の

放射線に被爆していることや当該疾病の放射
線との関連について厳格な立証を要すると
し，国際放射線防護委員会（ICRP）等の国
際的機関に認められた科学的知見に裏付けら
れねばならないという姿勢をとり続けた（現
在でも同様の主張をしている。）。

3　集団訴訟の経過
原爆症認定集団訴訟では，2006年5月6

日の大阪地裁判決，同年8月4日の広島地裁
判決と連続して原告全員勝訴の判決が出さ
れ，これらを皮切りに，全国の裁判所で31
の判決が出された（地裁判決23，高裁判決
7，最高裁1）。これらは，いずれも厚生労
働省の旧審査の方針の機械的な適用を批判
し，残留放射線被爆の影響を正当に評価して
入市被爆者，遠距離被爆者の疾病について放
射線起因性を認めるものであった。

この間，2008年３月17日には厚生労働省
が自ら2001年の旧審査の方針を廃止して「新
しい審査の方針」が策定され【註】，下記の
とおり一定の場合に積極的に認定する仕組み
を取り入れ，不十分ながら基準の改定が行わ
れた。その結果，全国の原告306名中279名
が勝訴あるいは裁判中の認定基準の改定で認
定され（勝訴率91.1％），さらに，敗訴が確
定した27名の原告も2009年8月6日に被団
協と当時の麻生太郎内閣総理大臣との間で締
結された「原爆症認定集団訴訟の終結に関す
る基本方針に係る確認書」により基金が設立
され救済された。
【註】「新しい審査の方針」
爆心地から約3.5km以内の被爆者，約100

時間以内に爆心地から約2km以内に入市し
た被爆者等の，①悪性腫瘍（固形がんなど），
②白血病，③副甲状腺機能亢進症，④白内障

（加齢性白内障を除く），⑤放射線起因性が認
められる心筋梗塞，⑥放射線起因性が認めら
れる甲状腺機能低下症，⑦放射線起因性が認
められる慢性肝炎・肝硬変の各疾病について
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は，格段に反対する理由のない限り積極的に
認定するとされている。

放射線起因性を認めるかどうかの基準であ
るのに，副甲状腺機能亢進症以外の非がん疾
患（④から⑦）で「放射線起因性が認められ
る」等の限定が付されているのは用語法とし
ては意味不明であるが，厚生労働省があえて
そのような定め方をした意図は，認定の範囲
を一定線量以上の被爆者に限定する（閾値を
設ける）ことにあり，後述のとおり，実際に
そのような運用が行われ司法と行政の乖離が
生まれている。

4　集団訴訟の成果と教訓
原爆症認定集団訴訟は放射線や放射線の人

体影響に関して多くの重要な問題に光を当て
た。特に原発被害とも関連する点につき，成
果と教訓を論ずる。

⑴ 残留放射線の危険性を明らかにしたこと
原告は，遠距離・入市被爆者も残留放

射線によって相当程度の被爆をし得るこ
とを主張した。これに対して，国は，以
下のとおり，放射性降下物，誘導放射能
のいずれについても無視し得る程度であ
ると強弁し，内部被爆の危険性について
も危険性を認めない。以下は，2012年
5月24日付けで東京地裁に提出された
準備書面から紹介する。
ア　放射性降下物について
「放射性降下物の大部分は短命核種で

あるため，その放射能は急激に減衰す
る。地上に降り注いだ放射性降下物の量
は健康被害に対する影響という見地から
すると，極めて少なかった。また空中爆
発であるため，順次に超高温の気体とな
り，そのほとんどが成層圏まで上昇して
地表での核爆発に比べて放射線の影響は
著しく小さい。」
イ　誘導放射線について
「原爆から放射された中性子は，爆心

地から600ないし700メートル程度を越
えるとほとんど届かない。爆発から無限
時間とどまっていても，爆心地から1000
メートルで，広島では0.0039Gy，長崎で
は0.0014Gy，爆心地から1500メートルで，
広島では0.0001Gy，長崎では0.00005Gy
程度である。」
ウ　内部被爆について
「内部被爆による健康への影響は重視

する必要はないというのが確立した科学
的知見である。」「考慮すべき内部被爆を
もたらす線量は極めて少ない。内部被爆
による身体症状を発症する最低1Gyの
被爆をもたらすためには，例えばマンガ
ン56であれば，広島の爆心地の爆発直
後の土壌約36kgを，ナトリウム24であ
れば111kgを一度に体内に摂取する必要
がある。原告が原爆投下後，空中に浮遊
していた粉塵を吸収した可能性があると
しても，これによって有意な内部被爆を
したとは考えられない。そして内部被爆
により体内に取り込まれた放射性核種
は，人体に備わった代謝機能により体外
に排出される。今日，原爆被爆者におけ
る内部被爆の影響を重視する必要がない
という知見が実証的なものとして広く確
立している。つまり内部被爆の影響を強
調するものが依拠している見解は，古い
時代の仮説であり，現在，理論的に誤り
であることが証明され，かつ実証的にも
否定され，内部被爆の影響を重視する根
拠となり難いことが判明している。地中
に含まれるマンガン（Mn），ナトリウム

（Na）などの原子核が，原爆から放射さ
れた中性子と反応して放射化される。」

これに対し，原告側は，専門家の意見
書や証言によって，原爆のキノコ雲は高
さも幅も20km近くに及び，キノコ雲の
下は，おびただしい放射性微粒子（核分
裂生成物，放射化した原爆機材，未分裂
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のウラン，プルトニウムなど）が充満し
ていたこと，内部被爆には特別な危険性
があり，低線量被爆も無視し得ないこと
等の立証を行った。しかし，最終的に裁
判官を動かしたのは，原告自身の体験を
含む被爆実態であった。

広島原告の大江賀美子はその象徴であ
る。

広島の三次高等女学校の生徒であった
大江賀美子は，広島市の北東約60ない
し70kmの三次高等女学校から，被爆者
救護隊の一員として，1945年8月19日

（原爆投下から13日目）から8月25日ま
での約1週間，合計20数名の女子学生
とともに本川国民学校（爆心地から
350m）に入市し被爆者の救護活動に従
事した。被爆者の皮膚に湧くウジ虫をと
り，食事の世話をし，亡くなった被爆者
に衣服を整え処理を行い，夜になると毎
日遺体が校舎の片隅で焼かれた。25日
に三次市に帰宅したが，脱毛，嘔吐，下
痢，下血をはじめ様々な急性症状を発症
し，全身倦怠感も長期間続いた。さらに
37歳での乳がんを含めて３つのがんに
罹患し，その外様々な病気で苦しんだ。

大江さんと一緒に入市した同級生23
名を調査したところ，2005年12月現在
までに生存者は10名にすぎず（生存率
43％，全国平均は83.7％），死亡した13
名中7名が悪性腫瘍で，若年死亡者も多
く，10万人に３～4名といわれている
白血病による死亡者が23名中に2名も
いた。また生存者のほとんど全員が急性
症状を体験していた。

旧審査の方針では，広島では原爆投下
の３日後には，爆心地でも放射能はほと
んどなくなるとされているにもかかわら
ず，13日後に入市した人々に放射線の
影響としか考えられない症状がこれだけ
現れていたのである。

広島地裁判決は，「原告大江賀美子が
16才という比較的若年で被爆している
こと，同原告が三つの重複がんを含む多
くの申請疾病に罹患しているだけでな
く，放射線との疫学的因果関係を肯定さ
れている肝機能障害も罹患しているな
ど，同原告は様々な形で重層的に放射線
の強い影響を受けていると考えられるこ
と，更には同原告には放射線以外には申
請疾病が発症又は進行した原因となる可
能性の高い具体的な原因が見当たらず，
他の原因による可能性は，一般的，抽象
的なものにすぎないことなどにも照らす
と，本件認定申請にかかる白血球減少
症，乳がん，胃がん，卵巣がんについて
は，同原告が多大な原爆放射線に被曝し
たことが，同疾病の発症又は進行を招来
した関係にあるものと認めるのが相当で
ある」と判示したのである（2006年8
月4日広島地裁一次判決平成15年（行
ウ）第11号，第12号，平成16年（行ウ）
第5号236頁）。

この他にも，原告側は，多数の被爆者
の手記に加え，「原子爆弾災害調査報告
集」や於保源作医師の報告等の医学的資
料により，急性症状が2km，３km，
入市した被爆者にも広く見られる事実を
積み上げた。

確かに原爆放射線の人体影響に関する
知見がそのまま「福島」に当てはまるわ
けではない。しかし，このように残留放
射線の問題を明らかにしたことは，間接
的に，内部被爆，低線量被爆の危険性に
光を当てる役割を果たした。

⑵ 放射線の人体影響が広く，深くかつ長
期に及ぶことを明らかにした

放射線の晩発影響については，放射線
影響研究所による数十年にわたる大規模
な追跡調査等，当初，白血病や一部のが
んで認められた増加が，現在では事実上
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すべての部位におけるがんが被爆線量に
応じて増加することが報告されている

（放射性影響研究所「要覧」，2008年）。
さらに，最近では，放射線が心筋梗塞・
脳卒中等の循環器疾患，消化器疾患（肝
機能障害等），呼吸器疾患などの非がん
疾患を有意に増加させ，高血圧や糖尿病
にも関連するとの疫学的知見も報告され
ている（LSS13，AHS8，放影研「要覧」，
同update等）。これらのリスクの増加は
高線量被ばくの場合に限定されず，心疾
患死亡の過剰相対リスクについて，線形
モデルが最も適合し低線量域でも過剰リ
スクがあることが示唆され，しきい線量
の最良の予想は0Gyであったと述べる
報 告 も 存 在 す る（BMJ 2010；340：
b5349 dol：10.1136/bmj b5349, Shimizu 
et al.）。

他方，放射線が疾病を発症させる機序
の面でも，被爆が長期にわたる炎症状態
や免疫機能の低下（免疫老化）を引き起
こし，それが動脈硬化を促進したりウイ
ルスの排除・抑制を困難にして様々な疾
病の要因となることについての研究が進
められている（LSS13，37頁，41頁，放
影研update 15-1，原爆放射線の人体影
響第2版，放影研疫学部長（当時）児玉
和紀氏の東京地裁における証言）。

このように，放射線の人体影響は，多
角的かつ広汎で長期にわたるものであ
り，従来は峻別されて考えられてきたが
んと非がん疾患，確率的影響と確定的影
響，急性症状と後障害（晩発作のがんな
ど）の区別の背後に，細胞レベルの持続
的な変化が存在していることが明らかに
なりつつある。一般に，特に核被害の責
任追及や予防の場面で，このような知見
や研究の動向は無視されがちである。原
爆症認定集団訴訟は，これらの知見の存
在を明らかにし，そのような知見の扱い

方に関する洞察とあいまって，被害者救
済，被害予防の法的主張に生かす道が開
かれた。

⑶ 司法や行政が科学的知見の関係につき
深い洞察を示した

例えば，訴訟の場で放影研の疫学デー
タは，当初は，国が「がんであってもこ
れこれの部位についてはいまだ統計上有
意とは言えない」という形で被爆者の主
張を否定する根拠として用いられてい
た。しかし，原告側が，専門家の協力を
得て放影研の一連の報告を読み解くと，
むしろ，研究史の全体は，「一部のがん
だけでなく全ての部位のがんで」「がん
だけでなく非がん疾患でも」「コレステ
ロールや高血圧，大動脈弓石灰化等の疾
病前駆症状でも」「高線量被爆者だけで
なく低線量被爆者でも」放射線が影響し
ていることを示していることが明らかと
なり，これらの知見，研究史の方向性
は，一連の判決が救済対象を拡大するう
えでの有力な材料・論拠に転換された。

そして，以下のとおり，集団訴訟の各
判決は，解明途上にある科学的知見や対
立する意見を司法判断にどのように生か
すべきかという困難な問題について，示
唆に富む判示をなした。
a．起因性について厳密な科学的立証を

求めることの誤り
各判決は，因果関係の立証の程度に

関する「高度の蓋然性」概念が，厳密
な自然科学的証明を意味するものでは
ないという最高裁ルンバールショック
事件判決（昭和50年10月24日判決）
の立場をあらためて確認した上で，さ
らに，「裁判上現れる因果関係に関す
る法律問題については当該事件ごとに
決着を付け」る必要がある（2009年
5月28日東京高裁判決平成19年（行
コ）第137号205頁），「放射線が人体
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に影響を与える機序は，いまだ科学的
にその詳細が解明されているわけでは
なく，長年月にわたる調査にもかかわ
らず，放射線と疾病との関係について
の知見は，統計学的，疫学的解析によ
る有意性の確認など，いまだ限られた
ものにとどまっているだけでなく，原
爆被爆者の被曝放射線量そのものも

（中略），その評価は不完全な推定によ
るほかはないのが現状である。このよ
うな状況のもとで，当該疾病が放射線
に起因して発症したことの直接の立証
を要求することは，当事者に対し不可
能を強いることになりかねない」（2006
年8月4日広島地裁一次判決平成15
年（行ウ）第11号，第12号，平成16
年（行ウ）第5号），「被爆者援護法前
文が，平成6年時点において，被爆者
の高齢化を指摘しているが，それから
すでに15年を経過している現在，こ
の点は何よりも重視されなければなら
ない。科学的知見は日々発展進歩する
ものであるから，将来において原爆放
射線と後障害の関係が解明されるかも
しれないが（大久保利晃放影研理事長
の発言），これを待ち，将来の解明後
に認定すべきであるといえないこと
は，同法の立法趣旨に照らして明らか
である」（上記東京高等判決206～207
頁）等である。

b．肝炎ウイルス，生活習慣や加齢等の
他要因が存在するからといって放射線
起因性を否定することはできないこと
「疾病の発症においては，一般に，

複数の要素が複合的に関与するから，
他の発症要因と共同関係があったとし
ても，特段の事情がなければ，放射線
起因性が否定されることはなく，原爆
の放射線によって疾病の発症が促進さ
れたと判断される場合も放射線起因性

を肯定するのが相当である」（同上206
頁）

c．科学的知見の参酌について
各判決は，以下のとおり，原爆症認

定の要件の存否の判断において依拠す
べき科学的知見につき，国が主張する
ように狭く限定すべきでないことを繰
り返し説いた。
「裁判手続の課題としては，一定水

準にある学問成果として是認されたも
のについては，そのあるがままの学的
状態において法律判断の前提としての
科学的知見を把握することで足りる」

（同上204頁）。
「科学的知見が不動のものであれば，

これに反することは違法であるが，科
学的知見の通説に対して異説がある場
合は，通説的知見がどの程度の確かさ
であるのかを見極め，両説ある場合に
おいては両説あるものとして訴訟手続
上の前提と」すべきである（同上205
頁）

いわゆるP値が有意水準より大きい
場合についても，「一般に『確からし
さ』というものは，あるかないかの二
者択一ではなく，元来，連続性をもっ
た概念であり（中略），（P値が基準を
上回る場合も）科学上の厳密な争いが
存するがゆえに全て捨象するのではな
く，一定水準にある学問的成果として
肯認されたものについてはあるがまま
の学的状況を科学の到達点（水準）と
して，原爆症認定における放射線起因
性有無の法律判断の前提となり得る資
料として採用することは否定されるべ
きではない」（同上181頁）と判示し
て，ウイルス性肝炎や甲状腺機能亢進
症についても原爆症認定の対象となし
得るとの結論を導いた。

d．低線量被曝の危険性についての考え
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方
「とりわけ低線量被曝領域において

は，人体への影響の有無や機序等につ
いて，次々に新たな見解が示される状
況にあって，いまだ帰一した基準が定
立されているとはいえない状況にある
ものといわざるを得ない（現放影研理
事長大久保利晃は，半世紀に及ぶ被爆
者調査で，被爆後の比較的早い時期に
起きる健康影響は，ほぼ明らかになっ
たが，最近，新たな疾病について，統
計学的に死亡リスクの増加が認められ
ているし，晩発影響〈後影響〉で分
かっているのは，まだ5％程度かもし
れないと述べている。）」（2008年5月
30日大阪高裁判決平成18年（行コ）
第58号334頁）。

e．内部被曝について
「内部被曝の機序については必ずし

も科学的に解明・実証されておらず，
また，低線量放射線による継続的被曝
が高線量放射線の短時間被曝よりも深
刻な障害を引き起こす可能性について
指摘する見解（例えば，原子力安全委
員会・放射線障害防止基本専門部会・
低線量放射線影響分科会は，同じ被曝
線量であれば長期にわたって被曝した
場合の方がリスクも上昇するという逆
線量率効果，被曝した細胞から隣接す
る細胞に被曝の情報が伝わるバイスタ
ンダー効果，放射線被曝を受けた細胞
集団に長期間にわたる様々な遺伝的変
化が非照射時の数倍から数十倍の高い
頻度で生ずる状態が続くゲノム不安定
性等の可能性を指摘する。）があり

（中略），このような科学的知見を一概
に無視することはできないこと，後記
のとおり，いわゆる入市被爆者等に放
射線被曝による急性症状とみられる症
状が一定割合生じているとの調査結果

があり，推定される外部被曝線量だけ
では必ずしもこれを十分に説明し得な
いこと，広島原爆投下の際に高放射能
を持つ有害物質を含む黒塵と思われる

「ガス」を吸った者は「原子症」がひ
どいといわれるとの報告があること

（中略）等に照らすと，被曝線量の評
価に当たって，内部被曝線量は無視し
得る程度のものであるとしてこれを考
慮しないことには疑問があるといわざ
るを得ない」（2013年8月2日大阪地
裁判決平成21年（行ウ）第224号，同
第228号，同第229号，同第231号，
同第232号，同第233号，同第235号，
同第236号，同第237号）。

⑷ 長期大規模な追跡調査の重要性（健康
管理調査について）

放射線の人体影響については未解明の
部分が多く，長期間の疫学調査によって
初めて明らかになる。原爆被爆者におい
ては，被爆線量1mSv以下とされる入
市・遠距離被爆者も含め10万人に近い
規模で半世紀を超える疫学調査がなされ
てきたからこそ，先に紹介したような知
見が集積され，また，調査の途中で新た
な問題意識が生じた場合にも，年齢・性
別・生活習慣等の他原因について調整

（被爆線量以外の要因について同じもの
どうしが比較されるように処理するこ
と）して解析することも可能となり，学
問的価値も高いとされている。

原爆被爆者の研究史をみれば，ある時
点で確立されていなかった知見（統計上
有意でないなど）が時間の経過とともに
有意となったり機序を裏付ける研究が進
展したという事例が少なくない。低線量
放射線リスクも同様である。

ICRP等で認められた科学的知見のみ
を政策決定の前提とすれば，被害を切り
捨てる結果となってしまう危険が大き
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く，相応の科学的根拠がある場合には，
異説であってもできるだけ広く考慮の対
象とする必要がある。救済対象を決する
前提となる追跡調査の対象についてはな
おさらである。また，成長過程にある子
どもについては，放射線感受性の高いこ
とが指摘されており，一層の配慮が必要
なはずである。

したがって，原発事故の影響について
も，将来起きる可能性のある被害につい
て，それが原発事故と関連するものかど
うかを検証しながら，早期に発見し，万
全の保障をするために，十分な規模と期
間にわたって一貫性のある追跡調査の実
施が不可欠である。

⑸ 救済の枠組みとしての被爆者援護法の
重要性

原爆症認定集団訴訟が大きな成果をあ
げた前提には，不十分とはいえ，被爆者
援護法が存在した。集団訴訟の各判決
は，同法の前文が『国の責任において，
原子爆弾の投下の結果として生じた放射
能に起因する健康被害が他の戦争被害と
は異なる特殊の被害であることに鑑み，
高齢化の進行している被爆者に対する保
健，医療及び福祉にわたる総合的な援護
対策を講』ずるとしていることを指摘し
て，同法の援護措置が，単なる社会保障
的観点に基づくものではなく，戦争遂行
主体であった国の国家補償的措置として
行われるものであることは明らかである
と判示し，これが被爆実態に沿った法解
釈のよりどころの役割を果たした。

そして，同法は被爆者健康手帳の発行
と医療の給付，手当の支給を具体的に定
めていたからこそ，集団訴訟において被
爆者が国に原爆被害を認めさせていく具
体的な足がかりとなったのである。

この点は，子ども・被災者支援法に基
づく具体的な施策を国に迫る取組におい

て有益な示唆を与えるものと思われる。

第5　広島の「黒い雨」地域と長
崎の被爆体験者の問題

1　問題の所在
被爆者援護法では，同法第1条第1～第4

号該当者（直爆，入市，救護，胎児）＝「被
爆者」が援護の対象になっている。「被爆者」
に対して，被爆者健康手帳が交付され，健康
診断の実施，医療費の支払い，一定の疾病・
障害などがある場合に，健康管理手当等の支
給がなされている。

しかし，1号の直接被爆（4号の胎児被爆
も含まれる。被爆当時の広島市，長崎市の行
政区域とその近接地域のごく一部が対象とな
る。），2号の入市被爆（爆心地から2キロ以
内で，町名で特定されている。）には，地域
の指定がある。

ところが，投下された原子爆弾の爆発に
よって発生した放射性降下物は広範囲に飛散
しており，爆発後しばらくして降った「黒い
雨」などには，放射能を含む塵を大量に含ん
で，落下したものである。

それにもかかわらず，広島では，「黒い雨」
降雨地域にいた住民に対し，限られた範囲の
住民についてしか援護措置がとられておら
ず，また，長崎では，被爆当時の長崎市の行
政区域の住民であれば，被爆者健康手帳の交
付がされているが，その行政区域が少し外れ
たところで被爆の影響を受けた者には，被爆
者健康手帳の交付がなされていない，いわゆ
る「被爆体験者」への援護をめぐる問題があ
る。

これら，広島の「黒い雨」の被害者や長崎
の「被爆体験者」は，被爆者健康手帳の交付
を受けるに足りる被爆の影響があると考えら
れるのに，十分な援護を受けていない状況に
ある。
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2　広島の「黒い雨」地域拡大をめぐる
経緯について
広島では，「黒い雨」地域拡大について，

国は，1976年9月，下記の宇田雨域（宇田
道隆氏の調査による・図1大雨地域。斜線部
分）を健康診断特例区域に指定し，国費で健
康診断を受けることのできる手帳（第一種健
康診断受診証）を交付し，被爆による疾患を
発症することにより，被爆者健康手帳に切り
替えることができるとした。

しかし，この指定については，狭すぎると
の批判が上がり，「黒い雨」地域の拡大を求
める運動が起こった。1989年に増田善信氏
が学会誌に発表した「黒い雨」の降雨図（図
2）は，この運動を支えることになった。

その後，広島市，広島県は，2008年～2010
年に実態調査を行い，2010年5月，住民の証
言を踏まえた新しい降雨図（図10）が作成さ
れ，「未指定地域住民は被爆者に匹敵する健
康不良状態にある」との報告書がまとめられ
た。

2010年5月・広島市「原爆体験者等健康意識調査報
告書」による降雨地域

2010年7月，この報告書をもとに，広島
県と関係自治体の首長が政府に「黒い雨」地
域の拡大を要望した。しかし，2012年7月，
政府は，広島県などの調査に基づく報告書を
否認し，要望を否定する判断をした。

しかし，呼吸や食物摂取などにより体内に
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取り込まれた放射性降下物により，内部被爆
の危険性があること，また，内部被爆は，外
部被爆と異なり，体内で局所的に放射能の影
響を与えると考えられることが，「未指定地
域住民は被爆者に匹敵する健康不良状態にあ
る」ことを裏付けていると考えられる。

3　長崎の「被爆体験者」をめぐる経緯
について
長崎市にも被爆地域の拡大・是正の問題が

あり，一定程度拡大が実現してきたが，なお，
「被爆体験者」と呼ばれる「被爆者」が被爆者
健康手帳を取得できない状態が続いている。

長崎の原子爆弾被爆地域は，1957年に「原
子爆弾被爆者の医療等に関する法律」で被爆
当時の長崎市の行政区域と，これに隣接する
町村の一部が指定された。

さらに，1974年と1976年の2回にわたる
法令の改正で，健康診断特例区域が指定さ
れ，爆心地から南北に約12km，東西に約
7kmの線上にかかる区域が，被爆地域とし
て拡大され，広島の「黒い雨」地域で交付さ
れているのと同じ，第一種健康診断受診証が
交付されてきた。

しかし，原子爆弾の被害は，その状況から
して同心円状の半径約12kmの圏内が妥当で
あるとの考えから，1976年の法令改正以降
も未指定地域の指定に力を注いできた。

ところが，国は，被爆地域の拡大・是正に
ついては対応しなかった。

長崎市と長崎県は，科学的根拠として，
1990年度に長崎残留放射能プルトニウム調
査を実施し，1991年6月に調査報告書を国
に提出した。

1994年12月，国は，長崎市と長崎県に検
討結果が送付したが，その内容は，「有意性
は認められるが，確認された被爆線量では住
民への健康影響はない。」との結論であった。

その後，1995年9月，長崎市議会におい
て，党派を超えた全会一致で，「被爆地域の

拡大是正を求める決議」が可決された。ま
た，長崎県及び関係6町（香焼町・伊王島
町・時津町・琴海町・多良見町・飯盛町）の
各議会においても，被爆地域の拡大是正に関
する意見書あるいは決議が可決された。

その内容は，「爆心地から半径12kmの範
囲にある地域を被爆地域（健康診断特例区
域）に指定してほしい。指定していただけれ
ば，今後さらなる被爆地域の拡大・是正の要
望は行わない。」というものであった。

その後も運動が続けられ，2002年4月に
は，爆心地から南北に約12km，東西に約
7kmの 線 上 を 超 え， 同 心 円 状 の 半 径 約
12kmまでの圏内の「被爆者」について，第
二種健康診断受診証が交付されることになっ
た。しかし，この受診証では，第一種健康診
断受診証と異なり，一定の疾病を発症して
も，被爆者健康手帳に切り替えることができ
ない状態になっており，国の被爆地域の拡
大・是正に対する姿勢は，依然として厳しい
ままであり関係地域の人々の切実な願いは届
いていない。
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4　被爆地域の拡大・是正に向けて
先に見たような被爆地域の拡大・是正の動

きは，広島・長崎での被爆者自身の運動とそ
れに被爆地の自治体など関係機関が一体と
なって，取り組まれてきた成果としてとらえ
ることができる。

それでも，上記の取組に対して，国の対応
は，援護の対象となる「被爆者」をこれ以上
増やしたくないというスタンスが強く，被爆
地域の拡大・是正には，極めて消極的であ
る。その根拠となっているのは，科学的な根
拠を厳密に要求しようとする姿勢であると思
われる。

しかし，この間の原爆症集団認定訴訟での
裁判所の判断が明らかにしたことは，科学的
知見のみを絶対の基準として判断してはなら
ないということである。

代表的な判決では，「原爆症認定における
放射線起因性」は，「原爆放射線と疾病との
因果関係を判断するものであるから，その判
断には，放射線及び疾病に関する科学的知見

を必要」とし，その科学的知見が不動のもの
でない場合にあっても「経験則に照らして全
証拠を総合検討し，特定の事実が特定の結果
発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然
性を証明することであり，その判定は，通常
人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信
を持ち得るものである」という観点から被爆
者援護法の精神に則って慎重に判断すると
し，「D86について，その存在意義を否定す
ることはできないし，初期放射線の被曝線量
評価については他に手段がなく，これに誤差
があることを考慮しつつ原爆症認定に利用す
ることは相当であるといえるが，残留放射線
についての影響の程度について機械的に線量
評価してよいがどうかは疑問があり，被曝者
の内部被曝の影響の程度については専門家の
間で意見が分かれるところであり，内部被曝
の影響を無視しうることを前提とした審査は
相当とは考えられない。」（東京高裁判決平成
19年（行コ）第137号2009年5月28日）と
する。

これは，放射能により疾病になったかどう
かという原爆症認定についての判断である
が，この場合でも，被爆した放射能の量のみ
ではなく，誘導放射線，放射性降下物による
放射線，内部被爆の存在について配慮するこ
とが求められている。

そして，同東京高裁判決は，「被爆者援護
法前文は，まず原爆が『生涯いやすことので
きない傷跡と後遺症を残し，不安の中での生
活をもたらした』ことから，『国の責任にお
いて』『被爆者に対する保険，医療及び福祉
にわたる総合的な援護対策を講じ』るとし，
国家補償の精神を明らかにしている。さら
に，同法は，「原子爆弾の投下の結果として
生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争
被害とは異なる特殊の被害であることにかん
がみ，高齢化の進行している被爆者に保険，
医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講
じ」ると宣言することで，国は，原爆症の特
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殊性とその科学的な未解明性及び被爆者の高
齢化を充分に考慮し，速やかに被爆者の救済
を行わなければならない」とするところであ
る。この考え方は，広島の「黒い雨」地域の
拡大を求める「被爆者」，長崎の「被爆体験
者」とされる「被爆者」にも妥当する。

長崎の「被爆体験者」は，2007年に被爆
者健康手帳の交付を求めて訴訟を提起した
が，2012年6月25日の長崎地裁での判決で
は，敗訴したため，現在福岡高裁に控訴中で
ある。被爆者援護法の精神に沿った判断が望
まれるところである。

第6　広島・長崎の悲劇が日本社
会に投げかけた教訓

1　核と人類は共存できない
広島・長崎は，原子爆弾の核爆発によっ

て，熱線，爆風，放射能の被害を受けた。そ
れぞれの被害は甚大なものであった。とりわ
け，放射能による被害は，初期放射線による
高レベル放射能によって急性障害をもたら
し，短期間のうちに多くの者が死に至る状況
が生まれた。また，そのことにとどまらず，
初期放射線以後の被害として，残留放射能，
放射線降下物による被害も深刻であった。原
爆により直接被爆していない者，原爆投下
後，広島・長崎の中心地に入った者，広島・
長崎の中心地に入らなかった者や被爆者の救
護・看護などで，被爆者の身体・衣服に接触
するなどした者にも，直接被爆した者と同じ
ような急性症状（下痢，嘔吐，脱毛，紫斑）
が現れ，また，重篤な場合には，急性障害が
生じ，短期間のうちに死に至る者もいた。さ
らに，幸いにして，生き延びた被爆者も，い
つ自分が被爆のためにがんなどの病気を発病
するかという恐怖と隣り合わせで，生きなが
らえてきた。晩発性障害による原爆に起因す
る疾病について，直接因果関係の証明をする
ことは困難であった。そのため，原爆医療
法・原爆特別措置法やその後継の被爆者援護

法は，放射線の影響により疾病となり，医療
が必要な状態になっている被爆者を「認定被
爆者」とし，医療の給付，医療特別手当の支
給の援護を行うものとしてきたが，この「認
定被爆者」とするための原爆症認定は厳しい
審査のため，申請しても，なかなか認定され
ず，2003年に集団訴訟を提起した時点で，
全被爆者の1％を下回っていた状態であった
ことは，先に見たとおりであり，そのため
に，集団訴訟の提起を余儀なくされたのであ
る。

しかし，放射能による人体影響について
は，原爆傷害調査委員会（ABCC），その後
継の放射線影響研究所の疫学調査などによ
り，一定の影響が生じることは明確になって
いた（LSS.「放射線の人体影響1992」）とこ
ろ，放射能による人体に対する外部被爆・内
部被爆の影響は，現在の人類の科学技術，特
に経済的に可能なレベルの技術では制御可能
なレベルを超えて継続する。このことは，放
射性物質の放射線の半減期が相当長期間であ
ること（広島原爆に使われたU235の半減期
が7億400万年，長崎原爆に使われたPu239
の半減期が2万4000年，これらの原爆の爆
発後に発生したCs137でもその半減期が30
年）を考慮するなら，少なくみても今から数
百年から数10万年もの期間，放射性物質を
監視し続けることが必要になると見込まれる
ところ，現在の人類にこのようなことが果た
して可能であるとは思えない。

そして，核エネルギーを用いる点で，核兵
器も原子力発電は共通するが，現在の人類に
制御不可能なレベルの放射性物質を利用する
点でも共通し，いったん，爆発，事故により
放射性物質が飛散させられると，それを制御
することはおよそ不可能であり，放射性物質
の人体影響，自然界への影響を回避すること
は不可能である。

このような事態をもたらす，核エネルギー
を人類は使用すべきではなかった。核とは，
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人類だけではなく人類以外の生物も含め，共
存できないのである。

2　広島・長崎においても放射能による
被害の把握が困難となっていること
広島・長崎における原爆に起因する放射能

による被害は，初期放射線による大量被爆に
より急性放射線障害により死亡ないし急性症
状を発症した者については，かなり明確で
あったといえる。しかし，初期放射線以降の
残留放射能，放射線降下物などによる影響に
ついては，いまだ，科学的に解明されている
とはいえない部分がある。その未解明である
ことが，後に原爆症として認定された被爆者
が集団訴訟を提訴せざるを得なかったことの
原因であり，また，現在，広島の「黒い雨」
地域の「被爆者」や長崎の「被爆体験者」が
被爆者として被爆者健康手帳の交付を求めて
いることの原因である。

原爆の放射線に起因する健康被害について
は，前述のように放影研が寿命調査（LSS）
を進めている。被爆者に対する晩発性の健康
被害についての疫学調査について，厳密な科
学的証明を要求することになると，全ての被
爆者の死因を確認しないと，科学的な証明が
できたとはいえないということになりかねな
い。

しかし，放射能が人間の遺伝子を損傷する
仕組みや発がんリスクを高める事実が確認で
きているのに，科学的に証明できていないと
いう理由で，被爆者に放射線の影響を受けて
いると蓋然性があっても，必要な援護を実施
することはできないことになってしまう。

そこで，科学的知見が不動のものでない場
合にあっても経験則に照らして全証拠を総合
検討し，特定の事実が特定の結果発生を招来
した関係を是認し得る高度の蓋然性の証明の
有無を判断することが必要となる。

3　今後の課題―広島・長崎の教訓を福
島にどう生かすか
それでは，広島・長崎での今後，放射能の

健康影響が生じることが想定される福島第一
原発事故の被害者についてどのように考える
べきか。

放射能を被爆したことによる健康影響につ
いて，厳密に科学的な根拠がなければ，因果
関係が認められないとして，被害者が立証責
任を負担するということになると，その立証
は，困難を極めることになる。広島・長崎の
被爆者についての疫学調査の結果において，
被爆によるがんの発症についての過剰相対リ
スクが存在することが認められるとしても，
個々の被爆者が，自己の疾患が被爆によるも
のであること立証するのは困難である。広
島・長崎の被爆者で，被爆者健康手帳の交付
を受けた者は，直接被爆，入市被爆，救護被
爆，胎児被爆による健康被害のリスクを有し
ていると認められた者である。このような被
爆者が，放射線の影響により疾病を発症した
といえる場合に原爆症認定がなされる制度に
なっている。このような制度があるからこ
そ，健康被害が発生する高リスクを有すると
いう前提があり，原爆症認定集団訴訟など
で，被爆者援護法の精神に逆行する行政の却
下処分を覆し，原爆症認定が認められるに
至っているのである。

このような観点からすると，福島第一原発
事故の被害者について，どこで被ばくした
か，どの程度滞在したかの状況を正確に記録
すること，被ばく状態についての内部被ばく
にかかる線量検査などを記録するようにし，
医療の支援制度を合わせて被爆者健康手帳の
ような「被災者健康手帳」を制度化していく
ことが必要ではないかと思われる。
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1　ビキニ水爆実験
1954年3月1日，アメリカは，太平洋マー
シャル諸島にあるビキニ環礁において水爆実
験をした。

（Yahoo Japan地図より作成）

この実験で核爆弾が放出したTNT火薬
1700万tに相当する爆発エネルギーは，広島
型原爆の約1000倍とされ，珊瑚礁の小島を
吹き飛ばし上空に持ち上げた。そして，粉砕
された珊瑚粉末と多量の核分裂生成物とを混
合した，莫大な量の高温の核の灰が生じ，日
本の四国全域に相当する約1万8000km2の地
域が汚染されたと発表されている。
この核の灰は「直ちに」人命に関わるほど
の放射線障害をもたらし，当時，マーシャル
諸島でマグロ延縄漁に従事していた漁船「第
五福竜丸」が被災し，通信長であった久保山
愛吉さんが，この世を去り，核実験により死
亡した最初の1人となった。
さらに，マーシャル諸島での核実験はビキ
ニ環礁以外にも拡大され，1946年から1958
年までの間に合計66回も実施された。被爆
マーシャル住民や，故郷の島を核実験場とし
て奪われ，プルトニウム汚染で荒廃させられ
た島人の状況は，核すなわち放射能が人権と
環境を不可逆的に侵害することを示した。

2　ネバダ州核実験場（アメリカ）
ネバダ実験場では，1951年から1992年の

42年間に，大気圏実験，地下実験を合わせ
て928回の核爆発実験が行われた。地下実験
へ移行する直前の1962年にはネバダで62回，
およそ6日に1回の割合で実験が行われた。

（Yahoo Japan地図より作成）

ネバダの核実験は西からの風のときに行う
のが常であり，風下にあったユタ州は，実験
による放射能を帯びたフォールアウト（灰や
砂などの落下物）にさらされ続けた。
1984年に「全米放射線被害者協会」が開

いた大会における報告によれば，核被害者数
は総計90万人から100万人と推定されてい
る。ネバダ地区の被ばく者の被害の特徴は，
がん，白血病，甲状腺障害にかかった人が多
く，家族ぐるみの障害と，流産，奇形児・障
害児の出産が目立つといわれている。

3　セミパラチンスク（旧ソ連）
旧ソ連最初の核実験場として知られるカザ

フスタン共和国セミパラチンスク実験場で
は，1949年8月29日の最初の原爆実験以来，
1989年10月19日までの約40年間に，合計
450回以上もの核実験が行われた。

第2節　その後の放射能被害
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（Yahoo Japan地図より作成）

このうち地表爆発を含む大気圏内実験は，
周辺環境と人体に甚大な被害をもたらした。
また，地下実験でも，爆発で生じたクレー
ターに水を導き入れて原子湖を造ることなど
を目的とした，いわゆる「平和目的」の浅地
下爆発では，地表爆発に勝るとも劣らない甚
大な被害をもたらしたといわれている。
がんの発現率は他地域の3～4倍，風下の
農場のストロンチウムは360～2900倍に達す
る。死産，乳児死亡，障害児，白血病の発現
率は，いずれも汚染地域で突出している。

4　スリーマイル原発（アメリカ）
1979年3月28日，午後4時頃，アメリカ，
ペンシルバニア州のハリスバーグの南東に位
置するスリーマイル・アイランド（以下
「TMI」という。）原発で事故が発生した。

（Yahoo Japan地図より作成）

ものすごい轟音とともに，白い蒸気が冷却
塔より立ち昇り，発電所内では，異常を示す

赤ランプが点滅し，警報機が鳴り出した。
3月30日早朝，7時30分頃から8時15分

頃まで，制御できない大量の放射能が事故炉
より噴出した。新たな放射能漏れの報告を受
けたソーンバーグ知事は，住民に対して戸締
まりをして屋内にとどまるよう指示したが，
洩れた放射能は周辺地域で，最大1人120ミ
リレム（環境保護庁の避難基準以下）である
ため，緊急避難の必要がないと発表した。し
かし，プラント上空で1時間1200ミリレム
の放射能が検出され，31日に，TMI原発で
大量の放射能洩れが伝えられると，周辺は避
難する人々でパニック状態に陥り，一説では
20万人が自主的に避難したと伝えられてい
る。それは「安全神話」の崩壊を示すと同時
に「原発は安い」という「経済神話」をも否
定するものであった。事故当時，「なかった」
とされていた炉心溶融が3年後に初めてわか
り，溶融の割合は20％，35％，45％と調査
の度に増加し，1989年5月には52％とされ
た。しかも最悪事態の寸前だったことを示す
圧力容器の「亀裂」が見つかったのは1989
年8月のことであった。2号炉の建設費は7
億ドル（約980億円。1989年当時の為替レー
トによる。以下同じ。）で，一方，事故後の
除染費用は10億ドル（約1400億円）である。
株の値下がりなどを加えた損失は累計40億
ドル（約5600億円）にもなる。これは原発
がいったん事故を起こすといかに高くつくか
の証明でもある。

5　ハンフォード再処理施設（アメリカ）
ハンフォード再処理施設は，アメリカ西海

岸（太平洋岸）から，東に約500km内陸に
入ったリッチランドの近くに所在する。

第2節　その後の放射能被害
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（Yahoo Japan地図より作成）

ハンフォード再処理施設は，1943年に開設
され，8基の原子炉と再処理工場を有するア
メリカ最大の核センターとして，長崎原爆を
はじめとするプルトニウム生産の中心工場と
して稼働し，1970年初めにサバンナリバー工
場に生産の中心が移るまで，アメリカの核兵
器（プルトニウム）生産の中心工場として，
大量のプルトニウムが生産され，放射性廃棄
物が蓄積し，環境への放出を継続していた。
1990年の公表データによると，コロンビ
ア川の汚染に関して，最盛期であった1959
年当時で1日490兆Bqの放射能の放出がな
されている。この放射能は，川の水で薄まる
どころか，逆に生息する魚や水鳥に濃縮され
る。既に1947年時点の測定値でも，魚の汚
染は川の水の10万倍から17万倍にまで濃縮
していたという。特に1963年5月12日の燃
料棒破損事故では，コロンビア川に放射能を
一気に放出し，その汚染の影響は500km下
流の河口にまで及んでいたといわれる。ま
た，大気の汚染（特にヨウ素131による）も
すさまじいものであった。
ハンフォード周辺の住民は，汚染情報を何
も知らされないまま，約27万人がヨウ素に
よる甲状腺被ばくを受け，そのうち1万
3500人は，当時のアメリカの許容量の1000
倍以上の被ばくに至ったといわれる。

6　リッチランド再処理施設（アメリカ）
1976年8月30日，アメリカのワシントン

州にあるリッチランド再処理施設（地図はハ
ンフォード再処理施設のものを参照）におい
て，プルトニウムから生成するアメリシウム
の回収作業中に，劣化樹脂への濃硝酸の混合
による発熱科学反応でイオン交換樹脂塔が爆
発し，作業員1名が砕けたガラスで負傷する
とともに，放射性物質の飛散により作業員8
名が被ばくし，更には負傷者の病院搬送に
伴って看護師2名も汚染された。

7　サバンナリバー再処理施設（アメリカ）
アメリカのサウスカロライナ州にあるサバ

ンナリバー再処理施設では，1953年1月12
日に，再処理工程中に爆発事故が起こり，建
屋の屋根と壁が大きく破損し，作業員2名が
負傷した。

（Yahoo Japan地図より作成）

事故原因はウランとプルトニウムを抽出す
る液媒への硝酸溶液の混入と加熱による酸化
反応の爆発的進行によるものであった。
また，1961年5月30日にはヨウ素131の

大量放出事故も起きている。総計153キュ
リー（以下「Ci」と省略する。）のヨウ素
131が約1か月間にわたり排気筒から放出さ
れた。その結果，周辺牧草地の汚染により牛
乳から高濃度ヨウ素131が検出され，遠方へ
の空気汚染も観測された。

8　キシュテム・プルトニウム生産工場
（ロシア）
キシュテム・プルトニウム生産工場は，ロ
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シアのウラル地方の大都市チェリャビンスク
の北約100kmにあるキュシュテムに所在す
る原爆用のプルトニウム生産工場である。ま
た，旧ソ連が初めて成功した原爆実験で用い
た原子爆弾を製造した工場でもある。

（Yahoo Japan地図より作成）

この工場の核廃棄物貯蔵所において，1957
年9月29日に大爆発事故が発生した（通称
ウラルの核惨事）。核廃棄物貯蔵所にはプル
トニウムを取り出す過程から出る放射性廃棄
物を貯蔵しており，ステンレス製の円形型タ
ンク60基を地中に埋めてコンクリート製の
蓋をかぶせ，冷却水を巡らせていた。この貯
蔵タンクの一つが冷却装置の故障による加熱
が原因で爆発し，ふたが数十メートルも吹き
飛び，タンク内の高レベル放射性廃液2000
万Ciのうち200万Ciが上空に噴出，残りの
1800万Ciが周辺に飛散して，放射能雲が約
1km上空まで達し，地面には直径30m，深
さ5mのクレーターができた。事故当時は，
南西の風が吹いていたため，北東方向に帯状
に放射能が降下し，汚染度が1km2あたり，
2Ci以上の地域は，幅8～9km，長さ
105kmに及び，約1万7000人が避難した。

9　ドーンレイ再処理工場（イギリス）
ドーンレイ再処理工場は，スコットランド
北部の北海に面した位置にある。

（Yahoo Japan地図より作成）

事故年月日は不明であるが，運転停止中の
溶接作業中にケーブルから発火し，セル内の
有機溶媒に引火して火災が発生した事故が
あった。

10　トムスク州の軍事用再処理施設（ロ
シア）
旧ロシア連邦のシベリアのトムスク州に所

在する軍事用再処理施設（軍事閉鎖都市トム
スク7。人口11万人）において，1993年4
月6日にプラント内で爆発事故が生じた。

（Yahoo Japan地図より作成）

原因はウラン溶液への硝酸注入時に攪拌が
不十分で化学反応によりガスが発生し，タン
クの圧力上昇で爆発に至ったものとされてい
る。タンク容器の破損に加え，建屋の屋根や
機器も破壊され，周辺地域にプルトニウムな
ど大量の放射性物質が飛散した。
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11　セラフィールド再処理工場（イギリス）
セラフィールド再処理工場は，イギリス北
西部カンブリア州に所在し，北アイルランド
の対岸で，アイリッシュ海に面している。

（Yahoo Japan地図より作成）

古くは軍需工場で「ウィンズケール」とい
う名称であったが，1984年に「セラフィー
ルド」と改名された。
1957年10月10日，この工場で，イギリス
の核開発史上最悪の原子炉重大事故が発生し
た。この事故では，プルトニウム原爆製造の
ための軍事用原子炉2基の核燃料棒の加熱で
火災が生じ，火勢が強まるなか，原子炉への
放水により，12日の午後，奇跡的に消火に
至った。原子炉から大量の放射能が，煙や水
蒸気とともに，工場内はもちろん，まわりの
牧草地などへ放出され，地元住民が被ばく
し，その後白血病死亡患者が増加した。この
核工場は，発電，核燃料再処理など原子力時
代の先端機能を次々と拡充していくと同時
に，事故も頻発させた。
1963年11月には改良型ガス冷却炉で6人
が被ばくする放射能漏れ事故，1970年8月
には核燃料再処理工場で2人が被ばくするプ
ルトニウム溶液の臨界事故，1973年9月23
日には35人が被ばくした（体外排出が困難
な物質であるルテニウム106の異常反応）事
故，1979年7月には再処理工場でジルコニ
ウム火災事故が発生し，セシウムが放出され
た。1992年9月8日にはプルトニウム蒸発

機の欠陥による溶液漏洩によって，同年10
月26日までの間運転を停止した。その後，
計測計器の不備が判明し，漏洩のリスクと検
知システム信頼への危険が明確になった。
その後，セラフィールド再処理工場は，
2003年に運転は終了したが，それまでに多く
の使用済燃料が再処理され，作業時には大量
の放射性物質が生じるため，相次ぐ事故によ
る拡散とも相まって，海洋への排液や気体の
拡散により周辺に広域的な環境汚染をもたら
した。1983年11月，ヨークシャーテレビの報
道により，小児白血病の発症率が他の地域に
比べて約10倍との事実が判明し，政府の調査
団もこれを確認した。1990年には工場周辺の
子どもの白血病の多発は父親の被ばくが原因
であるとの政府の調査報告がなされている。

12　ラ・アーグ再処理工場（フランス）
ラ・アーグ再処理工場は，フランス北部ノ

ルマンディー地方のラマンシュ県の北部，コ
タンタン半島先端（海岸から2km付近の主
要都市シュブールから19km）に位置する。

（Yahoo Japan地図より作成）

ラ・アーグ再処理工場は，1966年に操業
を開始し，当初は軍用，その後民生用施設と
なり，世界中の使用済燃料を集めて再処理事
業を行い，日本も1979年に国外で最初の国
として使用済燃料の処理委託を行っている。
1980年4月15日，使用済燃料プールの冷

却材喪失事故が発生し，臨界事故の防止など
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に不可欠の制御系・計測系が12時間にわたっ
て停止し，放射性廃気の放出を防ぐ換気系は
20時間ないし1日以上も機能を停止してい
た。この事故によって，2500m2の4つのプー
ルが止まったが，もしこれらが少なくとも
40時間止まればプールの水は沸騰し，放射
性物質が周辺環境に拡散するに至ったであろ
うといわれている。
1981年1月には貯蔵庫発火事故が発生し，
出火原因不明のままセシウムの高汚染により
400人の労働者が被ばくした。
被ばく被害については，近年まで実態があ
まり伝えられなかったが，工場周辺での小児
白血病や放射能汚染に関する報告書が発表さ
れた。この報告によれば，施設から10km圏
内の0歳から24歳を対象とした1978年から
1992年の間の発病調査において，他のフラ
ンスの地域に比較して平均2.8倍の高率の発
病がみられ，白血病の顕著な増加が確認され
ている。調査では25例の白血病が確認され，
20例は急性リンパ性白血病，4例は急性骨
髄性白血病，1例は慢性骨髄性白血病であっ
た。この統計は，有意といえる確実な方法
で，増加を確認した貴重な報告といえる。
さらに，施設周辺の調査によると，陸上苔
類からヨウ素129が検出されている（ヨウ素
129は吸入，経口摂取いずれの場合にも，放
射能毒性が特に強く，チェルノブイリ原発事
故の際に問題になったセシウム137の20倍で
ある。発がん効果はまず甲状腺に現れる。半
減期は1570万年と寿命が非常に長い。）。

13　JCO事故
1999年9月30日，茨城県東海村にある核
燃料製造工場株式会社ジェー・シー・オー
（以下「JCO」という。）東海事業所の転換試
験棟で臨界事故が発生した。この事故は，日
本で初めて原子力施設作業員の大量放射線被
ばくと被ばく者の死亡，周辺住民の被ばくな
ど重大な結果を引き起こした。

（Yahoo Japan地図より作成）

臨界状態は，20時間にわたって継続し，
この間，強い中性子やガンマ線という放射線
が，周辺の人々や物を照射し続けた。
事故当時に転換試験棟で作業をしていた作

業員3名が被ばくし，急性放射線障害で労災
認定され，そのうち，特に重篤な被ばくを受
けた2名は死亡した。この3名のほかにJCO
の職員73名，防災業務関係者59名，周辺住
民等7名についてホールボディカウンター，
フィルムパッチ，線量計により現実の被ばく
が確認された。
事故後に行われたホールボディカウンター

による中性子被ばく量の評価や，行動調査に
よる評価によれば，周辺住民等の個人被ばく
線量は最大21mSvとされている。これらを
勘案し，本事故は国際原子力事象評価尺度
（INES）においてレベル4と評価された。
さらにこの事故で，日本の原子力史上初め

て住民に対する防護活動が実施された。東海
村はJCO事業所350m圏内の住民（47世帯，
約150名）に対して避難を要請し，茨城県は
半径10km圏内の住民（約10万世帯，約31
万人）に対して屋内退避の要請を行った。
また，事故施設周辺はもとより，茨城県内

全域の農水産物，加工品の返品，値崩れ，入
荷差し止め及び不買が発生し，旅館，観光施
設及びゴルフ場等でのキャンセルが相次ぎ，
この事故が地域に与えた損害は莫大なもので
あった。
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1　低線量被ばくが健康に与える確率的
影響
⑴ 低線量被ばくによる確率的影響につい

て，ICRPはLNT仮説（100mSv以下の
低線量であっても健康被害をもたらす影
響がなくなる値（閾値）を設けることは
できず，線量に対して直線的な比例関係
で健康影響があるとみなすもの）を採用
している。

国会事故調報告書は，「放射線被ばく
が少なくなれば，それにしたがってリス
クは減少するが，ゼロになるのは放射線
がゼロの場合のみである。この考え方
は，放射線影響に関する国際的な機関で
広く承認されている。」と述べている。

また，国会事故調報告書404頁は，核
施設労働者の90％以上は，50mSv以下
の被ばくによって，がんによる死亡は線
量に依存して増えることなどの赤十字国
際委員会（IARC）の調査結果も引用し，
さらに，広島・長崎の原爆被爆者の調査
において，胎児期に10mSvから20mSv
被ばくすると小児白血病や小児固形がん
のリスクが1.4倍になるとする報告もあ
ると指摘しており，低線量被ばくが健康
に影響を与えることを指摘している。

政府の「低線量被ばくのリスク管理に
関するワーキンググループ」において
も，100mSv以下の被ばく線量では，リ
スクの明らかな増加を証明することは難
しいとしながら，放射線防護の観点から
対応が必要であるとしている。つまり，
ここでもLNT仮説は否定できず，これ
に基づく対応の必要性を認めている。

⑵ これに対して，低線量の放射線照射が
生物の成長・発育の促進，繁殖力の増進
及び寿命の延長などの効果をもたらすこ

ともあるという研究（放射線ホルミシス
研究）もなされている。これは低線量被
ばくの安全性を主張する立場の論拠とも
されうるものであるが，ICRPは，現在
入手し得るホルミシスに関するデータ
は，放射線防護において考慮に加えるに
十分でないとの立場をとっている。ま
た，非常に低い線量域で生体が一旦反応
のピークを示し，その後効果が減少した
後，ある領域を超えると再び反応が増加
するという現象（逆U字型現象）が見ら
れることがあるが，これは生体への損傷
が始まる線量とその修復システムが作動
を始める線量にギャップがあるためであ
ると説明されている。1つまり，生体の修
復システムが働いているにすぎないので
あり，健康増進に役立つというものでは
なく，むしろ低線量でも健康に影響があ
ることの説明ともなるのである。

⑶ 現在の低線量被ばくの健康への影響に
ついての主な見解は以上であり，ICRP
はLNT仮説に基づき，公衆の被ばく線
量限度を年間1mSvとしている。これ
に至るまで，ICRPの防護基準は年を経
るに従って楽観的なものから徐々に厳し
いものへと変化していった。それは国際
機関の側から科学的な見解を深めて自発
的になされたものではなく，良心的な科
学者の努力による科学的な新たな発見が
もたらされることによって国際機関側が
そのつど少しずつ譲歩するという形でな
されたものである。このような経過が何
を示しているのか検討する。

1　綿貫礼子「放射能汚染が未来世代に及ぼすもの—
「科学」を問い，脱原発の思想を紡ぐ」（新評論，
2012年）52頁

第3節　低線量放射線被ばくによる健康影響に関する科学的知見
と規制の変遷

第3節　低線量放射線被ばくによる健康影響に関する科学的知見と規制の変遷
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2　ICRPの勧告値と意味づけの変遷
⑴ 原子力に関係する国際機関のそれぞれ

の役割と関係
ア　原爆傷害調査委員会（ABCC）

原爆傷害調査委員会（ABCC）は，
1946年，原爆による傷害の実態を調査
するために，アメリカの全米科学アカデ
ミー・学術会議の下に設立された。日本
人の協力を得やすくするため，1947年
に日本に設立させた国立予防衛生研究所

（予研）との共同研究の体制をとった。
しかし，その実態はアメリカ軍関係者と
アメリカ原子力委員会の支配下にあると
いえるものだった。2ABCCでの研究が，
放射線の人体への影響の重要な尺度とさ
れることとなった。
イ　国際放射線防護委員会（ICRP）

国際放射線防護委員会（ICRP）は，
専門家の立場から放射線防護に関する勧
告を行う非営利，非政府の国際学術組織
である。放射線防護方策の基礎となる基
本原則を数次にわたり勧告として出して
おり，これが国際的に権威ある基準とさ
れている。ICRPは純粋な学術組織であ
るとされているが，その委員は，放射線
学会にいる専門家たちであり自国の原子
力関連組織のポストとの間でたらいまわ
しにしている。かつ，活動助成金は
IAEA，WHOなどから公的資金が拠出
されており，また，アメリカの原子力委
員会やNCRP（米国放射線防護委員会）
の影響を受けているとの指摘がある。3

ウ　国際原子力機関（IAEA）

国際原子力機関（IAEA）は，国際連
合の傘下の自治機関であり，原子力の平
和利用を促進し，軍事転用されないため
の保障措置の実施をする国際機関であ
る。
エ　原子放射線の影響に関する国連科学

委員会（UNSCEAR）
原子放射線の影響に関する国連科学委

員会（UNSCEAR）は，電離放射線によ
る被ばくの程度と影響を評価・報告する
ために国連によって設置された委員会で
ある。UNSCEARは，査読をしている
科学雑誌に刊行された論考や資料を選
択，集積し，これをICRPに渡し，ICRP
は受け取った資料を基に勧告を作成して
いるのであり，その資料はUNSCEAR
の主観によって選別されているとの指摘
がある。4

オ　世界保健機関（WHO）
世界保健機関（WHO）は，人間の健

康を基本的人権の一つと捉え，その達成
を目的として設立された国際連合の専門
機関（国連機関）である。

1959年，IAEAとWHOは， 合 意 書
（WHO12-405）を締結しており，その中
で，核に関する双方の合意のない研究や
調査を禁止している。IAEAは，国連安
全保障理事会に直属する機関であり，こ
れに対して他の多くの機関と同じく専門
機関の一つに過ぎないWHOは，IAEA
よりも政治的に弱い立場にある。6

⑵ ICRPの勧告値の変化
ICRPの勧告における規制値は徐々に

ではあるが厳しい数値に改められていっ
た。

5　市民放射能測定所ホームページ
6　コリン・コバヤシ「国際原子力ロビーの犯罪—

チェルノブイリから福島へ」（以文社，2013年）27
～30頁

2　中川保雄「増補放射線被ばくの歴史—アメリカ
原爆開発から福島原発事故まで」（明石書店，2011
年）51～55頁

3　コリン・コバヤシ「国際原子力ロビーの犯罪—
チェルノブイリから福島へ」（以文社，2013年）44
～52頁

４　同上30頁～31頁
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ICRPが1958年に出した勧告において
は，放射線作業者に対しての線量規制
は，最大許容集積線量D＝5（N-18）レ
ム（Nは年齢）と連続13週に3レムと
いう最大許容集積線量，さらに集団を対
象とした最大許容遺伝線量5レム/30年
が導入された（1レムは10mSvで換算
できる）。

1965年勧告においては，放射線作業
者に対しては，線量限度を5レム/年と
し，皮膚などを30レム/年，手，足など
を75レム/年，その他の臓器を15レム/
年とする勧告がなされた。

1977年勧告においては，用語を改め，
単位を新しい国際単位（シーベルト）に
統一し，放射線リスクの定量的取扱いの
改善のため実効線量当量を導入した。
LNT仮説を意識しながら，許容線量の
概念もリスクと便益とのバランスに基づ
いた概念を採用した（後述）。また，従
来，放射線作業者（職業人）を中心に考
慮していたが，一般公衆への配慮が従来
に比べれば大きくなった。主として発が
んなどの確率的影響を避けるものとして
実効線量当量限度を定め，放射線作業者

（職業人）の場合には50mSv/年，主と
して確定的影響を避けるものとして組織
線量当量限度を定め，目の水晶体につい
て150mSv/年，皮膚その他について
500mSv/年とした。一般公衆の場合，
実効線量当量限度として1mSv/年を，
目の水晶体，皮膚等に対しての組織線量
当量限度として50mSv/年とした（一般
公衆の1mSvについては，当初の1977
年勧告では5mSvであったものが1985
年に引き下げられたものである）。

1990年勧告は，広島・長崎の原爆線
量再評価，疫学データの蓄積，がん誘発
の予測モデルの変更等によるリスク係数
の変更等により，ICRP60として刊行さ

れた。実効線量当量は，実効線量と呼び
名が変えられた。また，線量限度も改め
られ，例えば，主として発がん等の確率
的影響を避けるものとしての職業被ばく
の限度は，5年間の平均が1年当たり
20mSv， か つ， ど の 1 年 の 線 量 も
50mSvが限度となった。また，主とし
て確定的影響を避けるものとして等価線
量限度を定め，目の水晶体について
150mSv/年， 皮 膚， 手， 足 に つ い て
500mSv/年とした。一般公衆の場合，
等価線量限度として1mSv/年を，目の
水晶体に対して15mSv，皮膚等に対し
て50mSv/年とした。

2007年勧告においては，放射線作業
者（職業人）については，主として発が
んなどの確率的影響を避けるものとして
実効線量限度を定め，20mSv/年（5年
間の平均線量），最大50mSv/年を超え
ないこと，妊婦の胎児について1mSv/
妊娠期間，主として確定的影響を避ける
ものとして等価線量限度を定め，目の水
晶体について150mSv/年，皮膚，手，
足について500mSv/年とした。公衆に
対しては，実効線量限度として1mSv/
年を，目の水晶体について15mSv/年，
皮膚に対して50mSv/年の等価線量限度
とした。

⑶ 規制値の意味の変遷
上記⑵のとおり，勧告における規制値

は徐々に引き下げられてきたものであ
り，国際原子力ロビーから距離を置く誠
意ある科学者の研究の成果である。

もっとも，ICRPは，ただ規制値を厳
格にしてきたのではなく，線量制限の一
般原則を巧みにいい換えることで，核軍
拡，原発推進の妨げにならないようにし
てきたともいえる。

1950年勧告においては，線量制限の
原則を「可能な最低レベルまで」（to the 
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lowest possible level）としていたが，
1958年勧告においては，「実行可能な限
り低く」（as low as practicable），1965
年勧告においては「容易に達成できる限
り低く」（as low as readily achievable）
と後退した表現となり，「経済的および
社会的考慮も計算に入れて」という字句
も加えられた。1977年勧告以降におい
ては，「合理的に達成できるだけ低く」

（as low as reasonably Achievable：
ALARA）とさらに後退した表現となっ
た。7

3　規制の強化とそれを促した歴史的要
因
⑴ 1940年代～1950年代

1948年から，ABCCによって，原爆
被ばく者の間での遺伝的影響について，
広島・長崎での本格的調査が始まった。
しかし，この調査については，対象とさ
れた被ばく者人口が小さいことなどか
ら，有意な結果が得られないのではない
かとの疑問が呈されていた。調査結果は
やはり，原爆被ばく者の間に生まれた子
どもたちに，放射線による遺伝的影響が
あるともないともいえないといったもの
であったが，ABCCは遺伝的影響はな
かったと大々的に宣伝した。8

ICRPにおいても，放射線による遺伝
的影響が基礎となって，公衆の被ばく線
量をどうするかということが議論され
た。アメリカは，核戦争政策を背景とし
て，放射線の遺伝的影響についてもリス
ク受忍論を導入することを企ててきた
が，この頃のICRPは，核兵器に反対す

る世界的な運動が広がり始めたことを考
慮して，リスク受忍論の全面的な導入に
は慎重な姿勢をとった。

⑵ 1950年代末
1950年代，核実験と死の灰による放

射線汚染が人々に恐怖を与えた。新たな
重要な論争点となったのは，がん・白血
病の問題であった。ここでは，がん・白
血病の発生率が被ばく線量に比例するの
かどうか，すなわち閾値があるのか否か
が論争の中心になった。ICRPの主要メ
ンバーは，閾値があると考えたが，明確
な根拠がなく，発生率が線量に比例する
であろうと「仮定する」という表現を
とった。アメリカの原子力委員会派の科
学者たちは，がん・白血病などの身体的
影響には閾値が存在すると宣伝したが，
その根拠となったのは，ABCCデータで
あった。しかし，このデータについて
も，調査対象の選定に問題があり，影響
を過小評価したものであるとの指摘があ
る。9

そして，1950年代末辺りから，低線
量被ばくにおいて閾値が存在するとの主
張を真っ向から否定する研究が公表され
るようになってきた。イギリスのアリ
ス・スチュワートは，胎児期に母親がレ
ントゲン診断を受けると，レントゲン枚
数が増えるとともに，小児がん・白血病
も増加することを発表した。10 これはす
なわち，低線量被ばくでもがん・白血病
が発生することを示したものである。

この研究は大いに注目されたが，
ICRPは，ABCCのデータに基づいて，
がん・白血病のリスクが低線量でも当て
はまるとしても，そのリスクはごく小さ

9　同上96～109頁
10　同上129頁
11　同上129頁

7　中川保雄「増補放射線被ばくの歴史—アメリカ
原爆開発から福島原発事故まで」（明石書店，2011
年）185頁

8　同上56～57頁
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いものであるとして，低線量被ばくの容
認を主張した。11

⑶ 1960～70年代
しかし，原発推進派で固められた

ICRPが，強引な安全論を振りかざせば
振りかざすほど，それに反対する人々は
増え，それとともにアメリカ原子力委員
会やICRPを批判する科学者も多数現れ
た。ローレンスリバモア研究所というア
メリカの核開発の中核的研究所において
ゴフマン・タンプリン両氏による放射線
被害が過小評価されており，許容線量を
大幅に引き下げるべきだという告発がな
された。12

アメリカのトーマスマンキューソは，
ハンフォードの各施設で働いていたこと
のある労働者およそ2万8000人を対象
として追跡調査を行い，その結果を
1976年に発表した。この調査から得ら
れた放射線のリスクは，ICRPなどの評
価値のおよそ10倍であった。13

反原発運動は大いに高揚し，低線量被
ばくによる健康影響が主張される中で，
ICRPの勧告においても線量の規制値が
引き下げられていった。このような中
で，原発の安全対策に時間と費用がかか
るようになり，原発コストが上がる一方
であった。

そこで，原発推進派（国際原子力ロ
ビー）は，コスト―ベネフィット論を主
張するようになった。これはすなわち，
公衆の被ばく線量は，「実行可能な限り
低く」と，どこまでも低減を図るべきで
はなく，被ばく線量を下げるために要す

るコストが，その金額で得られる利益
（ベネフィット）よりも上回るなら，公
衆に被ばくを容認させるべきである。そ
の場合，がんなどを発症する人が出るこ
とになるがその発生率が他の容認されて
いるリスクより小さくなるように，個人
に対する被ばくの上限値を設ける必要が
あるという考えである。1977年勧告は，
線量の規制値を引き下げるものであった
が，同時にコスト―ベネフィット論を導
入して，基準を科学的なものから社会
的・経済的なものへと転換したもので
あった。

⑷ 1980年代
広島・長崎の被爆者を対象として疫学

的追跡調査がなされているが，この調査
のためには各人の被ばく量の値が必要と
なる。各人の被ばく量は，爆心からの距
離や家屋などによる遮蔽の有無により左
右されるものであるが，これらを関数な
どを用いて被ばく量を評価するシステム
と し て，1966年 に 策 定 さ れ た の が，
T65Dである。

1980年代に入り，T65Dの策定の元と
なった広島原子爆弾の放射線量が，実際
とは異なるようであり，実際には被爆者
の被ばく量はより少ないようであること
が明らかとなった。そこで，新たな解析
が行われた上で1986年に策定された新
システムがDS86である（その後，2000
年代にDS02が提案された。14）。

DS86による見直しにより，実際には
より低線量でも健康への影響があること
が明らかになった（つまり，それまで過
小評価されていた）ことから，リスクの

12　中川保雄「増補放射線被ばくの歴史—アメリカ
原爆から福島原発事故まで」（明石書店，2011年）
130頁

13　同上166頁
14　今中哲二「低線量放射被ばく—チェルノブイリ

から福島へ」（岩波書店，2012年）138～154頁

15　中川保雄「増補放射線被ばくの歴史—アメリカ
原爆から福島原発事故まで」（明石書店，2011年）
186頁

16　同上230頁
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再評価が行われることになった。
また，原爆被爆者の間でのがん・白血

病の調査からは，被爆後40数年経って
も衰えずむしろ増加していることが判明
した。15

そして，核再処理工場など各施設の周
辺地で被ばくの被害が全世界的に顕在し
始めている。161983年にイギリスの地元
テレビ局の番組でセラフィールド再処理
工場近くの地域の子どもたちにおける小
児がんや白血病の発生率は，イギリスの
全国平均よりかなり高いと報道された。

1990年，既に述べたとおりICRPは勧
告を出し，線量の規制値は引き下げられ
た。

⑸ 1990年～2000年代
1990年以降，チェルノブイリ原発の

発生を受け，チェルノブイリ原発事故に
よる健康影響については，様々な論争が
なされ，それは今もなお続いている。
チェルノブイリ事故後，小児甲状腺がん
が急増したが，事故後10年近くの間，
IAEA，WHO，ICRPなどは，被ばくと
甲状腺がんの因果関係を認めていなかっ
た。

ICRPは，2007年，新たな勧告を出し
た。この勧告は，「緊急時」「現存（事故
収束後の復旧期）」「計画（平常時）」の
3つの被ばく状況に分けて，事故が発生
した際の被ばくを管理するのが特徴であ
る。これは，放射能の大量放出，労働
者・住民の大量被ばくをもたらしたチェ
ルノブイリから教訓を導き出し，住民に
事故状況下では年1mSv以上の被ばく
を受忍することを求めるものであるとい
える。具体的には，「緊急時」には公衆
は20～100mSv，「現存（事故収束後の
復旧期）」には公衆は1～20mSv，「計画

（平常時）」には公衆は1mSvに抑える
ことを求めている。

4　小活
⑴ 20世紀は，核軍拡と原子力発電所の推

進の歴史であった。各国の思惑の中で，
IAEA，ICRP，アメリカ原子力委員会
など，国際機関や国内機関の科学者委員
は原子力推進派で固められた。それは国
際原子力ロビーともいわれ，一丸となっ
て原子力を推進してきた（ICRPが純粋
な学術機関であるとされながらも，その
構成委員は公的な国際機関の委員を兼ね
ていることが多いことは既に述べたとお
りである。）。そのためには，核実験によ
る死の灰，原子力発電所施設を正当化す
るため，低線量放射線は安全であるとい
う視点に立つことが必要であった。

これに対して，原子力推進という根本
的な目的を持たず，純粋に放射線が人体
に与える影響について研究する研究者も
多くいた。これらの研究者の低線量被ば
くについての無視できない研究成果が蓄
積されると，これに伴い，規制値を厳格
にする必要が生じてきたのである。

もっとも，ICRPは，規制値だけを厳
格化するのではなく，厳格化の意味づけ
を緩和し，安全かどうかだけではなく，
一定のリスクがあったとしても，労働者
だけでなく一般市民にも「受忍させる」
こととするために，規制値の意味合いを
リスクと経済的なベネフィットのバラン
スを加味して，規制値の意味づけを後退
させているのである。

⑵ 低線量被ばくによる影響を考える際に
は，ICRPの勧告を始め，「権威ある」国
際・国内機関，科学者の意見は，これま
での安全論の歴史が語るように，およそ
常に，原子力推進の目的から，「低線量
は安全である」という結論が先にありき
の面があったのではないかと考える必要
がある。福島原発事故後の異常な放射線
安心・安全キャンペーン（ICRPの勧告
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にすら反するような，「100mSv以下は
安全」「20mSv以下で子どもが外で遊ん
でいても，何の問題もない」というキャ
ンペーン）も，このような観点から見つ
め直す必要がある。

ICRPも，安全論に立つ科学者も，低
線量であっても健康に影響を与えるとい
うLNT仮説を正面から否定することは
できず，基本的にこれを「仮説」といい
ながらも導入していることは，低線量で
あっても健康に影響があるということ自
体は，安全論の歴史の中でももはや争い
ようのない事実であるといえるのではな
いか。

福島原発事故を受けて，今後も低線量
被ばくの安全性についての議論は続くと
予想されるが，この議論においては，こ

れまでの安全論の歴史を遡って検証する
ことが議論に大きな示唆を与えると考え
られる。

参考文献

・中川保雄「増補　放射線被ばくの歴史―アメリ

カ原爆開発から福島原発事故まで」（明石書店，

2011年）

・今中哲二「低線量放射線被ばく―チェルノブイ

リから福島へ」（岩波書店，2012年）

・綿貫礼子「放射能汚染が未来世代に及ぼすもの

―「科学」を問い，脱原発の思想を紡ぐ」（新

評論，2012年）

・島薗進「つくられた放射線「安全」論―科学が

道を踏みはずすとき」（河出書房新社，2013年）

・コリン・コバヤシ「国際原子力ロビーの犯罪―
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第1　「低線量汚染地域からの報告」
の衝撃

チェルノブイリの名前を知らない人はいな
いだろう。しかし，福島第一原発事故以前
に，チェルノブイリ原発事故による汚染や
人々の生活実態について関心を持っていた人
は，果たしてどれだけいただろうか。

時折伝えられるチェルノブイリのニュース
は，許可無しで汚染された元の家に戻ってし
まう人がいるとか，汚染されていることがわ
かっているのに森のキノコやイチゴを食べて
いるとか，というものだった。そのときは，
どうして，そんな危険なことをするのだろう
かと，思っていただろう。

同事故を経験した今，かけがえのないふる
さとを失ったチェルノブイリの避難者は，そ
のまま，福島の避難者と重なる。どうして家
に戻りたいのか，その気持ちはよくわかる。
キノコやイチゴを食べるのは貧しいからだ。
汚染された土地で現在も暮らし続けている
チェルノブイリの人々は，放射能とどのよう
に折り合いをつけて暮らしてきたのだろう
か。

2012年9月に２週に渡って放映された
NHKの「チェルノブイリ原発事故・汚染地
帯からの報告」「第1回　ベラルーシの苦悩」

「第２回　ウクライナは訴える」は，チェル
ノブイリ原発の「いま」を映し出していた。
少し長いが，ウクライナの番組についての紹
介文を引用しよう。

「2011年4月，チェルノブイリ原発事故25
周年の会議で，ウクライナ政府は，汚染地帯
の住民に深刻な健康被害が生じていることを
明らかにし世界に衝撃を与えた。チェルノブ
イリ原発が立地するウクライナでは，強制避
難区域の外側，年間被ばく線量が5ミリシー

ベルト以下とされる汚染地帯に，事故以来
27年間，500万人ともいわれる人々が住み続
け て い る。 公 表 さ れ た「Safety for the 
future未来のための安全」と題されたウクラ
イナ政府報告書には，そうした汚染地帯でこ
れまで国際機関が放射線の影響を認めてこな
かった心臓疾患や膠（こう）原病など，様々
な病気が多発していると書かれている。特に
心筋梗塞や狭心症など心臓や血管の病気が増
加していると指摘。子どもたちの健康悪化も
深刻で2008年のデータでは事故後に生まれ
た子どもたちの78％が慢性疾患を持ってい
たという。報告書は事故以来蓄積された住民
のデータをもとに，汚染地帯での健康悪化が
放射線の影響だと主張，国際社会に支援を求
めている。

（グーグルマップより作成）

2012年4月，我々は汚染地帯のひとつ，
原発から140キロにある人口6万5千人のコ
ロステン市を取材した。この町で半世紀近く
住民の健康を見続けてきた医師のザイエツ氏
は，事故後，目に見えて心臓病の患者が増え
たことを実感してきたという。その原因は，
食べ物による内部被ばくにあるのではないか
とザイエツ氏は考えている。予算が足りず除
染が十分に行えなかったため，住民は汚染さ

第4節　チェルノブイリ原発事故
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れたままの自家菜園で野菜などを栽培し続け
食べてきた。また汚染レベルの高い森のキノ
コやイチゴを採取して食用にしている。学校
の給食は放射線を計った安全な食材を使って
いる。しかし子どもたちの体調は驚くほど悪
化。血圧が高く意識を失って救急車で運ばれ
る子どもが多い日で3人はいるという。慢性
の気管支炎，原因不明のめまいなど，体調が
すぐれない子どもが多いため体育の授業をま
ともに行うことができず，家で試験勉強をし
て体調を崩すという理由から中学２年までの
テストが廃止された。被ばく線量の詳細な
データはなく，放射線の影響を証明すること
は難しいが，ウクライナの汚染地帯で確かに
人々は深刻な健康障害に苦しみ，将来に不安
を抱えながら暮らしていた。しかしIAEAを
はじめとする国際機関は，栄養状態の悪化や
ストレスなども原因として考えられるとして
ウクライナの主張を認めていない。放射線の
影響を科学的に証明するには被ばくしていな
い集団と比較しなければならないが，住民の
被ばくに関するデータも，被ばくしていない
集団のデータも十分ではなく，今後も証明は
困難が予想される。

国際社会に支援を訴えながら，放射線の影
響とは認められていないウクライナの健康被
害。チェルノブイリ原発事故から26年経っ
た現地を取材し，地元の医師や研究者にイン
タビュー，ウクライナ政府報告書が訴える健
康被害の実態をリポートする。

この番組は，文字どおり衝撃的だった。こ
の番組の内容は，馬場朝子・山内太郎「低線
量汚染地域からの報告　チェルノブイリ26
年後の健康被害』（NHK出版，2012年）で読
むことができる。

我々は，この報道に衝撃を受けた。20数
年後の福島では，絶対にこれを繰り返しては
ならない。そこで，放射能と27年間闘いあ

るいは共存してきたチェルノブイリの現状
を，自分たちの目で確認しようと思い立っ
た。ウクライナ調査は2013年5月，訪問先
は以下のとおりである。
13日　キエフ市

ゼムリャキ（被災者支援団体）
チェルノブイリ博物館

14日　コロステン市
市長，外来病院，中央病院

石棺で覆われた4号機

15日　コロステン市
市場，学校，予診病院，一般家庭

16日　チェルノブイリ原発
17日　キエフ市

社会政策省（保健省，放射線医学研究所）
ナスビット氏（国立戦略研究所）

参加したのは，実行委員会メンバー14名
と，外部参加者２名（NGO職員，医師）の
合計16名である。

調査の結論をあえて一言で述べれば，「低
線量汚染地域において病気は増えていた。し
かし，それが放射能のせいかどうかはよくわ
からない。よくわからないということが，よ
くわかった。」というものだった。

以下，この現地調査と事前・事後の調査結
果を踏まえた，チェルノブイリ原発事故とそ
の被害及びウクライナにおける被害対策の概
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要を述べる。

第2　チェルノブイリ原発事故の
概要

チェルノブイリ原発事故について，日本語
で読める最も信頼すべき調査・研究は，今中
哲二氏（京大原子炉実験所・助教）のもので
あろう。今中氏は，事故直後から現在まで
チェルノブイリ原発事故の原因とその被害に
ついて，調査・研究を続けている。今中氏が
一般向けに発表した主な調査・研究結果は，

「放射能汚染と災厄　終わりなきチェルノブ
イリ原発事故の記録」（明石書店，2013年）
に収録されている。チェルノブイリ原発事故
の詳細な事故経過や原因については，同書を
参照してもらうこととし，本稿では，その概
要を述べるにとどめる。

1986年4月26日午前1時24分，旧ソ連ウ
クライナ国チェルノブイリ原発4号炉で，出
力暴走事故が発生し，原子炉が爆発・炎上し
た。事故の目撃者によれば，何度かの爆発が
あり，花火のような火柱が夜空に上がったと
いう。

チェルノブイリ原発の建設が始まったのは
1970年。チェルノブイリ原発は，ウクライ
ナの首都キエフから北へ約100km，ドニエ
プル川の支流であるプリピャチ河畔の森を切
り開いて建設された。原発建設と並行して，
原発労働者とその家族のためにプリピャチ市
が建設された。事故当時，チェルノブイリ原
発では，1，２，3，4号機が運転されてお
り，さらに5，6号炉が建設中であった。

チェルノブイリ原発事故の原因について
は，当初は運転員による規則違反の組み合わ
せとされ，運転員はその責任を問われて禁固
刑となった。しかし，後の調査によって，事
故の原因は，「正のボイド係数やポジティブ
スクラムといった原子炉構造の欠陥，ならび
にそれを承知しながら適切な対策を怠ってい

た責任当局にあった」とされている（前掲今
中219頁）。運転員は，禁固刑で身柄拘束中
にチェルノブイリ事故は構造自体が問題であ
るとする書籍を発刊した。

ただし，出力暴走事故に至るストーリーに
は，なお争いがある。ある運転員がAZ-5と
呼ばれる緊急停止ボタンを押したことがわ
かっているが，この運転員は，どのような状
況下でAZ-5緊急停止ボタンを押したのかに
ついての証言を残さず，放射線障害によりモ
スクワの病院で死亡した。この経緯を確定で
きないことが，事故原因究明の大きな障害に
なっている。

プリピャチ市（人口5万人）の住民のほと
んどは，4月26日のうちに原発で事故が起
きたことを知ったが，多くの人は普段通りの
土曜日を過ごした。幸運なことに，膨大な放
射能は西の方向に流れ，プリピャチ市を直撃
しなかった。4月27日になって，避難が命
じられた。キエフ市から動員された1200台
のバスによって，２時間ほどで4万5000人
の市民が避難した。避難した人の多くは，す
ぐに家に戻れると思っていた。しかし，プリ
ピャチ市での生活が再開されることはなかっ
た。

プリピャチ市を除けば，チェルノブイリ原
発周辺は農村地帯である。30km圏の住民の
強制的避難が決定されたのは5月２日。5月
3日から1週間で，30km圏の住民約7万
1000人が避難した。

事故直後の火災消火活動には，発電所消防
隊，プリピャチ市消防隊が当たった。彼ら
は，放射能の危険について，全く知らされて
いなかった。消火活動の途中から，おう吐す
る者が続出し，次々と病院へ運ばれた。
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その犠牲によって世界を救った人

既に原子炉は破壊されており，運転員や原
発職員にできることは何もなかったが，無駄
な作業により，運転員らにも次々と急性放射
線障害が発生した。

ソ連当局の発表では，約300人が病院に収
容され，そのうち28人が放射線障害で死亡
した。事故で死亡したのは，この28名に加
えて，行方不明1名，火傷1名，その他1名
の合計31名であるとされ，このソ連の公式
見解は現在も引き継がれている。

核戦争での放射能汚染に備えていたソ連陸
軍化学部隊が到着したのは4月27日のこと
だった。これの部隊は3週間滞在したことが
わかっているが，具体的な作業内容や被ばく
量は，いまだに不明である。

6月から石棺の建設と，除染作業のため，
軍予備役を中心に，大量の事故処理作業者が
投入された。これらの者は，「リクビダート
ル」と呼ばれている。リクビダートルの総数
は80万人ともいわれている。

事故で放出された放射能の量や，汚染実態
については，ソ連体制下で，長らく秘密にさ
れてきた。

民主化と放射能汚染対策を求める運動を背
景にして，1989年春，ベラルーシの新聞に
チェルノブイリ原発事故による放射能汚染地

図が公開された。それまでのソ連や研究者の
報告では，高汚染地域は原発周辺に限られて
いたが，公開された汚染地図では，原発から
200km以上離れたところに飛び地のように
広大な高汚染地域が広がっていた。

今回の調査では，今も政府によって立ち入
りが制限されているチェルノブイリ原発から
30km圏内にも入り，原発や事故直後に住民
が避難して放置されたままの街や村も訪れ
た。

事故を起こした4号機は，ソ連時代に急ご
しらえで作られたコンクリート製石棺が老朽
化したため，その上から巨大なアーチ型覆い
をかぶせる工事の真最中であった。

4号機内には今も溶けた核燃料がうずたか
く堆積し（その形状から「象の足」と呼ばれ
ている），手元の線量計は今なお人体に悪影
響を与えかねない放射線量を示し続けてい
た。

原発の北約4km，原発で働く人達の居住
地だったプリピャチ市は，事故翌日の1986
年4月27日に約5万の全住民が避難したま
まの姿で残っていた。

労働者やその家族が住んでいた高層アパー
ト群，玩具が散乱したままの幼稚園，間近に
迫っていたメーデーのための飾り付け，パ
レードに使われるはずだったのであろう共産
党幹部の肖像画，そして，5月1日のメー
デーに子どもたちへのプレゼントとして稼働
する予定だったものの，結局，一度も子ども
たちを乗せることのなかった観覧車等，時間
が止まった街で聞こえるのは，ただ風の音と
線量計の警報音だけだった。
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一度も動かなかった観覧車

30km圏内で最後に訪れたのは，原発の南
東約12kmに位置するチェルノブイリ市。事
故後，当時の住民は移住し，現在は主にチェ
ルノブイリ原発でのアーチ工事などに従事し
ている作業員の根拠地として利用されてい
る。

かつて市の中央広場があった場所には，原
発事故によって「消滅した」168の市や町村
の名前を示す標識がある。また，できたばか
りの広島と福島を悼む折り鶴をかたどったモ
ニュメントがあった。

チェルノブイリ原発事故の様々な資料は，
キエフ市内のチェルノブイリ博物館でみるこ
とができる。チェルノブイリ博物館は，1992
年4月26日に開館し，現在は国立博物館と
なっている。

チェルノブイリ博物館外観

事故によって消滅した市町村名

入り口から２階部分への会談には，チェル
ノブイリ原発事故により消滅した多くの市町
村の名前が掲げられている。

博物館２階展示部分

２階の展示部分に入ると，おびただしい資
料に圧倒される。チェルノブイリ原発事故の
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発生時から時系列で展示が行われている。

防護服と消防服

チェルノブイリ原発事故において，消火作
業などに関わった人たちの防護服や消防服な
どが展示されている。

チェルノブイリ原発の発電の仕組みの模型

チェルノブイリ原発の発電の仕組みを示す
模型。爆発時には原子炉の上部にある防護床
が吹き飛んだとのことである。

リグビダートルの写真①

リグビダートルの写真②

チェルノブイリ原発事故の対応に当たった
作業員（リグビダートル）の写真が多く掲げ
られている。写真に放射線のマークが付いて
いる人は，チェルノブイリ事故が原因で亡く
なった方である。

リグビダートルの資料
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チェルノブイリ事故直後に作業に当たった
リグビダートルの写真，日記などの資料が多
く展示されている。

1986年５月１日キエフのメーデー行進

チェルノブイリ原発事故の情報は事故後し
ばらく知らされることはなかった。このた
め，キエフで5月1日のメーデーの行進も予
定どおり行われた。これによる被ばくもあっ
たとのことである。住民の避難に際しても，
3日間の避難とだけいわれて，バスなどによ
る避難が行われた。

人造湖と周辺市村のジオラマ

チェルノブイリ原発と冷却のための人造
湖，周辺の市や村の位置関係がわかるジオラ
マ。数日後に訪れたプリピャチ市が，チェル
ノブイリ原発のすぐ近くにあることもわか
る。

応急措置についての資料
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事故後の応急措置についての資料が多数展
示されており，それぞれの活動についてのガ
イダンスを聞くことができる。ヘリコプター
などから大量の鉛やホウ酸が投入され，液体
窒素による冷却が行われた。ヘリコプターに
は当初は放射線防護の装備は全くなかったと
のことであり，パイロットが大量の被ばくを
したとされる。自動車に鉛板が張ってある写
真があるが，この程度で防げるのか，心配に
なる。

事故後の影響についての資料

多くの科学者が事故後の影響についての研
究に従事したとのことである。奇形となった
犬の標本も展示されている。

日本についての展示

広島，長崎を経験した日本とウクライナの
関係は深く，日本についての展示も多くなさ
れている。博物館を訪問した日の午前に訪問
したウクライナのNGOゼムリャキと，日本
のNGOの交流を示す展示もあった。
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放射線汚染状況の図示

チェルノブイリ事故による放射線汚染状況
が図示されている。

環境副大臣・大臣政務官による記帳

訪問者が記帳するノートには,環境副大臣，
環境大臣政務官による記帳がなされていた。

第3　チェルノブイリ原発事故に
伴う健康被害

1　チェルノブイリ原発事故に伴う健康
被害
⑴ チェルノブイリ原発事故に伴う健康被

害のとらえ方についての見解の対立
①　対立の背景

チェルノブイリ原発事故によって住民
や事故処理作業者（リクビダートル）に
どのような健康被害が生じたか。とりわ
け，慢性的な低線量被ばくによる健康影

響については，IAEAなどの原子力推進
の立場にある国際機関と，ベラルーシ，
ロシア，ウクライナの被災3か国など被
害実態に危機感を持つ国や科学者グルー
プとの間で，大きく見解が対立してい
る。

後述のとおり，被災3か国では，チェ
ルノブイリ原発事故から27年を経た今
も，汚染地域住民やリクビダートル，更
にはそれらの子どもたちの健康状態は悪
化している。このような健康状態の悪化
がチェルノブイリ原発事故の放射線の影
響によるものかどうかについては，その

