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筆者はこれまで本誌上等で、福島原発事故l)で避難住民がうけた被害の実態を、共同研究

にもとづきあきらかにしてきた(大島・除本， 2012， 31-35， 44-68頁;除本・土井， 2012; 

除本・根本・土井， 2012;丹波・除本・根本・土井， 2012等)。本稿の目的は、それらをふま

えながら、政治経済学的な考察をさらに一歩前にすすめることである 2)。

福島原発事故は、未曽有の被害をひきおこした。事故の影響は、きわめて広範かっ多様であ

る。大量の放射性物質が飛散し、環境が汚染され、多くの人びとが被曝した。農林水産業や観

光業はいうにおよばず、ありとあらゆる産業に被害がでている。福島県の避難者数は約 16万

人におよぶ。本稿でとりあげる飯舘村など、 9つの町村は役場機能を他の自治体に移転した。

これほど、広範かっ同時的に、人びとが避難を強いられたことは、かつてなかった。

この点が、今回の事故被害の特徴だといってよし、。避難住民の被害に着目するのは、そのた

めである九政府や自治体は、人身被害をさけるため、住民に避難指示をだした。それによっ

て、ひろい範囲で社会経済的機能が麻揮し、地域社会が存亡の危機に直面している。また、住

民の避難が長期化するなかで、「ふるさとの喪失J，1)という被害が重大化しつつある。

今回の事故では、環境汚染で「ただちに」深刻な人身被害はおきていないとされる。人身

被害にいたる手前の段階の環境被害は、「公害問題」と対比して「アメニティ問題」とよば

れる(宮本， 2007， 109-113頁)。ただし、原発事故により、人びとが居住地域を追われたの

で、その目からみれば、「アメニティ問題」が「ふるさとの喪失」としてあらわれているので

ある。これは多くの避難者に共通しており、その意味でもっとも基本的な被害に属するといっ
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てよい。

以下では、まず第 1節で、原発事故でふるさとを追われたある住民の訴えを起点とし、そこ

からほりさげることによって、避難住民のうけた被害の本質を「固有価値」喪失の危機として

把握する。第 2節では、固有価値と貨幣的価値の関係について考察する。固有価値それ自体に

は値段はつかないが、貨幣的価値とまったく無縁ではなL、。ふるさとは、かけがえのないもの

である。かけがえのないものは、他に代えがたいという個別性、固有性とともに、人びとから

その意義をみとめられる普遍性をあわせもつ。かけがえのなさが、「地域ブランド」のような

かたちで消費者から評価されることで、市場において価値実現がはかられるのである。以上の

考察のうえにたって、第 3節では、「ふるさとの喪失」という避難住民の被害を補償・回復し

ていくための方策を考える九

1 Iふるさとの喪失」とはなにか

1.1 ある飯舘村民の訴え

筆者は 2011年 7月以降、福島原発事故で避難を強いられた人たちに、継続的に聞き取り調

査をおこなっている九そのなかで、飯舘村に生まれ育った 80歳の男性から、次のような話

を聞く機会があった。

「一生懸命、村をよくしよう、楽しい村にしよう、とみんなで本当にがんばってきた。『日本

一美しし、村』を合言葉に、ょうやくそれに近い線に〔きた〕。飯舘牛も牛乳も、世間に広がっ

てきたところだった。環境づくりも、みんなでこうしよう、ああしようとがんばってきたんだ

よ。それなのにこうなるなんて、あきらめきれない。JI飯舘牛はブランド品になった。飯舘の

牛乳も濃度がうんとつよし、。……こういうのは、ちょっとやそっとで、できるものではない。

長い努力の成果でそうなってくる。……〔それが今度の事故でひっくりかえされたのは〕くや

しし、J7)。

男性は、生家のある村内の他地区から事故前の住所へ 1952年に移り住み、農地を開拓し、

地域づくりにも取り組んできた。その成果が失われつつあるというのである。ここには、避難

を強いられた人びとの「ふるさとの喪失」にたいする危機感をみてとることができる。

住民の避難はすでに長期化している九それにともない、緊急的避難(遠からず帰還)から

「移住」へと、人びとの意識に変化がおきている。もとの土地に密着した営みを「失った」と

いう意識がつよまり、避難者ーたちの精神的苦痛をいっそう深くしているのである九被害のど

こまで、を補償すべきかは、文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会(以下、紛争審)