「科学的証明」をめぐって見解の対立が
ある。IAEAなど原子力利用を推進する
立場の科学者は，「科学的証明」を厳格
に要求し，証明に至らない疾患について
は事故との因果関係を否定する。これに
対し，このような態度は被害の過少評価
につながり，妥当ではない，様々な科学
データによれば被害実態ははるかに甚大
なものであって，このような被害実態を
踏まえた救済と安全対策が必要である，
と主張する科学者グループが対立してい
る。
②　IAEA／WHO等の国際機関の見解

ア　「国際チェルノブイリプロジェク
ト」報告（1991年）
IAEAは，1990年，ソ連政府の要請

を受け，チェルノブイリ事故による放
射能汚染と健康影響の把握状況を検証
し，住民の防護対策を評価するという
目的で，「国際チェルノブイリプロ
ジェクト」に着手し，その実行機関の
委員長に放影研の重松逸造理事長を選
任した。

国際チェルノブイリプロジェクトは
1年間の調査を経て，1991年に報告
書を取りまとめた。その結論は，「放
射線被ばくと関係するいかなる健康障
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害も認められない。」「最も問題なのは
放射能を怖がる精神的ストレスであ
る。」というものであった。これに対
し，ベラルーシやウクライナの専門家
から異論が出された。
イ　チェルノブイリ事故後10周年の

報告（1996年）
1990年頃からベラルーシで小児甲

状腺がんの増加の兆しが現れ，1991
年～1992年にはいよいよ増加が明ら
かになった。IAEAの専門家は，「潜
伏期間が短すぎる」「診断技術の進歩
やスクリーニング効果による『みせか
けの増加』にすぎない」などとして
チェルノブイリ事故との因果関係を認
めなかった。しかし，ベラルーシのゴ
メリ州では，小児甲状腺がんの発生率
は事故前と比べ50倍にも達しようと
していたのである。

1995年，WHOと被災3か国の保健
省による国際会議が開催され，事故後
に発生した小児甲状腺がんはチェルノ
ブイリ放射性降下物（主に放射性ヨウ
素131）によるものと認められた。翌
1996年のチェルノブイリ事故後10周
年の国際会議において，ようやく
IAEAもこれを認めたが，それ以外は
健康悪化の頻度の増加はないか，仮に
あったとしても，それは放射線の影響
ではなく，心理的ストレスや社会的状
況の不安感に起因するものと結論づけ
た。
ウ　国連人道問題調整事務所（OCHA）

報告書と原子放射線の影響に関する
国連科学委員会（UNSCEAR）報告
書
2000年，OCHAは「チェルノブイ

リ―今も続く惨事」と題する報告書を
公表し，小児甲状腺がんをめぐる
IAEAの姿勢に対して警鐘を鳴らした。

その報告書の中には，低レベルの被ば
くでも甲状腺機能低下症等を発症させ
得ることを示唆する証拠がある，心臓
及び腎臓の異常もチェルノブイリ事故
による放射性物質に由来することを示
唆する証拠が出てきている，などの記
述が盛り込まれていた。同報告書に
は，コフィ・アナン国連事務総長（当
時）も序文を寄せていた。

ところが，OCHAの報告書公表の
２か月後に，UNSCEARは「チェル
ノブイリ原発事故の医学的影響」と題
する報告書をまとめ，国連総会に提出
した。その内容は，OCHA報告とは
正反対に，小児甲状腺がんを除けば，
一般住民の目立った健康影響を示す証
拠はない。大多数の住民は，今後も放
射線による深刻な健康影響を被ること
はないだろうというもので，OCHA
報告は科学的評価を受けていない非現
実的なもの。国連機関が事実無根の報
告書を出すのは問題であるとOCHA
を非難した。

国連内部でも，被害をできる限り小
さく見せようとする原子力推進派と，
被害実態を直視しようとする専門家と
の対立の構図がうかがえる。
エ　チェルノブイリ・フォーラムの設

立と報告書
このような対立を解消するべく，

IAEAは，2003年，自らの発議によ
り，チェルノブイリ事故による影響に
ついて科学的合意に到達することを目
的として，WHO，国連諸部局からの
専門家，被災3か国政府の代表から構
成される，国際的な「チェルノブイ
リ・フォーラム」を発足させた。

2005年 9 月， チ ェ ル ノ ブ イ リ・
フォーラムは，報告書『チェルノブイ
リの遺産―健康，環境，社会経済への
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影響』を公表した。その結論は以下の
ようなものであった。
・1992～2000年に被災3か国におい

て，小児甲状腺がんは4000例記録
されている。

・小児白血病の増加はチェルノブイリ
原発事故の結果ではなく，さらに心
臓血管疾患も放射線被ばくとの相関
は認められない。

・放射線被ばくは子どもの健康に直接
的な影響を及ぼしてはいない。

・今後，悪性腫瘍数が顕著に増加する
ことは予測されない。

・この事故から生じる最も重要な健康
問題は，被災者の心の健康への影響
である。

・チェルノブイリ事故により増加する
がん死亡者数は約4000人と推定さ
れる。
この報告書に対しては，被害実態を

正視しようとする科学者グループや，
フォーラムの構成員であるウクライナ
政府からも異議が唱えられた。

なお，日本政府と福島県では，この
チェルノブイリ・フォーラムの報告書
が国際的合意であるとし，それに基づ
いて福島原発事故による健康影響を予
測しているので，過少評価のおそれは
否定できないであろう。
オ　国連チェルノブイリ・アクション

プラン（2008年）
チェルノブイリ・フォーラム報告を

受けて，国連は，2008年に「2016年
までのチェルノブイリ・アクションプ
ラン」を発表し，2016年の事故後30
年までに「被災地は現在被っているス
ティグマを完全に克服し，共同体は自
ら生活をコントロールし，平常化が現
実的な見通しとなる」というビジョン
を掲げている。その前提として，「こ

の事故は汚染地域に住む数百万人の
人々にとって，実際，“低線量の事象”
であった。いくつかの高汚染地域では
まだ予防的措置が必要であるが，大多
数の汚染地域の住民は放射線による負
の健康影響を受けることはありそうも
ない」との認識に立っている。

さらに，アクションプランは，被災
各国政府の健康影響対策について，

「チェルノブイリ事故で被害を受けて
いると思っている数百万の人々に対し
て政府は広範な利点を与えているが，
このことが，“依存症候群”を生み出
すという意図しない影響をもたらし
た。放射線の健康影響に対してはび
こっている（しかもしばしば根拠のな
い）恐怖感と合わさって，多くのコ
ミュニティは受動的で無力な状態に
陥った。社会学者たちはこれを“チェ
ルノブイリ犠牲者症候群”と呼んでい
る」とまで記述している。さらに，

「国連の諸機関は，国連チェルノブイ
リ・フォーラムが再保証する調査結果
に基づいて，チェルノブイリ事故の影
響に関する一貫したメッセージを提供
するよう努めること」と記載するな
ど，チェルノブイリ・フォーラム報告
への一切の批判を封じようとする姿勢
がうかがえる。

このように，ここに至ってIAEA
は，国連内部での意見対立を制し，
チェルノブイリの被害実態を過少評価
する「チェルノブイリ事故による健康
影響についての科学的合意」を作り上
げたといえよう。

③　「チェルノブイリ・フォーラム報告
書」に異議を唱えるグループの取組
ア　被災3か国のナショナル・レポー

ト
チェルノブイリ・フォーラムの報告
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書に対して異を唱えたのは，ウクライ
ナをはじめ被災3か国であった。これ
らの国々では，チェルノブイリ事故に
よる被害及びそれに対する対応策の状
況について，5年ごとにナショナル・
レポートを作成，公表していた。2006
年に公表された事故後20年のナショ
ナル・レポートでは，チェルノブイ
リ・レポートとは異なる被害実態と，
それがチェルノブイリ事故によるもの
であることを示す様々な科学的データ
が報告された。

福島原発事故発生からまもない
2011年4月に，チェルノブイリ事故
後25周年の被災3か国のナショナル・
レポートが発表され，国際会議が開催
された。中でもウクライナのナショナ
ル・レポートでは，「チェルノブイリ
事故の放射線学的・医学的結果」とし
て，甲状腺がん以外の子どもたちへの
影響について，「放射線の影響を受け
ている小児期年齢集団の健康状態の動
的な変化は，以下のような，持続する
負の傾向という特徴を示している」と
報告している。
・子どもたちは，様々な病気の発症率

が増加しているだけでなく，実際に
健康な子どもが量的に減少してお
り，その傾向は変わっていない。健
康状態が最低レベルの子どもは，事
故時に甲状腺に高線量の被ばくをし
た子どもたちである。

・慢性的な病気の発症とその経過に
は，発症の若年齢化，病変が多系
統・多器官にわたる，治療法に抵抗
性があり再発の経過をとる，などの
特徴がある。

・事故時に胎児発達期であった子ども
たちの場合，胎児期の被ばく線量
と，出生後の健康状態，身体発達，

多数の小さな異常を有する表現型の
形成，体細胞の染色体異常の数の増
加との間に，信頼性のある相関が存
在する。

・被ばくした親から生まれてきた子ど
もでは，多因子型疾患の疾病素質，
発達上の多数の小さな異常を有する
形態発生上の変動の形成，体細胞の
染色体異常の頻度上昇，マクロサテ
ライト関連のDNA部分の突然変異
頻度の上昇などによって特徴づけら
れる，ゲノム不安定性の現象が形成
されている。

イ　ヨーロッパや現地の科学者グルー
プによる批判
また，ヨーロッパや現地の科学者

も，国際会議を開催したり，報告書を
提出するなどして，チェルノブイリ・
フォーラム報告を批判し，被害実態を
正視し，適切な対策を講じることを求
めた。そのひとつに，欧州放射線リス
ク委員会（ECRR）がある。ECRRは，
欧州議会内の“緑”のグループが中心
となり，放射線被ばくがもたらすリス
ク全体について，ICRPやUNSCEAR
などとは独立して科学的に評価した
り，放射線被ばくがもたらす被害につ
いての最良の科学的モデルを開発する
ことを目的として，1988年に設立さ
れた民間組織である。

2003年に新しい被ばくモデルの勧
告（ECRR2003年勧告）が発表された
が，その後のチェルノブイリ事故によ
る健康影響に関する様々な調査研究
データを取り入れた2010年勧告を発
表している（山内知也監訳『放射線被
ばくによる健康影響とリスク評価―欧
州放射線リスク委員会（ECRR）2010
年勧告』明石書店，2011年）。

この他，ウクライナの研究者オリ
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ハ・V・ホリッシナ氏がアメリカの
NGO「チェルノブイリの子ども支援
開発基金」の支援を得て，実際のチェ
ルノブイリ被災者の調査結果に基づき

「チェルノブイリ・フォーラム報告」
を批判した，西谷内・吉川訳「チェル
ノブイリの長い影―現場のデータが語
るチェルノブイリ原発事故の健康影
響」（新泉社，2013年）が2006年に出
版され，2009年には，チェルノブイ
リ事故の影響を示す5000本以上の学
術文献を簡潔かつ系統立った形で提示
した調査報告がニューヨーク科学アカ
デミーから出版された。その改訂版の
邦訳アレクセイ・V・ヤブロコフ他著，
星川淳監訳「調査報告チェルノブイリ
被害の全貌」（岩波書店，2013年）が
刊行されている。

これらの文献によれば，チェルノブ
イリ事故による健康影響は，チェルノ
ブイリ・フォーラムが認めた小児甲状
腺がんの増加のみならず，それ以外の
様々な疾患の増加に加えて，次世代の
子どもたちへの深刻な影響があるこ
と，低線量放射線の影響については，
まだ未解明な事柄が多く，チェルノブ
イリ原発事故の被害を正視する中でそ
の科学的解明が期待されるが，IAEA
などの国際機関はこのような問題提起
を無視し続けていることが示唆されて
いる。
ウ　何が真実か

こうしたチェルノブイリ事故による
健康被害についての見解の対立と
IAEA等の国際機関の対応の経過をた
どってみると，それらが，今回の福島
原発事故後の低線量被ばくの健康影響
をめぐる議論や福島県の県民健康管理
調査のあり方をめぐる意見の対立と，
ほとんど重なっていることに気づくの

ではないだろうか。被害を過少評価し
ようとする国際原子力ロビーの圧力
は，既に福島にも及んでいるのであ
る。我々は2013年5月ウクライナ調
査を行ったが，その際に現地で感じた
一種の混乱も，こうした国際原子力ロ
ビーの動きをたどれば，このような事
情が背景にあったためにもたらされた
ものと納得できる。

チェルノブイリをめぐる経過をみれ
ば，問題が低線量被ばくの健康影響の
有無にあるのではないことは明らかで
あろう。低線量被ばくによる健康影響
は，実際には現れているのである。た
だ，主流派の科学者にはそれを「科学
的証明」に結びつけようとする姿勢が
欠如していることが問題なのである。
しかし，そもそも，謙虚な姿勢で真実
を究明するというのが「科学者」の使
命であるはずであるにもかかわらず，

「科学」の名の下に，真実の究明に積
極的に取り組まないどころか，データ
を取らせず真実の究明を妨害しようと
さえするというのはどういうことだろ
うか。このようなことが堂々と行われ
ていること自体，日本の科学者の脆弱
性と国民の科学リテラシーのレベルを
示しているといえよう。その是正・克
服は容易なことではないが，少なくと
も，チェルノブイリにおける被害の実
態を正視し，IAEA等から無視された
数々の調査研究結果をできるだけ活か
して健康影響を評価することが，福島
原発事故による被害の過少評価を許さ
ず，被害の現実を正視した対策の実施
につながるものと思われる。

このような趣旨から，以下の稿で
は，前述の2011年のウクライナ政府
のナショナル・レポート（邦訳「チェ
ルノブイリ被害調査・救援」女性ネッ
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トワーク，「市民研通信」第9号・通
巻137号，2011年10月，11月，12月
―以下「A文献」という。）及び前述
の「調査報告チェルノブイリの全貌」

（前掲，以下「B文献」という。）に基
づき，チェルノブイリ事故に伴う健康
被害の実情（概要）を紹介してみた
い。

⑵ 被災3か国で実際に生じている健康影
響の概括
①　データの問題点

チェルノブイリ事故については，事故
発生直後から3年半にわたって，当時の
ソ連政府は住民の健康に係るデータを隠
蔽し，医療統計や事故処理作業員（リク
ビダートル）の罹病データの改ざんが行
われていたことが判明している。このた
め，ロシア，ウクライナ，ベラルーシに
おいて実施されたリクビダートルの登録
データは信頼できるものではなく，また
これら3か国の医療統計も信頼に足るも
のは存在しないことが指摘されている。

IAEA等の国際機関では，放射線によ
る健康影響についての科学的証明には，
被ばく線量との相関関係が必要とされて
いるが，上記のような事情から，チェル
ノブイリでは被ばく線量の正確な把握は
極めて困難といわざるを得ない。ソ連崩
壊後，被災3か国では，リクビダートル
の公式登録を行い，被ばく線量を推計し
ているが，これらの登録データは，上記
のような事情から，信頼に足るものでは
ないといわれている。実際，染色体異常
数及び電子スピン共鳴（EPR）ドシメト
リによって得られたデータと比較する
と，公式に記録された線量が過大評価も
しくは過少評価されている可能性を示す
研究結果も複数存在している（B文献29
頁）。とはいいながら，全てのデータを
否定するのも相当ではない。このような

データの信頼性を念頭に置きながら，
様々な角度からデータを分析し，総合的
に因果関係を判断するしかないと考えら
れる。

このような状況を勘案すると，被ばく
線量との相関関係がある疾患しかチェル
ノブイリ事故に起因するものと認められ
ないとするIAEA等の見解には，問題が
あるといわざるを得ない。自然環境，社
会環境，経済的特徴は同じだが，放射能
汚染の程度が異なる複数の地域におい
て，罹病率や死亡率などを比較するとい
う方法をはじめ，様々な方法による調査
研究結果をも勘案して，チェルノブイリ
事故に起因する健康影響を把握する必要
があるというべきである。このような
様々な調査研究結果を勘案すれば，概括
的に以下のような健康影響が認められ
る。
②　総罹病率の上昇

被災3か国のいずれにおいても，重度
汚染地域で，子どもと成人の総罹病率の
上昇，認定障害者（チェルノブイリ事故
に関連する疾病障害があると認定された
者）の増加が認められる。これを示すウ
クライナの調査結果のいくつかを挙げて
おく（B文献38頁～42頁）。
・事故に続く10年間に，ウクライナに

おける子どもの総罹病率は6倍にも増
加した。

・子どもの総罹病率を汚染地域と非汚染
地域とで比べた場合，1988年には有
意な差は認められなかったが，同じ子
どものグループを1995年に比較した
ところ，汚染地域で罹病率が有意に高
く，汚染のひどい地域では特に高かっ
た。

・ウクライナ保健省のデータによれば，
2006年から2010年にかけて，汚染度
の高い地域の子どもとリクビダートル
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の子どもに第一次発症率（疾患の発
症）の上昇が認められた。これは主に
呼吸器や皮膚・皮下組織の疾患，先天
性発生異常の増加に伴うものである。

・1986年以降2003年までに，社会福祉
と医療の両面で適切なプログラムが集
中的に実施されたにもかかわらず，汚
染地域に住む「健康といえる」子ども
の数（割合）は，27.5％から7.2％へと
3.7分の1に減少した。また，「慢性的
な病気を抱える」子どもの割合は，
1986年から87年にかけての8.4％から
2003年の77.8％に上昇した。同じ時期
に，低汚染地域の健康な子どもの割合
は20年間にわたり30％だった。

・1988年から2002年にかけて，成人の
避難者のうちの「健康」な人の割合が
68％から22％に下降し，「慢性的に病
気」の人の割合は32％から77％に上
昇した。

③　老化の加速
老化の加速は，電離放射線による被ば

くがもたらす，よく知られた影響のひと
つであるが，この現象はチェルノブイリ
原発事故由来の放射性物質の被ばくを受
けた全ての人々に，程度の差こそあれ，
はっきりとみてとれる。

チェルノブイリ原発事故由来の放射線
の影響は既に数十万人に及んでいるが，
将来，この問題は数百万の人々に関わっ
てくると予測されている。

以下，これを示すウクライナのデータ
をいくつか紹介しておく（B文献47～48
頁）。
・ウクライナの放射線汚染地域に住む

人々の生物学的年齢は，実年齢より7
歳から9歳上だった。同様の現象はロ
シアでも確認されている。

・老化の早まりはリクビダートルにみら
れる典型的な特徴であり，その多くは

平均的な一般集団より10年から15年
早く疾患を発症した。老化の特徴から
算定されたリクビダートルの生物学的
な年齢は，実年齢より5歳から15歳
上である。

④　腫瘍性疾患の増加
事故後，悪性腫瘍の総罹病率の上昇が

見られたが，中でも甲状腺がんの発生率
の上昇は著しかった。白血病についても
事故後発症数が増加した。乳がん，肺が
ん，その他の悪性腫瘍についても発生数
増加の報告が数多く存在している。この
点については，⑷で詳述する。
⑤　がん以外の疾患の増加

がん以外の様々な疾患が被ばく者に増
加している。若年性白内障，歯と口の異
常，血液，リンパ，心臓，肺，消化器，
泌尿器，骨及び皮膚の疾患など，被ばく
を受けた人々は老若を問わず様々な疾患
に苦しんでいる。内分泌系の機能障害，
とりわけ甲状腺の機能障害の広がりは予
想をはるかに超え，甲状腺がんが1例あ
れば甲状腺の機能障害は約1000例ある
というほど，事故後多発している。ま
た，遺伝的損傷と先天性異常が，特にリ
クビダートルの子どもや，重度汚染地域
に認められる。さらに，免疫異常と感染
症が重度汚染地域で蔓延している。これ
らの変化を専ら社会経済学的な要因によ
るとする説明は説得力を欠くといわざる
を得ない。この点についても，⑸でさら
に詳しく述べる。
⑥　子ども（次世代を含む）への影響

チェルノブイリ原発事故後，子どもた
ちの健康状態が著しく悪化していること
が，被災3か国の報告書で指摘されてい
る。私たちも，ウクライナ調査でコロス
テン市の学校を訪れ，そのことを実感し
た。子どもは放射線に脆弱であることが
知られているが，チェルノブイリの子ど
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もたちの健康はどのようなレベルにある
のだろうか。

A文献では，子どもの健康影響に焦点
を当てた研究報告がまとめられている。
放射線が子どもたちにもたらす過酷な被
害の実態については，私たちが十分に認
識しておく必要があると思われるので，
次に項を改めて，A文献の内容を少し詳
しく紹介したい。

⑶ チェルノブイリ原発事故による子ども
の健康への影響
①　子どものときに事故に遭い，避難し

た人々の健康状態
事故時の年齢に従い，Ⓐ第1小児期：

4～7歳，Ⓑ第２小児期：女児8～11
歳，男児8～12歳，Ⓒ思春期：女児12
～15歳，男児13～16歳，Ⓓティーンエ
イジャー：女性16～20歳，男性17～21
歳の4つのグループに分けて比較検討が
行われた。

子ども・思春期の人々で30kmゾーン
から避難した男女の病気発症の絶対リス
ク評価によれば，1993～2007年の間で
最高の絶対リスクを示した病気は，神経
系，消化器系，循環器系の疾患であっ
た。

感覚器官と神経系の病気の中で最も一
般的であったのは，網膜の血管障害で
あったが，上記の4つのグループとコン
トロール群との比較によれば，Ⓑの8～
12歳で被ばくしたグループの血管障害
の有病率が最大であった。また，小児期
に被ばく・避難した女性と思春期に被ば
く・避難した女性とを比べると，小児期
の女性の方が，思春期の女性よりも，皮
膚と皮下組織の病気の発病率のリスクが
有意に高かった。逆に，小児期の女性と
ティーンエイジャーの女性とを比べる
と，ティーンエイジャーの女性の方が，
精神疾患，神経系と感覚器官，呼吸器，

消化器系の病気，泌尿生殖器の病気のリ
スクが高かった。

同様に，小児期の男性では，思春期の
男性と比べて，循環器系の病気や皮膚と
皮下組織の病気のリスクが有意に高く，
ティーンエイジャーの男性は，小児期の
男性に比べ，神経系と感覚器官，消化
器・泌尿器の病気のリスクが有意に高
かった。

このように，チェルノブイリ事故の影
響は，被ばく時の年齢によって有意に変
化することがわかる。長期の病理学的条
件の発病率と有病率のデータ解析に基づ
くと，最も危険な年齢の区分は第1小児
期ではなく，8～12歳及び思春期（12
～15，16歳）であることが判明した。
②　チェルノブイリ原発事故の被害を受

けた様々な子どもたちの集団における
健康影響
チェルノブイリ原発事故による健康影

響については，Ⓐ30kmゾーンから避難
した子ども，Ⓑ汚染地域に居住する子ど
も，Ⓒ出生前に被ばくした子ども，Ⓓ被
ばくした両親から生まれた子ども，の4
つのグループに分けて研究されてきた。
これらの子どもたちの健康影響について
時系列に整理すると，以下のようにその
状況が変化していることがわかる。

ア　初期段階（1987～1991年）
Ⓐのグループの子どもたちに典型的

だったのは，様々な器官や系統の機能
障害であった。70.3％に自律性脈管系
の機能障害の兆候が見られ，40％に心
臓の機能的変化，53.3％に肺の換気と
肺機能の障害，82.4％に消化器系の機
能障害が見られた。
イ　1992～1996年

ⒶのグループとⒷのグループの子ど
もたちの両方に，健康な子どもの数が
減少し，慢性的な病気の子ども数の増
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加が認められた。健康レベルの最も低
い子どもは，甲状腺被ばく量が2.0Gy
を超えていた。
ウ　1997～2001年

ⒶのグループとⒷのグループの両方
で，健康な子どもの減少という傾向が
はっきりと現れた。17～18歳の子ど
もでは，Ⓐグループで76.6％，Ⓑグ
ループで66.7％の子どもに慢性的な身
体疾患があった。
エ　全体的特徴

発症の若年齢化，多系統・複数の器
官にわたる病変，治療に対して比較的
抵抗性があり，経過が長引き再発が多
い，という特徴がみられる。

このように，子どもたちは，多くの
慢性疾患という負荷を負いながら生殖
年齢に達しており，彼らの子孫の健康
にも影響を与えざるを得ない状況に置
かれている。

③　胎児期に被ばくした子どもたち
胎児発達中の甲状腺への被ばくは，子

どもの健康状態にかなりの影響を与えて
いた。慢性的な病気は，胎児の被ばく線
量が0.36Gyを超すとより頻繁に現れる
傾向が見られ，1.0Gy以上ではほとんど
全ての子どもが慢性的な病気の登録をし
ている。

また，子どもの身体の発達障害の頻度
は胎児期の甲状腺被ばく線量に依存して
いた。

さらに，被ばくの時期が妊娠中のどの
時期にあったかによって，発達上の小さ
な異常の数との依存性が示された。

このように，慢性的疾患の進展，身体
発達上の障害，複数の小さな異常をもつ
表現型の形成，体細胞における染色体異
常の数の増加，甲状腺の超音波画像によ
る構造的変化は，いずれも発達中の胎児
の甲状腺の放射線被ばく線量に関連して

いることが判明している。
④　被ばくした親から生まれた子どもた

ちの健康状態
被ばくした親から生まれた子どもは，

病気の発症率と有病率がウクライナ全住
民の子どもより有意に高い。また，被ば
くした人の子どもは1992年と比べ，
2009年には，以下の病気の登録が急速
に増加していることが注目される。

内分泌系疾患　　　　　　11.61倍
筋骨系疾患　　　　　　　 5.34倍
消化器系疾患　　　　　　 5.00倍
精神及び行動の異常　　　 3.83倍
循環器系疾患　　　　　　 3.75倍
泌尿器系疾患　　　　　　 3.60倍
この集団の子どもたちは，生後1年で

しばしば発病し，6～7歳では発病者が
49.2％～58.7％に達する。免疫状態につ
いては，多くの免疫学的パラメーターの
頻度が生理学的な変動幅を超えているこ
とが特徴で，これが慢性的疾患形成の基
礎となっていると考えられる。

また，この集団の健康な子どもの割合
は，1992年の24.1％から，2008年には
5.8％に減少し，慢性疾患のある子ども
の割合は，1992年の21.1％から，2008
年の78.2％に増加した。私たちは，コロ
ステン市内の学校を訪問し，生徒たちの
中で普通の体育の授業が受けられる者の
割合が約3割にすぎないことに衝撃を受
けたが，上記のデータをみれば，それが
被ばく者から生まれた子どもたちの健康
状態の実情なのである。子どもたちはこ
のような負荷を背負って人生を歩まなけ
ればならず，その負荷は蓄積傾向にある
というのである。さらに，その負荷は，
彼らの子どもたちにも引き継がれる。

これが，放射線が持つ破壊力の実際の
姿なのである。私たちはそのことを十分
に理解した上で，今後も原子力利用を継
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続するのか，それとも決別するのかを決
定しなければならない。

慢性疾患のある子どもと健康な子どもの割合とその変動

（ウクライナ医学アカデミー放射線医学研究センターのデータ
より）

⑷ 悪性腫瘍の増加
①　甲状腺がん

甲状腺がんはチェルノブイリ事故に起
因する悪性腫瘍の中でも最も多くみられ
る疾患である。放射線誘発の良性甲状腺
結節，甲状腺機能低下症，自己免疫性甲
状腺炎，甲状腺機能不全症が先行した
り，これらの疾患を併発することも多
い。

ベラルーシでは，子どもと成人の甲状
腺がん罹病率が1989年以後，急上昇し
はじめた。子どもの罹病率は1995年か
ら1996年にかけて最大値に達したが，
成人の罹病率は2003年まで上昇し続け
た。また，事故当時18歳以下だった人々
の甲状腺がん発症数が，事故後20年で
200倍以上に増加したことが報告されて
いる。ウクライナ，ロシアでも同様の増
加傾向が確認されている。

ヤブロコフ他著「調査報告：チェルノブイリ被害の全貌」より
引用

しかし，当初，専門家は甲状腺がんの
発症は数例増えるにすぎないと予想して
いた。続いて予想は数百例に変わり，さ
らに，その後，数千例を超えることはな
いと修正されたが，いずれも過少評価で
あった。ベラルーシでの甲状腺がん発生
数については，1986～2004年では7000
～1万超と報告されている。今後2056
年までに，被災三国で5万8000，ヨー
ロッパ諸国を含めると9万2000の発生
が予測されている。

前掲書より引用

②　白血病
放射線によって白血病が増えることは

既に広島・長崎の原爆被爆者調査で明ら
かにされていたが，チェルノブイリ事故
後3年半にわたるソ連政府によるデータ
隠蔽，改竄によって，被災3か国の無数
の白血病症例が公式記録簿に記録されな
かった。このため実際の症例数の把握は
困難であるが，被災3か国では以下のよ
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うなデータが報告されている（B文献
152～156頁）。
・ベラルーシでは，チェルノブイリ事故

後5年間，ベラルーシ全土でリンパ
系・造血器のがんが増加し，急性・慢
性白血病とホジキン病の発生率が事故
から5年後に最大となった。また
1990年～2004年に，0歳～14歳の小
児に1117例の白血病の発症が認めら
れた。

・ウクライナでも，ジトーミル州とキエ
フ州のうち，最もひどく汚染された5
地区の住民において，ほとんどの種類
の白血病発生率が事故後5年間，有意
に上昇した。また，リンパ肉腫と細網
肉腫は事故後6年目～10年目に，骨
髄性白血病は事故後5年間と11年目
～15年目に，有意な上昇が認められ
た。

・ロシアでも，事故後，小児白血病の罹
病率がトゥーラ州で上昇し，ロシア平
均を有意に上回った。特に急性白血病
の発生率が高かった。

③　その他のがん
その他のがんについても，以下のよう

な報告がある（B文献157～161頁）。
チェルノブイリ事故によるがんは，広
島・長崎のように20年経ってではなく，
事故後わずか数年で発現し始めるという
特異性が認められる。
・ベラルーシのゴメリ州のセシウム137

による汚染度の高い地域では，相対的
に汚染度の低い地域に比べ，1990～
2003年にかけて女性の乳がん発生率
が有意に上昇した。

・ウクライナでは，1987～1994年，中
枢神経系腫瘍（悪性を含む）を有する
子どもが増加した。

・ウクライナの汚染地域で泌尿器がん及
び膀胱がんに有意な増加が認められ

た。
・ウクライナでは，がんによる乳幼児死

亡のうち，男児は1位が白血病，２位
が脳腫瘍，女児は1位が脳腫瘍，２位
が白血病である。

・ロシアのトゥーラ州の子どもにおい
て，1986～1997年の口腔がん，咽頭
がん，副腎がんの発生率が，1979～
1985年の発生率の２倍以上に増加し
た。

⑸ 悪性腫瘍以外の疾患
以下のような悪性腫瘍以外の疾患につ

いても，事故後発生率の上昇が報告され
ている。紙数の関係で①，②，③，⑧，
⑫について，データの一部を紹介する。

①血液・リンパ系疾患
②遺伝的変化
③内分泌系の疾患
④免疫系の疾患
⑤呼吸器系の疾患
⑥生殖器系の疾患・障害
⑦骨・筋肉の疾病
⑧神経系・感覚器の疾患
⑨消化器系の疾患
⑩皮膚の疾患
⑪感染症
⑫先天性奇形

①　血液・リンパ系疾患
血液及び循環器・リンパ系疾患は，子

ども，成人を問わず，チェルノブイリ事
故後最も広範にみられた影響のひとつで
あり，リクビダートルの罹病と死亡の主
因のひとつでもある。日本の若年原爆被
ばく者は，２世，3世になっても対照群
の10倍も造血器の疾患にかかりやすい
ことが知られているので，チェルノブイ
リでも数世代にわたって造血器の疾患の
発症が予測されている。以下，いくつか
のデータを紹介しておく（B文献49～57
頁）。
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・ウクライナの集中的なヨウ素汚染期
（事故後の数カ月間）における汚染地
域に住む子ども7200人の調査によれ
ば，92％以上に血液細胞の形態異常が
認められ，32％に血球数の異常が見ら
れた。その中には，ミトコンドリアの
膨化や核膜の不整，核周囲の空隙拡
大，細胞表面の病理的変化，細胞質の
濃度低下，水分量の増加（細胞膜の損
傷を示す）などがある。

・ウクライナのジトーミル州ナロジチ地
区において，セシウム137による汚染
度の異なる38集落の子ども1251人を
6年間（1993～1998年）観察したと
ころ，汚染度の高い地域ほど赤血球，
血小板，白血球数とヘモグロビン量の
有意な減少が認められた。

・ロシアでは，リクビダートルの循環器
系疾患罹病率が，1986～1994年に23
倍に増加した。

・ロシアでは，リクビダートルの健康状
態は対照群とは有意に異なり，血圧は
高く，虚血性心疾患が多く，アテロー
ム性動脈硬化に特有の心筋の肥厚を生
じている。

②　遺伝的変化
ア　突然変異発生率の変化

チェルノブイリ事故による放射線に
よって，染色体の構造や数の変化な
ど，染色体やゲノムにおける突然変異
の発生率上昇を示す研究が数多く公表
されている。以下，そのデータの一部
を紹介する（B文献58～70頁）。

ア　染色体突然変異
・ウクライナで，3歳までに被ばく

した5000人以上の小児を検査し
たところ，染色体異常のある細胞
数や，安定型・不安定型染色体異
常の数が事故直後からの数年間で
増加した。

・ウクライナの全汚染地域で，染色
体異常の発生率が有意に高い。

・ロシアでは，子宮内で被ばくした
子どもは，事故後に生まれた子ど
もに比べて，染色体異常細胞の出
現率が有意に高い。

・リクビダートルとプリピャチ市住
民のリンパ球と骨髄の染色体突然
変異発生率は，事故後3か月間の
放射線量と相関があり，対照群よ
り明らかに多い。

イ　ゲノム突然変異
・ベラルーシでは，1981～1999年

に発生したダウン症候群（2786
例）の年間・月間発生率を分析し
たところ，1987年のベラルーシ
全土における年間発生率の上昇
と，1987年1月のミンスク市，
ゴメリ州，ミンスク州における月
間発生率の上昇が明らかになっ
た。最も汚染のひどかった17地
区では，1987～1988年に49％の
上昇が見られた。さらに詳細な分
析によって，ダウン症候群の発生
率は1986年12月に急上昇を見せ，
ピークは1987年1月であった。

・ドイツの西ベルリンでは，1986
年5月の妊娠によって生まれた子
どもについて，ダウン症の新生児
数が2.5倍増加した。ドイツ南部
では，21番トリソミー（通常は
２本1組の染色体が3本になるこ
と，又はそれによる疾患）の発生
数増加が羊水検査によって確定さ
れた。

イ　被ばくした人々の子どもたち
被ばくした親のもとに生まれた子ど

もたちの健康状態に問題が多いことを
示すデータは，ますます増えている。
その一部を紹介しておく（B文献67～
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68頁）。
・1986年と1987年の事故処理作業で

50mSv以上被ばくしたベラルーシ
男性リクビダートルの子どもは，被
ばく量50mSv未満の男性の子ども
より，罹病率と先天性発生異常の発
生率が高く，生まれつき病気をもつ
新生児の数も多い。

・被ばくした男性の子どもには，より
多くの先天性奇形と発生異常が認め
られる。

・子宮内で被ばくしたロシアのカルー
ガ州の子どもは，甲状腺疾患（州平
均の6倍）や先天性発生異常（同4
倍）ばかりでなく，泌尿生殖器系，
血液循環器系，消化器系疾患など，
様々な疾病全般の罹病率が有意に高
い。

ウ　健康状態の指標としての染色体異
常
染色体異常が発生しても必ずしも疾

患に発展するわけではないが，これに
より様々な型の腫瘍発生のリスクが高
まったり，体細胞（たとえば血液細
胞）だけでなく生殖細胞も損傷された
りする可能性がある。生殖細胞の染色
体構造に見られる異変は，次世代にお
いて各種疾患の遺伝的素因となりやす
いといわれている。

チェルノブイリ・フォーラム報告で
は，チェルノブイリ事故が引き起こし
た染色体変異の発生について，これら
の変異はいかなる点においても健康状
態に影響を与えないとしているが，B
文献の共著者のヤブロコフ氏によれ
ば，それは科学的にみて真実ではない
という。なぜなら，染色体の変異は，
遺伝的及び個体発生的な過程に対する
総合的な損傷の反映とみなせるからで
ある。染色体異常の発生率と数多くの

病態の間に相関があることは，チェル
ノブイリの汚染地域の様々なデータか
らも明らかである。その一部を紹介す
る（B文献69～70頁）。
・染色体異常細胞の出現率は精神病理

学的症状を患う人に目に見えて高
く，染色分体異常細胞の出現率は無
力症や強迫神経症を患う人に明らか
に高い。

・二動原体染色体及び染色分体交換の
出現率と，先天性発生異常との間に
は相関がある。

・染色体切断の発生率は，甲状腺機能
低下や胚発生に関係する多くの奇形
と相関がある。

・ロシアのブリャンスク州及びトゥー
ラ州の汚染地域において，異常細胞
及び多重異常細胞の出現率と子宮筋
腫の発達に相関がみられる。

・リクビダートルにみられる心血管及
び胃腸疾患の発生率は，染色体異常
細胞の出現率と相関がある。

③　内分泌系の疾患
チェルノブイリ由来の放射性物質は，

被ばくした人々の内分泌系のあらゆる部
位に深刻な悪影響を及ぼしている。

甲状腺は，成人では体内に入った放射
性ヨウ素量の最大40％を，子どもでは
最大70％を集積する。また，脳下垂体
はヨウ素を通常の非放射性ヨウ素の5倍
～12倍の水準で能動的に取り込む。

思春期の発来や骨端線の閉鎖など，あ
らゆる生理機能は複合的な機能を司る内
分泌器（膵臓，副甲状腺，甲状腺，副
腎，卵巣，精巣）に依存しており，正常
な心身の発達を維持するためにはこれら
が協調して働かなければならない。

また，身体及び知能の正常な発達に
は，甲状腺が適切かつ適時に働く必要が
ある。胎児や新生児が甲状腺に損傷を負
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うと，知的能力が抑えられたまま一生を
送ることになるかもしれない。

チェルノブイリ由来の放射線が内分泌
系に危険な影響を及ぼしたことはデータ
からも明らかである。その一部を紹介す
る（B文献71～81頁）。

ア　内分泌系疾患一般
・事故の数年後に，ベラルーシの全汚

染地域で内分泌疾患の急増が認めら
れた。公式登録簿によると，1994
年の内分泌系罹病率は10万人当た
り4851例に達した。

・事故の6年後に，ベラルーシの重度
汚染地域における内分泌疾患の発生
率が事故前の3倍に上昇した。1993
～1994年にベラルーシのモギリョ
フ州スラヴゴロド地区で8000人以
上の子どもを対象に行われた検査で
も，診断の第1位は内分泌疾患だっ
た。

・事故後，ベラルーシ全域で1型糖尿
病の発生率が有意に上昇し，重度汚
染地域では増加率がさらに高かっ
た。

・事故の10年後，ベラルーシ人リク
ビダートルに，下垂体―甲状腺系の
機能低下，インスリン機能の低下，
下垂体―副腎系の機能低下，さらに
プロゲステロン，プロラクチン，レ
ニンの濃度上昇が見られた。

・ウクライナでも，内分泌疾患は，放
射能汚染地域に住む子どもにおける
健康障害の主因だった。子宮内被ば
くした女子の約32％が，内分泌系
に受けた損傷により不妊になった

（対照群は10.5％）。
・ロシアでも，内分泌疾患にかかる子

どもが重度汚染地域で増加した。
トゥーラ州の汚染地域に住む子ども
の場合，2002年の内分泌疾患罹病

率が事故前の5倍に達した。
イ　甲状腺の機能障害

ヨウ素131やその他の放射性核種が
放出する放射線は，腺上皮を損傷し，
結節の形成として表れる。自己免疫性
甲状腺炎は，被ばくによって最初にみ
られる機能的な影響のひとつである。
続いて，甲状腺機能低下症及び亢進
症，粘液水腫，非悪性及び悪性腫瘍な
どの疾患が現れる。

甲状腺が損傷を負うと，甲状腺で作
られるサイロキシン，トリヨードサイ
ロニン，カルシトニンという3つのホ
ルモンの生産量低下につながる。これ
らのホルモンは成長と発達，体温調
節，カルシウム交換などを制御する。

全ての放射能汚染地域で，非悪性の
甲状腺疾患が顕著に増加している。ま
た，甲状腺機能低下症の中に，必ずし
も疾患としては記録されないが汚染地
域で頻繁にみられる症状がある。顔面
浮腫及び眼瞼浮腫，寒がり，発汗減
少，嗜眠，舌の腫れ，のろのろとした
話し方，声が荒れたりしわがれたりす
る，筋肉痛や筋力の低下及び筋肉協調
障害，関節のこわばり，皮膚の荒れや
乾燥，皮膚蒼白，記憶力が低下し思考
力が鈍る，呼吸困難，難聴などであ
る。

甲状腺の異変は副甲状腺と密接に関
連している。チェルノブイリ事故によ
る汚染地域では，副甲状腺障害に起因
する数多くの症状が観察された。男
性・女性の性機能低下症，身体的・性
的に正常な発達の障害，下垂体腫瘍，
骨粗しょう症，脊椎圧迫骨折，胃潰瘍
及び十二指腸潰瘍，尿路結石，カルシ
ウム胆のう炎などである。

今日までに得られた重要な知見のひ
とつは，甲状腺がんの症例が1例あれ
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ば，他の種類の甲状腺疾患が約1000
例存在することである。これによれ
ば，ベラルーシだけでも150万人近い
人々が甲状腺疾患を発症するおそれが
あると専門家は見積っている。

様々な甲状腺疾患とチェルノブイリ
事故との関係を示すデータをいくつか
紹介する（B文献77～81頁）。
・ベラルーシでは，2000年までに数

十万人が甲状腺の病変（結節性甲状
腺腫，甲状腺がん，甲状腺炎）によ
り正式に記録された。年間約3000
人が甲状腺の外科手術を必要として
いる。

・ベラルーシでは，子どもの自己免疫
性甲状腺炎の罹病率は，事故後10
年間で3倍近くまで上昇した。1995
年までには，比較的汚染度の低い
ヴィテプスク州，ミンスク州，ブレ
スト州でも，自己免疫性甲状腺炎の
症例数が明らかに増加した。

・最も汚染の激しかった地域のひとつ
であるベラルーシのゴメリ州では，
1993年に検診を受けた子どもの
40％以上に甲状腺肥大が認められ
た。この地域では，地方性甲状腺腫
が1985～1993年に7倍に増加し，
自己免疫性甲状腺炎は1988～1993
年に600倍以上増加した。

・102万6046人の妊婦の健診データか
ら，セシウム137による環境の汚染
と甲状腺疾患の発生率との間に有意
な相関が認められた。

・1992～2000年にかけて，10代の少
年少女と成人，特にリクビダートル
と避難者において慢性甲状腺炎の発
生率が上昇した。

・事故当時10歳未満だったウクライ
ナ，ベラルーシ，ロシアの子ども
11万9178人を笹川プロジェクトの

枠組みで診察したところ，甲状腺が
ん1例につき740例の比率で甲状腺
の病変が認められた。別の調査研究
では，診察した5万1412人の子ど
もに，甲状腺がん1例につき1125
例の比率で甲状腺の病変がみられ
た。

・ロシアのブリャンスク州の重度汚染
地区では，1995年に最大で60％の
子どもに甲状腺過形成が認められ
た。

④　神経系の疾患
30数年前，神経系は電離放射線に対

して最も抵抗力のある系であると考えら
れていたが，これは高線量に関してのみ
当てはまる真実であろう。そのような古
い考え方に基づいて，チェルノブイリ・
フォーラムの報告（2005）では，全ての
神経疾患，うつ病の悪化，精神病は，心
的外傷後ストレスに起因するとされた。

しかし，チェルノブイリ事故以降，低
線量や低線量率の放射線によって，神経
系の微細構造や神経系のより高次の活
動，眼の組織，さらに，全ての汚染地域
で広範にみられる精神神経障害の発生に
甚大な影響が及んだことは明らかであ
る。脳の放射線感受性を裏付ける証拠

（特にリクビダートルにおける神経系の
疾患を示すデータ）が積み重ねられつつ
ある。かつての放射線防護の基準では無
害とみなされていた比較的少量の核放射
線ですら，著しい器質的ダメージを生じ
させているのである。汚染地域に現存す
る放射線量は，明らかに，数え切れない
ほどの人々の中枢神経系に害を及ぼして
いる。

以下，それを裏付けるデータの一部を
紹介する（B文献102～110頁）。
・ウクライナでは，汚染地域から避難し

た70人の子どもを検査したところ，
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その97％の脳波（EEG）が皮質下及
び皮質の脳組織の構造的・機能的な未
成熟を示した。この70人の子どもの
うち脳波が正常だったのはわずか２人
だけだった。

・子宮内で被ばくした子どもは，神経系
疾患や精神障害にかかりやすい。

・ウクライナでは，汚染地域から避難し
た子どもにおいて，神経衰弱や自律神
経失調症の発生率が，対照群に比べて
5倍高かった。

・被ばくした子どもたちは相対的に知能
指数（IQ）が低い。

・ウクライナでは，事故後6年間，とり
わけ1990年以降，放射線汚染地域で
成人の神経系疾患の罹病率に顕著な増
大が認められた。

・ロシアでは，「チェルノブイリ認知症」
と呼ばれる現象の事例増加が見られた。

「チェルノブイリ認知症」は成人の脳
細胞が破壊されることによって引き起
こされ，記憶や行動の障害，けいれん，
拍動性の頭痛などの症状がある。

・ロシアでは，1986～1993年，リクビ
ダートルにおける神経学上の罹病率が
43倍に増加した。

・器質性の中枢神経障害を罹患した24
歳～59歳の400人のロシアのリクビ
ダートルは，回復の見込めない構造的
な脳の欠陥を抱えている。すなわち，
前頭葉，左側頭葉，及び皮質―皮質下
の結合における構造的変化である。

・ロシアでは，リクビダートルに特徴的
な機能障害は，脳の深い部位，すなわ
ち間脳領域，深部前頭及び側頭葉，な
らびに大脳半球の後頭頭頂部に関係す
る。

⑤　先天性奇形
先天性奇形・先天性異常には，Ⓐ強い

遺伝的背景をもつ型と，Ⓑ胚発生の過程

で何らかのダメージを受けた結果として
の発生異常などがある。それらの異常の
中に，いわゆる先天性「大」奇形があ
り，たいてい，これだけが公式に登録さ
れる。その他の発生異常は出生前の子宮
内発育過程における損傷の結果として発
生するもので，突然変異による遺伝性の
要因か，あるいは外部からの有害物質の
影響を原因とする催奇形性の要因が考え
られ，通常は妊娠16週目までに起こる。

チェルノブイリ由来の放射能汚染があ
るところはどこでも，遺伝的異常や先天
性奇形を有する子どもの数が増加した。
これらの異常には，以前はまれだった四
肢，頭部，胴体にわたる多発奇形も含ま
れる。

このようなまれな種類の奇形の増加も
含め，新生児に先天性奇形が増えてお
り，その上昇率はベラルーシ，ウクライ
ナ，ロシアだけでなく，他の国々におい
ても，チェルノブイリ由来の放射能汚染
との相関性が認められている。先天性奇
形の発生率はいくつかの汚染地域で上昇
し続けており，症例数の増加と被ばく量
には相関が見られる。したがって，先天
性奇形が被ばくに起因するとの推定は，
完全に裏づけられたといえよう。以下，
そのデータの一部を紹介する（B文献
125～133頁）。
・ベラルーシでは，3万1000例を超え

る流産例の分析によって，公式に登録
された先天性奇形の発生率が全汚染地
域で上昇したことが明らかになった。
とりわけ，セシウム137の汚染濃度が
15Ci/km2 より高かったゴメリ州やモ
ギリョフ州の複数の地域で有意な上昇
が見られた。

・ベラルーシの14歳までの子どもの先
天性奇形発生率を1990年と2001年で
比較すると，10万人当たり0.2例（1990
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年）から0.4例（2001年）へと倍増し
た。

・ベラルーシでは，より高濃度に汚染さ
れた地域の方が，汚染度の低い地域よ
り先天性奇形の発生率が高かった。

・ベラルーシで公式登録された先天性奇
形の発生率と，その地域の放射能汚染
値には相関がみられた。

・ベラルーシのゴメリ州における1994
年の先天性奇形発生率は，1986年の
6倍だった。

・ウクライナでは，放射能汚染地区にお
いて，以前はまれだった先天性奇形
や，例えば多指症，内臓の変形，四肢
の欠損や変形，子宮内発育障害など重
度の先天性奇形が有意に増加した。

・ロシアの放射能汚染地域で，1991年
と1992年の先天性奇形発生数が事故
前の3倍～5倍に増え，生殖器，神経
系，感覚器，骨，筋肉，消化器系の異
常及び先天性白内障が目に見えて増加
した。

・ロシアのブリャンスク州の放射能汚染

地域で1995～1998年に公式登録され
た先天性奇形の発生率は，州全体の発
生率より有意に高かった。

・ベラルーシでは，先天性奇形をもつ新
生児は全国で年に2500人を下らない。
1992年以来，医学的・遺伝的基準に
従って妊娠中絶するプログラムが導入
され，年に500～600例に実施するこ
とで奇形をもつ子どもの出生数を一定
に保っている。

・オーストリア，トルコ，ブルガリア，
クロアチア，チェコ，デンマーク，
フィンランド，ノルウェー，ドイツな
どの国々においても，事故後先天性奇
形の発生率が上昇したことが報告され
ている。

⑹ 総括
このように，チェルノブイリ事故に伴

う健康影響は，ほぼ全ての生理系が悪影
響を被り，障害から死亡まで様々な結果
が表れている。こうした疾患群を社会経
済的要因や行動性ストレス要因に帰すこ
とは到底不可能といえよう。以下にベラ

ヤブロコフ他著「調査報告：チェルノブイリ被害の全貌」より
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ルーシの汚染地域に住む人々の健康状態
の悪化に関する衝撃的なデータを示す。
我々は，この事実を直視しなければなら
ない。そして，あらゆる政策は，この事
実の上に，立案・実施されなければなら
ない。

2　ウクライナ現地調査報告
コロステン市は，キエフ市から北西にバス

で約２時間，チェルノブイリ原発の西の自主
避難区域に位置する，人口約6万6000人の
小都市である。

2012年9月のNHKの報道番組で，原発事
故，特に低線量被ばくの影響が子どもたちの
健康に影響を与えていると報じられた街であ
り，同地での関係者からの聞き取りは，今回
の旅のメインテーマであった。

⑴ 子どもたちの健康状態を訴える医師・
教師

コロステン市の第12学校（日本の小
中学校にあたる）のガリーナ・ニージニ
ク校長によれば，体育の授業は，4つの
クラスに分かれており，2012年9月5
日時点の705名の生徒の振り分けについ
ては以下のとおりである。
① 基本クラス（通常通り行う） 210名
② 準備クラス（基本クラスと内容は一

緒だが，軽減させるクラス 377名
③ 特別クラス 110名
④ 不参加クラス 8名（小児麻痺，心臓

病等の症状を持っている子ども）

このように，通常の体育のカリキュラ
ムが行えるのは210人にすぎず，その他
の生徒は運動量を減らすなどの対応が取
られている。こうしたクラス分けは，ウ
クライナ全土で行われており，その分類
は医師の診断に基づいて行われている
が，同校では，運動量を軽減したグルー
プに配分される生徒が，他の地域よりも

多いという。「教師の実感としては，事
故の影響があると考えざるを得ない」と
ニージニク校長はいう。

（コロステン市小学校１年生）

同市の外来病院の前院長で，現在も現
役医師として長年市民の診察に当たって
いるアレクセイ・ザイエツ医師は，⑴甲
状腺がんの増加が顕著であり，27年間
に大人と子どもを合わせて126件の甲状
腺がんが出たこと，⑵事故後，若年層の
がんが増え，事故前は悪性腫瘍の70％
は年金生活の高齢者であったが，現在は
逆転し，70％が非高齢者である等のデー
タを明らかにした上で，「子どもたちの
健康障害は放射線と何らかの関係がある
と考えざるを得ない」と分析した。

（ザイエツ医師）
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⑵ 健康悪化を否定する意見
一方で，放射線と子どもの健康悪化の

関連性に対する否定的な見解にも多く接
した。

同市のヴォロディミール・モスカレン
コ市長は，「（市民の健康悪化を報じた
NHKの）報道は正しい」と認めつつも，

「低線量被ばくの影響は，世界的にもま
だ解明されていない。市には，他の街に
ない医療施設（予診センター）があり，
健康状態悪化の発見率が高いのではない
か」と放射線との因果関係を認めること
には否定的な見解を示した。

（モスカレンコ・コロステン市長）

また，キエフで会見したチュマク・ア
ナトリ医師（放射能医療研究所医院長）
は，以下のように述べる。
「皆さんのところに届けられるチェル

ノブイリ事故に関するウクライナについ
ての情報については懐疑的に対応すべき
だ。ウクライナの場合のよいところだけ
を学んでいただき，ウクライナの失敗を
繰り返さないでほしい。福島を1とすれ
ばチェルノブイリは10の被害があった。
甲状腺については，チェルノブイリで起
きた被害が，そのまま日本で起きるわけ
ではない。チェルノブイリ事故が起きた
周辺地域は慢性的なヨード不足の地域で

ある。病気についての影響の大きさとし
ては，大きい方から
地震＞津波＞心理的ストレス＞放射線
と考えている。心理的ストレスが病気を
呼び起こしてくるというデータもある。
その意味で，社会心理リハビリセンター
の役割は重要だ。

自治体やコミュニティの中でより社会
心理リハビリについて活発な地域では医
学的影響は少なくなっている。コロステ
ン市は，そのよい例だ。コロステン市
は，自主避難区域だが，市の取組笹川財
団の協力で，チェルノブイリの影響の改
善例として挙げられ，国連にも報告され
ている。

社会心理リハビリセンター，情報セン
ターもソ連時代にあった，政府不信の改
善に役立っている。

コロステンの子どもたちの健康状況だ
が，影響が認められているとは思わな
い。通常の体育の授業を受けられない子
どもたちが多いとのことだが，子どもた
ちの体力が落ちていることに起因してい
るのではないか。」

チュマク医師は，「子どもの体力低下
は全国的世界的傾向であり，コロステン
市特有の問題ではない」と分析する。

また，国家戦略研究所のナスビット主
任研究員は，「チェルノブイリ被災者と
しての（補償を受ける）ステイタスを守
るために，親が子どもの健康状態を悪く
申告し，その親の考えに従って医師が診
断書を書いている」という見解を示し
た。

⑶ 被災者家庭と食生活
コロステン市では，市内の一般家庭を

訪れる機会を得た。アレクセイさん一家
で，アレクセイさんはウクライナ正教会
の神父。妻ナターリアさんと7人の子ど
も（男3人，女4人），そしてナターリ
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アさんの母親と同居する10人の大家族
である。

家族全員がチェルノブイリ被災者の認
定を受けている。7人の子どものうち，
次男が甲状腺に病気を抱え，キエフの内
分泌研究所に半年に1回通院している。
その他，家族全員が今も定期的に血液の
検査を行っているという。

食生活について尋ねると，主に自宅周
辺の家庭菜園で採れるジャガイモ，キュ
ウリ，トマト，リンゴ，アンズ，イチゴ
などを食するという。山羊も飼育してい
て，乳を飲んだり，加工したりする。市
場で購入するのは，油，小麦，魚，海草
などで，肉はあまり買わない。主に経済
的な理由のようだ。

アレクセイさん一家のすぐ近くまで，
黒々とした深い森が広がっている。

「時々，森に入ってキノコやベリーを
採っています。ベリーは子どもたちと一
緒にジャムにして食べます」と，妻のナ
ターリアさんはこともなげにいう。

汚染地において，キノコやベリー類は
高濃度の放射能汚染が特に懸念される食
物である。「（内部被爆が）心配ではない
のか」と尋ねても，アレクセイさんは

「少し，心配はしていますが…」とはい
うものの，特に屈託ない様子だ。

コロステン市で訪問した中央病院の医
師がこぼしていたが，ロシアやウクライ
ナの人たちにとって，森は生活の場，そ
してそこで森の恵みを採取して食するこ
とは，何よりもの憩いなのである。アレ
クセイさん一家も例外ではない。

事故から数十年，今も市井の人々の
日々の憩いまでも危険にさらし続けるの
が，原発被害の大きさなのであろう。

⑷ 果てしなく不毛な因果関係論争
チェルノブイリ事故が発生したのは

1986年4月26日である。事故から27年
余が経過した現在に至り，子どもたちを
はじめとする住民の健康悪化という現実
が目の前にあるにも関わらず，放射線と
健康被害との関連性，因果関係をめぐる
議論は全くかみ合わず，収束していない
のである。

この果てしない因果関係論争から，筆
者は，日本の水俣病問題を思い起こし
た。福島では，決して，このような不毛
な因果関係論争を繰り返してはならな
い。

なお，コロステン市での関係各所への
聞き取り時には，常に市当局の担当者が
同行し，医師や教師の発言に口をはさむ
場面が少なからずあった。

NHKの報道内容がセンセーショナル
であったせいであろうか，現場では，行
政当局が，住民の健康被害と低線量被ば
くをめぐる議論に神経をとがらせている
ことがうかがわれた。

このような議論の背景には，18歳になる
までに異常がなければ被災者のステイタスを
失ってしまうというチェルノブイリ法の制度
設計のまずさが影響している。ザイエツ医師
とコロステン学校の校長の２人が口をそろえ
て，18歳で健康異常がなければステイタス
を失うという制度には科学的合理性がなく，
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18歳を超えて被害が生ずる可能性があるの
だからステイタスを維持すべきだと述べてい
た。このような制度改正をすれば，ナスビッ
ト氏の述べた仮説の正否も検証できるだろ
う。

後発の日本の我々としては，18歳までに
健康異常が現れなければ，被災者の子どもた
ちからステイタスを奪うような制度設計をし
てはならないという教訓を，このような議論
から汲み取らなければならないだろう。

第4　チェルノブイリ法
1　はじめに

ウクライナにおける「チェルノブイリ原発
事故被災者の状況とその社会的保護に関する
法」（以下「チェルノブイリ法」という。）は，
チェルノブイリ原発事故により被災した市民
の憲法上の権利の実現，及び被災者の生命と
健康の保護，放射能汚染の結果発生した医療
問題と社会問題の解決を目的として，ソ連末
期の1991年に制定された。

ソ連は，その後解体したため，チェルノブ
イリ法は，ロシア，ベラルーシ及びウクライ
ナに，そのまま引き継がれた。ただし，その
後，それぞれの国で改正されており，現在で
は，その内容は微妙に異なる。

チェルノブイリ法については，ロシアにお
ける法律の内容と運用実態について解説した
ものとして尾松亮著『3.11とチェルノブイリ
法』（東洋書店）がある。しかし，これ以外
には，チェルノブイリ法について，網羅的に
解説した文献は見当たらない。

ウクライナのチェルノブイリ法の日本語訳
は，衆議院のホームページで読むことができ
る。

今回はウクライナにおいて現地調査を行っ
たことから，以下では，ウクライナにおける
チェルノブイリ法について述べる。

ただし，ウクライナでは，チェルノブイリ
法は完全に実施されているわけではない。法

律どおりに施行すると，国家予算の20％に
達してしまうため，経済的な理由により，完
全には実施できないのである。

しかし，福島原発事故被害の救済を考える
上で，チェルノブイリ法は，極めて示唆に富
んでおり，その内容と運用は，絶えず参照さ
れるべきである。

2　チェルノブイリ法の内容
チェルノブイリ法は，10章合計71条から

なる。
第1章（第1条～第8条）は，法律の目的

（第1条），放射能汚染地域の区分（第２条），
放射能汚染地域からの退去の自由と任意移住
権（第4条）など，チェルノブイリ法の基礎
をなす，最も根本的な事項を定めている。

第２章（第9条～第15条）は，チェルノ
ブイリ激甚災害被災者の地位の定義（第9
条），チェルノブイリ激甚災害被災者の原発
事故後遺障害発症，職業能力一部喪失・全部
喪失とチェルノブイリ激甚災害との相当因果
関係認定（第12条），優遇措置及び補償のた
めのチェルノブイリ激甚災害被災者区分設定

（第14条）など，補償の対象となる被災者に
ついて定めている。

第3章（第16条～第18条）は，チェルノ
ブイリ原発事故被災者に関する記録を国が統
一的に管理・保管することや，原発事故被災
者の身体検査や健康の回復，特別な医療施
設，サナトリウム，保養地の栄養基準につい
て規定している。

第4章（第19条～第25条）は，チェルノ
ブイリ原発事故被災者への補償と被災者が受
けられる特典について規定している。具体的
には，カテゴリーの1～4に該当する人々へ
の補償金と受けられる特典，及び事故処理の
ため立入禁止区域外において，（被ばくの点
から）とりわけ危険な環境で作業していた
人々が受けられる特典について具体的に定義
している。
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第5章（第27条～第30条）は，チェルノ
ブイリ原発事故により被災した子どもたちの
保護について規定している。具体的には，被
災者の各カテゴリーに該当する子どもの定
義，子どもたちが受ける治療の手順，栄養，
及び子どもたちとその親が受けられる特典と
補償について規定している。

第6章（第32条～第38条）は，チェルノ
ブイリ原発事故被災者の保護について規定し
ている。具体的には，避難，移住，自主移住
し居住場所を有する市民，最優先事項として
近親者の住居に自主移住者した市民，及び
1986年に共和国外に避難しウクライナへの
帰国を希望する市民，それぞれへの住居提供
の手順について規定している。本章はまた，
避難，移住，自主移住により財産を喪失した
市民への補償問題，新たな居住地へ避難，移
住，自主移住した市民への補償と特典につい
ても規定している。さらに，放射性物質に汚
染された土地に居住する市民への補償につい
ても定義している。

第7章（第39条～第47条）は，放射性物
質に汚染された土地で就労する市民に対する
労働上の制限について詳細に規定している。
上述の地域で就労する市民には割増金が支払
われる。これに該当する市民とは，軍関係
者，徴用者，放射性物質に汚染された地域で
働く公務員，放射性物質に汚染された地域へ
出張する従業員，医療，教育，文化機関の従
業員，チェルノブイリ原発事故により放射能
レベルが増大した原料や素材の特殊加工，使
用，調査に従事する従業員，また放射能汚染
された器具の管理，修理，特殊加工に従事す
る従業員である。

第8章（第48条～第60条）は，カテゴ
リー1～4に該当する者への年金と補償につ
いて規定している。チェルノブイリ原発事故
のリクビダートルでチェルノブイリ原発事故
の結果障がい者となった者，及びリクビダー
トルに該当する一家の大黒柱がチェルノブイ

リ原発事故の影響により死去してしまった遺
族には，以下の金額が補償金として1回支払
われる。
・カテゴリー1に該当し障がい者となった者　

最低給与の60倍
・カテゴリー２に該当し障がい者となった者　

最低給与の45倍
・カテゴリー3に該当し障がい者となった者　

最低給与の30倍
・.障がい者となった子ども　最低給与の10

倍
・一家の大黒柱を失った遺族　最低給与の

60倍
・死亡者の両親　最低給与の30倍。

カテゴリー1，２，3，4の該当者に支給
される年金は，国家年金及び健康被害に対す
る追加年金である。追加年金は，国家年金の
受給権利が発生した後に支給される。チェル
ノブイリ原発事故の後処理に関する作業（国
家任務を含む）は業務記録に基づいて計算さ
れ，長期業務扱いとし，1988年1月1日ま
では3倍，1988年1月1日から1993年1月
1日までは1.5倍とする（またN1リストによ
る）。1993年1月1日以降の，立入禁止区域
での作業に対する特典の算出は，ウクライナ
内閣が決める。

第9章（第61条）は，チェルノブイリ激
甚災害被災者団体の免税を定めている。

第10章（第62条～第71条）は付則である。
以下，重要な規定について，さらに詳しく

述べる。

3　放射能汚染地域の区分と移住（第2
条，第4条）
放射能汚染地域の区分する規定は，チェル

ノブイリ法の根幹をなすものである。放射能
汚染地域の区分は，土壌の自然・化学的特
性，放射線核種の自然放射線量超過レベル，
人体への放射能物質の影響，国民の放射能被
ばく対策と社会施策の要件に基づき，通常時
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の日常社会生活と経済活動の態様も考慮して
なされている（第２条第1項）。

具体的な区分は，以下の4つである（第２
条第２項）。

避
難
区
域

1986年に住民避難が行われた30km区域

強
制
退
去
区
域

長寿命放射性核種による高濃度汚染地域
セシウム同位体の土壌汚染濃度が15キュリー
/km2以上
（55万5000ベクレル/m2）
ストロンチウム3.0キュリー/km2以上
プルトニウム0.1キュリー/km2以上
植物の放射性核種移行係数その他の要素を加
味した人間の予測実効線量当量が事故前水準
より年間5.0ミリシーベルト（0.5レム）上回
る区域

任
意
移
住
保
証
区
域

セシウム同位体の土壌汚染濃度が5.0-15.0
キュリー/km2

（18万5000～55万5000ベクレル/m2）
ストロンチウム0.15-3.0キュリー/km2

プルトニウム0.01-0.1キュリー/km2

植物の放射性核種移行係数その他の要素を加
味した人間の予測実効線量当量が事故前水準
より年間1.0ミリシーベルト（0.1レム）上回
る区域

放
射
能
環
境
監
視
強
化
区
域

セシウム同位体の土壌汚染濃度1.0-5.0キュリー
/km2

（3万7000～18万5000ベクレル/m2）
ストロンチウム0.02-0.15キュリー/km2

プルトニウム0.005-0.01キュリー/km2

植物の放射性核種移行係数その他の要素を加
味した人間の予測実効線量当量が事故前水準
より年間0.5ミリシーベルト（0.05レム）上
回る区域。

これらの区域分けは，年間放射線量が基本
的な基準になっている（ただし，線量は対事
故前水準の予測実効線量当量）。

ただし，ここでの区域設定には，土壌汚染
基準と被ばく量基準の２つが用いられてい
る。

前掲『3.11とチェルノブイリ法』（90頁）
によれば，ロシアにおけるチェルノブイリ法
でも，この２つの基準が用いられているが，

「土壌汚染度の基準を併用しているのは」「被
ばく量を基準にすると定めたはずなのに，方

針がぶれているのではないか」と批判されて
いるという。この点について，チェルノブイ
リ法の策定に参加したロシアの法律家は「広
い地域で被ばく量を計算することは難しい。
土壌汚染度の平均値を基準にした方が，機械
的に汚染地域を分類できる。土壌汚染基準
は，適用が簡単なために導入された妥協案で
ある。」と説明している（この点，ウクライ
ナにおける運用も同じではないかと思われる
が，確認はできていない）。

ただし，これらの区分の基礎となる線量
は，「植物の放射性核種移行係数その他の要
素を加味した人間の予測実効線量当量」が用
いられており，その具体的な計算方法は，国
際放射線防護委員会（ICRP）が，基準を設
定するとされている（第２条第4項）。この
計算方法次第では，過小評価や過大評価に
なってしまうことに注意を要する。

周知のとおり，我が国における避難対象地
域は，年間20ミリシーベルトを上回る区域
とされている。これに対して，チェルノブイ
リ法では，年間5.0ミリシーベルトを上回る

「強制（義務的）退去区域の住民は，必ず退
去しなければならない。」（第4条第２項），
年間1.0ミリシーベルト～年間5.0ミリシーベ
ルトの「任意移住保証区域の住民は，周囲の
放射線量・被ばく線量とその人体への影響に
関する客観的な情報をもとに，自ら同区域に
残るか又は移住するか選択する権利を有す
る」（第4条第3項）とされている。この点
に，際だった違いがある

4　チェルノブイリ激甚災害被災者の地
位の定義（第9条～第11条）
チェルノブイリ激甚災害被災者には，チェ

ルノブイリ原発事故処理作業動員者と，チェ
ルノブイリ激甚災害被災者がある。

ア　チェルノブイリ原発事故処理作業動員
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者（いわゆるリクビダートル）は，現場
の事故収束・処理作業に直接携わった者
である。事故処理に従事した時期に応じ
て，認定されるのに必要な日数が詳細に
決められている（第10条）。

イ　チェルノブイリ激甚災害被災者は，
チェルノブイリ激甚災害による放射能被
ばく者（未成年者を合む）である。この
要件は，避難区域から避難した者，強制

（義務的）退去区域，及び任意移住保証
区域から退去・移住した者はもちろん

（第11条第1項第1号），放射能監視強
化区域に住所を定めて居住，勤務，在学
する者で，1993年1月1日時点で既に
この区域において4年以上居住，勤務，
在学した者（第11条第1項第4号）ま
で含まれるので，その範囲は相当広い。

ただし，具体的な補償は，第14条に
定める「優遇措置及び補償のためのチェ
ルノブイリ激甚災害被災者区分設定」に
基づきなされている。

5　チェルノブイリ激甚災害被災者の原
発事故後遺障害発症，職業能力一部喪
失・全部喪失とチェルノブイリ激甚災
害との相当因果関係認定（第12条）
チェルノブイリ激甚災害と，後遺障害等の

因果関係の認定について定めた規定である。
因果関係の認定は，「州レベル以上の権限の
ある医療委員会，又は保健省が認可する国防
省，内務省，公安庁所管医療機関による被災
者医療精密検査」によって認定されることと
されている。

原発事故後遺障害発症等と，チェルノブイ
リ激甚災害との相当因果関係を認定するにあ
たって，病名をリスト化した指針（マニュア
ル）を示された。これによれば，原発事故と
関連する疾患として，甲状腺がん，白内障，
血管の病気，肝臓病，心臓病等が認められて
いるそうである（ゼムリャキからのヒアリン

グ）。この詳細については，今後，継続して
調査する必要がある。

「チェルノブイリの大惨事によるウクライナ負傷者の
社会的，医学的，及び抗放射線的な保護」

右下の斜めの文字は「人々への法的な援助」

6　優遇措置及び補償のためのチェルノ
ブイリ激甚災害被災者区分設定（第14
条）
具体的な優遇措置及び補償を講じる対象を

定めるものである（第14条第1項）。
①　区分1

チェルノブイリ原発事故処理作業に動
員され，又はチェルノブイリ激甚災害被
災で障害者となり（第10条，第11条，
第12条第3項），その後遺障害とチェル
ノブイリ激甚災害との相当因果関係が確
定した者及びチェルノブイリ激甚災害に
より放射能症を発症した者（「放射能症」
とは具体的にはどのような症状かについ
ては，調査が必要である。）。

②　区分２
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チェルノブイリ原発事故処理作業に動
員され，避難区域で作業した者で，以下
のいずれかの項目に該当する者。
・事故直後から1986年7月1日までに

作業に携わった者（作業日数を問わな
い。）。

・1986年7月1日から1986年12月31日
までの期間に5日以上作業に携わった
者。

・1987年中に14日以上作業に携わった
者及びチェルノブイリ激甚災害被災者
となった者。

・1986年中に避難区域から避難した者
（避難時胎児であった成年者を合む。）。

・事故直後から退去命令が出るまでの聞
に強制（義務的）退去区域に住所を定
めて居住した者。

③　区分3
チェルノブイリ原発事故処理作業に動

員され，以下のいずれかの項目に該当す
る者。
・1986年7月1日から1986年12月31日

までの期聞に，避難区域において1日
以上5日以下の日数作業に携わった
者。

・1987年中に避難区域において1日以
上14日以下の日数作業に携わった者。

・1988年から1990年末までに30日以上
作業に携わった者。

・1986年中，住民設備建物除染作業所
において，14日以上勤務した者。
また，区分２に該当しないチェルノブ

イリ激甚災害被災者で，以下のいずれか
の項目に該当する者。
・事故当日強制（義務的）退去区域又は

任意移住保証区域に住所を定めて居住
していた者，又は1993年1月1日時
点で強制（義務的）退去区域に２年以
上，任意移住保証区域に3年以上住所
を定めて居住し，これらの区域からそ

れぞれ退去，自主的に移住した者。
・強制（義務的）退去区域及び任意移住

保証区域に住所を定めて居住，勤務，
在学した者で，1993年1月1日時点
で，強制（義務的）退去区域において
は２年以上，任意移住保証区域におい
ては3年以上それぞれ居住，勤務，在
学した者。

④　区分4
放射能汚染監視強化区域に住所を定め

て居住，勤務，在学する者で，1993年
1月1日時点で，この区域に4年以上そ
れぞれ居住，勤務，在学した者。

7　優遇措置及び補償の内容（第4章）
例えば，区分1の者に対する，主な優遇措

置及び補償の内容は，以下のとおりである
（第20条）。
・無償医薬品，義歯
・転地保養療養クーポン
・専門医による定期診療，健康診断，専門病

院　入院治療
・整理解雇，人員削減・整理の際，優先的に

職場に留まり，又は優先的に再就職斡旋を
受ける権利。月額平均賃金3か月分の支援
金支給，また本人の希望により，転職・転
任先において1年を限度に前職の役職手
当・基本給保障

・健康上の理由により，低賃金の業種・職種
に転職・異動した場合，障がい者認定完了
又は健康回復まで1年を限度に前職と転職
先（異動先）賃金の差額を補填

・保険加入期間を問わず，休職手当として標
準賃金の10割を給付

・在職障がい者に対しては，休職手当を連続
4か月又は1年間に合計5か月を限度に給
付

・優先的住宅保障，追加居住面積として個室
支給

・住居利用料（家賃，建物賃貸料），法定標
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準消費量を上限とする公共サービス（ガ
ス，電気，熱エネルギー，上下水道他）料
金，電話料金5割引下げ

・中央暖房未完備の家屋に居住する者に対し
一般販売用基準価格の燃料価格の5割を補
助

・寄宿舎に居住している場合，賃料は定額の
5割

・1級障がい者に対しては医療検査診断の内
容にかかわらず，２級障がい認定者に対し
ては，医療検査診断で所有に支障のある診
断が出ない限り，普通乗用車を無償で優先
的に支給

・居住地の最寄り庖舗に保健規格合格済食品
を納品。対象者には，保健省策定保健規格
合格食品の価格の5割を補助

・国内の市内・都市間交通（定員9名以下の
タクシーを除く）無償で提供

・該当者の子に対する未就学幼児教育機関優
先転入所（所管を問わない）

・税及び関税関連法に定める一切の税，公
課，関税その他国庫収納金を免除

・随時有給休暇を取得。1年間に14日を限
度に追加有給休暇を取得

・国立大学，国立実業専門学校，職業専門教
育講座に優先奨学生枠入学（受講）を認
め，学生寮入寮を保障し，奨学金加算金給
付

なお，区分２以下のものに対する優遇措置
及び補償は，第21条以下参照。

8　チェルノブイリ激甚災害被災者の医
療検査と治療（第17条）
①　チェルノブイリ激甚災害被災者に対し

ては，毎年医療検査（健康診断）と転地
療養が実施される。被災者が特に集中す
る地域においては，被災者の検査・治
療・心のケアを合む社会的リハビリテー
ション・就職斡旋を行う特別センター

（子どもセンターを合む）が設置される
（第17条第1項）。

②　チェルノブイリ激甚災害被災者は，医
療機関において，義務的医療検査を受け
なければならない（第17条第3項）。

③　チェルノブイリ激甚災害により障がい
者となった者は，その機能障がいのレベ
ルに応じ，社会医療鑑定委員会の指定に
より，3-5年に一度同委員会の定期検
診を受診することができる。器官の難治
性変形・機能障がい・多臓器不全発症
時，リハビリテーション治療で効果がみ
られない時，又は年金受給開始年齢（早
期優遇年金受給開始制度適用者を合む）
が到来したとき，終身障がい等級認定を
行う（第17条第4項）。

④　チェルノブイリ激甚災害との相当因果
関係の認定を受けた未成年被災者は，認
定した障害の種別を問わず，満18歳に
なるまで社会医療鑑定委員会の定期検診
を受診する（第17条第5項）。

⑤　1級または２級障がい者認定を受けた
放射能症発症者に対し，その年齢，症状
の軽重にかかわらず終身障がい者の認定
を行う。障がい者本人が希望すれば，随
時再検診を行う（第17条第6項）。

9　チェルノブイリ激甚災害被災児の保
護（第5章）
第5章（第27条～第30条）は，チェルノ

ブイリ原発事故により被災した未成年者の保
護について規定している。

まず，対象となる未成年者は，以下の者で
あり，チェルノブイリ激甚災害被災児と呼ば
れる（第27条）。

1　  避難区域から避難した者（避難当時胎
児であった者を含む。）。

2　  強制（義務的）退去区域において事故
当時居住していた者，又は事故後1年
以上居住又は在学した者。
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3　  任意移住保証区域において，事故当時
居住していた者，又は事故後２年以上
居住又は在学した者。

4　  放射能環境監視強化区域において，事
故当時居住していた者，又は事故後3
年以上居住し又は在学した者。

5　  母の懐妊時に，チェルノブイリ激甚災
害被災者区分1又は２又は3に該当す
る事由が発生した者を父として，1986
年4月26日以降に出生した者。また
懐妊時又は妊娠中チェルノブイリ激甚
災害被災者区分1又は２又は3に該当
する事由が発生した者を母として出生
した者。

6　  甲状腺がん発症者（被ばく線量は問わ
ない），及び放射能症発症者。

7　  チェルノブイリ激甚災害により，甲状
腺が保健省の定める許容量以上被ばく
した者。

チェルノブイリ激甚災害被災児とその父母
への主な優遇措置と補償は以下のとおりであ
る（第30条）。
・就学前の8歳以下の者に対し，国立・公立

幼稚園・保育園における無償教育（保育）
・医師の転地保養療養指示書により，治療
（リハビリテーション）のために転地療養
する病児及び同行者1人に対し，優先的に
切符を発券

・被災児の両親の一方に対し，２か月以下の
転地療養クーポンを毎年1回無償で提供

そして，未成年者が，チェルノブイリ激甚
災害による後遺障がいを認定された場合に
は，これらに加えて，以下の補償と優遇措置
を講じられる。
・圏内における一切の市内・都市間交通（タ

クシーを除く）を無償で利用すること。
・就学前教育機関（所管官庁を問わない）へ

の優先転入園を認める。

・未成年障がい者の両親の一方又は代わる者
に対し，随時年次休暇の取得を認め，また
これらの者に対し，年14日間の追加有給
休暇を与える。

・国立大学，実業専門教育機関，職業専門研
修に奨学生枠での入学（受講）を認め，住
居のない者に対し在学中の学生寮入寮を保
障し，また内閣の定める手続と額に基づ
き，割増奨学金を給付する。普通科中等学
校又は中等実業学校を成績優秀（全優）で
修了した者に対し，国立大学入学試験にお
いて筆記試験を免除し面接試験のみを課
す。

・未成年障がい者に同居の近親者がいないと
きは，社会福祉施設に優先的に入所するこ
とができ，又は在宅福祉サービスを受ける
ことができる。

・18歳未満の未成年障がい者に対し，「未成
年時からの障がい者，未成年障がい児に対
する福祉手当に関する法律」第２条第1項
第5段に規定する福祉手当額を5割増額し
て支給する。

・チェルノブイリ激甚災害により障がい者と
なり，特別の看護を要する未成年者に対し，
追加居住面積として個室を提供する。個室
が提供できないときは，住宅空室待ち名簿
記載の事由となる。未成年障がい者のいる
世帯に対し，住宅優先取得権を与える。

・未成年障がい者のいる世帯に対し，家族が
未成年障がい者と同居していることを要件
として，法定の標準消費量を限度に，住宅
賃貸料（家賃），電話料金（集合住宅の固
定電話からの自動交換市内通話に係る分単
位料金を含む）及び一切の所有形態の住宅

（集合住宅）の公共サービス料金（上水道，
ガス，電気，給熱他）を5割引き下げる。
未成年障がい者のいる世帯が中央暖房未完
備の家屋に入居している場合，一般標準消
費量を上限とし，燃料費の5割を補助す
る。
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・未成年障がい者のいる世帯に対し，設置費
用の5割負担で固定電話を設置する。

・未成年障がい者及び両親の一方又は両親に
代わる者に対し，転地保養療養クーポン又
は休暇クーポンを毎年1回無償で支給す
る。同クーポンを支給することができない
場合，自主的な転地保養療養の費用を補助
する。内閣は，同クーポンの支給方法，自
主的な転地保養療養の費用補助の範囲と手
続を定める。

・未成年障がい者に義肢を優先的に無償で提
供する。

これに対して，その成人まで後遺障がいが
発症（認定）しなかった場合には，基本的に
は被災者の認定から外れることになる。

この制度により，被災者のステイタスを守
るために，健康悪化を訴えるのだという主張
がある。しかし，科学的には全く論証されて
いない。

10　チェルノブイリ法の運用実態につい
て社会政策省のヒアリング
冒頭に述べたとおり，チェルノブイリ法は

完全に実施されているわけではない。チェル
ノブイリ法の運用実態について，チェルノブ
イリ法を所管している社会政策省にヒアリン
グを行った。

（ドロンドバ副大臣と青木団長）

このヒアリングにおいては，社会政策省の
ドロンドバ副大臣が同席され，さらに立入禁
止省，保健省及び放射能医療研究所も同席さ
れた。対応していただいたのは，以下の方々
である。
ドロンドバ・リディア氏（社会政策省副大臣）
パドロ・セルゲイ氏（社会保障部部長）
ナタリア氏（国際関係副部長）
アンドレ・マキシム氏（ウクライナ政府担当

者）
クチレンコ・セルゲイ氏（社会保障部副部長）
オクサナ氏（社会保障部副部長）
シバリャ・タチアナ氏（立入禁止省社会保障

部部長）
ムシコフシャ・アントニーナ氏（保健省チェ

ルノブイリ医学問題部長）
チュマク・アナトリ氏（放射能医療研究所医

院長）

■ドロンドバ・リディア社会政策省副大臣の
挨拶
ナターリア大臣に代わって副大臣として，

皆様を歓迎する。まず，東日本大震災と福島
原発事故に対して，哀悼の意を表する。チェ
ルノブイリ事故はあってはならない事故だっ
たが，事故後，我々はチェルノブイリ被災者
及び汚染地に住む人の社会保障法として２つ
の法律を作った。200万人の人が何らかの形
でこの法律で保障されている。現在まで死亡
などにより対象者は減っているが，支出は増
え，2013年には110億グリブナに至っている。
社会保障の内容としては，年金，補充金，補
助金，サナトリウムでの保養資金の支給など
だ。対象者は増額を望んでおり，政府は一定
の方向性を持って改善している。年金額は，
最低生活基準を下に設定されており，最低賃
金の伸び，最低生活費の伸びに合わせて増額
している。以上の点について，さらに詳しく
セルゲイ社会保障副部長よりお話しする。
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■クチレンコ・セルゲイ氏（チェルノブイリ
社会保障部副部長）
被災者の総人数は，213万2257人である。

直接事故処理従事者は24万3456人，それ以
外の被災者は188万8801人（うち18歳未満
の被災者46万2374人）である。

汚染地に関しては，以下の4つのカテゴ
リーに分けている。
⒜　立入禁止区域（30キロ圏内）
⒝　  強制移住地域（5～15mSv）
⒞　  移住保障地域（1～5mSv）
⒟　  放射線監視地域（0.5～1mSv）

2293の自治体が，⒜～⒟のいずれかの地
域として認定されている。
⒜　立入禁止区域（30キロ圏内，15mSv以

上）では，当時，24万3456人が働いてお
り，事故後も事故処理作業員としても従事
した。事故直後から同年の8月1日まで
に，1日でもここで事故処理を行えば，法
律の適用対象となる。また，1984年まで
に4日以上，1985～1990年であれば30日
以上，事故処理を行った者も対象となる。

⒝　強制移住地域（5mSv以上15mSv以内）
は，投資活動や産業ができないとされる地
域である。現在76自治体が認定されてい
るが，国としては，このカテゴリーをなく
していきたいと考えている。

⒞　移住保障地域（1～5mSv）は，現在
約900地域あるが，この数を111に減らし
たい。

なお，本来，⒝強制移住対象地域に該当
していた6つの村は，住民の反対のために
⒞移住保障地域となった。

⒟　放射線監視地域（0.5～1mSv）は，⒜
～⒞以外の地域で現在約1300あるが，こ
の数を322にしたいと考えている。
自治体がどのカテゴリーに該当するかの基

準や基礎データについては，学者の知見や研
究者のデータをもとにしている。

1993年1月1日現在で，⒜立入禁止区域
に２年以上住んでいた人，⒝強制移住地域に
3年以上，⒞移住保障地域に4年以上住んで
いた人が法律の適用の対象になる。したがっ
て，大人に関しては1993年1月1日以降，
対象者は増えていない。

子どもに関しては，別の法律があり，18
歳までは，子ども用の被災者証明を発行して
いる。まず，1993年1月1日当時に，上記
の大人と同様の要件を満たしていれば大人と
しての証明をもらえる。それに加えて，子ど
もには現在でも，⒝強制移住地域に1年以
上，⒞移住保障地域に２年以上，⒟放射線監
視地域に3年以上住んでいれば，被災者証明
を発行している。もっとも，⒝強制移住地域
には，ほとんど人は住んでいない。

18歳になるときまで，一定の病気や身体
障がい者となれば，18歳になった時点で大
人の被災者証明への切り替えがなされる。

社会保障のカテゴリーについては，次の6
つのカテゴリーによってメニューや給付額が
異なる。
1．事故によって身体障がい者となった人々
（※次頁参照）

２．1986年～1987年に事故処理作業をした
者
1986年に⒜立入禁止区域・⒝強制移住地
域から避難した者

3．1986年の下半期に5日未満，事故処理
作業をした者
1987年に14日以上，事故処理作業をした者
1988年～1990年に，30日以上事故処理作
業をした者
自主避難地域に住んでいた者

4．4年以上⒟放射線監視地域に住んでいた
者

5．子ども
6．立入禁止区域内で処理したのではない

が，放射能が厳しい過酷な被ばくをした事
故作業員
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■オクサナ社会保障部副部長
社会保障は上記の6つにカテゴリー別に行

われる。1991年に制定されたものが今も用
いられて，「予測できなかった事故に関し，
国が責任を負う。」と明記されている。
1．事故によって身体障がい者となった人々

への社会保障
重要なのは事故で直接障がいを負った第1

カテゴリーの人々（※）で，大黒柱が稼働で
きなくなったということから，全額国の年金
とは別予算による対応が行われ，1986年当
時の収入をもとに年金額が計算されている。
一般国民の２倍の収入である。対象者は約
11万7000人で，約8万人に年金を支給して
いる。うち5万2000人が，国が命令によっ
て，事故処理に当たった人々である。その子
どもに対する年金もあるが，額が少ないの
で，受け取る人はほとんどいない。

1のみならず4までのカテゴリーの人々に
は，100以上の現金や物資，住宅免減，保養，
公共料金・交通費等免減など通常の市民には
ないサービスが支給される。1以外の各カテ
ゴリーへは一般的な年金の中から支払いが行
われている。

3に関しては，1986年～1990年にかけて
これらの人々が何年くらい住んでいたか，ど
のように働いていたか，そのカテゴリーに
よって年金に足した額が支払われている。

立入禁止区域から退去した者に対しては，
住宅，車，家畜などを保障している。居住に
関しては，事故当時の規定に基づいた居住ス
ペースは保障されていて，もとの家が小さく
ても，大きくなったケースもある。就職も保
障された。

法律の施行後，金銭価値が変化した。それ
までルーブルだったのがグリブナになり，一
般的に貨幣価値が下がった。他方で，毎年国
家の支出額は増えている。2012年には年金
のプラス分で20億グリブナとなった。

1991年の制定当時はソ連の最終段階で，

法案が考えられた時期は，当然，実行するこ
とが考えられていたが，ソ連の崩壊によっ
て，ウクライナの問題となり，その後の経済
的な状況によって，完全に実行することは難
しくなった。

事故処理作業者が亡くなった場合の遺族に
対しては，主収入者が亡くなったのであれ
ば，残された者の年金が1.5倍になる。また
7000グリブナの一時金が支給，遺族の光熱
費の特典などの対応もある。

■　クチレンコ・セルゲイ氏　社会保障部副
部長
法律は，1991年２月28日に施行されたが，

ソ連の最後の段階のことだった。このときは
ソ連の予算に基づいて制定されたが，独立に
よりウクライナ一国の問題となり，経済的混
乱により完全実行ができなくなってしまっ
た。

1986年4月26日から既に社会保障は行わ
れており，⒜立入禁止区域からの避難民に
は，同等以上の住宅，家畜などを10日から
に（遡って）ソ連が補償した。就職も必ず保
障された。

1986年以降も，⒝強制移住地域の人々の
移住が行われたが，1989年までに移住した
人々も就職などの保障がされた。現在も「移
住したい」という人には，対応している。

先日も訪問団の方から，「もし戻った場合，
もらった補償金は返すのか？」との質問が
あったが，その点は課題である。

4つのカテゴリーに現在2293自治体が存
在しているが，これを，⒝強制移住地域のカ
テゴリーを撤廃し，⒞移住保障地域を111自
治体に，⒟放射線監視地域を322自治体にし，
この結果，対象自治体を433自治体にすると
いう案を提示し，これまで何度か議論をして
きた。

しかし，外れてしまう自治体から「住民の
健康状態が悪いので，外れてしまって支援を
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受けられなくなってしまうのは困る」と賛同
を得ることができない。

2293の自治体の汚染数値については，実
測値をもとに学者が計算をして行っている。
その数値が内閣に報告され，地方議会にその
情報が伝達され，地方議会での決議が州議会
に報告される。州議会は，これを内閣に報告
し，内閣はこれを国会に提出する。

4 つ の 区 域 の 基 準 設 定 に 当 た っ て，
5mSvは空間線量だけでなくミルク，じゃ
がいもなどの食物からの取得線量も考慮し
て，平均人が浴びる量を算出し，これを「線
量に関しての地域パスポート」という概念と
して設定している。

350レムを人生の最大線量と設定して計算
している。1991年時の基準設定時には，
IAEAなどの放射線医学機関のレコメンドを
採用し，セシウム等も考慮するなど，様々な
要素を含む計算をして数値を出している。

既に汚染地域として一度認定された地域の
数を減らすことは難しい。

1995年当時は，身体障がい者は4万人だっ
たが，その後，その数は増えている。

保健省の省令で病名はリスト化（チェルノ
ブイリ事故と関係する病名のリスト及び就業
困難と認定される病名リスト，保健省ホーム
ページに掲載）されており，作業内容との関
連から認定委員会が認定している。認定委員
会は医師で構成され，国内に3か所中央認定
員会（中央：キエフ，西：リヴィウ，東：ド
ネツク）が設置されている。

立入禁止地域の各家庭で飼育していた家畜
については，現物ではなく金銭で補償をし
た。補償の金額等については評価機関が評価
した。集団農場は国営だった（コルホーズ）。
就業補償については90％の人は希望の仕事
につくことができた。

11　ゼムリャキからのヒアリング
キエフ市では，被災者の互助組織であるゼ

ムリャキからの聴き取りを行った。ウクライ
ナの平均的家庭の月収は，月3万円ないし4
万円程度。1991年，ソ連時代の最末期に，
いわゆるチェルノブイリ法が成立して，被災
住民の健康や財産被害に対する補償が規定さ
れたが，すぐにソ連が崩壊したため，独立し
たばかりのウクライナでは，規定どおりの補
償を行う財政基盤がなく，住民への補償は法
の定めどおりに実行されていないとのことで
あった。

12　継続的な調査が必要
以上のとおり，チェルノブイリ法は，被災

者に非常に手厚い補償をうたっているもの
の，経済的な理由により完全に実施されてい
るわけではないようである。

その一方で，法律そのものを改正しようと
いう動きは，被災者から不興を買うこともあ
り，ないようである。

現実に法律はあるのだから，裁判所の判決
により執行することはできるのではないか，
と思うのだが，時間不足もあって，調査未了
である。

いずれにしても，冒頭に述べたように，
チェルノブイリ法についての調査・研究は極
めて少ない。特に，その運用実態について
は，ほとんど資料らしき資料がない。

しかし，チェルノブイリ法は，福島原発事
故被害の救済を考える上で，ほとんど唯一の
参照事例である。チェルノブイリ法の運用実
態については，今後も継続的な調査が必要で
ある。

第5　チェルノブイリ原発事故の
被害とは

5日間にわたる調査を経た結論は，「低線
量汚染地域において病気は増えていた。しか
し，それが放射能のせいかどうかはよくわか
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らない。よくわからない，ということがよく
わかった」というものだった。チェルノブイ
リ原発事故は，全く終わっていなかった。こ
れが，20数年後の福島でないという保証は
どこにもない。この途方もない厄災に対し
て，どのように向き合えばいいのか。

前掲「放射能汚染と災厄　終わりなきチェ
ルノブイリ原発事故の記録」の前書きで，今
中氏は，次のように述べている。
「チュルノブイリ調査を通じて私が学んだ

のは，原子力専門家の視点から明らかにでき
る事実とは，原発災害がまわりの人々にもた
らした厄災の一部に過ぎないということで
あった。“被曝量が何ミリシーベルト”とか，

“ガン死リスクが何％増加”という話をいく
ら積み重ねても人々が蒙った災いの全体を測
ることは不可能である。チュルノブイリで
は，40万人の人々が住み慣れた家を追われ，
数百の村や町がなくなり，地域社会が丸ごと
消えてしまった。私としては，専門家が測る
ことができないところにもっとも肝心なこと
があるような気がしている。」

調査参加者は，ウクライナで告げられたこ
の言葉が忘れられない。
「日本国民は自らが被害者と思っているか

もしれないが，国際的に見れば，日本国民は

加害者だ。」
せめて，もう原発は止めなければならな

い。止めなければ，人が住める場所は，どん
どん狭くなってしまうだろう。

これが，チェルノブイリ原発事故と福島原
発事故が示した最大の教訓ではないだろう
か。

参考文献

本文に記載のあるもののほか，以下の文献を参

考にさせていただいた。
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から福島へ」（岩波書店，2012年）

・馬場朝子・山内太郎「低線量汚染地域からの報

告―チェルノブイリ26年後の健康被害」（NHK

出版，2012年）

・ベラルーシ共和国非常事態省チェルノブイリ原

発事故被害対策局編「チェルノブイリ原発事故　

ベラルーシ政府報告書・最新版」（産業社，

2013年）

・『原発事故の健康リスクとリスク・コミュニケー
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第1　原賠審による指針とセンター
による損害賠償の可能性と限界

1　原子力損害賠償紛争審査会の設置と
指針の策定
政府は，福島第一原発事故後，2011年4

月11日，原子力損害の賠償に関する法律（以
下「原賠法」という。）第18条に基づき，文
部科学省に原子力損害賠償紛争審査会（以下

「原賠審」という。）を設置した。
原賠審は，「原子力損害の賠償に関して紛

争が生じた場合における和解の仲介及び当該
紛争の当事者による自主的な解決に資する一
般的な指針の策定に係る事務」を行う機関で
あり（原賠法第18条），福島第一原発事故に
ついて，解決に資する一般的な基準作りを
行った。

原賠審は，福島第一原発事故に基づく損害
賠償の範囲について，2011年4月28日に第
一次指針（政府指示等に伴う損害），同年5
月31日に第二次指針，同年6月20日に二次
指針追補（いわゆる風評被害や避難生活等に
伴う精神的損害）を順次公表し，それらにそ
の後の検討を加え，同年8月5日中間指針

（これまでの指針で示された損害の範囲も含
め，原子力損害の範囲の全体像）を公表し
た。さらに，同年12月6日に中間指針第一
次追補（自主避難等に係る損害），2012年3
月16日に中間指針第二次追補（政府による
避難区域等の見直しに係る損害），2013年1
月30日に中間指針第三次追補（農林漁業・
食品産業の風評被害に係る損害）をそれぞれ
公表した1。

中間指針においてある程度包括的な基準が
策定されたが，同指針は，福島第一原発事故
による損害を，以下の7つにわけた。ⅰ政府
による避難等の指示等に係る損害，ⅱ政府に
よる航行危険区域等及び飛行禁止区域の設定
に係る損害，ⅲ政府等による農林水産物等の
出荷制限指示等に係る損害，ⅳその他の政府
指示等に係る損害，ⅴいわゆる風評被害，ⅵ
いわゆる間接被害，ⅶ放射線被ばくによる損
害。

2　指針の問題点とそのあり方
しかし，中間指針やその後に策定された追

補には，多くの問題点があった。
⑴ 中間指針の問題点

中間指針の問題点を列挙すると以下の
ような点である。
①　生活費の増加分が精神的苦痛と一括

して精神的損害賠償として一定額で算
定

②　精神的損害賠償額が低い（避難所月
12万，それ以外月10万）

③　精神的損害賠償が6か月経過後は減
額

④　緊急時避難準備区域居住者は，精神
的損害賠償額が総額で10万

⑤　場所移転をする事業者・農漁業者が
現実に他の場所で営業可能となるよう
な損害賠償となるか不明確（財物賠償
あるいは追加的費用の賠償の問題）

⑥　営業損害について，間接被害を代替
性がない場合に限定

⑦　外国人対象の観光業の風評被害を認
める類型が限定的

⑧　輸出に関する風評被害を認める類型
が限定的

1　中間指針その他の指針は，以下のウェブサイト
から入手可能である。http://www.mext.go.jp/a_
menu/genshi_baisho/jiko_baisho/
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⑵ 中間指針第一次追補の問題点
①　精神的損害賠償額があまりに低廉
②　避難費用を別途認めていない

⑶ 中間指針第二次追補の問題点
避難地域の指定解除があったら，損害

賠償打ち切りという考え方
⑷ 指針は，実態調査を踏まえ，被害の完

全救済を目指すものに見直しされるべき
であること

以上のような指針の策定過程では，被
害者の声を直接聴取したり，現地で被害
の状況を調査したりする作業が欠けてお
り，被害の実情を適切に反映されるもの
となってこなかった。

それゆえに，これらの指針は，策定当
初から激しい批判を浴びてきた（日弁連
2011年8月17日付け「東京電力株式会
社福島第一，第二原子力発電所事故によ
る原子力損害の範囲の判定等に関する中
間指針」についての意見書等）。

原賠審は，福島第一原発事故による被
害は，家族の分断など生活環境の破壊，
ふるさとの喪失，地域ブランドの喪失な
ど多岐にわたり，深刻かつ継続的なもの
であり，また，被害者がその被害を訴え
ることには様々な障害があることを踏ま
え，継続的な被害調査を行うべきであ
り，それを踏まえ適宜指針の見直しがな
されるべきである。具体的には，本稿の
第2に記載するような点を踏まえた見直
しがなされるべきである。

そして，福島第一原発事故の損害賠償
は，被害者が従来営んできた生活を，原
状回復することを基本とし，全ての被害
について，完全に賠償することを目的と
するべきである。

⑸ 中間指針は決して限定的ではないこと
もっとも，中間指針自体が，損害賠償

されるべきものが，そこに例示されたも
のに限る趣旨でないことは，当初から明

示していることには着目すべきである。
中間指針は，「中間指針に明記されな

い個別の損害が賠償されないということ
のないよう留意されることが必要であ
る。東京電力株式会社に対しては，中間
指針で明記された損害についてはもちろ
ん，明記されなかった原子力損害も含
め，多数の被害者への賠償が可能となる
ような体制を早急に整えた上で，迅速，
公平かつ適正な賠償を行うことを期待す
る。」としており，中間指針は，中間指
針に明記していなくても，「福島第一原
発事故と相当因果関係のある損害，すな
わち社会通念上当該事故から当該損害が
生じるのが合理的かつ相当であると判断
される範囲のもの」（同3頁）について
は，迅速，公平かつ適正な賠償を行うべ
きとしているのである。

東京電力はともすれば中間指針に明記
されていないものについて，賠償を拒む
傾向があるが，これは，こうした中間指
針の示すところに反するものであって，
適切ではない。

3　裁判外紛争解決手段の必要性と原子
力損害賠償紛争解決センターの設置
⑴ 福島第一原発事故と裁判外紛争解決手

段の必要性
福島第一原発事故は，過去に類例のな

い，巨大な規模のものであり，裁判所で
全てに対処するには，明らかに量的限界
を超えている。また，通常の裁判手続の
ような，具体的詳細な個別主張や厳格な
立証によっては，被害救済が遅延するお
それがある。

他方，福島第一原発事故の被害救済の
ためには，損害賠償が適切な時期になさ
れるということが極めて重要である。す
なわち，速やかに損害賠償がされない
と，生活ができなくなり，事業は継続不
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能となり，その損害はより拡大し，深刻
なものとなる。

損害賠償は適切な額の支払とともに，
適切な時期に支払われることが必要であ
る。

以上を踏まえると，裁判外の簡易・迅
速な紛争解決手段が必要である。裁判所
以外に，中立で，独立した紛争解決機関
を設け，そこで，多数の案件に対応でき
る体制を設けるべきである。

⑵ 原子力損害賠償紛争解決センターの設
置

そうした紛争解決機関としての期待を
もって設置されたのが，原子力損害賠償
紛争解決センター（以下「センター」と
いう。）である。

しかし，時間的にも手続的にも，早急
な設置が求められたという経緯があるた
め，そもそも，センターには，制度的制
約があった。

センターは，現在の制度上，原賠法に
基づいて和解の仲介業務を行う機関とし
て設けられた，原子力損害賠償紛争審査
会の業務である「和解の仲介」業務を実
施する組織として，原賠法の下位法規で
ある，原子力損害賠償紛争審査会の組織
等に関する政令の改正という形をとって
設置された。制度上，文部科学省の内部
組織である原子力損害賠償紛争審査会の
下にある組織となっている。

したがって，その和解の仲介に当たっ
ては，民法その他の既存法令とともに，
原賠審が定める「一般的な指針」（原賠
法第18条）を参照することとなり，そ
れを踏まえた，和解仲介業務を行うとい
う制度上の制約が存する。

日弁連は，従前から，立法化の上で，
あらゆる省庁から一定の距離を置くこと
が可能な組織に，裁定機能をもつ，原子
力損害賠償に係る紛争解決に特化した，

裁判外紛争解決機関を設置すべきと訴え
てきた（2011年8月29日「原子力損害
賠償紛争解決センターによる和解の仲介
申立て受付開始に際しての会長声明」，
2012年8月23日「原子力損害賠償紛争
解決センターの立法化を求める意見書」）
ところであり，そうした制度上の制約は
早急に解消されるべきである。

4　原子力損害賠償紛争解決センター・
その前進面
⑴ 個人の被害に対する損害賠償の前進

そういう制約はありつつも，センター
は，申立ての実情を踏まえ，中間指針の
不十分な点や解釈に委ねていた点を補う
べく，個人の被害についての損害賠償の
点でもいくつかの前進をした。

具体的には，以下のような点である。
①　精神的損害賠償について，一定の増

額事由があるときは増額することを認
めた。

②　中間指針では，慰謝料の中に，生活
費増額分を含むものとしていたが，生
活費増額分について，実損害額を主張
立証した場合には，別個に賠償を実現
した。これは，最初は，個別事件の和
解案として提示され，その後（2012
年2月），総括基準になり，東京電力
も一定額までは，認めるようになっ
た。

③　緊急時避難準備区域に滞在していた
人について，中間指針は総額で10万
円としていたが，毎月の精神的損害賠
償・生活費増加分を損害として認め，
後に東京電力も損害として支払うよう
になった。

④　高濃度汚染地域については，財物の
全損を認め，動産及び家屋について損
害賠償を実施した。この中で，東京電
力が理不尽に抵抗した事例があった
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が，同事例については「東京電力株式
会社の対応に問題のある事例」として
公表され，そのようなことがないよう
に注意されることとなった。

⑤　動産の財物損害についても，個別の
立証は柔軟にしており，経理書類への
記載や領収書等の提出までは不要とし
ている。

⑥　健康被害等についても，厳格な立証
は要求せず，心証に応じた一定額の賠
償を認め，あるいは，慰謝料の増額事
由とするなど柔軟な対処をしている。
自死の慰謝料も損害賠償として認め
た。

⑦　また，飯館村の長泥地区のような高
線量地域に居住した人については，被
ばくを受けたこと自体を損害として，
慰謝料の支払を認めた。

⑧　自主的避難についても，避難費用を
別途認定した。

⑵ 事業者についての損害賠償
さらに，大きく前進したのは，事業者

をめぐる損害賠償である。
東京電力の対応は，著しく不相当で，

事業者に対する損害賠償は著しく遅れ，
また，不適切な内容となっていた。

例えば，複数事業所や複数の事業を持
つ事業者について，東京電力は，他で売
上げが増えていれば損害なしと主張し，
また，事業所ごとの売上げの証拠となる
計算書類の提出を求めた。

これに対し，センターは，個別の事業
所あるいは個別の事業部門の売上げが減
少しているならば，特段の事情がない限
り損害と認めるとし，被害を受けたと主
張する事業者の主張が具体的で特に合理
性に欠けなければ認めるという扱い（立
証負担の軽減）をした。

また，避難区域の住民が避難し，顧客
が減少したために売上げが減ったり，避

難区域からの原材料の供給がとまったた
めに業務に支障を来たしたりしたよう
な，いわゆる間接被害について，中間指
針は，福島第一原発事故の特質に鑑み，
経済的一体性（交通事故でいうと，直接
被害を受けた従業員が休業した場合，勤
務先の企業は賠償請求できるかといった
論点）の要件を不要としたが，東京電力
は，経済的一体性の要件が必要と主張
し，また，代替性の要件（代替取引先が
ないこと）を極めて厳格に要求した。こ
れに対して，センターは，中間指針が示
したとおり，経済的一体性は不要とし，
さらに，代替性判断も柔軟にすべきとの
扱いを示し，間接被害を広く認めていっ
た。

さらに，風評被害のうち，外国人対象
事業や，輸出関係事業については，中間
指針が認めた類型以外の賠償を認めて
いった。例えば，外国人を相手とするガ
イドや通訳業等は，中間指針では明示的
に損害賠償の対象としていない。しか
し，必ずしも十分な情報に接することの
できない外国人にとっては，日本全国を
対象として，来訪を避けるという行動
も，平均的・一般的な外国人を基準とし
て合理性を有していると認められる場合
もあるとして，損害賠償を認めるなどし
た。

また，輸出関連事業については，中間
指針は極めて限定的な類型をあげていた
が，日本製品というだけで輸入禁止した
外国の対応も合理性を否定できない，簡
単に代替輸出先がない場合もあるとし
て，広く損害賠償の対象となる場合があ
ることを認めた。

事業用動産の損害賠償についても，東
京電力は，税務申告に計上しているもの
の税務評価額でしか損害賠償を認めない
など，証拠として厳格なものを要求した

― 140 ―

第3章　福島第一原発事故の被害救済・健康被害防止



上で，金額評価も極めて厳格に行い，賠
償を遅滞させた。しかし，センターはそ
うした事例について，公表して問題点を
指摘しながら，第一に存在立証や取得価
格は，写真・陳述書などで可能とし，帳
簿への記載や領収書等の厳格な書証は不
要とするなど，立証負担を軽減化し，第
二に使用可能見込年数については，申立
人の陳述や一般の経験則等から認定し，
税務上の法定耐用年数とは切り離すこと
によって，必要な賠償がなされるように
勧めた。

5　遅延問題と手続的改善策について
⑴ 遅延問題

センターの問題点として強く指摘され
るのは，損害賠償の遅延問題である。セ
ンターはもともと，3か月以内に和解提
案，4か月程度での解決を目指していた
はずであるが，実際の解決は，平均で
も，6か月以上を要しており，遅延して
いるとの批判がある。

これは，第一に，人手不足の問題で
あったが，調査官の増員を果たしつつ，
次第に改善されつつあるが，まだ遅いと
の批判が強い。

⑵ 手続・運用面での改善策　簡易迅速な
救済に向けて

他方，簡易迅速な救済を実現すべく，
センターは，以下のような具体的な改善
策を進めている。
①　立証方法の簡便化
②　心証に応じた一定額の賠償
③　第1回口頭審理期日での和解の具体

的な方向性の算定・可能な限りの和解
案の提示
これらの方策自体は，簡易迅速な救済

に向けて意欲的なものではあるが，現実
の運用をみると，そうした運用が必ずし
も徹底していない例もみられる。セン

ターにおいては，こうした方針を全体に
徹底して，簡易迅速な救済が現実のもの
となるような体制整備を図るべきであ
る。

6　センターの問題点
⑴ 原賠審が定める指針との関係

より大きな問題は，原賠審が定める指
針との関係から来る制約である。これら
は，センターが，制度上，文部科学省の
内部組織である，原賠審の下にある組織
となっていることに関連する問題であ
る。

具体的には，以下のような問題点であ
る。
①　（個別の増額事由を離れ）ベースと

なる精神的損害賠償の額を増額できる
のか。

②　土地・建物の財物損害について，代
替物件取得が可能となる金額となる
か。また，ある程度の一定額を基本と
した賠償等ができるのか。

③　南相馬市鹿島区（政府指示に準じる
地域）の2011年10月以降の賠償をど
うするか。

④　旧緊急時避難準備区域について，
2012年9月以降の賠償をどうするか。

⑤　避難指示区域以外の人（いわゆる自
主的避難）について，指針で認めた精
神的損害賠償額を（個別の増額事由を
離れ）増額できるのか。
これらの問題点については，中間指針

の解釈で対応できるもの（中間指針が明
示的に定めているものでは考慮されてい
ないと思われる要素を元に増額するもの
等）については，センターも対応可能で
あるとしているが，それを超えるものに
ついては，特別な事情がある場合は格
別，それ以外の場合について，センター
は対応不可能として，賠償を拒んでい
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る。
センターのこうした対応は極めて問題

であるが，同時に，センターへのより強
い独立性の付与と中間指針の全面的な見
直しもなされるべきである。

⑵ 手続の非公開性等
また，センターの和解仲介手続も，一

般的なADRの手続に準じているので，
非公開手続とされているが，申立人が多
数で，公開に同意している場合の扱いと
して，それでいいのかという問題が存す
る。

⑶ 和解案受諾義務について
さらに，現在のところ，東京電力は，

和解案について尊重するとしつつも，個
別の和解案については，ときおり，非常
に強い抵抗を示し，解決を遅延させる場
合がある。

これは，和解案受諾義務が，東京電力
の側に課せられていないという今の制度
の問題点でもある。

7　立法の必要性　センターの問題点の
解決に向けて
福島第一原発事故の被害救済のためには，

損害賠償が適切な時期になされるということ
が極めて重要であり，そのために，センター
が担うべき社会的使命は大きい。

センターは，その社会的使命を自覚すると
ともに，上記のような問題点を解決するため
に，以下のような立法的手当がされるべきで
ある（日弁連2012年8月23日付け原子力損
害賠償紛争解決センターの立法化を求める意
見書）。

①　センターの和解案の提示に加害者側へ
の裁定機能を法定し，被害者は裁定に拘
束されないが，東京電力側が一定期間内
に裁判を提起しない限り，裁定どおりの
和解内容が成立したものとみなすことと
すべきである。また，東京電力側は裁定

案を尊重しなければならないものとし，
裁定案の内容が著しく不合理なものでな
い限り，これを受諾しなければならない
ものとすること。

②　センターを政府内にどのように位置付
けるかについては，原子力に関する行政
を一部所管する文部科学省に置くより
も，あらゆる省庁から一定の距離を置く
ことが可能な内閣府に置くことが相当で
あること。つまり，センターは，政府か
ら独立した準司法的機関としての体制を
整えるべきである。

第2　あるべき損害賠償
1　はじめに

第1では，現在の損害賠償の指針，セン
ターでの運用の実際をみてきて，そこにいく
つかの成果があるものの，多くの問題も存す
ることをみてきたが，では，福島第一原発事
故に対して，どのような損害賠償がなされる
べきなのだろうか。

2　強制避難区域の個人の賠償の問題点
⑴ 被害の特性に即した損害賠償を

福島第一原発事故被害には，広範性，
多様性，深刻性，継続性などという特性
がある。

広範性とは，福島県内の避難指示区域
だけでも広大な地域である上，被ばくの
不安を抱え避難を選択する者がいる地域
は福島県全域よりもさらに広く，事業者
の風評被害や間接被害を含めれば日本全
国に被害者が存在するという特性であ
る。

多様性とは，従前の居住地や家族構
成，就労や生活状況，法人の営業形態や
取引先の状況によって，被害の現れ方が
千差万別であるという特性である。な
お，中には，政府の避難区域指定が画一
的な線引きであることにより生じた被害
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の差もある。
深刻性とは，被害者の衣食住や就労な

ど生活基盤そのものが破壊され，地域コ
ミュニティも喪失したため，原状回復が
極めて困難であるという特性である。

継続性とは，現在も政府の避難区域は
継続し，避難区域内外含めて避難を継続
する者は多数いるし，除染作業が奏功せ
ずに放射能汚染が除去できず，住民は被
ばくの不安を抱えているという特性であ
る。

いずれも被害の甚大さを表す特性であ
り，被害実態の把握が容易ではないこと
は誰の目にも明らかである。

福島第一原発事故が収束せず，被害が
継続し，かつその終期がみえない中で，
被害救済を目指す弁護士は，東京電力に
対する直接請求，ADR申立て，訴訟提
起に取り組んでいる。ときには，「この
損害項目については追って具体的主張を
行う」として，十分な理論構築はやむを
得ず後回しとしながら，目の前にある被
害実態をそのまま捉え，いわば「症状固
定しない段階」で全額の請求を試みるも
のである。

淡路剛久立教大学名誉教授も，多くの
訴訟が進むにつれて，この前例のない被
害の全貌が次第に明らかにされ，それに
応じた新たな損害賠償の法理が固まって
いくのではないかと指摘する（2013年
6月8日プレシンポジウム「福島原発事
故被害の補償・救済はこれでよいか？」
配布資料）。

したがって，同教授も述べるように，
前述のような特性を有する被害を損害賠
償の対象として捉えることができるかど
うかを検討するためには，相当因果関係
説・差額説の固定した枠組みからみるの
ではなく，実態として存在する被害をそ
のまま損害として把握する必要がある。

⑵ 個別的損害評価と包括的算定方式
従来，不法行為損害論に大きな影響を

与えたものとしては，交通事故損害賠償
論と公害・薬害損害賠償論がある。前者
は，人身損害を個別の損害項目に区分
し，差額説の立場で相当因果関係説によ
り賠償額を算定する，個別的損害評価方
式である。後者は，人身損害を個別の損
害項目に分けず，一つの非財産的損害と
してとらえ，生命侵害とか身体被害の重
傷度に応じて総額で包括的に算定する方
式である。

本件被害においてどちらを利用すべき
かについて，弁護士の間でも統一的な見
解はない。全体像の把握という意味では
後者が優れているようにも思えるが，こ
れまでの公害・薬害事件と比較すると，
今回は財物損害という極めて個別性が高
い損害が含まれていることが悩ましい。
例えば，同じ地域の住民であっても，福
島第一原発事故当時様々な職業に就き
様々な財産を保有していたものであるか
ら，全てを同列に評価するのは，かえっ
て公平ではない。

そのため，包括的算定方式をとりつつ
財物損害は個別に請求する，もしくは個
別的損害評価により損害把握を行おうと
する動きが現状では強い。

⑶ あるべき損害賠償―原状回復
ただし，個別的損害評価によるとして

も，前述のように，差額説の枠組みでは
本件被害を十分に捉えることはできな
い。そこで，立ち返るべきは不法行為に
おける損害賠償の基本理念である。この
点，基本的な考え方は，「被害者を被害
発生前と同等の財産状態および生活環境
に復させることを目途とする」（加藤一
郎『連載・日本不法行為リステイトメン
ト⑧　損害賠償の方法』，ジュリスト
886号86頁）ものである。
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また，不法行為の目的の第一は，「生
じた損害を填補し，現状を回復すること
により被害者を救済する」（吉村良一『不
法行為法』〔第4版〕（有斐閣2010）16頁）
ものであることにも大きな異論はない。

したがって，あるべき損害賠償とは，
原状回復である。仮に，差額説的発想か
ら交換価値の填補によって同等のものを
購入でき原状回復が可能な場合であれ
ば，交換価値の賠償が適切であるといえ
る。しかし，それでは生活環境が回復で
きない場合には，原状回復の基本に沿う
適切な賠償がなされなければならないの
である。

そして，その手法としては，「侵害行
為がなければ存在するであろう仮定的事
実状態と，侵害行為の結果として現在あ
るところの現実的事実状態との差」を
もって損害と捉える規範的損害概念（潮
見佳男『不法行為法』，信山社，初版，
1999年，226頁等）が参考となる。いわ
ば差額説から「金額」の要素を取り去
り，事実状態の差をもって損害とする考
え方である。

⑷ 地域コミュニティ喪失損害を認めること
①　コミュニティ喪失の実態

広範な地域が強制避難区域とされ，そ
こに住む住民が全国散り散りの避難を強
いられ，住民らが築いてきた地域コミュ
ニティは一瞬にして崩壊した。これによ
りコミュニティが本来有していた次のよ
うな機能が喪失した。

第一に，自家消費用の米や野菜を栽培
し，近所にも分け与えているという生活
費代替機能である。第二に，複数世代家
族内，集落共同体内で互いに面倒を見合
うという相互扶助・共助・福祉機能であ
る。第三に，旧村落から維持されてきた

「地区」を中心とした活動，清掃やまち
づくりへの参加などが行われているとい

う行政代替・補完機能である。第四に，
神社や寺などを精神的支柱として，地域
間の交流や集会，祭りを行っているとい
う文化的発展機能である。第五に，集団
的な利益として，水田や畑の利用と維
持，里山の維持と管理を行っているとい
う環境保全・維持機能である。
②　コミュニティ喪失損害の性質

淡路剛久教授は，地域コミュニティの
喪失は，単なる精神的苦痛にとどまるわ
けではないとする。すなわち，前述のよ
うに，地域コミュニティは広範，多面
的，複合的な役割・機能を果たしてお
り，地域住民にとってその全体が法的利
益であり，コミュニティ生活（地域生
活）享受権とも称すべき権利であるとす
る。そして，失われたことの損害は，精
神的苦痛をはじめとする複合的な被害を
含む無形の損害といってもよいし，精神
的損害といってもよいとする（2013年
6月8日プレシンポジウム「福島原発事
故被害の補償・救済はこれでよいか？」
配布資料）。

無形の損害については，法人の慰謝料
に関するものであるが，最高裁判例（最
判昭和39年1月28日民集18巻1号136
頁）がある。財産的損害の「財産」を，

「数理的な差額の算定ができるもの」と
して解釈し，民法第710条が対象とする

「財産以外の損害」は，この意味での財
産的損害以外のものであり，これを全て

「無形損害」と解するというものである。
そして，この意味の無形損害には「精神
上の苦痛」が含まれるがそれに尽きるも
のではなく，金銭的評価が可能で社会観
念上支払を要すると認められる無形損害
も第710条にいう損害に含まれるとする
ものである。
③　慰謝料として理論構成する試み

現在の賠償実務において，この損害は
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放置されている。中間指針の精神的損害
（避難慰謝料）について述べた項目の
「備考」部分に，「地域コミュニティ等が
広範にわたって突然喪失し」という記載
がわずかにみられるものの，指針策定ま
での原賠審議事録（第1回から第13回
まで）をみても，この点について議論さ
れた形跡はなく，避難慰謝料の中で実質
的に考慮されているとはいい難い。

これに対し，各地の弁護団では，避難
慰謝料や入通院慰謝料とは異なる精神的
損害として，「地域コミュニティ喪失の
慰謝料」や「ふるさと喪失の慰謝料」を
請求する取組がなされている。いまだ福
島第一原発事故が収束したとはいえず，
帰還困難となるのか，また帰還可能と
なった場合にコミュニティが回復するの
かが不透明な現状において，無形損害の
中でも，少なくとも住民の精神的苦痛は
無視し得ないものとして生じていること
が明らかである。

しかし，南相馬市小高区民の集団申立
てにおいて，申立人である区長らが，小
高区特有の地域コミュニティ喪失による
精神的損害を立証命題として，事故前の
地域のつながりを陳述したにもかかわら
ず，センターは和解案において一言も触
れることなく判断を回避した。

そのため，センターによる解決は期待
できず，訴訟に訴えざるを得ないのが現
状となっている。センターとの関係で
は，中間指針の見直しによって，この点
の損害を含ませることが検討されるべき
である。
④　損害賠償を超える原状回復の必要性

除本理史大阪市立大学准教授は，今回
の「ふるさとの喪失」は，政府の「帰
還」政策実現の困難性から被害の不可逆
性が問題になるとしており，住民の精神
的苦痛のみならず，実体としての被害を

生むとし，それは「地域固有のストッ
ク」（歴史，文化，環境）と「地域の未
来」（地域発展のポテンシャル）が奪わ
れたことであるとする（2013年6月8
日プレシンポジウム「福島原発事故被害
の補償・救済はこれでよいか？」配布資
料）。

一度失われた地域コミュニティの原状
回復が可能かということ自体，今までに
我々が経験したことのない問題提起であ
る。慰謝料を含む無形損害の賠償のみな
らず，例えばセカンドタウン構想など，
行政施策を要する可能性は十分にあり，
その際にも「あるがままの損害」を訴え
ていくことが重要である。

⑸ 精神的損害（避難慰謝料）の大幅な増額
避難慰謝料（日常生活阻害慰謝料とも

いわれる）は，中間指針策定当時より，
その額（原則月10万円）が低廉にすぎ
るとして強く批判されてきた。自賠責保
険額を基準とし，しかも負傷を伴うもの
ではないので減額し，さらに生活費増加
分も考慮して算定した額であるというの
だから，被害者が納得できないのも当然
である。センターへの申立ての相当数
が，この金額の不満を理由とするものと
思われる。

しかし，センターは，生活費増加分は
別の損害として認めるものの，慰謝料に
ついては，要介護状態で避難した，家族
の別離が生じたなど，自身が定める総括
基準に該当する事由がある場合のみ，個
別に一定割合の増額を認める方法に固執
する。そのため，訴訟によらねば解決で
きない問題となっている。

各地の弁護団などでは，一人当たり月
35万円であるとか月50万円を認めるべ
きと主張されている。月35万円とは，
負傷は伴わないものの避難を強いられて
いることを，入院における身体の拘束と
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同視して，いわゆる赤い本（「民事交通
事故訴訟損害賠償算定基準」（日弁連交
通事故相談センター東京支部））の入通
院慰謝料別表Ⅱの入院1か月の金額を参
考としたものである。月50万円とは，
避難生活による苦痛は全人格的被害に及
ぶ重大なものであることから，上記35
万円を1.5倍する，もしくは別表Ⅰ（負
傷を伴う入院）の1か月53万円を参考
としたものである。いずれも，自賠責保
険の最低限の賠償では到底賄えない，過
酷な避難生活の実態が存在することを踏
まえている。

⑹ 生命・身体的損害（主に入通院慰謝料）
の大幅な増額

中間指針において，生命・身体的損害
に伴う精神的損害については，⑸の避難
慰謝料とは異なり「生命・身体の損害の
程度等に従って個別に算定されるべき」
とされており，具体的な基準は記載され
ていないが，東京電力は自賠責基準と同
じ入通院1日当たり4,200円を支払うの
みである。

過酷な避難状況下において発症・増悪
したことにより，精神的損害がいわば相
乗効果で増幅することは，本件において
避難関連死（体調悪化，自死含む）が大
きな問題となっていることからも明らか
である。

この点，センターにおいては，診断書
に因果関係ありと書かれていればよいこ
と，赤い本別表Ⅰを用いることなどが原
則的取扱いとなっており，日数を通院期
間で見るか，実日数×3.5で求めるかに
ついては各案件によって判断が分かれ
る。また，赤い本別表Ⅰを用いた上で，
50％程度減額するという例も多い。前述
のような被害実態に鑑み，最低でも，別
表Ⅰ基準による全額を認めるべきであ
る。

なお，必ずしも重篤と扱われていない
疾病（生活習慣病，腰痛など，うつ病な
ど）の発症，増悪について，センターで
は，避難慰謝料の増額事由として考慮し
たり，地域住民の集団申立てにおいて通
院1回につき1万円という基準を定立し
たりするなどの工夫をしている。

⑺ 被ばくの恐怖，不安慰謝料を認めること
被害者より聴き取りを行った誰もが衝

撃を受けるのは，壮絶な避難の実態であ
る。放射能という目に見えない恐怖に怯
えながら，誰からも何らの情報も得られ
ないまま，全て自分の判断のみに委ねら
れ，極寒の中大渋滞の車の列を作って逃
げる。しかも，避難した先が高濃度汚染
地域であったため，更なる避難を余儀な
くされるなど，避難者の被ばくへの恐怖
や不安については，想像に余りある苦し
みである。

1985年の日航ジャンボ機墜落事件に
おいて，恐怖の30分が精神的損害とし
て賠償の対象となるかが争われたが，淡
路剛久教授は，福島第一原発事故の避難
において，安心感が得られるまでの数日
間の恐怖感は，それ自体で，すなわち，
被ばくへの現在及び将来にわたる恐怖や
深刻な危惧感とは別に，賠償されるべき
精神的損害と評価すべきと述べる。

この点，飯舘村長泥地区の集団申立て
において，センターは，2011年3月15
日以降の放射線量が高かった期間に，飯
舘村長泥地区に，2日以上滞在した者に
対し，1人50万円（妊婦及び子どもは
100万円）を認めるという和解方針を提
示した（原稿執筆時の8月3日現在，和
解は成立しておらず）。後に帰還困難区
域に指定されるほどの放射線量にさらさ
れたが，計画的避難区域に指定され
2013年5月末までの避難が求められた
他は，何らの注意喚起もなされなかった
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地域である。上記各条件や金額に課題は
残るものの，センターが放射線被ばくへ
の恐怖や不安の精神的苦痛を認めたこと
は一歩前進であり，今後のADRや訴訟
でも，新たな慰謝料の考え方として発展
することが期待される。

⑻ 実費損害の定額化，立証軽減化
実費損害は，主に①一時的に発生した

実費（避難交通費，避難宿泊費用・謝
礼・賃料，一時立入費用，家財購入費・
被服費・日用品費，教育関係費）と，②
継続的な生活費の増加分（通信費増加
分，食費増加分，ミネラルウォーター購
入費，水道光熱費，遠隔地通勤通学など
交通費増加分）に分かれる。いずれも被
害者にとって立証の負担が大きく，領収
書を保管していない場合はもちろん，保
管していてもその量が膨大で整理するこ
とは容易ではない。②に至っては，福島
第一原発事故前との比較資料までも要求
されるため，その労力と賠償額を天秤に
かけ，あきらめる被害者も多かった。

よって，実費損害については，定額化
及び立証の軽減化が強く要請される。東
京電力が，自ら避難交通費や一時立入交
通費に関して，疎明資料不要で「県内移
動1人5000円，県外移動は車1台の標
準交通費」という基準を立てたのは，こ
の影響によるものと考えられる。

ただし，この場合，生活費増加分が中
間指針において慰謝料の一部とされてし
まったように，定額化が「低額化」とな
らぬよう被害実態を見据える必要があ
る。

この点では，主に大量処理が求められ
るセンターへの集団申立てにおいて，賠
償実務は前進してきた。特に，南相馬市
小高区民の集団申立てでは，損害項目に
応じた一括支払いや月額支払いの定額
化，領収書による疎明を不要とし定型の

陳述書にて代用を図るという立証の軽減
化が和解基準にて実現した。中でも，家
財購入費・被服費・日用品費につき，主
張も立証も不要のまま最低賠償額（1人
家族60万円，2人90万円，3人100万
円，4人110万円…，及び避難中の世帯
分離1回につきプラス10万円）を認め
たことは画期的である。疎明資料提出に
より，更なる賠償を求めることもできる
点で，被害者の不利にはならない。

定額化の作業には多数の被害実態の把
握が必要であるため，センター和解基準
の金額が妥当であるかは，大規模な実態
調査などが行われない限り検証は容易で
はない。よって，他の被害者の案件をも
蓄積しながら，更なる基準の引き上げが
期待される。

⑼ 財物損害は再取得価格を賠償すべきこと
財物にも宅地，建物，農地，山林，家

財など様々なものがあるが，以下では，
特に宅地，建物を取り上げて論ずる。
①　生活基盤としての居住用不動産の原

状回復
東京電力は，宅地に関しては固定資産

税評価額を用い，建物に関しては固定資
産税評価額の他，平均新築単価や個別評
価を用いる方法を提示するが，いずれも
事故前の時価相当額を算定しようとする
ものである。

しかし，福島第一原発事故被害の対象
となった財物，中でも居住用不動産（宅
地，建物）は，経済生活上の基盤であっ
たものである。被害者はその場所を拠点
として農業等や商業等の事業を営み，あ
るいはその場所から通勤可能な範囲の勤
務先での労働に従事すること等により，
生計を維持していた。

よって，居住用不動産の所有は，例え
ば販売目的で保有する等の交換価値保持
に意味があるものではなく，それを使用
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し生活基盤を確保することに意味があ
る。そのため，その賠償は，事故前と同
等の経済的収入を確保，維持できる不動
産の取得を可能とするものでなければな
らない。
②　東京電力の賠償基準では原状回復不

可能な事情
しかし，東京電力の賠償基準では，本

件被害を原状回復することはおよそ不可
能である。

まず宅地について，被害の広範性によ
り，そもそも物理的に被害地近傍で同等
の居住用不動産を獲得することは困難で
ある。また，多数の被害者が同時期に代
替不動産を確保しようとする需要の増加
により，周辺地域の地価が従前の水準を
大きく上回ることが予想される。例え
ば，国土交通省の「平成25年地価公示　
全国の動向」によれば，福島県いわき市
の地価は，「原子力災害特別措置法に基
づき設定された警戒区域等からの避難者
の住宅需要により，いわき市全体の平均
変動率が上昇」と報告されており，全国
の住宅地の平均変動率がマイナス1.6で
あるところ，いわき市の住宅地の平均変
動率はプラス0.7であったと報告されて
いる。さらに，生計の元を失った被害者
が都市部に新たな職を求めざるを得ず，
また帰還のめどが立たないまま避難先の
都市部で新たな経済生活を開始せねばな
らないなど，事故前に福島県内でも地価
水準の低い相双地域に居住していた被害
者が，より地価水準の高い地域に代替土
地を求めざるを得ない事情も存在する。

次に建物についても，被害者が従前居
住していたのと同等の床面積，構造，築
年数の代替建物を中古住宅市場にて調達
することは現実的に不可能である。ま
た，被害者は個別の事情に応じ選択した
移転先で住宅を新築することが必要とな

り，従前の居住家屋の経年減価を踏まえ
た評価額をはるかに超える支出を強いら
れることが容易に予測される。
③　再取得価格の賠償を認める必要性

したがって，生活基盤としての居住用
不動産の賠償に関しては，事故前の時価
相当額では原状回復に到底足りず，新た
な場所に生活基盤としての不動産を再取
得できるだけの賠償額を認める必要があ
る。

この点，センターの態度は消極的であ
り，原賠審の議論もようやく始まったば
かりである（原稿執筆時の8月3日現
在）。被害者の生活再建に直結する極め
て重大な問題であるから，あるがままの
被害実態を捉えた適切な賠償がなされな
ければならない。
④　宅地に関して考え得る賠償方法

再取得価格を賠償額として算定する具
体的手法の一つとして，弁護団が主張す
るものに移転先基準という考え方があ
る。これは，個別事情に応じ，合理的と
認められる移転先で，標準的な面積の土
地を取得するのに必要な費用を賠償額と
すべきというものである。

また，現時点で具体的な移転先を決め
ることができないなど，個別事情によっ
ては，将来，平均的な宅地を取得できる
ように，少なくとも全国平均購入価格の
賠償を認めるべきである。例えば，住宅
金融支援機構のフラット35利用者（土
地付注文住宅融資利用者）調査報告にお
ける土地付き注文住宅利用者土地取得費
全国平均額13,688,000円などの値が参考
となる。
⑤　建物に関して考え得る賠償方法

公共用地収容に伴う損失補償基準を利
用することが考えられる。損失補償にお
いては「収容の前後を通じて被収容者の
財産価値を等しくならしめるような補償
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をなすべき」とされており，例えば建築
確認等に要する費用などの再取得関連費
用も認められるなど，再取得価格を念頭
に置いた仕組みが確立している。この
点，損失補償は憲法第29条第3項に基
づく権利であり，違法行為を前提とする
不法行為損害賠償とはその制度趣旨を異
にするが，放射能汚染により土地利用の
自由という財産権の基本価値が侵害され
た以上，その限りで公用収容と同等の性
質を帯びているため，そのような財産権
制約に伴う損害発生については，その賠
償範囲を損失補償と異なって考える合理
性はないといえる。

なお，東京電力の賠償基準は，経年減
価方法など，一部損失補償基準を取り入
れているが，あくまで事故前時価相当額
を算定するために都合のいい部分を利用
しているにすぎない。例えば，補修がな
された建物について耐用年数を延長する
仕組み（建物等移転料算定実施要領第9
条）や，残存価値割合に関し運用益喪失
額（公共用地の取得に伴う損失補償基準
細則第15，第1項第6号）を考慮して
いないなど，問題が多い。

また，宅地同様，フラット35調査に
よる住居建築費の全国平均値22,380,000
円を最低賠償額とすべきと主張する弁護
団もある。
⑥　避難指示解除見込み時期により賠償

額に差を設けることの問題点
東京電力は，経済産業省の考えに従

い，事故発生から6年で全損となること
を前提に，帰還困難区域は全額賠償する
ものの，居住制限区域は避難指示解除見
込みが3年であるから1/2，避難指示
解除準備区域は避難指示解除見込みが2
年であるから1/3の賠償を行うとする。

しかし，避難の長期化により避難先で
の生活再建に着手している，子どもへの

健康影響を懸念し帰還の意思がない，病
院・学校等の基本的な生活条件の整備が
遅れているなど，避難指示が解除された
からといって皆が帰還を望むとは限らな
い。よって，避難指示解除見込みの時期
をメルクマールとして賠償額に差を設け
ることは妥当ではない。

なお，帰還を望む者の損害額をいかに
算定するかは今後の課題である。この場
合でも再取得価格を求めることに理論的
整合性はあるのか，原状回復のために
は，損害賠償にとどまらない行政施策

（例えば除染）が必要なのではないかな
ど，十分な議論を要する。

3　強制避難区域外の個人に対する賠償
問題について
⑴ 問題の所在

政府が原子力災害対策特別措置法に基
づいて住民の避難等を指示した区域（強
制避難区域）以外の地域においても，多
くの人が福島第一原発事故直後から被ば
くを避けるために避難を余儀なくされ，
また，生活スタイルの変更を余儀なくさ
れた。

しかし，2011年8月に策定された中
間指針では，これらの地域の賠償につい
て棚上げにされた。日弁連は，強制避難
区域外についても賠償を認めるよう意見
書を発表し，強制避難区域外の賠償を認
めるよう求めた（2011年11月24日付け

「東京電力福島第一，第二原子力発電所
事故における避難区域外の避難者及び居
住者に対する損害賠償に関する指針につ
いての意見書」）。原賠審では，強制避難
区域外に居住している，もしくはしてい
た者からヒアリングを行い，その結果，
中間指針第一次追補で，2011年中の損害
について福島市や郡山市など福島県内の
23市町村を自主的避難等対象区域と定め，
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自主的避難等対象区域について，子ども
及び妊婦が受けた2011年12月末までの
損害として1人40万円を目安として賠償
すること，及び，それ以外の者が受けた
福島第一原発事故発生当初の損害として
1人8万円を目安として賠償することを
定めた。その後，原賠審では，2012年1
月以降の損害について中間指針第二次追
補を策定した。

なお，第一次追補において，「自主的
避難が，避難指示等により余儀なくされ
た避難とは異なることから」強制避難区
域の賠償と自主的避難等対象区域の賠償
を同等にすることは「必ずしも公平かつ
合理的でない」とされた。これは政府等
の避難指示により住民が一斉に避難を余
儀なくされた強制避難区域のような損害
の類型化が難しいことを意味しており，
賠償の指針及びセンターの運用において
も問題点として顕在化している。現在，
強制避難区域以外に居住していた個人の
賠償は，極めて不十分であるといわざる
を得ない状況にある。
①　自主的避難等対象区域の賠償の問題

点
ア　強制避難区域の避難者と比べて極

めて低額な賠償とされたこと
中間指針第一次追補で策定された金

額の目安をもとに，東京電力は，2012
年8月末までの賠償について，子ど
も・妊婦に52万円（避難した場合は
72万円），それ以外の者に12万円とす
ることを明らかにした。しかし，強制
避難区域の賠償のように，その他の個
別賠償を受け付けることはしていな
い。このような東京電力の取扱いは，
強制避難区域と比べて大きな差があ
る。

もっとも，指針では，対象とされな
かった損害も，個別具体的な事情に応

じて相当因果関係がある損害と認めら
れることがあり得ると明示され，一律
賠償額以外の損害も認められる余地は
ある。そのため，自主的避難等対象区
域に居住していた人が，センターに対
して和解仲介の申立てをすることはで
きる。しかし，自主的避難等対象区域
に事故時に住所があった個人・事業者
からの申立ては2000件にも達してお
らず2，100万人以上といわれる自主的
避難等対象区域の人口と比較すると，
申立てを行った者は極めて少数にとど
まっている。自主的避難対象区域に居
住していた大多数の者については，低
額な一律賠償しかなされていないのが
現状である。
イ　滞在者と避難者の被害の実態を反

映した賠償ではない
中間指針第一次追補では，避難した

者と滞在した者の損害額を同額とする
のが「公平かつ合理的」とされ，避難
者も滞在者も一律に子ども・妊婦は
40万円，それ以外の者は8万円とさ
れた。

しかし，この考え方は，自主的避難
等対象区域に滞在した者・避難した者
の被害実態を捉えたものではなく，差
を設けることが「社会的な混乱」3にな
るといった事情や，「行政上の取り扱
いとして，円滑な支払いを推進」4する
といった事情が考慮されたにすぎな
い。避難者・滞在者それぞれについ
て，被害の実態に即した賠償額を検討
すべきである。
ウ　特に精神的損害について賠償額が

2　原子力損害賠償紛争解決センター活動状況報告
書～平成24年における状況について～

3　原子力損害賠償紛争審査会第17回議事録・田中
俊一委員発言

4　前掲注2・高橋滋委員発言
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極めて低額であること
上述のとおり，一律・低額の賠償に

不服である者は，センターに対して，
和解仲介手続の申立てをすることがで
きる。センターに和解仲介手続の申立
てをすれば，移動費用，宿泊費，生活
費増加分，就労不能損害などの実損害
については，一定程度の賠償を得るこ
とはできるが，精神的損害について
は，個別の事情が斟酌されることな
く，子ども・妊婦は20万円，それ以
外の者は4万円と一律の金額にされる
ことが多い。このセンターの取扱い
は，被害の実態を捉えておらず，不合
理である。強制避難区域の慰謝料が月
額10万円（避難所にいる場合は12万
円）であることと比べても，極めて低
額な慰謝料にとどまることの合理的な
説明は困難である。

②　自主的避難等対象区域以外の地域
中間指針第一次追補で賠償の対象とな

らなかった地域においても，原発事故の
損害は生じている現状に目を向けなけれ
ばならない。自主的避難等対象区域とな
らなかった福島県内の地域だけでなく，
関東や宮城県南部といった地域にも，空
間放射線量が比較的高い地域が存在して
いる。そういった「ホットスポット」と
呼ばれる地域でも，放射線被ばくによる
子どもへの健康影響を懸念して，住民
が，原発事故後に避難を実行したり，従
前からの生活スタイルを変更したりする
ことを余儀なくされている。それにもか
かわらず，これらの地域の住民は，実損
害や精神的苦痛についてほとんど賠償を
受けていない。東京電力が，福島県の県
南地域及び宮城県丸森町について，自主
的避難等対象区域の半額以下の定額賠償

（子ども・妊婦28万円，それ以外4万円）
を実施しただけである。なお，前述のと

おり，対象とされなかった損害も，個別
具体的な事情に応じて相当因果関係があ
る損害と認められることがあり得ると指
針には明示され，賠償対象となるべき地
域が自主的避難対象区域に限定される趣
旨ではないことは明らかである。セン
ターの和解案をみても，福島県白河市や
茨城県など自主的避難対象区域以外の地
域についても除染費用や避難実費につい
て個人賠償がなされている。しかし，こ
のような例は一部であり，自主的避難対
象区域とならなかった地域の損害賠償は
ほとんど行われていないのが実態であろ
う。

⑵ 予防原則の観点からの賠償を
強制避難区域外の賠償が上記のような

問題点を抱えている原因には，低線量の
放射線被ばくによる健康被害が科学的に
未解明であること，及び，政府等の避難
指示により住民が一斉に避難を余儀なく
された強制避難区域のような損害の類型
化が難しいことにあろう。

すなわち，原発事故による最大の懸念
は 健 康 被 害 の 発 生 で あ る が， 年 間
100mSv以下の低線量被ばくによる健康
被害についての科学的知見は確立してい
ない。しかも，放射線起因のがんや遺伝
性疾患などは晩発性障害であるため，現
段階で，放射線被ばくを避けるために
取った行動により生じた損害を賠償すべ
きか否か，類型的に判断するのは困難で
あるということであろう。特に，政府の
避難指示は，年間被ばく線量20mSvを
基準として指定されているが，年間
20mSv以下の被ばくを回避する行動が
合理的かが問題となったのである。

しかし，「予防原則」の考え方に則り，
被ばくを回避するために取られた行動に
ついても合理性を認め，賠償を認めてい
くべきある。
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「予防原則」とは，深刻又は不可逆的
な被害が生じるおそれがある場合，科学
的に因果関係を立証できないリスクで
あったとしても，予防措置を取ることを
延期してはならないというものである。

自主的避難等対象区域に賠償を認めた
中間指針第一次追補・第二次追補が，

「予防原則」の考え方を色濃く反映して
いるとの指摘も原賠審の委員からなされ
ている（中島肇「原発賠償　中間指針の
考え方」（商事法務，初版2013年）8頁，
14頁）。なお，「予防原則」の考え方は，
政府避難指示等の根拠となっている国際
放射線防護委員会（ICRP）の2007年勧
告でも採用されている（社団法人日本ア
イソトープ協会「ICRP Publication103」
9頁）。

強制避難区域以外の地域における賠償
においても，予防原則を適用していかな
ければならない。

⑶ あるべき損害賠償の理論的考察
審査会の指針が，強制避難区域以外の

地域の賠償を認める途を作ったものの，
上記のとおり，いまだ不十分な点があ
る。そこで，本稿では，可能な限りある
べき損害賠償の理論的考察を試みたい。
①　「被ばくをしない権利」の確立を

強制避難区域外でも，少なくとも5万
人以上もの人が，福島第一原発事故後，

（特に子ども・妊婦の）被ばくの危険を回
避するために避難を余儀なくされた。ま
た，様々な事情から避難をしないまでも，
当該地域において野山に自生する山菜・
きのこ類の摂取を断念し県外産の食品を
購入するようになったり，子どもの外遊
びを制限したりするなど，福島第一原発

事故後に被ばくをしないような生活スタ
イルに変更を余儀なくされた人も多い。

このような事態は，憲法第13条に基
礎を持つ人格権の侵害である。人格権に
は，生命，身体，健康などの身体的側面
を保護する人格権（身体権）と精神や自
由など精神的側面の保護を目的とする人
格権（精神的人格権）とがある5が，本
件の場合は，その双方の保護が必要であ
り，不法行為の被侵害利益として「被ば
くをしない権利」を観念すべきであろ
う。

人格権を根拠にした権利のうち，裁判
上認められているものとしては，平穏生
活権がある。強制避難区域の近くの住居
に滞在し続けて恐怖や不安を感じている
者の損害について，平穏生活権の議論に
関連するとの指摘もある（高橋滋・大塚
直編「震災・原発事故と環境法」（2013
年，民事法研究会）87頁）。

確かに，福島第一原発事故による強制
避難区域外の損害は，精神的平穏が害さ
れているという要素も大きい。しかし，
本件の場合，避難や生活スタイルの変更
といった身体的側面も強いこと，被ばく
による健康への影響も（科学的知見は確
立していないが）認められており，リス
クがより高い。また，ICRPが，「被ばく
は合理的に達成することができる限り低
く保たれるべきである」と最適化の原則
を採用していることも考慮して，平穏生
活権とは別に，「被ばくをしない権利」
の概念を確立すべきである。
②　賠償されるべき範囲

次に問題となりうるのは，「被ばくを
しない権利」の法的保護の対象範囲であ

6　大塚直「環境訴訟における保護法益の主観性と
公共性・序説」法律時報82巻11号118頁以下（2010
年）

5　淡路剛久「人格権・環境権に基づく差止請求権」
判例タイムズ52巻19号150頁（2001年），加藤雅
信「事務管理・不当利得・不法行為」（有斐閣，
2010年）189頁
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る。平穏生活権の場合も，住民の不安・
恐怖感が合理的なものであることについ
ての検討を要し，そこでの検討が相当因
果関係を確定することにも繋がる6。同
様に，「被ばくをしない権利」が法的保
護の対象となるには，被ばくを回避する
ために取った行動の合理性が問題とな
る。中間指針第一次追補は，ⅰ福島第一
原子力発電所からの距離，ⅱ避難指示対
象区域との近接性，ⅲ政府や地方公共団
体から公表された放射線量に関する状
況，ⅳ事故の居住する市町村の自主的避
難の状況，といった事情を考慮して賠償
の範囲を決めている。福島第一原発事故
発生当初とその後では置かれた状況が異
なるので，分けて考えることに留意すべ
きである。

現状，ⅰ距離が離れている地域やⅱ近
接性がない地域でもホットスポットが存
在する等の理由により被ばくをしないた
めの回避行動を取っている人は相当数存
在し，かつこれらの回避行動には合理性
が認められる場合があるため，ⅰⅱの事
情をもって賠償拒絶の理由とするのは相
当でない。また，ⅳ福島県外において自
主的避難の状況について正確に把握でき
ているとはいい難い上，遠方居住者の自
主避難にも合理性が認められる場合があ
ることからすれば，自主的避難をする人
が少数派であることをもって，賠償拒絶
の理由とするのは相当でない。福島第一
原発事故の最大の懸念が被ばくであるこ
とからすると，上記のうち，放射線防護
に関する法令や事故後の放射線防護のた
めの法令を念頭に，ⅲ放射線量に関する
状況を重要な指標とすべきである。

福島第一原発事故当初，十分な情報が
ない中で大量の放射性物質の放出による
被ばく等の危険を回避するために取った
行動については，最低でも福島第一原子

力発電所から80km圏内となる部分があ
る市町村については全て賠償の範囲とす
べきである。福島第一原発事故発生から
間もない時点では大量の放射性物質の放
出の危険が高く，また，情報も混乱して
おり，アメリカ合衆国政府が80km圏内
の地域について避難勧告をしていたため
である。

事故から相当期間経過した場合は，得
られる情報が増えるので，放射線量・法
令を考慮すべきである。

ICRP勧告の一般公衆の被ばく限度量
である追加線量が年間1mSvであるこ
とを前提に，日本では，一般公衆に対す
る被ばく防止のための法規制がされてい
る。例えば，放射性同位元素等による放
射性障害防止に関する法律第12条の2，
同規則第14条の3，設計認証等に関す
る技術上の基準に係る細目を定める告示

（文部科学省告示第94号，平成17年7月
4日）や核原料物質・核燃料物質及び原
子炉の規制に関する法律，同施行令を踏
まえて実用発電用原子炉の設置，運転等
に関する規則において周辺監視区域外の
線量限度を決めるものとし，同規則の規
定に基づく線量限度等を定める告示等が
存在する（日弁連2011年11月24日付け

「東京電力福島第一，第二原子力発電所
事故における避難区域外の避難者及び居
住者に対する損害賠償に関する意見書」
参照）。

さらに，福島第一原発事故後，放射性
物質汚染対処特措法の基本方針において
追加被ばく線量が年間1mSv以下とな
ることを除染の長期的目標とした。「福
島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減
について」では，児童生徒が受ける被ば
く量を年間1mSv以下にすることが通
知された。

以上のことから，事故から相当期間経
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過後は，追加線量が年間1mSvを超え
る放射線量が検出されている地域におい
て，被ばくを回避するために取られた，
全ての人の行動については合理性を有す
るとすべきである。

そして，上記地域において，放射線の
被ばくを受けないために取った行動に
は，福島第一原発事故との因果関係を認
めるべきである。
③　あるべき損害論

強制避難区域外の賠償においても，強
制避難区域と同様，原状回復を目指すべ
きである。強制避難区域外から避難した
人の損害は，強制避難区域からの避難者
の損害と近接性を有するので，強制避難
区域の損害賠償の在り方が参考になりう
る。実際に，センターでも，避難実費や
生活費増加分などはある程度の賠償を受
けることが可能である。しかし，強制避
難区域外からの避難者は，強制避難区域
からの避難者と比べて公的扶助が受けに
くい面もあるので，そういった差異も含
めた賠償を検討する必要がある。

一方，滞在者が「被ばくしない」ため
に取る行動は，多種多様であり，また，
地域性を有すると考えられるので，被害
の実態をあるがままに捉え，実態を損害
とすることが重要になる。例えば，宮城
県丸森町筆甫地区は，山に囲まれて自然
からの恩恵を多く受けていた地域である
ため，多くの住民が，山に自生する山菜
やキノコを日常的に食し，薪を風呂や暖
房の燃料として使用していたが，福島第
一原発事故によって使用ができなくなっ
ている。こういった損害は，聴き取りや
被害実態調査によって，損害を視覚化し
ていくことが重要となる。なお，空間放
射線量が比較的高い地域の滞在者は，保
養に行くケースが多い。保養は，被ばく
の低減のための典型的な行動であるが，

通常の移動との差異をどの程度立証でき
るかが今後の課題となる。

4　強制避難区域の解除による新たな問
題

原発事故から2年が経過した現在，強
制避難区域の解除により，賠償の打ち切
りや財物賠償の減額など新たな問題が発
生している。

⑴ 緊急時避難準備区域の解除
緊急時避難準備区域とは，原発から半

径20km以上30km圏内のうち，計画的
避難区域を除いた地域について，緊急時
の避難又は屋内退避が可能な準備を指示
した区域である。子ども，妊婦，要介護
者，入院患者は立ち入らないことが求め
られた。2011年9月30日に，緊急時避
難準備区域が解除となった。そのため，
中間指針第二次追補で，緊急時避難準備
区域解除から「相当期間経過後」に賠償
の対象とならないこと，「相当期間」は
2012年8月末までを目安とすることが
明示された。

南相馬市原町区など旧緊急時避難準備
区域の地域では，2012年8月末経過後
もライフラインなどが依然として事故前
の状態に戻ったわけではないとして，
2012年9月以降の賠償を求めている。

⑵ 特定避難勧奨地点の解除
特定避難勧奨地点とは，年間の積算線

量が20mSvを超えると推定される空間
放射線量が続いている地点について，政
府が個別に避難の支援，促進を行う地点
である。伊達市や南相馬市，川内村など
約300世帯について指定があった。この
うち，伊達市の特定避難勧奨地点は，
2012年12月14日，政府が一方的に指定
を解除した。しかし，特定避難勧奨地点
の解除の基準は「今後」1年間を積算し
て年間20mSv（毎時3.8µSv）以下とな
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るというものである。解除されても，労
働安全衛生法及び同施行令に基づく規則
によって厳格な制限が課される放射線管
理区域（年間5.2mSv）と比較しても，
空間放射線量が非常に高いままである。
そのため，特定避難勧奨地点の指定を受
けた128世帯のうち81世帯が指定解除後
も避難を継続している（朝日新聞2013
年6月24日）。

しかし，特定避難勧奨地点の解除と
なった地点に住んでいた人々は，中間指
針第二次追補に基づいて，3か月後の
2013年3月には，賠償が打ち切られる
という事態に陥っている。

このような事態は明らかに被害実態を
無視したものであり，1mSv以上の区
域については引き続き，賠償の対象とす
べきである。

⑶ 区域再編
強制避難区域について，2012年4月

から，順次，区域再編が進んでいる。こ
れは，同一市町村内の大字単位で空間放
射線量を計測し，ⅰ年間積算線量が
20mSv以下となることが確実な地域を
避難指示解除準備区域に，ⅱ年間積算線
量が20mSvを超えるおそれがある地域
を居住制限区域に，ⅲ現時点で年間積算
線量が50mSv超の地域を帰還困難地域
に区分した。

東京電力は，この区分に従って区域内
の財物（不動産）が全損となるかどうか
の取扱いに差異を設けているが，適切で
はない。地域の実態を踏まえた損害賠償
が必要である。

第3　損害賠償に関する諸問題
1　時効の問題

⑴ 消滅時効に関する従前の法制度
①　短期消滅時効

福島第一原発事故の被害者の東京電力

に対する損害賠償請求権については，民
法第709条に基づいて構成する場合も，
原賠法第3条に基づいて構成する場合の
いずれも，消滅時効について特段の法律
がなければ，民法第724条前段及び同法
第167条第1項が適用され，「被害者又
はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時から3年間」の消滅時効に服す
るとされる。

これは，被害者が国家賠償法第1条に
基づいて国の責任を追及する場合も同様
である。

そこで，被害者の間では，福島第一原
発事故による損害賠償請求権は，事故か
ら3年後の2014年3月11日に消滅時効
が成立するのではないかとの懸念が広
がっている。
②　短期消滅時効を適用することの問題

点
しかしながら，福島第一原発事故の被

害の特徴と加害の構造，原子力損害賠償
を巡る現状，そして民法第724条の立法
趣旨から，法解釈論としても，社会的に
も，東京電力や国が時効の利益を享受す
べきではない。

まず，「被害者…が損害…を知った」
といえるかが問題となるが，福島第一原
発事故の特徴として，その被害の広範
性，継続性，深刻性が挙げられる。すな
わち，本件原発が存在する福島県のみな
らず，その他の地域においても放射能汚
染が広がり，多数の人々が避難を強いら
れたが，避難者は，生活基盤を根こそぎ
奪われ，地域コミュニティから隔絶さ
れ，先の見えない生活を強いられてい
る。2012年4月から警戒区域が帰還困
難区域・居住制限区域・避難指示解除準
備区域に再編されつつあるが，放射線量
は依然高い所も多く，かつ社会的インフ
ラも十分回復されていない地域に戻り，
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生活を再開することは極めて困難な状況
にある。放射能汚染が懸念される地域に
とどまった人々も，放射線被ばくの危険
と向き合い，様々な損害や生活妨害に苦
しみながら生活している。このように，
福島第一原発事故による被害は極めて深
刻であって，被害を受けた人々は，生活
の再建そのもののために全精力を注がざ
るを得ないのであり，そもそも権利行使
のために立ち上がり，自らの被害に向き
合い，それを被害として訴え出ること自
体に大きなストレスを感じることは強く
認識されなければならない。

また，被害の全貌をつかむことも困難
である。とりわけ低線量被ばくについて
は一致した科学的知見が確立したとはい
えず，そのため，様々な被害の原因と
なっている放射能汚染地域の範囲をどこ
で画するか自体，明確にすることはでき
ない状況にある。文部科学省に設けられ
た原賠審は，2011年8月5日に中間指
針を策定し，その後，同年12月6日に
中間指針追補，2012年3月16日に中間
指針第二次追補を，それぞれ策定した
が，これらの指針等においても福島第一
原発事故による種々の損害は網羅されて
おらず，最終的な指針を策定する見通し
すら立っていない。

さらに，福島第一原発事故後，東京電
力は福島第一原発事故を「想定外」であ
るとし，国は年間20mSvの被ばくが想
定される地域を避難区域ないし特定避難
勧奨地点に指定し，限られた地域・品目
に限って出荷制限等の指定をするなどし
た。しかし実際には，放射線の影響が科
学的に十分解明されていないことから，
放射線被ばくを回避するため，避難区域
等以外の地域から避難する人も多く，出
荷制限等の対象となっていない品目で
あっても取引が回避されることも珍しく

はない。そのため，一つ一つの被害事例
において，被害者が加害者の責任におい
て損害賠償を受けることができるかどう
か，見通しを持つことは容易でないこと
が決して珍しくない。

それにもかかわらず，いまだ損害実態
の把握すら不十分な状態で，わずか3年
の期間の経過により損害賠償請求権が時
効消滅してしまうことは，断じて許され
ない。
③　除斥期間

また，民法第724条後段の除斥期間の
適用については，福島第一原発事故が，
後発的に健康被害を発生させるおそれの
ある放射性汚染物質を拡散させた原子力
発電所の大規模爆発事故であるという特
殊性に鑑みると，被害者の健康被害が顕
在化する前に損害賠償請求権を消滅させ
てしまいかねないものであり，被害者の
被害回復の機会を根源的に奪うことにな
ることから，同条後段の適用も許されな
いものである。

⑵ 原発ADR時効特例法の問題点
①　原発ADR時効特例法の内容

この点，第183回国会において，「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」（原発ADR時効特
例法）が成立し，2013年6月5日，公
布，施行された。

しかし，同法は，消滅時効期間が経過
する以前に原子力損害賠償紛争解決セン
ターに和解を仲介するよう申立てをした
者についてのみ，和解が成立しなくて
も，和解仲介の打切りの通知を受けた日
から1か月以内に訴えを提起すれば，和
解仲介の申立ての時に訴えを提起したも
のとみなすとする極めて限定的な効果を
持つものである。
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前述のとおり，多くの被害者が，今な
お先のみえない不安定な生活を強いられ
ている。それにもかかわらず，この被害
者たちを，ADR申立て，さらに損害賠
償請求訴訟の提起といった煩雑な手続を
とらなければ時効の中断ができないと
いった状況に追い込むことは，著しく正
義に反するものである。
②　附帯決議について

同法の成立に先立つ本年5月17日の
衆議院文部科学委員会において，附帯決
議が全会一致で可決され，その第1項に
おいては，福島第一原発事故の被害の特
性に鑑み，その損害賠償請求権について

「全ての被害者が十分な期間にわたり賠
償請求権の行使が可能となるよう，短期
消滅時効及び消滅時効・除斥期間に関し
て検討を加え，法的措置の検討を含む必
要な措置を講じること」とされた。さら
に，5月28日の参議院文教科学委員会
においても附帯決議が全会一致で可決さ
れ，その第1項において，「全ての被害
者が十分な期間にわたり賠償請求権の行
使が可能となるよう，平成25年度中に
短期消滅時効及び消滅時効・除斥期間に
関して，法的措置の検討を含む必要な措
置を講じること」という，具体的に本年
度中と期限を切って必要な措置を講じる
ことを明記した，一歩踏み込んだ決議が
なされた。また同附帯決議では，これに
加えて，「政府は，東京電力株式会社に
対して，全ての被害者に対する損害賠償
につき，適切な指導・監督を行うこと。」

（第4項）とも述べている。
これらの附帯決議は，原発ADR特例

法のみでは被害者の救済を図ることがで
きないという認識を，全会一致の決議に
よって示したものである。この附帯決議
が指摘するように，消滅時効・除斥期間
によって，被害救済が阻まれるような事

態は絶対に許されてはならない。
⑶ 時効期間を延長する特措法の制定

それでは，本附帯決議を受けて，どの
ような法制定が必要となるのであろう
か。
①　時効期間について

福島第一原発事故により生じた損害賠
償請求権については，「権利行使が可能
となった時から10年間」という時効期
間を定めた法律を制定すべきであると考
える。その上で，同法施行後5年以内
に，損害賠償の実施状況等を踏まえ，時
効期間の更なる延長を含めた見直しを図
るべきである。

理由は以下のとおりである。
福島第一原発事故の被害者は，放射能

汚染により，生活の拠点を奪われ，避難
生活や移住を余儀なくされ，証拠の収集
さえもままならない状態で，権利行使が
いまだ不可能な人も多数いる。また，福
島第一原発事故に基づく損害には，避難
費用・財物損害（家財・不動産）・身体
損害（入通院費）・慰謝料・風評被害に
よる逸失利益など，実に多様な損害項目
が存在するところ，金額算定の方法や基
準も十分に固まっておらず，短期間にお
ける権利行使は極めて困難である。

この点，我が国における過去の公害事
件等に照らしても，被害者がここまで複
雑かつ多岐にわたる損害項目について，
詳細な損害金額を算定することを迫ら
れ，また証拠の収集が困難な状況に追い
込まれた例は存在しない。

このように通常の不法行為による被害
と大きく異なる福島第一原発事故被害の
実情に鑑みれば，福島第一原発事故の損
害賠償請求権について，民法第724条前
段に規定された3年という短期消滅時効
期間を適用することはおよそ考えられな
い。
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福島第一原発事故の損害賠償請求権
が，短期消滅時効に馴染まない以上，次
に，適用し得る時効期間として，一般債
権の時効期間（民法第166条第1項及び
第167条第1項）に準じ，「権利の行使
が可能となった時から10年間」との期
間を用いることが考えられる。

しかし，福島第一原発事故から既に2
年以上が経過したにもかかわらず賠償請
求が遅々として進んでいない現状からす
れば，「権利の行使が可能となった時か
ら10年間の時効期間」とは，実質的に
は7年余りの権利行使期間の延長を意味
するにすぎない。時効期間を10年に延
長しても，福島第一原発事故被害者の権
利行使にとって十分に可能な合理的期間
といえるかはいまだ不透明である。仮に
10年間という時効期間の設定を設ける
にしても，あくまで最低限の権利行使期
間の確保にすぎず，10年の経過をもっ
て一律に被害を切り捨てることがあって
はならない。暫定的に10年を時効期間
と定めた場合にも，立法後一定期間内に
時効期間の延長を含めた見直しを図る必
要があり，この点をあらかじめ法律に，
明確に定めておく必要がある。
②　起算点について

福島第一原発事故の損害賠償請求権に
関する時効期間の起算点については，権
利の行使が可能となった時からとすべき
であると考える。

理由は以下のとおりである。
まず，本件立法の目的が，権利行使が

困難な状況にある被害者を救済するため
のものであることに鑑みれば，民法第
166条第1項と同様「権利を行使するこ
とができる時から進行する」ものと解す
べきであることには争いがないであろ
う。

この点東京電力自身も，時効の起算点

については，総合特別事業計画におい
て，同社が被害者への請求受付を開始し
た時を「権利の行使ができる時」として
いるのであるから，上記の考えを採用し
ているかはともかく，少なくとも福島第
一原発事故の発生時2014年3月11日を
当然に消滅時効の起算点とする考え方は
取っていないといえるであろう。

以上から，福島第一原発事故の損害賠
償請求権については，民法第724条前段
の規定を排除するとともに，仮に消滅時
効を暫定的に10年と定めるにせよ，起
算点につき「権利の行使が可能となった
時から10年間行使しないときは，時効
によって消滅する」と明記すべきであ
る。もちろん，10年の経過をもって一
律に被害者を切り捨てないための見直し
条項の必要性は前述のとおりである。
③　除斥期間の有無について

福島第一原発事故の損害賠償請求権に
ついては，除斥期間を定めるべきではな
いと考える。

理由は，福島第一原発事故の損害賠償
請求権については，一定期間の経過によ
り，加害者の債務承認等の影響を受けず
客観的かつ確定的に権利行使ができなく
なる除斥期間を定めることの弊害が極め
て大きく，他方で，そもそも除斥期間を
規定しなければならない必要性が認めら
れないからである。

民法第724条後段が20年間の除斥期間
を定めているのは，前段の短期消滅時効
の起算点が，被害者による加害者と損害
の認識という主観的事情による規定とさ
れ，論理的には被害者が加害者と損害を
認識しない限りいつまでも時効期間が開
始されないことになるため，客観的な権
利行使期間を定める必要があることから
である。しかしながら，前述のとおり，
時効期間の起算点を「権利行使ができる
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時から」とした場合には，敢えて客観的
な除斥期間を定めなければならない必要
性は生じないのである。

加えて，現在進められている債権法改
正に関する議論においても，不法行為の
損害賠償請求権に関する除斥期間は，時
効期間に改めるべきとの意見が多数を占
めており，除斥期間制度自体の妥当性に
疑問が呈されている。

以上から，特措法においても，福島第
一原発事故の損害賠償請求権について
は，民法第724条後段の規定は，適用し
ない旨の規定を置くべきである。
④　事故後発生した，又は事故後明らか

になった損害の時効期間の起算点
それでは，福島第一原発事故に特有の

問題である，事故後相当期間が生じた後
に発生した損害，又は事故後相当期間が
生じた後に明らかになった損害の時効期
間の起算点については，どのように考え
るべきであろうか。

原発事故に起因する健康被害や，放射
性物質による土壌汚染等による被害等，
事故発生後，相当期間が経過した後に生
じた，又は明らかになった損害について
は，当該損害が明らかになった時点を，
賠償請求権の時効期間の起算点とすべき
である。

理由は以下のとおりである。
まず，健康被害については，現時点に

おいて，原発事故に起因する被害症状
が，いつの時点でどのように出現するか
一致した科学的な知見は確立していな
い。2011年4月に公表されたウクライ
ナ政府緊急事態省の報告書（「チェルノ
ブイリ事故後25年」）においても，チェ
ルノブイリ原発事故発生後25年が経過
しても新たな健康被害が発生し続けてい
る事実が報告されている。

原発事故による健康被害の特徴とし

て，放射性物質が体内に蓄積されていく
ことによる健康被害の発生，放射性物質
による内部被ばくの結果によるがん等の
発生や遺伝的被害の発生，放射線量の高
い地域に居住し続けることなどによる健
康被害の発生など，被害の種類も複数に
わたり，また被害発生の時期もまちまち
である。

こうした健康被害は，原発事故から長
期間を経過した後に発症することも十分
に考えられ，その場合，被害者としては
実際の健康被害が発症しない限りその被
害についての賠償請求権を行使すること
は不可能であるから，時効期間の起算点
は，被害者にとって権利の行使ができる
ようになった時点，すなわち健康被害に
関する明らかな診断が行われた時とすべ
きである。

この点，三井鉱山塵肺訴訟（最高裁平
成16年4月27日，判タ1152号128頁，
判時1860号152頁）において，「損害の
全部又は一部が発生した時が除斥期間の
起算点となる」との判断が示されている
ことも大きな参考となる。

ところで，原発事故から長期間を経過
した後に被害実態が明らかになるような
被害形態は，福島第一原発事故の特殊性
から，健康被害だけにとどまらないもの
といわなければならない。

例えばプルトニウムやストロンチウム
などのα線，β線核種に対する放射性物
質に対するモニタリングは十分なされて
おらず，モニタリング結果の周知も不十
分である現状では，後発的に明らかとな
る損害は人身傷害に限定されず，土壌汚
染被害等にわたることも考えられる。

したがって，原発事故後の一定期間経
過後に発生した，又は明らかになった損
害に関して，時効期間の起算点を変更す
る旨の規定をあらかじめ法文に明記すべ
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きである。
すなわち，福島第一原発事故に起因す

ると考えられる健康被害及び福島第一原
発事故の放射能汚染等により事故から一
定期間が経過した後に顕在化する損害に
ついては，その損害が明らかとなった時
を，時効期間の起算点とする旨の規定を
置くべきである。
⑤　結論

以上のとおり，福島第一原発事故の損
害賠償請求権における時効期間について
は，本附帯決議を受けて新たな特措法を
設置することが急務である。

その立法に当たっては，民法第724条
前段が規定する3年の短期消滅時効を適
用することも，後段が規定する20年の
除斥期間を適用することも，いずれも不
合理であり社会正義に反することから，
これらの適用を排除すべきである。ま
た，10年の経過をもって一律に被害者
を切り捨てるのは相当でなく，仮に時効
期間として「権利の行使が可能となった
時から10年間」という一般債権と同様
の期間を定める場合は，さらに同法施行
から5年以内に，被害実態や賠償状況等
の事実関係を蓄積し精査した上で，時効
期間の延長を含め時効期間についての見
直しを行うべきである。

また，原発事故に起因した健康被害や
放射能による土壌汚染等の被害について
は，被害者の賠償請求権行使が妨げられ
ることがないように，その損害が明らか
となった時を時効期間の起算点とすべき
である。

2　損害賠償金の非課税化
⑴ 現行各種税法上の損害賠償金の取扱い

被害者が支払いを受ける損害賠償金の
内，相当部分が課税される可能性があ
る。所得税については，個人が支払いを

受ける場合，所得税法上，収入金額に代
わる性質を有するもの及び必要経費を補
填するものについては課税がされる。ま
た，法人税については，法人が支払いを
受ける場合，法人税法上，益金となり，
原則として課税がされる。

⑵ 原発事故賠償金の特殊性
福島第一原発事故によって避難を余儀

なくされた方々は，元の住所にいつ戻れ
るかも知らぬまま，際限のない避難生活
を続けている。放射能による汚染とい
う，深刻な環境問題もある。その被害は
未曾有のものであり，損害賠償金の支払
いを受けても，生活の再建には，多大な
努力が必要であることは明らかである。
支払われた損害賠償金は，被害者の生活
再建や事業再生に必要不可欠な資金とな
るものである。

しかも，収入等から控除されるべき経
費等について，事故による汚染，立入制
限等によりその立証手段の収集が困難で
ある。

また，これらの国税は，国が課税の主
体であるところ，原子力政策を進めてき
たのは国である。東京電力と並んで，国
にも原発事故の責任の一端があることは
否定できない。そうすると，東京電力が
支払う損害賠償金に，国が課税すること
は，信義に反し，課税権の濫用といって
も過言ではない。

さらに，国は，東京電力のため原子力
損害賠償支援機構を設けて同機構から東
京電力へ資金を交付する措置を講じてお
きながら，被害者から税負担の名のもと
にその一部を国，地方公共団体へ還流さ
せるのは，同機構を設けた趣旨に反して
いる。

したがって，原発事故賠償金は，政策
的に非課税とすべく，特別の立法措置を
講じる必要がある。
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⑶ 必要な立法措置の概要
2011年3月11日に東日本大震災が発

生した後，同年5月には，いち早く東日
本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律（以下「震災国
税特例法」という。）が制定され，被災
によって生じた損失の課税上の取扱い，
各種の申告期限や期間の延長などが規定
された。しかし，東京電力の原発事故賠
償金という，特定の法人から支払を受け
る特定の損害賠償金については，当然の
ことながら規定がない。

そこで，この原発事故賠償金に限っ
て，被災者の経済的再起を支援するため
に，特別の立法措置を講じる必要性があ
ると考える。立法の形式としては，次の
とおり，既存の震災国税特例法に規定を
追加するのが簡便である。
「震災国税特例法に，以下の規定を追

加する。
第2章　所得税法等の特例

所得税法施行令第30条本文かっこ書，
第94条1項の規定は，原発事故賠償金
については適用しない。
第3章　法人税法等の特例

原発事故賠償金は，その支払を受ける
内国法人の各事業年度の所得の金額の計
算上，益金の額に算入しない。」

以下，各税法の特例について説明す
る。

⑷ 所得税法等の特例について
震災国税特例法の第2章で，所得税法

等の特例が規定されているところ，被災
によって資産に生じた損失の課税上の取
扱い，各種の税額特別控除などが主であ
り，被災者が支払を受ける損害賠償金や
補償金については，何も規定がない。

現行所得税法では，心身に加えられた
損害につき，支払を受ける慰謝料その他
の損害賠償金及び相当の見舞金は，非課

税所得と定められている（所得税法第9
条1項17号，同法施行令第30条1号3
号）。資産に加えられた損害については，
不法行為その他突発的な事故により資産
に加えられた損害につき支払を受ける損
害賠償金及び相当の見舞金は，非課税所
得と定められている（同法第9条第1項
第17号，同法施行令第30条第2号第3
号）。しかし，例外として，これらの損
害賠償金のうち，第一に棚卸資産などに
ついて損失を受けたことにより取得する
損害賠償金や見舞金，業務の全部又は一
部の休止や廃止等により収益の補償とし
て取得する補償金等で，業務の収入金額
に代わる性質を有するものは，事業所得
等の収入金額とされ，課税の対象となる
と定められている（同法施行令第30条
第2号第3号，第94条第1項）。第二に，
必要経費に算入する金額を補てんするた
めのものが含まれている場合は，その金
額は非課税所得から控除されると定めら
れている（同法施行令第30条本文かっ
こ書）。

東京電力から支払を受ける損害賠償金
については，これらの規定を適用して課
税するという見解が，東京電力からの照
会に対して，国税庁課税課長名により
2011年11月30日付けで回答され（「福
島第一・第二原子力発電所の事故により
被害を受けられた方々にお支払いする賠
償金に関する所得税法上の取扱いについ
て（回答）」）国税庁のホームページにも
明示されている。したがって，例えば，
汚染により農業，漁業等が休止廃止と
なったことによる損害，風評被害により
収入減となったことによる損害等につい
て，課税がされる。

しかし，被害者が支払を受ける損害賠
償金が，必要経費の補てんに当てられる
場合でも，被害者の生活再建に多大な努
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力が必要なことに鑑みれば，これを課税
対象とすることが，被害者の経済的再起
を阻害することは明らかである。

そこで，原発事故賠償金については，
所得税施行令第30条本文かっこ書，同
法施行令第94条第1項の形式的な適用
を排除し，全て非課税所得とすることを
提言するものである。

⑸ 法人税法等の特例について
震災国税特例法の第3章で，法人税法

等の特例が規定されているところ，震災
損失の繰戻しによる還付，各種の特別償
却や税額特別控除などが主であり，被災
法人が支払を受ける損害賠償金について
は，何も規定がない。

内国法人に対しては，各事業年度の所
得に対する法人税が課されるところ（法
人税法第5条），各事業年度の所得の金
額は，益金の額から損金の額を控除した
額とされる（同法第22条第1項）。

法人が他の者から支払を受ける損害賠
償金は，その支払を受けるべきことが確
定した日の属する事業年度の益金の額に
算入する（法人税法基本通達2－1－
43）。そのため，東京電力から支払を受
ける損害賠償金についても，益金の額に
算入され，各事業年度の所得の金額とな
る。法人税法第23条以下で，各種の益
金不算入に関する規定はあるが，損害賠
償金については規定がない。

国税庁のホームページでは，東京電力
から支払を受ける損害賠償金について，
法人税法上の取扱いは表示がないが，当
然に益金算入されるとの見解に立ってい
る。しかし，被害法人が支払を受ける損
害賠償金が，益金の額に算入されても，
被害法人の状況に鑑みれば，被害法人の
経済的再起を阻害することは明らかであ
る。

そこで，原発事故賠償金については，

益金の額に算入せず，各事業年度の所得
の金額としないことを提言するものであ
る。

3　原子力損害の賠償に関する法律の問
題点
⑴ はじめに

原子力損害の賠償については，原子力
損害の賠償に関する法律（以下「原賠
法」という。）がその総論を規定してい
る。

もっとも，福島第一原発事故による被
害は，被害者数，被害面積，被害の内容
のいずれをとっても深刻かつ重大な，類
例のない大規模被害であり，原状回復，
損害賠償のいずれの点でも徹底した回復
が必要である。

原賠法は，原子力損害が生じた場合の
被害者保護を目的とし，原子力事業者の
無過失・無限責任を規定（同法第3条第
1項本文）するなどしているが，原賠法
による賠償の仕組みには以下の問題点が
存する。

⑵ 原子力事故による被害の救済法となっ
ていないこと

原賠法は，被害救済の方法として，金
銭による損害賠償のみを想定している。

しかし，福島第一原発事故のような大
規模原子力事故の場合，金銭による損害
賠償だけでは，被害救済としては著しく
不十分である。

金銭による損害賠償と並んで，原状回
復措置が民事上もとられるべきであり，
また，行政救済としても，原状回復に向
けた対策が検討されるべきである。

それらの包括的な救済策が定められる
べきところ，原賠法は，金銭賠償のみに
限定しておりその点で著しく不十分であ
る。

⑶ 責任集中主義の問題点
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また，原賠法は，原子力損害賠償につ
いて，原子力事業者（電力会社等原子炉
を運転する事業者）が一義的な責任を負
い（原賠法第3条第1項本文），原子力
事業者の負担能力を超える場合に政府が
必要な援助を行う旨定めている（同法第
16条）。