によって議論され、指針として策定される。紛争審は、避難者にたいする精神的損害をみとめ

てはいるものの、その中身は、避難生活の不自由さ等にとどまっている。「ふるさとの喪失」

による精神的苦痛とは、およそ次元が異なっている (3.4項で後述)。
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1.2 なにが失われつつあるのか

「ふるさとの喪失」は、避難者たちの主観的な被害ではない。男性の言葉にあるように、地

域に根ざした人びとの諸活動が実際に途絶している。飯舘村には内発的発展に取り組んできた

歴史があるが、それが道なかばで断たれたことを意味する(千葉・松野， 2012;堀畑， 2012)。

原発事故以前から、飯舘村は住民主体の地域づくりで知られていた。 1980年代から住民参

加の発展がみられ、牛肉の産直をつうじた村の「ブランド化」がはじまった。 1994年に策定

された第 4次総合振興計画では「地区別計画」が作成され、地区・集落を単位とする地域づく

りが本格化していった。とくに 2004年に、村が合併しないことを決め「自立」の道を選択し

たころから、農家レストランを営む友性が地元のコメと水でどぶろくをつくり、それが村の名

物となったり、オリジナル品種のジャガイモ等の栽培、加工品開発がすすむといった動きがあ

らわれてきた。また、都市住民との交流により、村民が地域のよさを自覚しはじめていたのだっ

た (1までい」特別編成チーム編， 2011. 92-93， 96-97頁;菅野， 2011， 118-121頁;境野・

千葉・松野編著， 2011. 102-105頁;千葉・松野， 2012， 95-98頁)。

飯舘村の地域づくりは、「企業〔誘致〕とかの他力本願ではなく、自分たちの地域の中の

資源や素材を磨いていく」という内発的発展の考え方にもとづいている(菅野・長正， 1998， 

20頁)。内発的発展とは「地域の企業・労働組合・協同組合・ NPO・住民組織などの団体や個

人が自発的な学習により計画をたて、自主的な技術開発をもとにして、地域の環境を保全しつ

つ資源を合理的に利用し、その文化に根ざした経済発展をしながら、地方自治体の手で住民福

祉を向上させていくような地域開発」を意味する(宮本， 2007， 316頁)。ここでいう「地域」

は閉鎖的な空間ではなく、域外むけの移出産業の意義も適切に評価される(保母， 1996， 145 

-146頁;中村， 2004， 62-63頁)。

また、飯舘村の実践は、「地域ブランド」戦略にそったものだといえる。「地域ブランド」と

は、地域固有の資源をもとに財やサービスをっくりだし、地域外の消費者の評価を高めて、付

加価値の獲得と地域活性化にむすびつける戦略、取り組みである。これは内発的発展の理念と

合致している。地域固有の資源には、①「自然・景観資源J(自然環境や歴史的町なみ等)、②

「歴史・文化資源J(伝統工芸、伝統芸能、風習等)、③「モノ資源J(農産物、工業製品、製造

技術等)、④「サービス資源J(イベント、ご当地グルメ等)がふくまれる(田中， 2012， 67-

75頁)。

これらは財・サービスをっくりだす資源であり、それ自体は(一部を除いて)売買すること

ができなし、。いわば地域固有のストックであって、その価値がフローとしての財・サービスに

「体化」され、市場で実現されると考えられる(除本， 2012a)。

飯舘村のような農業地域にそくしていえば、地域資源の維持・管理等は、いわゆる農業・農

村の「多面的機能J(農業生産以外の各種の社会的・文化的・環境保全的機能等)にふくまれ

る。前述した地域固有の資源は、その多くが、農村集落や自治体によって維持・管理されてき
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たといってよい。しかし今回の事故によって、地域固有の資源とともに、それらを維持・管理