そして，原子力事業者以外の者は，そ
の損害を賠償する責めに任じないという
規定（同法第4条第1項）を置いてい
る。

つまり，原賠法は，原子力発電に関わ
る当事者の中で原子力事業者だけに責任
を集中させ，原子炉メーカーや取締役個
人などは免責されている。現実にも，原
子力機器メーカーの不法行為責任を認め
なかった裁判例もある（水戸地判平成
20年2月27日判時2003号67頁，東京高
判平成21年5月14日判時2066号54頁）。

かかる規定は，関連事業者を免責さ
せ，原子力事業への参入を容易にするこ
とにより，原子力事業の健全な発達を図
る趣旨であること，被害者が，賠償責任
を追及する相手を容易に確定させられる
という意味において，原賠法の目的に
沿ったものであると説明されてきた。

しかし，原賠法が制定されるに至った
過程をみると，責任集中制度は，同法第
1条の「被害者救済」を目的として検討
されたわけではなく，日本が原子力推進
のために当時独占的に核燃料を供給して
いた英米からの免責要求に応じざるを得
ずに制定されたにすぎず，特段の合理性
を見出しがたい。

原子力発電が国策として推進されてき
たこと，原子力機器メーカーが原子力発
電で莫大な利潤を得ていることから，
国，原子力機器メーカーを免責するのは
問題である。

本来，損害を発生・拡大させること

に，違法に寄与した者がいる場合には，
その賠償をすべきことは，現代社会の基
本的なルールである。特に，原子力事業
者以外の関連事業者に過失責任がある場
合にまで免責を認めることは，何ら合理
的理由なく被害者の権利救済を制限し
て，関連事業者のモラルハザードをもた
らすものであって合理性はない。

付言すると，福島第一原発事故につい
て，東京電力による損害賠償は遅々とし
た歩みでしか進んでいないにもかかわら
ず，株主や取締役は十分に責任を取った
とはいえず，とりわけ東京電力に融資を
行った金融機関の責任は放置されたまま
になっている。

本来，債務超過状態にある会社は，法
的処理がなされ，この場合株主や金融機
関等の債権者も責任負担を求められる。
取締役は原則として退陣し，場合によっ
ては個人責任が問われる。現有資産は売
却され，賠償がなされるのが原則であ
る。

そもそも一民間企業の事業にすぎない
原子力発電にこのような優遇策を講じる
必要があるのか，合理的な説明は不可能
である。

⑷ 有限責任論を導入すべきではないこと
また，実際に福島第一原発事故が起き

て，市民にこれだけの損害を与える事態
が現実のものとなったにもかかわらず原
子力損害賠償支援機構法（以下「原賠支
援法」という。）には，「施行1年後を目
処に，事故原因や賠償の状況を踏まえ，
国の責任のあり方などを検討し，改正な
どの必要な措置を講じる」との付帯決議
がなされている。その意味が原子力事業
者の責任を有限責任にするような修正を
目指しているとすれば，そのような修正
は絶対に認めてはならない。

原賠法第7条第1項では，現在賠償措
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置額は1200億円と規定されているが，
責任を限定することとなれば，事業者
は，どのような重大事故が発生したとし
ても，それ以上の損害の補償を求められ
ることはない。

これは重大なモラルハザードというほ
かなく，事故の再発防止に著しく反する
ものとなる。また，原子力事業者の無限
責任を否定することは，電気事業の市場
の自由化が展望される中で、原発の事故
リスクを国が肩代わりすることになり，
再生可能エネルギーや天然ガスなどの
様々なエネルギー供給業者間の公正な競
争条件を阻害することが明らかである。

⑸ 国が賠償の主体と明記されていないこと
現在の原賠法では，前記のとおり，責

任集中原則がとられており，かつ，国
は，援助をすると定められている（同法
第16条）ことから，国に法的責任はな
いと考える有力な見解がある。

原子力損害賠償支援機構法においては
「国は，これまで原子力政策を推進して
きたことに伴う社会的な責任を負ってい
ることに鑑み，原子力損害賠償支援機構
が前条（第1条）の目的を達することが
できるよう，万全の措置を講ずるものと
する（同法第2条）」と規定し，第68条
で，「国民生活及び国民経済に重大な支
障を生ずるおそれがあると認められる場
合に限り」政府による機構に対する「資
金の交付」を規定している。つまり，建
前としては国は，原子力事業者の損害賠
償額が賠償措置額を超える場合に「必要
な援助をする」ということになるので
あって，賠償の本来的主体ではないこと
になる。

しかし，国の法的責任を免除すること
は問題である。

国が無限責任を負わないとすれば，将
来，原子力発電所事故が生じた場合にそ

の被害者が本来得られるべき損害賠償額
が，定められた賠償負担の上限額によっ
ては，失った財産価値に全く見合わない
賠償しか受けられなくなり，被害救済が
十分に図られなくなるおそれがある。

そもそも，国の責任を免除することに
よって，安全対策をするべき行政の責務
が不明確なものとなり，事故発生のリス
クが増大することとなる

国の責任は「社会的責任」ではなく，
より具体的な「法的責任」であり，国
は，被害者への適切な賠償の実現のため
に，その責務を果たすことが求められ
る。

4　東京電力の存続を前提とした賠償ス
キームの問題点
福島第一原発事故の発生を受けて，原賠法

3条の規定により原子力事業者がその責めに
任ずべき額が原賠法第7条第1項に規定する
賠償措置額（1200億円）を超える原子力損
害が生じた場合となったことから，政府によ
る資金の交付などを定めた原子力損害賠償支
援機構法が制定・施行され（2011年8月10
日），原子力損害の賠償の支払等に対応する
支援組織としての原子力損害賠償支援機構

（以下「支援機構」という。）の組織や賠償ス
キームが定められた。

本来であれば，損害賠償責任を負う東京電
力の資産を最大限に活用し「東京電力の現有
資産による賠償が大原則」及びそれでは足ら
ない場合には，東京電力という賠償主体の法
的整理という原則が貫かれるべきであった
が，政府は東京電力による損害賠償を支援す
る仕組みとして支援機構を設けた。

この手法は結局のところ，中長期的に国民
の電力料金負担によって賠償義務を負担する
スキームとなる。

すなわち電力料金は，事業コストに一定の
収益を上乗せした料金に設定することが認め
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られている（総括原価方式）ため，原賠法に
基づく負担金を含め，費用を原則全て価格に
転嫁することが認められている。この特殊な
産業構造をもつ電力会社の損害賠償「債務」
を，中長期的な事業費用で負担することにな
れば，国民が電気料金で賠償しているのと本
質的に全く変わらなくなってしまい，東京電
力の責任の所在があいまいとなる。また，資
産を売却することが早期の資金調達に資する
ものであったはずである。

東京電力に関する経営・財務調査委員会
（以下「調査委員会」という。）は，2011年
10月3日に，福島第一原発事故にかかる損
害賠償の見積として，①風評被害などの一過
性の損害が2兆6184億円，②避難や営業損
害など事故収束までかかる損害が初年度1兆
246億円，次年度以降8972億円と見積もっ
た。

他方，東京電力が実施する損害賠償の支払
に充てるための資金は，機構が東京電力に対
して資金交付により援助を行うことになる。
東京電力は，原賠法第7条第1項に規定する
賠償措置額1200億円を超える部分について，
支援機構に「資金の交付」を要請することに
なる。現に東京電力は，2013年（平成25年）
9月24日現在で，原子力損害賠償補償契約
に関する法律の規定による補償金として
1200億円を受領し，なおかつ20回合計3兆
483億円の「資金の交付」を受領しているが，
企業としては存続しているのである。

現在実施されている，支援機構による東京
電力に対する「資金の交付」は，法的返済義
務がなく，東京電力のバランスシートに負債
として計上されない「贈与」である。国は，
資金交付の法的意味，すなわち「贈与による
東京電力支援」であることについて，国民へ
の説明義務を果たすべきであり，この点につ
いての十分な国民的議論のないままに資金交
付という支援方法を選択するべきではない。

国は，このような「資金交付」という極め

て異常な救済方法を選択し，国民に対して，
電力料金の値上げ（場合によっては増税）と
いう形で，長期的に莫大な負担を転嫁するこ
とになることが確実に予想される救済案を選
択したにもかかわらず，その実態を全く説明
せず，あたかも支援機構が東京電力に資金を
貸与したかのごとく説明をして，資金交付を
開始したのである。

本来，国はまず，支援機構による資金交付
の法的位置づけ，同資金の法的返済義務の有
無，東京電力による特別負担金の負担計画等
を明確に国民に示す必要がある。その上で，
債務超過の会社の原則的処理である，会社更
生手続等の法的処理を選択すべきか，その他
の方法を選択すべきかについて，いずれの方
法が最も原発事故被害者の利益を損なわず，
また社会的公正に資するのかという視点か
ら，国民的な議論を尽くすことが必要であ
る。そうした議論のなされないままに資金交
付という支援方法を選択し続けることは決し
て許されない。

債務超過にある会社については会社更生等
の法的整理を実施することが原則であり，①
上記損害の見積と，交付された資金（東京電
力の資産によっては支払えない金額）との関
係等をみれば，東京電力が債務超過状態にあ
ることは明らかであり，②債務超過状態にあ
る会社は，法的処理がなされ，この場合株主
や金融機関等の債権者も責任負担を求められ
る。取締役は原則として退陣し，場合によっ
ては個人責任が問われる。現有資産は売却さ
れ，賠償がなされる。国が，被害者救済ほか
の目的のために公的資金を投入するとして
も，これは上記の責任が果たされた後でなさ
れるべきであるのが大原則である。

また，会社更生法の不適用は，資産賠償原
則をねじ曲げ，モラルハザードを引き起こす
こと，資金交付による救済は大規模な電気料
金値上げに直結すること，東京電力による自
助努力が期待できないこと，などからも，東
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京電力の法的な整理が検討されるべきであ
る。

上記のとおりの問題点を受け，日弁連は
2011年6月17日付けで「福島第一原子力発
電所事故による損害賠償の枠組みについての
意見書」を発表し，

①　東京電力の現有資産による賠償がまず
なされること

②　その不足する部分については国が上限
を定めず援助する法律上の義務があるこ
とを原則とすること

③　東京電力による損害賠償に対する援助
としては「資本注入・資金援助」ではな
く，国が東京電力の発送電事業（関連知
的財産権を含む。）の譲渡を受け，その
対価として被災者への損害賠償債務を引
き受けることによって行なうこと

④　プルサーマル計画を中止し，再処理等
積立金を損害賠償原資として活用するこ
と

⑤　損害賠償額が③及び④を超えるとき
は，東京電力が継続して営む原子力発電
以外のその他発電事業の収益及び国が買
い取った「送配電事業」の収益をもって
損害賠償の原資とすること

⑥　資産の散逸を防止し，資産譲渡によっ
て得られた原資を確実に損害賠償債務の
弁済に充てることを確保するため，東京
電力の法的整理を検討すべきこと

などの諸点の実現を求めてきた。

第4　行政施策による被害救済
1　行政施策の必要性

福島第一原発事故によって人々が失ったも
のはあまりにも大きい。幸福追求権，法の下
の平等，営業の自由，健康で文化的な生活を
営む権利，教育を受ける権利，勤労の権利と
いった，日常生活を営むために不可欠な基本
的人権が，福島第一原発事故によって侵害さ
れてしまった。金銭的な損害賠償は，もちろ

ん被害回復にとって必須であるが，それだけ
では十分ではない。可能な限り従前に近い生
活を回復するためには，行政施策による被害
救済が重要である。

特に，住み慣れたコミュニティを少しでも
回復し，そこで生活する権利は，憲法第22
条第1項の居住の権利という観点からも重要
であるが，コミュニティの回復を一個人の努
力だけで成し遂げるのは極めて困難である。
また，被ばくから逃れて生活する権利も，憲
法第13条の幸福追求権，憲法第25条の生存
権によって保障されるものであるが，とりわ
け移住する場合，移住先において生活するに
は住居と雇用などの生活基盤が必要である。

また，民事上の損害賠償は，どうしても時
間を経てから支払われるということになり，
それでは，生存すらもおぼつかない状態とな
りかねない。

行政措置は，第1に，本件原発事故発生直
後からの緊急な生存を確保するために，第2
に，その後も民事上の損害賠償の支払では補
い切れない，住居・生活物資の提供・医療な
どの生活の基盤部分を確保するものとして，
第3に，極めて長期にわたる被害という特
質・長期の健康管理や医療支援等の必要性か
ら，第4に，コミュニティの復興のために，
極めて重要な意味をもっている。

こうした行政施策は，憲法第13条，憲法
第25条により保障されるものとして救済の
ために必要不可欠なものである。

2　コミュニティの復興に向けて
⑴ コミュニティの崩壊

福島第一原発事故による避難に伴っ
て，家族の離散や親類・近隣住民等との
離別という人間を取り巻く最小単位のコ
ミュニティが崩壊した。

しかし，福島原発事故によるコミュニ
ティの崩壊は，それだけにとどまらず，
交通網や自治体の機能を破壊し，更に
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は，経済，文化，教育，医療などの生活
のあらゆる場面において，各自治体間や
自治体住民間にて構築してきたコミュニ
ティとそのネットワークをも分断した。

さらに，各地域が先祖代々暮らしてく
る中で培ってきた歴史と文化と，それを
背景とする地域住民の密接なつながりが
根こそぎ覆されたのである。

⑵ コミュニティの回復・復興に向けた課題
①　川内村の取組

福島県内において，とりわけ相双地
区における原発事故以前の地域コミュ
ニティが崩壊している状況の中で，川
内村は2012年1月31日に帰村宣言を
発し，除染や生活インフラの整備を進
め，企業誘致による雇用の場を一定程
度確保するなど，いち早く村民の帰村
を前提とするタイプのコミュニティの
回復に向けて種々の取組を行ってい
る。

しかし，村民の帰村は思うようには
進まず，特に若年層の帰村へのためら
いは大きい。10歳未満の帰村者は
10％程度にすぎず，高齢化率は原発事
故前の約34％から実に65％に跳ね上
がっている。

川内村は生活環境の除染をほぼ完了
し，空間放射線量も年間1mSv未満
と見込まれる地区が多くを占める。

それにもかかわらず，村民，特に若
年層が帰村にためらいを感じているの
は，放射線被ばくに対する不安だけで
は説明できず，医療や教育，雇用，買
物など日常の生活に対する不自由さが
あるからに他ならない。これでは川内
村の村民は，失った自己のコミュニ
ティを回復し得ないのである。

この状況は，本件原発事故により甚
大な被害を受けた福島県内の相双地区
9市町村についても共通する課題であ

る。
②　いわき市の課題

福島県いわき市は，他県との比較で
はともかく，相双地区と比較すればあ
る程度空間放射線量が少ないことか
ら，同地区からいわき市に避難してき
た住民も多い。ところが，いわき市に
おいては，市役所玄関に『被災者，帰
れ』という落書きがされるなど，住民
間の深刻な緊張関係がみられるように
なった（2013年4月26日NHK報道よ
り）。もとより，こうした心ない落書
きは，決していわき市の住民を代表す
るものではない。また，このような事
態に至った背景には，様々な要因が考
えられ，簡単に原因を抽出できるもの
ではない。しかしながら，いわき市に
よる避難者への援助が，同市の財政に
一定の負担をかけていることは事実で
あり，現在いわき市など，避難者を抱
える自治体が行っている避難者への支
援は，自治体よりは，むしろ国や東京
電力がなすべき事業と考えられる。

⑶ 避難地域解除をめぐる多様な意見
一部の被災地域では，既に避難地域の

解除がなされている。これに対しては，
復興につながるという意見もある一方，
有形無形の圧力により，被ばくのおそれ
のある地域への帰還を余儀なくされると
いう批判的な意見も多い。そして，一方
の意見のみが正しく他は間違っていると
はいえず，被ばくや健康被害の防止を前
提とした上で，それぞれの判断が尊重さ
れる必要がある。

したがって，避難地域の解除について
は，原則として，1mSvまで空間放射
線量が低下した地域を対象とすべきであ
るが，仮に帰還を望む人々の要望により
5mSv以下の地域について解除する場
合にも，1mSvを超える地域について
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は，子ども・被災者支援法第8条におけ
る「支援対象地域」とし，避難の権利を
認め，避難（転地による保養などを含
む。）を希望する住民に対して，必要な
支 援 を 行 う 必 要 が あ る。 さ ら に，
5mSvを超える地域については，その
危険性から，解除の対象とすべきではな
いが，その場合も，居住を続ける意志を
表明している住民の意見は十分尊重され
るべきであり，生活上の配慮は欠かせな
い。

⑷ コミュニティ回復から復興へ
①　帰還型コミュニティ回復・復興

相双地区9市町村について住民帰還タ
イプのコミュニティ回復を真に目指す場
合には，放射性物質の除染やインフラの
復旧などにより，福島第一原発事故前の
環境にできるだけ近づけるだけでは不十
分であるといえよう。

放射性物質による汚染という負債を背
負った地域について，原発事故によって
一気に進んでしまったコミュニティの崩
壊を回復させるためには，①原発事故に
よって破壊された経済，文化，教育，医
療といった生活環境のあらゆる場面にお
けるコミュニティやネットワークを再生
するとともに，②原発事故前よりもより
魅力的な地域に生まれ変われるだけの直
接的な支援策が国により講じられること
が必要であるといえる。

原発被害市町村コミュニティを，従前
どおりに復旧・回復させるだけではな
く，より復興させなければならないので
ある。

また当然ながら，帰還によって住民に
健康被害のリスクを負わせるべきではな
く，帰還型コミュニティ復興において
は，⑶で述べたことが留意されるべきで
ある。
②　連携型コミュニティ回復・復興

コミュニティの回復・復興への取組に
おいては，帰還するか否かを含めた，住
民の自己決定権を十二分に尊重しなけれ
ばならないことは明らかである。なぜな
ら，コミュニティの回復・復興はそれ自
体，自治体組織の存続のために行うので
はなく，住民1人1人の幸福追求権をは
じめとする人権を保障するために行われ
るものだからである。

したがって，コミュニティ回復・復興
へのメニューにおいても，従前の被ばく
地域への帰還を前提としない他地域分散
型のつながりである連携型コミュニティ
回復・復興をも目指さなければならな
い。例えば，県外の耕作放棄地などを活
用した，ニュータウン構想などが考えら
れる。
③　コミュニティとは何か

既に述べたように，被害に対する完全
賠償が必要なことはいうまでもない。し
かし，完全賠償がされたとしても，失わ
れたものが全て回復するわけではない。

コミュニティ（ふるさと）は，その中
でも最たるものである。

コミュニティの本質とは何か。人に
よって様々な見解があろうが，大別する
と，①土地・地域への愛着と，②地域の
人間関係への愛着が考えられる。福島第
一原発事故を経た今日，①を満足させる
ことが不可能ないし困難になってもせめ
て②を，という意見を持つ人々は少なく
ない。一方，①への願望を今なお抱き続
ける人々も相当数いる。こうした人々の
意見にも，相当の配慮がなされる必要が
ある。さらに，①はもとより②について
も，別れを告げようとする人がいるかも
しれない。しかしながら，こうした人々
の「選択」が，福島第一原発事故によっ
てもたらされたことは忘れてはならない。
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3　原発事故子ども・被災者支援法
⑴ 区域外居住者・避難者支援の必要性

第1章第2節で指摘したとおり，福島
第一原発事故後，政府が設定した避難区
域の外からも，政府の推計でも5万人を
越える人々が，放射線被ばくによる被害
から逃れるために避難した（区域外避
難）。また，避難区域内に居住しながら
も，放射線による特に子どもの健康への
影響を懸念し，被ばく線量を下げるため
の努力をしながら，将来への不安を抱え
て生活している世帯も多い。

本節第2・2で見たとおり，区域外避
難者を中心とする働きかけの結果，避難
区域外の居住者や区域外避難者に対して
は，一定の定額賠償が実現した。しか
し，賠償額は少額にとどまっており，
2012年8月末で打ち切りとなり，また
東京電力はいまだに実費賠償に応じてい
ないなど，賠償の課題は山積している。
住居，就労支援，食の安全確保，健康診
断・医療などの課題は，東京電力による
事後的賠償だけで解決することは困難で
あり，原発事故に対して責任を有する国
による支援施策が必要とされていた。

2で述べたとおり，コミュニティの回
復を希望する人は多く，その想いは尊重
されなければならない。コミュニティ回
復に向けた施策は極めて重要である。一
方で，避難という選択をした人に対して
も，その権利は保障されなければなら
ず，かつ，避難の権利を実質的に保障す
るためには生活再建に向けた諸施策が不
可欠である。

日弁連も，2012年2月，「福島の復興
再生と福島原発事故被害者の援護のため
の特別立法制定に関する意見書」を発表
し，被災者の生活再建支援，健康確保及
び人権擁護のための特別立法を求めた。
意見書の内容は第2節第1で後述する。

⑵ 原発事故子ども・被災者支援法の成立
こうした中，2012年6月21日に成立

したのが，「原発事故子ども・被災者支
援法」（正式名称：東京電力原子力事故
により被災した子どもをはじめとする住
民等の生活を守り支えるための被災者の
生活支援等に関する施策の推進に関する
法律，以下「支援法」という。）」であ
る。

支援法は，以下の3点で，大きな特徴
を有していた。第一に，既に閣法として
成立していた福島復興再生特別措置法と
は異なり，「福島」という地域ではなく，
原発事故の「被災者」を支援するための
立法であった。第二に，同法は，基本理
念として，居住の継続，避難，避難先か
らの帰還のいずれについても，その選択
を「自らの意思によって行うことができ
るよう，被災者がそのいずれを選択した
場合であっても適切に支援する」ことを
定め（第2条第2項），避難指示区域外
においても，被ばくを避け，防護措置を
採り，あるいは避難を実施することを権
利としてとらえ，その実現を支援するこ
とを定めている。いわば，被ばくを避け
る権利を実定法化したものといえる。第
三に，同法は超党派の国会議員による議
員立法として提案され，異例のスピード
で全会一致で成立した。

支援法の詳細な内容は第2節第1で述
べるが，同法は，「放射線が人の健康に
及ぼす危険について科学的に十分に解明
されていない」という現状認識の下，

「被災者の生活を守り支えるための被災
者生活支援等施策を推進」することを定
めている（第1条）。そして，基本理念
として，上記のとおり，居住を継続する
こと，避難することのいずれをも肯定
し，適切な支援を行うことを定め（第2
条第2項），原子力政策を推進してきた
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社会的責任を有する国に対し，被災者生
活支援等施策を策定・実施する責務を負
わせている（第3条）。

しかし，支援法が定める各種施策は，
いずれも「講ずるものとする」としか規
定されておらず，全体として国が行うべ
き措置の内容はあいまいなままにとど
まっている。政府は，「被災者生活支援
等施策の推進に関する基本的な方針」を
定め，この中に支援対象地域及び支援施
策の基本的事項を盛り込むこととされた

（第5条第1項，第2項）。
また，基本方針の策定・変更や施策の

具体化に当たっては，福島第一原発事故
の影響を受けた住民や避難者の意見を反
映させるための措置を義務付けているこ
とは特筆に値する（第5条第3項，第5
項，第14条）。

⑶ 政府による基本方針策定の遅れ
支援法に基づく施策の具体化は，支援

対象地域及び支援施策を定める基本方針
策定の責任を有する政府に委ねられた。

支援法の成立後，制定に関与してきた
被災者団体・支援団体を中心に，「原発
事故子ども・被災者支援法市民会議」が
結成され，基本方針のあり方について積
極的な提言活動が行われている。また，
日弁連も，2012年12月に基本方針に対
する意見を公表したほか，上記市民会議
及び東日本大震災支援全国ネットワーク

（JCN）とともに「原発事故子ども・被
災者支援法ネットワーク」を形成し，福
島や東京でフォーラムを開催し，当事
者・支援団体などの声を政府に届けるた
めの活動を行っている。

また，2013年1月には超党派の国会
議員からなる「子ども・被災者支援議員
連盟」が設立されたほか，被災自治体や
避難者の受入れ先自治体からも，基本方
針の速やかな策定を求める意見書が多数

提出されている。
復興庁は，2013年3月，「原子力災害

による被災者支援施策パッケージ」を発
表したが，その内容は，区域外避難者向
けの高速道路無料化措置の一部復活を除
けば，既存施策の寄せ集めであり，また
帰還者向けの施策に偏っているなど，支
援法の理念を実現するものとはいえない
ものであった。

また復興庁は，支援対象地域の基準と
なる線量について，「専門的・科学的知
見」が必要であるとして，2013年3月
の政府・原子力災害対策本部会議におい
て，原子力規制委員会の見解を求めてい
るが，放射線の影響は科学的に十分に解
明されていないとの支援法の認識を十分
に踏まえない対応といわざるを得ない。

支援法制定から1年2か月が経過した
本年8月30日になって，ようやく，復
興庁は，「被災者生活支援等施策の推進
に関する基本的な方針（案）」（「基本方
針案」）を公表したが，基本方針の策定
を待ち続けてきた被災者にとって，あま
りに時間を要しすぎたといわざるを得な
い。さらに，わずか2週間という極めて
短期間の意見募集（パブリックコメン
ト）を実施したが，支援法は，基本方針
の策定に当たって住民・避難者からの意
見反映のための措置をとることを求めて
いるにもかかわらず，事前に公聴会の開
催等の措置を講ずることなく「基本方針
案」を公表し，説明会を9月11日に福
島市で，9月13日に東京都江東区で開
催することを，それぞれの開催日のわず
か1週間前に告知し，そこで参加者から
の意見を聞くとしただけであった。その
後，市民団体，議員等の批判を受け，復
興庁は，意見募集期間を10日間延長し
たものの，支援法が求める意思決定プロ
セスは完全に軽視されている。
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⑷ 結論
支援法は支援対象地域を「毎年」見直

すものと定めており（附則第2項），1
年以上にわたって基本方針が定められな
い事態は同法の想定しないところといわ
ざるを得ない。政府は，支援法の規定に
従い，速やかに被災当事者の意見を反映
させるための枠組みを定め，基本方針を
策定すべきである。

そして，日弁連を含む多くの意見が指
摘するとおり，福島県の全域及び福島県
外の年間1mSvを超える地域を支援対
象地域と定め，①被害者に対する生活再
建支援制度や損失補償制度の創設，②健
康管理調査と無償医療，③被害者の希望
に応じた内部被ばくの測定とデータ開
示，④中長期的な汚染状況の予測及び情

報提供，⑤差別防止や災害時要援護者へ
の特別な保護，⑥各施策に伴って支出さ
れた国費について，国から東京電力株式
会社に対する求償等の検討，⑦自治体に
おける遠隔地避難者のための被災者台帳
整備，⑧避難によって別々に生活せざる
を得ない家族に対する，家庭の維持のた
めの支援や避難者の受入れ自治体におけ
る住居の提供や雇用の創出・斡旋など，
必要かつ十分な施策を実施すべきであ
る。

とりわけ，第1章第2節第4でも述べ
たとおり，未来を担う子どもたちが被ば
くのない環境下で学び，遊び，育つこと
ができるよう，政府は速やかに必要な予
算措置を取るべきである。
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第1　原発事故子ども・被災者支
援法制定の意義と今後の課題

1　国の責任で原発事故被害者を援護す
るための法制度を提言する
⑴ 低線量被ばくへの危惧

事故直後から，放射線によって健康被
害が生じうるのではないかが危惧され，
対策を求める声があった。

前記したように，チェルノブイリ原発
事故の被害状況からも，放射能による深
刻な健康被害が，長期に生じ続ける可能
性が報告されていた。

低線量被ばくの危険性については，専
門家の間で意見が分かれる部分も多い
が，放射線の影響は長期間の疫学調査に
よって初めて明らかになるものであり，
現時点で専門家が合意している確立した
科学的知見のみを基礎とすれば，被害を
切り捨てる結果となりかねない。とりわ
け，成長過程にある子どもについては，
放射線感受性の高いことが指摘されてお
り，安全の確保に特別の注意が必要であ
る。

⑵ 損害賠償の進展とその限界
日弁連は，福島第一原発事故被害者に

対する完全な損害賠償の実現を災害対策
の上で最も重要な課題として位置づけて
取り組んできた。

しかし，事故被害者に対する法的支援
を進める中で，事件を担当する弁護士た
ちの間で明らかになっていったことは，
避難生活の中で，損害賠償請求に立ち上
がることすら困難な多くの被害者が存在
し，賠償だけでは問題の一部しか解決で
きないということであった。

⑶ 福島事故の被害者を支えることは国の
責任

事故当初，福島原発事故被害者につい
ては，その被害を賠償する第一次的責任
は加害者である東京電力にあるとされ，
ともすれば損害賠償問題としてのみ捉え
られてきた。

我が国の憲法は，個人の尊厳を基本理
念とし，幸福追求権や生存権，財産権を
始めとする人権を保障し，国は，これを
実現する責務を負っているのであるか
ら，被害者の尊厳を回復し，その生活再
建を図るために，最大限の努力を尽くさ
なければならない。

国が原子力政策を推進し，原発の安全
性を安全審査によって確認してきたこと
からすれば，国には国家賠償法にもとづ
く損害賠償責任を認めるべきであること
については，第3章第1節第3でも指摘
したとおりである。

仮に，国の法的責任を肯定する立場に
立たないとしても，国に人道上の支援責
任があることは，以下の考察から明らか
である。

この点について重要な示唆を与えてく
れる国際人権原則が「国内強制移動に関
する指導原則」及び「自然災害時におけ
る人々の保護に関するIASC活動ガイド
ライン」である1。

この原則は，1998年に作成され，国
連人権委員会に提出された専門家文書で

1　原文・日本語訳は次の冊子で参照できる。
　GPID日本語版作成委員会『国内強制移動に関す
る指導原則日本語版』，2010年），発行元・日本語
版著作権：ブルッキングス・LSE国内強制移動プ
ロジェクト『自然災害時における人々の保護に関
するIASC活動ガイドライン（日本語版）』（2011年
11月）
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あり，国連総会でも採択された2005年
の世界サミットの成果文書において国家
元首と政府首脳によって「国内避難民の
保護のための重要な国際的枠組み」とし
て認識されている2。本原則は，国内避難
民（IDPs；internally displaced persons）
に対する国際人権保障規範の基準として
加盟国に対して本原則に即した法令や政
策を整備するよう促していることもあっ
て，世界中で少なからぬ権威を獲得し，
国内の法令や政策に反映した国の数は着
実に増え続けている3。

原則は序文第2項において国内避難民
の定義を，「これらの原則の適用上，国
内避難民とは，特に武力紛争，一般化し
た暴力の状況，人権侵害もしくは自然も
しくは人為的災害の影響の結果として，
またはこれらの影響を避けるため，自ら
の住居もしくは常居所地から逃れもしく
は離れることを強いられまたは余儀なく
された者またはこれらの者の集団であっ
て，国際的に承認された国境を越えてい
ないものをいう。」と定めている。

東日本大震災の被災者で避難を余儀な
くされている者，とりわけ自然災害と人
為災害の複合した原発事故による広範な
放射性物質による環境汚染から逃れるた
めに，自らの住居，常居所地から離れる
ことを強いられている福島原発事故の被
害者は正に「国内避難民」にほかならな
い。

また，原則25は「国内避難民に対し

て人道的援助を与える第一義的な義務お
よび責任は，国家当局に帰属する。」と
定めている。

損害賠償責任を負う事業者が存在して
も，国による人道的な援助の責務が否定
されるわけではない。むしろ，国際人権
原則の下では，国は，東京電力の行う損
害賠償の支援という枠を超えて，福島原
発事故被害者の生活再建支援の責務を果
たす責務があるのであり，政府は，ま
ず，福島原発事故被害者に対する人道的
援助の第一次的な責任が国にあることを
確認するべきであるとの観点に立って，
支援法の提案を行った。

⑷ 被害者の自己決定に基礎を置く日弁連
意見書と定期総会宣言の内容

このような問題意識は被害者の中から
も提起された。「福島原発被曝者援護法」
の提案は2011年の8月にいわき市の市
議である佐藤和良氏らによってなされ
た。

また，「福島の子どもたちを守る法律
家ネットワーク」（SAFLAN）は，政府
指示による避難と比較して，区域外避難
への支援が遅れていることを懸念した東
京や福島の子育て世代の弁護士を中心
に，原発事故後の2011年7月に結成さ
れ，このような法制度の創設を提案し活
動を始めた。

日弁連は2011年の末頃からこのよう
な問題意識に基づいて検討を始め，2012
年2月に理事会で「福島の復興再生と福
島原発事故被害者の援護のための特別立
法制定に関する意見書」を採択するに
至った。意見の趣旨は次のとおりであ
る。

「⑴ 被害者に対する生活給付金又は一時
金等の生活再建支援制度を創設する
こと。

⑵ 警戒区域設定された地域に住居を有

2　2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24 
October 2005, para. 132.

3　本原則が他の国際機関や世界各国の国内法に対し
てどのような影響を及ぼしているかは，ジョージタウ
ン大 学が 作成した“The Global Database on the 
Guiding Principles”にまとめられている。例えば，ア
フリカにおいては，本原則は拘束力のある地域的な文
書の中に組み込まれている。
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する被害者に対する損失補償制度を
創設すること。

⑶ 国による被害者の健康管理調査と無
償医療を実施すること。また，これ
らの施策の目的は「健康上の不安の
解消」ではなく，「健康被害の未然防
止，早期発見，治療」にあることを
明記すること。

⑷ 国は，被害者自らがどの程度被ばく
しているかを知る権利があることを
認め，被害者が希望する場合は，
ホールボディカウンター等により内
部被ばくの有無を測定し，そのデー
タから現在までの被ばく量を推計の
上，当該被害者に開示することとし，
また，その費用は国が負担すること。

⑸ 居住地から避難するか，残留するか
などの意思決定に当たっては，被害
者に対し，放射性物質による現在の
汚染状況と今後の除染計画や風雨な
どに伴う放射性物質の移動などを予
測した上で，中長期的な汚染状況の
変化を適切に予測し，その正確な情
報の提供をするとともに，被害者の
自己決定権を尊重し，どのような決
定を下した者に対しても，その状況
に応じて十分な支援を行うこと。

⑹ 福島県民に対するいわれなき差別を
防止するとともに，とりわけ，子ど
も，妊婦，乳幼児を持つ母親，障が
い者及び高齢者等の災害時要援護者
に対して特別な保護を与えることを
内容とする施策を行うこと。

⑺ 警戒区域設定解除に当たっては，公
正な判断がなされるよう専門家と市
民の代表から構成される第三者機関
を設置すること。一方で，警戒区域
設定解除を機械的に適用して援助を
打ち切るような扱いはしないこと。

⑻ 上記の各施策に伴って支出された国

費について，国から東京電力に対す
る求償等の措置を検討すること。

⑼ 遠隔地避難者に対する支援に万全を
期するため，被災者台帳を全国の自
治体で整備し，正確な所在を把握す
るため積極的に情報共有すること。
また，避難場所について公益活動を
行う団体に開示すること。

⑽ 国は避難によって別々に生活せざる
を得ない家族に対し，家庭の維持の
ための支援を行い，避難者の受入れ
自治体は住居の提供や雇用の創出・
斡旋に努めること。」

この法制度の提案に当たり，まず検討すべ
きことは，福島原発事故被害者の定義であっ
た。福島原発事故に国内避難民の定義を当て
はめると，「原発事故災害の影響の結果とし
て，またはこれらの影響を避けるため，自ら
の住居もしくは常居所地から逃れもしくは離
れることを強いられまたは余儀なくされた
者」を意味することとなるだろう。

また，今回の事故の結果，一定の被ばくを
受けた住民と受ける可能性のある程度に環境
汚染された地域に居住を続けている住民は，
原発事故災害によって重大な影響を受けた者
であり，被害者として等しく支援の対象とす
るべきである。

対象者の範囲を確定するに当たっては，政
府が原子力発電を進めるに当たり，国際放射
線防護委員会（ICRP）勧告に従って，一般
人の被ばく限度を年間1mSvと定めていた
事実は，重要な意義がある。どの程度の被ば
くをしたときに健康被害が発生するかという
科学的論争には容易に決着が付かないであろ
う。しかし，行政があらかじめ定めていた基
準は，政府の人道的な援助の対象とするかど
うかを判定するに当たって，尊重するべきで
あると考えたのである。

また，甲状腺がんや白血病，骨髄腫などの
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特定疾患について疫学的な因果関係を明確化
するには，疾病の種類にもよるが数十年の歳
月を要する。それでは被害住民の救済にはつ
ながらない。特定疾患だけでなく，鼻血が出
やすい，風邪を引きやすい，体がだるいと
いった放射線被ばく特有の疾病前駆症状や血
液検査でのデータ異常まで細かく考慮に入れ
て，健康被害の兆候をつかみ，これに対する
十分な健康診断と早期治療を無償で継続する
ことが重要である。そして，事故との因果関
係が明確に裏付けられなくとも，被災地付近
に居住し，一般人の許容被ばく限度である
1mSv以上の被ばくをした可能性のある市
民に事故，事故による避難生活，被ばくと関
連性が疑われる何らかの健康異常が生じた場
合には，無料で十分な医療措置を受けられる
ことを法的に保障する必要があると考えたの
である。

日弁連は，この意見書の重要性を自覚し，
2012年5月25日の定期総会宣言において，

「福島第一原子力発電所事故は，国の原子力
政策の下で発生したことから，被害者に対す
る人道的援助の第一次的な責任は国にある。
当連合会は，被害者の居住地選択等に関する
自己決定権を尊重し，被害者への生活給付金
の支給等の生活再建支援制度や福島県外在住
の避難者等を含む被害者に対する健康診断の
実施と医療の保障など，より実情に即した被
害者援護立法の制定に全力で取り組む。」こ
とを提言した。

2　子ども・被災者支援法の制定に至る
経緯
⑴ 福島復興再生特別措置法の成立

2012年3月30日，参議院本会議にお
いて福島復興再生特別措置法案が可決さ
れ，特別措置法が成立した。法案は2月
10日に政府から提案されたが，3党に
よる協議によって，下記の点が修正され
た。

①　原子力政策を推進してきた国の社会
的責任を明記した。

②　福島の復興及び再生に関する施策に
ついて，住民一人一人が豊かな人生を
送ることができるようにすることを旨
とし，福島の地方公共団体の自主性及
び自立性を尊重しつつ，さらに福島の
地域コミュニティの維持に配慮して行
うことを明記した。

③　放射性物質による汚染の状況及び人
の健康への影響等に関する正確な情報
の提供を明記した。

④　放射線による被ばくに起因する健康
被害が発生した場合に，保健，医療及
び福祉にわたる措置を総合的に講じる
ことを明記した。

⑤　国が健康管理調査のために福島県が
設置する基金に，予算の範囲内におい
て必要な財政上の措置を講じるものと
した。
この特別措置法には，被害者に対する

生活給付金等の支給などの生活再建支援
制度が具体的に盛り込まれておらず，

「予算の範囲内」という限定がなされ，
本法は，福島県の住民だけを対象として
いるが，県外に避難した者又は一定の放
射線量が検出された福島県外の地域の住
民に対する施策については触れられてい
ないなどの問題点が残されており，その
克服は次の立法課題となった。

⑵ 2012年通常国会における与野党案の提
案と審議状況

2012年通常国会においては，当時の
与党の提出した「東京電力原子力事故の
被災者の生活支援等に関する施策の推進
に関する法律（以下「与党案」という。）」
と野党の提出した「平成23年東京電力
原子力事故による被害からの子どもの保
護の推進に関する法律案（以下「野党
案」という。）」の間で，案の一本化を図
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るための与野党協議が重ねられ，与党案
に野党案のエッセンスを盛り込む形で一
本化がなされ，政府側とも協議の結果，
6月に成立するに至った。

当連合会は3月26日，5月29日の2
回にわたって，院内集会を開催し，地元
自治体や自主避難者を支援している
NGOにも声をかけ，与野党の協議を促
進した。

⑶ 制定された法律の概要
2012年6月21日，衆議院で子ども・

被災者支援法が全会一致で成立した。合
意された法案の概要は，次のとおりであ
る。

法の目的は，「この法律は，（東京電力
原子力事故）により放出された放射性物
質が広く拡散していること，当該放射性
物質による放射線が人の健康に及ぼす危
険について科学的に十分に解明されてい
ないこと等のため，一定の基準以上の放
射線量が計測される地域に居住し，又は
居住していた者及び政府による避難に係
る指示により避難を余儀なくされている
者並びにこれらの者に準ずる者（以下

「被災者」という。）が，健康上の不安を
抱え，生活上の負担を強いられており，
その支援の必要性が生じていることおよ
び当該支援に関し特に子ども等へ配慮が
求められていることに鑑み，特に子ども
等に配慮して行う被災者の生活支援等に
関する施策（以下「被災者生活支援等施
策」という。）の基本となる事項を定め
ることにより，被災者生活支援等施策を
推進し，もって被災者の不安の解消及び
安定した生活の実現に寄与することを目
的とする。」とされている（第1条）。

第2条は基本理念を定め，法案の対象
は国が国民を保護する責任を負っている
ことを認め，原発被災者全般を対象とし
ている。

被害者が被災地に居住するか，避難す
るか，又は避難した後帰還するかについ
て，被害者自身の自己決定権を認め，そ
のいずれを選択した場合であっても適切
な支援を受けられること（第2条第2
項）

支援が長期にわたる確実なものが要請
されることも規定されている。第3条で
は国の責務として，「国は，原子力災害
から国民の生命，身体及び財産を保護す
べき責任並びにこれまで原子力政策を推
進してきたことにともなう社会的責任を
負っていることに鑑み，前条の基本理念
にのっとり，被災者生活支援等施策を総
合的に策定し，及び実施する責務を有す
る。」ことを確認している。

第4条は，「政府は，被災者生活支援
等施策を実施するため必要な法制上又は
財政上の措置その他の措置を講じなけれ
ばならない。」として，財政的な裏付け
を約束している。

第6条は除染の確実な実施を定める。
「支援対象地域」の内外で生活する者に，
その区域からの，またはその区域への移
動を自らの意思で行うことができるよ
う，それぞれ支援することを定めてお
り，被害者の自己決定を尊重するものと
評価できる（第7条，第8条）。

最後までもめた医療費の減免について
定める第13条は，支援対象が子どもと
妊婦に限定され，「原発事故に係る放射
線被ばくに起因しない負傷又は疾病に係
る医療を除く」ものとされた。支援が限
定されており，今後の改正も必要であ
る。政府との交渉に当たった与党担当者
である谷岡郁子議員の説明によれば，原
発事故に関連した避難生活，ストレス，
PTSDなども救済の対象とするものとさ
れているが，法文上は明確でない。

― 176 ―

第3章　福島第一原発事故の被害救済・健康被害防止



3　基本方針策定の遅れと法制定後の活動
⑴ 基本方針に委ねられた法の実効的な施行

本法の成立は全会一致であった。与野
党の国会議員の被災者生活支援に対する
熱意が実った結果である。しかし，この
法案には，支援の施策の具体的な内容は
明記されず，どのような支援策が講じら
れるかは，法に定められた「基本方針」
と政省令，他の立法などの動向にかかる
こととなった。この点が今日に続くこの
法律の最大の弱点となっている。

⑵ 求められていた被災者の意見の反映
同法第14条は，「当該施策の具体的な

内容に被災者の意見を反映し，当該内容
を定める過程を被災者にとって透明性の
高いものとするために必要な措置を講ず
るものとする」とされた。法制定を受け
て，政府は政府の施策に反映させていく
ためには，公聴会など幅広く市民が意見
を述べられるプロセスを保障しなければ
ならなかったはずである。

⑶ 原発事故子ども・被災者支援法ネット
ワークの結成

この法律の制定を提言してきた日弁連
は，このようなプロセスを保障していく
責任があると考え，福島県弁護士会とも
協力し，「原発事故子ども・被災者支援
法ネットワーク」の設立を呼びかけた。
この法案の制定に尽力したNGOである

「原発事故子ども・被災者支援法市民会
議」，「JCN4」と連携し，政府への働き
かけを強めていくこととした。

⑷ 被災者の声を政府に届けるための活動
原発事故子ども・被災者支援法ネット

ワークは，被災者等の声を聞くための
フォーラムや院内集会として，2012年
9月5日東京フォーラム，10月13日福
島フォーラム，2013年1月22日院内集
会，3月14日院内公聴会などの会合を
開催し，福島に住み続けている方々や避
難されている方々，支援に当たっている
自治体関係者やNGOの声を政府に届け
るための諸活動に取り組んだ。しかし，
政府自らが意見を聞く機会は設けられな
かった。

⑸ 基本方針に関する意見
日 弁 連 は，2012年12月20日 付 け で

「原発事故子ども・被災者支援法に基づ
く基本方針に関する意見」を取りまと
め，復興大臣に提出した。この意見書は
詳細なものであるが，概要は次のとおり
である。

「1 　被災者生活支援等施策の推進に関
する基本的方向について
⑴ 憲法，国際人権法，法第2条で規

定する基本理念に忠実な施策の実施
⑵ 被災者の範囲を，本件事故当時，

支援対象地域に居住していた者に
限らず，今後，新たに支援対象地
域に居住する者や，これから生ま
れてくる被災者の子どもについて
も広く含むこと。

⑶ 居住，移動及び帰還に関する自己
決定権の保障と効果的な施策の実施

⑷ 被ばくを回避する市民の権利の保
障

⑸ 被災者に対するいわれなき差別を
防止するためのあらゆる施策の実施

⑹ 予防原則に基づく健康被害の未然
防止

⑺ 支援対象地域の環境又は被災者の
生活の完全な回復を目指した長期
的・継続的支援の実施

2　支援対象地域に関する事項について

4　東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）は，
東日本大震災における被災者・避難者への支援活動
に携わるNPO，NGO，企業，財団，社団，協議会，
機構，プロジェクト，ボランティアグループなどが
参加する，セクターを越えた民間団体による災害支
援のための全国規模のネットワーク組織である。
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法第8条第1項で定める支援対象
は以下のとおりとすべきである。
⑴ 被ばく線量にかかわらず福島県全

域
⑵ 福島県外において2011年3月11日

以降の1年間の追加被ばく線量が
1mSv以上であると推定される全
地域（なお，この指定に当たっては，
当初は空間線量に関する情報に基
づく指定を行わざるを得ないと考え
られるが，事故直後の内部被ばくを
含む初期被ばくについても，適切な
推計を行い，上記の基準に該当する
地域について，追加指定を行うこと）

⑶ 上記⑴⑵以外に居住をする者，居
住していた者であっても，事故直
後の被ばく線量なども考慮し，地
域ごとの事情に基づき，被災者に
含めることができるような措置を
実施すること。」

⑹ 原子力災害による被災者支援施策パッ
ケージ

2012年中にも基本方針が示されると
いう情報もあったが，12月の選挙で政
権交替が起き，政務三役なども変わり，
仕切り直しとなった。

日弁連は，事故後2年の課題をまとめ
た「東日本大震災及び福島第一原子力発
電所事故から2年を迎えての会長声明」

（2013年3月11日）において，「多くの
被害者が期待を寄せている原発事故子ど
も・被災者支援法について，当連合会
は，被害者，支援者の切実な声をすくい
上げ，政府や国会議員に訴え，法の理念
に従った早急な施策の実施を求めて活動
を行ってきたが，立法からまもなく9か
月になろうとしているにもかかわらず，
いまだその施策を定める基本方針が策定
されていない。このような状況は，法の
趣旨及び全会一致で法を成立させた立法

府の意思にも反した状況であるといわざ
るを得ず，一刻も早く法の趣旨に則った
基本方針を策定し，被災者の切実な要望
に応えた具体的な支援策を早急に実施し
ていくことを求める。」と意見を述べた。

その直後である2013年3月15日，復
興庁は「原子力災害による被災者支援施
策パッケージ～子どもをはじめとする自
主避難者等の支援の拡充に向けて～」を
発表した。

この被災者支援施策パッケージを公表
した根本匠復興大臣は「子ども・被災者
支援法による必要な施策については，こ
の対策で盛り込んだ」と説明した。

しかし，この政策パッケージは求めら
れていた基本方針ではなく，政策を並べ
たものに過ぎず，また多くの施策の対象
地域が被災三県や福島県の一部に限定さ
れている。

チェルノブイリ原発事故後にロシア，
ウクライナ，ベラルーシにおいて制定さ
れた通称チェルノブイリ法では，年間1
～5mSvの被ばくを余儀なくされる地
域では，被災者は他地域への移住を選択
することができ，その場合には住居と仕
事が政府によって保障されたことは第2
章第4節第4において述べたとおりであ
る。

福島県中通り・浜通りの多くの地域，
宮城県，栃木県，茨城県，千葉県の一部
にもこのような地域が点在している。

この政策パッケージにおいては，この
ような被災者の意見が反映されておら
ず，結果として被災地域への帰還促進の
ためには多額の国費が投じられているも
のの，避難する人への施策は不十分で，
それぞれの自己決定を尊重し，被ばく低
減のための必要な支援を行うとした法の
理念が蔑ろにされている。

子どもの健康については運動機会が減
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少していることを踏まえ，全天候型運動
施設等を整備して，運動機会を確保し，
福島県内外において，自然体験活動を実
施するとされている。子どもに対する施
策は，何よりも被ばく低減を主たる目的
とするものとして科学的・系統的に取り
組まれる必要性があり，運動機会の確保
は副次的な目的である。被ばくの低減の
ためにはある程度長期間の他地域への移
動が必要であることが看過され，適切な
効果をあげることができない可能性があ
る。

健康診断に関しても，強く批判されて
いる福島県の県民健康管理調査の継続実
施にとどまり，より詳細で被災者の希望
に沿った検査や福島県外における線量の
高い地域での健康診断を実施する方針が
示されていない。

日弁連は，3月22日付けの会長声明
において，「この政策パッケージは，そ
の理念と内容は著しく不十分であり，早
急な見直しが必要なものである」ことを
厳しく指摘した。

⑺ 参事官ツイッター問題
2013年6月13日，新聞などの報道に

よって，復興庁で子ども・被災者支援法
の基本方針のとりまとめに当たっていた
担当参事官が，自らの発信するツイッ
ター上で，被災者や被災者支援に取り組
むNGO，国会議員，地方自治体関係者
らに対する中傷と暴言を書き連ねていた
ことが発覚した。

この参事官は，市民や国会議員が子ど
も・被災者支援法に関して催した会合の
ほとんど全てに復興庁を代表して出席
し，政府として速やかに基本方針をまと
めていくと繰り返し約束していた。この
参事官は3月8日のツイッター投稿にお
いて「今日は懸案が一つ解決。正確にい
うと，白黒つけずに曖昧なままにしてお

くということに関係者が同意しただけな
んだけど，こんな解決策もあるというこ
と」とコメントしていた。8月1日の毎
日新聞報道は，「同法を所管する復興庁
が3月，具体的な支援策作りの大前提と
なる「線量基準」の検討をどこが主導す
るか曖昧にしたまま，7月の参院選後に
先送りすることで関係省庁と合意してい
たことが国の関係者の証言で分かった。」

「担当課長・参事官の会議は2月以降，
復興庁主導で開かれ，元参事官が所属す
る「福島班」の担当参事官が毎回出席し
ていた。この会議で線量基準の検討を参
院選後に先送りすることが合意されたと
いう。元参事官が「懸案が一つ解決」と
書いた3月8日にも会議は開かれてい
た。」と報じている。子ども・被災者支
援法の理念に基づいて，真に被災者に寄
り添う「基本方針」の策定を業務として
いた復興庁幹部が，被災者の切実な声を
愚弄するような認識の下に業務に当たっ
ていたということは，政府の政治姿勢そ
のものを疑わせる深刻な状況である。

原発事故子ども・被災者支援法ネット
ワークは，2013年6月20日復興庁に対
し，事実関係を速やかに調査し，復興庁
内部に子ども・被災者支援法に基づく基
本方針策定のための責任ある部署を新た
に立ち上げ，政府として福島だけでなく
被災者の避難している全国各地で被災者
の意見を正式に聴く機会を設け，全会一
致で制定された子ども・被災者支援法の
趣旨に忠実な基本方針を速やかに策定す
るよう，強く求める申入れを行った。し
かし，復興庁はこの申入れに対して，

「懸案が一つ解決」とされているのは，
子ども・被災者支援法とは無関係と回答
していた。

政府が，参事官ツイッター問題が生じ
た後においても，背後となる事実関係を
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明確に調査することもせず，日弁連を含
む市民団体に対して事実に基づかない責
任逃れの回答をしていたと考えざるを得
ないことは，誠に遺憾である。

⑻ 「被災者生活支援等施策の推進に関す
る基本的な方針（案）」について

上記のとおり，復興庁は，本年8月
30日になって，ようやく，「被災者生活
支援等施策の推進に関する基本的な方針

（案）」（「基本方針案」）を公表し，パブ
リックコメントを行った。

基本方針案については，福島県外への
避難者に対する民間団体を活用した情報
提供や相談対応，福島県外も対象とした
自然体験の拡充については，前向きに評
価できる施策であったが，以下の点につ
いて問題があることから，日弁連は9月
11日付けで「被災者生活支援等施策の
推進に関する基本的な方針（案）」に対
する意見書（パブリックコメントに対す
る意見書）を提出し，併せて「被災者生
活支援等施策の推進に関する基本的な方
針（案）」に関する会長声明を発表した。

第1に，支援対象地域について，事故
後「相当な」線量が広がっていた福島県
中通り・浜通り（避難指示区域を除く）
のみを対象とされているが，福島県域全
体が強い風評被害やいわれない社会的差
別を受けていることに鑑みれば，放射線
量にかかわらず，当然に福島県全域が対
象とされるべきである。また，事故によ
る放射能汚染は，福島県に限られず，よ
り広範な範囲に広がっていることから
も，この支援対象地域の範囲は狭すぎる
ものである。また，基本方針案において
は，支援対象地域のみを「支援対象」と
する施策は一つもなく，支援対象地域を
定めた意味はほとんど存在しない。ま
た，「準支援対象地域」も，既存の施策
ごとに個別的に設定されているその施策

の対象地域を，そのように名付けたもの
にすぎない。

第2に，基本方針案の被災者生活支援
等施策は，そのほとんどが既存施策の寄
せ集めにすぎず，また居住者や帰還者に
対する施策に偏り，避難者に対する具体
的な施策に乏しい。避難者から要望が強
い新規避難者向けの住宅支援は含まれて
おらず，避難のための移動の支援に関す
る新たな施策も含まれていない。当事者
が居住継続，避難及び帰還のいずれを選
択したとしても等しく支援するという支
援法の理念に沿ったものであるとは評価
することができない。

第3に，福島県外における健康診断の
実施や被災者への医療費の減免措置につ
いて，さらに今後の検討に委ねられるこ
ととされた。福島県の県民健康管理調査
や調査結果に基づく二次検査などについ
て，県外避難者は，福島県で検査を受け
る場合は交通費が支給されず，避難先で
検査を受ける場合には医療費の一部の負
担を強いられている。基本方針案におい
て，被災者にとって最も切実で重要な健
康・医療関係の施策が先送りとされたこ
とは誠に遺憾であり，早期に，被災者に
負担をかけない施策の策定を求める。

第4に，避難指示区域から避難してい
る被災者が，避難先で定住する場合や帰
還する場合の住宅の確保等について，東
京電力から支払われる損害賠償だけでは
まかなえない費用が発生することが考え
られる。例えば，避難先で定住する場合
には，元の住居の不動産価値に基づく損
害賠償だけでは避難先で新たな住居を購
入することができない可能性があるが，
第一義的には，そのような事情も含めて
東京電力が賠償すべきであり，また，現
在，原子力損害賠償紛争審査会において
も指針の見直しを検討しているところで
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ある。しかしながら，それでもなお，事
故前の生活を取り戻すための生活再建の
ために，損害賠償だけではまかないきれ
ない費用が発生する場合には，国がその
費用を支援すべきである。

第5に，これまで，支援法の実施が遅
延してきた最大の原因は，公開の場で支
援策を協議できる場がなかったことにあ
ることから，支援法の確実な実施のため
には，政府内に外部委員を交えた常設の
諮問機関を設け，公開の場で支援法の実
施のために継続的に協議していくことの
できる体制を確立することが必要であ
る。

⑼ 支援対象地域のあり方
避難指示等があった地域については，

避難指示解除準備区域，居住制限区域及
び帰還困難区域の3つに再編された。そ
の内，避難指示解除準備地域は，年間放
射線量が年間20mSv以下になることが
確実な地域とされる。

ウクライナなどのチェルノブイリ法で
は，年間1～5mSvの被ばくを余儀なく
される地域では，被災者は他地域への移
住を選択することができ，年間5mSv
を超える地域では，避難を強制されるこ
とは繰り返し述べてきた。

それでも，子どもたちが，現に健康を
害していると報告されている。我が国の
労災認定基準は，年間5mSvが基準と
されてきた。放射線管理区域の制限値
は，年間約5mSvの被ばくに相当する。

チェルノブイリにおいて，事故後27
年を経過して，甲状腺がんや小児白血病
だけでなく，他のがんや様々な疾患が子
どもたちの間で増加しているという報告
があることは第2章第4節において，報
告したところである。

科学的な因果関係が完全に証明されて
いないとしても，予防原則を貫徹し，住

民の健康を守るためには，避難指示解除
は，年間1mSv以下であることが確認
された地域から行うべきである。

また，2011年3月11日以降の1年間
の追加被ばく線量が1mSv以上である
と推定される全地域については，本法律
第8条における「支援対象地域」とし，
避難の権利を認め，避難（転地による保
養などを含む）を希望する住民に対し，
必要な支援をなすべきである。

また，我が国が避難基準としている
20mSvは，安全性が確認されたものと
は評価できない。健康被害がもたらす影
響が重大であり，かつ長期に及び，取り
返しがつかないことに鑑みれば，同様に
追加被ばく線量が5mSv以上であると
推定される全地域については，「特別支
援対象地域」と指定して，正当な補償及
び避難先における生活全般の保障を十分
に行うことを前提に，避難指示を出し，
それでもなお居住を続けることを強く希
望する住民については，その意思を尊重
し，安心して生活できるような環境の整
備等を行うことが検討されるべきであ
る。

したがって，上記⑻の基本方針案で示
されたような福島県中通り・浜通り（避
難指示区域を除く）のみを支援対象地域
とすることは，あまりに不当であり，支
援対象地域の指定に当たっては，当初は
空間線量に関する情報に基づく指定を行
わざるを得ないと考えられるが，事故直
後の内部被ばくを含む初期被ばくについ
ても，適切な推計を行い，上記の基準に
該当する地域について，追加指定を行う
べきである。

また，上記の支援対象地域以外に居住
をする者，過去に居住していた者であっ
ても，事故直後の被ばく線量なども考慮
し，地域ごとの事情に基づき，支援対象
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者に含めることができるような措置を実
施するべきである。

第2　福島県民健康管理調査の問
題点と知る権利

1　福島県における健康調査の概要
福島県では，「福島第一原発事故による放

射性物質の拡散や避難等を踏まえ，県民の被
ばく線量の評価を行うとともに，県民の健康
状態を把握し，疾病の予防，早期発見，早期
治療につなげ，もって，将来にわたる県民の
健康の維持，増進を図ること」を目的に掲げ
て，「県民健康管理調査」として，基本調査
と詳細調査を行っている。

ア　基本調査について
基本調査は，全県民を対象として，問

診票による事故後4か月間の外部被ばく
線量を推計し，その結果の通知するもの
である。対象者は，約206万人で，2013
年3月31日現在で，回答者は約48万人，
問診票の回答率は23.4パーセントであっ
た。回答のうち，放射線業務従事経験者
を除く約41万人の推計結果は，最高値
は25mSv，また，全体としては66パー
セントが1mSv未満，94.9パーセント
が 2 mSv 未 満，99.8 パ ー セ ン ト が
5mSv未満であった。

上記のとおり，この基本調査の対象期
間は事故後4か月間であり，内部被ばく
線量の推計は含まれない。

イ　詳細調査について
詳細調査として，甲状腺検査（18歳

以下の子どもを対象とした超音波検査），
健康調査，こころの健康度・生活習慣に
関する調査（避難区域等の住民を対象と
した面接調査等）及び妊産婦に関する調
査となっている（資料「県民健康管理

（全県民対象）」）。
また，これらの調査の他に福島県は，

県民に対して，福島県内，山形県，長崎

県，新潟県及び青森県において，ホール
ボディカウンターによる内部被ばく検査
を無料で実施している。
ア　健康調査は，避難区域等の住民を対

象として市町村が実施する既存の健診
を活用し，一般健診項目に白血球分画
等の検査項目を上乗せして実施してい
る。小児については，小児科医療機関
で個別に健診を受診するという形で実
施している。

県全体としては，全ての県民が何ら
かの健診等を受けられるように，19
歳から39歳で企業健診あるいは学校
健診の対象となっていない者に対し，
健診・受診の機会を提供している。

イ　こころの健康度・生活習慣に関する
調査について

避難区域等の住民約21万人を対象
に調査をしている。質問紙による調査
を行い，回答内容から支援が必要とさ
れた者に臨床心理士等が電話による支
援を実施している。平成23年度，平
成24年度と実施し，平成25年度も継
続予定となっている。

ウ　妊産婦に対する調査について
県内で母子健康手帳を交付された

者，いわゆる里帰り分娩をした者が対
象となっている。質問紙による調査を
行い，回答内容から，うつの疑いがあ
る人や育児の支援が必要と判断された
人に対し，助産師，保健師が電話支援
を行い，妊産婦自身や赤ちゃんの健康
管理について相談等の対応を行ってい
る。

ウ　データベース化について
健康管理調査で得られたデータについ

ては，データベースを構築し，蓄積する
ことにしている。いずれは，ホールボ
ディカウンターや個人線量計で得られる
測定結果とともにデータベースへの蓄積
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が予定されている。
エ　甲状腺検査について

ア　甲状腺検査については，事故時18
歳以下であった県民を対象に，甲状腺
の超音波検査を実施している。2011
年10月から開始し，2013年末までの
2年半で，約36万人を対象とした（現
状把握のための）1回目の検査を終了
する予定となっている。

2014年度以降は，対象の者が20歳
までは2年に1回，それ以降は5年に
1回という検査間隔で長期継続して検
査を実施する。

イ　検査内容について
一次検査として，甲状腺超音波検査

を実施し，結節（しこり）や囊胞の有
無，その大きさにより，二次検査の対
象をピックアップする。

甲状腺検査の結果は4つに分類さ
れ，A1判定は，結節（しこり）や嚢
胞（液体のたまった袋）が認められな
いことを示す。

嚢胞（水のたまった袋）の場合，
20mm以下はA2判定（囊胞はあるが
二次検査の必要のないもの），20.1mm
以上はB判定とし，二次検査を受ける
ことになる。

囊胞の中に一部でも充実性の部分が
ある場合は，結節として判定し，囊胞
全体の大きさのしこりとして判定し，
二次検査の対象としている。

結節については，5mm以下はA2
判定（結節はあるが二次検査の必要は
ないもの）となる。しこりの大きさが
5.1mm以上はB判定とし二次検査の対
象となる。通常の診察で精査が必要と
されるのは，10mmから20mm以上を
対象とするが，今回の検査では，それ
よりも小さい5.1mm以上から二次検
査の対象にしている。

5.1mm以上の結節や20.1mm以上の
囊胞を認めた場合には，二次検査とし
て詳細な超音波検査や血液検査，尿検
査を実施し，必要により穿刺吸引細胞
診を行い，実際の組織を取って悪性度
の判定を行っている。

ウ　進捗状況及び結果について
2013年7月31日現在で，一次検査

受診者は21万6809人，結果確定者19
万2886人であり，そのうち，結節や
囊胞が全く認められなかったA1は10
万6823人，小さな結節や囊胞を認め
たA2は8万4783人（42.5パーセント）
であった。B判定は1279人，甲状腺
等の状態からして直ちに二次検査が必
要とされたC判定は1人であった。

二 次 検 査 の 進 捗 状 況 は， 対 象 者
1280人のうち，実施者771人，終了者
は625人となっている（人数が一致し
ていないのは，二次検査は，超音波，
血液・尿検査後，必要があれば穿刺吸
引細胞診を実施するため，人によって
は数回の検査があり，終了までに時間
がかかるためである。）。

終了した625人のうち細胞診を実施
したものは203人おり，悪性ないし悪
性疑いと判断されたものは44例，こ
のうち手術を施行したのが19例，う
ち1例が良性結節，18例が甲状腺の
乳頭癌という診断が確定している。

なお，8歳以下で，悪性又は悪性疑
いと判断される事例はみつかっていな
い。

エ　甲状腺検査の情報提供体制について
甲状腺検査の結果を全員に個別に通

知している。
また，甲状腺検査に対する理解を促

進するため，甲状腺検査説明会を昨年
度から実施し，今年度においては7月
4日現在において学校等の要請に基づ
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き，既に10か所以上，700人以上の保
護者に説明を行った。

2　県民健康管理調査の問題点
⑴ 甲状腺の異常に対する説明

①　明らかとなった甲状腺の異常
ア　甲状腺がん

通常，小児甲状腺がんの発生頻度
は，100万人に1～2人とされている。
しかし，上記の甲状腺検査を受けた福
島県民約17万7000人のうち，18歳以
下で甲状腺がんの診断が確定した人は
18人，がんの疑いがある人は25人で
あった（2013年7月31日現在）。通常
の小児甲状腺がんの発生率と比べて，
極めて異常な発生率となっている。

小児甲状腺がんの発生率に関して
は，検査を行ったわずか3万8114人
のうち3人が甲状腺がんであり，7人
が甲状腺がんの疑いがあるとの報道が
なされた2013年2月の時点において，
疫学を専門とする岡山大学の津田俊秀
教授は「明らかな多発」と断言し，

「被ばくとの因果関係を否定する証拠
はない」「被ばくが原因でないなら原
因不明の多発である」と指摘してい
る。
イ　甲状腺嚢胞

また，上記甲状腺検査の結果による
と，平均年齢が10歳の福島県の子ど
もの甲状腺の35％に嚢胞があること
が判明した。しかし，2000年に長崎
県の7歳から14歳の子ども250人を検
査した結果によれば，そのうち甲状腺
嚢胞が見られたのはわずか0.8％（2
人）であった。また，1991年～1996
年に，放射線被ばくの著しいチェルノ
ブイリのゴメリ地域及びその周辺で延
べ16万人の子どもを検査した結果に
よれば，そのうち甲状腺嚢胞が見られ

たのはわずか約0.5％であった。
松崎道幸医師はこの検査結果につ

き，自身の意見書において，「のう胞
があるからと言って直ちに甲状腺がん
が起きる恐れがあるとまでは言えない
ものの，福島県の子どもの検査結果は
甲状腺の内側に何か普通とは違ったこ
と（ただれ＝炎症あるいは細胞の性質
の変化）が起きていること，福島県の
子どもの甲状腺が望ましくない環境影
響を受けている恐れがあることを強く
示すものである」と指摘している。

これに対し，福島県は日弁連のヒア
リングに当たって「A2判定42.5パー
セントという割合は高いと思われるか
もしれないが，環境省が他の3県で同
様の検査をしたところ，他の地域の健
康な子ども達でも一定の割合で結節や
囊胞が認められることが明らかになっ
ている。」と述べている。

②　県民健康管理調査責任者の発言
上記のような専門家の指摘があるにも

かかわらず，県民健康管理調査の報告を
した福島県立医科大学の鈴木眞一教授
は，「チェルノブイリでは事故から4～
5年たってから甲状腺がんが発生してい
るので，総合的に判断すると被ばくの影
響は考えにくい」（2013年2月13日），

「現時点では原発事故の影響は考えにく
く，長期観察が必要」等と述べ，「多発
とはいえないのか」の記者からの問いに
も，「高い受診率で大規模に実施し，最
新の超音波機器を使って専門医がやった
結果の発見率。（過去の調査に）比較で
きるものはないが，想定範囲内の数なの
かな」（2013年6月5日）と答えた。

しかし，チェルノブイリでは事故直後
から疫学調査が行われたわけではないた
めにデータが存在しないにすぎず，チェ
ルノブイリで甲状腺がんが増加した（こ
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とがわかった）のが事故の4～5年経過
後であったことが，福島県の子どもに高
い割合で甲状腺がんが発見されているこ
とへの被ばくの影響を否定する材料とは
ならない。

⑵ 県民健康管理調査をめぐる人事の問題
①　セカンドオピニオン拒否指示

福島県立医科大学の教授であり県民健
康管理センター長である山下俊一氏と，
前述の鈴木眞一氏は，2013年1月16日
付けで，山下氏自らが理事長を務める日
本甲状腺学会の全会員に宛てて，連名
で，セカンドオピニオンを求められても
拒否することを求める文書を発送した。
すなわち，両名は甲状腺学会の医師らに
対し，福島県民である子どもが県民健康
管理調査の一環として受けた甲状腺検査
の結果に関して，「保護者の皆様から問
い合わせやご相談が少なからずあろうか
と存じます。どうか，次回の検査を受け
るまでの間に自覚症状等が出現しない限
り，追加検査は必要がないことをご理解
いただき，十分にご説明いただきたく存
じます。」と要請しており，患者がセカ
ンドオピニオンを求めに来ても応じない
ことを求めている。

この文書の影響で診療を拒否されたと
考えられる例が現実に出ている。会津若
松市に避難する2児の母親は，市内の5
病院に電話をかけ，断られたという。医
師らに理由を聞くと，「福島医大と異な
る判断が出たら混乱を招く」（福島市の
小児科医），「保護者の不安を解消するの
は民間病院の役目ではない」（会津地方
の病院）と述べる。

しかし，セカンドオピニオンを得るこ
とは患者の重要な人権の一つであり，ま
た，医師が患者の診療を拒否することは
医師法違反にもなる。このような人権侵
害・違法行為を行うことを求める人物が

県民健康管理調査の責任者であることは
重大な問題である。
②県民健康管理調査検討委員の秘密会議

福島県は，県民健康管理調査につい
て，専門的な見地からの助言等を得るた
めに，「『県民健康管理調査』検討委員
会」を設けている。

しかし，同委員会は，その検討の対象
となっている県民健康管理調査の責任者
である山下俊一氏が座長を務め，鈴木眞
一氏がオブザーバーとして参加していた
ものであり，公正な「検討」が行われる
ことはおよそ期待できない構成であっ
た。

それに加えて，同委員会は，委員会の
開催に先立って秘密の打ち合わせ（「準
備会」）を行い，委員の意見をあらかじ
め調整し，調査結果に対する見解をすり
合わせて「甲状腺がんの発生と原発事故
の因果関係はない」ということを共通認
識とすることを確認した上で検討委員会
を開いていたがわかった（2012年10月
3日付け報道）。また，同委員会の第1
回～第3回の議事録が未作成となってお
り，大幅に内容を削除して公開されてい
たことも問題となった。そして，このよ
うな報道を受けてもなお，山下俊一氏は
2013年2月13日に辞意を示すまで座長
の座につき続けていた。

これは，県民健康管理調査を担う者の
隠蔽体質を示すと同時に，当該調査の目
的が県民の健康を守ることよりも，原発
事故の放射能汚染による健康影響を過小
評価することにあることを明らかにして
いる。

⑶ 検査内容の不十分さ
①　甲状腺検査の内容が不十分である

福島県二本松市の母親は2012年秋，
6歳の長男の検査に付き添った。検査技
師はモニターを見つめて何かを測ってい
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る様子だったが，結果について何も話さ
ず，2分ほどで検査は終了した。

不安になった母親は，一般の病院で改
めて検査を受けさせたところ，10分ほ
どかかった検査で，7mmの結節がみつ
かった。県の判定基準では，二次検査が
必要な「B」に当たる。しかし，約1か
月後に県から届いた通知は，経過観察に
とどまる「A1」だった。

母親は県による検査の画像とリポート
の情報公開請求をした。約3週間後に開
示されたリポートには，「1.6mmののう
胞あり」「結節はなし」とされていた。
母親は，「県の検査は一人一人の子ども
を真剣に見ていない。本当に親の気持ち
を大事にしているとは思えない」と憤る

（以上につき，2013年4月22日毎日新聞
朝刊参照）。

日本乳腺甲状腺超音波診断会議などが
編集する「甲状腺超音波診断ガイドブッ
ク」は，甲状腺の超音波検査の観察項目
として，「甲状腺の形状」「大きさ」等12
項目を挙げる。福島県民の甲状腺検査を
委託される福島県立医大は，住民説明会
でこのガイドブックを引用し，「高い精
度の検査だ」と強調してきた。

しかし，実際には，甲状腺検査の項目
12項目のうち，「甲状腺の内部変化」「血
流の状態」等の4項目は行われていな
い。それにもかかわらず，県はこのこと
を公表していなかった。鈴木眞一氏は，

「短時間の一次検査ではみる必要はない
と考えた。（内部変化や血流の状態は）
一律にはみていないが，必要な場合は見
ている」と説明する。検査対象となる事
故当時18歳以下の子どもは36万人以上
に上るため，検査のスピードアップのた
めに省略したとのことである。

このような県の検査方法に関し，北海
道がんセンターの西尾正道院長は，「血

流の状態を確認しないと，小さな嚢胞と
血管の区別はつきにくく，精度が高いと
はいえない。大きな病気がないかどうか
簡単にみるだけの内容だ」と指摘してい
る。
②　ホールボディカウンターによる計測

だけでは内部被ばく検査は不十分であ
る
放射性物質が放出する放射線には，ガ

ンマ線，アルファ線及びベータ線がある
が，ホールボディカウンターではガンマ
線しか計測できず，アルファ線，ベータ
線は測定できない。

放射性物質のうち，セシウム134やセ
シウム137はガンマ線を放出するため，
これらを体内に取り込んだ場合の内部被
ばく線量はホールボディカウンターによ
り計測が可能である。しかし，ストロン
チウムやプルトニウムに関してはアル
ファ線やベータ線しか出さないため，
ホールボディカウンターによる計測のみ
では正確な内部被ばく線量は計測できな
い。染色体検査を含む血液検査，尿検査
が行われるべきである。

⑷ 検査結果入手の手続の煩雑さ
福島県が行っている甲状腺の超音波検

査の結果は，検査の約1か月後に，検査
結果A1～Cのいずれであるかが送られ
てくるだけである。患者が画像やカルテ
を入手するためには情報公開請求が必要
とされているが，手続が煩雑であり時間
も要するため，患者に多大な負担をかけ
ているのが現状である。

被害者が自らの被ばく状況や健康状態
について正確に把握することは，疾病の
発症リスクの低減化や発症の未然防止に
資するとともに，憲法上保障された自己
に関する情報をコントロールする権利

（情報プライバシー権）でもある。現状
の検査結果入手手続は，より被害者の負
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担を軽減した簡易な方法（画像に関して
は検査をしたその場でコピーを交付する
等）に改められなければならない。

3　内部被ばくに対処するための体制の
構築
⑴ 内部被ばくの危険性

第1章において述べられたとおり，内
部被ばくの構造は，資料が隠蔽されてき
た歴史からもその研究がいまだ十分では
なく，未解明である。

したがって，その基本的姿勢は，「い
まだ因果関係が確実に解明されていない
から因果関係を認めない」ではなく，

「発症の可能性があれば，できるだけ予
防的に対応する」という予防原則に依る
ことにより，健やかな健康の保持を目指
すべきである。

⑵ 内部被ばくに対処するための体制
上記の観点から，2012年11月に国内

を調査した国連人権理事会「健康を享受
する権利」の特別報告者アナンド・グ
ローバー氏が，本年5月27日同理事会
に提出した報告書（詳細は第6参照）に
おいて，健康調査について日本政府に対
しその実施を要求した9項目の勧告を重
視すべきである。
①　全般的・包括的な検査方法を長期間

実施するとともに，必要な場合は適切
な処置・治療を行うことを通じて，放
射能の健康影響を継続的にモニタリン
グすること

②　1mSv以上の地域に居住する人々
に対し，健康管理調査を実施すること

③　全ての健康管理調査を多くの人が受
け，調査の回答率を高めるようにする
こと

④　「基本調査」には，個人の健康状態
に関する情報と，被ばくの健康影響を
悪化させる要素を含めて調査がされる

ようにすること
⑤　子どもの健康調査は甲状腺検査に限

らず実施し，血液・尿検査を含む全て
の健康影響に関する調査に拡大するこ
と

⑥　甲状腺検査のフォローアップと2次
検査を，親や子が希望する全てのケー
スで実施すること

⑦　個人情報を保護しつつも，検査結果
に関わる情報への子どもと親のアクセ
スを容易なものにすること

⑧　ホールボディカウンターによる内部
被ばく検査対象を限定することなく，
住民，避難者，福島県外の住民等影響
を受ける全ての人々に対して実行する
こと

⑨　原発労働者に対し健康影響調査を実
施し，必要な措置を行うこと
一方，子ども・被災者支援法は，第2

条「基本理念」で，被災者生活支援等施
策を講ずるに当たっては，胎児を含む子
どもが放射線による健康への影響を受け
やすいことを踏まえ，その健康被害を未
然に防止する観点から放射線の低減及び
健康管理に万全を期することを含め，子
ども及び妊婦に対して特別な配慮がなさ
れなければならない等の被災者生活支援
等施策の基本理念を定めるとしている。

さらに，第3条「国の責務」の項にお
いては，「国は，原子力災害から国民の
生命，身体及び財産を保護するべき責
任，並びにこれまで原子力政策を推進し
てきたことに伴う社会的責任を負ってい
ることに鑑み，被災者の生活支援等に関
する施策を総合的に策定し，被災者に提
示し，及び実施する責任を有する」と明
確に定めている。

国と福島県は，原発被害の実情を直視
し，予防原則に立った適正な健康管理調
査を行うとともに，健康被害を予防する
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健康管理手当てや検診・保養を実効あら
しめる措置を講じた上，さらに被災者が
事故に起因する疾病などを患った際の賠
償，医療保障などを定めた「原発被曝者
等認定制度」を早急に確立する責任があ
ることは明白である。

4　国主導の健康調査の必要性
現在，福島県は，728億円といわれる国か

らの交付金を用いて，県民に対して県民健康
管理調査を実施している。

しかし，福島県内に限らず，近隣都県にお
いても，高い放射線量が検出されている地域
が多数存在しており，これらの地域において
も，住民は放射線による健康影響について強
い不安を感じている。国の責任において，高
い放射線量が検出されている地域，少なくと
も追加放射線量が年間1mSvを超える地域
の住民については，放射線による健康影響の
有無についての検査を継続的に無料で受けら
れる体制を整えることが急務である。

この点について，現に，原子力規制委員会
も，2012年12月28日に開かれた福島第一原
発事故による住民の健康影響調査の検討会に
おいて，「現在，福島県が実施している被ば
くによる子どもの健康影響調査について，隣
接の茨城・北茨城市など比較的被ばく線量が
高い県北部の地域についても調査が必要」と
指摘し，福島県だけでなく，被ばくの被害を
受けた全ての地域について，長期の健康影響
調査が必要である，との考えを明らかにして
おり，国に対して，国が一元的に支援して長
期的に子どもの健康影響調査を実施するよう
勧告を出している。

また，前述の特別報告者アナンド・クロー
バー氏による調査報告書においても，福島県
による健康調査が十分に進んでいないことが
指摘され，日本政府に対し，調査の実施にお
いて中心的役割を担い経済的・人的資源を投
入すること，事故による放射性降下物が福島

県以外の県にまで行き届いている可能性があ
ることに鑑み，被ばく線量が年間1mSvを
超える福島県以外の地域にまで健康管理調査
の地域を広げることが要請されている。

それにもかかわらず，国は被ばくによる健
康影響の調査に関していまだに各自治体の施
策や被災者個人の判断に任せている状況であ
り，具体的施策の策定は遅々として進んでい
ない。

5　健康調査結果についての情報公開
健康調査は，被害者の健康管理及び健康影

響が現れた場合に早期発見・早期治療を可能
とすることを目的に行われるべきであり，被
害者個々人のプライバシーに十分配慮しなが
ら行われるべきことは当然である。被害者ら
が，国による壮大な疫学調査の研究対象とさ
れることが一義的な目的とされてはならず，
被害者らの健康調査結果の秘密は厳重に守ら
れなければない。したがって，被害者の同意
なく福島県や国の裁量で健康調査の結果であ
るデータを他者と共有することはあってはな
らない。

一方で，被ばくの人体への影響にはいまだ
未解明の部分もあり，一定年齢に達するまで
確認が困難なものも多い。健康調査によって
得られた知見を，被ばくによって生じる健康
影響の防止及び対策の研究に活かせるように
することは，被害者にとっても，人類全体に
とっても有益な事柄である。そのためにも，
国の責任において，長期間の疫学調査が十分
な規模で行われる体制を整備すべきである。

さらに，調査研究の結果は，被害者をはじ
めとする国民の知る権利を充足し，国民一般
の議論に付した上でより有効な施策の策定に
つなげるべく，被害者個々人のプライバシー
が侵害されない形で全て公開されるべきであ
る。
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６　複数機関による調査機会の確保
被ばくの影響については専門家の間でも意

見が分かれているのであるから，一方の見解
に立つ専門家のみによる調査研究だけに限定
することは，被害者の医療を受ける権利はも
とより，研究者の学問の自由の面からも問題
が大きい。したがって，複数の異なる見解に
立つ専門家・機関に調査研究を行う機会が保
障されなければならない。そして，この調査
研究は，その公正を担保するため，行政や企
業から独立した立場で行い得ることも保障さ
れなければならない。
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第3　被ばく労働に伴う健康被害
の防止

1　原発で働く労働者の労働環境
⑴ 震災前，福島第一原発に所属する東京

電力の従業員は1000人を超えており，
また，発電所に常駐している協力企業の
従業員は約2000人を数えていた。震災
発生当時は，4号機から6号機が定期検
査中ということもあり，発電所内には，
5000人を超える従業員が勤務していた
ともいわれる。

これだけ多くの労働者が勤務するの
は，福島第一原発に限った話ではない。
原子力発電所を稼働させるためには，原
子炉，タービンの運転状況を管理する者
だけではなく，プラント設備の点検，防
火，警備等様々な作業に従事する多くの
労働者が不可欠である。原子力安全基盤
機構によれば，2009年度，電力会社の
労働者は全体で約9000人，下請企業の
労働者は，約7万4000人いるとされる。

このように原発は，平常時において
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も，数多くの下請企業の労働者の労働に
支えられていた。

⑵ そのような下請企業の労働者も含め，
原発で働く労働者については，放射能に
よる被ばくの危険性がつきまとう。

労働者の安全と健康を確保するととも
に，快適な職場環境の形成を促進するこ
とを目的とした法律として労働安全衛生
法が存在する。そして，同法に基づいて
被ばく環境下にある労働者の安全衛生の
ために策定された厚生労働省令として，
電離放射線障害防止規則（以下「電離
則」という。）がある。電離則第4条第
1項によれば，事業者は，原発労働者の
受ける実効線量が5年間につき100mSv
を超えず，かつ，1年間につき50mSv
を超えないようにしなければならないと
された。しかし，緊急作業を必要とする
場合には，電離則第4条第1項の規定は
適用されず，労働者の被ばくする実効線
量の上限を年間100mSvと定めていた

（電離則第7条第2項第1号）。この基準
は，ICRP（国際放射線防護委員会）の
基準に基づいたものであった。

2　震災後の被ばく上限の緩和と過酷な
被ばく労働
⑴ 震災発生後の2011年3月14日，政府

は，福島第一原発において，原子力災害
の拡大の防止を図るための応急の対策を
実施する必要があるとし，緊急作業時の
実効線量の上限を上記の100mSvから
250mSvに引き上げた。この措置により，
当時，緊急事態応急対策実施区域に指定
されていた福島第一原発から半径30km
圏内においては，250mSvに達するまで
は，労働者は，労務に従事できるように
なった。

電離則は，放射線による被ばくをでき
る限り少なくするための規則であったに

もかかわらず，結果的に労働者の被ばく
を許容する方向に働いてしまった。被ば
く上限を引き上げた放射線審議会に東京
電力関係者が参加していたが，労働者代
表が参加していなかったことも被ばく上
限大幅引き上げの要因の一つであると考
えられている。

⑵ 2011年3月24日，福島第一原発3号機
で，ケーブルの敷設をしていた労働者3
人が浸水した建屋内部で作業中，作業用
の靴の上部から水が進入し，局所的な被
ばくをする事故が発生した。同労働者の
作業時の空間線量は毎時200mSvである
ともいわれ，原発労働者が，極めて高線
量の区域で作業に従事させられていたこ
とが明らかになった。労働者に対しては
事前の放射線測定もなされておらず，ず
さんな線量管理下の作業であった。

その後も，同年5月30日には，福島
第一原発の労働者2名が250mSvを超え
るおそれのある内部被ばくをしていたこ
とが明らかになり，さらに，6月13日
には，新たに6人の労働者が，250mSv
を超える被ばくをしているおそれがある
ことが明らかになった。国会事故調の調
査によれば，2011年3月11日から5月
23日まで福島第一原発3号機，4号機
の中央制御室で勤務をしており，タービ
ン建屋や原子炉建屋内で作業に従事した
30代労働者は，積算670.36mSvの被ば
く（外部被ばく80.36mSv，内部被ばく
590mSv）をしていたこと，3月11日か
ら5月30日まで同様の作業に従事して
いた40代労働者は，積算639.73mSv（外
部 被 ば く 99.73mSv， 内 部 被 ば く
540mSv）の被ばくをしていたことが明
らかになった。さらに，タービン建屋や
原子炉建屋内での作業をしていない，福
島第一原発3号機，4号機の中央制御室
の当直長（50代）も，積算346.27mSv
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（外部被ばく104.46mSv，内部被ばく
327.90mSv）という建屋内の作業員より
被ばく線量は少ないとはいえ，非常に高
線量の放射線被ばくをしていたことが判
明した。このほか，3月11日から5月
上旬にかけて，3人の労働者が福島第一
原発の免震重要棟と1，2号機の中央制
御室を行き来したことにより，積算
289.41mSvないし458.72mSvの非常に高
線量の被ばくをしていた。

また，東京電力の報告によれば，年間
の被ばく線量が50mSvを超える福島第
一原発の作業員（東電社員，協力企業社
員を含む）は，3月に約800人，4月に
約50人存在していたということであり，
事故直後，多くの原発労働者が極めて高
線量の中で作業を行っていたことが明ら
かとなっている。

⑶ 2011年12月16日，福島第一原発の原子
炉を冷温停止するための工程（ステップ
2）の完了をもって，年間250mSvまで
に引き上げられていた被ばく線量限度の
特例については廃止された。

これにより，原発における労働につい
ては，原則として電離則第4条が適用さ
れ，「実効線量が5年間の上限100mSv
かつ，1年間の上限50mSv」との基準
に戻った。ただし，原子炉の冷却や放射
性物質放出抑制設備の機能維持のための
作業については，依然として緊急作業で
あるとして電離則第7条を適用し，その
作 業 に 従 事 す る 者 に つ い て は 年 間
100mSvの被ばくが上限とされた。

3　原発労働者へのずさんな線量管理
⑴ 原発労働者の被ばく線量の測定方法

外部被ばく線量の測定については，通
常は警報付個人線量計（通称「APD」）
を労働者に配布して，労働者が個別に自
身の被ばく線量を計測する。同じ原子力

発電所内で働く労働者でも，作業を行う
場所によって，その被ばく線量は全く異
なっていることから，労働者が個別に
APDを携帯して外部被ばく線量を計測
することが望ましいとされる。

また，APDの役目はその瞬間の線量
を確認し，労働者の高線量の被ばくを防
ぐということにとどまらない。APDに
記録された日々の被ばく線量を記録・保
存することで，労働者に健康被害が生じ
た場合に原因究明を行うだけの証拠を保
存しておくことが可能となるのである。
また，労働者は自己の被ばく線量のデー
タについて通知を受けることで，自身の
被ばく環境を十分に理解し，疾病への備
えとすることもできる。

次に，内部被ばく線量の測定について
は，防塵マスクや鼻腔内に付着した放射
性物質の表面密度によって測定する方法
やホールボディーカウンター（WBC）
を利用して測定することになる。

内部被ばく線量については，作業従事
場所だけではなく，作業内容や，作業時
の状況によって，各労働者で被ばく量が
大きく異なってくる。したがって，内部
被ばくも外部被ばくと同様に，被ばく線
量を記録保存するとともに，労働者自身
に線量についての個別記録を通知するこ
とが望ましい。

⑵ 福島第一原発事故後の被ばく線量の測
定と問題点

それでは，福島第一原発事故発生によ
り，原発労働に従事した労働者や除染作
業に従事している労働者には，適切な線
量調査及び線量管理はなされていたの
か。

まず外部被ばくについてであるが，福
島第一原発においては，地震及び津波の
影響により，多くのAPDが流出し，事
故前に東京電力が約5000台保有してい
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たAPDのうち，使用可能なAPDは事故
後約320台しかなかった。そのような状
況下でも，労働者は，原発敷地内で作業
をしなければならず，労働者は高線量に
さらされることとなったが，事故後相当
期間，多くの労働者が個人ではなく集団
でのAPDによる線量管理を余儀なくさ
れ て い た。 ま た， 一 部 の 労 働 者 は，
APDが全く配布されないままに作業を
行わざるを得なかった。加えて，事業者
による労働者の被ばく線量管理は，不十
分な形でしか行われておらず，管理され
ていたとしてもAPDのデータについて
は手書きのデータやスプレッドシートな
どで管理されており，事後的な検討が困
難となる方法での管理であった。事業者
のずさんな線量管理により多くの労働者
は，自身の外部被ばく線量について十分
な情報提供を受けることができなかった
という。

さらに，報道によれば，福島第一原発
事故の収束作業実施の際，作業を請け
負った下請企業の役員が，労働者に対
し，装着しているAPDを鉛板のカバー
で覆うよう強要していたとの事実があっ
たことが確認された。また，その後，原
発構内の免震重要等の駐車場に停車中の
車両からAPDと身分証の束が見つかっ
たことも報道されており，組織的に
APDを持たずに作業を行っている労働
者がいることが明らかとなっている。

このような不正が被ばく労働の現場で
行われているのだとすれば，被ばく状況
を明らかにするための客観的資料の信用
性を失わせ，労働者が疾病に罹患した際
の疾病と被ばくとの間の因果関係を不明
確なものにしてしまうことになり，誠に
ゆゆしき事態であるといえる。

次に，内部被ばくについても，原発施
設内に設置されたホールボディカウン

ター（WBC）が設置場所の線量が高線
量区域で実質的に使用不可能となったた
め，WBCによる内部被ばくの調査は不
十分な形でしか行われていなかったこと
が明らかになっている。東京電力は，
2011年3月22日より，車載式のWBCを
借り入れることで，原発労働者の内部被
ばく検査を行うようになった。しかしな
がら，その時点で事故から約1週間が経
過しており，多くの労働者は原発事故直
後の内部被ばく線量については，はっき
りとはわからないという状況に陥ってし
まっていた。

また，2013年7月には，WBCによる
内部被ばくの線量の推計方法が，東京電
力と一部の元請け会社の間で統一されて
いなかったため2万人の作業員のうち，
450人の作業員の被ばく線量が低く見積
もられていたことも明らかになった。

このように原発収束作業現場での線量
管理はずさん極まりないものであり，適
切な線量調査・管理など不可能な状態で
あった。

⑶ 事故被災者が労働者であることの考慮
の欠如

さらに，ここで指摘しておかなければ
ならない問題は，福島原発事故の収束作
業や除染作業に従事している労働者の多
くが，原発事故で被災した住民でもある
という事実が，被ばく管理において全く
欠落しているということを指摘しなけれ
ばならない。

多くの労働者は福島県内に暮らし，事
故によって被ばくし，労働のあとの市民
生活においても，環境から被ばくを受け
ている。一人の生身の人間の受けた被ば
く線量として統一的に把握されていなけ
れば，労災などが発生してから，労災認
定の基準線量に適合するかどうかの判断
において，著しい不利益が労働者に及ぶ
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可能性がある。所管官庁の縦割りの壁に
直面する問題ではあるが，一人の労働者
が被災住民でもある事態を想定し，これ
に適合する被ばく管理の制度を構築して
いかなければならない。この点は，次に
述べる除染労働者についても，同様であ
る。

⑷ 数次階層的下請構造が抱える問題
一般的に原子力発電所では，電力会社

だけではなく，電力会社から仕事を請け
負った元請業者，元請業者から仕事を請
け負った一次下請業者，一次下請業者か
ら仕事を請け負った二次下請業者，更に
は，三次下請，四次下請…と多くの下請
け業者が関与している。

原発労働者は，等しく被ばくの危険に
さらされている。それは電力会社の社員
であろうと，五次下請の社員であろうと
変わりがない。

しかしながら，一部の下請労働者につ
いては，線量管理に大きな問題があっ
た。国会事故調の報告書によれば，「東
京電力の労働者」，「元請け業者の労働
者」，「一次下請けの業者」の3つに労働
者をカテゴライズして，アンケートを実
施しているが，「自分専用の線量計を1
つ装着していた」労働者の割合は，「東
京電力の労働者」，「元請け業者の労働
者」，「一次下請けの業者」の割合で多
く，「複数人で一つの線量計を持たされ
たことがある」，「線量計が全く配布され
なかったことがある」と答えた人の割合
は，「東京電力の労働者」，「元請け業者
の労働者」と比べ「一次下請けの業者」
が最も多かったとのことであった。

実際に事故後，福島第一原発で労働に
従事していたある労働者のうち，ある下
請企業の社員は，APDを持っていても，
そのようなデータをすぐ捨てていたとい
うことも報告されている。また，既に述

べたところではあるが，APDに鉛を入
れて線量を不正に低く見積もろうとして
いたのも下請業者である。

また，下請労働者が十分な放射線防護
の教育を受けることはできていなかっ
た。労働安全衛生法や電離放射線障害防
止規則によれば，放射線管理区域で作業
する者は放射線防護について教育を受け
なければならないとされるが，多くの下
請労働者は，防護服の正しい使用方法す
らよく理解しないまま作業に従事してい
たのである。

下請企業の従業員について，十分な放
射線管理・教育が行われていないのは電
力会社からの監督が直接に及ばないため
だけではなく，下位の下請企業が非常に
低いコストで原発労働者を働かせている
ことが関係している。例えば，東京電力
から原子炉のメーカーに支払われている
請負代金は1人日当10万円ともいわれ
るが，末端の請負企業にたどり着くころ
には日当1万円程度になっているといわ
れる。

今後，線量管理と放射線防護教育を
しっかりと行い，かつ，労働者に十分コ
ストをかけるためには，原発労働は，電
力会社の直用や比較的近い下請労働者で
行われるべきであり，数次にわたる下請
労働の解消が不可欠である。

4　除染労働者の被ばく
⑴ 以上のように，原発の特殊な労働環境

により，十分な被ばく線量管理・放射線
防護教育がなされないまま，原発労働者
が労働せざるを得なかったことが明らか
であるが，現在，被ばくの危険性は，除
染作業を行う労働者に拡大している。現
在，多くの自治体で除染作業が進められ
ているが，原発労働者だけではなく，除
染労働者についても原発労働者と同様，
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高線量の被ばくにさらされるおそれがあ
る。

⑵ 原発事故後，広範囲に放出された放射
性物質を除染する作業に取り組む必要が
生じ，政府の原子力災害対策本部は，
2011年8月26日，「除染に関する緊急実
施方針」，「市町村による除染実施ガイド
ライン」を定めた。その後，12月22日，

「東日本大震災による生じた放射性物質
により汚染された土壌等を除染するため
の業務等に係る電離放射線障害防止規則

（除染電離則）」及びそのガイドライン
（除染等業務に従事する労働者の放射線
障害防止のためのガイドライン）が策定
された。

同ガイドラインによれば，除染作業に
従事する労働者については，電離放射線
障害防止規則第4条の規定と同様，被ば
く線量が5年間につき100mSvを超えず，
かつ，1年間につき50mSvを超えない
ようにしなければならないとされた。

また，除染作業を行う事業者には外部
被ばく線量と内部被ばく線量を測定する
ように指示されている。外部被ばく線量
については個人線量計で測ることとさ
れ，内部被ばく線量については，原則ス
クリーニング検査で行われ，粉じんの濃
度が1立法メートル当たり10mgかつ50
万Bq/Kgを超える汚染土壌等である場
合に限り，3月に1回の個別の内部被ば
く測定（防塵マスク，鼻腔内に付着した
放射性物質の測定）により行われること
とされた。

事故後，規則及びガイドラインが策定
されたことにより，除染作業において
も，労働者の線量が管理される必要が明
確化されたが，除染作業には，様々な業
者が参加しており，その実効性を担保す
ることは相当の困難が伴うことが予想さ
れる。

5　被ばく労働に伴う健康被害を防止す
るために取り組むべき課題
⑴ 労働者の健康調査

福島第一原発の事故を収束させ，放射
性物質が漏出することを最大限食い止め
るためには，福島第一原発の敷地内ある
いは近接する土地での，収束作業が必要
不可欠である。また，福島第一原発事故
により放出された放射性物質を取り除く
ための除染作業を必要とする地域もいま
だ数多く存在しており，除染作業も同じ
く必要不可欠である。

しかし，必要不可欠であるからといっ
て，労働者の健康をおろそかにされるこ
とはあってはならない。

厚生労働省は，福島第一原発の緊急作
業従事者の健康管理として，2011年10
月に「東京電力福島第一原子力発電所に
おける緊急作業従事者等の健康の保持増
進のための指針」を発表している。同指
針によれば，事業者は，①緊急作業に従
事した間の被ばく線量（実効線量）が，
50mSvを超える者に対して，1年に1
回，白内障の検査を実施すること，②
100mSvを超える者に対して，1年に1
回，がん検診（甲状腺検査，胃がん健診

（胃エックス線透視検査又は胃内視鏡検
査），肺がん（胸部エックス線検査及び
喀痰細胞診），大腸がん（便潜血検査）
の健診）等を実施することと，③緊急作
業従事者等の全員に対して，保健指導等
を実施することとされている。このよう
な健診が行われることは労働者にとって
望ましいことではあるが，被ばく線量が
100mSv以下の労働者については，上記
検査は対象にならず，多くの労働者が検
査の対象から除外されるおそれがある。

また，検査について白内障で50mSv
以上，がんで100mSv以上の被ばくをし
た労働者と非常に限定された範囲でしか
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健診が認められていないことも問題であ
る。おそらく，事業者の経済的負担が考
慮されているものと考えられるが，対象
外の多くの労働者については，放射能に
よる健康被害の発見が遅れてしまうおそ
れがある。

放射線が影響する疾病は白内障と一部
のがんに限られるものではないはずであ
る。労働者が放射線の影響で疾病に罹患
した場合，労災補償や損害賠償の問題が
生じるリスクを考えれば，多くの労働者
に対し，また広く様々な疾病についての
健康調査を行うことで，疾病を未然に防
ぐとともに，発生した疾病による健康被
害を最小限度に抑えることは非経済的で
あるといえるものではないはずである。

⑵ 労働者の健康管理・教育
2011年6月13日に，6人の労働者が，

250mSvを超える被ばく線量を浴びてい
るおそれが明らかになって以降，政府
は，東京電力に対して，労働者の被ばく
実態の調査を求めているが，多数の連絡
先不明者がおり，全員のデータ収集が困
難であったことが明らかになっている。

下請の多重階層構造を有している原発
労働においては，労働者全体の正確な被
ばくデータを管理することは困難極まり
ない。労働者の健康を守るためには，こ
の階層構造を有する原発労働のあり方に
ついて抜本的に見直す必要がある。そし
て，個々の労働者の被ばくデータを，内
部被ばくを含めて正確に労働者自身が管
理できるようにするとともに，事業者側
で，万一の事態に備え，労働者の被ばく
データを適切に管理していかなければな
らない。特に正確な記録の残っていない
部分については，第三者機関による行動
記録からの推定線量を早めに算定し，記
録する作業が必要であり，また記録不要
とされる2mSv以下の内部被ばくにつ

いても計測値を記録すべきである。
また，情報を労働者が把握しやすいよ

う，手帳の管理と累積線量の本人への告
知の義務付けも重要である。働いている
人が，毎日自分がどれだけ被ばくをして
いるか知り，また，累積してどれだけ被
ばくをしているかを把握する必要があ
る。きちんと記録を本人に渡し，積算の
データを本人に示すとともに，放射線管
理手帳も，本人が所持，保管しておくべ
きである。また，事業者は，日々の線量
だけでなく，月単位の線量をまとめて本
人に知らせる必要がある。

そのためには，事業者の善意に頼るの
ではなく，国が事業者に対して，原発労
働，除染労働等に従事している高線量で
労務に従事する労働者のデータ管理につ
いて統一的な指針を示すとともに，事業
者に対して管理監督権限を行使していく
必要がある。

労働者にしっかりとした放射線防護教
育を施しているかどうかについてもあわ
せて監督されなければならない。

また，原発労働と，除染労働と事故に
よる住民としての被ばくを統一的に線量
管理する仕組みの構築が必要である。

⑶ 多重下請構造の改善
原発労働の多重下請け構造と下請労働

者の無権利状態を改善していくことも重
要である。形式的に契約だけを交わし
て，中間搾取ができるような請負形態に
政府はメスを入れ，末端の労働者が受け
取れる日当額の増額につながる対策を講
ずるべきである。また，作業実態から明
らかに労働者性がある場合にも，下請企
業から非労働者（個人請負者）扱いを受
けるような偽装請負事例及び組織暴力団
の関与も根絶していく必要がある。さら
に，年間の被ばく線量限度を超えて労働
した労働者に対し，働けない期間の経済
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的保障がないことは，警報付ポケット線
量計（APD）を鉛ケースで覆ってでも
線量を切り下げようとするような不適切
な対応を生んでいる。失業手当類似の制
度を提案，実現していく必要がある。

⑷ 労災補償
不幸にも，原発労働や除染労働によっ

て労働者が何らかの疾病に罹患した場
合，労災補償制度によって，労働者の損
害は補填されることになる。しかしなが
ら，現時点では，被ばくと因果関係があ
るとされる疾病は甲状腺がんなどごく一
部の疾病に限定されており，原発労働
者，除染労働者が労災補償を求めたとし
ても，原発労働，除染労働と疾病との間
に業務起因性がないとして，労災補償が
認められないおそれがある。労働基準法
施行規則別表第1の2によれば，電離放
射線にさらされる業務について，関連性
があるとされる疾病は，急性放射線症，
皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害，白内障等
の放射線眼疾患，放射線肺炎，再生不良
性貧血等の造血器障害，骨壊死その他の
放射線障害というかたちで列挙されてい
る（もちろん，列挙されている疾病以外
についても「これらの疾病に付随する疾
病その他物理的因子にさらされる業務に
起因することの明らかな疾病」に当たれ
ば，関連性は認められる。）。また，放射
線被ばく者に対する白血病の労災認定基
準については，1976年に労働基準局長
通達として出されており，①相当量の被
ばく，②被ばく開始後少なくとも一年を
超える期間を経ての発病，③骨髄性白血
病またはリンパ性白血病であることの三
要件の下，疾病との関連性を認めてお
り，相当量の被ばくの目安としては年間
5mSvとされていた。

しかし，将来的には，これらの疾病以
外のものも原発労働，除染労働の結果，

発生することは十分にあり得るところで
ある。政府としては，原発労働，除染労
働による被害を救済するためには，業務
起因性を柔軟に捉え，幅広い疾病につい
て労災認定の対象とすべきであろう。

参考文献

日本弁護士連合会「検証原発労働」（岩波ブック

レット，2012年1月11日）
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第4　食品の安全のために
1　食品に含まれる放射性物質について
の暫定規制値の設定
福島第一原発事故を受け，2011年3月17

日，厚生労働省は，原子力安全委員会が原子
力災害特別措置法第20条第3項によって示
した「飲食物摂取制限に関する指標」に基づ
き，放射性物質についての食品衛生法上の暫
定規制値を，放射性ヨウ素につき甲状腺等価
線量50mSv（実効線量2mSv/年），放射性
セシウムにつき，実効線量5mSv/年と定め，
食品区分ごとの規制値も定めた。
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本来，食品の規制においては，内閣府の食
品安全委員会でリスク評価を行ったあとに厚
生労働省などの管理機関が規制値を決めると
ころ，緊急事態のため，食品安全委員会の諮
問を経ずに，厚生労働省が規制値を設定した
ものである。

これを受けて，地方自治体においては，3
月18日，検査計画に基づく検査が開始され，
以後，暫定規制値を超えた食品の回収・廃棄
が行われた。

また，3月21日以降，原子力災害対策本
部は，暫定規制値を超えた地点の広がり等を
踏まえ，福島県，茨城県，栃木県，群馬県に
おいて産出されたほうれん草及びカキナ，福
島県において産出された原乳について出荷制
限等を指示した。

3月29日，食品安全委員会は，「放射性物
質に関する緊急とりまとめ」として暫定的に
答申を行った。ここでは，暫定規制値の根拠
となった放射性ヨウ素・放射性セシウムの線
量値は，それぞれ十分な安全性を見込んだも
のと判断し，この規制値を維持することを相
当とした。

これを受けて，厚生労働省は，4月4日，
暫定規制値の維持を決定した。

2　新たな基準値の設定
食品安全委員会は，2011年4月21日から

7月26日まで9回にわたり，「放射性物質の
食品健康影響評価に関するワーキンググルー
プ」を開催して引き続き検討を行い，7月
26日に健康影響評価案をとりまとめた。

そして，7月29日から8月27日までパブ
リックコメントを募集し，10月27日，「食品
中に含まれる放射性物質の食品健康影響評
価」を発表した。

その中では，様々な放射性物質を総合した
健康影響として，以下の内容を示している。

①　生涯における追加の累積実効線量がお
およそ100mSvを超えた場合には放射線
による健康影響の可能性がある

②　そのうち，小児の期間については，甲
状腺がんや白血病について，感受性が成
人より高い可能性がある（チェルノブイ
リ原発事故の際，周辺住民の小児につい
て，白血病のリスクが増加した，被ばく
時の年齢が低いほど甲状腺がんのリスク
が高い等の疫学データがある）

③　追加の累積線量が100mSv未満である
場合の健康影響について言及すること
は，現在得られている知見からは困難で
ある

④　今後のリスク管理（食品の規制値の設
定等）は，本評価結果が，追加の累積線
量に関するものであることを考慮し，食
品からの放射性物質の検出状況，日本人
の食品摂取の実態等を踏まえて行うべき
である

この評価書を受けて，厚生労働省は，
2011年12月22日，暫定規制値に代わる
新たな放射性物質の規格基準案を示し，
2012年4月1日から新たな基準値を施
行している。

3　新たな基準値の内容について
⑴ 厚生労働省は，食品からの被ばくに対
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する放射性セシウムの基準について，年
間の許容線量を1mSvとして新しい基
準値を設定した。

新基準は，放射性セシウムの基準値と
して，飲料水を10Bq/kg，牛乳を50Bq/
kg，一般食品を100Bq/kg，乳児用食品
を50Bq/kgとそれぞれ定めている。

年間1mSvとは，放射線を被ばくし
た人の実際の疫学データに基づいて，生
涯における追加の累積の実効線量で，お
およそ100mSv以上で健康影響が見出さ
れているが，100mSv未満については，
現在の知見では健康影響の言及は困難で
あることから，生涯にわたる累積線量が
100mSvを超えないことを目安に定めら
れたものである。

基準値は半減期1年以上の放射性核種
全体（セシウム134・137，ストロンチ
ウム90，プルトニウム，ルテニウム
106）を対象としている。半減期が短く，
すでに検出されない放射性ヨウ素や，原
発敷地内においても天然の存在レベルと
変化のないウランについては，基準値は
設定されていない。

以下に，各食品区分ごとの基準値の設
定根拠を記す。

⑵ 飲料水は，全ての人が摂取し代替が効
かないものであり，その摂取量も大きい
ことなどから，他の食品と独立の区分と
した。

世界保健機関（WHO）飲料水水質ガ
イドラインによると，飲料水を通じての
被ばくが年間実効線量0.1mSv以下であ
れば飲料水の摂取による放射線学的な健
康への悪影響はないとされている。

そして，同ガイドラインは，飲料水を
1日2ℓ摂取するとしても年間実効線量
が0.1mSvを超えない基準値（ガイダン
スレベル）として，10Bq/kgと定めてい
るため，この基準値もそれに従うことに

している。
⑶ 一般食品

一般食品に割り当てられる線量は，
1mSvから飲料水の線量0.1mSvを引い
た0.9mSvとなるが，性別・年齢区分別
の食品摂取量と内部被ばく係数を考慮し
て限度値（Bq/kg）を算出した。

具体的には，穀類・野菜類等の食品区
分ごとに，どのような経路で各放射性物
質がどの程度移行してくるのかを計算す
る。そして，食品の半分が放射性物質に
汚染されていたとしても（食品自給率等
を考慮し，流通する全ての食品が放射性
物質に汚染されていると考えるのは妥当
でないためこのように仮定）年間被ばく
線量が0.9mSvを超えない値として，性
別・年齢別に限度値を設定する。

このうち限度値が最も厳しくなるのは
13歳から18歳の男子である。この層の
平均食品摂取量は2051.6gであるが，そ
の食品の半分が放射性物質に汚染されて
いたとしても年間被ばく線量が0.9mSv
を超えない限度値は120Bq/kgとなる。

その上で，想定外の量の食品摂取をし
ても安全が確保できるよう，一定の余裕
を持たせるため，この値を安全側に切り
下げたものが一般食品の基準値である
100Bq/kgである。

⑷ 乳児用食品と牛乳
これらについては，流通品のほとんど

が国産であるという実態から，全ての食
品が汚染されていたとしても影響がない
よう，一般食品の基準値の半分である
50Bq/kgが基準値とされている。

4　新たな基準値の問題点
⑴ 低線量被ばくについても安全性は確認

されていないこと
新たな基準値は，生涯にわたる累積線

量が100mSvを超えないことを目安に定
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められたものである。
これは，生涯における追加の累積の実

効線量がおおよそ100mSv以上で健康影
響が見出されているが，100mSv未満に
ついては，現在の知見では「健康影響に
ついて言及することは困難であ」るとの
理由に基づく。

しかし，この基準値の定め方には，安
全性を確認する姿勢が欠如しているとい
う問題がある。

健康影響評価は，食品の安全性の確保
に関する施策の策定のために行うもので
あるから，調査を徹底した上でなお科学
的知見から明確にいい難い場合の結論
は，「健康影響について言及することは
困難であった」ではなく，端的に「健康
影響がないとはいえない」あるいは「安
全性は確認できない」とするべきであ
る。

そうすると，第2章第3節で述べたよ
うに，低線量被ばくの健康影響について
は，100mSv未満であってもがんのリス
クがゼロになる安全な線量（閾値）はな
いと仮定する「直線閾値なし仮説（LNT
仮説）」に基づき，100mSv未満の被ば
くであっても，「安全性は確認できない」
と評価するべきである。

現在，福島県民全員の健康調査が進め
られているが，食品摂取の影響も継続的
に調査し，また，計画的避難区域内の動
植物の放射性物質による影響を調査し，
放射性物質の健康影響の研究を行うこと
とするべきである。

⑵ 年間1mSvは，外部被ばくと内部被ば
くを合わせた数値であること

ICRP勧告によると，一般公衆の被ば
く実効線量の限度は年間1mSvと定め
られているが，この限度値は内部被ば
く，外部被ばくを含めた数値である。

しかしながら，新基準は，食品・飲用

水による内部被ばくのみに年1mSvを
割り当てたもので，外部被ばく・内部被
ばく合わせて年1mSvとして基準値を
算出したものではない。そのため，外部
被ばく線量の高い地域の住民にとって
は，十分に低いとはいえない数値となっ
ている。

こういった地域の住民にとっては，年
間1mSvの限度量を達成するためには，
食品摂取による内部被ばく線量を少なく
する必要がある。

地域ごとの外部線量を勘案し，福島県
など高線量地域についてはより厳格な食
品基準値を設定することが望ましい。そ
れが困難であれば，少なくとも自然放射
線における外部被ばく，内部被ばくの平
均的割合に基づき内部被ばくとしての限
度量を算出し，それに基づいて飲料水や
食品ごとの基準値を設定した上で，適宜
見直しを行うべきである。

⑶ 基準値を設定する食品区分について
本案は，食品区分として，「飲料水」，

「乳児用食品」，「牛乳」，「一般食品」の
4区分しか設けていない。日本における
食品摂取の実態を踏まえた食品区分と基
準値設定がなされるべきである。少なく
とも，主食である米については，独立し
た食品区分を設定し，一般食品よりも厳
しい基準値を設定すべきである。

⑷ 乳幼児への配慮について
新基準値は，「子どもへの配慮と，流

通品のほとんどが国産であるという実態
から，万が一，流通する食品の全てが汚
染されていたとしても影響のない値とし
て」乳児用食品と牛乳につき独立した区
分を設定し，基準値を一般食品の2分の
1に設定している。

しかし，これは緩きにすぎるといわな
ければならない。

一般食品についてはその半分が汚染さ
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れていると仮定して100Bq/kgとし，乳
児用食品と牛乳はその全てが汚染されて
いたと仮定して50Bq/kgとするのでは，
胎児や乳幼児の放射線への感受性の高さ
が全く考慮されていないからである。

チェルノブイリ原発事故の被災地では
事故から数年後に小児甲状腺がんが急増
した。食品安全委員会の健康影響評価案
も，「小児に関しては，より影響を受け
やすい可能性（甲状腺がんや白血病）が
あると考えられた」としている。

胎児・子どもは，放射線感受性が高い
こと，体重当たりの摂取量が大人の数倍
多いこと，化学物質管理においては10
倍の安全係数を適用するのが通例である
ことなどから，「乳児用食品」及び「牛
乳」については，「一般食品」の10分の
1の値を食品基準値とすべきである。

5　食品の検査体制や結果の公表につい
て
⑴ 検査と出荷・摂取制限

食品の安全性の確保に関する施策の策
定に当たっては，食品を摂取することに
より人の健康に悪影響が及ぶことを防
止・抑制するため，国民の食生活の状況
等を考慮し，食品健康影響評価の結果に
基づいて施策を策定しなければならない
とされている（食品安全基本法第12条）。

食品に含まれる放射性物質の検査は，
原子力災害対策本部（本部長：内閣総理
大臣）が定めた「検査計画，出荷制限等
の品目・区域の設定・解除の考え方」を
踏まえて厚生労働省が示した「地方自治
体の検査計画」に基づき，各都道府県で
実施されている。各都道府県で実施され
た食品中の放射性物質の検査結果は，厚
生労働省が集約し公表している。

出荷制限は，食品衛生法に基づく基準
値を超える食品が地域的な広がりをもっ

てみつかった場合に，原子力災害対策本
部長（内閣総理大臣）からの指示に基づ
き，関係知事が関係事業者などに要請す
る。

⑵ 原産地の表示について
国産農産物の原産地表示は，JAS法に

基づく生鮮食品品質表示基準により，都
道府県名，あるいは市町村名やその他一
般に知られている地名を表示することが
義務付けられている。

この表示義務に違反した場合には，
JAS法に基づく指示・公表等の行政措置
や刑事罰の対象となる。

政府は，このような制度をもって国民
の健康を確保するとしているが，以下に
述べるとおり，実際の施策は極めて不十
分である。

⑶ 食品産業界の自主的取組が阻害されて
いること

放射線が健康にもたらす影響，とりわ
け低線量内部被ばくの影響については，
科学的知見が十分でなく，また確率的な
リスクであるとされていることから，個
人や世帯によって対応が分かれることに
も合理性が認められる。また，食品中の
放射性物質に関する国の新基準について
も，内部被ばくのみに年間1mSvの被
ばく限度を割り当て，外部被ばくを考慮
していないなど，その妥当性に疑問が残
るところである。したがって，消費者
が，食品中の放射性物質について，国が
定める基準よりも厳しい基準に基づき食
品を選択することは，消費者の権利とし
て認められるべきであるし，こうした消
費者の求めに応じようとする生産者や流
通業者の取組は，むしろ促進されるべき
である。

しかしながら，2012年4月20日，農
林水産省食料産業局長は，食品産業団体
に対し，「食品中の放射性物質に係る自
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主検査における信頼できる分析等につい
て」と題する通知を発出した。同通知に
は，「過剰な規制と消費段階での混乱を
避けるため，自主検査においても食品衛
生法の基準値（中略）に基づいて判断す
るよう併せて周知をお願いいたします。」
との記述があり，あたかも食品産業界が
取り組む国よりも厳しい自主基準の設定
の動きを牽制するかのような内容となっ
ているが，これは妥当ではない。

消費者の知る権利及びより安全な食品
を選びたいという選択の自由は尊重され
るべきであり，そのような消費者の期待
に応えようとする食品産業界の自主的取
組はむしろ促進されるべきである。

政府は，より積極的に，食品産業界に
よる自主基準の導入を始めとする自主的
な取組を制度的に後押しするような施策
を実施するべきである。

⑷ 検査体制が縮小されていること
政府は，2012年度の食品検査におい

て，基準値の半分である50Bq/kgを超
える値が検出されたことのある132品目
を重点対象としており，この指針に基づ
き，東日本を中心とした17都県で検査
を実施してきた。

しかし，2013年3月19日，厚生労働
省は，2012年4月以降に50Bq/kgを超
えたケースがない品目を重点品目から外
し，98品目に減らすとの新指針を発表
した。

新指針では，野菜類からはほうれん
草，レタス，キャベツなど，魚類からは
コウナゴ，イワシなどのほか，過去の検
査で100Bq/kgを超える放射性物質が検
出されたことがあるサバやブリなども除
外された。

厚生労働省は，これを「2012年度の
結果を踏まえ，科学的根拠に基づいて見
直した」と説明する。

しかし，自治体からでさえ「事故直後
より2012年度の検出値は下がっている
が，調べもしないで本年度も下がるはず
とはいえない」という声が上がってい
る。

環境に大量に放出された放射性物質
が，今後どのように拡散し，食物連鎖な
どを通じてどのように人間の食材に広
がっていくのかは未知であるから，今後
はむしろ可能な限り多くの食材の検査を
行い，その未知の部分を実証的に明らか
にしていかなければならず，そうでない
限り，「食の安全と安心」はいつまでも
確保できないことになるだろう。

⑸ 検査体制に対する日弁連の意見
日弁連は，食品の放射性物質の検査体

制について，2011年10月19日付け意見
書，2012年2月17日付け意見書などに
おいて，以下のとおり要請を行ってき
た。
・対象地域で生産・採取された食品全種

を流通前に検査すること，そのため，
検査機器等の拡充を国の責任において
早急に図るべきこと

・産地偽装等の防止のため，都道府県の
食品衛生監視員による監視指導を強化
すべきこと

・放射性物質についての測定値，測定機
器及び検出限界を表示する制度を導入
すること

・子どもに対する放射性物質の健康影響
への不安を解消するため，食品の基準
値の10分の1以下の測定値であった
ことを表示する任意の表示制度を国に
おいて導入すること

・学校給食においては，学校設置者は，
給食に使用される対象地域の食材が，
全て放射性物質の検査済みのものであ
ることを確認し，さらに，保護者から
の求めがあれば，検査内容を保護者に

第2節　健康被害の防止に向けて

― 201 ―



情報提供すること
・放射性物質の安全性について消費者に

情報提供をする場合は，低線量被ばく
について，殊更安全性を強調すること
なく，科学的に安全性が確認されてい
ないことを前提に，放射性物質の含ま
れる食品については，過剰摂取を控え
るように注意喚起を促すなど，適切な
情報提供を行うこと
しかし，上記のように，昨今の国の施

策はこれらの要請に応えるどころか，む
しろ安全を求める国民の取組を阻害し，
検査体制を縮小するものとなっている。

せめて，大きなスーパーマーケットの
ような小売店には，放射線測定器を設置
し，消費者が気軽に測定できるような仕
組みを作るべきである。また，食品の基
準値の10分の1以下の測定値であった
ことを表示する任意の表示制度など，よ
り詳細な測定データを食品に表示させる
制度も，本格的に検討を求めたい。

日弁連は，政府に対し，以上のような
要請に応じ，国民の食の安全と安心を確
保するよう，改めて求めるものである。

第5　大気と水の汚染防止，除染，
震災廃棄物と健康被害の防止

1　危機管理体制の著しい不備
⑴ 福島第一原発事故により，膨大な放射

性物質が環境中に放出された。仮にこれ
らの放射性物質を，除染作業によって人
家の周辺等から移動させることが可能だ
としても，一度発生した放射性物質を環
境中から完全に取り除いてしまうことは
不可能である。

したがって，これ以上環境を汚染しな
いよう，特に，東京電力は，万全の態勢
で臨まなければならない。

ところが，東京電力は，万全の態勢で
臨まず環境を汚染し続け，さらに不誠実

な対応で，被災者の不信感を増大させて
いる。

例えば，2013年5月以降，福島第一
原子力発電所の海に近い観測用の井戸の
地下水から高濃度の放射性物質が検出さ
れた。これに関し，同年7月10日に原
子力規制委員会が「高濃度の汚染水が地
中に漏れ出したうえで海に広がっている
ことが強く疑われる」と指摘したのに対
し，東京電力は，データの蓄積がないと
して判断できないとしていた。これを，
参議院議員選挙の翌日である7月22日
になって，地下水の海へ流出を認め，謝
罪したが，東京電力の危機管理能力の無
さ，問題意識の薄さが改めて浮き彫りに
なった。

東京電力が汚染水流出の事実を隠蔽し
ていたため，福島原発の約35km南に位
置する四倉海岸の海開きの記事と福島原
発からの汚染水検出の記事がほぼ同時期
に報道されることとなった。

【左：福島民報 2013年7月14日朝刊，右：福島民
報 2013年7月16日朝刊】

⑵ さらに，東京電力は，2013年7月26日
に発表した「原子力安全改革プラン進捗
報告2013年度　第1四半期」において，
地下貯水槽からの汚染水の漏洩に関し，
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「放射性物質の拡散を極力避けるという
高い安全意識の下，深層防護の観点に立
ち，漏えい監視の質を高め，その意味を
共有し，監視状況の報告が速やかに行わ
れるよう注意を促す他，万一の漏えいに
備えて移送が可能なように銅製のタンク
の設置を更に加速するなど，リスク低減
策を具体化させることが必要であった」

（下線は筆者による）とまとめているが，
これはつまり，下線部のようなことは，
行われていなかったということであり，
重大な問題である。

同報告書は，ほかにも「具体的な対策
を準備させることが必要であった」「組
織力の向上が必要であった」など，重大
な指摘をしている。

⑶ 除染の具体的作業について，国は，各
事業者に一任し，作業過程や汚染水・汚
染物質の処理について監視監督する体制
を取っていないが，厚生労働省が2013
年7月24日に発表したところによれば，
福島労働局管内の除染事業者のうち，実
に68％が何らかの労働基準関係法令に
違反していたという（同年1～6月調
査）。これは，2012年4月から2013年6
月までの累計による違反率59％より9
ポイントも多い。違反内容の内訳は，労
働条件関係が69.2％，安全衛生関係が
30.9％である。しかしながら，労働条件
関係の違反が増加している点について，
厚生労働省は，労働条件に関する事項に
ついて重点的に調査した結果と分析して
いる。調査方法によっては，除染作業に
直接関係する労働衛生関係の違反件数が
増加し，その比率が高まるとも考えられ
る。このような安全衛生関係の違反は，
除染作業が不十分なまま，あるいは労働
者の健康に害を与える形で終了すること
につながるため，重点的な調査や監視・
監督が必要である。

⑷ 国には，東京電力や除染業者等がさら
なる環境汚染を引き起こさないよう，厳
格に監視監督する責任がある。

2　大気と水の汚染防止
⑴ 法規制の現状と問題点

本件事故が起こるまで，環境基本法
も，大気汚染防止法も，水質汚濁防止法
も，土壌汚染対策法も，廃棄物処理法
も，放射能汚染については，適用を除外
してきた。そのため，放射能汚染されて
いるゴミについては，投棄しても，行政
法上刑事法上の責任は発生しない事態と
なっていた。

そこで，まず，廃棄物対策と除染のた
めに，特措法が制定された。しかし，同
法は，含有するセシウム濃度が8000Bq
／kg以下であれば，管理型処分場での
通常どおりの処分を認め，8000Bq／kg
～10万Bq／kgであっても，特別な方法
を施せば，管理型処分場での処分を認め
ている。しかし，従来は，セシウム137
が100Bq／kg以上であれば，低レベル
放射性廃棄物処理施設で長期保管されて
いたものであり，上記特措法は，基準を
大幅に緩和するものとなっている。特
に，8000Bq／kgを 超 え る も の は， 移
動・保管の際に一般公衆の被ばく線量限
度である1mSv／年を超えるおそれが
あり，埋立処分地域に放射能汚染をもた
らし，地域住民の生活・人権を脅かすこ
とになる。

本件事故以前の環境水準が確保される
よう，廃棄物については従来のクリアラ
ンスレベル（セシウム濃度が100Bq/kg
を超えれば放射性廃棄物として特別の対
応が必要）を参考にすべきである。

また，大気汚染，水質汚濁，土壌汚染
については，関係各法令において，適切
な整備をすべきであるが，現状は極めて
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大きな問題があり，抜本的対策がとられ
るべきである。

第一に，環境基準の設定がされるべき
であるが，環境基本法第16条の環境基
準は，人々の居住地域において追加の放
射線量が1mSv／年を大幅に下回る線
量となるよう設定されるべきである。具
体的には，他の有害物質におけると同様
に，（例えば，環境省によれば，化学物
質の土壌溶出量基準については，一生涯
にわたりその地下水を飲用した場合のリ
スク増分が10万分の1となるレベルを
もって基準値を設定している。）リスク
を10万分の1にすべきである。そのた
めには，ICRPの見解を前提としても追
加線量が0.2mSvとなるように，基準を
設定すべきであり，ゴフマン博士など，
より発がんリスクを重く評価する見解を
考慮すると，更に厳格な基準設定が検討
されるべきである。

第二に，上記の基準を達成できるよう
に，そのための具体的施策を定めるべき 
である。

2013年6月17日には，大気汚染防止
法・水質汚濁防止法・環境影響評価法が
改正され，「大気汚染防止法及び水質汚
濁防止法について，放射性物質に係る適
用除外規定を削除し，環境大臣が放射性
物質による大気汚染・水質汚濁の状況を
常時監視すること」「環境影響評価法に
ついて，放射性物質に係る適用除外規定
を削除し，放射性物質による大気汚染・
水質汚濁・土壌汚染についても環境影響
評価を行うこと」が定められた。

これは，大きな一歩であるが，この改
正は，具体的な規制権限が明示されてい
ない点で不十分である上，監視権限を環
境大臣に付与している点で，その実効性
に重大な疑問がある（いままでの環境法
制では，監視及び規制は全て都道府県知

事の権限とされてきた。）。
一方，重大な問題は，既に生じた放射

性廃棄物及び今後除染に伴い発生するも
のに対する対策である。焼却について
は，大きな問題がある。

特措法及びその具体的施策の運用上，
焼却施設にバグフィルターをかければ，
大気中に放射性物質が放出されることは
ないと環境省は説明している。しかし，
ダイオキシンを発生させないためにゴミ
を高温熱で処理すれば，放射性物質は細
分化され，バグフィルターの目をくぐり
抜けるという報告もあり，環境省の説明
に疑問を投げかける報道も見られる

（2012年1月21日東京新聞）。
国は，バグフィルターによる放射性物

質拡散の危険性が様々な条件での実験な
どにより，確実に否定されない限り，放
射性物質の焼却を推進させるべきではな
い。

⑵ 明らかでない汚染の実情
大気中の放射線量などは，各地のモニ

タリング・ポストにより計測され，その
結果は自治体のホームページなどによ
り，公表されている。

しかし，国は，日本中の土壌の汚染状
況を一覧できるようなマップを公表して
いない。

湖沼，河川については，NHKが一部
専門家とタイアップして継続調査し，そ
のデータを公表した。

海洋開発機構が，事故直後に放出され
た汚染水についての拡散予測などを公表
したことがあるが，放射性物質全体の放
出量も海洋における拡散状況，汚染デー
タなどはほとんどわからない。

我々の暮らしている環境の放射線レベ
ルについては，もっと包括的でわかりや
すい測定体制とその公表が継続されなけ
ればならない。
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⑶ 東電による汚染水流出の隠蔽
報道によれば，福島第一原発事故後，

大量の放射性物質が海洋に放出されたこ
とを受け，東京電力は，いったんは，深
さ約30mの難透水層に達する地下遮蔽
壁の構築を計画したものの，中長期的対
策として検討することだけを，2011年
6月17日に公表した。これについては，
自社の株価下落を懸念したものとの指摘
もある。

これに対し，日弁連は，同年6月23
日，政府及び東京電力に対し，工事費用
負担の問題にとらわれることなく，手遅
れとならないうちに地下水と海洋汚染の
これ以上の拡大を防止するため，地下バ
ウンダリ（原子炉建屋及びタービン建屋
の周りに壁を構築遮水するもの）の設置
を含めた抜本的対策を速やかに計画・施
行することを求める会長声明を発表し
た。

しかし，事故後2年半近くの間，政府
も東京電力も海洋汚染防止措置を何ら講
じることなく，汚染は拡大し続けた。

東京電力は，前掲「原子力安全改革プ
ラン進捗報告2013年度　第1四半期」
においても，地下水が汚染水となること
を防止するための対策が「予定通りに実
施できない，あるいは機能しない場合に
備えて，凍土方式による，陸側遮水壁に
ついて，概念設計等を進め，本年12月
までに技術的課題の解決状況を確認す
る。」「汚染水が海洋に漏えいすることの
防止対策としては，来年竣工する予定の

『海側遮水壁』が進められている。（中
略）工期は約3年を要する。」などと，
いまだにことの重要性を認識していない
といわざるを得ない。

政府はようやく東京電力任せの方針を
転換し，2013年8月26日に本年度予算
の予備費から汚染水対策費用を拠出する

方針を表明し，27日に経済産業省も
2014年度予算の概算要求に，初めて汚
染水対策費用を盛り込み，さらに，28
日には安倍総理大臣が政府が責任を持っ
て取り組んでいくことを明言した。これ
を受けて，9月3日には原子力災害対策
本部の会議において，汚染水問題につい
て，対策の基本方針が決められ，国の予
備費230億円を含めて合計470億円を投
入し，原子炉建屋への地下水流入を防ぐ
ために建屋周辺の土を凍らせる遮水壁

（凍土壁）を設置するなどの対策を講じ
ることになった。ただし，このような凍
土壁の設置は世界でも前例がなく技術的
課題も多い方法とされている。

3　除染
⑴ 福島県内の汚染状況重点調査地域（各

市町村で除染を実施する地域）の除染状
況は，特に住宅について，進捗がはかば
かしくない。

2013年7月12日（一部18日）現在，
38市町村中，100％完了しているのは，
戸数が5戸の町を含め，2町村にすぎな
い。いまだ計画中の市町村が18もあり，
残る18市町村のうち，90％台は2，10
～20％台が8，10％未満が8，という状
態である。

国が除染を実施する除染特別地域は，
除染を開始するに当たり必要な住民の同
意が，対象11市町村中8市町村で取得
完了に至っていない。

こうした中，井上伸治環境副大臣は，
2013年7月25日，2013年度としてきた
除染特別地域の完了時期について，8月
中に見直しの計画を発表するとし，完了
時期が遅れるという考えを明らかにし
た。その後9月10日に，環境省は7市
町村について2013年度中に完了すると
いう工程表を撤回し，市町村ごとに工程

第2節　健康被害の防止に向けて

― 205 ―



表を見直すとの発表を行っている。
⑵ 除染は存在する放射性物質を消滅させ

て量を減らすというものではなく，あく
までも場所的に移動させるにすぎない。

また，汚染度合によっては，放射線量
を安全な水準に達するまで除染するの
に，人間の寿命の範囲を超える年月を要
する場合もある。

さらに，除染特別地域の中には，除染
が進んでも，住民が帰還する可能性が低
く，除染の意味そのものに疑問が投げか
けられている場合もある。

国は，除染後に帰還するか否かを住民
が自由に選択でき，いずれの場合にも生
活再建に必要な十分な支援体制を整える
べきである。

そして，除染による環境浄化には本質
的な限界があることを前提に，優先順位
を定め，早期の復興・復旧に資するよ
う，除染と生活再建とを関連させた上
で，効果的な除染対策を講じるべきであ
る。

復興庁は，2013年7月11日，福島復
興再生基本方針に基づく施策に関し，
2013年度予算を踏まえて改訂したが，
除染の限界や生活再建の方法における住
民意思の尊重の観点は十分ではない。

4　震災廃棄物の処理
放射性物質を含む震災廃棄物の問題につい

て，前述のとおり，特措法は，従来のクリア
ランスレベルよりも緩和された基準によって
放射性廃棄物の埋立て処理を行うことを認め
ているが，これは，埋立て処分地域に放射能
汚染をもたらし，そこに住む人々の生活・人
権を脅かすものであって，震災廃棄物の処理
方法として不適切である。

また，緩和の結果，放射性物質を全国各地
に運搬して焼却処分することができるように
なっているが，現状においては，焼却によっ

て，放射能による環境汚染を各地にもたらす
おそれがあるため，取りやめるべきである。

莫大な放射性廃棄物の量を考えると，具体
的な措置としては，国がある程度の広さの土
地を買い上げ，そこに，放射性廃棄物の処理
施設を作るべきである。

この場合，この処理施設の地域ないし周辺
地域住民にとっては，故郷・生活の本拠を奪
われることとなる。早期の復旧・復興のため
の措置として，十分な説明を尽くし，制約さ
れる人権に対し，最大限の配慮をするべきだ
ろう。

第６　国連「健康に関する権利」
特別報告者・アナンド・グロー
バー氏調査報告書

1　国連特別報告者の来日・調査
2012年11月15日より26日にかけて，国連

人権理事会が選任した「達成可能な最高水準
の心身の健康を享受する権利」に関する特別
報告者・アナンド・グローバー氏（インド
人，弁護士）ら調査団が日本を訪れ，主に福
島第一原発事故後の周辺住民の健康に関する
権利の状況を調査した。

グローバー氏らの来日調査ミッションは，
2011年7月の，日本のNGOからの来日要請
を受けて実現した。グローバー氏ら調査団
は，2012年11月の来日調査時に，各関連省
庁，福島県庁，福島県立医大，自治体，東京
電力等からの事情聴取を行うとともに，福島
県福島市，郡山市，伊達市，南相馬市，宮城
県仙台市など広範囲の地域を訪れ，住民への
インタビュー，モニタリング・ポスト周辺や
学校，居住地域等での線量測定や仮設住宅訪
問等の実地調査を行った。さらに，東京，北
海道，宮城，山形のいわゆる「自主避難者」
や，市民グループ，専門家等からのインタ
ビュー，原発労働者へのインタビューも行わ
れた。こうした調査を受けて，2013年5月，
特別報告者アナンド・グローバー氏は，第
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23会期の国連人権理事会に対し，福島原発
事故後の人権状況に関する事実調査報告書を
提出，日本政府に対する詳細な勧告を行っ
た。5アナンド・グローバー氏の報告書は，緊
急対応，避難指示，健康調査等，日本政府の
対応を健康の権利の観点から包括的に検証
し，今後の改善に向けた重要で明確な勧告を
提起した。6

国連特別報告者の調査・勧告は，国連人権
メカニズムの中でも最も重要かつ権威あるも
のである。「健康の権利」に関する特別報告
者は，国連の人権に関する主要機関である国
連人権理事会から選任された独立専門家であ
り，健康に対する権利が特に危機に晒されて
いると判断した国と地域を選択して事実調査
ミッションを行っている。日本への訪問調査
は，国際社会が福島原発事故後の「健康に対
する権利」に懸念を示していることの表れで
ある。日本は「健康に対する権利」を保障し
た国連社会権規約（いわゆる国際人権A規
約）の締約国であり，国連社会規約委員会も
2013年5月，日本政府に対し原発事故対応
について，グローバー氏の勧告に従うよう日
本政府に勧告した。世界は日本の対応を注目
している。

2　特別報告者の勧告内容
こうして本年5月に出された国連特別報告

者の報告書・勧告の内容は以下のとおりであ
る。

⑴ 年間1mSvを基準とする住民の保護
最も注目すべき勧告は，被ばく限度を

1mSvまでに低減させることをはじめ，
追加線量1mSvを基準とする住民の健
康保護のための施策を求めたことにあ
る。

特別報告者は，低放射線被ばくの健康
影響に関する疫学研究を丁寧に指摘し，
100mSv以下の低線量でも健康影響の危
険性があることを指摘。よって，政府は

放射線量の限度を設定するに当たり，科
学的証拠に依拠して，最も影響を受けや
すい妊婦や子どもについて考慮し，健康
影響を最小にするように設定すべきだと
し，「避難地域・公衆の被ばく限度に関
する国としての計画を，科学的な証拠に
基づき，リスク対経済効果の立場ではな
く，人権に基礎をおいて策定し，公衆の
被ばくを年間1mSv以下に低減するよ
うにすること」（勧告78パラグラフ⒜）
を勧告した。また，「低線量の放射線で
も健康に悪影響を与える可能性はあるの
で，避難者は，年間放射線量が1mSv
以下で可能な限り低くなった時のみ，帰
還することを推奨されるべきである」「そ
の間にも，日本政府は，全ての避難者
が，帰還するか，避難を続けるかを自分
で決定できるように，全ての避難者に対
する財政的援助及び給付金を提供し続け
るべきである」（報告書本文49パラグラ
フ）と明確に指摘した。

これは公衆の被ばくを年間1mSv以
下にするよう明確な基準を求めた，極め
て重要な勧告である。日本政府はこの勧
告を受け入れ，公衆の被ばく限度を厳格
に見直し，安全な環境，少なくとも年間
1mSv以下の環境で生きる権利を人々
に保障すべきである。

⑵ 包括的な施策の実施
上記を前提に，特別報告者は，1mSv

5　文書番号A/HRC/23/41/Add.3　http://www.
Anand Grover, Human Rights Council, 2 May 
2013, "Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health 
Anand Grover"

6　ヒューマンライツ・ナウ翻訳チーム「国連『健
康に対する権利』特別報告者アナンド・グローバー
氏・日本への調査」

（2012年11月15日から26日）に関する調査報告書
（仮訳：2013年6月27日修正版）
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を基準として具体的な施策を勧告した。
例えば，避難地域以外の避難の支援や

医療，教育支援等を含む原発被災者支援
の基本法であるいわゆる原発事故子ど
も・被災者支援法が2012年6月に成立
した7 が，1年2か月以上が経過した
2013年8月30日にようやく基本方針案
が公表され，パブリックコメントが行わ
れている。特別報告者は同法の早期実施
を勧告し，同法が対象とする「支援対象
地域」がいまだ明確でないと指摘，「支
援対象地域」は1mSv以上の全ての地
域を含むべきだ，とした。そして，「移
住，居住，雇用教育，その他の必要な支
援を，年間1mSv以上の地域に居住，
帰還した，またはそこから避難する全て
の人に提供する」よう求めた。

また，特別報告者は，学校教育で配布
されている副読本に「100mSv以下の被
ばくの健康への影響は証明されていな
い」との情報が記載され，低線量被ばく
の過小評価につながりかねないことに懸
念を表明し，低線量被ばくの安全性でな
く，リスクを正確に教育・情報提供する
よう勧告した（78⒝パラグラフ）。さらに，
政府が対策として強調する除染について
は「年間1mSv以下の放射線レベルに下
げるための時間目標を明確に定めた計画
を，早急に策定すること」を勧告した。

⑶ 健康診断・医療支援に対する政策転換
特別報告者は，福島県が現在実施して

いる「県民健康管理検査」では不十分だ
とし，「健康管理調査は，年間1mSv以
上の全ての地域に居住する人々に対し実
施されるべきである」と勧告し，長期
的・包括的な健康検査と医療を求めた

（77パラグラフ）。
現在行われている県民健康管理調査

は，避難地域の住民には詳細な検査がな
されるものの，避難地域以外については

福島県民に対する事故直後の行動調査と
子どもに対する甲状腺検査に限定され，
対象範囲も福島県民に限定されている。
甲状腺検査は18歳未満にのみ2年に1
度程度の頻度で実施するとされ，住民が
希望する血液，尿検査等は併行して実施
されていない。また，福島県は，甲状腺
検査結果に対する子どもと親のアクセス
を著しく困難とし，また，結節があって
も直ちにフォローアップがなされない体
制となっている。

この点で特別報告者は，「個人の健康
状態に関する情報と，放射線被ばくの健
康影響を悪化させる可能性がある他の要
因を含めた」健康調査の実施や，「子ど
もの健康管理調査は，甲状腺検査に限定
せず，血液・尿検査を含む全ての健康影
響に関する調査に拡大すること」「子ど
もの甲状腺検査の追跡調査と二次検査
を，親や子が希望する全てのケースで利
用できるようにすること」などを勧告し
た。

さらに，原発作業員に事情聴取した経
験から，原発労働者には，「原子力産業
に従事する作業員の多くが貧困者で，中
にはホームレスの人々もいる」と指摘，

「作業員の雇用時の健康診断は，法律で
義務づけられているものの，短期間の契
約で，何段階もの下請け業者を通じて雇
われた多くの作業員が，適切かつ効果的
な健康モニタリングを受けていない」と
指摘，政府に対し健康診断・医療サービ
スを「全ての作業員が常時利用できるよ
う，あらゆる対策を取るべき」と勧告し
た（44，77（j）パラグラフ）。

⑷ 情報の公開・住民参加

7　東京電力原子力事故により被災した子どもをは
じめとする住民等の生活を守り支えるための被災
者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律

（平成二十四年六月二十七日法律第四十八号）
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特別報告者は福島県内各所に設置され
た空間線量測定のための「モニタリン
グ・ポスト」を視察し，計器から少し離
れると，線量が急激に上がったり，計器
のすぐそばにホットスポットがあるな
ど，線量測定が実態を反映していない深
刻な事態を視察した。これを踏まえて，
放射線量測定について「住民による独自
の測定結果を含めた，独立した有効性の
高いデータを取り入れること」を勧告し
た。

最後に特別報告者は，被災者支援，原
発の稼動，避難区域の指定，放射線量の
限度，健康管理調査，賠償額の決定を含
む原子力エネルギー政策と原子力規制の
枠組みに関する全ての意思決定プロセス
に，住民，特に社会的弱者が効果的に参
加できることを確実にするよう，日本政
府に勧告した。特に原発事故子ども・被
災者支援法等の原発被災者への救済施策
について，住民，特に子ども，女性，高
齢者等の社会的弱者の声が反映されるよ
うな仕組みを確立するよう求めた。

3　日本政府の不誠実な対応
上記各勧告に対し，日本政府は真摯に受け

止めるどころか，極めて不誠実な対応をとっ
ている。これは，国際社会からの勧告に対す
る挑戦的態度として異例であるだけでなく，
原発事故の危険性，今も残存する低線量被ば
くの危険性を強固に否定し，被害者を切り捨
てようとする姿勢がうかがわれ，看過できな
い。

⑴ 低線量被ばくの健康影響の否定
日本政府は，低線量被ばくの健康影響

が不明である以上慎重に被ばく線量を設
定すべきとの特別報告者の提言に対し，

「低線量被ばくの一定の側面について知
られていないことがいまだあるとして
も，すでに多くの科学的発見がある」「そ

れらに基づいて判断を下すことが必要」
とする。そしてその拠り所として，「広
島と長崎のデータに基づき，被ばくによ
る健康への影響は100mSv以下の水準で
あれば他の原因による影響よりも重大で
はない，または存在しないと信じられて
いる。」と主張している（なお，広島と
長崎の被害に関する司法判断は，第2章
第1節の第4・第5を参照されたい。）。
公衆の被ばく限度を1mSv以下に設定
すべき，とする勧告には「追加的な放射
線量が年間1mSv以下の放射線レベル
に下げることは，長期的な目標」としつ
つ，その「長期的な目標」を達成するタ
イムテーブルは一切示さない。さらに，

「『原発事故子ども・被災者支援法』の支
援対象地域が，年間放射線量1mSvを
超える地域を含むべきである」との指摘
については，あろうことか，「予断に基
づく文章であるため，削除すべきであ
る。」と述べている。勧告を受け入れる，
受け入れない，のレベルを通り越して，
特別報告者の勧告に対し削除要請をする
という態度は常軌を逸している。

さ ら に， 追 加 被 ば く 線 量 が 年 間
1mSvの地域に暮らす住民全てに健康
調査をすべきとの提言には「科学的根拠
がないものであり，勧告内容の変更なし
には受け入れることができない」とし，
尿，血液検査については，「科学的根拠
が乏しい」として受入れを拒絶，「何ら
かの症状が認められる者は，制限なく医
療機関で医療診断を受けることが可能」
だとして，現行の福島県県民健康管理調
査の改善・拡充を一切拒絶している。ま
た，特別報告者が情報公開や避難指示の
遅れで「葛尾村，飯館村，浪江町，南相
馬市，川俣村の人々が4月22日の避難
指示までに高い放射線にさらされてい
た」という事実の指摘に対し，これらの

第2節　健康被害の防止に向けて

― 209 ―



地域の住民の事故直後の被ばくも「一般
に低線量被ばくである」として訂正を求
めている点は，見識が疑われるといわな
ければならない。

こうした答弁姿勢から，日本政府は強
固に被ばくの影響を否定し，被害者を切
り捨てようとする姿勢がうかがわれる。

⑵ 日本政府のコメントの誤り
以上のような日本政府の見解は，確立

された研究・科学的知見にも，被ばくか
らの公衆の保護に関する日本の前例にも
反している。
①公衆の被ばく限度・低線量被ばくにつ
いて

政府の広島・長崎の疫学調査に関する
援用は最新の調査結果を故意に無視した
ものである。すなわち，放影研は広島・
長崎の原爆被害者の1950年から2003年
までの追跡結果をまとめた最新のLSS

（寿命調査）報告（第14報，2012年）8を
発表している。この調査では，全ての固
形がんによる過剰相対リスクは低線量で
も線量に比例して直線的に増加している
ことが指摘されている。政府がしばしば
援用するICRP（国際放射線防護委員会）
は，100mSv以下の低線量被ばくについ
ても危険性があるとする「閾値なし直線
モ デ ル 」（LNT） を 支 持 し て お り，
100mSv以下の被ばくの健康影響を否定
していない。政府は，こうした多数の知
見を故意に見ようとせず，「フランス科
学アカデミーが閾値なしに疑問を呈する
コメントを出した」などと援用し，あく
まで低線量被ばくの影響を否定しようと
する。しかし，原発事故を引き起こした

国として，住民の健康を守る立場に立つ
のであれば，低線量被ばくの影響に最も
敏感になり，考えられるリスクを回避す
る最大限の措置を取るべきである。
②1mSvを基準とする健康モニタリン
グについて

政府は，追加線量1mSv以上の地域
に住む全ての住民に詳細な健康調査をす
べきとする特別報告者の勧告を「非科学
的」だという。しかし，現行の「原子爆
弾被爆者に対する援護に関する法律」（被
爆者援護法）及び原爆症認定基準は，放
射線起因性の判断基準のひとつとして，
被爆地点が爆心地より3.5キロメートル
という基準を採用しており，9厚生労働省
の文書によれば，これは，一般公衆の線
量限界が年間1mSvであることに基づ
くものだとされている。10 また，JCOの
臨界事故後，原子力安全委員会の健康管
理検討委員会報告（2000年3月27日）
に基づき，11 茨城県では，推定線量が
1mSv以上に該当する住民のなかで希
望する者に対し，定期的に健康診断が行
われている。12 なぜ，福島原発事故の被
害者に対してだけ別の基準をとるのか，
政府は合理的な説明ができていない。

また，政府は，血液，尿検査等の必要
性を頑強に否定し，「不必要な検査を強
制するのは倫理的に問題だ」等とする
が，甲状腺検査で二次検査に進んだ子ど
もや避難地域の人々には，尿・血液検査
が現に実施されている。問題は，政府・
県が検査対象者を線引きし，希望する住
民に対しても検査を拒絶している点にあ

9　厚生労働省ホームページ「原爆症認定」
10　厚生労働省ホームページ「原爆放射線について」
11　旧原子力安全委員会ホームページ
12　茨城県保健福祉部保健予防課「㈱JCO東海事務

所の臨界事故施設周辺の住民の皆様の健康診断の
お知らせ」（2010年2月18日，2011年3月9日）

8　公益財団法人放射線影響研究所，日米共同研究
機関ホームページ

「LSS第14報　原爆被爆者の死亡率に関する研究　第
14報　1950-2003年：がんおよびがん以外の疾患の
概要（PR4-11）」
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る。チェルノブイリ原発事故後，例えば
ベラルーシでは追加線量1mSv以上の
地域住民に対し，1年に2度，子どもだ
けでなく大人も含め，甲状腺，血液，
尿，目，歯，内科・内部被ばく検査等の
包括的な検査が無料で実施されてきたと
いう。これと比較すれば，現在の健康調
査は明らかに不十分である。

⑶ 国際機関の報告の恣意的な援用
日本政府は「我々は，この報告書が十

分な科学的調査を欠いていることを指摘
せ ず に は い ら れ な い。」 な ど と し，
WHO，国連科学委員会，ICRPなどを援
用して反論している。しかし，国際文書
を検討すれば，日本政府が各報告のうち
日本政府に都合のよい部分を切り取って
主張していることが明らかになる。

例えば，日本政府は，WHOの2013年
福島報告が「現在の結果は，福島第一原
発の事故による追加的な放射線被ばくに
起因するヒトの疾患の発現は，検出可能
な水準を下回り続けるであろう」と結論
付けたと主張する。しかしこれはWHO
報告の一部分にすぎず，他方でWHO報
告は，事故後1年間に乳幼児が線量12
～25mSvを浴びた地域では，生涯の発
がんリスクが男性の白血病で7％，女性
の甲状腺がんで70％，乳がんで6％，
他の固形がんで4％上昇すると予測して
おり，3ないし5mSvの地域でもその
3分の1ないし4分の1の健康影響を予
測している。

ところで，国連科学委員会は，「直ち
に健康に影響はない」とのプレスリリー
スを2013年5月31日に公表し，今後報
告書を公表予定である。13 国連科学委員
会は，自ら現地に出向いて情報収集はせ
ず，日本側から提供されたデータを評価
するにすぎず，14 これが福島の実態を反
映したものか，甚だ疑問がある。しか
し，このプレスリリースでさえ，特に子
どもの健康影響は不確定であり将来的な
モニタリングが欠かせないと指摘してい
る。日本政府が国際機関の見解を部分
的・恣意的に援用し，低線量被ばくの危
険性に誠実に向き合っていないのは残念
である。

4　国連勧告に基づく抜本的な政策の転
換を
福島第一原発事故から2年半以上が経過し

たが，政府・県は低線量被ばくの影響を過小
評価し，住民の懸念や切実な要望をも顧み
ず，著しく劣悪で不十分な対策しか講じない
まま今日まできた。

日本政府は，今回の勧告を受けて，低線量
被ばくの影響を直視し，人権の観点に立って
従来の政策を抜本的に転換するべきである。
国際社会や日本の市民社会，そして誰より影
響を受けた住民と対話を閉ざさず，ひとつひ
とつの勧告に誠実に向き合ってこれを実施
し，子どもや将来世代への健康影響を防止す
るために政策転換をはかることが求められて
いる。

13　UNIS（国連科学委員会）"No Immediate Health 
Risks from Fukushima Nuclear Accident Says UN 
Expert Science Panel"（UNIS/INF/475, 31 May 
2013）

14　福島県県民健康管理調査検討委員会第4回議事録 
（2011年10月17日開催）
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第1　福島第一原発事故の原因は
未解明

1　4つの事故調
2011年3月11日に発生した福島第一原発

事故について，「東京電力福島原子力発電所
における事故調査・検証委員会」（政府事故
調。委員長畑村洋太郎），「東京電力福島原子
力発電所事故調査委員会」（国会事故調。委
員長黒川清），「福島原発事故独立検証委員
会」（民間事故調。委員長北澤宏一），「『福島
原子力事故調査委員会』及び社外有識者で構
成する『原子力安全・品質保証会議　事故調
査検証委員会』」（東電事故調。委員長山崎雅
男）の4つの事故調が設置された。

1つの事故について4つの事故調が設置さ
れるのは前代未聞のことであり，世界でも例
がないのではないかとされているが，それだ
け福島第一原発事故が重大な事故であったと
いうことができる。

しかし，4つもの事故調が設置され，それ
によって福島第一原発事故が解明されたのか
というと，残念ながら，その答えは否である。

政府事故調は2012年7月23日に，国会事
故調は同年7月5日に，民間事故調は同年2
月27日に，東電事故調は同年6月20日に，
それぞれ報告書を公表しているが，そのいず
れの報告書によっても，福島第一原発事故の
全容も事故原因も未解明であるといわざるを
得ない。

2　国会事故調報告書
⑴ はじめに

国会事故調は，国会の国政調査権を背
景に，衆参両院の全会一致で設けられた
憲政史上初めての事故調である。延べ
1167人，900時間を超えるヒアリング，

福島第一，第二，女川原発の現地視察，
タウンミーティング，被災者や原発作業
従事者に対するアンケート調査，東電，
規制官庁等に対する2000件を超える資
料請求等を行い，委員会，38人の参考
人招致も全て公開した。

国会事故調報告書は，次のように未解
明の問題を指摘している。

⑵ 地震により配管が損傷しなかったか
まず国会事故調報告書は，地震動に

よって配管損傷が生じた可能性につき，
こう指摘している。
「スクラム（原子炉緊急停止）の約30

秒後に激しい揺れが襲い，50秒以上揺
れが続いた。したがって，「止める」機
能が働いたからといって原子力発電所が
地震動で無事だったとはいえない。」（198
頁）
「『 は ぎ と り 波 』 の 最 大 加 速 度 は

675Galで，基準地震動の600Galを上回っ
ている。」（211頁。なお「はぎとり波」
とは，解析の結果得られる地震波を指
す。）
「基準地震動に対するバックチェック

と耐震補強が殆ど未了であった事実を考
え合わせると，本地震の地震動は安全上
重要な機器，配管系を損傷する力を持っ
ていたと判断される。」（207頁）
「地震発生直後に大規模な『冷却材喪

失事故』（LOCA）が起きていないこと
は，津波襲来までの原子炉の圧力，水位
の変化から明白である。しかし，『独立
行政法人原子力安全基盤機構』（JNES）
が公表しているように，配管の微小な貫
通亀裂から冷却材が噴出する小規模の
LOCAの場合，原子炉の水位，圧力の変

第4章　脱原発への道筋

第1節　原発事故再発の危険性

第1節　原発事故再発の危険性

― 215 ―



化は，亀裂がない場合とほとんど変わら
ない。このような小規模のLOCAでも
10時間ほど放置すると数十tの冷却材が
喪失し，炉心損傷や炉心溶融に至る可能
性がある。」（196頁）

また，東電の中間報告書や政府事故調
などは，非常用電源の喪失の原因を津波
に帰しているが，国会事故調は次のとお
り，津波原因説と客観的事実との矛盾

（特に1号機A系について）を指摘する。
「事故の進展を決定的に悪化させた非

常用交流電源の喪失について，東電の中
間報告書はもちろん，（中略）政府事故
調の中間報告書，（中略）保安院の『技
術的知見について』など全てが『津波に
よる浸水が原因』とし，津波第1波は
15時27分頃，第2波は15時35分ごろと
している。しかしこれらの時刻は，沖合
1.5kmに設置された波高計の記録上の第
1波，第2波の時刻であり，原子力発電
所への到着時刻ではない。」（207頁）
「津波第2波を連続的に撮影した写真

を見ると（中略）沖合1.5km地点を15
時35分に通過した第2波が4号機海側
エリアに到達した時刻は15時37分ごろ
と考えられる。津波が（中略）非常用電
源機器に達するのはさらに少し後にな
る。第1波襲来のころに連続的に撮影さ
れたと見られる写真で4号機4m盤上
の建物の外壁下端が見えていると判断で
きること，（中略）避難中の者の証言か
ら（中略）1～4号機では第1波による
海水ポンプ被水停止はなかったと考えら
れる。以上から，（中略）15時35分か36
分停止と認められる1号機A系の電源
喪失の原因は津波ではないと考えられ
る。15時37分停止の1号機B系及び2
号機A系，15時38分停止の3号機A系
及びB系も，電源喪失が津波によるとい
えるかは疑問がある。」（227頁）

「全交流電源喪失は津波による浸水と
断定する前に，このような基本的な疑問
に対する筋の通った説明が必要である。」

（207頁）
また国会事故調は，次のように地震直

後の出水やIC（非常用復水器）手動停
止という重要なアクシデントの経緯が未
解明であることを指摘した。さらに，
SR弁（逃し安全弁）の作動状況から，
地震動によってLOCAが生じた可能性
も指摘する。
「地震発生当時，1号機原子炉建屋4

階で作業していた東電の協力企業社員数
人が，地震直後に同階で起きた出水を目
撃していた。この4階には，非常用復水
器（IC）の大型タンク2基が設置され，
IC配管等が取回されている。当委員会
は，出水が5階の使用済み燃料貯蔵プー
ルの地震時のスロッシングによる溢水で
ないことをほぼ断定しているが，現場調
査ができないため，出水元は不明であ
る。」（207頁）
「1号機のIC（A，B2系統）は，14時

52分に自動起動したが，自動起動から
わずか11分後，1号機の運転員は，IC
を2系統とも手動で停止した。この手動
停止に関して，東電は一貫して，『操作
手順書で定める原子炉冷却材温度変化率
55℃/hを順守できないと判断』したか
らと説明してきた。また政府事故調の報
告書にも政府のIAEAへの報告書にもそ
のように記された。しかしICの手動停
止に関わった複数の運転員から，原子炉
圧力の降下が速いのでIC系配管や他の
配管から冷却材が漏れていないかどうか
を確認するためICを止めた，との説明
を得た。運転員の説明は合理的で判断は
適切であるのに対して，東電の説明は合
理性を欠いていると考えられる。」（208
頁）
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「1号機の逃がし安全弁（SR弁）に関
しては，事故時，必要なときにそれが実
際に作動したことを裏付ける弁開閉記録
が存在しない（2，3号機には存在す
る）。さらに，2号機の場合は，中央制
御室や現場でSR弁の作動音が頻繁に聞
こえたが，1号機の運転員の中に1号機
のSR弁の作動音を耳にした者は一人も
いないことも分かった。以上から，実は
1号機のSR弁は作動しなかったのでは
ないかという疑いが生まれる。もしそう
であれば，1号機では地震動による小規
模のLOCAが起きていた可能性がある。」

（208頁）
⑶ 3号機はなぜ爆発したか

3号機でも建屋の爆発という重大な事
故が発生したが，この爆発がなぜ起こっ
たかについても，原因が究明されている
とはいえない。国会事故調は，次のよう
に未解明の問題を指摘する。
「3月14日11時1分に発生した3号機

原子炉建屋の爆発は，その映像を観察す
る限り，オレンジ色の光がきらめいた瞬
間に続いて発生しており，天井部を突き
破って舞い上がった粉じんが約500mの
上空にまで達している。落下したがれき
には大きなコンクリート塊も含まれてい
たようで，タービン建屋の屋上に落下し
て出来たと思われる穴の大きさは，消防
車の車体が入るほどと見受けられた。穴
の縁の断面には，上から下の方向に曲げ
られた鉄筋が多数観察されている。（中略）

しかし，炉内のジルカロイが，全てジ
ルコニウム―水反応を起こすわけではな
く，実際にそれが炉内において発生する
のは，例えば（中略）オークリッジ国立
研究所の解析書においては，そのうちの
約20％だけと推定されている。また，
3月13日から爆発が起こるまでには数
度の格納容器ベントが実施されており，

それらの成功は，モニタリングポストの
値の急上昇によって裏付けられている。
そしてその一部は，4号機の原子炉建屋
にも流れて爆発を引き起こしている。

このように考えると，3号機の原子炉
にあったジルカロイによるジルコニウム
―水反応だけで，果たしてこれほどの結
果をもたらす水素の発生があったのかと
いう疑問が湧いてくる。

そこで思い出さなければならない現象
がある。それは，CCI（筆者注：原子炉
圧力容器の底部から崩落した溶融物とコ
ンクリートとの化学反応）である。これ
によって水蒸気，水素，一酸化炭素，二
酸化炭素などが膨大な量，放射能エアロ
ゾルとして発生する。仮にこれが発生し
ていたと仮定した場合には，現状やや不
足気味に感じられる爆発性気体の量も大
幅に増量されることになる。そして，爆
発の直前に観察された閃光の『オレンジ
色』については，爆発性気体に含まれて
いた一酸化炭素の不完全燃焼であったと
推論すると理解しやすい。

また，CCIによるエアロゾルは，高濃
度の放射性物質を含んでおり，爆発で散
乱したがれきの著しく高い放射線レベル
についても説明がつく。以上から，CCI
の寄与性を加味して考えると，3号機の
爆発の説明がより容易となる。ただしそ
のことは，原子炉圧力容器のメルトス
ルーとペデスタル内におけるコンクリー
トの侵食が，実際にはさらに大規模なレ
ベルで進行していた可能性も示唆するこ
とになる。」（167頁）

⑷ 4号機はなぜ爆発したか，また使用済
燃料プールから火災が生じる可能性につ
いて

東電事故調中間報告では，4号機原子
炉建屋が爆発した理由は，3号機で発生
した水素がSGTS系（非常用ガス処理系）
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を逆流して4号機原子炉建屋へ回り込み，
原子炉建屋内が爆発性雰囲気となったと
ころに，何らかの着火源が起因となって
水素爆発を引き起こしたものと説明され
ている。しかし，4号機事故の原因につ
いては，十分な検証がなされているとは
いえず，国会事故調は「しかし，3号機
から逆流した水素のみで4号機原子炉建
屋が爆発性雰囲気にまで到達するかどう
かには慎重に検討する必要があり，かつ，
いまだ立証されていないため，解析等に
よる今後の検証が望まれる。」（168頁）
と，十分な検証を呼び掛けている。

また，4号機使用済燃料プールの白煙
をきっかけに生じた，使用済燃料プール
からの更なる事故に対する多くの人々の
危惧及びその背景，さらに未解明の問題
点についても，国会事故調は次のように
指摘する。（下線は筆者）
「4号機原子炉建屋が爆発により大破

し，その直後から使用済み燃料プールが
白煙を上げ続けた事象に関しては，その
直後から様さまざまな推測が論じられた。
米国NRCは在日米国人に対して50マイ
ル圏内からの脱出を呼び掛け，国内にお
いても危険範囲が首都圏にまで及ぶ可能
性があるとの内部資料がまとめられてい
た事実が後日発表されている。結局，当
該使用済み燃料プールには十分な水が満
たされていることが確認され，推測に基
づいた議論は決着している。しかし，そ
もそもさまざまな悲観的推測が論出した
背景には，初期の決定的な情報不足に加
え，（中略）技術的理由も存在していた。

（中略）
4号機使用済み燃料プールを巡る悲観

的観測は，使用済み燃料プールに十分な
レベルの水が残存していることが確認さ
れたことによって打ち消されたが，かな
りの水量が残っていたことで新たな疑問

が生じた。結局その説明としては，使用
済み燃料プールゲートの構造的な特徴に
より，当時満水状態だった原子炉キャビ
ティ及びそれと連絡する機器貯蔵ピット
からの水が，蒸発によって水位が低下し
た使用済み燃料プールへと流れ込んだた
めと説明されている。この説明は合理的
であり，かつ，実際に原子炉キャビティ
と機器貯蔵ピットの水位が低下している
事実とも符合している。

ただし，原子炉キャビティと機器貯蔵
ピットが使用済み燃料プールと同じ水位
に保たれているという状況は，通常，燃
料交換が実施される計画停止期間中だけ
に限られているものであり，そのような
期間は運転サイクルの10～20％にすぎ
ない。したがって，使用済燃料プールに
おける冷却機能の喪失に関しては，その
ような他のプールからの流水を期待する
のは非保守的な仮定であり，使用済み燃
料プールが長期にわたって冷却されない
シナリオは，使用済み燃料プールにある
水量だけを担保として評価されなければ
ならない。そのような評価を行った場
合，使用済み燃料プールの水量は早晩全
て蒸発することになる。

問題はそこから先の進展である。過去
の文献には，条件によってはジルコニウ
ム火災を発生させるまでの高温に達する
ことを示唆するものもある。その場合に
は，ジルカロイ製の燃料被覆管も破損
し，内蔵されている大量の放射性物質が
熱によって外部環境へと放散されること
になる。海外においては，これが現実性
のある懸念であるか否かの判定をより高
い精度で行うための解析コードが整備さ
れ，その検証のための実験も行われてい
る。」（168～169頁）

⑸ 5号機まで事故を起こす可能性はな
かったか
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5号機は冷温停止に成功したが，国会
事故調が以下指摘するように，単なる偶
然にすぎなかった可能性が高い。
「5号機は，3月12日8時13分に6号

機空冷式非常用ディーゼル発電機（b）
からの電源融通に成功し，危機を脱する
きっかけをつかんだ。そして，SR弁と
MUWCによる断続的な原子炉水位調整
を経て冷温停止を達成した。

しかし，5号機が通常運転中であった
と仮定したら，原子炉事故を回避するこ
とができたであろうか。この仮定を置く
と，発災当時の原子炉水位や圧力，直後
から発生する崩壊熱は，1～3号機と同
水準で，全交流電源と最終ヒートシンク
への排熱ルートを喪失，隣接プラントが
定期検査中という5号機が置かれている
状況は，原子炉事故に至った3号機と同
条件であった。

そのため，高圧注水を継続して延命を
図るものの，6号機からの電源融通に成
功する前に直流電源を喪失し，高圧注水
に限界が訪れるまでに格納容器冷却又は
減圧と低圧注水を完遂することができ
ず，3号機と類似した事故進展をたどり
原子炉の暴走を許してしまう可能性が
あった。」（169～170頁）

3　その他の事故調
政府事故調及び民間事故調の報告書は，と

もに事故の直接的原因を津波による全電源喪
失としている上，政府事故調は「自然災害」
の立場をとっている。

ただ民間事故調は，津波への備えが不十分
という意味で「人災」の性格を帯びていると
している。

例えば，869年（平安時代中期）に発生し
た貞観津波については，2009年に行われた
東電の耐震バックチェックの中間報告の審議
の際，厳しい指摘がなされており，また，

2008年，東電自ら，明治三陸地震級の地震
が福島県沖であれば，福島第一原発で15.7m
の津波が来ると試算していたが，東電は何の
対策も講じていなかった。

なお，東電事故調は，そもそも，事故の直
接の責任者が設置したものであるという特質
を有しているが，その報告書は，直接の事故
原因を「想定外の津波」と結論付け，ひたす
ら東電の保身に徹しており，事故調報告書の
名に値しない。

4　事故調が示した課題と現状
以上述べたところから明らかなように，4

つの事故調報告書によっても，福島第一原発
事故の全容も事故原因も未解明であるといわ
ざるを得ない。特に国会事故調は，地震それ
自体による損傷が事故を引き起こした可能性
につき言及しており，その他の事故調によっ
ても，事故発生の具体的経緯はいまだ明らか
にされていない。

福島第一原発事故以来，津波対策に力点が
置かれているが，国会事故調が指摘している
ように，福島原発において，基準地震動を超
える地震動が発生し，その地震動によって小
規模なLOCAや非常用交流電源喪失が発生
したとすれば，その点についての対策が不可
欠である。耐震設計審査指針の根本的な見直
しはもとより，新しい基準に基づく原発の厳
格なバックフィットが必要となる。

福島第一原発は，いまだに，溶融した炉心
がどのような状態でどこにあるかさえわから
ず，とりわけ事故直後は毎時1000万ベクレ
ルもの放射性物質を大気中に放出し，現在で
も大量の放射能汚染水を海に垂れ流してい
る。国会事故調が指摘した，上記未解明の問
題についての検討も道半ばである。とりわ
け，2013年2月，東京電力が，国会事故調
の1号機への立ち入り調査を，建屋内は真っ
暗だなどと虚偽説明を行って断念させていた
ことは，東京電力には事案を解明する意思す
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らも欠如していることを示すものであり，ま
た国会事故調の上記指摘の正当性を窺わせる
ものである。

5　小括
事故防止のためには，事故原因の解明が不

可欠の前提となるが，福島第一原発事故の原
因は未解明のままとなっており，有効な事故
防止対策を講じられる状況でないことは明白
である。
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東京電力株式会社「福島原子力事故調査報告書」

（2012年6月）

第2　従来の安全審査の不備と原
子力発電所の問題

1　従来の安全審査の不備
原子力発電所の根本的危険性は，「原子炉

が原子核分裂の過程において高エネルギーを
放出する核燃料物質を燃料として使用する装
置であり，その稼働により，内部に多量の人
体に有害な放射性物質を発生させるもので
あって，」（中略）「原子炉施設の安全性が確保
されないときは，当該原子炉施設の従業員や
その周辺住民等の生命，身体に重大な危害を
及ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染す
るなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあ
る」ことにある（最高裁昭和60年（行ツ）
第133号平成4年10月29日第一小法廷判決・
民集46巻7号1174頁参照）。

安全審査は，個々の原発について，「災害
の防止上支障がないこと」を審査し，万が一

にも深刻な災害が発生しないことを保障する
ためのものである。したがって，現在の科学
技術水準に照らし，安全にかかる調査・審議
において用いられた具体的審査基準に不合理
な点があり，あるいは調査・審議及び判断の
過程に看過し難い過誤，欠落があれば，安全
性を確保することはできない（同上参照）。

しかし，従来の安全審査に用いられた基準
は，安全性を確保できるものではなく，調
査・審議の過程にも明らかな不備・欠陥が
あった。

福島第一原発事故の発生は，これらの問題
点を白日の下にさらした。

⑴ 従来の安全審査基準の不備・欠陥
①　立地審査指針の不備・欠陥

万一の事故の場合でも，周辺公衆の安
全を確保できる立地であるか否かを判断
するための基準として，「原子炉立地審
査指針及びその適用に関する判断のめや
すについて」（昭和39年5月27日原子力
委員会決定，平成元年3月27日原子力
安全委員会一部改訂）（以下「立地審査
指針」という。）が定められていた。

ア　不適地を許容してきた曖昧な指針
立地審査指針は，原則的立地条件の

ひとつとして，「大きな事故の誘因と
なるような事象が過去においてなかっ
たことはもちろんであるが，将来にお
いてもあるとは考えられないこと。ま
た，災害を拡大するような事象も少な
いこと。」を定めていた。

しかし，ここにいう「大きな事故」，
「誘因となる事象」，「過去」，「将来に
おいてもあるとは考えられない」につ
いて，具体的判断内容は全く明らかに
されていなかった。

そのため，過去において貞観地震が
あり，現に東日本太平洋沖地震が発生
した福島第一原発を含め，地震国日本
の原発は全て立地審査指針の条件に適
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合しているとされてきたのである。
イ　前提となる事故の過小想定

立地審査指針では，「基本的目標」
として，以下の3つを挙げていた。

ａ　敷地周辺の事象，原子炉の特
性，安全防護施設等を考慮し，技
術的見地からみて，最悪の場合に
は，起こるかもしれないと考えら
れる重大な事故（以下「重大事
故」という。）の発生を仮定して
も，周辺の公衆に放射線被害を与
えないこと。

ｂ　さらに，重大事故を超えるよう
な技術的見地からは起こるとは考
えられない事故（以下「仮想事
故」という。）（例えば，重大事故
を想定する際には効果を期待した
安全防護施設のうちのいくつかが
動作しないと仮想し，それに相当
する放射性物質の放散を仮想する
もの）の発生を仮想しても，周辺
の公衆に著しい放射線災害を与え
ないこと。

ｃ　なお，仮想事故の場合には，集
団線量に対する影響が十分に小さ
いこと。
そして，この「基本的目標」を達

するための条件として，以下の3つ
の条件を挙げていた。
2.1　原子炉の周囲は，原子炉から

ある距離の範囲内は非居住区域で
あること

2.2　原子炉からある距離の範囲内
であって，非居住区域の外側の地
帯は，低人口地帯であること

2.3　原子炉敷地は，人口密集地帯
からある距離だけ離れていること
ところで，上記にいう，「重大事

故」や「仮想事故」は，別途安全評
価指針に規定されているところ，同

指針における重大事故の想定如何に
よって，「非居住地域」や「低人口
地帯」の範囲が変わり得る。

そして，「重大事故」や「仮想事
故」を過小に想定し，また，事故に
よって排出される放射線災害を過小
に想定すれば，重大事故を想定して
設定した「非居住区域」や仮想事故
の場合を想定した「低人口地帯」
は，原子力発電所敷地内に限定され
るという結果になる。

そのようなあまりにも過小な仮
定，過小な評価を重ねた結果，「立
地（審査指針）で規定している『非
居住地域』・『低人口地帯』の範囲
は，わが国の原子力発電所のほとん
ど全ての場合，原子炉施設の敷地内
に包含されている，従って，実質的
に，設置許可上必要な原子炉の安全
性は，原子炉施設の敷地内で確保さ
れている」（「安全審査指針の体系化
について」原子力安全委員会，平成
15年2月）とされ，全ての原子力
発電所では，立地審査指針で定めら
れた距離や範囲は，その敷地内で十
分クリアすることとされていたので
ある。

ウ　福島第一原発事故が明らかにした
立地審査指針の不備・欠陥
実際に起こった福島第一原発事故

は，従来の立地審査指針が前提として
いた「重大事故」や「仮想事故」の想
定を遥かに超え，また，放出された放
射性物質の量も想定を超えていた。事
故による放射線災害は，敷地内を超え
て，広範囲に及び，多くの公衆が避難
を余儀なくされるなどの影響を受け
た。「立地（審査指針）で規定してい
る『非居住地域』・『低人口地帯』の範
囲は，わが国の原子力発電所のほとん
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ど全ての場合，原子炉施設の敷地内に
包含されている」ことが重大な誤りで
あり，従来の立地審査指針は，およそ
不適地を立地から排除できる指針では
なかったことが，福島第一原発事故に
よって，明白になったのである。

②　安全評価指針の不備・欠陥
原子炉施設の安全評価の妥当性につい

て判断する際の基礎を示す指針として，
従来，「発電用軽水型原子炉施設の安全
評価に関する審査指針」（昭和53年９月
29日原子力委員会決定，平成2年8月
30日原子力安全委員会決定，平成13年
3月29日一部改訂）（以下「安全評価指
針」という。）が定められていた。

安全評価指針は，異常状態（事故時）
においても，原子炉施設の構築物，系統
及び機器が，所定の機能が果たされて，
安全が確保されるか否かを確認するため
の基準である。

したがって，どのような異常状態を想
定するかによって，安全評価の厳格性が
左右される。
ア　自然現象を事故の要因から除外

従来の安全評価指針の決定的な欠陥
は，事故を想定する場合に，その要因と
して，自然現象等の外部事象を考慮して
いなかったことである。

それゆえ，異常状態に対処するための
機器の一つだけが機能しないという仮定
で安全評価が行われてきた。

しかしながら，福島第一原発事故で明
らかになったとおり，地震・津波，溢
水，大規模な土砂崩れ等，自然現象を原
因とする事故は，多数の機器に同時に多
発的に影響を及ぼした。

自然現象を除外した安全評価指針は，
到底，安全性が確保されるものではな
かったのである。
イ　重大事故の過小評価

立地審査指針に定める「重大な事故」
については，安全評価指針に規定され，
これと一体となって立地指針の適用を図
るように，指針が構成されていた。

ところが，以下のとおり，安全評価指
針における事故想定は，過小となってい
た。

ア　第一に，仮想事故で想定されてい
る事故例が少なすぎ，重大な事故が
除外されていた。BWRで想定され
ている事故は，原子炉冷却材喪失，
主蒸気管破断の二つだけで，PWR
で想定されている事故は，原子炉冷
却材喪失，蒸気発生器伝熱管破断の
二つだけである。

しかしながら，現実に起こった福
島第一原発事故では，格納容器の破
損まで生じており，少なくともこの想
定をしていない指針は過小であった。

イ　第二に，その少ない事故例におけ
る事故の進展過程の想定において，
放射性物質が外部に放出しないよう
に安全設備が働くという仮定をおい
ていたため，放射性物質の放出も当
然に少ないものに抑えられていた。