してきた集落や自治体が、まるごと存亡の危機にたたされている。

1.3 r固有価値」喪失の危機

被害とは、経済学的にみれば価値喪失である。したがって、いかなる価値が失われようとし

ているのかが問題となる。

農村集落や自治体は、人びとの生業や暮らしが営まれる場である。人びとの営みがつみかさ

ねられることによって、そこに「生産と生活のノーハウ」というべきストックが歴史的に形成

される。地域固有の資源も、これがあるからこそ維持・管理されてきたのである。前述①の

「自然・景観資源Jについていえば、人びとは何代にもわたり、農地や里山など、自然、資源の

保全的利用を継続してきた。それによって地域固有の「自然・景観」が形成される。その基盤

となっているのが、地域にストックされた「生産と生活のノーハウ」であろう。

このストックは、 19世紀の思想家、ラスキンにしたがって「固有価値」とよばれている

(池上. 1991;寺西. 2000. 69-70頁)01地域ブランド」戦略が追求する付加価値の源泉は、

この固有価値ではないか。固有価値こそが、そうした付加価値の実体であり、財やサービスに

「体化」され、貨幣と交換されることによって、自にみえるかたちで現象するのである(除本，

2012a)。

福島原発事故は、人びとをふるさとの地から離散させることで、「生産と生活のノーハウ」

の継承を困難にし、固有価値を危機にさらしている。本節冒頭で引用した飯舘村の男性の言葉

は、原発事故被害の根幹を、はからずもいいあてているように恩われるのである。

2 固有価値と貨幣的価値

2.1 個別性と普遍性

被害補償の観点からは、固有価値と貨幣的価値の関係をあきらかにしておくことが重要であ

る。固有価値のストックそれ自体は、市場をつうじて売買できるものではなく、貨幣的評価に

なじまない。しかし固有価値は、財・サービスに「体化」され、市場で売買されれば貨幣的価

値としても現象する。買い手がみつかるということは、当該財・サービスが他者から必要とさ

れている証である。つまり固有価値は、たんに地域固有(個別的)というだけではなく、普遍

性をもっており、だからこそ「価値」と表現されるのである 10)。

ところで、前述した飯舘村の男性の言葉のなかに、 NPO法人「日本で最も美しい村」連合

のことがでてくる。飯舘村が、原発事故の前年 (2010年)に同連合に加盟したためであろう。

その事務局をつとめる北海道美瑛町の浜田哲町長がのべていることは、非常に示唆的である。

同連合のかかげる「日本で最も美しい」とはなにか。それは、「地域に暮らす人々が日々の

営みの中で形成される景観や文化などを大切にし、守り育てること。そうした取り組みを含め
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て美しいと解釈し、この組織に加盟することが地域にとってステータスとなりうる組織にして

いこう」という意気ごみをあらわしたものだという。そして活動目的を「失ったら二度と取り

戻せない景観・文化を守る」ことと規定し、それを「小さくても輝くオンリーワン」と表現し

ている(浜田， 2006， 32頁)。

つまり、個別的なもの(オンリーワン)が、同時に普遍的な「価値J(かけがえのなさ)を

もっということであろう。飯舘村でも、日々の暮らしゃなにげない風景が多くの人びとに感動

を与えるのだということ一一つまり普遍性をもつのだということを、都市住民らとの交流を

つうじて村民が発見しつつあった(菅野， 2011， 119頁)。

2.2 市場観の転換一一「生存競争」から「共存的競争」へ

固有価値は、貨幣的価値と無縁のものではなく、消費者から評価されることによって、市場

において価値実現がはかられる。伝統工芸のような、地域固有の資源にもとづく生産活動は、

資本主義の発展過程において「経済効率性」の観点から駆逐されてきた。しかし近年、内発的

発展論や「地域ブランドJ戦略がしめすように、地域の国有性が社会発展の基盤としてみなお

されつつある。しかも、それがたんなる懐古趣味ではなく、市場にむけた現代的な生産活動と

結合されている点が重要である 11)。こうしたみなおしが可能になった背景には、市場のあり方

の転換という歴史的趨勢がある。

従来の経済学が考えてきた市場とは、「生存競争」型のそれである。すなわち、ある効用を

充足するのに最低の機能をそなえた財をもっとも安価に供給する、といった単一の目的に適合

する消費者と供給者が生きのこる世界である。このような市場では、地域の環境、歴史、文化

のもつ固有性は、およそ価値評価の対象とならない。

これにたいして、現代の市場がむしろそうであるように、「共存的競争」の世界では、地域

固有の資源をもとに、多様なものが供給、購入され、それらが共存しつつ、たがいに補足しあ

う。このような市場では、職人の手仕事にも、相応の評価が与えられるのである(池上， 2003， 

13頁)。

「最近の消費者がもっ商品やサービスへの欲求は、『商品やサービスの消費によって、心が豊

かになる、元気がでる、なつかしさを感じる、生産者の芸術的センスに共感する」などの独自

の価値を求める傾向が強まっているJoI同じく消費といっても、単に量産された標準的な豆腐

を買って、食欲を満たすために消費するのではない。むしろ、かけがえのない豆腐の逸品物を

求めて他人から情報を集め、資料やホームページを探し、本を読んで学習し、場合に依れば、

製造の現場まで、おもむき、『本物』の味を確かめてから買う。『本物の昧』は、大抵の場合、

生産地の自然条件と一体のものであり、美味しい水、それを用いて造る豆腐、味噌、醤油など

と併せて賞味する調昧材料と一体のものである。……このような逸品ものを探して止まない消

費者の存在こそ、新たな水の発見や、新たな逸品ものを生産する産地の開発を呼び起し、豆腐
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市場を豊かにして、生活全般の質を高めてゆく JoI時間の制約の許す限り学習して、ある果物