しかしながら，多量の放射性物質
が広範囲に放出された福島第一原発
事故の現実を見ると，あまりにも非
現実的で，過小評価を導くための仮
定であったといわざるを得ない。

ウ　全電源喪失の仮定の不備
福島第一原発事故で起きた全電源喪失

は，起きないと仮定されていた。
しかし，全電源喪失が起きても炉心冷

却が可能なような設計がなされていなけ
れば，安全な設計とはいえなかった。
③　安全設計審査指針の不備・欠陥

安全確保の観点から，設計の妥当性を
判断する際の基礎を示し，安全審査に当
たって確認すべき安全設計の基本方針と
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して，従来，「発電用軽水型原子炉施設
に関する安全設計審査指針」（昭和45年
4月原子力委員会決定，昭和52年6月
同委員会改訂，平成2年8月30日原子
力安全委員会決定，平成13年3月29日
改訂）（以下「安全設計評価指針」とい
う。）が定められていた。

しかしながら，同指針に示された内容
は，安全確保の観点から不十分なもので
あり，原子炉の安全確保はできないもの
であった。

ア　長時間にわたる電源喪失想定の欠
落
安全設計評価指針は，短時間の全交

流電源喪失しか想定しておらず，長時
間にわたる全交流電源喪失は考慮する
必要はないとされていた。

しかし，福島第一原発事故では，地
震直後に制御棒が挿入されて原子炉は
停止したものの，長時間に及ぶ全交流
電源喪失状態が続いた結果，停止後の
冷却が確保できず，ついには，炉心溶
融にまで至った。長時間にわたる全交
流電源喪失を考慮する必要がないとし
ていた安全設計評価指針の欠陥が，福
島第一原発事故によって明らかになっ
たのである。
イ　自然現象の想定の限界

従来の安全設計評価指針では，自然
現象を考慮する場合に，「過去の記録
の信頼性を考慮の上，少なくともこれ
を下回らない過酷なものであって，か
つ統計的に妥当とみなされるもの」を
仮定することとなっていた。

しかし，東北地方太平洋沖地震を契
機とした福島第一原発事故は，上記の
ような過去の記録に依存して自然現象
を想定したのでは，到底，安全性が確
保されないことを明らかにした。

中央防災会議は，2011年6月26日

に公表した「東北地方太平洋沖地震を
教訓とした地震・津波対策に関する専
門調査会　中間とりまとめ」におい
て，東北地方太平洋沖地震は，過去数
百年間の地震では確認できなかった地
震であり，このような地震を想定でき
なかったことは，従来の想定手法の限
界を意味していると指摘した。

さらに，中央防災会議は，2011年
12月27日に公表した「南海トラフの
巨大地震モデル検討会　中間とりまと
め」において，「東北地方太平洋沖地
震は，我が国の過去数百年間の資料で
は確認できなかった巨大な地震であ
り，過去数百年間に発生した地震・津
波を再現することを前提に検討する従
前の手法には限界がある」「現時点の
限られた資料では，過去数千年間の地
震・津波の記録だけに基づく地震・津
波の震度分布・津波高の推定は難し
く，仮にそれを再現したとしても，そ
れが，今後発生する可能性のある最大
クラスの地震・津波であるとは限らな
いことを意味している」と指摘し，こ
れまでの地震・津波の想定の考え方が
根本的に間違っていたことを認めてい
る。
ウ　単一故障指針の誤り

従来の安全設計評価指針において
は，「重要度の特に高い安全機能を有
する系統は，その系統を構成する機器
の単一故障の仮定に加え，外部電源が
利用できない場合においても，その系
統の安全機能が達成できる設計である
こと」（単一故障指針）とされていた。

しかし，この単一故障指針では，共
通原因故障に対応した安全性確保はで
きない。すなわち，機器を多重化した
り，多様性や独立性を確保したりし
て，単一の機器の故障をカバーする設
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計としたとしても，その全てあるいは
複数が，同時に故障する可能性があ
り，その場合には安全性は確保できな
いのである。

現実に，福島第一原発事故において
は，地震・津波を契機に複数の機器の
故障が同時多発的に発生しており，単
一故障指針の欠陥が，明らかとなっ
た。

④　耐震設計審査指針の不備
耐震安全性の確保の観点から耐震設計

方針の妥当性について判断する際の基礎
を示すことを目的として，従来，「発電
用原子炉施設に関する耐震設計審査指
針」（昭和53年９月29日原子力委員会決
定　昭和56年7月20日原子力安全委員
会決定　平成13年3月29日一部改訂　
平成18年９月19日改訂）（以下「耐震設
計審査指針」という。）が定められてい
た。

ア　耐震設計審査指針の概要
耐震設計審査指針においては，「耐

震設計上重要な施設は，敷地周辺の地
質・地質構造並びに地震活動性等の地
震学及び地震工学的見地から施設の供
用期間中に極めてまれではあるが発生
する可能性があり，施設に大きな影響
を与えるおそれがあると想定すること
が適切な地震動による地震力に対し
て，その安全機能が損なわれることが
ないように設計され」ること，「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
が適切な津波によっても，施設の安全
機能が重大な影響を受けるおそれがな
いこと」が要求されている。

したがって，どのように地震・津波
を予測し，仮定するかによって，安全
性の評価が変わってくる。
イ　地震・津波の限界

福島第一原発事故前の地震予測はご
く限られた記録をたよりになされてお
り，到底，東北地方太平洋沖地震を予
測できる手法にはなっていなかった。

その要因は，これまでのプレート間
地震・津波の想定は過去数百年間の地
震記録の解析に基づいた不十分な検討
であったこと，現時点の資料では過去
数千年間に発生した地震・津波を再現
できるとは限らないこと，仮に再現で
きたとしてもそれが今後発生する最大
クラスの地震・津波とは限らないこと
にあった。

東北地方太平洋沖地震が，福島第一
原発やその施設に具体的にどのような
損傷を与えたのかは，いまだ，詳細な
解明はなされていないが，少なくと
も，津波以前に配管等への損傷のあっ
た可能性が指摘されている。

福島第一原発事故において安全機能
が重大な影響を受けたのは，耐震設計
審査指針がよって立つ地震・津波の予
測が機能しなかったからである。
ウ　「残余のリスク」への対処の不備

耐震設計審査指針では，予測された
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
象が発生すること，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性被ばくによる災
害を及ぼすリスク（「残余のリスク」）
があることを認めた。しかし，「合理
的に実行可能な限り」この残余のリス
クを「小さくするための努力が払われ
るべきである」と規定するにとどまっ
ていた。

福島第一原発事故は，このような指
針の不十分さを露呈し，残余のリスク
について，具体的に目標値を定め，こ
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れを極小にするための実証的方針を立
てることが必要であること，また，実
証的アプローチでは小さくできないリ
スクに対応するために，巨大地震・津
波を想定し，安全側に立った設計基準
を策定することが必要であることを明
らかにした。
エ　バックフィット制度の欠落

耐震設計審査指針は，2006年９月
に改訂されたが，旧原子炉等規制法に
おいては，「バックフィット制度」は
存在せず，従来の原子炉設置許可の有
効性を前提とした「バックチェック」
が 行 わ れ た の み で あ る。 し か も，
チェックされた機器等の範囲も極めて
限局されていた。

⑤　重要度分類指針の不備・欠陥
原子炉施設の安全性を確保するために

必要な各種の機能（安全機能）につい
て，安全上の見地からそれらの相対的重
要度を定め，これらの機能を果たすべき
構築物，系統及び機器の設計に対して，
適切な要求を課すための基礎を定めるこ
とを目的として，従来「発電用軽水型原
子炉施設の安全機能の重要度分類に関す
る審査指針」（平成2年8月30日原子力
安全委員会決定，平成18年９月19日改
訂，平成21年3月９日改訂）（以下「重
要度分類指針」という。）が策定されて
いた。

重要度分類指針では，安全機能の性質
に応じて，原子力発電所の構築物，系統
及び機器を，その重要度に応じて3クラ
スに分類し，設計上考慮すべき信頼性の
程度について，それぞれ，①クラス1：
合理的に達成し得る最高度の信頼性を確
保し，かつ，維持すること，②クラス
2：高度の信頼性を確保し，かつ，維持
すること，③クラス3：一般の産業施設
と同等以上の信頼性を確保し，かつ，維

持することを目標とする，と定めてい
た。

ア　外部電源の現行の分類は最低ラン
ク
安全設計審査指針では，電気系統に

ついて，外部電源は非常用電源と並列
的にいずれかからの電気が供給される
設計を要求される重要な系統であると
されていた。

ところが重要度分類指針では，最も
耐震強度が低い設計が許容されるクラ
ス3に分類されていた。
イ　福島第一原発事故が明らかにした

外部電源の重要度分類上の不備
福島第一原発事故では，外部電源は

地震の揺れによる鉄塔倒壊，配電盤損
傷等により全て喪失した。

東海第二原発でも地震によって全て
の外部電源を喪失した。

これらの結果を受け，原子力安全委
員会も，外部電源の重要度分類上の扱
いに誤りがあったことを認めた。

⑥　シビアアクシデント対策の不備
ア　シビアアクシデント対策が規制か

ら除外されていたこと
シビアアクシデントとは，設計基準

事象（原子炉の安全設計とその評価に
当たって考慮される事象）を大幅に超
える事象であって，安全設計の評価上
想定された手段では適切な炉心の冷却
又は反応度の制御ができない状態であ
り，その結果，炉心の重大な損傷にい
たる事象をいう。

海外では多くのシビアアクシデント
対策が規制要件化されていた。しか
し，日本では，そもそも設計基準事象
を大幅に超える事象は起こらないとし
て，シビアアクシデント対策は規制か
ら除外され，専ら事業者の自主対策と
されていた。
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イ　実効性に乏しい対策
シビアアクシデント対策が，事業者

の自主対策とされていたため，規制要
件ほどの高い信頼性を獲得し得ず，実
効性に乏しいものであり，もしくはそ
もそも対策がなされていなかった。

例えば，国会事故調報告書は,福島
第一原発事故に関し,次のような問題
点を指摘している。

ア　原子炉及び格納容器への注水手
段として，消火系ポンプによる原
子炉・格納容器への注水手段が対
策としてなされていたものの，耐
震レベルが低く，地震により先に
破損して機能しなかった可能性が
ある。

イ　格納容器からの除熱機能とし
て，耐圧強化ベントを行うとされ
ていたが，電源がある中央操作室
で行うことが前提とされており，
また,手動ベント操作も困難で
あった。

ウ　電源確保対策として，隣接プラ
ン ト か ら の 電 源 融 通 や 非 常 用
ディーゼル発電機の復旧等が取ら
れていたが，単一プラント事故の
みを想定していたため，隣接プラ
ントも電源喪失している場合を考
慮していなかった。また，配電盤
の浸水や非常用ディーゼル発電機
起動用の電源の喪失を考慮してい
なかった。

エ　福島第一原発では，使用済燃料
プールへの直接注水系が設置され
ておらず，また，原子炉の水位な
ど重要なパラメータを把握する計
装系が事故時に機能を喪失した。

ウ　起因事象の想定の狭さ
そもそも，シビアアクシデント対策

において想定されていた起因事象が，

海外の規制と比べ，外部事象を考慮し
ていない，人為的事象を考慮していな
いなど，極めて狭いものとなってい
た。

⑵ 指針類策定過程の問題点
従来の指針類が，前記のような不備・

欠陥のあるものとなった要因として，国
会事故調報告書は，事業者が，訴訟リス
クの回避や既設炉への影響を最小限に抑
えるため，指針策定過程における折衝を
通じて，規制当局に働きかけを行い，規
制当局が事業者の虜になっていたこと
を，事業者側の折衝資料等を基に具体的
に指摘している。

⑶ 安全審査の体制の不備
また，第3において詳述するとおり，

従来の安全審査の体制は，規制当局が，
政府内の推進組織からも，事業者から
も，政治からも独立性を欠いていたこ
と，意思決定過程の公開や利害関係者の
排除などの点において，透明性，公平性
を欠いていたことなどの不備があった。

2　福島第一原発事故が示した原子力発
電所の根本的危険性
⑴ 原子力発電所の根本的危険性

原子力発電所の根本的危険性は，稼働
することで大量の放射性物質が原子炉内
で生成され,事故によってこれが外部に
放出されると「当該原子炉施設の従業員
やその周辺住民等の生命，身体に重大な
危害を及ぼし，周辺の環境を放射能に
よって汚染するなど，深刻な災害を引き
起こすおそれがある」ことにある。

福島第一原発事故により，この根本的
危険性が現実のものとなった。

⑵ 過酷事故の可能性を全く排除すること
はできない

これまで，原発を推進してきた政府や
事業者等は，原子力発電所については多
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重の安全防護策がとられており，深刻な
災害を引き起こす事故は起こらないとい
う安全神話を喧伝してきた。

しかし，福島第一原発事故により，原
子力発電所が制御不能な状態に陥り,安
全対策も機能しない過酷事故が，現実に
発生し得るのであり，過酷事故の可能性
を全く排除することは不可能であること
が明らかとなった。

そして，過酷事故の要因となる，地
震・津波等の自然現象の予測にはなお不
確実性が存在し，設計時の想定を超過す
る可能性は否定し得ない。テロリズムな
どの他の外部事象についても同様であ
る。

また，多重といわれた安全設備が全て
同時に機能を失う事態が現実に発生する
ことや，そもそも計測機器自体が機能を
喪失し，原子炉の状態を把握することす
らできなくなることも，今回の事故で明
らかとなった。

さらに，事故の進展は，様々な過程を
辿る可能性があり，その全てを予測するこ
とは不可能であることも明らかとなった。

⑶ 放射性物質の放出によってもたらされ
る被害の重大性

福島第一原発事故で，私たちが目の当
たりにしたのは，伊方原発最高裁判決が

「万が一にも起こってはならない」と判
示した原子力発電所からの放射性物質の
放出による深刻な災害の実態である。

第2章で詳述したとおり，ひとたび，
原発事故により放射性物質が放出されれ
ば，①極めて広範囲かつ継続的に深刻な
環境汚染がもたらされ，②これによる被
害も，複雑多様，継続的，長期的，かつ
広範囲に及び，重大な人権侵害をもたら
すものである。

⑷ 被害救済の困難性
前記のような被害の性質に鑑み，被害

救済が極めて困難であることは，第2章
で詳述したとおりである。

⑸ 事故収束の困難性
福島第一原発事故は，いまだに終わっ

ていない。
高い放射能汚染のため，溶融した核燃

料の位置・状態の把握や，設備全体の損
傷状況の正確な把握ができないまま，福
島第一原発事故の収束作業は，現在も続
いている。

例えば，次のとおりである。
①　福島第一原発1号機ないし3号機で

は，核燃料の冷却のため，原子炉への
注水が今も続けられている。

②　福島第一原発1号機ないし4号機の
使用済燃料プールの冷却も続けられて
いる。

③　原子炉等に注水された冷却水は，放
射性物質を含む汚染水となる。この汚
染水は，設備の損傷のため，原子炉外
に漏洩し，一部は建屋等に滞留し，一
部は，建屋外の地下や海洋に流出して
いる。

建屋内の汚染水の処理は，いまだに
続けられている。汚染水は，セシウム
吸着等の処理を施された後，一部は再
び冷却水として循環利用されている。
処理に伴って発生する排水は，施設内
のタンク等に貯蔵され，その累積貯蔵
量 は，2013年 7 月25日 現 在 で， 約
75,400m3に及んでいる。

一方，建屋外の環境への汚染水の流
出については，その径路も，量も把握
されておらず，そのため，根本的な流
出防止策や汚染水の除去対策は十分に
行われていない。現実に，原子炉近く
の観測井戸や海水から，高濃度の放射
性物質が計測されている。

④　水素爆発を回避するため，原子炉圧
力容器及び原子炉格納容器への窒素の
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注入が続けられている。
このように，福島第一原発事故は，い

まだに進行中であり，環境への放射性物
質の放出は継続し，高い放射能の中で，
事故収束のための被ばく労働が現在も続
けられている。

原子力発電所で過酷事故が発生した場
合，その収束が，極めて困難であり放射
性物質がなお長期にわたって放出され続
けることが，福島第一原発事故によっ
て，改めて，明らかとなったのである。

⑹ 先の見えない廃棄物の処分
福島第一原発事故により，溶融した核

燃料の処理，破損した原発の解体等，事
故処理が最終的に終わるまでの工程に
は，さらに長期間を要する。

その後も，取り出した核燃料，放射性
物質で汚染された瓦礫，解体された原子
力発電所の設備や汚染水等の大量の放射
性廃棄物の最終処分を行わなければなら
ず，そのためには，さらに遥かに永い期
間を要するのである。

参考文献

・東京電力福島原子力発電所事故調査委員会「国

会事故調 報告書」（徳間書店，2012年９月）

・東京電力株式会社ホームページ「高レベル滞留

水の貯蔵及び処理の状況（H25.7.23現在）」

第3　国が検討している諸対策の
問題点

1　これまでの安全規制体制の問題点
⑴ 原子力安全・保安院，原子力安全委員

会の位置付け
事故当時の我が国の原子力規制機関と

しては原子力安全・保安院（以下「保安
院」という。）と原子力安全委員会が存
在していた。保安院は原発推進機関であ
る経済産業省の一機関である資源エネル
ギー庁の「特別機関」という位置付け

で，2001年省庁再編に伴い発足した機
関であり，原発の安全規制業務のほか
に，高圧ガス保安，鉱山の安全業務など
産業保安も担当していた。約800人の職
員のうち原発規制にかかわる職員は約
330人，全国の原発サイトに原子力保安
検査官事務所を置き，原子力検査官や原
子力防災専門官が常駐していた。原子力
防災体制の整備もその業務であり，原発
事故が発生したときは，現場に職員を派
遣し，また経済産業省内に設置した緊急
時対応センター（ERC）に情報を集め
て政府に報告する役割を負うとされてい
た。保安院の予算は，その大半が電力料
金に上乗せされる電源開発促進税などを
財源にした国のエネルギー対策特別会計
から支出され，2011年度のエネ特会の
経済産業省分の予算が7356億円，この
うち原発推進のための予算が1816億円，
他方，保安院の予算は283億円，このう
ち201億円が独立行政法人原子力安全基
盤機構（JNES）の運営交付金となって
いたとのことである（民間事故調報告書
303頁）。

原子力安全委員会は，5人の専門的知
見を持つ委員によって構成され，原子力
施設，核燃料加工，再処理施設などの安
全性を調査審議するものとされ，内閣総
理大臣を通じた関係機関に対する勧告権
を有していた。同委員会は立地，設計，
安全評価，線量目標値などの安全審査と
そのための基準となる指針を作成してい
た。緊急事態においては「緊急技術助言
組織」が召集され，また同委員会の下に
緊急事態応急対策調査委員会が設けら
れ，調査委員を現地派遣することが定め
られていた。

しかし，これら規制機関に対しては，
保安院は原発推進の経済産業省の一部局
にすぎないこと，原子力安全委員会は委
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員が原発推進の学者などで構成されてい
ること等，規制機関が推進する側から独
立した，専門家集団ではなく，原子力事
業者に対する監視，監督が機能不全と
なっていると繰り返し批判され，原子力
推進側から独立した，専門的組織が構築
されなければならない等といわれ続けて
きた。

⑵ 独立性の欠如
独立性について，保安院は原発推進を

担う経済産業省の管轄下にあり，予算と
人事は同省が掌握していた。保安院の職
員の多くは資源エネルギー庁や文部科学
省などの原子力推進機関から移籍してお
り，人材交流も従来の官僚組織のローテ
ンションの中で当然のように行われ，実
質的な独立性は確保されていなかった。
2002年に東京電力が長年にわたってデー
タ改ざんなどのトラブル隠しを行ってい
たことが公表されたが，保安院は内部告
発者の名前を東京電力に伝えて，また調
査完了までに2年余りもかかっていた。
2011年，九州電力が佐賀県民向けの番組
で「やらせ投稿」していたことが発覚し，
これを受けた国の第三者調査委員会の調
査によって保安院や資源エネルギー庁職
員による不公正な行為が行われていたこ
とが判明した（経済産業省「原子力発電
に係るシンポジウム等についての第三者
調査委員会最終報告書」）。独立性とは名
ばかりの癒着や馴れ合いの構造であった。

原子力安全委員会についても，前述の
とおり委員は原発推進の学者等で構成さ
れ，その事務局も文部科学省や経済産業
省出身者で占められて，通常の官僚組織
のローテンションの中で人材交流が行わ
れていた。

⑶ 専門性の欠如
専門性について，福島第一原発事故

は，規制機関の専門性が低いことを明ら

かにした。職員は数年で入れ替わるた
め，専門家が育成されるシステムには
なっていなかった。国会事故調報告書に
よれば，「規制当局は，事業者から教え
られる形で専門知識を習得してきたとい
う実態」であった。保安院の職員が外部
有識者にヒアリングを行う際も，事業者
が同行するケースが多く，有識者が事業
者の意にそぐわぬことをいうと事業者か
らの介入があったとのことである（国会
事故調報告書558頁）。寺坂信昭保安院
長（当時）は，国会事故調の調査に対し

「現場にどこまで精通しているか，技術
がどういうふうにわかっているか，今回
のような緊急事態の中で，さまざまな形
での指揮，指導あるいは助言ができる人
材がしっかり備わっている状態かと言わ
れれば，やはり私としては否定的に見ざ
るを得ない」「専門性それから知見，習
熟度については，諸外国，米国，フラン
スと比べたときに，行政機関，原子力安
全・保安院の力というものは必ずしも十
分なものではない，（中略），むしろ，弱
いというふうに思っております」等と答
えている（国会事故調報告書558頁）。
原子力安全委員会事務局についても同様
である。原子力安全委員会事務局はあく
までも原子力安全委員会のための会議事
務局であり，原子力安全に関わる調査研
究や，事業者に対する規制執行の権限を
もつものではなかった。

⑷ 透明性の欠如（隠ぺい体質）
規制機関は隠ぺい体質であるという問

題がある。原発は大きなリスクを伴うも
のであり，国民の利害関係は極めて高
く，それだけ政策決定には高い透明性が
求められる。ところが，我が国の規制機
関は，原発推進の障害となり得る原発の
リスクに関する情報を巧妙に操作して隠
ぺいしてきた（国会事故調557頁）。政
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策決定における国民の参加，透明性が求
められる。

⑸ 安全性追求の意欲の欠如
我が国の規制機関には，国民の安全を

徹底的に追求するという意欲がない。福
島第一原発事故に関連していえば，保安
院は東電の耐震バックチェックの最終報
告，1～3号機の耐震補強工事の先延ば
しを黙認し，津波対策の対応の先延ばし
を黙認していた。原子力安全委員会は全
交流電源喪失の可能性は考えなくてよい
との理由を事業者に作文させるなどし
た。また，深層防護（原子力施設の安全
対策を多段階的に設ける考え方。国際原
子力機関（IAEA）では5層まで考慮さ
れている）について日本は3層までしか
対応できていないことを認識しながら黙
認していた。

⑹ 安全性の偽装
我が国の規制機関は，本来規制機関と

して原子力事業者に対し安全のために必
要な規制を要求する職責を負っていなが
ら，その規制権行使の実態は，原子力事
業者ができる範囲のことを規制化すると
いうものであった。これが意味すること
は，危険が放置されるということだけで
はなく，危険なものが安全であるかのよ
うに偽装されるということである。原発
の安全性に対する国民の信頼を裏切るも
のであり，その責任は極めて重大である。

2　原子力規制委員会の問題
⑴ 原子力規制委員会の発足

福島第一原発事故によってこれまでの
安全指針類，安全審査体制に根本的欠陥
があるとして，保安院，原子力安全委員
会は廃止され，原子力規制委員会設置法

（以下「設置法」という。）に基づき，
2012年９月，原子力規制委員会（以下

「規制委員会」という。）が発足した。

同委員会は，国家行政組織法第3条の
委員会であり，委員長及び委員は独立し
てその職権を行い，その任命には国会の
同意が必要であり，原子力事業者の役
員，使用人その他の従業者等は委員長，
委員になることができないとされた。

また，同委員会の事務処理を行う事務
局である原子力規制庁（以下「規制庁」
という。）の職員についても，原子力利
用における安全の確保のための規制の独
立性を確保する観点から，幹部職員のみ
ならずそれ以外の職員についても，原子
力利用の推進に係る事務を所掌する行政
組織への配置転換を認めないこと，再就
職の規制などが規定された。

このように，規制委員会，規制庁と
も，制度上一見すると，事業者から独立
した専門家として原子力の安全規制を行
うものとなった。しかし，これまでの活
動等からすると，その実態は従前の組織
とほとんど変わるところがないといわざ
るを得ない。

⑵ 人事について
規制委員会は委員長1名と4名の委員

で構成されており，設置法は委員長及び
委員については原子力事業者等の役員，
従業者等であったことを欠格事由として
いる。

ところが，委員長である田中俊一氏
は，2007年に政府の原子力推進機関で
ある原子力委員会の委員長代理に就任す
るなど原子力推進行政の中心を担ってき
た人物である。委員である更田豊志氏
は，委員候補者となった当時，独立行政
法人日本原子力研究開発機構の副部門長
の職にあり，同機構は，高速増殖炉もん
じゅを設置し，東海再処理工場を保有す
る原子力事業者であり，設置法で定める
原子力事業者等であって，更田氏はその
従業者として設置法の欠格事由に該当す
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ることは明らかであった。また，委員で
ある中村佳代子氏は，公益社団法人日本
アイソトープ協会のプロジェクト主査で
あり，同協会は，研究系・医療系の放射
性物質の集荷・貯蔵・処理を行ってお
り，設置法で定める原子力事業者等に該
当する。中村氏は同事業者の従業者であ
り，欠格事由に該当する。これらの委員
の選任について，政府は，委員選任と同
時に辞職予定であるから設置法の定める
欠格事由に該当しないと説明していた。
しかし，辞職すれば欠格要件に該当しな
いのであれば，欠格要件を定めた理由は
なく，このような解釈は独立性を定めた
法の趣旨に反する。また，政府は，独立
行政法人日本原子力研究開発機構，公益
社団法人日本アイソトープ協会は営利企
業ではないため，原子力事業者等には該
当しないと説明したが，推進機関からの
独立性とは，それが営利であろうが非営
利であろうが変わるものではない。

委員5名が安全確保を図る意欲と能力
を有する者でなければ，規制委員会は単
なる形式的安全規制機関と成り下がる。
委員5名中3名が原発関連事業出身者で
あるということは，推進からの独立性が
確保されているとはいえないのであって，
同委員会に原発安全規制を全うする意欲
も能力もないことは明らかである。

⑶ 原子力規制庁の職員について
原子力規制庁の実態についても，2012

年９月同庁発足時の職員455名のうち経
済産業省出身が315名，文部科学省が85
名，環境省が11名と多くの職員が原発
推進官庁出身者であり，幹部職員7名に
ついても，警察官僚の2名を除いた5人
がいずれも原発を推進してきた保安院，
旧科学技術庁，環境省出身者であった。
2013年2月，名雪哲夫審議官（当時）
が電力事業者に評価報告書案を漏洩して

更迭されるという有様である。
形式的には独立した体制となったかの

ようであるが，その実態は従来と変わっ
ていないのである。

規制委員会が安全審査の態勢強化に伴
い，経済産業省に職員派遣の応援を要請
し，「ノーリターンルール」の「例外」
として，出身官庁に戻すことを想定し，
1年間の期限付きで2013年7月1日付
で同省から職員4名が移動したという

（最終的に10人程度になる予定であると
いう）。

⑷ 新規制基準策定プロセスの問題
規制委員会が策定した規制基準が

2013年7月に施行された。しかし，こ
の規制基準の策定プロセスには重大な問
題がある。

まず，規制委員会は，福島第一原発事
故の原因が判明していないにもかかわら
ず，規制基準を策定した。事故について
は4つの事故調査報告書が作成されてい
るが，核心である原子炉内部については
いまだ調査できる状態ではなく，いずれ
の報告書においても事故の発生機序につ
いて明確にされていない。政府，国会の
事故調査報告書などにも，事故の原因調
査は不十分で今後も継続が必要である旨
が記載されており，特に国会事故調は1
号機について地震による配管損傷が発生
した可能性について指摘しているところ
であり，この点について十分な調査が必
要なはずであり，事故調査が不十分なま
まに新たな規制基準を策定しても十分な
ものとはいえない。この点を危惧する国
民の声は多く，また立地自治体の首長で
ある新潟県知事がこれを疑問とする意見
を述べている。

ところが，規制委員会は，報告書で報
告されている内容をもとに新たな規制を
つくることは可能であるとして，新規制
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基準を策定したのであった。
また，規制基準の策定について，規制

委員会は，国民との討論は全く行うこと
なく，独善的に策定した。そもそも原発
に求められる安全性の基準は，国民，特
にそのリスクを負担する地域住民が討論
し決めるべきものである。しかし，今回
の規制基準策定に当たっては国民，地域
住民が参加して討論するというプロセス
は全くなかった。規制基準案等について
インターネット上に公開し，パブリック
コメントを募集した等と反論するかもし
れないが，公開された基準案等は専門用
語ばかりで，専門的知識のない一般市民
には到底理解できる内容ではない。

また，規制委員会委員長は，新潟県知
事との面談を拒否した。外部の意見を聞
かないことが独立性を守ることであると
考えているのであれば，独立性を全く理
解していないといわざるを得ない。規制
基準は，国民の生命，健康，生活等を守
るためのものであり，これを策定する上
で，国民，特に原発の危険に晒されてい
る地域住民や自治体の意見が何よりも優
先されなければならない。国民，住民の
声，意見を全く無視するというのは，一
体誰のための規則を策定しているという
のか理解できない。

⑸ 大飯原発3，4号機の運転
福島第一原発事故後に我が国で稼働し

ていた原発はいったん全て運転を停止し
たが，その後，政府は関西電力大飯原発
3，4号機について政治的判断により運
転を再開させた。

その後発足した規制委員会はかつての
安全審査指針類等を見直して新たな規制
基準を策定するとしながらも，運転を停
止させなかった。これまでの安全基準に
欠陥があるとしてこれを見直して新たな
基準を策定するというのであれば，新た

な基準が策定されて審査によって適合性
が認められない限り，いかなる原発であ
ろうと運転を認めてはならないはずであ
る。政府判断を漫然と追認している事実
は，規制委員会が安全性を最優先にして
いるわけではないことを示している。

⑹ 終わらぬ原発被害
本年3月，福島第一原発の電源設備の

一部において停電が発生し，これに伴い
使用済燃料プール代替冷却システム等が
停電した。その原因は小動物が配電盤内
に侵入したからであると発表された。

その後4月，再び使用済燃料プール冷
却設備が停電により停止した。同月，福
島第一原発で発生する汚染水を貯蔵する
地下貯水槽7か所のうち3か所の地下貯
水槽で汚染水の漏洩がみつかった。福島
第一原発は原子炉等規制法上の特定原子
力施設として規制委員会が安全確認する
ものとされている。このようなトラブル
が続発している事実は，規制委員会に原
発の安全を確認する意思，能力がないこ
とを示している。

福島第一原発はいまだに原子炉の内部
が調査できていない。また，廃炉の具体
的なめども立っておらず，大量の汚染水
を日々生み出しており，汚染水が海へ流
出していることが発覚した。

規制委員会，規制庁は，再稼働審査作
業をやめて，汚染水の流出を止めるべく
全職員一丸となって検討すべきであり，
いつから流出していたのか，これを止め
る手立てを講じることができなかったの
か等，このような事態に至った事情を調
査しなければならない。

3　新たな規制基準の策定とその問題点
⑴ はじめに

シビアアクシデントは起きるはずがな
いという前提の下に，原発は推進されて
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きた。また，敷地外に放射性物質が異常
に放出されるはずはないという前提の下
に原発は推進されてきた。福島第一原発
事故でこれら原発推進の前提が崩れたの
であるから，その原因を究明し，安全性
確保のために取られるべき諸対策を全て
導入しなければ，原発は稼働させてはな
らないことは当然の帰結である。

福島第一原発事故の原因はいくつか指
摘されているが，いまだ詳細が明らかに
なっておらず，特に重要である地震の揺
れによる配管損傷の可能性，津波到来前
の非常用発電機停止の可能性について明
らかになっていない以上，安全性確保策
は不十分にならざるを得ず，原発の稼働
はそのことだけを持ってしても許される
ものではない。

しかも，以下に述べるとおり，判明し
ている福島第一原発事故の知見に基づい
て国の安全規制を検討しても，それは到
底原発の安全性を確保するには不十分で
ある。

⑵ 新基準の策定に至る経緯
①　3層の多重防護と安全確保

国及び電力会社は，福島第一原発事故
以前には，3層の多重防護により事故対
策は万全になされ，原発の安全性は確保
されているといっていた。すなわち，

「我が国の原子炉施設の安全性は，現行
の安全規制の下に，設計，建設，運転の
各段階において，①異常の発生防止，②
異常の拡大防止と事故への発展の防止，
及び③放射性物質の異常な放出の防止，
といういわゆる多重防護の思想に基づき
厳格な安全確保対策を行うことによって
十分確保されている」（「発電用軽水型原
子炉施設におけるシビアアクシデント対
策としてのアクシデントマネージメント
について」1992年5月28日原子力安全
委員会決定）と宣言していた。そして，

同主文において，シビアアクシデント
（過酷事故）対策については，「これらの
諸対策によってシビアアクシデントは工
学的には現実に起こるとは考えられない
ほど発生の可能性は十分小さなものに
なっており，原子炉施設のリスクは十分
低くなっていると判断される」ので，シ
ビアアクシデント対策は，安全規制の対
象ではなく，原子炉設置者の自主的な取
組とすることにされていた。すなわち，
シビアアクシデントは起こるはずがない
と認識し，シビアアクシデント対策は事
業者の義務とはしていなかった。

このシビアアクシデントが起こるはず
がないとする根拠は，旧原子力安全委員
会が策定した旧安全指針類で安全が確保
されていると考えたからである。すなわ
ち，旧原子炉等規制法第24条第1項第
4号において，原発の位置，構造及び設
備に「災害の防止上支障がないこと」が
原子炉施設の設置許可基準とされている
が，この基準の適合性については旧原子
力安全委員会が旧安全指針類に適合して
いるか否かで判断していた。したがっ
て，旧安全指針類によって上記3層の防
護対策がなされており，シビアアクシデ
ントは起こらないはずであると判断され
ていた。
②　シビアアクシデントの発生

福島第一原発事故では，1号機，3号
機，4号機で水素爆発が起こり，2号機
で何らかの爆発が起きた。3号機は再臨
界による核爆発ではないかという見解も
ある。いずれにしても明らかなことは，
これらは起きるはずがないと考えられて
いたシビアアクシデントであり，まず何
故「工学的には現実的に起こるとは考え
られないほど発生の可能性は十分小さな
ものになっている」と誤った判断をした
のかを解明する必要がある。この点につ

第1節　原発事故再発の危険性

― 233 ―



いては，2011年10月20日に原子力安全
委員会が「リスクが十分に低く抑えられ
ているという認識に重大な問題があっ
た」と反省しているだけで，原子力安全
委員会も規制委員会も解明しようとして
いない。
③　新基準の制定及び施行

2012年９月19日に原子力規制委員会
が発足し，原子炉等規制法が改訂され，
設置許可基準として，災害の防止上支障
がないものとして原子力規制委員会規則
で定める基準に適合することが明文化さ
れ，同法が2013年7月18日までに施行
されるものとされていたので，規制委員
会はそれに間に合わせるために，設計基
準及び地震・津波に関する基準，シビア
アクシデント対策基準に関する検討チー
ムを作り，2012年10月25日から規則類
の策定作業を開始し，実質6か月で新基
準を作成し，新基準が同年7月8日から
施行された。

⑶ 新基準の問題点
①　全般的問題点

しかし，これらの新基準は，旧安全指
針類につき福島第一原発事故で明らかに
なった重大な不備，欠陥を放置し，ある
いは必要な基準を削除しようと試み，ま
た，新たに作られたシビアアクシデント
対策の内容も不十分であり，それら新基
準によっては原発が再び重大な事故を招
来する危険性が存在したままである。新
基準は，再稼働に明らかに障碍になる基
準は採用しておらず，安全確保だけを目
的とするものとなっていない。

また，新基準は，当初「安全基準」と
呼称されていたが，規制委員会の田中俊
一委員長は「原子力発電所の新規制施行
に向けた基本的な方針（私案）」におい
て，規制委員会の役割について「事業者
は，原子力発電所の安全確保の一義的責

任を負う。規制当局が，原子力発電所の
安全性に関する証明責任や説明責任を
負っていると履き違えると，安全神話に
逆戻りしてしまう。原子力規制委員会
は，原子力発電所が規制の基準を満たし
ているか否かを確認し，その結果により
達成される安全レベルの説明を行うこと
を役割とする。」と位置付け，基準と安
全確保の関係について「安全基準と言う
と，基準さえ満たせば安全であるという
誤解を呼ぶ。今後は規制基準ということ
で私どもの文章も統一していきたい」と
提案し，以降「規制基準」という言葉が
使用されるようになった。この経緯から
しても，新基準は安全確保に特化したも
のとはいえない。
②　立地指針の削除

設置許可基準の重要な基準である立地
指針は，万一の事故が発生した場合でも
周辺公衆の安全を確保できるように，原
子炉と周辺住民の離隔を求めていた。

万一の事故として，重大事故（最悪の
場合には起こるかも知れないと考えられ
る重大な事故）と仮想事故（重大事故を
超えるような技術的見地からは起こると
は考えられない事故）を想定し，ａ.重
大事故が発生しても，周辺の公衆に放射
線障害を与えないこと，ｂ.仮想事故が
発生しても，周辺の公衆に著しい放射線
災害を与えないこと及び集団線量に対す
る影響が十分に小さいことを規定し，そ
の目標達成のために①原子炉からある距
離の範囲内は「非居住区域」であること

（重大事故の場合），②その外側を「低人
口地帯」とすること（仮想事故の場合），
③原子炉敷地は人口密集地からある距離
だけ離れていること（仮想事故の場合）
を要求した。

そして，いずれの事故の場合も，いく
つかの安全防護施設が働くことを仮定し
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て事故評価をすることにして，具体的事
故評価方法は安全評価指針に規定されて
いた。その適用の結果「立地審査指針で
規定している「非居住区域」・「低人口地
帯」の範囲は，我が国の原子力発電所の
ほとんど全ての場合，原子炉施設の敷地
内に包含されているので，設置許可上必
要な原子炉の安全性は，原子炉施設の敷
地内で確保されている」（「安全審査指針
の体系化について」2003年2月，原子
力安全委員会）と解釈され，運用され，
各地の原発は仮想事故が起きても敷地の
外に異常な放射性物質の放出はないと判
断されていた。

しかし，福島第一原発事故は，従来の
「非居住区域」・「低人口地帯」の範囲に
関する考え方及び運用が明らかに誤りで
あることを示した。国会事故調における
ヒアリングにおいて，元原子力安全委員
会委員長班目春樹氏は「例えば立地指針
に書いていることだと，仮想事故だとい
いながらも，実は非常に甘々な評価をし
て，余り出ないような強引な計算をやっ
ているところがございます。」（国会事故
調会議録76頁），「（福島第一原発事故で
は仮想事故で想定した放射線量の）1万
倍」（同77頁），「敷地周辺には被害を及
ぼさないという結果になるように考えら
れたのが仮想事故だと思わざるを得な
い」（同77頁）と明言し，立地審査指針
の離隔要件の判断，安全評価指針の誤り
を認めた。

規制委員会もこれまで行われていた立
地評価が，事故想定が過小で，非現実的
であることを認めた。そうであれば少な
くとも福島第一原発事故と同様の事故を
想定して立地指針の離隔要件の判断をし
直すように基準を改訂するべきである。
その結果，既存の原発のうち不適地に立
地されていることが明らかになるものが

いくつも出ると思われるが，それらに対
し直ちに使用停止を命じることが，規制
委員会の職責である。

しかし，規制委員会は，仮想事故は原
子炉格納容器の性能評価に際しての想定
事故とする（敷地境界の線量に対する判
断基準により対応）ことに加え，事故評
価はシビアアクシデント対策の有効性評
価により対応することにして，これまで
の立地指針による離隔要件は適用しない
こととしている。

これは，敷地外に放射性物質が放出し
ないという結論を導くために過小な仮想
事故の進展過程を是認していたことの誤
りを是正することなく，敷地外に放射性
物質が放出しないという結論を導くため
にシビアアクシデント対策の有効性を
持ってこようとしているものであって，
新たな安全神話を作ろうとしているだけ
である。
③　重要度分類の不変更

旧安全設計指針では「重要度の特に高
い安全機能を有する構築物，系統及び機
器が，その機能を達成するために電源を
必要とする場合においては，外部電源又
は非常用所内電源のいずれからも電力の
供給を受けられる設計であること」（安
全設計審査指針48．電気系統）とされ
ていた。外部電源は非常用電源と並列的
にいずれかからの電気が供給される設計
を要求される重要な系統である。

福島第一原発事故で，地震の揺れによ
り，送電鉄塔が倒壊し，送電線の断線・
受電遮断器の損傷等により外部電源が喪
失した。これは，外部電源の重要度が最
低ランクであったからである。

重要度分類指針では，外部電源は「PS
－3（クラス3）に分類され，異常状態
の起因事象となるものであって，PS－
1（クラス1）及びPS－2（クラス2）
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以外の構築物，系統及び機器」に分類さ
れ，耐震設計上の重要度分類において
も，Sクラス，Bクラス，Cクラスの分
類のうち，最も耐震強度が低い設計が許
容されるCクラスに分類されている。
「発電用軽水型原子炉施設に関する安

全設計審査指針及び関連の指針類に反映
させるべき事項について（とりまとめ）」

（2012年3月14日原子力安全基準・指針
専門部会　安全設計審査指針等検討小委
員会）は，SBO対策に係る技術的要件
の一つとして「外部電源系からの受電の
信頼性向上」の観点を掲げ，「外部電源
系は，現行の重要度分類指針において
は，異常発生防止系のクラス3（PS－
3）に分類され，一般産業施設と同等以
上の信頼性を確保し，かつ，維持するこ
とのみが求められており，今般の事故を
踏まえれば，高い水準の信頼性の維持，
向上に取り組むことが望まれる」と述
べ，現行の外部電源系に関する重要度分
類指針の分類には瑕疵があることを認め
た。

外部電源は重要度分類指針のクラス
1，耐震設計上の重要度分類のSクラス
に格上げしなければならない。ところ
が，新基準では，独立した2系統の外部
電源からの受電を要求するだけで，外部
電源に関する重要度分類指針，耐震重要
度分類を変更していない。
④　設計基準事故と共通要因故障

前記の3層までに起こる事故につい
て，これまでは「事故」と呼称していた
が新基準では「設計基準事故」と呼ぶよ
うにした。

第3層までで「リスクが十分に低く抑
えられているという認識に重大な問題が
あった」理由について規制委員会は何ら
検討していないが，その理由の一つは，
設計思想に問題があったからである。

旧安全設計指針において，重要な安全
機能を有する系統，機器は，同一の機能
を有する同一の性質の系統又は機器が二
つ以上ある（多重性）か，同一の機能を
有する異なる性質の系統又は機器が二つ
以上ある（多様性）こと，及び二つ以上
の系統又は機器が設計上考慮する環境条
件及び運転状態において，共通要因また
は従属要因によって，同時にその機能が
阻害されないこと（独立性）を要求され
ていた。すなわち，重要な安全機能を有
するものは二つ以上あり，一つの事故原
因で同時に全ての安全機能が失われるこ
とがないことを前提に設計されていた。

そして，設計基準事故では，その機能
を有する一つの系統，機器が故障するこ
とを仮定し（単一故障の仮定），その場
合でも残りの系統，機器で安全機能が確
保されるような設計思想であった。

しかし，福島第一原発事故では，単一
故障の仮定どおりにことは進まず，一つ
の原因で必要な安全機能が同時に全て故
障した（共通原因故障）のであるから，
設計基準事故において，単一故障の仮定
に固執することは，安全確保のためには
全く不足した考えである。

規制委員会の基準検討チームにおい
て，当初は，設計基準に関する安全基準
の「信頼性に関する設計上の考慮」にお
いて，共通要因故障を取り入れた基準が
策定されようとしていた。重要度の特に
高い安全機能を有する系統について，多
重性に重きを置いていたが福島第一原発
事故が多重性では防ぐことができなかっ
たという反省から，「共通要因による機
能の喪失モードを特定し，多様性を求め
ることを明確にする」とされていた。し
かし，いつのまにか設計基準として共通
要因故障を考えた設備を要求することを
止め，設計基準事故は従来どおり単一故
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障の仮定で判断することにした。
規制委員会は，共通要因故障はシビア

アクシデント対策で対応すればよいと
し，さらに，シビアアクシデント対策は
原則として可搬設備で対応させようとし
ている。

重要度の特に高い安全機能を有する系
統について，共通要因故障を想定し，設
計段階でそれに対応する多様性及び独立
性を有することを要求する場合は，設計
段階で既に一つの危険性に対する安全設
備を織り込んで設計していることになる
が，設計後に可搬設備で対応する場合で
は，不足する安全設備に間に合わせで安
全性を確保しようとするものである。不
十分な安全設備を設計で拡張した上でシ
ビアアクシデント対策を講じる場合と，
不十分な安全設備を放置したままシビア
アクシデント対策を講じる場合では，安
全性の程度に質的な差異がある。

安全性を考えるならば，共通要因故障
を設計基準事故として取り入れるべきで
あり，これを採用しなかったのは，安全
性を犠牲にしても，原発の再稼働に明ら
かに支障となる基準は採用しないという
考えであるといわざるを得ない。
⑤　シビアアクシデント対策に関する諸

問題
ア　シビアアクシデント対策基準の制定

海外では，5層からなる防護が考え
られている。第1層は，運転時に異常
や故障が発生するのを予防するため，
安全を重視した余裕ある設計や，建
設・運転における高い品質を保つ。第
2層は，異常な運転を制御したり，故
障の発生を検知したりするため，管
理・制御・保護のシステムや，その他
監視機能を導入する。第3層は，設計
基準事故（設計時に考慮された想定事
故）を起こさないよう，また設計基準

事故がシビアアクシデントに進展しな
いようにするため，工学的安全施設

（非常用炉心冷却設備，原子炉格納容
器等の放射性物質の放出を防止・抑制
する設備）を導入するとともに事故時
の対応手順を準備する。第4層は，事
故の進展防止，シビアアクシデント時
の影響緩和等，発電所の過酷な状況を
制御し，閉じ込めの機能を維持するた
め，補完的な手段及びアクシデントマ
ネジメント（設計基準事故を超える事
態に備えて設置された機器による措
置）を導入する。第5層は，放射性物
質が外部環境に放出されることによる
放射線の影響を緩和するため，オフサ
イト（発電所外）で緊急時対応を準備
するとされている。しかしながら，日
本では，第3層を超える事象は事実上
起きないと考え，シビアアクシデント
対策を法規制から除外し，第5層も原
発の安全規制の一つとはせずに災害対
策の一つとしていた。

改正原子炉等規制法では，設置許可
基準として「その者に重大事故（発電
用原子炉の炉心の著しい損傷その他の
原子力規制委員会規則で定める重大な
事故をいう。第四十三条の三の二十二
第一項において同じ。）の発生及び拡
大の防止に必要な措置を実施するため
に必要な技術的能力その他の発電用原
子炉の運転を適確に遂行するに足りる
技術的能力があること」と規定し，

「実用発電用原子炉及びその附属施設
の位置，構造及び設備の基準に関する
規則」及び審査ガイドにはシビアアク
シデントとその対策が規定されてい
る。なお，新基準ではシビアアクシデ
ントを「重大事故」と呼称している。
イ　シビアアクシデントの想定におけ

る欠陥
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新基準では，重大事故に至るおそれ
がある事故が発生した場合と，重大事
故が発生した場合を想定し，

「1 　重大事故に至るおそれがある事
故が発生した場合は，　ａ　炉心の
著しい損傷を防止するために必要
な措置を講じる　ｂ　使用済み燃
料貯蔵槽内の燃料体又は使用済み
燃料の著しい損傷を防止するため
に必要な措置を講じる　ｃ　運転
停止中における発電用原子炉内の
燃料体の著しい損傷を防止するた
めに必要な措置を講じる

2　重大事故が発生した場合は
ａ　原子炉格納容器の破損及び工

場等外への放射性物質の異常な
水準の放出を防止するために必
要な措置を講じる」

ことにしている。
そして，重大事故に至るおそれがあ

る事故をいくつか想定し，その場合に
事故防止対策が有効に働いて重大事故
が発生しないことを求め，仮に重大事
故になっても，格納容器の破損や放射
性物質の異常な放出を防止する対策が
有効に働いてそのような事態にならな
いことを求めている。

これらの事故想定において，共通要
因故障を前提にして，ある安全機能が
働かない場合を想定し，その喪失した
機能を代替する設備としては原則とし
て可搬設備の備え付けを求めている。

しかし，この想定の仕方には重大な
欠陥がある。共通要因故障を前提とす
るが，共通要因故障の原因を考えてい
ないから，事故の進展過程が機械的で
あり，自然現象を原因とする共通要因
故障を考えた場合には，新基準で想定
されている安全機能の喪失の組合せで
は不十分である。

また，自然現象による共通要因故障
が発生するような事態を考えると，代
替の可搬設備が予定どおりに機能する
ことを前提にして重大事故防止対策が
実現するとしているのは楽観的であ
る。可搬式代替設備は恒設設備と容易
かつ確実に接続できることが要求され
ているが，自然現象を原因とする重大
事故等発生の状況下では，その設備の
接続が困難であることが容易に想定で
き，接続に失敗することもあり得るか
らである。

さらに翻って考えれば，設計におい
て安全確保上不備な設備があればまず
それを設計上で是正すべきであり，例
えば，BWRのマークⅠ型は格納容器
の容量が小さく，格納容器の圧力が事
故時に容易に設計条件を超える危険性
があるのだから，安全性を確保するた
めには，この危険な格納容器を使用し
ない設計基準とすべきであって，事故
が起きたときのために，設計圧を超え
ないようにフィルターベントを付ける
というのは，放射性物質を閉じ込める
ことによって安全性を確保する格納容
器の本来的性質と矛盾した対策であ
り，本質的な安全確保策ではない。

そして，フィルターベントは格納容
器から配管を伸ばして離れた位置に設
置することになっているが，ここで
も，自然現象による共通要因故障を考
えれば，そのような自然現象であれば
配管が破断する可能性が高い。

重大事故対策は，想定する範囲内の
対策にすぎないのに，その想定が狭小
である。不適切な割り切りである。

班目春樹原子力安全委員会委員長が
国会において，非常用電源喪失を考え
なかったことについて「割り切りが間
違っていた」と証言して反省していた
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ことを新基準では生かそうとしていな
い。
ウ　大規模損壊時の対策の脆弱性

重大事故のうち，大規模な自然災害
又は故意の大型航空機の衝突その他の
テロリズムにより発電用原子炉施設の
大規模な損壊が生じた場合を大規模損
壊時として，実用炉規則第85条で①
保全計画の策定，②要員の配置，③教
育，訓練，④電源車，消防自動車，消
火ホース等資材の備え，⑤緩和対策等
を定め要員に守らせる，という対策が
求められている。

また，技術的能力の審査ガイドで
は，

「1 　可搬設備等による対応　①手順
書の整備，又は整備される方針の
明示　②手順書による活動体制及
び資材の整備，又は整備される方
針の明示

2 　特定重大事故等対処施設の機能
を維持するための体制が整備され
ているか，又は整備されているこ
との明示」

を求めている。しかし，これらの要求
は，大規模損壊時に，何を要求し，そ
のことによって何を防止，緩和できる
のか全く不明である。

なお，基準規則第42条では，大規
模な自然災害の場合は対象から除き

「故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムにより炉心の著しい損傷
が発生するおそれがある場合又は炉心
の著しい損傷が発生した場合」の対策
として特定重大事故等対処施設という
ものを求め，それは①原子炉建屋と
100m以上離隔するか，又は故意によ
る大型航空機の衝突に対して頑健な建
屋に収納する　②重大事故防止機能を
有する設備等を備える　③緊急時制御

室を備える（格納容器破損時の想定す
る放射性物質放出量等は福島第一原発
事故と同等とすること）と規定してい
る。

以上のように，大規模損壊時には，
抽象的な体制の整備又はその方針を示
すことは規定されているが，具体的な
対策は求められておらず，大規模損壊
のうち故意による大型航空機の衝突と
テロによる場合は，特定重大事故対処
施設で対応することにしているが，大
規模な自然災害の場合は，これに対す
る基準はないに等しい。
エ　シビアアクシデント対策の猶予

福島第一原発事故は，東京電力が原
発の設置された高さを超える津波を想
定しておきながら，対策を先送りして
その結果発生したものであり，シビア
アクシデント対策の実行に段階を設け
ることがどれほど危険なことであるか
は容易に理解できるはずである。

田中俊一原子力規制委員会委員長
が，原子力発電所の新規制施行に向け
た基本的な方針（私案）と称して，

「シビアアクシデント対策やテロ対策
の信頼性向上のためのバックアップ対
策については，施行後5年までに実現
を求める」と述べ（2013年3月19日），
新基準の施行において故意の航空機衝
突やテロリズムにより原子炉建屋等が
破壊され炉心損傷事故に至るような場
合の対策である特定重大事故等対処施
設，多重な電源として要求している常
設直流電源設備の第3系統目について
は5年間猶予することした。また，格
納容器加圧破損防止のためのフィル
ター付きベント設備はPWRには求め
られていない。安全確保のために考え
たシビアアクシデント対策に差を設け
る合理的根拠はない。
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4　防災対策の見直しとその限界
⑴ はじめに

福島第一原発事故当時の我が国の原子
力防災については，原子力災害対策特別
措置法（以下「原災法」という。）を基
に，各種防災計画，防災指針等が定めら
れていた。原子力防災については，原子
力安全委員会において，国，自治体，原
子力事業者等が原子力防災に関する計画
を策定する際や，緊急時における防護対
策を実施する際の指針（以下「防災指
針」という。）を策定し，この防災指針
が原災法とともに原子力緊急事態におけ
る住民の防護対策の中心と位置づけられ
ていた。しかし，福島第一原発事故は，
我が国の原子力防災体制の欠陥，大規模
な原発事故に対し，特に地震等の災害と
複合して原子力災害が発生したときには
なす術がないことを明らかにした。事故
後，原子力規制委員会は，防災指針を見
直し改訂したが，見直された防災指針に
よっても根本的な問題は全く解決されて
いない。

⑵ 事故によって明らかにされた問題
原子力防災については，上記のとおり

原災法，防災指針に基づき，国が防災計
画を策定し，また立地自治体においても
地域防災計画を策定し，防災訓練などが
実施されてきた。原子力安全委員会は，
防災指針において原子力災害における防
災対策を重点的に充実すべき地域の範囲
として防護対象となる地域（EPZ）を設
定して，その範囲については，原発につ
いては半径約8～10kmとしていた。原
子力災害が発生し，内閣総理大臣が緊急
事態宣言を発出すると，官邸に原子力災
害対策本部，その事務局として保安院緊
急時対応センター（ERC）に原子力災
害対策本部事務局が設置され，また現地
のオフサイトセンターに現地対策本部が

設置され，原発の状況把握や住民の防護
対策を決定，指示することが想定されて
いた。また原子力安全委員会が原子力に
関する専門家組織として原子力災害対策
本部からの要請を受けて的確な助言を行
うものとされていた。これらの組織間に
は統合原子力防災ネットワークが構築さ
れ，リアルタイムでの情報交換が可能な
ようにテレビ会議システム等の情報通信
機器等が整備されていた。また，住民を
放射性物質による被害から防護するため
に，緊急時モニタリングが行われるもの
とされ，さらに住民防護を支援するシス
テムとして，政府は，巨額の費用を投じ
て，緊急時対策支援システム（ERSS）
と緊急時迅速放射能影響予測ネットワー
クシステム（SPEEDI）を開発してきた。
放射性ヨウ素の甲状腺への集積を防ぐた
めの安定ヨウ素剤の備蓄，また緊急被ば
く医療のための医療機関の設置等も一応
の整備がなされていた。

しかし，福島第一原発事故は，これら
の防災対策が大規模な原子力災害，特に
自然災害等と複合した場合には全く無力
であることを明らかにした。原発から放
出された放射性物質の量，拡散した範囲
は，防災指針の想定を遥かに超えたもの
であった。地震，津波による電源喪失，
交通途絶等によって統合原子力防災ネッ
トワークは全く機能せず，指示命令系統
の混乱を極めた。緊急時モニタリング体
制，SPEEDI等住民防護のために用意さ
れていたはずのシステムはその役割を全
く果たさなかった。その結果，多くの住
民が無益な被ばくを受け，ヨウ素剤を服
用できず，何度となく避難場所を移動さ
せられたり，高濃度の地域に避難してし
まったり，高濃度の地域に取り残される
等の被害を受けた。避難中に命を落とし
た住民がいたほかに，津波被害を受け，
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避難も救助もできず命を落とした住民も
いたともいわれている。緊急医療機関の
所在地が避難地域となった。

このような事態を招いた根本的原因
は，大規模な原発災害は発生しない，地
震等の災害と同時又は相前後して原子力
災害が発生する複合災害は起きないとい
う前提の上で，原子力行政を行い，原子
力防災を策定してきたことにある。前述
のとおり，原子力安全委員会は，防災指
針において原子力災害における防災対策
を重点的に充実すべき地域の範囲として
防護対象となる地域（EPZ）を設定し
て，その範囲については，原発について
は半径約8～10kmとしていた。同委員
会はこのEPZの目安について，「原子力
施設において十分な安全対策がなされて
いるにもかかわらず，あえて技術的に起
こり得ないような事態までを仮定し，十
分な余裕を持って原子力施設からの距離
を定めたものである。具体的には，施設
の安全審査において現実には起こり得な
いとされる仮想事故等の際の放出量を相
当程度上回る放射性物質の量が放出され
ても，この範囲の外側では屋内退避や避
難等の防護措置は必要がないこと等を確
認し，また過去の重大な事故，例えばわ
が国のJCO事故や米国のTMI原子力発
電所事故との関係も検討を行った」と説
明していた（原子力安全委員会事務局・
平成23年8月12日・「防災指針における
EPZの範囲の考え方について」）。とこ
ろ が，2005年11月， 国 際 原 子 力 機 関

（IAEA）の安全基準委員会において，
安全指針（DS－105〈現在のG－G－
2.1〉）が承認されていた。その概要は，
放射性物質の放出状況は事故直後に予測
することは困難という認識に基づいて，
緊急事態区分で「包括的緊急事態」と判
断された場合，放射性物質の環境への放

出前にあらかじめ計画された予防的防護
措置（避難等）を直ちに実施する地域と
して「予防的防護措置を準備する区域

（PAZ）」を設定し（原発から3～5km
の範囲とされている），また，緊急事態
の最中には適切な判断を行う時間的余裕
がないという認識に基づいて，緊急時活
動レベル（EAL）や運用上の介入レベ
ル（OIL）に従い，避難，屋内退避，安
定ヨウ素剤の予防服用等の緊急防護措置
を準備しておく地域として「緊急時防護
措置を準備する区域（UPZ）」（原発から
5～30km）を設定するものとされてい
た。これを受けて原子力安全委員会は防
災指針への導入を検討したが，保安院は
検討の凍結を要請するなどした。防災指
針に導入されることのないまま，福島第
一原発事故が起こったのであった。な
お，この国際基準が防災対策として十分
なものではないことは福島第一原発事故
によって明らかである。本事故では原発
から30km以上離れた地域でも高濃度の
放射性物質が飛散したとされており，ま
た，原子力委員会委員長が作成した「福
島第一原子力発電所の不測事態シナリオ
の素描」（いわゆる「最悪のシナリオ」）
によれば，4号機プールから放射性物質
が放出された場合は50km圏の速やかな
避難が必要であるとされ，最悪の場合に
は，強制移転を求める地域が170km以
遠にも生じる可能性が指摘されていた。
原発災害について最悪を想定した場合，
住民防護が必要とされる範囲は，前記し
た国際基準の想定を超えるのであって
UPZの範囲を30kmまでとしても，それ
でも住民防護の観点からは全く十分では
ない。

また，福島第一原発事故は，地震，津
波という自然災害と同時に原子力災害が
発生したいわゆる複合災害であったが，
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政府にも自治体にも，地震，津波等の自
然災害と原子力災害の同時発生という複
合災害に備えた防災体制がなかった。こ
の点，中越沖地震発生後，新潟県を中心
とした原子力施設の立地自治体から，保
安院等に対し，複合災害に対する防災対
策に関する要望が提出された。新潟県で
は，地震災害と原子力災害が並行して起
こった場合，国や電力事業者から，自治
体や住民に情報を伝える仕組みがないこ
とが問題視され，地震によって原子力発
電所に被害が生じた場合に，住民への避
難指示を迅速に出せる仕組みや，地震発
生後の原子炉の状態を公表する仕組みの
構築が要望された。これを受けて保安院
は，2009年に「原子力災害等と同時又
は相前後して，大規模自然災害が発生す
る事態に対応した原子力防災マニュアル
等の作成上の留意事項（素案）」を作成
したが，「複合災害は蓋然性の極めて低
い事象であるため，複合災害への対応
は，現在の原子力の防災体制を基本に，
効果的かつ効率的な対応を検討すること
が合理的である」として，既存の防災体
制からの大きな変更には消極的姿勢を示
し，新潟県の要望を入れなかった（国会
事故調報告書403頁）。また，新潟県は，
2010年，原子力防災訓練を計画し，保
安院に対して，中越地域で強い地震が発
生し，立地地域の避難経路や避難施設の
一部に被害が生じた後，原子炉施設で

（地震を起因としない）トラブルが発生
したという想定での訓練想定を相談した
ところ，保安院から，避難施設や避難経
路の一部に被害が生じる程度の地震で原
子炉にトラブルが生じると受け取られる
可能性があり，このような中途半端な想
定で訓練を行えば，逆に住民に余計な不
安を与える結果になりかねず，国として
協力することは難しいと指摘して，新潟

県が提示した想定での訓練は実施されな
かった（国会事故調報告書405頁）。国
が毎年1回実施している原子力総合防災
訓練は，シビアアクシデントや複合災害
を何ら想定しておらず，事故への備えと
してほとんど意味をもたなかった（国会
事故調報告書408頁）。

福島第一原発事故によってこれまでの
原子力防災体制の有効性は打ち砕かれ
た。大規模原子力災害が発生する危険性
があること，特に複合災害が発生する危
険性があることを前提として，原子力防
災体制は再構築されなければならないは
ずである。その際，重要なことは福島第
一原発事故が決して想定される最悪の事
故ではないということである。福島第一
原発事故後，原子力規制委員会は，「原
子力災害対策指針」を策定した。しか
し，次のとおり，その内容は，原子力防
災対策としては極めて問題がある。

⑶ 「原子力災害対策指針」の問題
福島第一原発事故を受けて，規制委員

会は，原子力災害対策指針（以下「災害
対策指針」という。）を策定した。しか
し，その内容は以下のとおり極めて問題
が多い。
ア　事故想定が過小であること

災害対策指針は，防災指針で採用して
いたEPZという概念をやめて，IAEAの
基準を踏まえて，原子力災害対策重点区
域として，予防的防護措置を準備する区
域（PAZ。 原 子 力 施 設 か ら 概 ね 半 径
5km），緊急時防護措置を準備する区
域（UPZ。 原 子 力 施 設 か ら 概 ね 半 径
30km）を定めた。しかし，前述のとお
り，福島第一原発事故では原発から
30km以上離れた地区でも極めて高い放
射線量率となったといわれており，最悪
のシナリオではさらに広範囲の避難が必
要となる事態が想定されていた。災害対
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策指針の範囲の設定はこれらの事実を意
図的に無視している。特に日本は地震多
発国であり，各サイトの連鎖的事故等が
発生する危険性があり，低線量被ばくの
リスクについても考慮するならば，本来
であれば日本全土を原子力災害対策重点
区域としても不合理ではない。いずれに
しても，UPZの範囲については，福島
第一原発事故の実態からしてもあまりに
も狭小であるといわざるを得ない。
イ　住民防護と乖離していること

従前から我が国の周辺監視区域に関す
る線量限度の実効線量は年間1mSvで
あるが（線量目標値に関する指針に示さ
れる線量目標値は実効線量で年間50μ
Sv），災害対策指針では，早期防護措置

（OIL2） の 基 準 と し て20μSv/h（ 年
100mSvの被ばく相当），緊急防護措置

（OIL1） の 基 準 と し て500μSv/h（ 週
50mSvの被ばくに相当）としている。
防護措置の基準としてこれらの数値はあ
まりに高いといわざるを得ない。住民が
被ばくを受容しなければならない合理的
理由はないのであり，緊急時における防
護措置の判断基準としても年間1mSv
とすることを明確にすべきである。
ウ　具体的対策の未確立

災害対策指針は住民への情報伝達，発
信，住民避難，安定ヨウ素剤の配布・服
用，複合災害時の組織体制の構築等につ
いて言及しているが，その具体的対応策
については不明である。

住民等への事故情報，避難指示情報等
の情報伝達，発信について，関係機関か
ら正しい内容が伝達される体制，迅速に
公表できる仕組みが構築されなければな
らないが，その具体的内容は明らかと
なっていない。住民避難については，市
町村，都道府県の圏域を超える広域避難
に備えるために，避難先，避難ルート，

避難手段等の調整，多数の避難者の食
糧・物資の調達が必要となるがこれらを
どのようにするのか，指揮系統を含めて
具体的内容が明らかとなっていない。複
合災害時の組織体制についても，複数の
対策本部が立ち上がるため，それぞれの
役割，指揮系統が錯綜し混乱するおそれ
がある。安定ヨウ素剤の配布，服用につ
いては，迅速な服用のためには各家庭，
学校，事業所等への事前配布が必要であ
る。服用については，いつ服用するかが
極めて重要であり，誰からどのような方
法で，どこに連絡があって，住民に対し
て，どの時点でどのような方法で指示す
るのか等，具体的内容が明らかとなって
いない。屋内退避に関しては，屋内退避
せずに避難しようとする者をどのように
して制止するのか，屋内退避が必要な状
況において屋外活動の必要がある場合，
誰がどのような権限で活動を強制できる
のか等，重大な問題が解決されていな
い。病院，福祉施設に入院，入所してい
て避難できない者に対してどのような防
護対策をとるのか，自宅で生活していて
避難できない者に対してどのような防護
対策をとるのか，避難困難者に対する食
糧等の必要物資の補給などをどうするの
か等の具体的内容も明らかとなっていな
い。これらのほかにも，実効性ある防護
体制を構築するためには，防災資機材等
の整備，住民向けの防護マスクの整備，
通信情報伝達システムの整備，モニタリ
ングポストの広域かつきめ細かい配置，
被ばく医療機関設備の広域配置，防護機
能を有する車両の整備，住民避難や自治
体等の初動対応を円滑に実行するための
道路等の整備等が必要であり，これら必
要な対策を実施するために莫大な財源を
必要とする。特に複合災害時には道路，
橋等の避難経路，情報伝達ツールが被害
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を受ける危険性があり，これらの補強や
代替ルートの確保が必要になる。複合災
害を想定した大規模な防災訓練を実施
し，災害対策の実効性を検証する必要が
ある。ただ指針を策定しただけでは絵に
画いた餅にすぎない。

さらに，災害対策指針は，中長期的対
策として，発災後の復旧に向けた対策に
言及しているが，例えば除染については
その具体的方法については言及されてい
ない。

⑷ まとめ
このように防災体制については福島第

一原発事故の教訓を活かしておらず，た
だ抽象的に基準を策定しただけの段階で
あって，このまま原発を再稼働して再び
事故が起きた場合，福島第一原発事故の
ときと同様になす術もなく，多数の住民
が被ばくすることになるであろう。我が
国は地震多発国であり，その危険性は決
して低くないのである。

第4　見直された耐震設計とその
限界

1　はじめに
原子力規制委員会が策定した「新規制基

準」では，地震・津波に関しても見直しがな
された。

しかし，福島第一原発事故の原因が完全に
解明されたわけではなく，とりわけ地震の揺
れで原発の重要機器が壊れなかったのかとの
疑念について，東電が国会事故調査委員会の
現地調査を妨げていたことが明るみに出たに
もかかわらず，国や電力会社，原子力規制委
員会が原因を追及する動きは鈍い。

このように，原因究明が不十分なままでは
「第二の安全神話」が作られることとなる。

このまま原発を再稼働させると，再び同様
な事故が起きる危険性が高い。そこで本項で
は，福島第一原発事故の地震とこれを契機と

して見直されている耐震設計とその限界につ
いて検討する。

2　地震が福島第一原発事故の原因であ
る可能性
⑴ 4つの事故調査報告書のうち，国会事

故調報告書を除き，3つの報告書では地
震についてはほとんど論じられていな
い。

東電事故調報告書では全体370頁のう
ちわずか半頁，政府事故調報告書は全体
で1500頁を超える内のわずか半頁，民
間事故調報告書は全体400頁の内わずか
1頁で言及するにすぎない。しかも，政
府事故調と民間事故調は，データだけで
なく，東京電力の主張である，事故の主
因を津波とし，「確認できた範囲におい
て」安全上重要な機器で地震により損傷
を受けたものはほとんど認められないと
の評価までそのまま引用している。

⑵ これに対し，国会事故調報告書は地震
の揺れを可能な限り解明している。

例えば，「2号機，3号機，5号機の
最大加速度値が想定していた最大応答加
速度値（揺れの最大値）をそれぞれ
25％，15％，21％上回っている」こと，

「断層運動の完了までに要した時間は約
180秒に及び，その間中，地震波を放出
した。」「地震計が，観測システムの不具
合によって記録開始から130秒～150秒
程度で記録が中断している」こと，「南
側の解放基盤表面（発電所敷地の地下の
堅牢な岩盤基盤面上に表層や構造物がな
いと仮定した水平で相当な広がりのある
表面）に実際に到達した地震動のはぎと
り波を解析すると，東西方向の水平振動
は，最大加速度が675Galにもなり，基
準地震動Ss（施設に大きな影響を与え
ることが想定される最大の地震動）の
600Galを大きく上回っている。」こと，
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「南側開放基盤表面に到達した東西方向
の水平振動の「継続時間」は，300Gal
以上の強い揺れだけに限定すると，基準
地震動Ssが20秒程度なのに対し，はぎ
とり波で見た実際の到達地震動ではその
2.5倍の50秒間も継続している」ことを
解析し，その結果，こうした長時間に及
ぶ振動が，多少の強弱を繰り返しながら
継続することで，「原発施設全体に『繰
り返し荷重』として厳しく作用し，疲労
破壊を起きやすくしたであろう」とし，
また，振動継続時間の長さは「『床応答
スペクトル』（固有周期別に，構造物に
生じる揺れの大きさが分かる対応図）を
大きくして原子炉建屋各階の機器・配管
系への影響を増大させる」とも指摘して
いる。

⑶ 国会事故調報告書では，このように地
震を評価した上で，地震そのもので原子
炉が損傷した可能性として，本節第1で
述べたとおり次の6つの根拠を挙げてい
る。

第1に，福島第一原発を襲った地震動
は安全上重要な設備を損傷させるだけの
力を持っていた。

第2に，配管の微小な貫通亀裂から冷
却材が噴出する小規模のLOCAの場合
でも，10時間ほど放置すると数十トン
の冷却材が喪失し，炉心損傷や炉心溶融
に至る可能性がある。

第3に，少なくとも1号機A系の非
常用交流電源は，津波到着以前に喪失し
ており，津波によるものではない可能性
がある。

第4に，1号機原子炉建屋4階で作業
していた東京電力の協力企業社員数人
が，地震直後に同階で起きた出水を目撃
したことを国会事故調に対して証言して
いる。

なお，東電が国会事故調の現地調査を

虚偽報告により妨害していたことが明ら
かとなったが，現地調査はこの4階を調
査しようとしたものであった。

第5に，国会事故調は，IC（原子炉
蒸気を水で冷却し，復水として自然循環
により原子炉に戻す除熱装置）の手動停
止に関わった複数の運転員から，原子炉
圧力の降下が速いのでIC系配管や他の
配管から冷却材が漏れていないかどうか
を確認するためICを止めた，との説明
を得たとしている。

第6に，1号機の逃し安全弁（SR弁）
については事故時，必要なときにそれが
実際に作動したことを裏づける弁開閉記
録が存在しない上に，1号機の運転員の
中に1号機のSR弁の作動音を耳にした
者は一人もいなかった。

以上の結果，国会事故調報告書は1号
機では地震動による小規模のLOCAが
起きていた可能性があるとしている。

⑷ ちなみに，政府事故調でも「地震発生
後，津波到達までの間，格納容器または
その周辺部に，閉じ込め機能を喪失する
ような損傷に至らないような軽微な亀
裂，ひび割れ等が生じた可能性まで否定
するわけではない。」としており，地震
による損傷を完全に否定しているわけで
はない。

⑸ このようにみると，地震そのものが原
子炉の機器を損傷した可能性は否定でき
ないものといえる。

3　実態の未解明
⑴ 国会事故調報告書は，事故の推移と直

接関係する重要な機器・配管類のほとん
どが，この先何年も実際に立ち入って調
査，検証することのできない原子炉格納
容器内部にあることから，最終的には原
因の特定が困難であるとしている。

そのため昨年7月までにそれぞれ報告
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書を出した政府や国会など4つの事故調
査委員会のいずれもが追加調査を必要と
認めている。

これに対し,原子力規制委員会の田中
俊一委員長は「できるだけすみやかに調
査に取り組みたい」と国会で述べたが，
具体的な動きは鈍い。

⑵ ちなみに規制委員会も，新規制基準
（地震・津波）に対するパブリックコメ
ントに対する回答の中で，「東京電力福
島第一原子力発電所の事故について解明
できていない部分があります」と，未解
明な実態があることを認めつつ「福島第
一原子力発電所事故の検証は今後かなり
の長期間に及ぶものと予想されます」と
して，「政府，国会等における事故調査
委員会による調査等により明らかになっ
ている事実を踏まえ，今回のような事故
を防止するための基準を策定することは
可能な段階にきていると考えています」
と述べ，新規制基準の策定が，地震に
よって原子炉の機器が損傷した可能性に
ついての確認をしない中での見切り発車
であることを認めている。

⑶ 新潟県の泉田裕彦知事は，柏崎刈羽原
発の再稼働に難色を示しているが，その
理由の一つは，新規制基準について「福
島第一原発事故の検討・総括なしにハー
ドの基準を作っても安全は確保できな
い」としている点にある。

⑷ 以上によると，地震が福島第一原発事
故の原因である可能性があるにもかかわ
らず，その実態が未解明なままに策定さ
れた新規制基準では，安全性は確保され
ないといわざるを得ない。

4　活断層調査のやり直し
⑴ 旧原子力安全・保安院は福島第一原発

事故後の2012年に，大飯原子力発電所・
美浜原子力発電所・高速増殖炉もん

じゅ・敦賀原子力発電所・志賀原子力発
電所・東通原子力発電所の敷地内の活断
層調査をやり直すことを決定した。

その後設立された原子力規制委員会の
下で，これらの調査が行われている。

⑵ まず，2012年11月2日に，大飯原子力発
電所内の問題となっていたF‐6と呼ばれ
る断層の活断層調査が行われた。規制委
員会の現地調査チームの専門家からは「活
断層であることは否定できない」との意見
がある一方で「地滑りの可能性もある」と
いう意見もあり，見解が分かれた。

また，関西電力がF－6断層の位置を
修正したり新たな地層のずれが見つかっ
たりしたため，敷地南側に新たな調査溝
が掘られるなどして調査が長引いた。

その 後，規 制 委 員 会 は2013年7月
27・28日にも現地調査を行い，関西電力
のデータ分析が不十分との指摘がされる
などの経緯があったものの，同年９月2
日の専門家会合で，耐震設計上考慮する
活断層ではないとの見解で一致したとさ
れている。

⑶ 2012年12月2日・3日には，敦賀原子
力発電所の調査が実施された。この調査
では，2号機の原子炉建屋直下にある古
い断層だとされていたD1断層が，活断
層として認定され，2013年1月28日に
はD1断層について「耐震設計上考慮す
る活断層である可能性が高い」とされ，
2013年3月8日の規制委員会の検証会
合では，2号機の原子炉建屋直下にある
D1断層について，事実上活断層と認定
し，5月15日には正式に活断層と断定
した。

⑷ 2012年12月13日・14日には，東北電
力・東通原子力発電所敷地内で活断層が
調査され2013年2月18日には規制委員
会の有識者会合が，東通原発の敷地内の
断層について「活断層である可能性を否
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定できない」とする報告書を了承した。
⑸ 2013年7月17日・18日には，もんじゅ

の直下にある活断層の活動性を確認する
現地調査が始められている。

⑹ 耐震設計審査指針の運用について，
2010年12月に原子力安全委員会が定め
た「発電用原子炉施設の耐震安全性に関
する安全審査の手引き」では，活断層か
どうかについて，「調査結果の精度や信
頼性を考慮した安全側の判断を行うこ
と」「断層運動が原因であることが否定
できない場合には，これらの原因となる
耐震設計上考慮する活断層を適切に想定
する」と定めていた。

今後，規制委員会では，残された原発
においても活断層調査の見直し作業が行
われることとされているが，「手引き」
にあるような「安全側の判断」は，福島
第一原発事故を踏まえて，原子力発電所
の安全性を考える上では，より一層徹底
されなければならない。

⑺ ところで，2つの原発で認定された活
断層は，従来からその活断層の存在が指
摘されていたものや，審査委員会におい
て検証しておくべきだったものばかりで
あり，ずさんな過去の審査で隠されてい
たものが露呈したにすぎない。大飯原発
での調査の長期化と混乱も，建設時にき
ちんとした調査・審査が行われなかった
ことが原因である。「可能性を疑えば全
て黒になり稼働できなくなる」という前
提でなされてきたずさんな安全審査が今
になってようやく問題とされているのが
実態である。

このような過去におけるずさんな安全
審査がなされてきた背景と原因が根本的
に改善されない限り，「第二の安全神話」
が再び作り出されてしまう結果となる。

5　耐震設計審査の見直し
2013年7月8日施行の新規制基準では，

地震・津波に関しては，主に次のような変更
が加えられた。

⑴　地震
①　活断層の認定では，2006年の指針

改定では，耐震設計上考慮する活断層
は，「後期更新世（12万年前）以降の
活動が否定できないもの」と定義され
ていたが，約12万～13万年前以降の
活動性が明確に判断できない場合は，
約40万年前以降まで遡って評価され
ることとされた。

②　活断層直上に重要施設を置くことを
禁止し，基盤の岩石を切るような地滑
りも同様とした。断層の真上でも工学
的に耐えられると判断できれば良しと
すべきだという従来型の意見も強かっ
たものの，完全に安全を保障できるも
のではないとして採用されなかった。

⑵　津波
最新の科学的・技術的知見等を踏ま

え，最大の津波を想定し，これに対応で
きる防潮堤や水密性などを要求してい
る。

⑶　以上の点の他に大きな変更はなされな
かった。

6　見直された新規制基準の限界
⑴ 今回の福島第一原発事故を耐震設計の

観点からみた場合，M９のプレート間
地震が想定できなかったことに大きな問
題があった。この点について中央防災会
議の「東北地方太平洋沖地震を教訓とし
た地震・津波対策に関する専門調査会　
中間とりまとめ」（2011年6月26日）で
は，東北地方太平洋沖地震は，過去数百
年の地震では確認できなかった地震であ
り，このような地震を想定できなかった
ことは，従来の想定手法の限界を意味し

第1節　原発事故再発の危険性

― 247 ―



ていると述べ，「南海トラフの巨大地震
検討会　中間とりまとめ」（2011年12月
27日）では，「今回の東北地方太平洋沖
地震は，我が国の過去数百年間の資料で
は確認できなかった巨大な地震であり，
過去数百年間に発生した地震・津波を再
現することを前提に検討する従前の手法
には限界がある。さらに，過去千年間程
度より前に発生した869年貞観地震のも
のと考えられる東北地方太平洋沖地震発
生前の津波堆積物調査に基づいて推定さ
れた津波波源域及び地震の規模は，東北
地方太平洋沖地震よりかなり小さかっ
た。このことは，現時点の限られた資料
では，過去数千年間の地震・津波の記録
だけに基づく地震・津波の震度分布・津
波高の推定は難しく，仮にそれを再現し
たとしても，それが，今後発生する可能
性のある最大クラスの地震・津波である
とは限らないことを意味している。」と
述べ，これまでの地震・津波の想定の考
え方が根本的に間違っていたことを認め
ている。

ところが，新規制基準では，地震想定
方法についての改訂は全くなされておら
ず，従来の地震想定の考え方が間違って
いたとの中央防災会議の考え方が新規制
基準に反映されているとはいえないこと
が根本的問題である。

⑵ また，2005年8月の宮城県沖地震から
2011年4月の東日本大震災の余震に至
るまでの5年8か月の間に，5回の地震
により，5つの原発（女川，志賀，柏崎
刈羽，福島第一）が電力会社の想定を超
える地震動に襲われた。

したがって，新規制基準の策定に当
たってはこれまでの地震動の想定に誤り
がなかったかの検討が不可欠であったは
ずである。

ところが，新規制基準では各原発の地

震想定方法の大枠は規定されているが，
その想定方法についての見直しは全くな
されなかった。

地震により原子炉機器の損傷があった
かが確認されないままに新規制基準が定
められたことに加え，これまでの地震想
定に誤りがあったとの前提に立脚してい
ない新規制基準の考え方そのものに根本
的問題があるのである。

⑶ ところで，地震動レベルは，断層の長
さ，断層が地面を揺らす応力降下量，断
層が動き始める点（破壊開始点）の位
置，断層の中で特に強い揺れを出す部分

（アスペリティー）の位置など6種類の
要素で決定される。どの要素も発生前に
測定はできず，過去の地震の解析などか
ら想定するしかないが，「想定次第で揺
れの強さは2倍程度変わる。応力降下
量，アスペリティー，破壊開始点は特に
厳しく想定すべきだ」とされている。

旧原子力安全・保安院は福島第一原発
事故後，各要素の想定基準を作ろうと専
門家を集め，応力降下量の想定値を検討
していたが，その後保安院廃止で公式の
議論は消え，後継の規制委員会の会合で
も議題に上らず，新基準では具体的数値
は示されていない。

その結果原発周辺の活断層が起こす地
震動の強さは電力会社が自ら算定するこ
ととされており，この点に関し従来の基
準とは実質的な変更はない。現に新規制
基準が施行された2013年7月8日以降
に電力会社4社の6原発12基が再稼働
のための審査を申請したが，この全ての
原発で，基準地震動には全く変更がな
かった。

このように新基準も従来の基準と同様
に「適切な配慮」は求めているものの，
見直しはもとより，地震動算定のための
具体的数値さえ示されていないため，規
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制基準に値しないものといわざるを得な
い。

⑷ 地震動の算定のやり方にも問題がある。
「地震動レベルの検証」として，「地震

動レベルは震源近傍域でのスペクトルレ
ベルの平均値」とされている。これは，

「大きな変動」の中の最大値は取らず，
変動の中の平均値を取るとするものであ
る。強振動予測の手法，地震動伝播過程
を含む地震動想定の全過程において，不
確かさを最大限安全側に見込んだ想定を
行う必要があるが，新規制基準の算定方
法では，平均を超える大きな地震動が原
発を襲ったら，原発の安全は保てなくな
る危険性がある。

⑸ 「震源を特定せず策定する地震動」の
見直しもされていない。

地震は震源となる活断層が未発見の場
所でも起きる。新規制基準では岩手・宮
城内陸地震（2008年，地震の規模を示す
モーメントマグニチュード（Mw）6.9）
など16の実例を挙げ，確認されている活
断層による地震とは別に検討や対策を課
している。

しかし，そもそも実例として挙げられ
ている16地震は，1996年から2012年ま
での17年間の地震でしかなく，この程
度の短期間でこれから起こる震源を特定
せず策定する地震動の最大地震を想定す
ることには疑問がある。さらに16地震
の観測記録からどのように分析・評価す
るかについても大枠の考え方しか示され
ておらず，不確かさの考慮も十分ではな
く，この基準では原発の安全性は保てな
い。

⑹ 津波想定にも不安がある。
新基準では太平洋側の津波に関し，東

日本大震災（Mw9.0）をエネルギーで2
～8倍上回る地震三つを検討するよう求
められている。

しかし，世界最大規模の東京電力柏崎
刈羽原発（新潟県）など8原発が並ぶ日
本海側の検討対象では，日本海中部地震

（1983年，Mw7.9）などを挙げるにとど
められている。「日本海側でもMw9級の
地震・津波は否定できない」と指摘する
学者がおり，現に秋田県は，日本海側で
Mw8.69の地震・津波を独自に想定して
いるのであるから，新規制基準は甘すぎ
ると批判されている。

7　結語
そもそも，日本は世界の中でも最もプレー

トの密集する地域であり，そのため全地球の
表面積のわずか0.3％の日本列島において，
地球の全地震の約1割が発生し，世界の面積
平均の約150倍の率で地震が発生している地
震大国であり，最も原発立地に適さない国で
ある。この中で，安全に原発を作ることがで
きるかは，規制基準にかかっている。しかし
既に述べたとおり，新規制基準では地震・津
波からの原発の安全性を確保することには限
界があり，事故が再び発生する蓋然性がある
といわざるを得ない。
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第1　事故の危険性と，事故防止
の観点からの脱原発の必然性

1　原発事故の危険性
原発の根本的危険性は，原子炉が核燃料物
質を燃料として使用し，その稼働により，原
子炉内部に人体に有害な放射性物質を大量に
発生させるものであることにある。
原発事故の恐ろしさは，原子炉内に蓄積さ
れた，膨大な量の放射性物質が環境中に放出
され，住民や環境に深刻な被害を引き起こす
ことにある。
福島第一原発事故やチェルノブイリ原発事
故は，ひとたび原子力発電所が事故を起こし
た場合，その被害が極めて広範囲かつ長期に
及ぶことを，明らかにした。
世界有数の地震国である日本においては，
将来，大規模な地震が発生することは不可避
であり，常に地震による原発事故の危険に直
面している。

2　福島第一原発事故の実態や原因がい
まだ十分に解明されていないこと
国会事故調報告書は，事故の水位と直接関
係する重要な機器・配管類のほとんどが，こ
の先何年も実際に立ち入って調査，検証する
ことのできない原子炉格納容器内部にあるこ
とから，最終的には原因の特定が困難である
としている。
そのため，2012年7月までにそれぞれ報
告書を公表した政府や国会など四つの事故調
査委員会のいずれもが追加調査を必要と認め
ている。
とりわけ，地震の揺れによる機器の損傷の
実態や，安全上重要な機器が損傷しなかった
かどうかについては明らかではない。
このように原因究明が不十分なままでは，
安全の確保をすることはできず，原発を再稼
働させれば，再び同様な事故が起こる危険性

が高い。

3　新規制基準には不備があり，事故を
防止できないこと
原子力規制委員会は，福島第一原発事故

後，新たな規制基準を策定し，新規制基準は
2013年7月から施行された。
しかし，新規制基準は，第一に，福島第一

原発事故の実態や原因が未解明なままに策定
されたものである。第二に，福島第一事故で
明らかになった旧安全指針類の不備，欠陥を
放置し，あるいは必要な基準を削除しようと
試みるなど，福島第一事故の教訓を軽視して
おり，再稼働を容易にすることを目的として
基準を設けたといっても過言ではない。この
ように，福島第一原発事故を解明しようとせ
ず，かつ，その教訓を踏まえていない新規制
基準によっては，到底原発の安全は確保され
ず，再び重大事故を起こす危険性が存続して
いる。
⑴ 立地審査指針の削除
本来であれば，既存の全ての原発につ

いて，福島第一原発事故と同様の事故を
想定して，その立地が，周辺住民からの
離隔要件を満たすかどうかを審査し直す
べきである。
しかるに，原子力規制委員会は，従来

の立地審査指針を規制基準から削除して
しまった。これでは，周辺住民の安全は
到底確保されない。

⑵ 重要度分類の不備
従来の機器の重要度分類においては，

外部電源の耐震性が確保されておらず，
福島第一原発事故では，電源が全て失わ
れたことが，炉心損傷にまで至った。
このことを踏まえて，本来であれば，

外部電源の耐震設計上の重要度分類を格
上げしなければ，原発の安全性は確保さ
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れない。
しかし，新規制基準では，外部電源の
重要度分類を変更していない。
⑶ 共通要因故障を設計基準事故から除外
旧来の安全審査指針は,設計上で対処
すべき事故として,単一の故障を仮定す
れば足りるとしてきた点に重大な欠陥が
あった。
福島第一原発事故では，単一故障の仮
定通りに事故が進展せず，地震・津波と
いう共通の原因で安全機能が同時多発的
に故障した。この事実を踏まえれば，安
全確保のためには，設計基準事故におい
て，当然，共通要因故障を取り入れるべ
きである。
しかるに，新規制基準では，設計基準
として共通要因故障を考慮した設備を要
求することを止め，設計基準事故は，従
来どおりの単一故障の仮定で足りると
し，共通要因故障はシビアアクシデント
対策の段階で対応すればよいとした。共
通要因故障は，設計の段階で対応すべき
ものとはされなかったのである。
この点においても，新規制基準は，安全
性を犠牲にしているといわざるを得ない。
⑷ シビアアクシデント対策の欠陥
新規制基準においては，従来，事業者
の自主対策とされていたシビアアクシデ
ント対策を新規制基準においては，規制
の対象とした。
しかしながら，新規制基準におけるシ
ビアアクシデント対策には，福島第一原
発事故の教訓を全く無視しており，次の
ような欠陥がある。
①　シビアアクシデントの要因となる共
通要因故障として，地震・津波等の自
然現象による共通要因故障を想定して
いない。
②　設計の段階でシビアアクシデントに
対応しようとせず，フィルター付きベ

ントのような後付け設備や，可搬設備
で対応させようとしている。

③　防災対策を安全規制の内容とはして
いない。

④　新規制基準においては，シビアアク
シデント対策に猶予期間を設けてお
り，対策が先送りされている。

⑸ 耐震設計審査指針の欠陥
①　地震による損傷が未解明
前記のとおり,福島第一原発事故にお

いては,地震によって原子炉の機器が損
傷した可能性が指摘されているにもかか
わらず，その確認や検証が十分に行われ
ていない。これを怠ったままで策定され
た新規制基準では，耐震安全性は確保さ
れない。
②　従来の地震想定の方法の踏襲
しかも，新規制基準では，従来の耐震

設計審査指針において，限界が指摘され
てきた地震想定の方法についての改訂が
全くなされていない。
これまでの地震想定に誤りがあったと

の前提に立脚していない新規制基準の考
え方そのものに根本的問題がある。
③　地震動レベルの算定基準の欠落
新規制基準では，地震動のレベル（強

さ）を算定する際に，設定すべき要素の
値について，基準の策定を放棄した。そ
のため，従来どおり，原発周辺の活断層
が起こす地震動の強さを電力会社自らが
算定することとされてしまった。

⑹ 結語
以上のように，福島第一原発事故が未

解明の状態で，かつ，少なくとも福島第
一原発事故で得られた教訓すら生かされ
ていない新規制基準では，到底安全は確
保されず，地震国日本での原発事故の再
発を防止することはできない。
原発事故による災害を防止するために

は，脱原発しか方法がない。
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第2　原発労働者の人権
1　これまでの労災事例
これまでも，原発で働く労働者の多くは，

「健康で文化的な生活」を脅かされてきた。
原発が運転しているときにも，専門的技術的
作業を除く多くの作業に下請の労働者が従事
している。汚染の除去，汚染物の洗濯，日常
的に出てくる放射性廃棄物の積み出し，工場
内外の掃除等，放射性被ばくを受けやすい仕
事に携わるのは臨時雇いの下請労働者であ
る。そして，定期検査・点検・事故等でいっ
たん原子炉を停止すると下請労働者は激増す
る。運転，保守に関係する技術的作業は「社
員」が直接行うにしても，燃料棒の装荷，使
用済燃料棒の取り出し，保守修理，修理前修
理後の除染，廃棄物の処理等，最も危険な業
務には下請労働者が大量に投入される。
我が国の原発による被ばく労働者の労災認
定は，1976年以降10人が報告されている。
うち6人が白血病であり，多発性骨髄腫と悪
性リンパ腫がそれぞれ2人となっている。認
定されなかった事例も多数報告されている。
例えば，1979年3月に中国電力島根原発で，
同年5月～6月には日本原子力発電敦賀原発
で，それぞれ炉内点検作業などに従事した梅
田隆亮氏は，原発労働を終えた直後から原因
不明の鼻血や全身倦怠感に襲われ，同年7
月，長崎大学病院でホールボディカウンター
測定検査を受けたところ，体内からコバルト
57などの放射性核種を検出され，2000年に
急性心筋梗塞を発症した。ところが，放射線
による労災認定の基準には心筋梗塞は対象疾
患に含まれていないこともあって労災認定さ
れなかったことから，2012年に労災認定を
求めて提訴した。なお，原爆による被爆者で
は，原爆症認定訴訟での原告勝訴が相次いだ
結果，心筋梗塞の放射線起因性が認められる
ようになっている。
さらに，これまで原子炉施設内の放射性被
ばくによって死亡し，又は重大な障害を受け

た事例として昭和40年代後半に福島，福井
両県でそれぞれ数件報告されている。1999
年9月30日茨城県東海村で起こったJCO臨
界事故では2名が死亡，1名が重症となった
他，667名の被ばく者を出した。
福島第一原発事故を受け，今後，労災事例

が増加することは間違いない。

2　福島第一原発事故により懸念される
状況の悪化
労働者の被ばく線量の制限は5年間に

100mSv，1年間に50mSv，緊急作業は年
100mSvと電離放射線障害防止規則で定めら
れている。厚生労働省は，福島第一原発事故
の収束作業のために2011年3月14日から同
年11月1日までの間，緊急作業に従事する
労働者の被ばく線量の上限を250mSvまで引
上げていた。
このように，法令が被ばく線量の上限値を
緩める中，福島第一原発の現場では，下請の
作業員がたまり水に足をつけて作業に従事し
180mSvを浴びて，福島市の県立医科大学に緊
急搬送される事例が発生した。また，線量計
に鉛板カバーを装着して，被ばく線量を少なく
偽る「被ばく隠し」が行われていることが発
覚した（労働安全衛生法違反で2013年7月，
青森県の会社とその代表者がいわき区検察庁
から略式起訴を受けている）。さらに，2013年
7月には，東京電力は100mSv以上の甲状腺被
ばくをした労働者が，2012年12月公表した
178人（最高は11800mSv）から1972人と10倍
に増加したことを公表した。大半の人に甲状
腺の異常を調べる検査対象となったことを通
知したというが，受検者は半数程度にとどまる
という。

3　原発労働者への人権侵害
原発労働者は，多重下請構造のなかで，経

済的搾取を受けている。例えば，元請会社に
対しては作業員一人当たりの日給相当額とし
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て10万円程度が支払われても，多重下請を
介して，実際に作業を行う下請会社には1日
2万円しか支払われず，実際の労働者の日給
が8000円程度になることも珍しくない。ま
た，実質的には雇用であるにもかかわらず，
形式的に請負契約を締結することにより，使
用者が社会保険料の支払を潜脱し，労働者が
社会保険に加入できなくなっている事例も多
い。
しかも，第3章第2節第3で検討したよう
に，多くの下請労働者が，安全健康管理体制
も不十分なまま働いている。例えば，コンテ
ナから廃棄物を取り出し，ベルトコンベアに
乗せるような作業においても，昼食のために
いったん外出すると線量計がリセットされるな
ど，正確な測定が行われておらず，また放射
線管理手帳が鉛筆で書かれる（書き換えのお
それがある）などのずさんな管理が行われてい
る。また，多量の被ばくをした労働者の追跡調
査も不可能な状態となっている。今後救済も困
難な甚大な被害が発生する危険が生じている。
上記のとおり，電力社員よりはるかに大き
い被ばくを受けているという下請労働者の安
全健康対策が焦眉の課題となっている。

参考文献

日本弁護士連合会編「検証　原発労働」（岩波書

店，2012年1月12日）

第3　放射性廃棄物の処理・処分
1　はじめに
高レベル放射性廃棄物は，原子力発電所を
稼働し続ける限り不可避的に発生する。高レ
ベル放射性廃棄物には様々な放射性物質が含
まれている。中には放射性物質の放射能強度
が半分になる期間である半減期が2万4000
年であるプルトニウム239や，再処理後の高
レベル放射性廃液では半減期約214万年のネ
プツニウム237や半減期約153万年のジルコ
ニウム93などが含まれる。また，その危険

性については，例えば，使用済燃料の再処理
において発生するガラス固化体（使用済燃料
の再処理工程で発生する高レベル放射性廃液
をガラスに混ぜて固体化したもの）は，製造
直後には毎時1万4000Svという近くに人間
がいれば瞬時に致死量を超える被ばくをする
ほどの放射線を放出する。
このように高レベル放射性廃棄物は，数万

年以上にもわたり，我々の生活環境から隔離
しておかねばならないほど放射能が強く，極
めて危険な物質である。したがって，その管
理や処分には非常に慎重な取扱いが要求され
るが，これまでどのように管理し処分するか
十分に検討することもなく，高レベル放射性
廃棄物を発生させ続けてきた。

2　地層処分技術の未確立
我が国の高レベル放射性廃棄物処分政策の

基礎となっているのは，原子力委員会放射性
廃棄物対策専門部会が1984年に出した「放
射性廃棄物処理処分方策について（中間報
告）」である。これによると，高レベル放射
性廃棄物は，数十年間一時貯蔵した後，地下
数百mより深い地層中に埋設処分するとい
う方法が選択されている。地層処分が選択さ
れたのは，他の管理処分の方法との間で利害
得失が十分検討されたわけではなく，「高レ
ベル放射性廃棄物の管理を将来の世代が受け
入れる保証がないこと」や「他の処分方法は
不可能である」という消極的な理由から選択
されているにすぎない。
しかし，地層処分について数々の調査・研

究がなされてきたが，いまだ絶対的に安全に
地層処分できるという科学的な知見は得られ
ていない。政府は，核燃料サイクル開発機構
がまとめた技術報告書「地層処分研究開発第
2次とりまとめ」（1999年）によって，地層
処分に必要な条件を満たす地質環境が我が国
には広く存在するとの理解に立っている。し
かし，プレート境界に位置し，地震と火山の

― 254 ―

第4章　脱原発への道筋



国である我が国が，このような楽観的な見方
をとっていることについては，内外の研究者
から科学的な疑問が提起されており，また，
後述のとおり，日本学術会議による回答から
しても疑問がある。
もし，高レベル放射性廃棄物が地層処分さ
れてから，放射性物質が地層中に漏出した場
合，地下水などを通じて環境に多大な悪影響
を及ぼすこととなる。したがって，安全性も
確認されないまま安易に地層処分するという
ことは，将来の世代の人類を重大な危険にさ
らすものである。そこで，我々は，地層処分
の安全性が確認されていない現状において
は，高レベル放射性廃棄物を増やさないよう
にするために，原発の運転をせず，再処理を
止め，高レベル放射性廃棄物をこれ以上排出
しないようにしなければならない。

3　現時点における高レベル放射性廃棄
物の処分方針
現在の我が国の高レベル放射性廃棄物処分
については，2000年5月に制定された「特
定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（以
下「最終処分法」という。）に基づいて政策
的枠組みが定められている。最終処分法によ
れば，使用済燃料の再処理後の高レベル放射
性廃棄物を対象として最終処分を行う，最終
処分は地下300m以上の深さの地層に埋設す
る，最終処分地の選定は概要調査地区の選
定，精密調査地区の選定，最終処分施設建設
地の選定という三段階の手続を通して行う，
概要調査地区の選定に当たっては全国の市町
村から公募を行う，とされている。
最終処分法に基づき，処分施設の最初の選
定段階である文献調査（様々な資料・文献に
基づき将来にわたって自然現象による地層の
著しい変動の生ずる可能性が高くないか評価
するための調査）への公募を2002年12月か
ら開始した。しかしながら，公募から10年
以上経過しても選定作業は全く進んでいない

のが現状である。2007年からは公募方式に
加え，国が調査を申し入れる方式も併用する
ことになった。

4　日本学術会議による回答
このような我が国の現状を踏まえ，高レベ

ル放射性廃棄物の処分について，2012年9
月11日に日本学術会議高レベル放射性廃棄
物の処分に関する検討委員会により「高レベ
ル放射性廃棄物の処分について」と題する意
見がまとめられた（以下「日本学術会議の回
答」という。）。
これによれば，2000年に制定された最終

処分法について，同法による取組がいき詰
まっているのは，根源的な次元の問題に由来
すると述べており，従来の国の原子力政策の
抜本的な見直しを提言している。
日本学術会議の回答では，高レベル放射性

廃棄物の最終処分について社会的合意形成が
極度に困難な理由として次の3つを指摘す
る。まず，エネルギー政策・原子力政策にお
ける社会的合意の欠如のまま，最終処分地選
定への合意形成を求めるという個別的な問題
が先行する転倒した手続であること，放射性
物質の超長期間にわたる安全性と危険性の問
題に対処するに当たっての現時点での科学的
知見の限界，更には，従来の政策枠組みが想
定している廃棄物処分方式では，受益圏と受
苦圏が分離するという不公平な状況をもたら
すことにあると指摘する。
そして，我が国の国土が世界でも有数の地

震多発国であるという地理的条件も踏まえ，
多様な利害関係者が最終処分についての討論
と交渉テーブルに着くための前提条件とし
て，高レベル放射性廃棄物の暫定保管と総量
管理を柱とした政策枠組みを再構築すること
が不可欠であると指摘するとともに，最終処
分法に基づく放射性廃棄物の処分政策に関し
ては，再考の必要が生じていると述べてい
る。なお，暫定保管とは，高レベル放射性廃
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棄物を一定の暫定期間に限ってその後のより
長時間における責任ある対処方法を検討し決
定する時間を確保しつつ，回収可能性を備え
た形で，安全性に厳重な配慮をしつつ保管す
ることを意味する。

5　「日本学術会議の回答」からの帰結
日本学術会議の回答は，第三者的で独立性
が高く，学術的かつ幅広い視点からまとめら
れている。そのため，同回答の指摘する内容
は極めて重要である。
最終処分場の選定においては，どの程度の
大きさの処分場を確保する必要があるのかと
いう点が明らかにされていなければならな
い。そのためには，処分対象となる放射性廃
棄物の総量を把握ないし正確に予測すること
が必要となる。しかしながら，最終処分法が
対象としている放射性廃棄物は，使用済核燃
料を再処理した後の高レベル放射性廃棄物の
みを対象としている時点で，既に大きな問題
を抱えている。核燃料サイクルについては，
本章第3節で指摘するとおり実質上破綻して
おり，再処理を前提として高レベル放射性廃
棄物の総量把握ないし予測をしていては，処
分総量を見誤ることは明らかである。
また，最終処分法の採用する地層処分につ
いては，放射性廃棄物を安全確実に長期間埋
設することが可能な安定した地層が我が国に
存在するかどうかの確認自体，現在の科学的
知識と技術的能力では限界があると明確に指
摘されている。
このように，仮に原発稼働を継続するので
あれば，高レベル放射性廃棄物は増え続ける
ため，放射性廃棄物の総量の把握ないし正確
な予測は困難であり，必要とされる最終処分
場の大きさや数を決めることはできない。ま
た，そもそも地震多発国である我が国におい
ては，地層処分に適した安定した地層を探し
出すことすら困難であることからすれば，こ
れ以上，高レベル放射性廃棄物を増やし続け

る原発の稼働は認めるべきでない。

6　海外の動向
海外においても，高レベル放射性廃棄物の

処分は困難な問題であり，いまだ操業してい
る最終処分場はない。最終処分場の選定に関
しては，フィンランドとスウェーデンにおい
て先行している。フィンランドでは，2000
年に政府が最終処分場を決定し，2020年頃
に操業を開始する予定である。スウェーデン
では，2009年に最終処分場の建設地を決定
し，2023年までに建設を終え操業を開始す
る予定である。
スイスでは最終処分場の選定プロセスが進

みつつあるが，福島第一原発の事故後，脱原
発政策を明確にしたドイツでは，2013年7
月に立地選定手続に関する法案がようやく連
邦議会で可決した段階である。最大の原発保
有国であるアメリカに至っては，地元の強い
反対があり，2010年2月に最終処分場の建
設計画を白紙撤回している。
このように我が国だけでなく他国において

も最終処分地の選定は，極めて困難な問題と
なっている。

7　避けては通れない問題
放射性廃棄物の処分については，即時に原

発を停止し，脱原発政策をとったとしても，
避けては通れない問題である。
そもそも，我が国においては，地層処分に

適した場所が存在するのかという大きな問題
がある。仮に地層処分によるにしても，その
立地選定プロセスは透明性，中立性，公平性
が確保されなければ，およそ立地自治体の理
解は得られないであろうし，国民的合意形成
は不可能であろう。
放射性廃棄物の処分については，福島第一

原発事故後，より深刻な問題となっており，
早急にこれまでの政策を白紙撤回し，新たな
放射性廃棄物の処理についての枠組みを作る
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必要がある。
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第1　核燃料サイクルの位置づけ
1　核燃料サイクルとは
ウラン採掘にはじまり，ウランを燃料に製
造加工し原発で燃やして発電する。残った使
用済燃料は再処理してプルトニウムを抽出し
高速増殖炉で燃やす。原子力発電や再処理の
工程で発生した放射性廃棄物を処分する。こ
れら一連の過程を「核燃料サイクル」と呼
ぶ。原子力発電までが上流（アッパースト
リーム），使用済燃料の再処理以降が下流
（ダウンストリーム）で，下流の中核を再処
理施設と高速増殖炉が両輪の役割を担う。

2　核燃料サイクルの目的
使用済燃料を有価物とみるか廃棄物とみる
かで原子力政策の選択肢は大きく変わる。
我が国では，少資源国のエネルギー安全保
障の観点から使用済燃料をそのまま捨てるの
ではなく，これを全量再処理してプルトニウ
ムを取り出し資源として有効利用（プルトニ
ウムリサイクル）する政策がとられてきた。
プルトニウム利用の本命は高速増殖炉であ
るが，実用化に至らずプルサーマル計画が前
面に登場してきた。
2011年3月の福島第一原発事故は，国民
の原発に対する危機意識を覚醒させ脱原発の
世論が多数を占めるに至った。原発の廃止
（廃炉）は，必然的に使用済燃料の排出を止
め再処理を不要とする。既成の使用済燃料は
直接処分（ワンス・スルー）される。
以下に，核燃料サイクル政策の現状と破綻
状況を概観し，原発と核燃料サイクルを即時
廃止することこそが，不幸にも福島第一原発
事故の悲劇を経験した私たちの責務であるこ
とを明らかにする。

第2　再処理は百害あって一利なし
1　必要性の欠如
六ヶ所再処理工場で抽出されるプルトニウ

ムは年間800tが予定されている。製造コス
トは後述のように巨額にのぼる。ところが，
抽出したプルトニウムは使い道がないのが現
状である。
⑴ 高速増殖炉もんじゅの終焉
再処理は，高速増殖炉で使われるプル

トニウム抽出を本来の目的とするもので
あった。しかし，高速増殖炉原型炉もん
じゅは，1995年12月に起きたナトリウ
ム洩れに起因する火災事故により運転停
止となり，その後補修工事を終え2010
年10月に再起動したが，最終的には燃
料変換装置の落下事故を起こし停止し
た。
2013年5月，原子力規制委員会は，

事業主体の日本原子力研究開発機構に対
し，大量の機器点検を放置してきたこと
を理由に，事実上の再開準備停止命令を
発した。
これにより，もんじゅの実用化は遠の

き，核変換などを目的とした研究炉とし
て存続することになりそうである。しか
し，新規制基準に基づき，もんじゅの原
子炉施設直下の活断層調査が行われてお
り，その活動性が肯定されると研究炉と
しての存続さえも不可能となる事態を迎
えている。
核燃料サイクルの旗振り役であった鈴

木篤之理事長が引責辞任したことは，核
燃料サイクルの終焉を象徴する出来事で
あった。
高速増殖炉計画は，先進国であるフラ

ンスのスーパーフェニックスの中止を最
後に終息したが，我が国だけが固執して
きた。しかし，迷走を繰り返してきた高
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速増殖炉計画は，事実上破綻し，「プル
トニウムリサイクル」の主役の座をすべ
り落ちるに至った。
⑵ プルサーマル計画導入の背景と不合理
さ
①　計画導入の背景
現在我が国が2010年末現保有してい
る核分裂性プルトニウムは約30tであり，
国内再処理分は約2.8t，海外再処理分は
約23.3tにのぼる（2011年末現在）。
他方，日本は核兵器を持たない国とし
て世界で唯一アメリカとの原子力協定に
より再処理及びウラン濃縮を認められて
いるが，当然のことながらプルトニウム
や濃縮ウランの軍事転用は厳しく監視さ
れ，プルトニウムの余剰保有は制限され
ており，政府も余剰プルトニウム不保有
を国際公約として掲げている。
六ヶ所再処理工場が本格稼働し，順調
に800tの再処理が行なわれると毎年約
8tのプルトニウムが累積することにな
るが，高速増殖炉計画の終焉により，プ
ルトニウム余剰はさらに加速することに
なる。そこで，余剰解消のため考案され
たのが「プルサーマル計画」である。
2013年6月25日の毎日新聞では「虚
構の環（サイクル）」で，次のようにプ
ルサーマル密約を報じた。
「民主党政権の原子力政策策定が大詰
めを迎えていた昨年9月，野田佳彦首相
（当時）の代理として訪米した大串博志
内閣府政務官（同）が米エネルギー省の
ポネマン副長官に，プルトニウムを普通
の原子炉（軽水炉）で燃やす『プルサー
マル発電』の再開をひそかに約束してい
たことが分かった。毎日新聞が入手した
公文書によると，日本の保有する軍事転
用可能なプルトニウムの量を減らすよう
強く迫られた大串氏が『（プルサーマル
で）燃やす』と伝えていた。安全性を疑

問視する声が多く，東京電力福島第一原
発の事故後中断されているプルサーマル
の実施が，対米公約になっている実態が
明らかになった」。
原発30年代ゼロ方針と再処理継続の

矛盾を突かれ，プルサーマル再開を約束
したものであるが，この計画がいかに苦
肉の策であるかがこの密約の経緯からわ
かる。
しかし，余剰減らしにも限界があるこ

とが報道された。青森県の地元紙である
デーリー東北は，2012年10月16日の紙
上で，「原発40年寿命廃炉を適用した場
合，プルトニウムを燃やす原発が減少
し，2030年代半ばには消費量が生産量
を下回り，余剰プルトニウムが生じる」
（要約）と試算している。プルサーマル
の余剰削減効果は一時的であることが明
らかとなった。
日米原子力協定で再処理を認めたアメ

リカにも，プルトニウム余剰が核不拡散
体制を崩し，日本の潜在的核保有のおそ
れを憂慮し，日本の再処理に反対する動
きもある。
この計画の実施は，上述の余剰プルト

ニウム減らしのほかに，再処理推進を正
当化するための便法であり，海外委託再
処理契約に基づき，否が応でも返還され
るプルトニウムを消費するためのもので
しかない。
②　プルサーマルの実態
プルサーマルとは，プルトニウムとウ

ランの混合酸化物燃料（MOX燃料）を
軽水炉で燃焼させる発電方法をいう。
MOX燃料は，英・仏で委託製造されて
きたが，将来は六ヶ所再処理工場で製造
されたMOXを再処理施設内に建設中の
MOX燃料加工工場で加工し国産化する
計画である。
2000年の第9次原子力開発利用長期
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計画（長計）で2010年までに16～18基
の原発でプルサーマルを導入する計画が
立てられ，2005年の原子力政策大綱で
も全量再処理路線が踏襲されプルサーマ
ル計画の継続が決定された。その結果，
各原発でのプルサーマル実施が具体化
し，玄海・伊方・島根・高浜・浜岡・福
島（第1・3号機），柏崎刈羽・女川・
泊の各原発で許可が下り，2009年以降
玄海，伊方，高浜，福島の各原発で実施
された。
ところが，福島第一原発事故発生によ
り，これらの原発は停止しプルサーマル
も行われていない。原発再稼働には新規
制基準による審査が要件となるが，プル
サーマルには後述するような安全性，経
済性に問題があることに加え，地方自治
体の了解が得られるかが焦点となる。
青森県大間町に建設中の大間原発は，
全炉心にMOX燃料を装備するいわゆる
フルMOX型の原発であり，完成すれば
この原子炉でMOX燃料の6分の1を消
費する計画である。
ところが，規制委員会の田中俊一委員
長は，2013年7月26日の記者会見で大
間原発の稼働について「（原発事故を経
験した）今の日本が世界初（のフル
MOX）をやるのは難しい」と表明する
など，技術面，社会面での疑問を提起し
た。さらに，施設周辺の活断層再調査問
題が浮上し，原発立地そのものが問われ
ている。
③　プルサーマルの不合理性
ア　経済性について
プルサーマルのウラン資源節約効果
は1～2％とされており，燃料コスト
はウラン燃料に比べて2.5倍（高木仁
三郎ら著「MOX総合評価」七ツ森書
館）とも5倍ともいわれており，この
高コストが国民の電力料金に上乗せさ

れ，ただでも高い電気料をさらに高騰
させ，家計や企業経営を圧迫する。
イ　危険性について
MOX燃料はウラン燃料と比較して

融点が低下するため，燃料が破損しや
すくなること，制御棒の中性子吸収能
力が下がること，中性子・アルファ線
が増え，原子炉容器の脆化を早めて，
放射能毒性を増大させること，原子炉
事故を起こした場合の被ばく線量が2
倍以上になることなどが指摘されてお
り，安全性に疑問がある。
ウ　不合理性について
このように，プルサーマルには電力

源としての積極的有効性は認められな
い。再処理は続けたいがプルトニウム
が余るのは困る，その対策としてのプ
ルサーマル計画は本末転倒のエネル
ギー政策といっても過言ではない。
六ヶ所再処理工場を即時廃止し，プル
サーマル計画を放棄すべきである。

2　経済性の欠如について
原子炉等規制法第43条の5は，再処理事

業の指定要件として，「経理的基礎があるこ
と」と定めている。
六ヶ所再処理のコストは公表されていない

が，高木仁三郎氏の試算によると，どんなに
安く見積もっても1t当たり4億円を下らな
いとされ，電事連の試算でもこれに近い3億
4400万円となっている。
工場の建設費も膨張を重ね約2兆2000億

円の巨費が投じられた。
国の試算によると，核燃料サイクルのバッ

クエンドコスト（使用済燃料の貯蔵，再処
理，廃棄物処理処分などに要する費用）は約
19兆円と見積られ，そのうち再処理関連コ
ストは約11兆円といわれている。
2005年5月に法制化された「再処理等積

立金制度」（2012年現在，2兆5653億300万
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円）と，2000年6月法制化された高レベル
放射性廃棄物の「最終処分積立金制度」（2012
年現在9222億3200万円）が徴収されており，
上記11兆円の支払に回されることになる。
六ヶ所再処理工場は商業用であるという点
からも，このように「経理的基礎」を欠き採
算の合わない施設は稼働させるべきではな
い。
使用済燃料は，高いコストをかけて再処理
するのではなく，半分以下のコストで処分で
きる直接処分（ワンス・スルー）方式を採用
すべきである。

3　安全性の欠如について
再処理技術は，国内外を問わず未確立であ
り，運転の安全性は確保し難く，住民の生
命，身体，財産の保護，環境保全の観点か
ら，再処理事業は廃止すべきである。
⑴ 再処理技術の困難性
再処理技術は，非常に強い放射性物質
と高濃度の核分裂性物質（プルトニウム
とウラン）に対する化学処理が極めて困
難であることから，いまだ確立段階に
至っていない。諸外国においても，再処
理工場では民事・軍事を問わず重大な事
故を起こし施設周辺に深刻な放射能汚染
をもたらしている。
⑵ 事故・トラブルの危険性
国内の東海再処理工場でも，1981年
の本格操業開始以降公表した事故だけで
も47件の多数回に及んでいる。とりわ
け，1997年3月のアスファルト固化処
理施設における火災爆発事故は大量の放
射能放出と作業員被ばくをもたらした。
さらに1981年2月のプルトニウム溶
液の誤送事故は，まかり間違えれば臨界
事故に発展しかねないヒューマンエラー
事故であった。
再処理工場で想定される事故として
は，化学工場特有の溶媒火災・爆発事

故，高レベル廃液の冷却失敗による水素
爆発事故，使用済燃料プールの冷却機能
喪失に伴う燃料棒溶融事故（定期点検中
の福島第一原発4号機のプール内に保管
されていた使用済燃料が同様の事態に見
舞われる危険性があった），JCOで起き
た臨界事故などが想定される。

⑶ 平常運転時の放射能放出
事故が起きなくても平常運転の過程で

大量の放射性物質が大気に海中に放出さ
れる。設計段階では除去装置が設置され
ていた液体，気体状のトリチウム，クリ
プトンはコスト面から設置されず全量放
出となり，公衆被ばく，環境への悪影響
が危惧されている。

4　六ヶ所再処理工場の現状
⑴ 見通しの立たない本格稼働
1985年に青森県六ヶ所村に立地が決

まった六ヶ所再処理施設は，1992年12
月に事業指定処分がなされ2001年に一
応の完成をみた。ところが，その年から
始まった試運転中の2011年3月までの
10年間に，報告義務が課された事故，
トラブルは約2800回を数え，最終段階
のアクティブ試験のガラス固化溶融工程
でつまづき，竣工が先延ばしされてき
た。2013年10月の竣工予定も絶望視さ
れ，20回目16年間の延期となった。規
制委員会は，同年12月に策定される再
処理新規制基準に基づく審査（バック
フィット）に適合しない限り使用前検査
を実施しない方針を固めており，本格稼
働の時期は不透明である。
仮に稼働しても，日本原燃の大口株主

である東京電力の再建が危ぶまれている
現在，スポンサーを欠いた会社経営は早
晩破綻するリスクを抱えている。

⑵ 東日本大震災の影響
2011年3月の東日本大震災で再処理
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施設も震度4の地震に襲われ，外部電源
が喪失して停電し非常用ディーゼル発電
機が起動したり，使用済燃料プールの冷
却循環ポンプの1台が停止し，プールや
高レベル廃液の冷却機能喪失のおそれが
生じた。
工場内には総延長1300km，2万6000
か所を数える配管が走っており，これが
破損した場合には，冷却機能を保全する
ことは極めて困難である。
幸い津波の被害はなく，福島第一原発
事故の再現は免れたものの，極めて危険
な事態に見舞われたのである。
施設内には，これまでの試運転で製造
されたガラス固化体346本，高レベル廃
液，プルトニウム約6.6t，回収ウラン約
364t，低レベル放射性廃棄物，プール内
の使用済燃料が約2945tU（2013年6月
現在）が保管されている。
また，隣接する高レベルガラス固化体
貯蔵施設内には1442本（2013年6月現
在）の固化体が貯蔵されている。
このように再処理関連施設には大量の
放射性物質が保管されており，事故の影
響は地球的規模の核惨事を招来するとさ
れている。
⑶ 劣悪な立地条件
燃料サイクル施設の自然的，社会的な
立地条件は劣悪である。
①　活断層
施設の直下には「六ヶ所断層」と呼称
される活断層，さらに施設沖合10kmに
延長約80～100kmに及ぶ海底大活断層
の存在が専門家から指摘され，これらが
活動した場合にはマグニチュード8を超
える大地震が想定される。再処理施設は
わずか基準地震動450Galを想定した耐
震設計のもとに建設されており，巨大地
震に耐えられない構造となっている。原
子力規制委員会の厳格な耐震性審査が待

たれるところである。
②　航空機墜落による施設破壊の危険性
六ヶ所核燃料サイクル施設は，軍事施

設（三沢基地，射爆撃場）に近接してお
り，上空を軍用機（F16など）や民間航
空機が頻繁に飛行している。そのため，
飛来物対策と称する安全審査が実施され
たものの，審査は恣意的なデータに基づ
き，墜落の確率と破壊の程度を過小評価
した不当なものである。
すなわち，安全審査では三沢基地を離

発着する軍用機及び民間航空機は航路が
離れていることを理由に審査対象から除
外し，施設に近い射爆撃場の訓練機だけ
を対象とした。
しかも，機体はエンジン推力を喪失し

て低速（150m/s）での衝突のみを想定
し，建屋の破壊は生じないと結論付け
た。現実を無視した安全評価であり，事
故対策になっていない。

5　高レベルガラス固化体の最終処分方
策の未確定
六ヶ所再処理工場で作られた高レベルガラ

ス固化体は，工場に付随する貯蔵建屋に保管
される。しかし，その最終処分方策はいまだ
確立されておらず，最終処分場捜しも難航し
ている。廃棄物対策は，原発の恩恵を受けた
世代の責任で解決すべき倫理問題でもあるに
もかかわらず，その見通しを欠いたまま原発
の稼働を続けてきた。そのツケを次世代にま
わしてはならない。
高レベル放射性廃棄物の安全な処分方策が

未確立のまま，再処理によって固化体を増や
すべきではない。

6　再処理が廃棄物の減容，減毒に有効
であるという嘘
国及び電気事業者は，再処理によって高レ

ベル放射性廃棄物の発生量が減容し，直接処
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分に比べ最終処分施設の面積は約3分の1で
済む。毒性の強いプルトニウムが除かれるの
で適切化されると喧伝する。
しかし，この考え方からは，ガラス固化体
のほかに再処理によって膨大な量の中，低レ
ベル放射性廃棄物が発生する事実が抜け落ち
ている。再処理工場の解体まで含めれば，も
ともとの使用済燃料の189倍に増えるという
指摘（英インディペンデント紙），NHKスペ
シャルの放映では約6倍，前述MOX総合評
価では約10倍，旧科学技術庁石田寛人原子
力局長（当時）の衆議院予算委員会の答弁で
は20～30倍となっており，再処理は廃棄物
を再生産こそすれ減容化には役立たない。
また，除外されたプルトニウム自体は半減
期2万4000年の長寿命の放射性物質であり，
使い道のない廃棄物そのものであるし，
MOX燃料として利用した場合には，再処理
困難な新たな使用済燃料が残ることになる。

第3　再処理廃止の阻害要因につ
いて

1　いまだに推進されている核燃料サイ
クル
再処理を中核とする核燃料サイクル政策は，
前述したように必要性，経済性，安全性，廃
棄物処理問題いずれの観点からも破綻状態に
あるにもかかわらず，政府，電力業界はこの
政策を積極的に推し進めようとしている。
福島第一原発事故の反省，教訓が生かされ
ないままに，なぜ，“脱原発”から必然的に
導かれる核燃料サイクル廃止の結論に逆行す
る政策がとられようとしているのか，その阻
害要因を探り，いかにしてこれを克服するか
を検討する。

2　民営国策の利権構造
原発・核燃事業は，国が計画を立て民間が
実施することから，民営国策と呼ばれる。
国の原子力予算は，2010年度・2011年度

とも約4300億円であり，エネルギー予算の
90数％を占めている。
原子力法制によって電気事業者に対する優

遇措置が講じられている。例えば，電源三法
交付金制度，再処理等積立金制度，最終処分
積立制度などがある。
また，電気事業法により認められている総
括原価方式に基づいて広範な事業経費が電気
料金に上乗せできる仕組ができあがっている。
この経費の中には，核燃料サイクル施設の

建設費（総額2兆9180億円），核燃施設の運
転コスト，廃棄物管理・処分費用など前述し
たバックエンド費用約11兆円が含まれ，国
民の毎月の電気料金の中から徴収される。
核燃料サイクル施設の事業主体である株式

会社日本原燃は電力会社9社（原発のない沖
縄電力は含まれない）の出資（資本金4000
億円）によって設立された。したがって，核
燃事業の成否は，巨費を投じた電力会社に
とって致命的である。
核燃政策の継続は，原子力メーカー（東

芝・日立・三菱重工など）を中心とする原子
力産業に莫大な企業利益をもたらし，労働組
合も圧力団体の一角を占める。
日米原子力協定によって獲得した包括同意

付きの再処理権益を失いたくないという思惑
も働く。
原子力政策を立案，実行する経済産業省，

文部科学省の官僚は，原子力予算を獲得して
権益拡大に腐心し，原子力族議員も電力会
社・原子力産業と利権で繫がる。
核燃政策が破綻している現状に鑑み，利権

にとらわれたり，責任問題に拘泥したり面子
にこだわることなく合理的な政策転換をすべ
きときである。

3　アメリカの意向
2012年10月，民主党野田政権が「30年代

原発ゼロ」政策に舵を切ろうとしてアメリカ
政府の意向を打診した際，アメリカは次のよ
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うな理由から反対の意向を示したと伝えられ
ている。
・日本が脱原発政策に転換すると，これまで
核不拡散を主導してきた日米欧の3極体制
の一角が崩れ，核不拡散に不熱心な中国，
ロシア，ペルシャ湾岸諸国が台頭するし，
また核物質防護体制に悪影響が生じる。
・世界の原子力産業市場を握る商業用原子炉
メーカーである東芝はウェスティングハウ
ス社（WH）を併合，日立はゼネラル・エ
レクトリック社（GE）と事業統合してい
るが，原発ゼロとなると経営難に陥り，米
企業の経営，安全技術，人材確保にも影響
が出る。
・再処理を継続すると，プルトニウムの余剰
状態となるので，これを消費する原発の存
続が必要となる。
この結果，政府は30年代原発ゼロ方針を
閣議決定せずに将来変更の余地を残し，核燃
料サイクル政策は継続という不整合な政策決
定をするに至った。
国の基本政策が，外圧によって歪められて
はならない。

4　地元自治体への配慮
福島第一原発事故後，野田政権が核燃料サ
イクル廃止に踏み切れなかった最大の要因の
一つは，青森県と六ヶ所村の強い抵抗であっ
た。
青森県知事は，再処理廃止の場合には，日
本原燃との「覚書」（1998年7月29日締結）
を楯に使用済燃料の施設外搬出の姿勢を強く
打ち出し，六ヶ所村議会は，廃棄物の搬入を
拒否し，搬出を要求する意見書を可決して
（2012年9月7日），核燃継続を強く要求し
て政府に揺さぶりをかけた。
県，村及び周辺自治体は，核燃料サイクル
施設という嫌悪施設を受け入れた見返りとし

て，電源三法交付金，核燃料税，固定資産税
の恩恵に浴してきた。いわゆる原子力マネー
が県税収に占める割合は10数％に及ぶ。核
燃料サイクルの廃止は自治体の財政悪化と県
内関連企業の経営難，日本原燃の従業員約
5000人のうち約7割とみられる県内出身者
の雇用喪失を招来するなど，民生に重大な影
響をもたらしかねない。
最も深刻な問題は，使用済燃料の受入れ拒

否と施設外搬出が実行されると原発の稼働が
事実上困難となり，電力会社の赤字は必至と
なる。再処理存続は，原発延命を最重要課題
とする電力会社の救済策でもあった。
海外返還廃棄物の搬入拒否は外交問題，ひ

いては損害賠償問題に発展しかねない。
このような事情の下，政府は政策の変更は

これまで協力してもらってきた地元との信頼
関係を損い，原発稼働に重大な影響を与える
ことを憂慮し，あえて核燃の継続を決定した
ものである。
しかし，再処理施設の本格稼働に伴うリス

クとコストを考えれば，政策変更リスクにこ
だわることなく，第7節第8で述べるよう
に，十分な地元対策を講じた上で即刻政策転
換をすることが合理的な選択である。

第4　むすび
世論調査によれば，国民の多数が脱原発を

望んでいる。脱原発の帰結は核燃料サイクル
の廃止である。必要性，経済性，安全性の要
件をことごとく欠いた再処理事業，プルトニ
ウムを作れば作るほど国民の経済的負担を増
大させるプルトニウムリサイクル政策，余剰
プルトニウム非難，再処理工場で想定される
過酷事故と平常時被ばく，いずれをとっても
再処理を継続する合理的理由は見出すことは
できないから，即刻廃止すべきである。
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第1　非民主的なエネルギー政策
決定過程と不十分な規制手続

我が国で，原子力発電を促進させてきたの
は，国民の監視のない中，原子力エネルギー
偏重のエネルギー政策が決定されてきたこ
と，そして，原子力発電の立地・操業に当
たって，安全性や環境問題を軽視した規制体
制がとられてきたことである。

その一連の流れは，「原子力ムラ」と呼ば
れる人的つながりによって，維持されてきた。

以下，この点について述べる。

1　原子力偏重のエネルギー政策決定
⑴ 国民にとって重要なエネルギー政策は，

経済産業省（旧通商産業省）・資源エネ
ルギー庁を中心とした閉鎖された政府内
部で決定されてきた。経済産業省・資源
エネルギー庁は，その諮問機関である

「総合資源エネルギー調査会」の報告に
もとづいて，「長期エネルギー需給見通
し」を作成し，それがほぼそのまま政府
内部の閣議決定として，我が国のエネル
ギー長期基本政策となっている。原子力
開発の開発目標もこれに沿うものとなっ
ており，原子力委員会にも開発目標の自
主決定権はない。この手続においては，
国会の審議もなく，また，法的根拠も薄
弱である。

そもそも，国のエネルギーの長期基本
政策を「長期エネルギー需給見通し」と
いったあたかも客観的な社会的予測であ
るかのようなタイトルでの報告書で決め
ていくこと自体，責任回避の狙いを感じ
させるものである。

しかも，その基本政策が「総合資源エ
ネルギー調査会」という一諮問機関に
よって実質的に決定されるのであり，責
任の所在はますます曖昧になっている。

「総合資源エネルギー調査会」のメン
バーのほとんどは産業界・エネルギー業
界の関係者で占められており，実質的に
原案は資源エネルギー庁の官僚がそれぞ
れの業界へのヒアリングにより作成する。

そして，この調査会の審議目的は，エ
ネルギーの安定的かつ合理的な供給な確
保となっており，国の右肩上がりの経済
成長を前提とし増大するエネルギー需要
に応じる安定的な供給を第一義としてい
る。

この調査会には，安全性や環境面に関
心を持つ消費者団体や環境団体等の市民
グループからのメンバーがいないだけで
なく，その審議に関しての十分な情報が
市民に公開されていないこともあって，
その監視の目にもさらされない。

この調査会の審議については，1995
年9月の閣議により調査会の会議，議事
録の原則公開が決められたが，新エネル
ギー導入のコストの算定の根拠等が明ら
かにされていないなど，国民的議論を行
えるための情報公開はいまだ不十分であ
る。

このような経緯で決定される「長期エ
ネルギー需給見通し」，そして我が国の
エネルギー政策は，政府・原子力業界・
電力業界の意図するままに，原子力エネ
ルギー偏重へと進んでいくことを容易に
している。

⑵ その現れは，圧倒的に多額の原子力エ
ネルギー関係予算にみることができる。

原子力の商業利用が本格化された
1970年以降，エネルギー予算の7割近
くが原子力関連予算であり，それは原子
力研究開発と立地予算によって構成され
ていた。国策の名の下に，原子力エネル
ギーの研究開発については「国がかり」
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で行われ，そのために，地球温暖化等の
環境面に重要な再生可能エネルギー関係
予算が低く抑えられることになった。

その立地予算については1974年6月
に制定された電源開発促進税法，特別会
計に関する法律及び発電用施設周辺地域
整備法（以下「電源三法」という。）が
極めて重要である。同法は，原発立地に
伴う安全性，放射性廃棄物，地域対立な
どの多くの社会的問題を抑え，原発立地
を促進するものとして大きな役割を果た
してきた。

エネルギー政策は，地域経済や社会の
自立と活性化と密接に関係し，特に原発
の立地は地域の安全性や環境に重大な影
響を与えることから，地方自治体，そし
て地域住民にとって大きな関心事である
が，「総合資源エネルギー調査会」に始
まる一連のエネルギー基本政策決定過程
に関与できないだけでなく，この「電源
三法」で，その自立を阻害されている。
この点については，後に本節第2で詳細
に述べるとおりである。

⑶ 2002年6月には，エネルギー政策基本
法が施行され，閣議決定によるエネル
ギー基本計画に基づいて，「長期エネル
ギー需給見通し」がとりまとめられるよ
うになったが，そのエネルギー基本計画
は，従前同様に国会，地方自治体の関与
もなく策定されるものであり，国民への
情報公開も不十分であった。しかも，そ
のエネルギー政策基本法は，やはり，エ
ネルギーの安定供給を基本目的としてお
り，安定供給を旗印にして，原子力エネ
ルギー重視の基本計画が続けられてい
る。

2　原子力推進を前提とした規制体制
⑴ 原発の立地操業に当たって，安全性や

環境面での規制が必要であることはいう

までもない。しかし，ここでも，国の原
子力エネルギー推進の意向が貫かれ，不
十分な規制の下に原発の立地操業が進め
られてきた。

我が国の原発は，電力会社が設置運営
するが，それに当たって，国の行政機関
が設置段階やその後の運転段階に当たっ
て原発の安全性を審査，確認する制度と
なっている。

今回の福島第一原発事故は，その審査
の不十分さを露呈したが，その原因の第
1は，行政機関における推進と規制の分
離の不十分さである。

このことは，既に第1節の第3の1で
述べたが，再度以下の点を指摘してお
く。

1955年に原子力基本法が制定された
当初は，総理府の下に原子力委員会のみ
が設置され，その安全確保も原子力利用
の推進機関である原子力委員会が所管し
ていた。1974年に原子力船むつの放射
能漏れ事故が発生し，推進機関である原
子力委員会から安全規制の分離独立の機
関として原子力安全委員会が設置され
た。

このことで，原発の安全規制は，ま
ず，通商産業省（当時）の資源エネル
ギー庁が審査し，次いで，原子力安全委
員会がチェックするというダブルチェッ
クが行われるようになったが，肝心の第
1次審査を行う資源エネルギー庁におい
て原子力の推進と規制が併存することか
ら，JCO事故を契機とし，2001年の中
央省庁再編の中で，資源エネルギー庁内
の特別の機関として原子力安全・保安院
が新設された。

しかし，「特別の機関」といいながら
も，原子力安全・保安院は資源エネル
ギー庁の1部局であることに変わりな
く，推進と規制の分離は不十分といわざ
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るを得なかった。また，原子力安全委員
会は，スタッフ不足ということもあり，
原子力安全・保安院の審査を十分に
チェックする力量もなかった。このよう
な組織的な問題点が今回の福島第一原発
事故で露呈したのである。

国会事故調も，「東電は，電気事業者
として経産省との密接な関係を基に，電
事連を介して，保安院等の規制当局の意
思決定機関に干渉してきた。」と断じて
いる。

⑵ しかし，この組織的な面にもましてより
も一層問題なのは，「原子力ムラ」と呼
ばれる閉鎖的な人的なつながりである。

福島第一原発事故の遠因は，国と産業
界，学者がなれあいの中で原発を推進し
てきた「原子力ムラ」にある。

原子力を学ぶことができる大学は一部
の国立大と私学に限られ，その定員も少
ない。この少ない卒業生は，大学に残っ
て研究者になるか，監督官庁，国の研究
機関に進むか，電力会社，プラントメー
カーの幹部候補生として採用されるかと
いう進路を進む。卒業後も指導教官を中
心に産官学を超えて関係を続ける。この
関係が「原子力ムラ」といわれるもので
ある。

既に述べたような原子力偏重のエネル
ギー政策は，この「原子力ムラ」のつな
がりを通じて，国民にとって重要な安全
面を軽視する規制体制を形成していった
のである。

そして，国策の名の下に，国や原子力
関連企業から，資金的技術的援助が，東
京大学，京都大学等の特定の教育研究機
関に注ぎ込まれ，エネルギー政策を審議
し，また規制をつかさどる諸審議会・委
員会等の委員は，主にその教育研究機関
の教授等から配置され，また，卒業生は
電力会社，経済産業省に供給されていく

という形で，意図的に閉鎖的で批判を許
さない原子力エネルギー推進のための

「原子力ムラ」が維持強化されていった。
そしてそのつながりを利用して，政府，

原子力業界，電力業界の原子力エネル
ギー推進の意図は，エネルギー政策とし
て現れ，また，安全性を軽視して，設置
を認め，操業中の事故を隠していくとい
う面で貫徹されることになったのであ
る。

参考文献

日本弁護士連合会「孤立する日本のエネルギー政

策―エネルギー政策に関する調査報告書―」

（七つ森書館，1999年2月）

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会「原

発事故と私たちの権利―被害の法的救済とエネ

ルギー政策転換のために―」

（明石書店，2012年2月）

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会「国会

事故調報告書」

（2012年9月）

第2　自立を阻害する原発立地政策
1　電源三法の成立

1974年，当時の第三次田中角栄内閣は，
電源開発の方向を原子力に大きくシフトする
ことを目指し，電源開発を進めるために目的
税を創設して特別会計でこれを経理するとい
う制度の構築を図った。それが電源三法であ
る。

まず「電源開発促進税法」により，電源開
発促進税（電促税）を電力消費量に比例して
課税する。納税するのは電力会社であるが，
電力会社はそれを電気料金に転嫁するため，
実際に税を負担するのは電力を消費する世帯
や企業となる。この電促税は，「電源開発促
進対策特別会計法」に基づいて地元の県や市
町村に補助金の形で支給され，支給額は発電
所の出力に応じて算出されるが，水力と火力
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と原子力との間でも違いがあり，同一出力で
あれば原子力発電所に対する支給が最も大き
くなる。

このように，電源三法の成立によって，原
子力発電所の設置により地方自治体に対する
交付金が支払われる制度が整った。当時の田
中角栄首相が電源三法の成立に当たり「東京
に作れない電気を送り，どんどん東京からカ
ネを（新潟に）送らせるんだ」と力説したこ
とはよく知られている。

1974年に電源三法が成立して以降，様々
な交付金が追加に次ぐ追加を重ねた。その結
果，多種多様な交付金ができ，複雑になりす
ぎたため，電源立地地域対策交付金に一本化
された。

こうした交付金制度は，立地自治体が主に
財政上の理由から原発の立地を支持すること
を促進するとともに，立地地域の住民が原発
の危険性を危惧して反対の声を上げること
を，抑制する機能を果たしてきた。

2　電源立地地域への交付金及びその使
途
電促税は特定財源とされ，その財源で原子

力立地も推進されてきた。電促税の金額は，
2005年で3500億円，その税収などからなる
電源開発促進対策特別会計は約4500億円で
ある。

電源開発促進税法第1条は，次のとおり規
定している。
「原子力発電施設，水力発電施設，地熱発

電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図
る等のための財政上の措置及びこれらの発電
施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれ
らの発電施設による電気の供給の円滑化を図
る等のための措置に要する費用に充てるた
め，一般電気事業者の販売電気には，この法
律により電源開発促進税を課する」

この「設置の促進」「運転の円滑化」は何
を意味するのか。財務省資料によると，2005

年度における電促税（及び剰余金）の使途は
以下のとおりである。
電源立地勘定　2163億円

（内　経済産業省分　1792億円）
○電源立地地域の振興　1342億円
・インフラ整備
・産業振興
・福祉対策等
○電源立地地域の防災対策　220億円
○長期固定電源の理解増進　78億円
○周辺地域整備資金への繰入　125億円等

（内　文部科学省分　371億円）
この他に「電源利用勘定」も電源立地勘定

とほぼ同額であり，発電用施設の設置促進等
（経済産業省分　1077億円）や核燃サイクル
開発の研究促進等（文部科学省分　1252億
円）に用いられている。なお，電源開発促進
対策特別会計は2007年から，石油石炭税に
よる石油及びエネルギー需給構造高度化対策
特別会計とともに，エネルギー対策特別会計
に統合されたが，使途に変化が生じたわけで
はない。2013年度予算においても，「エネル
ギー対策特別会計」の中に「電源開発促進勘
定」という項目が設けられている。同勘定の
歳入は約3220億円であり，歳出の内訳は，

「原子力の推進及び電源立地地域の振興に必
要な経費」が1412億円であり，そのうち電
源立地地域対策交付金（自治体のインフラ整
備等）が1042億円，電源立地等推進対策交
付金が247億円（広報等），電源立地等推進
対策補助金が102億円を占める。この他，原
子力分野の研究等の経費が285億円，「原子
力の安全規制対策に必要な経費」が290億円
等となっている。

電促税は一般電気事業者に納付義務が課さ
れている（電源開発促進税法第3条）が，一
般電気事業者は販売電力に上乗せして電力事
業者から徴収し，そうした税金が電源立地地
域のインフラ整備等に用いられてきた。原子
力発電所のインフラ整備等も同様である。
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経済産業省資源エネルギー庁が作成した
「電源立地制度の概要」には，「原子力発電所
が建設される市町村等には，電源三法交付金
による財源効果がもたらされます」として，
原発が立地する地域がどの程度の交付金が得
られるかが示されている。

出力135万kwの原発が建設されると，立
地自治体や周辺自治体，県（以下総称して

「自治体」という。）に対して，電源立地地域
対策交付金と原子力発電施設立地地域共生交
付金が交付されるようになる。自治体は，環
境影響評価の対象になった翌年度からこれら
の交付金の対象となる。建設期間を10年取っ
た場合，運転開始までに449億円が自治体

（市町村，県）に交付される。これ以降は，
地元自治体には主に固定資産税を中心とした
税収がもたらされる。運転開始後も年間20
億円程度の交付金が出され，運転開始後30
年を超え，原発が老朽化すると新たに原子力
発電施設立地地域共生交付金が追加され，30
～34年目は30億円程度が自治体に入る。こ
れらを全て合計すると，原発1基当たり
1240億円が45年間の間に交付される。

電促税は，電気料金にかけて徴収されるた
め，財政需要がなくても資金的には毎年確保
される。そのため，立地が進まない時期には
予算が余り，1980年代には，予算消化率が
3割台を記録したほどである。予算消化率の
低さは，次第に解消されていったが，それは
交付金の使途を拡大したことによる。特に
2003年度からは地場産業振興，コミュニティ
バス事業，外国人講師の採用による外国語授
業まで支援の対象となった。

こうした交付金による各種インフラ等の整
備が，立地自治体の財政を深く原発に依存さ
せることになるのはいうまでもない。これに
加え，立地地域においては，一般家庭や企業
等に対し，電源三法交付金を財源として原子
力立地給付金が交付され，電力料金の実質的
な割引が行われている。その額は，福井県敦

賀市においては，2010年度実績で一般家庭
399,229,000円（口数422,128×1口948円），
企業等で859,464,000円（1kw当たり474円
×契約電力1,813,216kw）となり，自治体が
受け取る交付金の約半分に上る。

こうした交付金も，立地地域の経済を原発
に依存させるのに重要な役割を果たしてい
る。また，原子力発電に批判的な市民は受け
取りを辞退する傾向にあるが，立地給付金を
支給する実務は電力会社が国からの再委託

（まず国が財団法人である「電源地域振興セ
ンター」に委託し，同センターが更に電力会
社に委託する）を受けて行っていることか
ら，原子力発電に関する市民の見解が間接的
ながら電力会社に知られることになり，思
想・良心の自由すら侵害する結果を招いてい
る。

3　電源立地政策は，立地地域経済の振
興をもたらさなかったこと
それでは，このように巨額の国費が投じら

れたことによって，立地地域の経済は振興し
たのであろうか。

この点，今から30年以上も前の1980年7
月に福島県が福島原発等に関して発行した

「電源地域の恒久的な振興を目指す特別立法
の制定について」及び1981年1月に発行し
た「電源地域の恒久的な振興を目指す特別立
法の必要性について」（以下「必要性」とい
う。）は，原発の地域経済への影響について，
次のように指摘している。

⑴ 雇用面
「必要性」は，「発電所の建設は雇用面で大

きな影響を与えているのであるが，長期的な
視点で見ると，以下に示すような問題点を指
摘することができる」として，次の二つの問
題点を挙げる。

①　発電所完成後の雇用者数の変化
発電所は，概ね5年前後の建設期間で

完成しているが，これに対応して就労者
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数はある時期までは増加傾向を示すもの
の，やがて次第に減少し工事完成ととも
に就労の機会を失う。

福島第一原発での建設工事就労者数の
うちの地元（双葉地方）就労者数は，
1974年の最盛期には1,817人であったの
が，1980年には383人にまで減少した上，
その383人も臨時の改良工事に従事して
いるものであるから，1～2年後にはゼ
ロになる。

②　新規学卒者と地元就職
双葉郡では，地元での就職を希望する

新規学卒者を十分に吸収できず，その約
70％が郡外へ流出していた。原発立地に
より，その状況が改善されることを期待
したが，相変わらず新規学卒者の大部分
が郡外へ流出する状況に変化はない。

⑵ 財政面
財政面につき，「必要性」は，電源立

地に伴う財政効果を説明した上で，「市
町村財政への波及効果ないし好影響も，
次に掲げるような点が今後解決すべき課
題ないし問題点として指摘できる」とし
て，次の①～③の3点を挙げる。
①　急激に拡大した財政規模が縮減する

電源三法交付金は，交付期間（着工年
度から運転開始5年後まで）が終了する
とゼロになる。また，固定資産税は，固
定資産の減価償却に伴い，税収が急減す
る。
②　増大する施設の維持管理費

電源三法交付金によって整備した主な
施設の維持管理費が，年間3億2000万
円と見込まれており，これは町村財政の
圧迫要因となる。
③　安定的な財源措置を講ずる必要があ

る
電源立地に伴い，電源地域町村の財政

は，急激にその規模を拡大するが，交付
期間の終了によって財政規模が激減する

ので，安定的な財源措置を講ずる必要が
ある。

⑶ 原発の「効果」は一過性にすぎないこ
と

このように，「必要性」は，原発によ
る雇用効果も財政効果も一時的にすぎな
いこと，長期的には町村財政を圧迫する
ことを立地町村のデータを用いて明らか
にしている。しかし，福島県が「必要
性」で訴えた特別立法は実現しなかっ
た。もし，恒久的振興が実現すれば，地
元市町村にとっては原発を増設する必要
性はなくなり，したがってあえて危険な
原発を受け入れる必要はない。地元に増
設を受け入れさせるために，効果を一時
的にとどめるようにされているといって
もよい。原発に雇用効果や財政効果がな
いわけではないが，その効果は一時的で
あるだけでなく，増設を受け入れさせ，
地元の原発依存を強めていく結果をもた
らす。長期的に見れば，原発依存が強ま
る一方で，地域が地域の自然を活用して
自律的に生きる力が損なわれることにな
る。

4　小括
原発はその本質的危険性から，必然的に住

民による反対運動を招き寄せる。こうした異
論を封じ込めるため，政府は電源三法によっ
て，原発立地によって経済的メリットがもた
らされる制度を整備してきた。

一方，電源三法による補助金は，地域経済
の自立的な発展をもたらすものではなく，と
りわけ若者の地域外への流出は，原発立地後
も続いてきた。

しかし，地域の恒久的振興が実現しなかっ
た故に，立地地域は，ますます財政等の面に
おいて原発への依存を強め，いったん立地し
た地域においては，更なる原発増設を求める
ことすら珍しくない。このようにして，福井
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県をはじめとする特定地域への原発の集中立
地が進行していったのである。

参考文献

日本弁護士連合会編「原発事故と私たちの権利」

（明石書店，2012年2月5日第1版）

大島堅一「原発のコスト」（岩波新書，2013年1

月25日第5版）

金井利之「原発と自治体」（岩波ブックレット，

2012年3月6日第1版）

熊本一規「脱原発の経済学」（緑風出版，2011年

11月30日第1版）

第3　独占的電力供給体制
1　日本の電力会社の系譜

日本でも明治維新当初には地域に中小電力
会社が設立されたが，大正末期には5大電力
会社に収斂され，1939年の戦時国家体制下
で特殊法人の日本発送電とその関連会社の9
つの配電会社に統合された。1951年に9社
と沖縄電力を含めた10電力会社が地域別に
発送電事業を統合され，電気事業法上の一般
電気事業者として現在の垂直一貫・地域独占

体制の電力供給体制を敷き，1952年に電気
事業連合会を構成して（沖縄電力が電気事業
連合会に加盟したのは2000年3月），大きな
政治力を及ぼしてきた。一方で，1952年に
特殊法人電源開発が発足し，水力・火力の発
電所建設が推進された。

これと並行して，1955年に原子力基本法
の制定，1956年に原子力委員会が設置され，
1956年に日本原子力研究所（現独立行政法
人日本原子力研究開発機構），さらに1957年
に日本電気事業連合会と電源開発の出資で日
本原子力発電株式会社が設立され，英国の技
術指導の下に1966年に商用炉第1号の東海
発電所が建設された。その後，米国との技術
協力の下に，1970年に日本原子力発電敦賀
原発1号機と関西電力美浜原発1号機が，
1971年に東京電力福島第一原発1号機が相
次いで運転を開始した。

2　総括原価方式等の導入
電力需要が右肩上がりの時代であり，一般

電力会社が発電所を急速に増設していくこと
ができるよう，地域独占に加えて，総括原価
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電力量 ３１％

【低圧】 コンビニ、事業所等
電力量 ５％
（平成２２年度時点）

【電灯】 家庭
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方式（発電所建設にかかる費用を全て料金で
徴収できる仕組み）及び建設仮勘定（工事に
着工した時点から費用を電気料金で徴収でき
る仕組み）などが用意されていた。

総括原価方式は，発電にかかる総費用に対
して一定の利益率での利潤が確保されるもの
であり，大規模発電所を建設することによっ
てより一層多くの利益を電気料金から確保す
ることができる仕組みである。電気事業法で
電力事業者に電力の安定供給義務が課されて
いることを根拠に，過大な電力需要を想定
し，大規模電源の開発を進め，同時に，電力
会社の利益も拡大する仕組みになっていた。
福島第一原発事故発生時点で，日本には，水
力を除く再生可能エネルギーは1％にも満た
なかったが，原発が全て稼動しなくても電力
需要に対応できるだけの大規模水力や火力発
電所が存在し，停止中の原発やこれらの発電
所の建設・維持管理費用も含めて電気料金で
賄われてきた。国際的にも高い日本の電気料
金の要因といえる。

3　原子力発電所建設の系譜
こうした発電所建設が始まった直後にオイ

ルショックがあり，1974年に電源開発促進
税とこれを特別会計とする交付金制度（電源
三法交付金）が整備され，原発立地を後押し
することとなった。以来，1990年代末まで
急速に拡大した。

2000年代は原発にかかる事故や不祥事が
相次ぎ増設のペースが落ちたが，2011年3
月11日当時，日本に稼動していた原発は54
基を数えた。国土が狭く，かつ，地震国であ
る日本のような国で短期間に集中立地し得た
ことは世界的にも異例といえ，国と電力業界
が一体となり，まさに国策として推進されて
きたものである。

4　頓挫した自由化・発送電分離―垂直
一貫地域独占体制の維持
⑴ 電力システム改革の頓挫

世界的な規制緩和，電力自由化の流れ
の下で，欧米では発送電分離及び小売の
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自由化が進んだ。日本でもバブル経済の
崩壊後，高コスト構造・内外価格差の是
正を目的に競争原理の導入による経営効
率化を促すべきとの議論が起こったが，
電力業界はカリフォルニア電力危機を引
き合いに出して電力の安定供給には発送
電一体が必要と主張してこれに抵抗し，
1995年の電気事業法改正でIPP（独立発
電事業者）による卸電力への参入，特定
電力事業者（PPS）への大口顧客への小
売の自由化が認められたものの，極めて
限定的な改革にとどまった。その後，
2000年，2004年，2005年の改正で特定
規模電気事業者の需要家規模が順次
50kWまで引き下げられた。電力自由化
の対象は電力量ベースで既存契約の
62％となっており，2005年に日本卸電
力取引所が開設されたが，実際の取引量
は少量にとどまってきた。

というのも，このときには経済産業省
内部でも対立が伝えられた発送電分離の
実現には至らず，結局，電力取引市場は
活性化せず，垂直一貫地域独占及び送電
網の利用上の制約が残ったままであった。

すなわち，一部の小売が自由化され，
独立発電事業者（Independent Power 
Producer，IPP）の卸売事業への参入や
特定規模電力事業者（Power producer 
and supplier PPS）が可能になったが，
東京電力など一般電気事業者が送電網を
独占的に所有しており，PPSなど一般電
気事業者以外が発電又は調達した電気を
一般電気事業者の送電網を利用して特定
規模需要家に接続供給するために負担す
る宅送料が高過ぎる，価格決定要因が不
透明である，同時同量原則を理由に電力
会社がPPSに高額のインバランス料金
を要求するなど，事実上の参入障壁が大
きく，2007年4月の時点で新規参入者

（PPS）の自由化部門でのシェアは約2％

にとどまり，自由化された大口需要家の
契約を変更した事業者数も2％にとど
まっていた。また，特定電気事業者とし
て，大型ビル群など特定の地点を対象と
した小売供給事業も認められたが，電力
の調達に限界があった。異業種からの電
気事業への参入がみられるようになった
ものの，結局，電力発送及び売電事業は
垂直統合型の地域独占事業形態が維持さ
れたまま，2011年3月11日を迎えた。

⑵ 再生可能エネルギー拡大政策でも改革
が頓挫

電力自由化の議論と同時期に，日本で
も再生可能エネルギー推進のための制度
議論が盛り上がりをみせた。しかし，再
生可能エネルギー電力の固定価格買取制
度がドイツ・デンマークから欧州全体に
広がり飛躍的拡大をみせていくのと対照
的に，我が国では，地域独占体制と貧弱
な送電網の広域連携機能を据え置いたも
とで，2002年に，発電量の1％という
極めて低い導入目標を前提とする「電気
事業者による新エネルギー等の利用に関
する特別措置法」（RPS法）の制定に終
わった。地域分散型中小規模の電源であ
る再生可能エネルギーを拡大していくた
めに不可欠の発送電分離と送電網の整備
拡充の動機づけはなされなかった。電気
事業連合会を中心とする強い抵抗による
ものである。結果的に再生可能エネル
ギーはほとんど伸びず，原発の新増設を
基本とし，再生可能エネルギーを既存の
電力システムの範囲内で進めるという我
が国の政策は変更されなかった。

5　福島第一原発事故後の電力システム
改革議論
2011年3月11日の東日本大震災で多くの

原発だけでなく大規模火力発電も損傷を受
け，電力の安定供給のために再生可能エネル
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ギーによる地域分散化電源の重要性が認識さ
れた。また，福島第一原発事故によって，原
発が電力の安定供給に貢献するとはいえない
上，地域の安定を危機に陥らせるリスクも広
く認識された。再生可能エネルギーの拡大に
は送電網の広域運用にとどまらず，北海道と
本州との間や北海道内，東日本と西日本との
送電網の強化拡充が不可欠である。

また，電気料金値上げの動きに対し，自治
体やマンションへの電力一括供給への変更が
広がったが，特定規模電気事業者側での電力
供給量の確保が困難になっている。

これらの課題を解決していくために電力会
社に独占されている送配電網を発電部門から
独立させ，その公共材としての利用が不可欠
である。こうした一連の電力システム改革に
よる新規ビジネスも期待され，一般電気事業
者の抵抗は続いているが，民主党政権の下で
電力システム改革検討委員会が設置され，
2012年7月に電力システム改革の基本方針
が出された。日弁連は同年9月13日に，電
力の小売分野，供給分野，発送電分離におい
て大胆な改革を実行するとする委員会の基本
方針を歓迎した上で，機能的な取引市場の構
築，消費者の電力選択の自由を実質的に確
保，発送電の法的分離等を求める「電力シス
テム改革の基本方針についての意見書」を提
出した。

同検討委員会での審議は安倍政権にも引き
継がれ，2013年2月に電力システム改革検
討委員会報告書が公表された。安倍政権では

野田政権時代のエネルギー・環境会議の方針
をゼロから見直すとして，再稼働に向けて舵
を切っているが，電力システム改革について
は，一定程度，推進する方針をとってきた。
電気事業法改正法案には，努力目標にとどま
るものではあるが，発送電一体の現状から，
これを法的に分離する改革工程表を盛り込ん
だ法案が閣議決定された。日弁連は，電気事
業法に実現時期を明記することなどを求める
会長談話を公表した。同法案は2013年6月
13日衆議院を通過したが，会期末の混乱の
なかで廃案となり，2013年10月召集予定の
臨時国会に再度提出される予定であるが，電
力会社の抵抗は今後も続くと予想される。こ
うした電力システム改革の行方は，原発維持
勢力と再生可能エネルギー拡大を求める勢力
とのせめぎ合いにかかっている。

参考資料

内閣府国家戦略室ホームページ「コスト等検証委

員会報告」（2011年12月19日

経済産業省ホームページ「電力システム改革の基

本方針について」（2012年7月）

内閣府国家戦略室「革新的エネルギー・環境戦

略」（2012年9月14日）

経済産業省ホームページ「電力システム改革専門

委員会報告書」（2013年2月）

大島賢一「原発はやっぱり割に合わない」（東洋

経済新報社，2013年1月）

志村嘉一郎「東電帝国　その失敗の本質」（文春

新書，2011年6月20日）
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第1　ドイツ
1　事故前のドイツでの動き

ドイツでは，1961年に初の商業用原発が
操業を開始し，その後，東西ドイツ統一を経
て，現在では17基の原発を有する。

国内では1970年代から反原発の運動が拡
大し始め，一種の社会運動まで発展した。
1979年3月の米国のスリーマイル事故や
1986年のチェルノブイリ事故による影響に
より，反原発運動は広く市民に根づいた。

その後，1998年の連邦議会選挙では，そ
れまで16年間続いた保守連立政権に代わり
社会民主党（SPD）と緑の党の左派連立政権
が誕生した。シュレーダー首相による同政権
は，ドイツの脱原発に向けて大きな道筋を
作った。2000年には大手電力会社との間で
脱原発の合意に至り，原発の平均稼働期間が
32年とされ，各原発に許容発電量が割り振
られた。これによれば，全ての原発は，2022
年頃には使用停止となる予定となった（2002
年に原子力法が同合意に基づき改正された）。
なお，2005年以降は使用済核燃料の再処理
を禁止することも決まった。

ところが，2009年に政権交代によって誕
生したキリスト教民主同盟（CDU），キリス
ト教社会同盟（CSU），自由民主党（FDP）
の保守連立政権で，連邦首相に就任したアン
ゲラ・メルケルは，前政権による原発の終期
から各原発の稼働年数を平均12年間延長す
る方針を決定，2010年10月に同内容で原子
力法が改正された。

2　福島第一原発事故からの迅速な政策
転換
⑴ 3.11と原発モラトリアム

このようなドイツの状況の中で，福島
第一原発事故が起きた。メルケル連邦首
相は，2011年3月14日には前記原発の

稼働期間延長を3か月間凍結すると発表
し，翌15日にはドイツ国内の1980年以
前から運転する原発7基を即時に停止さ
せた（いわゆる「原発モラトリアム（凍
結）」）。なお，当時の17基の原発のうち
1基がトラブルにより停止中であったこ
とから，事故直後には合計8基の原発が
稼働を凍結されたこととなった。

⑵ 脱原発に向けた世論のうねりと緑の党
の躍進

ドイツ国内では，福島の原発事故が大
きく報道され，連日原発をめぐる議論が
メディアなどで展開された。また，各種
機関の世論調査では原発反対の国民が
70％とも80％ともいわれる数字が並ん
だ。全国各地で反原発デモが起こり，
2011年3月25日にはドイツ全土で約25
万人が反原発デモに参加した。

3月27日には，ドイツ南西部のバー
デン・ヴュルテンベルク州で州議会選挙
があり，1980年の結党当初から脱原発
を訴える緑の党が得票率を急激に伸ば
し，従来のCDU政権から，緑の党と
SPDの連立政権への政権交代が実現し，
緑の党の州代表が，結党以来初めて州の
首相に就いた。また，同時期には他の州
でも同様に緑の党が躍進し，SPDとと
もに連立政権を担う状況が起きている

（ラント・プファルツ州）。
⑶ 倫理委員会への諮問

このように原発を中心に社会が大きく
動く中で，メルケル首相は，2つの政府
の諮問機関に提言を求めた。一つは原子
炉安全委員会（連邦環境省の諮問機関で
1958年に設置，略称「RSK」）である。
同委員会は，原発の安全性を技術的見地
から検討し，地震や洪水などに耐久力の
評価（ストレステスト）等の結論を意見
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書にまとめ政府に提出した（原発を直接
に検査したわけではない。）。その結論と
しては，原発を廃止すべきとの言及はな
かったが，ドイツの各原発が航空機墜
落，地震，洪水などのケースにどこまで
耐え得るのかが初めて数値で明らかにさ
れた。さらにもう一つの諮問機関は，

「安全なエネルギー供給のための倫理委
員会（以下「倫理委員会」という。）」で
ある。メルケル首相より招集された委員
は17人で構成され，委員長には，元連
邦環境大臣で国連委員も務めた保守政党
出身のクラウス・テプファー氏，ドイツ
学術関係の最高組織であるドイツ研究協
会の会長でドルトムント技術大学教授の
マティアス・クライナー氏が就き，委員
には，リスク理論で世界的に著名な社会
学者ウルリヒ・ベック氏や事故後に日本
でも講演しているベルリン自由大学環境
政策研究所所長ミランダ・シュローズ氏
を始めとして，教会幹部，労働組合議
長，薬品会社代表など社会の様々な立場
から委員が構成されていた。

2011年5月30日には，倫理委員会か
ら「ドイツのエネルギー転換・未来のた
めの共同作業」という報告書が政府に提
出された。そこでは，今後10年間で全
ての原発からの脱却すること，すなわ
ち，2021年までに残り9基も停止させ
ることが提言されている。そして，持続
可能性と来たるべき世代に対する責任の
下で原子力を倫理的にどのように評価す
るかとの観点から検討を行い，人間は技
術的に可能だからといって全てしてよい
わけではないという原則が原子力の評価
でも考慮されるべきであること，リスク
を事故が起きる確率と結びつけてはかる
という技術的側面に限った評価は社会
的，経済的，文化的な総合的考慮には見
合わないこと，原子力の事故による潜在

的な危険の大きさからリスクを相対化す
ることを誤りとする絶対的拒否の立場で
あろうが，エネルギー技術にゼロリスク
はあり得ず相互に比較衡量が可能である
とする相対的リスク考量の立場であろう
が，環境や経済，社会と適合する度合い
を考慮しながら，原発の能力をリスクの
より低いエネルギーで代替できる程度に
応じて，原発の利用をできる限り早く終
結させるべきという結論は，両立場から
も一致できることなどが指摘されてい
る。

⑷ 当実行委員会の調査
当実行委員会は，2013年5月22日に

ドイツ・ベルリン自由大学構内で倫理委
員会元委員のミランダ・シュローズ氏よ
り当時の議論について聴取した。同氏か
らは，委員の構成は自分がどういう将来
を望むのかという社会的問題であること
が念頭に選ばれていると思われ，原子炉
の専門家や原発事業者からは一人も選ば
れていなかったこと，次のエネルギー技
術の社会的なビジョンを作ることがテー
マとして設定され，より安全な自然エネ
ルギーの制度に代わるとしても，社会的
経済的コストを踏まえてペースを考えな
がら移行する必要があること，公衆から
も意見を聞く機会を設けて市民からの意
見も反映したことなどの事情が明らかに
された。

⑸ 脱原発への転換
倫理委員会の報告書が提出されてから

1週間後の2011年6月6日，ドイツ政
府は，現在止められている8基の原発は
永久に運転を停止すること，残り9基
は，段階的に廃止を進め，最後の2基は
2022年12月31日に停止すること，再生
可能エネルギーの電力割合を2020年ま
でに35％まで，2050年までに80％に増
加させることなどの項目を含めた法案を
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閣議決定し，6月30日には，ドイツ連
邦議会で原子力法改正案を始めとして再
生可能エネルギー法など8つの法案（改
正案）が可決された（7月8日は連邦参
議院も通過している。）。

上記法案には，送電網拡充を加速させ
るための法案やエネルギー事業における
送電企業と発電・電力販売企業の分離の
強化，コジェネレーション発電の更なる
推進などを規定する法案なども含まれて
いる。

このようにドイツでは，事故から4か
月足らずで脱原発への大きな転換が実現
しただけでなく，原発から脱却した先の
エネルギー転換まで見据えた構想が打ち
出されている。

3　ドイツにおける現在の課題
⑴ 再生可能エネルギー移行に伴う障害

ドイツでは，既に再生可能エネルギー
の電力割合が福島の事故前には18～
19％だったのが，23％を占める状態に
なっている（これに対し原子力は事故前
24％が18％程度に減少した。）。太陽光
発電，風力発電の普及が急速に進んでい
る。中でも太陽光発電が急激に増加して
おり，2010年から2012年の3年間に計
2250万kWの太陽光発電施設が新設され
た。

もっとも，固定価格買取制度の買取価
格と電力取引市場（既にドイツでは
1998年に電力供給が自由化されており
電力が市場で取引されている。）の卸価
格との差額が一般消費者に対して賦課金
として上乗せされることから，太陽光発
電の供給が増えれば増えるほど電力料金
の上乗額が高くなるという批判が生じて
いる（これに対しては，電力料金に占め
る賦課金の割合がそもそも少なく関係が
ない，電力大企業は取引価格自体が下

がっているのに末端価格に反映していな
いといった反論がある。）。

他方で，大量に電力を消費する大企業
（製紙，アルミ，製鋼産業など）のため
の優遇措置により，これら大企業は，賦
課金をわずかに負担するだけで（これら
企業の負担は同賦課金全体の0.3％にと
どまる。），その他にも送電網使用料の免
除や電力税の軽減などの優遇も受けてい
る。この分の負担が全て国民にまわって
いるため，国民の不満も高まっている。
このため，優遇措置を受けられる企業の
条件を厳しくする方向で見直しが進めら
れている。

さらに，送電網拡充でも問題が生じて
いる。

ドイツ国内では，風力発電の普及が急
速に伸びているが，それに見合う配電網
の拡充がなされてこなかった。送配電網
の利用が重なることを回避するため，柔
軟に稼働を調整できる風力発電を一時停
止する事態が増加している。また，風力
発電の多いドイツ北部から，電力需要の
多い産業地域のドイツ南部に電気を送る
送電網の設置が大きな課題となってい
る。そのコストが100億ユーロとの試算
も出されている。地元の反対や自然への
影響も危惧されており，実現のめどはこ
れからである。他方で送電網の拡充より
も地域分散型の発電の拡張を目指すべき
との意見もみられる。

これらに加え，自然エネルギーの供給
安定のための蓄電技術，電力消費を抑え
るための節電システムの導入など，エネ
ルギー転換に向けた課題は現在でも多く
残されている。

⑵ 核廃棄物処理施設の問題
ドイツでは，一時的に高レベル放射性

廃棄物を保管する施設が存在する（ゴア
レーベンなどの中間貯蔵施設）。この中
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間貯蔵施設とは別に，ゴアレーベンに最
終処分場を建設する計画もあったが，福
島の事故後に政府が計画を白紙とし，ド
イツ全土から候補地を選定し直すことと
した。

2013年6月28日に，この最終処分の
立地選定手続を定める法律（高レベル放
射性廃棄物最終処分場建設地の選定に関
する法律）が連邦議会で可決され，同年
7月5日には連邦参議院も通過した。こ
の法律では，選定方法に関する連邦と州
の委員会を議会内で作り，2015年末ま
でに議会に対して具体的な選定手続に関
する提案がなされ，これに基づき2023
年に，8年をかけて5か所の候補地を決
め，そこから2か所に絞り，最終的に
2031年までに調査を行って1つに絞る
という。また，選定に関して技術的な側
面を扱う連邦放射性廃棄物処分庁という
新たな省庁が作られることになった。

4　最後に
ドイツの現状では，既に脱原発は社会的コ

ンセンサスがあり，その先のエネルギー転換
における具体的政策が問題となっている。し
たがって，脱原発自体は既に過去のものとい
う認識が強いといえる。なお，本年9月に連
邦議会選挙が予定されており，この結果次第
で，今後4年間の国政が左右されることか
ら，原発政策にも影響が及ぶ可能性はある。
ただし，脱原子力及び再生可能エネルギー政
策自体は，保守政党も含めどの政党も支持を
していることから，この点で大きな差は出な
いとの見方も示されている。

参考資料

渡辺富久子「ドイツ脱原発が加速」（国立国会図

書館調査及び立法考査局・外国の立法（2011.5））

三島憲一「原発利用に倫理的根拠はない―ドイツ

『倫理委員会』の報告書より」（岩波書店，『世

界』2012年1月号）

片野優「フクシマは世界を変えたか―ヨーロッパ

脱原発事情」（河出書房新社）

今泉みね子「脱原発から，その先へ―ドイツの市

民エネルギー革命」（岩波書店）

千葉恒久「再生可能エネルギーが社会を変える―

市民が起こしたドイツのエネルギー革命」（現

代人文社）

熊谷徹「脱原発を決めたドイツの挑戦―再生可能

エネルギー大国への道」（角川マガジンズ）

第2　スイス
1　福島第一原発事故前のスイスの原発
事情
スイスには現在5基の原発があるが，全て

老朽化しており世界最古の原発もあるため，
原子力エネルギー法に基づき常に改修工事し
ながら稼働している（10年毎の基本的検査

（インターバル検査）の義務あり）。具体的に
は以下のとおりである。

①　ベツナウ（BEZNAU）原発1号機
（1969年 PWR 380MW）

②　ベツナウ（BEZNAU）原発2号機
（1971年 PWR 380MW）

③　ミュルベルグ（MÜHELBERG）原発
（1972年 BWR 380MW）

④　ゲスゲン（GÖSGEN）原発（1979年 
PWR 1069MW）

⑤　ライフシュタット（LEIBSTADT）原
発（（1984年 BWR 1065MW）（ドイツ・
スイス国境付近）

他に，2つの研究炉とヴュレンリンゲン
（WÜRENLINGEN。アールガウ州）に核廃
棄物の中間貯蔵施設がある（2001年～）。

各施設の位置は，下記スイス地図上の丸印
及び写真参照。

福島第一原発事故前はこのうち3基につき
建替（リプレイス）を予定して，スイスの直
接民主制下の住民投票において建替賛成派が
過半数をわずかではあるが，超えていた。
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なお，スイスの特色としては，まず政治に
おいては連邦国家であり，独立性の強い26
の「カントン」（「州」もしくは「邦」）とい
う地方自治体から成る直接民主制の国であ
る。日本の政府（内閣）に当たるのが「連邦
参事会」（7人の連邦参事（閣僚）で構成）
であり，日本の国会に当たるのが二院制の

「連邦議会」である。連邦議会は，①国民議
会（全26州の人口に応じた比例代表制。議
員数200名）と②全州議会（20の州から2名
ずつ，6つの準州から1名選出。議員数46
名）から構成される。さらに直接民主制とし
て，州レベル・市町村レベルの住民投票と，
連邦レベルでの国民投票がある。議会が法律
を承認しても，国民の5万人署名で国民投票
に付することができる。

エネルギー割合では水力発電が第1位の約
6割を占め，原子力は第2位の4割，第3位
に石油・天然ガス・自然エネルギー等が約
0.5割程度を占めている。

原子力については，日本の経済産業省に当
たるスイス連邦環境・エネルギー省（UVEK/
DETEC）の所管であり，日本の原子力安全

委員会に当たる連邦核安全監督局（ENGI/
IFSN）「エンジ（ENSI）」が監督官庁となっ
ている。ENSIは認可を行う官庁ではないが，
2009年1月1日からは組織として政治的に
スイス連邦エネルギー庁からの独立性を担保
して，国際的にも監督官庁として活動し，
ヨーロッパ原子力監督官庁連合（「連合」で
なく「協会」と訳されることもある。略称
WENRA）の議長を2015年まで務めている。
なお，WENRAは加盟17国の安全基準を作
成しており，IAEAよりも厳しい基準を用い
ている。

また，スイスにおいては住民（国民）が電
力会社を自ら選択できるので，より環境に配
慮したエネルギーによる発電を選ぶこともで
きる。地理的には，日本の原発が海沿いで海
水による冷却システムをとっているのに対し
て，海のないスイスでは川の水を利用するた
め地震があっても津波の心配がない点で異な
るが，河川増水（洪水）の危険や洪水と地震
との併発はあり得る。

Presentation to Japan Federation of Bar Association / Bern - 24 May 2013 / A. Müller-Germanà 

Swiss nuclear facilities 
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2　福島第一原発事故後の変化
福島第一原発事故の1か月前には，ミュル

ベルグの老朽原発の新造（建替）につきベル
ン州（カントン）の住民投票において賛成派
が過半数をわずかに越えていた（51.2％）。
この新造（建替）の許可プロセスが進んでお
り，基本許可申請がなされる段階にあった
が，福島第一原発事故を受けて，連邦参事会

（政府）が手続を「凍結」した。さらに，
2011年3月25日，連邦参事会（政府）は稼
働中の原発の稼働期間終了後は，原発の新設
を許可しない決定をし，国民議会が2011年
6月に政府の原発撤退政策を承認し，全州議
会が2011年9月に原子力研究の継続を明記
することを条件に承認するに至った。これは
将来の新技術（による政策変更）の可能性を
残したものである。

2012年9月28日には「エネルギー戦略
2050」（法案）が発表され，省エネルギー・
エネルギー効率化，水力・自然エネルギーの
拡大を計画した。同「戦略」は，国民への3
か月の周知期間（コンサルテーション）を経
て，各団体からの修正案を踏まえ，2013年
9月に連邦参事会（政府）が最終法案として
提出予定である。

このように，福島第一原発事故を受けて，
スイスは現段階では，脱原発方向に一歩進ん
だと評価できる。

3　スイスの今後について
⑴ 脱原発に向けた世論と，脱原発への課題

当実行委員会による海外調査における
聴き取りによれば，今回，スイスが福島
第一原発事故を受けて老朽化した原発の
新造（建替）の申請手続を「凍結」した
措置は，原発の危険性を再認識した世論
への配慮と賠償問題が生じない範囲の狭
間での政治的判断であった。他方，スイ
ス連邦環境・エネルギー省（UVEK/
DETEC）によると，原発自体について

は，日本においては危険があっても，ス
イスの原発にはベルギーのドゥール原発
や日本で発生したような高経年化による
SCC（応力腐食割れ）等の不具合もな
く，あくまで安全で問題がないとの認識
であった。この点は原発の監督官庁であ
る連邦核安全監督局（ENGI/IFSN）（エ
ンジ）も同じ考えだった。

チェルノブイリ事故後，日本の原発推
進機関は，日本では事故が起きないと一
斉に主張していたが，スイスでも同じよ
うな楽観的見方が推進機関により喧伝さ
れている状況にある。

なお，日本と異なり，各州（カント
ン）自体が電力会社の株主となっている
公営会社も多く，自治体レベル（州・市
町村）で脱原発の宣言や決定がなされて
いることもあるため（住民投票による決
定なら法的拘束力もある），自治体に
よっては脱原発を進めることができる
が，州レベルに保守層が多い州では（ス
イスでは農業人口が多く推進派の保守層
も多い）脱原発を進めるのが容易ではな
い状況は否定できない。

⑵ 最大の焦点・廃炉予定時期
現在のスイスで最大の関心事は，既存

の原発を廃炉にする時期である。「エネ
ルギー戦略2050」（法案）において廃炉
にする時期をいつにするかは不明確なま
まであり，原発の稼働期間を50年とする
考え，60年，80年説まであり，法律によ
る明確な定めがない。「原発の稼働期間
を50年とみたときには現存5基のうち一
番最後に建設されたライプシュタット

（Leibstdat）原発が50年を迎える2034年
がスイスから原発のなくなる年になるだ
ろう」との発言が大臣からあったことは
確かなようであるが，この廃炉時期が，
スイス連邦政府自体の考えとまではいえ
ないようである。なお，稼働期間との関
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係で原発が「安全か否か」を決定する機
関がどこかについても議論がある。この
点は政府ではなく監督官庁の「エンジ