の多様の成り立ちから、かけがえのない l個を選び、空間の制約の中でも、出来る限りコミュ

ニケーションを行ない、商品の質を高めながら買う。このような購買行動は、消費者の個性的

な欲求と生産者の個性的な生産物が、市場で出会って初めて成り立つJ(池上， 2003， 1-2頁)。

2.3 固有価値実現の諸段階

ただしもちろん、このような市場のあり方の転換は、あくまで傾向として看取されるにとど

まっている。現状では、むしろ従来型の市場が強固に機能しているというべきである。大量現

象としての市場においては、漆塗りの器もプラスチックの器も同じであり、価格はひとつに収

倣する傾向をもっ。漆塗りの器を生産する職人の手仕事は、市場においては複雑労働ではなく

むしろ生産性の低い労働として評価され、競争力をもたなし、。したがって、固有価値が評価さ

れるのは、まず、大量現象としての市場から外れた、いわば周辺部分からである。

このことは、たとえば、中山間地域における活性化事業の発展過程にもあらわれている。保

母武彦は、中山間地域の活性化事業を 6類型に区分し、次の Aから Fへと発展していくとし

た(保母， 1996， 221-229頁)0A I精神結合型」、 BI農林産物取引型」、 CI資産投資型」、 D

「流域互助型」、 EI都市・農村共同開発型」、 FI農村自立経営型」。これらの類型区分は、都

市の住民あるいは自治体から、中山間地域にむけて、どのような事業をつうじて地域発麗の原

資が流入するかに着目したものである。本稿の文脈からすれば、これは、 Aから Fへむかう

にしたがって、中山間地域のもつ固有価値が、資金力を有する都市サイドからしだいに評価さ

れ、「対価」として貨幣的価値を獲得していく(=固有価値が実現する)過程をしめしたもの

とみなすことができる。「地域ブランド」はその有力な手段となる。

これらの類型のうち、実践例が多く、比較的初期の発展段階に属する Bは、産直事業や果

樹オーナー制度などにより、農林産物の取引をつうじて、都市住民が中山間地域に資金を提供

する形態である。これには、不特定多数の消費者を相手にした市場出荷はふくまれず、したがっ

て、さしあたり大量現象としての市場取引からは外れたところで、固有価値が実現されていく

ことがみてとれる。

そして、もっとも発展した形態である Fは、特定の都市住民・自治体との結合を越えて、

中山間地域の側が、自立的に地域の魅力や特産物等をアピールし、都市部の顧客を獲得する段

階である。これは、中山間地域のもつ固有価値が、市場において一定の評価をえた段階だといっ

てよい。

3 Iふるさとの喪失」にたいする補償と原状回復

3.1 固有価値のフローとストック

「ふるさとの喪失」は、たしかに避難者に精神的苦痛を与える。しかし、すでにあきらかに
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したように、それはたんに主観的なものではなく、固有価値の危機という実体をともなう被害