（ENSI）」であることが2013年3月に連
邦最高裁判所で確認されてはいるが，現
実の廃炉時期の決定にはやはり政治的判
断が必要となるため，政府と「エンジン

（ENSI）」の間での決定責任の所在は不
明確なまま曖昧にされている。

以上のように，スイスでは福島の事故
の影響により新規（建替）を凍結するこ
とにより脱原発方向へ歩みを進めたが，
いつ既存原発の廃炉時期を確定させ，脱
原発の方向を着実に発展させるのか，今
後もスイスの動向を注視する必要があ
る。

第3　その他の国々
1　アメリカ

アメリカは，104基の原発が稼働する原子
力大国である。1979年3月28日のスリーマ
イル島原発事故以降原発の新設は行われな
かったが，今世紀に入り，地球温暖化対策に
有効なエネルギー源として原子力発電が見直
され，ブッシュ，オバマ両政権は原発推進政
策を打出し，いわゆる「原子力ルネッサン
ス」が復活した。

しかし，2000年代後半からシェールガス
が増産され，ガス火力発電のコストが原発を
大幅に下回った結果，電力自由化の下で原発
は競争力を失い，廃炉を決定する原発が現れ
ている（ウィスコンシン州キウォーニー原発
55.6万Kw，フロリダ州クリスタルリバー原
発86万Kwなど）。

アメリカの再処理政策は，1977年のカー
ター政権時代に放棄され，使用済燃料は直接
処分の方法が採用された。

使用済燃料は，1982年に制定された「放
射性廃棄物政策法」によって，1998年まで
に最終処分場に受け入れる計画となっていた

が，候補地だったネバダ州のヤッカマウンテ
ンは，地元の強い反対があり，2010年2月
オバマ政権は建設計画を白紙撤回し，新たな
候補地捜しが始まっている。

2　オーストリア
⑴ オーストリアでは，1970年代に原発の

建 設 計 画 が 進 め ら れ，1972年 に は，
ウィーンの北西約40km地点にツベンテ
ンドルフ原発の建設が着工され，1977
年に完成した。

しかし，原発に反対する声が上がった
ため，1978年11月，政府は国民投票を
実施した。その結果，ツベンテンドルフ
原発の稼働は，反対約50.5％の僅差で否
決された。国民議会は，この国民投票の
結果を受け，同年12月，「原子力禁止法」
を可決し，ツベンテンドルフ原発の運転
認可は禁止され，他の原発計画も破棄さ
れた。

その後，一時原発稼働を求める動きも
あったが，1986年のチェルノブイリ事
故を経て，1999年には，連邦憲法に，

「原発は建設されず，既に建設された原
発も稼働されない」との原発禁止条項が
盛り込まれるに至った。

⑵ こうして，オーストリアは，再生可能
エネルギーを積極的に推進する道を歩み
始めた。

2002年には，グリーン電力法を制定
して再生可能エネルギー電力の固定価格
買取制度を開始した。補助金等の支援策
も整備するなどし，現在では，電力の約
7割，熱の約4割が再生可能エネルギー
によって，生み出されている。

特にオーストリアは，日本同様，森林
面積率が高く（約47％）（日本の森林面
積率－約63％），木質バイオマスエネル
ギー利用が進んでいる。

再生可能エネルギーの利用促進に関す
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る欧州議会・理事会指令2009/28/ECは，
オーストリアに対し，2020年までにエ
ネルギー消費に占める再生可能エネル
ギー比率を34％とするよう求めている
が，オーストリアは既に，2009年時点
で27.3％を占め，EU目標の約8割を達
成している。

2011年3月には，さらに再生可能エ
ネルギーを促進し，輸入電力に頼らず，
間接的な原発依存から脱却する方針も示
された。

⑶ 福島第一原発事故後の対応
福島第一原発事故直後，ラインホル

ト・ミッテルレーナ経済家庭青少年大臣
は，EU内における原発のストレステス
トの義務付けを表明した。

また，2011年3月24～25日に開催さ
れたEUサミットでは，ヴェルナー・
ファイマン首相が，ストレステストだけ
でなく，EU加盟国の脱原発促進も議題
に盛り込むよう働きかけた。このうち，
EUストレステストは，義務ではなく任
意とされ，オーストリアの主張よりも実
施条件は緩和されたものの，実施される
に至った。しかし，脱原発促進は，議題
にされることはなかった。

2012年3月12日，ファイマン首相は，
EU加盟国の少なくとも6か国以上で，
EU全域を脱原発にすべく署名活動を始
めると表明した。

2013年7月には，原発で発電された

電力を輸入しないこととする法律が成立
し（2015年1月1日発効），販売する電
力1kw時ごとに，何によって発電され
たものか「電源証明書」を用意すること
が義務付けられた。これにより，発電方
法がわからない電力の販売は禁止され
る。また，電力会社は原発でつくられた
電力の販売を見合わせることになるだろ
う。

このように，1999年に憲法で原発を
禁止したオーストリアは，今，EUにお
ける脱原発政策をリードしている。
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第1　脱原発の方向性
1　脱原子力依存への国民的意見集約

産業や経済力の維持のため，廉価な電力を
安定供給する原発は必要との指摘がある。し
かし，福島第一原発事故は，原発の安全神話
はもとより，追加される安全対策費用や使用
済燃料の処理処分問題，廃炉にかかる費用な
どの問題を抱え，将来的にも低廉で安定的な
電力供給を確保できないことを明らかにし
た。

民主党野田政権は2011年秋から約1年を
かけて，総合資源エネルギー調査会にエネル
ギー問題にかかる基本委員会や原発を含めた
電源のコスト等検証委員会を新たに設置し
た。委員の人選でもこれまでより原発推進派
の割合を下げ，そこでのエネルギー政策に関
する議論を動画配信するなど公開性を高め，
討論型世論調査も実施した上で，2012年9
月に「2030年代原発稼働ゼロ」という目標
を掲げた。自民党も，2012年末の衆議院議
員総選挙の公約では，「原子力に依存しなく
てもよい経済・社会構造の確立を目指」すと
していた。これは，毎週金曜日に行われてき
た官邸前行動など原子力依存から脱却を求め
る市民の声がもたらしたものといえる。

2　再稼働に向けた新たな神話
しかしながら，脱原子力依存の道筋の具体

化に至らないうちに政権が変わり，安倍政権
は脱原発は非現実的との立場から，野田政権
の2030年末までに原発ゼロという目標を白
紙に戻し，「再稼働については，地元自治体
の理解が得られるよう最大限の努力をする」
とした（2013年6月，参議院選挙公約）。ま
た，政府の成長戦略の中核に原発再稼働と海
外輸出が位置付けられている。

福島第一原発事故とその後の経過で，原発
の安全，安定，安価な電源との神話は崩壊し

たといえる。しかし，安倍政権のこの方針
は，「原発ゼロは非現実的で，経済発展に原
発は必要」との「新たな神話」に基づくもの
といえよう。以下に，その正当性，合理性を
検証する。

第2　電力の安定供給は可能
1　3.11後も需給は安定

福島第一原発事故後，2012年5月に全て
の原発が停止し，その後も，大飯第3，第4
原発が稼働しているにとどまるが（同原発も
2013年9月15日より定期検査のため停止），
2011年には，3.11直後の東京電力管内での計
画停電を除けば，国民全体の省エネルギー・
節電が実行され，2010年比で約6％弱，電
力消費量が削減された。2012年も，特段の
対策がとられなかったが，2010年の電力需
要実績を約6％下回った（図1）。

図1

図2は各電力会社と関西電力の2012年の
2010年比電力消費量である。関西電力でも
2012年の電力消費量は低減しており，国民
の省エネルギー・節電意識も定着してきたと
いえるが，なかでも節電が進んだのは家庭や
中小事業者など小規模主体においてであるこ
とがわかる。
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図2

2013年夏期についても，9電力会社全て
で供給予備力（需給ピーク時の余裕度）が
3％以上であると予測され，節電の数値目標
も設けられなかった。

政府の需要予測に加え，最大需要を各種対
策によって昨年並みに抑え，真夏に定期検査
が予定されている火力発電の定期検査を延期
し（大飯原発でも延期した），西日本6社で
17％，1500万kW程度あるとされる揚水発電
をより活用することで，予備力はさらに拡大
されうる（図3）。原発停止による電力安定
供給問題は既に存在しないといえよう。

図3

2　浮き彫りになった我が国の電力需給
の実態
このように，原発の再稼働は電力供給安定

化のために不可避なのではないことが明らか
になったが，原発事故から2年余の間の電力
需給をめぐる議論のなかで，電力需給の実態

が国民の前に明らかになり，電力需給体制全
体を見直すべきとの認識が広がったことは重
要である。

すなわち，我が国では，年8760時間のう
ち500時間程度の真夏の電力消費のピーク時
を除けば，もともと原発が稼働しなくても総
需要電力量を上回る火力や水力発電の設備容
量を有していたこと，地域独占の電力会社に
よる発送電の垂直一貫体制と電力料金認可に
おける総括原価方式が電力会社による過剰な
設備投資を招いてきたこと，そのため我が国
の電気料金は世界有数の高さとなっていたこ
とが浮き彫りになった。図4は世帯当たり電
力消費を290kWh/月で計算したドイツと日
本の電気料金を比較したものである。

図4

また，夏は昼間，冬は夜間に電力需要の
ピークがあり，北海道では冬が最大需要期で
あるが，その他の地域では夏であること，部
門別でも，産業・業務部門では昼間にピーク
があるが，家庭のピークは午後7時頃である
こと（図5）などが明らかにされた。そのた
め，需要側での対策がより具体化され，実効
性を高めてきた。
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図5

さらに，2012年にはLED化など省エネル
ギー設備の導入が進み，省エネルギー機器へ
の転換による省電力の可能性がより明確に
なった。加えて，再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法（FIT）が2012年
7月1日に施行され，太陽光発電が急速に拡
大しており，昼間の電力需要のピーク対策効
果としても期待される。多様な需要側の対応
を取り入れた電力需給契約の活用や電力会社
間の供給の広域系統の連携機能の抜本的強化
によれば，今後は，年間数百時間のピーク需
要時の対策として過剰な電源設備の確保は必
要でなくなるであろう。

第3　原発停止と電気料金値上げ
問題

1　「化石燃料調達費3兆円増加」の実態
2012年4月に電気料金が月額数百円から

1400円（東京電力）値上げされた。原子力
発電に代わる電源としての火力発電所の燃料
のLNGや石油の調達コストが2010年比で年
間3.2兆円増加した。2011年3月11日以前と
比べると約2倍であるが，化石燃料の輸入量
は37％増加にとどまる（図6，7）。すなわ
ち，化石燃料調達費の増加には化石燃料単価
の高騰の影響が大きいことがわかる（燃料コ
ストや為替の変動は，福島第一原発事故前に
電力料金に自動的に反映させる「燃料費調整
制度」が導入済みである。）。

同事故以前，石炭火力発電所はフル稼働状
態であったので，原発事故後はそれまでに稼
動率が低かった天然ガス発電所を稼動させ
た。もともと，日本の天然ガス調達価格は石
油価格の変動に連動させる契約となっていた
ため，欧米の天然ガス価格と比べて極めて高
額であることに加え，2013年以降は円安も
大きく影響している。また，今後，中長期的
には，資源量に限界のある化石燃料の価格は
上昇していくものとみられる。

図6
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図7

また，再生可能エネルギー固定価格買取制
度（FIT）による賦課金額が若干増加したが，
同制度は2011年7月1日に導入されたとこ
ろであり，世帯当たりで月額100円程度であ
る。

このように，原発停止による化石燃料コス
トの増加は，電力会社が原発に依存し，火力
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発電所の高効率化更新や需要側での省エネル
ギー省電力の推奨，ディマンドレスポンス対
策など，化石燃料コストの削減のための努力
を怠ってきたことが，まず指摘されなければ
ならない。

2　最大の値上げ要因は原発事故費用
結局のところ，福島第一原発事故後の電気

料金値上げの大半は，原発事故による安全対
策及び損害賠償費用と化石燃料単価の高騰に
よるものである。図8はコスト等検証委員会
における2011年12月段階での電源別の発電
コストである。原発については，事故対策費
用など不確定な要素があり，「kWh当たり8.9
円以上」と記述され，価格の記載がないとい
うのが現状である。今後ますます，原発の事
故コスト及び原発の安全確保対策のためのコ
ストは増大し，また，化石燃料の価格も高騰
が予測される。廃炉のための積立金も，既に
40年を経過した美浜原発1，2号機や敦賀
原発1号機を含む大半の原発で多額に不足し
ていることが明らかになった。廃炉費用の積
立が稼働率76％以上を前提としており，
2000年以降，事故や不祥事が続き，実際の

稼働率は大きく低迷してきたからである。こ
うした不足費用も，廃炉の段階で電気料金に
転嫁されることになる。

こうしてみると，電力価格の上昇を中長期
的に低減させていくためには，電力消費量を
需要側で管理抑制するとともに，供給面で
も，真に国産エネルギーである再生可能エネ
ルギーを拡大し，それまでの過渡的なエネル
ギー源としては，化石燃料のなかで比較的
CO2 の排出が少ない天然ガスの調達価格を
低下させ，高効率で利用することが，原子力
依存から脱却し，かつ，気候変動対策を実行
していく道である。

第4　産業への影響
1　省エネルギーや省エネルギー産業

原子力や火力を存分に使い，「当たり前の
ように良質の電気が手に入る」時代は終わっ
た（電力システム改革専門委員会報告書
2013年2月）。原発問題だけでなく，燃料資
源問題，温暖化対策など，電気料金が高くな
る社会的制約は大きくなる。

電気代が上がり，企業に打撃との試算もあ
るが（例えばRITE），電力価格の上昇にか
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い間の補助電源や蓄電池
によるﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟが必要。 

〔円／kWh〕 

↑

（ ％）↑

（ ％）

（３）原子力以外の電源のコストを検証 6 図8
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かわらず，省エネルギーをしないという想定
の試算である。しかしながら，世界的に，時
代は省エネルギーや電力消費削減，化石燃料
及び原子力から再生可能エネルギーへの転換
という大きな転換点にある。これに合わせて
産業構造も大きく転換しつつある。

省エネルギーや再生可能エネルギーの分野
では，資源に乏しい国が省エネルギーなどに
よって化石燃料の輸入量を減らし，その分を
国内投資に回すことで，多くの産業で雇用を
増やすことできることが，ドイツのこれまで
の20年の経験でも明らかになっている。原
子力産業の雇用は4～5万人であるが，エネ
ルギー転換によって200万人の雇用増という
試算もある（環境省中長期ロードマップ参考
資料2　名古屋大学藤川清史他）。

2　電力多消費産業は一部
製造業のうち，電力費が生産費に占める割

合が5％を超えるような業種は全体の1％未
満である（図9）。その余の大半の業種の電
力費は生産費の1～2％であり，電力単価が
2割上昇しても生産費では0.2～0.4％上昇す
る程度である。輸出産業で円ドルレートが1
円変わることで生産費が1％変動することに
比べると，はるかに小さな変動である。ま
た，電力費の比率の高い業種ほど，省エネル
ギーによって負担を低減できる余地が大き
い。例えば，電炉業界は省エネルギーベンチ
マークを達成することで27％削減の余地が
あり，国際競争力も拡大するであろう。

図9

3　電力システム改革は産業再生の道
電力システム改革専門委員会の報告書にも

記載されているとおり，我が国の電気料金が
国際的にも高いものであった背景は，電力シ
ステム改革が中途半端にとどまり，現状でも
一般電気事業者による事実上の独占という市
場構造が基本的に変わっていないことにあ
る。

我が国の再生可能エネルギー拡大は世界に
大きく遅れをとっており，経済的遅れとも
なっている。再生可能エネルギーを拡大して
急速にコスト低減を図り，その供給網の安定
化を実現していくために，発送電の分離，小
売電力市場の自由化など，電力システム改革
が急務である。そうした改革によって，発電
や送配電事業においてだけでなく，広く新た
な産業を生み出し，発展していくであろう。

その端緒ともいうべき電気事業法改正が
2013年通常国会で廃案となって頓挫したが，
参議院選挙後の臨時国会で成立させ，実施に
向けて踏み出すことが必要である。

第5　地球温暖化対策と脱原発は
両立する

1　石炭火力発電の拡大のための原発推
進
我が国では1970年代以降，急速に原子力

発電を拡大してきた。オイルショック後は増
加する電力需要と石油火力の低減の要請に対
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応して，CO2排出量が天然ガスの約2倍であ
るなど環境への負荷は大きいが，燃料費が安
くつく石炭火力発電も急速に拡大させてきた

（図10）。
1990年代以降も原発は増設され，設備容

量は増加し続けたが，2000年代に入ってか
ら原発増設のペースが鈍化し，さらに事故や
不祥事が相次いだことから設備利用率は約
60％まで低下し，福島第一原発事故前の原発
の発電部門に占める割合は約3割にとどまっ
ていた。他方，安価な燃料である石炭の火力
発電所も増設を続け，かつ福島原発事故前の
稼働率は8割に及んでいた。

そこに，気候変動問題が浮上し，1992年
に気候変動枠組条約が採択され，1997年に
先進国の削減を義務化された京都議定書が採
択されたことから，地球温暖化対策の強化が
国内的にも課題となった。我が国のCO2排出
の3割を占める発電部門でのCO2排出削減対
策も問われることになったが，石炭は安く取
り扱いやすいことから，石炭火力を拡大する
ために，運転時のCO2排出が少ない原子力発
電が地球温暖化対策として位置付けられるこ
とになった。しかしながら，原発も拡大され

たが石炭火発も拡大され，CO2排出削減には
至らなかった。

図11

このように，地球温暖化対策の視点からみ
ると，原発依存度の拡大政策はCO2排出削減
を目的としたものではなく，石炭火力からの
CO2排出増加を相殺するものでしかなかった
が，省エネルギー，節電のための政策や再生
可能エネルギー拡大のための政策の推進を妨
害する役割も担ってきた。この政策決定にお
ける悪循環から脱却しなければならない。

2　原発に頼らない温暖化対策は可能
2010年6月に第二次改定されたエネルギー
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基本計画では，原発は温暖化対策としても位
置付けられ，2020年までに原発9基，2030
年までに14基の増設と設備稼働率90％を目
指すとされ，水力・再生可能エネルギーと原
発による電力比率を2020年に50％，2030年
に70％（原子力比率は5割以上）まで高め
るとされていた。鳩山由紀夫首相（当時）が
2009年9月の国連総会で表明した温室効果
ガス1990年比25％削減目標も，原子力依存
を拡大することを前提としたものであった
が，もともと，原発の増設は実現性が乏し
く，実際に進んでいない。

温暖化対策の中核はCO2排出削減にあり，
気温の上昇を工業化の前から2℃未満に抑制
して温暖化の被害を最小化していくために
は，先進国は，石炭，石油，天然ガスといっ
た化石燃料の消費を2050年までに90年比で
80％以上，削減する必要がある。このこと
は，前自民党政権時代から，G8サミット等
で日本も確認してきたことであり，第4次環
境基本計画にも記述されている。

化石燃料の消費削減の具体的方策は，エネ
ルギー消費量の削減，省エネルギーの推進と
再生可能エネルギーの飛躍的拡大である。こ
のことは，福島第一原発事故後の原発停止に
対する夏・冬のピーク需要対策としてだけで
なく，火力発電用化石燃料の輸入抑制として
も，政府から提起されてきたことである。ま
さに，地球温暖化対策と原子力に依存しない
ための対策とは基本は共通であり，両立する
ものである。

そのための政策として，民主党政権時に閣
議決定された地球温暖化対策基本法案には，

「国内排出量取引制度」，「地球温暖化対策税
（炭素税）」と「固定価格買取制度」の導入が
盛り込まれていた。うち，再生可能エネル
ギーの普及促進には2012年7月1日から再
生可能エネルギー特別措置法（FIT）が施行
され，炭素税も不十分ではあるが2012年10
月から実施されている。しかし，国内排出量

取引制度は無期限延期され，日本のCO2排出
の約6割を占める火力発電所と大規模工場に
ついては経団連自主行動計画に委ねられたま
まである。電気事業連合会は経団連自主行動
計画でCO2排出原単位で2020年までに1990
年比20％改善を掲げていたが，2％にとど
まる見通しである。

地球温暖化対策のためには低炭素社会への
移行が必須であり，移行期における化石燃料
の消費の内訳も重要な論点となる。石炭は天
然ガスの約2倍のCO2を排出する（表1）石
炭火力のガス化による高効率化はまだ実用段
階ではなく，明らかに地球温暖化対策と矛盾
するものである。

表1

ところが，安倍政権は国内でも石炭火力発
電の新規増設の手続を簡易化して推進し，原
発とともに石炭火力発電の輸出を成長戦略の
柱に位置付けて推進している。しかし，イン
ドネシアで予定されている「中部ジャワ発電
所計画」は地元の反対で用地買収が進まず頓
挫していると伝えられる（毎日新聞2013年
6月28日）。2013年6月25日，米国オバマ
大統領は「気候変動対策の行動計画」を発表
し，石炭の使用を抑えるために，新規及び既
存の発電所に適用するための炭素汚染基準を
設けるよう環境保護庁に指示し，2020年ま
でに再生可能エネルギー電力を倍増させるた
め，電力系統を強化する対策も指示した。

このように，脱石炭の流れは国際的潮流で
ある。石炭は化石燃料のなかで安価な燃料で
はあるが，地球温暖化による自然災害や健康
被害の増加による長期にわたる被害は甚大で
あり，その影響は原発災害にも匹敵する。将
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来的に低炭素化を阻害する石炭火力発電を新
たに国内にビルトインして中長期的な目標達
成をより困難にするのではなく，石炭の消費
を低減して天然ガスにシフトし，コンバイン
ドサイクル型天然ガス火力に設備を転換して
いくことが，脱原子力と低炭素化の両立の鍵
である。世界の天然ガス価格は，シェールガ
ス開発等により，急速に低下しているが，日
本は原油価格変動に連動させる旧来の契約形
態をとっていることから天然ガスの調達価格
が国際的に極めて高いものとなっている。福
島第一原発事故以降の発電用化石燃料輸入額
が3兆円増加し，事故前の2倍になったとさ
れるが，輸入量の増加は4割弱であって，単
価の上昇による影響の方が大きい。日本の国
際競争力の強化のためにも，天然ガス調達と
その価格の低廉化に向けた外交努力が急務で
ある。

省エネルギーの徹底と石炭の低減によって
効率的で低炭素のエネルギー社会に切り替
え，再生可能エネルギーを大幅に増やすこと
こそが，脱原発と温暖化対策を両立させ，新

たな雇用を生み出し，地域経済の活性化につ
ながる道である。
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第1　エネルギー政策決定と規制
のあり方

福島第一原発事故以後，世論に押される形
で原子力エネルギー偏重の政策と安全規制の
点について，一定の見直しが試みられた。そ
れは不十分なものであったが，それすらも，
自民党政権になるに及んで，覆されそうに
なっている。しかし，福島第一原発事故の深
刻な被害により，なおも脱原発への世論の高
まりは続いており，そのせめぎ合いにあると
いえる。
以下，その経過とあるべき姿について述べる。

1　福島原発事故後のエネルギー政策に
ついて
⑴ 福島第一原発事故以後，政府は，2011
年6月に，「新成長戦略実現会議」の下
に関係閣僚からなる「エネルギー・環境
会議」が組織され，「エネルギーシステ
ムの歪み・脆弱性を是正し，安全・安定
供給・効率・環境の要請に応える短期・
中期・長期からなる革新的エネルギー・
環境戦略」を検討することになった。
従来，エネルギー政策は経済産業省が
主管していたが，「エネルギー・環境会
議」の議長は国家戦略担当大臣とされ，
民主党政権の下で設置された国家戦略室
が，エネルギー政策の見直しに当たって
大きな役割を果たすことができるように
なった。
この国家戦略室主導で行われた重要項
目は，原子力推進論の根拠の一つとなっ
てきた発電コストの再計算，再生可能エ
ネルギーの普及ポテンシャルの提示，原
発抜きの電力需給の検証，電力需給安定
化対策の検討，エネルギー政策に関する
国民的議論の実施，原子力委員会のあり
方の検討等多岐に及んだ。この試みは，

不十分ながら，従来の業界団体の繋がり
から独立して，国民的視点からエネル
ギー政策を再検討するものであった。
しかし，この国家戦略室の検討に並行

し，エネルギー政策や原子力政策そのも
のについては，旧来のやり方のまま，経
済産業省の下に設置されている「総合資
源エネルギー調査会」で審議されること
になった。
ただし，「総合資源エネルギー調査会」

においてもエネルギー政策の基本方針を
見直すために2011年10月に「基本問題
委員会」が新たに立ち上げられ，その中
に原発政策に慎重ないし批判的な委員が
3分の1程度加えられた。
この「基本問題委員会」で，原子力依

存を続けるか否かで激しい意見の対立が
あり，その結果，選択肢は一つに絞り込
まれず，原子力の電力に占める比率0％，
15％，20～25％に応じてエネルギー構成
の違うものが3つ作られた。その結果を
基に「エネルギー・環境に関する選択
肢」が作られ，国家戦略室主導で，2012
年7～8月に実施された意見聴取会，パ
ブリックコメント等による国民的議論の
対象とされた。この国民的議論の結果，
「エネルギー・環境会議」で決定された
のが「革新的エネルギー・環境戦略」で
あり，「原発に依存しない社会の一日も
早い実現」を目指すとされ，「2030年代
に原発稼働ゼロを可能とするよう，あら
ゆる政策資源を投入する」という文言が
盛り込まれた。この戦略はそれ自体が閣
議決定こそされなかったが，初めて政府
が脱原発に舵を切ったと評価できる。

⑵ 不十分ではあったが，脱原発に向けて
のこれらの動きは，自民党政権が発足す
るに及んで，後退しつつある。エネル
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ギー・環境会議と国家戦略室は廃止さ
れ，総合資源エネルギー調査会でも，エ
ネルギー政策は基本問題委員会ではな
く，総合部会（2013年7月からは総合
政策分科会）で論議されるようになり，
原子力に対して慎重な意見を持つ委員の
ほとんどが，このとき排除された。
以上のように，自民党政権の発足に伴
い，脱原発に向かって，不十分ながらエ
ネルギー政策の決定も民主化されつつ
あった動きも，福島第一原発事故前の状
態に戻りつつあるが，福島第一原発事故
の深刻な被害に基づく脱原発の世論はな
お大きくそのせめぎ合いにある。
脱原発に向けて，国のエネルギー政策
を，安全性や環境を重視し，省エネル
ギーや自然エネルギーを基本とするこ
と，手続的にも国会や地方自治体が関与
した上で，十分な情報公開の下に，原発
に批判的なNGO，学者・研究者が参加
し，幅広い市民の意見が反映できる手続
の制度化が望まれる。また，そのような
手続を含めた「自然エネルギー促進法」
（仮称）の制定が必要である。このこと
が，脱原発の必要性と具体的な道筋を一
層明らかにするものである。

2　規制体制について
⑴ 規制の面では，従来の不十分への批判
から，原子力安全・保安院と原子力安全
委員会とが，環境省の外局とする国家行
政組織法第3条に基づく行政委員会とし
て原子力規制委員会に変わった。
しかし，新たな原子力規制委員会に
は，人選において従来からの「原子力ム
ラ」の影響をぬぐいきれていない。この
点は，第1節の第3の2の⑵で委員の人
選の問題点として指摘したところであ
る。また，原子力規制委員会が現実に作
成した新たな安全指針等の問題点や限界

にその反映がみられることは第1節の第
3，第4で論じたところである。

⑵ 我々は，原発の速やかな廃止を求める
ものであるが，安全性の審査を厳格に行
うことは，原発の危険性を明らかにし，
再稼働をさせず，脱原発の必要性を一層
明らかにするためにも重要であると考え
る。また，脱原発への道筋として存在す
る廃炉，核燃料廃棄物処理処分を安全に
行うためにも必要である。
脱原発とその後始末のために，必要な

のは「原発廃止管理委員会」（仮称）と
もいうべきものであるが，そこにおいて
は，安全性，環境の重視を基本とし，国
民への十分な情報公開の下に，「原子力
ムラ」のしがらみのない技術者と環境団
体などのNGOも参加して行うものとす
べきである。

参考文献

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会編

「原発事故と私たちの権利―被害の法的救済と

エネルギー政策転換のために―」（明石書店，

2012年2月）

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会「国会

事故調報告書」（徳間書店，2012年9月）

大島堅一「エネルギー政策転換の到達点と課題」

環境と公害自然と人間の共生を求めて　第43

巻第1号（2013年）

第2　既存原発の取扱い
1　既存原発の運転も認めるべきでない
こと―2011年日弁連意見書とその後
の社会情勢
本章第1節で述べたとおり，原発事故によ

る深刻な被害を未然に防ぐためには，原子力
発電からの撤退が不可欠である。
この点，日弁連は，2011年7月15日に「原

子力発電と核燃料サイクルからの撤退を求め
る意見書」を発表し，同意見書において，国
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及び原子力発電所等原子力関連施設を有する
電力会社等に対し，以下のとおり提言した。
「1�　我が国の原子力政策を抜本的に見直
し，原子力発電と核燃料サイクル政策か
ら撤退すること。その具体的な廃止にむ
けての道筋は以下のとおりである。
⑴ 原子力発電所の新増設（計画中・建
設中のものを全て含む。）を止め，再
処理工場，高速増殖炉などの核燃料サ
イクル施設は直ちに廃止する。
⑵ 既設の原子力発電所のうち，①福島
第一及び第二原子力発電所，②敷地付
近で大地震が発生することが予見され
るもの，③運転開始後30年を経過し
たものは，直ちに廃止する。
⑶ 上記以外の原子力発電所は，10年以
内のできるだけ早い時期に全て廃止す
る。廃止するまでの間は，安全基準に
ついて国民的議論を尽くし，その安全
基準に適合しない限り運転（停止中の
原子力発電所の再起動を含む。）は認
められない。

2　今後のエネルギー政策は，再生可能エ
ネルギーの推進，省エネルギー及びエネ
ルギー利用の効率化を政策の中核とする
こと。」

ここで，同意見書は，福島第一原発事故の
発生及び同事故がもたらした多大な被害に
よって，従来の安全基準が全く事故の防止に
役立たなかったことが明らかになったことを
受け，原子力発電と核燃料サイクルからの脱
却を目指して公表されたものである。した
がって「安全基準について国民的議論を尽く
し，その安全基準に適合しない限り」とした
趣旨は，「原発の過酷事故のリスクが微塵で
もある限り，国策として原発及び核燃料サイ
クルを推進・保護すべきではない」（同意見
書）という点にあり，同意見書は，福島第一
原発事故の原因を究明した上で，同事故のよ

うな重大事故が万が一にも発生しないような
安全基準を，十分な国民的議論を踏まえた上
で策定することを求めている。
しかるに，現在に至るも，本章第1節で述

べたとおり，事故の原因すら解明されていな
い。したがって，福島第一原発事故のような
事態の再発防止策も確立されておらず，近年
中に確立される見込みもない。しかも，政府
の原子力関係の委員会から原子力発電に慎重
な人材が排除されるなど，幅広い国民的議論
が成立する見込みすら極めて乏しい。これら
の点に鑑みれば，もはや原発を運転させるの
は相当でなく，新増設はもとより，再稼働も
認めるべきではない。
また，以上の点からすれば，あえて原発を

存続させる理由もないに等しく，全ての原子
力発電所について，速やかに廃止しなければ
ならない。

2　廃炉費用問題について
⑴ 従来の会計基準の下では廃炉が困難で
あったこと
原子力発電所を廃炉にした場合，概

ね，解体費用と放射性廃棄物の処理費
用，それぞれにつき数百億円の費用を要
する。これに対し，電力会社の1年当た
りの利益は，概ね東京電力で経常利益
3177億円，四国電力で営業利益532億
5500万円（いずれも2011年3月決算。
なお東京電力の純利益はこの時点で赤
字）であった。
このように，原子炉等の廃炉には，多

額の解体費用を要し，発電時点と廃止措
置時点との間に相当のタイムラグがあ
り，あらかじめ積み立てておかないと解
体費用が準備できないおそれがある。そ
こで，解体に要する費用について，会計
上の措置として1988年度より「原子炉
等廃止措置引当金」の導入，1989年5
月に電気事業会計規則の改正が行われ，
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料金上の措置として，1989年4月の料
金改定により，料金算定上の料金原価と
して「原子力発電施設解体費」が設けら
れた。これにより，廃炉に必要な費用
は，電力会社が電力料金の中から毎年積
み立てていくことになった。なお，解体
放射性廃棄物の処理処分費用は2000年
度分から追加された。
ところが，相当数の電力会社におい
て，現時点においても，廃炉に要する積
立金が不足していることが判明した。不
足額は，2013年6月時点において，東
京電力が4076億円で最大であり，東北
電力が1524億円，関西電力が1450億円，
中部電力が1441億円，九州電力が1036
億円となっている。
しかも，今年策定された原発の新規制
基準は，第1節で述べたように不十分な
ものではあるが，従前の規制基準よりは
厳格になることから，基準を満たせずに
廃炉になる原発が出てくることが予想さ
れる。
さらに，現行の会計規則では，廃炉に
した場合，引当金の不足額を損失として
一括計上する必要があることから，財務
上の負担が大きく，電力会社が廃炉に二
の足を踏む背景となっている。
すなわち，企業が長期間にわたって使
用する固定資産を導入した際には，その
資産の耐用年数に応じて，減価償却費と
して長期に分割して費用計上することに
なり，この減価償却費も通常は電力料金
に転嫁できるが，廃炉を決めてしまえば
計上できなくなり，代わりに原発の発電
設備等を固定資産から除くための損失と
して除却損が派生する。しかし，除却損
は発電のために毎年発生する費用ではな
いので，電力料金に組み入れることがで
きない。そのため，電力会社にとって
は，原発について再稼働の可能性を残

し，発電用固定資産に含め続け，減価償
却費を計上し続けることが，経営上の至
上命題の一つとなっているものである。
従来から，原発の発電設備は，簿価の

一定割合について減価償却費を計上して
きたが，原発は，頻繁に定期点検を行
い，追加投資をするため，簿価が切り上
がって償却がなかなか終わらないという
特徴があった。このため，電力会社は原
発を少しでも長く稼働し続けなければな
らず，老朽化した原発が稼働され続ける
という安全上の問題につながっていた。
この状況で電力会社が原発の廃炉を決

めると，十分に減価償却されていない原
発の資産を一気に償却して，除却損を計
上しなければならなくなる。
今回の福島第一原発事故を受けて，政

府は安全基準を引き上げ，電力会社に安
全性確保のための投資を迫っているが，
これは，裏を返せば原発資産の固定資産
価値を増加させることになるから，ます
ます電力会社としては廃炉を選択した際
の除却損は増加することになる。
このように，現時点で電力会社が原発

を廃炉にすると正式に決めた場合，原発
資産の除却損と廃炉費用の引き当て不足
分を一括して損失に計上することになっ
て，ほとんどの電力会社は赤字となって
しまう。だからこそ，電力会社は絶対に
脱原発を認めるわけにはいかないのであ
る。

⑵ 会計規則改定とその課題
そのため，政府においては，廃炉を円

滑に進めるという理由から，廃炉のため
の費用を，原子力発電所の運転が終了し
てからも10年は積み立てられるように
会計規則を改定する方針である。これに
より電力会社は，不足額を最大10年に
わたって電気料金に上乗せすることが可
能である。
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この規則改定は，電力会社としては，
原発廃炉を選択した際の経営リスクが極
小化され，中長期的な視点に立った冷静
な判断を行いやすくなるものであること
から，廃炉や原発の運転中止を促すとい
う観点からは，一定の合理性を認めるこ
とができる。
しかしその一方で，新規則の下では，
廃炉に要する費用は電力料金に上乗せさ
れることになる。電力消費者，とりわけ
大口需要者より高額な電気料金を負担し
ている一般消費者は，必ずしも自らの意
思で原子力発電を選択しているとはいえ
ず，電力消費者に強制的に廃炉費用（原
発の建設によって生じた費用）を負担さ
せるのは，相当とはいえない。
そこで，規則改定に当たっては，「第
6」「第7」で述べるように，電力自由
化を含む抜本的な電力システムの改革を
行い，消費者が電力会社を選ぶ権利を保
障する必要がある。

参考文献

東京電力ホームページ

四国電力ホームページ

経済産業省資料「原子力に係る既存の引当金及び

拠出金制度の概要」

日経新聞2013年6月25日記事

産経新聞2013年6月26日記事

共同通信2013年6月26日記事

朝日新聞2013年7月2日記事

日経新聞2013年7月23日記事

第3　放射性廃棄物の管理
1　はじめに
我が国には，これまでにほぼ半世紀にわた
り原発を稼働してきたことによる使用済核燃
料をはじめとして膨大な量の放射性廃棄物が
保管されている。これらの放射性廃棄物につ
いては，長期間にわたり放射線を放出し続け

ることから，最終処分に至るまで安全に保
管・管理する必要がある。
しかしながら，低レベル放射性廃棄物につ

いては，青森県の六ヶ所低レベル放射性廃棄
物埋設センターにおいて処分されているが，
高レベル放射性廃棄物の最終処分場は候補地
のめどすら立たない状況である。

2　高レベル放射性廃棄物の管理の問題
高レベル放射性廃棄物のうち，使用済核燃

料については，燃料としての使用後も大量の
崩壊熱を出し続ける。そのため，使用後も常
に冷却し続ける必要がある。福島第一原発事
故では，4号機は停止中であったにもかかわ
らず，原子炉建屋内に設置された使用済核燃
料の冷却プールの冷却機能と水補給機能が失
われ極めて危険な状況に陥るなど，改めて原
発が稼働していない場合であっても，放射性
廃棄物の管理が困難であることが明らかと
なった。そのため，水冷式から金属製キャス
クに収納して空冷する方法が検討されてい
る。
全国にある原発の敷地内には，使用済核燃

料が大量に保管されており，一部の原発では
貯蔵率が限界に近付きつつあり，保管容量の
問題も深刻である。

3　低レベル放射性廃棄物の管理の問題
低レベル放射性廃棄物については，放射能

レベルにより処理方法が分かれる。
原発内のコンクリートや金属等，より低レ

ベルのものは，浅地中トレンチ処分（コンク
リートピットなどの人口バリアを設けず，素
掘りの溝状などの空間に廃棄物を定置して埋
設する処分方法）がされ，50年程度保管が
必要とされる。これらの廃棄物は，前記埋設
センターに最終処分される。
低レベル放射性廃棄物の処分は，砂漠など

水はけの良好な通気層に埋設する浅地中処分
が採用されている。これは廃棄物が入った容
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器が漏洩して地下水などを汚染しないように
するための対策である。しかし，六ヶ所村の
埋設センターの地質は，地表付近の通気層が
ほとんどないため，適地とは到底いえない。
そのため，造成面から最深約19mの帯水層
内に，防水構造を施したピット（人口バリ
ア）を設置し埋設することになった。しか
し，漏洩防止対策の効果は約40年に過ぎず，
その後は地下水の放射線汚染が拡散する危険
がある。
廃液やフィルター，廃器材，消耗品等の比
較的放射能レベルが低い廃棄物については，
浅地中ピット処分（地表を掘削した後，コン
クリート製の箱を設置してその中に廃棄物を
定置し，モルタルなどで充填する処分方法）
がされ，300年程度の管理を要する。
制御棒や原子炉内構造物などの放射能レベ
ルが高い廃棄物（廃炉廃棄物）については，
余裕深度処分（一般的な地下利用に対して十
分余裕を持った地下50m～100mへの処分）
がされ，数百年は管理が必要とされている。
なお，余裕深度処分については，現在調査
段階であり，実際の処分は行われていない
（2013年6月現在）が，廃炉廃棄物を六ヶ所
村の埋設センターに処分することは，安全協
定の解釈上無理があると考えられる。安全協
定では，埋設対象物は「原子力発電所等で発
生したもの」と規定されており，発生源本体
の解体から発生した廃棄物まで含まないと解
するのが合理的であるし，300年の管理をは
るかに超えるレベルのものが大量に含まれて
いるからである。
英・仏への委託再処理によって発生した低
レベル放射性廃棄物も返還され，現在六ヶ所
再処理工場内に保管されている。今後膨大な
返還量になることから，英国との間では高レ
ベルガラス固化体と交換する方式が実施され
ている。
低レベル放射性廃棄物については，放射能
レベルに応じた処分が予定されているが，

国，電気事業者及び日本原燃株式会社は，高
レベル以外には全て低レベルの範疇に含めて
処分方針を検討している。しかし，長寿命の
中レベル放射性廃棄物は低レベルと切り離し
て，別途安全対策を講じるべきである。今
後，原発の廃炉に伴い，大量の放射性廃棄物
が発生することが予想されることから管理容
量の問題がある。さらに，管理は50年～300
年程度と長期間必要となり，その間放射性物
質が周辺土壌や地下水に漏出しないともいい
切れず安全面の問題がある。

4　福島第一原発事故による放射性廃棄
物
福島第一原発事故では，大量の放射性物質

が原子炉外部に放出されたことにより，広範
囲にわたり土壌汚染等を発生させた。
また，福島第一原発における原子炉冷却等

に伴う汚染水処理の問題も深刻である。
したがって通常の原発稼働に伴う放射性廃

棄物の管理問題に加えて，除染による汚染土
壌等の管理・処分の問題に早期に取り組む必
要がある。

参考文献

日本原燃株式会社ホームページ

第4　核燃料サイクル廃止後の後
始末

核燃料サイクル廃止後に残される問題点
は，再処理施設と高レベルガラス固化体貯蔵
施設解体に伴う廃棄物の処理・処分問題と立
地自治体問題である。

1　廃棄物の処理・処分問題
再処理施設が本格稼働してもしなくても，

再処理が行われたことによって施設内の設
備・機器は放射能で汚染され，廃炉と同様の
廃棄物対策が必要となる。その上に，施設内
には再処理前の使用済燃料，再処理後の高レ
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ベルガラス固化体，固化前の高レベル廃液，
低レベル放射性廃棄物が残る。このうち使用
済燃料は，第3節第3の4で前述した「覚
書」と議会決議によりプールから施設外へ搬
出，高レベルガラス固化体も施設解体に伴い
他所への移動を余儀なくされる。これらは発
生者責任の原則に従ったオンサイト貯蔵（発
電施設内での貯蔵）もしくは最終処分場選定
までの中間貯蔵，日本学術会議が提唱する
「暫定貯蔵」などの方法が考えられる。問題
は高レベル廃液であるが，液体状態での保
管，移動は危険であることから施設解体前に
早急にガラス固化する必要がある。低レベル
放射性廃棄物は，原発の運転から発生したも
のではないので，六ヶ所最終処分場への埋設
はできず，他に処分場探しがなされることに
なる。
プルトニウムと回収ウランは，核物質防護
上厳重な管理体制が要求される。プルトニウ
ムは，焼却処分が検討されているが，焼却後
に死の灰が残るので，プルトニウムをガラス
固化して高レベル廃棄物と一緒に保管する方
法などが考えられている。
高レベルガラス固化体中間貯蔵施設内の固
化体の貯蔵期間は約50年とされているが，
核燃料サイクル政策が廃止されても，海外か
らの固化体搬入を拒否することは契約上ある
いは外交上極めて困難であり，その場合には
他に別途貯蔵施設を建設するか，青森県に対
し何らかの代償措置が講じられる事態も想定
される。
再処理廃止により，使用済燃料の搬出先を
失い原発の運転が困難となるが，これは「ト
イレなきマンション」と揶揄される原発政策
のツケが回ってきたにすぎず，電気事業者が
自己責任で解決すべき問題であるから，再処
理を原発の延命策に利用することは許されな
い。

2　立地自治体問題
六ヶ所核燃料サイクルは，使用済燃料の処

分に苦慮する電気事業者，再処理技術を確立
して核燃料サイクルの完成を意図する自民党
政権と原子力ムラ，巨利をもくろむ原子力産
業，そして，財政難と過疎にあえぎ，むつ小
川原開発の失地挽回を図りたい青森県・六ヶ
所村，それぞれの思惑が合致して立地が決定
した。
青森県は，核燃料サイクル施設の誘致によ

り，これまでの電源三法交付金，核燃料税，
寄付金など合わせて4千数百億円（2011年
度現在）のいわゆる核燃マネーを収受してき
た。
県，村とも原子力依存体質から自力で脱却

することは極めて困難な状況にある。核燃料
サイクル立地受入れの是非はさておき，核燃
料サイクル施設関連の県内従業員数は約
3500人に及び，核燃関連企業も174社（2012
年9月末現在。東京商工リサーチ調査）と多
数を占める。
これを前提とした財政，産業，雇用が構築

されている以上，核燃料サイクル廃止に伴う
補償措置が必要である。
具体的には，「第8」で述べるように，自

然環境を生かした地場産業の振興策，地場産
業と調和のとれた公共プロジェクト計画の導
入（例えば，再生可能エネルギー基地の拡
充），雇用対策，核燃料サイクル撤退に伴う
財政的補償，施設解体完了までの保安・管理
作業に地元企業の優先的起用などが法的に整
備される必要がある。

第5　電力会社の原発固執と総括
原価方式

1　総括原価方式とは
電力会社は，地域独占事業者であるため市

場競争による価格決定が行われない。そのた
め，発電のためのコストに一定の事業報酬を
上乗せした額を基準に電力料金を定めてお

第7節　脱原発に向けた課題

― 297 ―



り，これを総括原価方式という。電力料金
は，こうした「総括原価方式」によって算定
されることになってきたが，今日では，総括
原価方式は経済産業大臣の認可が要件である
小口の電気料金のみに用いられている。
どの国でも，家庭用と産業用とでは電気料
金体系が異なり，産業用は家庭用よりも低価
格で供給されている。しかし，先進国では，
ごく一部の地域を除いて電力自由化が実施さ
れており，日本のような総括原価方式は，既
にとられていない。日本でも一定規模を超え
る需要家には小売が自由化されており，供給
価格は電力会社との契約で決まるようになっ
ている。
電気料金の決定に用いられてきた総括原価
方式という料金体系は，営業費用（建設費，
燃料費，運転維持費等）に発電に必要な資産
に一定の報酬率を掛けた事業報酬（借入金の
利払いや株式配当資金等）を加え，これを年
間発電量で割ったものを料金とするものであ
る。この料金体系は，電気事業者に電気の安
定供給義務を課すとともに，電気事業者の経
営を安定的に継続させるために，発電にかか
る費用と利払いを保証するためのものとされ
てきた。
このうち事業報酬とは，融資を受けている
金融機関への利払い及び株主への配当と内部
留保のためにあらかじめ電力料金に組み込ん
でいる項目である。これは，電力会社が発電
のために必要な固定資産を形成するために必
要な資本コスト（資金提供者に約束する利回
り）であるとされる。株主への配当も利息の
払いも，一般の企業においては儲けから捻出
されるものであるから，電力会社における
“儲け”であるといわれる。
この事業報酬は，従来概ね発電用固定資産
の金額の3.0％が計上されてきた。今回の東
電事故に起因する一連の値上げでも，2.9％
程度と，ほぼ同じ水準で計上されている。

2　総括原価方式の問題点
⑴ 原発などの大規模電源開発に利用され
てきたこと
総括原価方式は，営業費用と事業報酬

が適正に計算されているときには正当性
をもつといえよう。しかし，我が国で
は，これまで電気事業者の原発や大型火
力など大規模電源の開発推進に都合よく
利用されてきた。すなわち，発電費用に
多大の広告宣伝費や電力中央研究所の費
用，自治体などへの寄付金などが含ま
れ，他方で，建設費の高い原発など大規
模電源を借入金で建設するほど継続的に
事業報酬額が高くなり，しかも，過大な
利益剰余金を確保してきた。これらが，
電力会社の原発立地推進や電力システム
改革を妨害するための資金としても使わ
れてきた。使用済核燃料も資産として評
価されている。

⑵ 廃炉を妨げてきたこと
電力会社にとっては，原発の発電設備

等が発電用固定資産として認められるか
否かが，事業報酬額を大きく左右するこ
とになる。総括原価方式では，発電用固
定資産額が増えるほど事業報酬が増える
という構造になっているため，数千億円
規模の固定資産である原発は，電力会社
にとって必ず発電用固定資産に含めてお
きたい重要資産である。
原発を廃炉にすると決めると，その原

発は発電用固定資産から外されてしまう
から，たとえ老朽化した原発で，実際に
は再稼働の予定がなかったとしても，電
力会社としては「稼働の見通しがある」
などとして廃炉を避けようとする。これ
が総括原価方式における電力会社の合理
的な経営判断である。

⑶ 事業報酬が不当に水増しされてきたこと
事業報酬は，会社が発電のために導入

した固定資産について，その資金調達に
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必要だとされるコストである。電力会社
の資金調達の方法としては，株主に出資
をしてもらう自己資本による方法と，金
融機関から借入れをする等の他人資本に
よる方法がある。そして，株主への配当
や内部留保に相当する利回りは，関電の
値上げ申請では毎率6.28％で計算されて
いる。
つまり，電力会社の株主は，毎年6％
以上の利回りを期待できるということで
あり，これは1％台の借入利息よりも遥
かに高い。そのため，電力会社の自己資
本（株主から調達した資金）の割合が高
いほど事業報酬は大きくなる。
ところが，電力料金の算定に用いられ
る電力会社の自己資本比率はフィクショ
ンであって，現実の自己資本比率ではな
い。事業報酬の算定においては，電力会
社の自己資本比率は30％あることにし
て計算されているが，現実の自己資本比
率は，東京電力では5％以下，関西電力
や九州電力でも現在は10％以下である。
しかし，それでは事業報酬率が下がって
しまうため，自己資本比率が30％ある
ことにして事業報酬率は計算されてい
る。
こうしたフィクションを置いている理
由として，「電気料金算定上の各論点に
ついて」（1995年第30回料金制度部会資
料）では，「自己資本比率が一定以下に
なった場合，信用力の低下による借入金
利の上昇を招きかねず，経営の健全性を
損なう恐れがある。したがって，適正な
自己資本比率は，10社の実績平均値で
はなく，一般電気事業の特性に応じた適
正な自己資本比率を算定することが必要
となる。」としている。しかし，この理
由付けには全く合理性がない。
現状のように，実際には30％を大き
く下回る自己資本比率しか実現できてい

ない場合であっても，30％の自己資本が
あることとして，実質よりも多額の事業
報酬の計上を認めるルールの下では，電
力会社に高い自己資本比率を維持するイ
ンセンティブは働かず，あるべき高い自
己資本比率の維持という政策目的に逆行
するからである。
さらに深刻なことに，この自己資本報

酬率が，福島第一原発事故のためにむし
ろ引き上げられてしまっている。
もともと，電力会社は典型的な安定企

業であり，株主に高い利回りを約束しな
くても十分に株を買ってもらえる事業者
であった。それにもかかわらず，過去に
おいても5％台の自己資本報酬率が設定
され，これ自体が高すぎたと，東京電力
の事故調査委員会でも指摘されている。
その上，電力会社は，今回に限って福

島第一原発事故から直近までの期間だけ
を切り取って，その短期間の10電力会
社の株価変動を基準に自己資本報酬率を
計算しているため，東京電力と東北電力
の大幅な株価変動が極端に強く反映され
ることになり，福島第一原発事故以降，
この自己資本報酬率はさらに上昇するこ
とになった。
この結果，電力会社は福島第一原発事

故によってより多くの事業報酬（≒儲
け）を得られるようになった。これは，
福島第一原発事故による便乗値上げとい
わざるを得ない。

⑷ 消費者への情報開示を要せず電力料金
に計上できてしまうこと
東京電力値上げの際に大きな問題と

なった費用として，日本原電からの購入
電力料約1000億円がある。実際には，
福島原発事故以降，日本原電から全く電
力は買われていない。
そもそも購入していない電力の料金を

満額支払うべき合理性はないと考えるの
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が通常であるが，それでもなお，この購
入電力料を日本原電に支払い，それを一
般消費者への電力料金に転嫁するのであ
れば，最低限，日本原電と東京電力の間
の契約書又は契約内容を全面的に公開す
べきである。
ところが，民間企業同士の契約である
ことを理由に，いまだ，消費者に契約書
が開示されていない。東京電力が日本原
電といかに不合理な契約をしていたとし
ても，そのまま全て，電力料金に転嫁さ
れることになり，極めて不当である。
⑸ 電力消費者間の不公平を拡大したこと
しかも，東京電力では，電力消費量で
は4割にすぎない一般家庭への総括原価
方式で認可された料金による電力販売に
よって，東京電力の利益の91％をあげ
ていたことが，2012年5月23日の電気
料金審査専門委員会における経済産業省
の資料で明らかになった（全電力会社の
平均でも，一般家庭への売電での利益が
全電力会社の利益の7割を占める）。電
力事業者が電力自由化に強く抵抗する理
由の一つが，電力会社に都合のよい総括
原価方式による電力料金によるこの収益
体質にあるのであろう。

3　仮に総括原価方式を存続させる場合
の最低限必要な改革
⑴ 第一に，事業報酬については実績ベー
スの計上に変えるべきである。
総括原価方式における発電原価とは，
原価に組み入れることが合理的と認めら
れる費用等であるべきであり，これは必
ずしも実績値と完全に一致するものでは
ないが，あくまで，消費者の立場から消
費者利益保護のために合理性を判断すべ
きである。
しかし，現在の総括原価方式では，電
力会社の裁量が大きすぎ，たとえ再稼働

することが非合理な原発であっても，電
力会社が稼働させると主張すれば発電用
固定資産に計上されてしまい，さらに自
己資本が水増しされ，福島第一原発事故
の便乗値上げによって高まった事業報酬
率に基づく事業報酬が認められることに
なってしまっている。
この不合理を解消するためには，消費

者から見て電力料金への計上が合理的か
という基準に判断基準を変更した上で，
客観的に稼働の見込みが立っていない原
発については，事業報酬の算定から外す
べきである。また，自己資本比率や事業
報酬率についても，現状の実績をも踏ま
え，あくまで消費者にとって合理的な費
用計上のあり方に全面的に改めるべきで
ある。
減価償却費についても同様であり，稼

働見込が立たない発電設備の減価償却費
について，電力料金に転嫁することを認
めるべきではない。

⑵ 第二に，日本原電からの電力購入料と
の関係で問題が顕在化した，情報非開示
の下での電力料金計上を禁止しなければ
ならない。消費者保護の観点から，根拠
情報の開示なくして，電気料金等の公共
料金への計上はあり得ない。今後，電気
料金の算定に際しては，料金に算定され
るものについては，全て根拠情報を開示
することを原則とし，根拠資料が開示さ
れない費用項目については，料金算定を
認めないというルールを明確化するべき
である。このようなルールに変更するこ
とで，電力会社にとっては，あえて原発
再稼働を目指し続けるメリットが大きく
減殺されることになる。
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第6　電力料金体系の抜本的改編
1　電力システム改革における自由化問
題
⑴ 電力システム改革の動き
福島第一原発事故を受けて，民主党政
権時に総合資源エネルギー調査会総合部
会に設置された電力システム改革専門委
員会は安倍政権にも継承され，2013年
2月に取りまとめた報告は，垂直一貫体
制による地域独占，総括原価方式による
投資回収の保証，大規模電源の確保と各
地域への供給保証といったこれまでの電
力供給構造全体をシステムとして捉えた
上で，国民に開かれた電力システムの下
で，事業化や需要家の「選択」や「競
争」を通じた総意工夫によって実現する
電力システムへの転換が必要であると
し，当面の送配電網の広域系統運用の拡
大に加え，小売の全面自由化，卸電力市
場の活性化，送配電網の中立性確保のた
めに既存の発送電事業の法的分離や需要
調整型料金体制等の改革を求めた。
⑵ 電力自由化と料金体系
電力システム改革の柱となるのが，発
電及び小売部門における完全自由化の実
施と，自由化の前提としての公正な競争
条件の整備である。電力自由化の狙いは
市場競争を通じて電気料金（小売価格）
を引き下げることにある。
原発は直接の発電コストに加え，その
危険性，最終処分の困難性，立地の困難
性などに対応するために多大の社会的費
用と時間を必要とするという特徴があ
る。それ故，原発は国策として推進さ
れ，特別会計や一般会計を通して研究開
発や立地対策に国から膨大な補助金が出
捐されてきた。バックエンド対策も電気
料金に上乗せして徴収されているが，一
部であり，結局は税金での負担となりか
ねない。

今後，原発や核燃料関連施設の安全規
制が強化され，最終処分費用を適正に盛
り込んだ上で，他の電源と競争がなされ
るならば，原発は決して安い電源とはい
えず，むしろ高い電源であることが国民
の前に一層，中身が明らかになるであろ
う。原発は，運用時だけをみれば，電力
会社にとっては安い電源であるが，国民
にはリスクもコストも高い電源なのであ
る。
2011年12月に民主党政権下のエネル

ギー・環境会議に設けられたコスト等検
証委員会が原発等の電源ごとのコストを
検証し，これまで原発の発電コストとい
われてきたコストを明らかにしたが，そ
こでも事故費用やバックエンド費用は不
確定であるとして原発のコストに含めら
れておらず，規制も強化されていくた
め，今後，明らかに増大する。米国や欧
州で電力会社が原発の廃炉に踏み出して
いるのも，電源間の競争において，既に
原発は高い電源となっているからであ
る。

2　電力自由化における留意点
しかし，自由化が常に，価格の引き下げを

もたらしてきたとはいえないように，電力自
由化においても，その道筋は一筋縄ではな
い。どの国でも，これまで垂直一貫型の電力
事業の発送電が分離され，発電部門に新規参
入が可能になっても，従来からの電力会社が
圧倒的な資本や供給力をもってきた。自由化
によって，直ちに，真の消費者のための競争
が行われるとは限らないからである。
そのため，電気料金においても，自由化の

前提として，公正な競争を担保するための改
革が必要である。小口電力の小売りの自由化
によって料金規制を撤廃すべきかは，自由化
の実をみていく必要がある。
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3　透明性，選択の自由の確保
電力自由化の前提として，まずは，意思決
定過程を含めた情報公開によって透明性を高
め，消費者の選択の自由を確保する必要があ
る。そのためには，電気の質及び電気料金の
内訳がわかりやすく示される必要がある。発
電費用，送電費用の区別はもとより，消費
税，原発推進のための電源開発促進税，2012
年から追加された再生可能エネルギー買取制
度による賦課金，石油石炭税などが電力会社
ごとに料金明細書に表示されて，第三者によ
る妥当性の検証の機会があり，その結果が契
約消費者に開示される必要がある。
石炭火力を拡大して電気料金を低下させる
ことは，CO2排出規制によって制限されるべ
きであるが，電力会社ごとあるいは販売する
電気の種類ごとに，燃料種別ごとの割合の開
示も必要である。我が国では再生可能エネル
ギー買取制度の賦課金の額しか電力消費者に
開示されていないが，欧米では既に行われて
いる。競争ルールの公正さの確保の一歩が情
報公開にかかっている。このことが，脱原発
をより推し進めることになるであろう。
さらに，ピーク時等にディマンドサイドで
の電力消費の抑制を誘導する料金体制も選択
肢として提示すべきである。ピーク時の供給
停止を含む需給調整型契約など，需要側の選
択肢を増やすことも重要である。電気の低廉
で安定的な供給は，安全で低炭素かつ地域分
散型電源の下で実現されるべきであるからで
ある。

第7　再生可能エネルギーの拡大
と電力システム改革

1　再生可能エネルギー拡大の可能性
原発に代わり得るエネルギー源は再生可能
エネルギーである。ドイツは既に電力供給の
23％を再生可能エネルギーで賄い，エネル
ギー消費を削減しつつ，2020年までに35％，
2030年までに50％，2050年には80％を再生

可能エネルギーに拡大することを目標として
いる。
日本でも，環境省の調査によれば，再生可

能エネルギーの賦存量は日本の電力供給量の
5倍に及ぶ。日本はドイツよりも再生可能エ
ネルギー資源に恵まれた国であるといえる。
原子力依存からの脱却にこれらの再生可能エ
ネルギーを利用可能にする制度の構築と適切
な運用が不可欠である。

2　野心的な目標の設定
そのために，明確で野心的な目標を設定

し，確実な目標の実現に向けた中長期計画が
必要である。我が国においては，原子力と再
生可能エネルギーを合わせて「準国産エネル
ギー」と呼び，2010年6月の経済産業省資
源エネルギー庁「エネルギー基本計画」では
2030年までに合算で70％という，内訳を示
さない目標であった（実質的には，再生可能
エネルギーは20％）。民主党政権下での「革
新的エネルギー・環境戦略」（2012年9月14
日）では，2030年までに再生可能エネルギー
電力量を2010年の約3倍に拡大するとし，
固定価格買取制度での効果的な運用等に加え
て，系統の強化，系統の安定化対策も掲げら
れていた。たが，安倍政権下で閣議決定され
た「平成24年度エネルギーに関する年次報
告（エネルギー白書）」では，「エネルギー政
策のゼロベースからの見直し」を掲げ，再生
可能エネルギーについては「最大限の導入」
としか記述されていない。これまで，国とし
ての野心的な目標を明確に設定しないこと
が，これまでの再生可能エネルギー導入量が
電力消費量の1％程度（水力を除く。）にと
どまってきた要因である。まず，少なくとも
2030年までに発電電力量の35％（水力を含
む。）といった明確で野心的な数値目標を定
めるべきである。
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3　再生可能エネルギーの拡大に不可欠
の発送電分離
我が国では，諸外国で再生可能エネルギー
の飛躍的導入に貢献した固定価格買取制度に
（FIT）に当たる制度が2012年7月1日に導
入されたところで，その運用はまさにこれか
らである。
また，我が国のFITに当たる電気事業者
による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法では，垂直一貫型で送電網も独
占する一般電気事業者にその送電網の優先接
続義務は課されておらず，系統の電気の容量
を超えること等を理由に接続を拒否できるこ
とになっている（同特別措置法第5条第1
項，特別措置法施行規則第6条第5号及び第
6号）。実際，太陽光発電についても，接続
拒否が相次いでいる。再生可能エネルギー発
電事業者の接続のための費用負担も重い。
また，ピーク時の対応など再生可能エネル
ギーの特性を生かした需給対応には，電力の
小売の自由化と取引市場の活性化が不可欠で
ある。
これらの問題の解決には，電力システム全
体の抜本的改革，とりわけ発送電の分離の実
現が不可欠である。安倍政権も電力システム
改革の推進を掲げているが，既存の10電力
会社は発送電分離になお強く抵抗しており，
電気事業法の改正法案を2013年通常国会に
上程するに当たり，今後の工程表ともいうべ
き内容にとどめさせたが，同法案も成立に至
らず，廃案となった。
電力会社は，国をまたぐ電力市場が形成さ
れている欧州と異なり，日本はエネルギー資
源を輸入に依存し，海に囲まれた島国であ
り，発送電を分離すると安価な電力の安定供
給を確保できないとして反対している。スペ
インも，電力供給網においては日本と同じ
「島国」であるが，スペインでは，送電事業
の完全中立化とIT等最先端の制御機能を活
用して需給調整を行うことによって，再生可

能エネルギーが基幹電源の地位を占めるに
至っている。その関連事業も飛躍的に拡大し
た。その過程でのノウハウは国外にも輸出さ
れ，低迷するスペイン経済の再生を牽引する
役割も担っている。
ドイツでも，1990年代から電力自由化と

発送電分離に取り組んできたが，接続料金が
高くなるなど，公正中立な送電事業が定着す
るまでに細部の制度設計での改革を積み重ね
ることが必要であった。
いつまでも，できない理由を探し続けるの

ではなく，電力システム改革の本体を電気事
業法に盛り込み，とりわけ北海道や東北地方
内や北本連系（北海道と本州を結ぶ電力供給
設備）の送電網を整備拡充し，優先接続を義
務とする等の改革が急務である。

参考文献

「平成22年度再生可能エネルギー導入ポテンシャ

ル調査報告書」（株式会社エックス都市研究所，

アジア航測株式会社，パシフィックコンサルタ

ンツ株式会社，伊藤忠テクノソリューションズ

株式会社，環境省委託事業）

エネルギー環境会議「革新的エネルギー・環境戦

略」（2012年9月14日）

電力システム改革委員会報告書（2013年2月）

経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー白書

2013」（2013年6月）

大島堅一「原発はやっぱり割に合わない─国民か

ら見た本当のコスト」（東洋経済新報社，2013

年）

第8　原発立地地域の再生支援
1　原発立地に要するコストを再生可能
エネルギー支援に切り替えること
原子力発電所の維持には，多額の国費を要

する。
第一に，原子力政策を進めるための財政支

出である。一般会計と特別会計からの技術開
発経費，地元懐柔策として支出されている電
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源三法交付金などの立地対策費を合計する
と，その額は年間約3500億円になる。
第二に，長期的に必要な再処理費用にも膨
大な国費を要する。原子力委員会によれば，
2011年3月時点の届け出額で，六ヶ所再処
理工場における再処理費用総額は12兆2100
億円である。このうち支出済みの建設費2兆
2000億円や，脱原発した場合でも必要とな
る施設の廃止措置1兆5400億円・返還放射
性廃棄物の処分費用5200億円を除くとして
も，仮に原子力発電所を維持するならば，7
兆9500億円が追加的な費用として今後かか
ることになる。これに加えて，使用済燃料を
全量再処理しようとすれば，脱原発した場合
でも必要な返還放射性廃棄物処分費用5200
億円を控除しても，さらに11兆円を超える
費用が必要となる。これらの合計額を仮に
15年で平均すると，原発を維持するならば
年間約1兆3100億円が，毎年必要になる。
これらの金額を電気事業者だけで負担できる
とは考えられず，相当割合の国費が投入され
ると思われる。
第三に，再処理そのものだけでなく，再処
理から生み出される高レベル放射性廃棄物や
TRU廃棄物処理に要する費用がある。これ
も半量再処理分から出てくるこれらの放射性
廃棄物処理だけで，年間700億円近く積み立
てられている。全量再処理すれば，この2倍
はかかると考えられる。しかも，高レベル放
射性廃棄物が生物にとって無害な水準になる
には，数万年もの期間を要する。
さらに，事故コスト及びこれに対して投じ
られる国費を考慮すれば，原発維持によって
生じる国費は非常に大きくなる。原発事故
は，最悪のケースで100兆円を超える規模の
被害をもたらす可能性すらある（例えば，
2011年7月27日衆議院予算委員会で，児玉
龍彦教授は除染費用に数十兆円を要すると述
べる。）。
これらの費用の一部を，再生可能エネル

ギーへの支援に投入するだけで，原発立地地
域には相当の雇用が確保されると考えられ
る。いち早く原子力発電からの脱却，再生可
能エネルギーの推進に舵を切ったドイツで
は，既に38万人の雇用を再生可能エネルギー
関連で創出している。これは，原発によって
ドイツにもたらされた雇用の約10倍に上る。
同様のことは，日本においても相当程度妥当
するであろう。またこれまで，原発立地地域
においては，国策によって原発推進に向けて
誘導されてきた経緯があることに鑑みれば，
今後，国策によって当該地域を脱原発に向け
て誘導することには一定の合理性がある。例
えば，従来の原発立地地域を「再生可能エネ
ルギー特区」として，法制度や予算配分に
よって，当該地域において再生可能エネル
ギー関連産業の振興を図ることも，十分な検
討に値しよう。
しかも，原子力発電の維持に要する上記コ

ストは，原子力発電を維持する限り永久に支
払い続けなければならない。他方，再生可能
エネルギー事業が自立すれば，普及政策に要
するコストはゼロになる。したがって，費用
対効果という点でも，とりわけ原発立地地域
における再生可能エネルギー支援には優位性
がある。

2　原発関係交付金の，脱原発交付金へ
の切り替え
また，電源三法交付金システムを残しつ

つ，地域が脱原発に向けて舵を切るための方
策として，旧式・高経年炉その他の原子炉を
廃炉にした場合，廃炉後数十年の交付金支給
をするという「廃炉交付金」構想が考えられ
る。類似するものとしては，旧産炭地域の廃
坑後における旧産炭地域振興交付金がある。
原子力発電所の稼働が，立地自治体に経

済・財政的メリットを多くもたらす場合，立
地自治体が中立ないし脱原発に転換するの
は，相当の困難がある。安全確保の観点から
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純粋に意思決定できる余地は乏しく，基本的
には稼働・再開を容認する推進方策に傾きが
ちである。それでも立地自治体は，安全確保
は希求して，不安な原子力発電所の稼働・再
開には抵抗を示してきた。今までの立地自治
体も，全てが頑迷固陋な推進派ではなく，多
少は中立的立場でもあった。しかし，既存の
推進構造の下では，中立方策を取ろうとして
も，推進側に引き寄せられ，脱原発の政策は
著しく困難になる。
立地自治体が，真の地域自主権を回復する
には，中立，更には脱原発の政策に立とうと
も，あるいは，稼働・再開に同意・不同意に
かかわらず，経済・財政的メリットが一定で
あることが必要である。つまり，稼働の有無
に関わりなく，停止中・点検中を含めた立地
の事実のみに基づいて運用される交付金・税
制でなければならない。

3　自律的な地域経済の実現へ
もっとも，北海道夕張市における財政破綻
や過疎化の進行にみられるように，旧産炭地
域振興交付金は，必ずしも旧産炭地域に自律
的な経済振興をもたらしたわけではない。同
様に，単なる交付金のみでは，従来の原発立
地地域の自律的な経済振興はもたらされな
い。例えば，1で例示した「再生可能エネル
ギー特区」など，経済振興をもたらし得る他
の政策と組み合わせて導入する必要がある。
また，地域に点在する様々な資源を活用し
た産業振興の可能性を探ることも重要であ
る。例えば，日本で最も多数の原発が立地す
る福井県嶺南地域の中心都市・敦賀市におい
ては，良質の港湾があり，古来，日本と大陸
諸国とを結ぶ要衝の地位を占めてきた。今日
においても敦賀港は，中京圏・近畿圏から最
も近い日本海側の港であり，こうした交通の
利を生かした産業振興の可能性を探ること
は，とりわけ今後，敦賀市及びその周辺にお
いて地域経済を振興させる上で最も重要な課

題の一つといえる。なお，このような，本来
の地域に根ざした産業振興は，福井県をはじ
めとした立地地域対策に限らず，他の，公害
で疲弊した地域の再生という点でも共通した
課題であり，さらに，過疎地全般に関する政
策として，国の政策として図っていかなけれ
ばならないことでもある。
最後に付言すると，立地自治体にとって深

刻なのは，原発事故による災害発生の可能性
は，地域づくりに諦観を与え得ることであ
る。原子力発電所の立地するような地方圏・
過疎圏は，地域起こしを目指す場合には，豊
かな自然やきめ細やかなコミュニティ・地域
社会と人情とを地域資源として，政策を打ち
立てるのが通常である。しかし，福島第一原
発事故で深刻な被害を受けた福島県飯館村の
例にみられるように，ひとたび深刻事故が起
きれば，こうした努力はたちどころに水泡に
帰す。過疎化・限界化と少子高齢化によっ
て，長期展望が描きにくいのは，多くの自治
体で共通している現象であるが，とりわけ原
発立地地域においては，ひとたび原発事故が
起これば，地域・自治体の地道な営みが一瞬
で破壊され，かつその影響が長期に，そして
広い範囲に及ぶ。
脱原発は，自律的な地域経済の振興にとっ

て，それだけでは十分条件ではない。地域経
済を振興させるには，原発からの脱却だけで
なく，地域住民をはじめとした多くの人々に
よる様々な努力が必要である。しかし，脱原
発は，地域経済を自律的に振興させる上で，
欠くべからざる必要条件なのである。

参考文献

大島堅一「原発のコスト」（岩波新書，2012年1

月25日第5版）

千葉恒久「再生可能エネルギーが社会を変える」

（現代人文社，2013年2月25日第1版）

金井利之「原発と自治体」（岩波ブックレット，

2012年3月6日第1版）
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熊本一規「脱原発の経済学」（緑風出版，2011年

11月30日第1版）

清水修二「原発になおも地域の未来を託せるか　

福島原発事故─利益誘導システムの破綻と地域

再生への道」（自治体研究社，2011年6月15日

第11版）
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第1　福島第一原発事故以前にお
ける原発輸出政策

政府は，2005年の「原子力政策大綱」等
において，原子力産業の国際的展開の方針を
示し，また，2006年の「原子力立国計画」
において，日本のメーカーによる海外プラン
ト輸出を推進し，受注に向けた法的な整備な
どを国が積極的に後押しするとし，原発輸出
のために，各国との原子力協定締結や交渉を
推し進めてきた。
このような政府の原発輸出政策の背景に
は，国内の原発建設需要が減少する一方，株
式会社日立製作所がゼネラル・エレクトリッ
ク社を買収し，株式会社東芝がウェスティン
グ・ハウス社を買収するなど，日本の原発
メーカーが中枢を担う形で世界の原子力産業
の再編がなされたことがある。

第2　福島第一原発事故後も続け
られる原発輸出政策

1　原発輸出政策の再開
福島第一原発事故後，一時的に，原発輸出
の動きは停滞し，既に署名した原子力協定の
国会承認も棚上げとなっていた。
ところが，政府は，2011年8月に原発輸
出の推進政策を閣議決定し，同年10月には，
ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」
という。）の原発建設計画への協力を表明す
るなど，原発輸出推進の方針を維持・再開す
ることを明らかにした。同年12月には，ベ
トナム，ヨルダン・ハシュミット王国（以下
「ヨルダン」という。），大韓民国，ロシア連
邦との原子力協定が国会で承認された。この
うち，ベトナムとヨルダンは，原発輸出が予
定されている相手国であり，これらの原子力
協定においては，締約国（日本）又は締約国
政府に認められた者が，核物質，資材，設備
及び技術の提供，公開の情報の交換，役務の

提供その他両締約国により合意される方法に
よって，原子力利用にかかる協力を行うこと
となっている。このように，政府は，福島第
一原発事故を踏まえて日本は世界一厳しい基
準の下に原発を作れるかのように宣伝して，
原発メーカー共々積極的に原発輸出を推進し
ている。
特に2012年末の政権交代後においては，

政府は原子力産業と一体となってこの流れを
加速させ，政府の「成長戦略」においても原
発の再稼働や輸出を位置づけている。2013
年5月には，トルコへの輸出について同国と
合意し，さらにインドとの原子力協定の締結
交渉も進められている。

2　原発輸出政策の問題点
しかし，福島第一原発事故の原因究明は，

原発の安全確保のために最低限必要である
が，いまだ明らかになっていない。また，拙
速に策定された安全基準は，福島第一原発事
故を招来した安全指針類の欠陥を直視してお
らず，原発の安全性を確保できない不十分，
不合理な内容である。そのような状況下にあ
る日本が，原発の安全性を宣伝して原発を輸
出することは余りにも無責任である。
また，第3章第１節第3で述べたとおり，

日本の原賠法ではメーカー等の責任は免除さ
れている。しかし，仮に海外への原発輸出に
おいても同様の規定が設けられた場合，同規
定によって原発事故被害者の救済が十分に行
われないおそれがあり，その場合，加害企業
を免責したものとして，日本及び当該企業が
国際的な非難を招く可能性も高い。また，仮
に同様の規定が設けられたとしても，原発事
故被害者は当然，そのような規定を適用しな
いよう求めると考えられるため，損害賠償を
めぐる国際的な紛争を招く可能性も高い。現
に，米国カリフォルニア州のサンオノフレ原
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発の廃炉に伴い，サザン・カリフォルニア・
エジソン社（SCE）は蒸気発生器を納入した
三菱重工業に対し，SCEと顧客の損害全額
の責任を負うべきと主張し，紛争化してい
る。また，福島第一原発事故の被害者らの中
には，福島第一原発の設計に携わった国内外
の会社を提訴しようとする動きがある。な
お，政府が原発輸出を計画している国のう
ち，インドにおいては，2010年，原発にも
製造物責任を問えるよう法律が制定された。

3　輸出先における環境破壊の危険
自然現象により重大な原発事故が起こるこ
とを福島第一原発事故は明らかにしたが，日
本が輸出しようとする各国には，それぞれの
憂慮すべき自然現象が存在する。ひとたび重
大な原発事故が発生すれば，相手国及びその
周辺国の広範囲にわたって深刻な放射線被害
を及ぼし，環境破壊，人権侵害をもたらすこ
とになる。
例えば，ベトナムでは，マニラ海溝を震源
とする地震による津波が，過去50年間に6
回確認されており，専門家は，今後，マニラ
海溝でマグニチュード9を超える地震が発生
し，これによる津波がベトナム沿岸部に深刻
な被害を及ぼす可能性を指摘する。建設予定
地から約20kmの地点には，ニントゥアン省
の省都ファンラン市（人口約18万人）があ
る。事故が発生した場合には，避難住民の数
が膨大となることが予測されるが，避難計画
の実行可能性は全く不明確である。また，ベ
トナムでの原発建設予定地であるニントゥア
ン省ビンハイは，絶滅危惧種であるアオウミ
ガメの産卵場所や珊瑚礁などの貴重な生態系
を残すヌイチュア国立公園に隣接している。
そのため，原発の温排水等による影響が懸念
されている。
また，ヨルダン西部に位置する死海・ヨル
ダン地溝帯は，地震の頻発地帯であり，シリ
ア・イスラエルなど周辺各国には，過去にマ

グニチュード7を超える地震で繰り返し深刻
な被害を受けてきた歴史がある。この地域
は，原子炉のみではなく，運転に不可決な周
辺インフラ（下水処理場・導水管・送電線な
ど）も含めた耐震性の確保が明確でないと指
摘されている。また，ヨルダンでの原発建設
予定地であるマジダルは世界有数の乾燥地域
の内陸部である。原発では大量の冷却水を利
用するため，海岸沿い又は大規模河川近傍に
建設されるが，マジダルにおいては，既存の
下水処理場を拡張して，その処理水を冷却水
に使用する予定である。緊急炉心冷却装置が
作動しない場合の冷却水の貯蔵量は，約15
日分（83万m3）とされており，福島第一原
発事故と同様の事態に至る可能性も否定でき
ない。しかも，原発建設予定地は，首都アン
マン（人口約120万人）から約40km，同国
第二の都市ザルカ（人口約80万人）から約
15kmの地点にあり，事故が発生した時の影
響が極めて大きく，避難計画の実行可能性等
が不明である。原発予定地の下流には，農産
物の生産地であるヨルダン渓谷の灌漑地域が
広がり，農業への影響も懸念されている。
同様に，トルコも，アルプス・ヒマラヤ造

山帯に位置し，日本同様，地震が頻発する国
である。インドも国土の枢要部に同造山帯を
抱えているばかりか，核保有国であることか
ら，核拡散という観点からも懸念がある。
また，事故発生時のみならず，平常運転中

の労働者被ばくや公衆の被ばくのおそれもあ
る。さらに，使用済燃料や放射性廃棄物の処
分は，日本でも全く解決されておらず，原発
輸出をすれば，その未解決の解決困難な問題
を合わせて相手国に輸出することになる。

第3　小括―原発輸出の中止
このように，原発輸出は相手国の国民に人

権侵害と環境汚染をもたらすおそれがあり，
原発輸出政策は中止すべきである。政府は，
核物質，資材，設備及び技術の供給，役務の
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提供，その他原発輸出に関わる協力を自ら
行ってはならず，また，事業者等によるこれ
らの協力を認めるべきではない。

第8節　原発輸出の中止

― 309 ―



第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

巻
末
資
料

第5章

提 言



第1章から第4章まで述べたことを受け，
日弁連は，以下のとおり提言し，国に強く要
請するものである。

記

1　国は，福島第一原発事故の加害者で
あることを認識し，福島第一原発事故
のあらゆる被害を完全に回復するため，
以下の措置をとること
⑴ 被害者が従来営んできた生活を，原状
回復することを基本とし，既に顕在化し
ている被害については，東京電力ととも
に，完全かつ早急に救済すること。
⑵ 福島第一原発事故による被害は，家族
の分断など生活環境の破壊，ふるさとの
喪失，地域ブランドの喪失など多岐にわ
たる，深刻かつ継続的なものであり，ま
た，被害者がその被害を訴えることには
様々な障害があることを踏まえ，継続的
な被害調査を行い，それを踏まえた損害
賠償の指針の見直しを行うこと。
⑶ 福島第一原発事故の損害賠償請求権に
ついては，民法上の消滅時効（民法第
724条前段及び同法第167条第1項）及
び除斥期間（民法第724条後段）の規定
を適用せず，消滅時効に関する特別措置
法を，可能な限り早期に，遅くとも本年
末までに制定すること。
⑷ 東京電力から，原子力損害の賠償に関
する法律に基づき，被害者に支払われる
損害賠償金は，相当部分が現行の各種税
法上，課税対象とされる可能性があるた
め，非課税とするべく特別の立法措置を
講ずること。

2　国は，以下の施策をはじめ，健康被
害を未然に防ぐあらゆる施策を講ずる
こと
⑴ 子ども・被災者支援法の趣旨に則って，
放射線が人の健康に及ぼす危険について
科学的に十分に解明されていないことを
全ての前提とし，かつ，2011年3月11
日以降の1年間の追加被ばく線量が国際
放射線防護委員会（ICRP）勧告の一般
公衆の被ばく限度量である年間1mSv
を超えることが推定される全地域及び福
島県の全域を「支援対象地域」として，
同様に年間5mSvを超えることが推定
される全地域を「特別支援対象地域」と
すること。「支援対象地域」の住民には，
避難の権利を実質的に保障するため必要
な支援を行い，「特別支援対象地域」の
住民には，正当な補償及び避難における
生活全般の保障を十分に行うことを前提
に，避難指示を出し，それでもなお居住
を続けることを強く希望する住民につい
ては，その意思を尊重し，安心して生活
できるような環境の整備等を行うことを
検討するなど，被災者救済のための具体
的な支援策を早急に実施していくこと。

⑵ 広島・長崎の被爆者への援護が被爆後
12年も経過してようやく健康診断を中
心に制度化されたことの反省を踏まえ，
今回の原発事故では速やかに血液検査，
尿検査，ホールボディーカウンター検査
等をはじめ，内部被ばく検査を含む多角
的な検査を無償で受ける機会を被害者に
保障し，検査結果は被害者に全て直接開
示すること。原発事故の健康影響を長期
的に調査・研究する体制を整えるととも
に，検査結果はプライバシーに十分に配
慮しつつも，学術機関等様々な立場の調
査・研究に開かれたものとし，かつ，こ
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れに十分な支援・援助を行うこと。
⑶ 事故収束作業や除染作業等に従事する
労働者は一般の人々よりもはるかに健康
被害を受けやすいことに鑑み，福島第一
原発事故直後の記録再現を含む正確な被
ばく量の記録の徹底，労働者本人が累積
線量データへ常時アクセスできる保障，
継続的な健康診断及び一定の被ばくをし
た労働者が疾病を発症した場合における
労災認定を行うこと。

⑷ 食品の安全基準は，住民，特に子どもの
安全確保の観点から，外部被ばく・内部
被ばくを合計した年間実効線量が1mSv
を超えないよう見直しを行うこと。
⑸ これまでの公害対策と放射性物質によ
る汚染等の総合した視点に立ち，従来居
住していた地域において福島第一原発事
故以前の環境基準を確保し，新たな汚染
の拡大を防止するため，大気や土壌，
海・川などの放射能汚染の実態を継続
的・包括的に調査・公表し，これに対処
する全面的法整備を行い，放射性物質を
含む廃棄物の安易な移動や広域処理をや
め，長期にわたる管理（対象地域の指定
の維持，放射線量の継続的かつ包括的測
定，警告表示，除染と除去した放射性廃
棄物の保管・管理）及び子どもの生活圏

における適時適切な除染等を行うこと。

3　国は，我が国の原子力推進政策を抜
本的に見直し，以下のとおり原子力発
電と核燃料サイクルから撤退すること
⑴ 原発の新増設（計画中・建設中のもの
を全て含む。）を止め，再処理工場，高
速増殖炉などの核燃料サイクル施設は直
ちに廃止すること。

⑵ 既設の原発について，安全審査の目的
は，放射能被害が「万が一にも起こらな
いようにする」ことにあるところ，原子
力規制委員会が新たに策定した規制基準
では安全は確保されないので，運転（停
止中の原発の再起動を含む。）は認めず，
できる限り速やかに，全て廃止するこ
と。

⑶ 今後のエネルギー政策につき，再生可
能エネルギーの推進，省エネルギー及び
エネルギー利用の効率化と低炭素化を政
策の中核とすること。

⑷ 原発輸出は相手国及び周辺諸国の国民
に人権侵害と環境汚染をもたらすおそれ
があるため，原発輸出政策は中止するこ
と。

以上
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御協力いただいた皆様
〈本シンポジウムを開催するに当たりお話を伺った方々〉
特定非営利活動法人「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク事務局長
吉田由布子　様
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター院長　西尾正道　様
立命館大学教授　松本克美　様
京都大学原子炉実験所助教　今中哲二　様
ロシア語医療通訳　山田英雄　様
日本環境会議理事長・立教大学名誉教授　淡路剛久　様
日本環境会議副理事長・東京経済大学教授　礒野弥生　様
日本環境会議常務理事・大阪市立大学大学院経営学研究科教授　除本理史　様
日本環境会議事務局長・一橋大学法科大学院教授　寺西俊一　様
福島原発避難者訴訟原告団団長　早川篤雄　様
福島原発避難者訴訟原告団事務局長　金井直子　様

〈現地調査等でお話を伺った方々〉
《国内現地調査》
経済産業省資源エネルギー庁総合政策課の皆様
電気事業連合会広報部の皆様
福島県庁の皆様
浪江町役場の皆様
飯舘村役場の皆様
川内村役場の皆様
川内村商工会の皆様
除染情報プラザの皆様

《海外現地調査》
【ウクライナ調査】
ウクライナ駐箚日本国特命全権大使　坂田東一　様　他大使館の皆様
外務省欧州局中・東欧課の皆様
ウクライナ社会政策省・保健省・放射能医療研究所の皆様
国立国家戦略研究所主任研究員　オレグ・ナスビット　様
NGOゼムリャキ代表　クラシニツカ・タマーラ　様　他メンバーの皆様
コロステン市長　ヴォロディミール・モスカレンコ　様
コロステン市立外来病院元院長　アレクセイ・ザイエツ　様　他医師の皆様
コロステン中央市立病院院長　ビクトル・ペトロビッチ・ガルディチュク　様
コロステン中央市場の皆様
コロステン市第12学校校長　ニージニク・カリーナ　様　他教員の皆様
コロステン市検診センター副所長　アレクサンドル・グテビッチ　様
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チェルノブイリツアー社　セルゲイ・ミールウイ　様，　ビクトリア　様
【ドイツ調査】
緑の党の皆様
ドイツ倫理委員会　ミランダ　シュローズ様
ドイツ在住ジャーナリスト・ドイツ外国人記者協会会員　梶村太一郎　様

【スイス調査】
環境・エネルギー省の皆様
連邦核安全監視庁の皆様
スイス緑の党国会議員　アレック・フォン・グラッフェンリード　様
スイス自然エネルギー財団理事長・スイス緑の党国会議員・バーデン市長　ゲリー・ミュラー　様
スイス週刊新聞WOZ編集長　スーザン・ボース　様
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シンポジウム第1分科会 基調報告書

放射能による人権侵害の根絶をめざして
―ヒロシマから考える，福島原発事故と被害の完全救済，そして脱原発へ
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日本弁護士連合会
第56回人権擁護大会シンポジウム

第1分科会基調報告書

放射能による人権侵害の
根絶をめざして

―ヒロシマから考える，福島原発事故と
被害の完全救済，そして脱原発へ―

日本弁護士連合会
第56回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実行委員会

2013年10月3日（木）
広島国際会議場　フェニックスホール

浪江町請戸の浜。この浜では，死亡者151名，行方不明者33名，流失家屋等600棟以上の被害を受けた。3月12日早朝からの予定されていた
消防団などによる救難作業は，午前5時44分に発令された避難指示により実施されなかった。この時，捜索を実施していれば何人かの尊い命が
救えた可能性があった。この浜の汚染は低レベルだったにもかかわらず，本格的に捜索が実施されたのは4月14日からとなった。

背厚：確認中
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