であった。では、固有価値の喪失にたいして、いかなる補償・回復措置がとられるべきか。

ここで、固有価値のフローとストックを区別する必要がある。固有価値が貨幣的価値として

現象するのは、前述のように、フローである財・サービスに「体化」され、それらが貨幣と交

換されることをつうじてである。固有価値のストックそのものは、人びとの蓄積してきた知的

資産といってよL、から、何度利用しでも劣化したり目減りしたりすることがない(池上. 1991， 

2頁)。

つまり、フローに「価値移転」がなされても、固有価値のストック自体は減耗しないので、

フローとストックの補償・回復措置のあいだに重複(二重計算)が生じなし、。固有価値がうみ

だす貨幣的価値の補償と、ストックそのものの問題とを別個に考える必要がある。

3.2 土地など財物の補償をめぐって

まず、固有価値のストックからフローとしてうみだされた貨幣的価値の賠償について考えよ

う。この点では、土地や建物など財物の被害に関して、固有価値の喪失が正当に考慮されるか

という問題がある 12)。

地域固有の資源には、所有権が設定できず売買できないものが多いが、土地のように、市場

で取引されているものもある。福島原発事故で被害をうけた土地など財物にたいする補償は、

額が大きいこともあって、これをどうすすめるかが非常に大きな問題となっている。

ここで、土地にたいする異なった見方が、被害の評価に大きなちがいをもたらす。ひとつは、

土地をいわば、たんなるスペースのように考え、市場で容易に代替物を取得できるという見方

である。この前提では、除染等による原状回復に、土地価格以上の費用をかけるのは合理的で

なしけ;日。高額の除染をあきらめ、代わりの土地を買ってしまえばよし、からである。

もうひとつは、それぞれの土地の固有性を重視するものである。代替物の取得はむずかしい

のだから、被害をうけたのであれば原状回復を加害者に義務づけるべきである。この立場によ

れば、原状回復費用が土地価格より高くてもよし、。もちろん、固有性のある土地も代替可能な

用地として取引することは可能だが、それでは十分な価値評価をえられなし、。固有性のある土

地は金銭に換えられないのだが、あえて貨幣タームで評価するならば、すくなくとも代替可能

な用地以上の価値をもっ、と考えられるだろう。

紛争審は、前者の立場を基本とし、農地に関しては例外的に後者の考え方をとりいれること

で、両方の立場を折衷している。紛争審が 2011年 8月5日に策定した「中間指針」は、政府

の避難指示等がだされた区域における農地の除染費用について、次のように規定している。

「合理的な修理、除染等の費用は、原則として当該財物の客観的価値の範囲内のものとするが、

文化財、農地等代替性がない財物については、例外的に、合理的な範囲で当該財物の客観的価

値を超える金額の賠償も認められ得るJ(原子力損害賠償紛争審査会. 2011b. 31頁)。
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たんなるスペースではない、人びとが時聞をかけてっくりあげた農地というものの特殊性を、

紛争審も前提にしているのであろう。それ自体はきわめて重要な視点ではあるが、農地はあく

まで地域固有の資源のひとつでしかない。固有価値論からすれば、それをつくりあげてきた地

域の固有性が、全体として評価されねばならなし、。農地だけでなく、商工業用地や宅地などに

ついても、非代替性(固有性)をみとめることができるはずである。

しかし、土地の固有性を重視するとしても、あくまで原状回復をもとめるのは現実的でない

ことがありうる。とくに農地や山林の除染は困難をきわめる(北林， 2012， 81-82頁)。すく

なくとも、今回の事故の被害地のなかには、汚染がひどく、住民が長期間もどれない地域が存

在する。そうした「帰還困難区域」の存在は政府もみとめている。飯舘村では、前述の「地区

別計画」を策定する単位である 20の行政区のうち、ひとつが「帰還困難区域」に指定された。

いわば行政区がまるごと「失われた」のであり、代替物を市場で簡単に購入できるなどという

前提は、まったく通用しない。やむなく金銭での補償をえらばねばならない場合、代替性のな

い土地について、貨幣タームで被害を評価しなくてはならなし、。

ここで前述のとおり、被害額を代替可能な用地の価値プラスアルファ、ととらえるとしよう。

まず、代替可能な用地の価値に相当する部分を、どう評価するかが問題となる。今回のように、

地域がまるごと避難させられ、避難先が全国に広がっている現状を考えれば、たとえば住宅・

宅地の場合、自宅と同程度の不動産を再取得する費用(全国平均)をもとに、被害を評価する

のも一案である(東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団ほか， 2012) 14)。

これに、さらに土地の固有性にもとづく「プラスアルファ」がくわわる。不動産鑑定の専門

家のなかにも、地域の固有性等を不動産価格におりこもうという議論が、ないわけではない

(関西環境評価研究会， 2012)。たとえば、眺望のいい土地はそれだけ高価格である、といった

現象が実際に観察される。これは、すでに市場で価値評価がなされている例である。しかしそ

れだけでなく、飯舘村のように、内発的発展の道が途中で断たれたことを考えれば、固有価値

論の視角からは、将来にむけた地域の潜在的可能性も考慮して、被害を評価すべきであろう

(除本， 2012a， 184頁)。

飯舘村では、 2004年に第 5次総合振興計画 (5次総)が策定され、安全で健康によい農産

物の生産・加工・販売を軸に域内経済循環をっくりあげ、「までいブランド」の形成をめざ

すという方針がうちだされていた crまでい」とは、「手間ひまを惜-しまずJrていねいにJr時
聞をかけてJr心をこめて」といった意味の方言)05次総にそった取り組みは、停滞や課題も

あったとはいえ、着実にすすみつつあった(境野・千葉・松野編著， 20日， 59-72頁)05次

総の基本構想の期間は 2005年度から 10年間だが、その道なかばで今回の事故がおきたのであ

る。

なお、前述した農地や山林の除染等、 j康状回復の困難さを考えれば、ことは「帰還困難区域」

だけの問題ではない。本項でのべたことは、それ以外の被害地にもひろくあてはまるであろう。
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3.3 固有価値のストックに関する措置

以上はフローの視点、であるが、次に、ストックの側面を考えよう。今回のように人びとがふ

るさとの地を追われ、それによって固有価値のストックが失われてしまうと、回復は非常にむ

ずかしくなる。除染等による原状回復がもっとも望ましいが、現実には困難な場合もすくなく

ないだろう。

全域に避難指示がでている浪江町では、 2011年 7月、商工会青年部のメンバー有志が、町

にたいし、代替地への住民の集団移住を訴える要望書を提出した 15)。これは、子どもの健康

などの観点から、浪江町にもどることはむずかしいという若い世代の意識を反映している。も

との土地にこだわるより、線量が低減するまで別の土地に住民が一緒に避難し、人びとの粋を

維持しながら帰還の時機を待つほうが、地域の存続につながるという考え方である。こうした

構想は「セカンドタウン」などとよばれる(山下・開沼編著， 2012， 48， 79-89頁)16)。

これは、住民が避難によって離散することをふせぎ、地域に根ざした人びとの生産・生活を

維持しようとするもので、完全な原状回復ではないが、固有価値を保存する一手段と位置づけ

られる。日本弁護士連合会(日弁連)は、加害者たる東京電力と政府の責任で、このような原

状回復に準ずる措置を実施することを提言している。「長年住み慣れた土地・地域からの避難

を強いられる住民にとっては、生活・労働・生産基盤のすべてを喪失することを意味するので

あって、適切な避難先、避難費用、避難後の安定した生活基盤が確保されなければならない。

事故を発生させた東京電力は、まず放射能汚染を除去し原状回復することを基本とすべきでは

あるが、それがただちには困難な場合でも、地域コミュニティを維持できる避難先の確保や避

難先での雇用の確保など、可能な限り従前どおりの生活を保障するため原状回復に準じた適切

な措置をするべきである。また、これまで原子力政策を国策として推進し、上記避難を指示し

た政府も、こうした原状回復に準じた生活基盤等の確保を行う責任があるJ(日本弁護士連合

会， 2011)。

2012年4月以降、避難区域の再編がなされつつあり、それにともなって、一定額の補償を

避難者に「手切れ金」のように渡し、補償をうちきる動きがすすんでいる。つまり被害の「清

算Jである(ただし補償の中身はきわめて不十分なものである。除本， 2012b)。これにたい

し、前述のフローとストックを区別する視点からすれば、フローに関する金銭的補償によって

被害を「清算」することはゆるされない。

したがって、人びとがすくなくとも「セカンドタウン」に避難をつづける権利は、みとめ

られるべきである。とはいえ、人びとが原住地から切り離されてしまうと、固有価値の完全

な原状回復はむずかしい。「セカンドタウン」も、あくまで次善策といわざるをえない。そ

の場合、「ふるさとの喪失」がもたらした精神的被害への慰謝料も、重要な論点となってこよ

エ、 17)ノ。



64 経営研究第63巻第 3号

3.4 Iふるさとの喪失」と慰謝料

紛争審の「中間指針」は、避難者の慰謝料について、交通事故による慰謝料額を参考にし、

1人あたり、事故から 6カ月までは月額 10万円(避難所等の場合 12万円)、 6カ月から 1年ま

では 5万円を目安とした。この点について、紛争審の能見善久会長は、次のようにのべている。

「白賠責で総体〔原文のママ。「想定」か〕している慰謝料は、けがをして、自由に動けないと

いう状態で入院している、身体的な障害を伴う場合の慰謝料ですので、それと比べると、たと

え不自由な生活で避難しているとはいえ、行動自体は一応は自由であるという場合の精神的苦

痛とは同じではないので、おそらく自賠責よりは少ない額になるのではないかとも考えていま

すJ(原子力損害賠償紛争審査会， 2011a)。

ここからもあきらかなように、「中間指針」の規定する慰謝料は、おもに避難生活の不自由

さ等を念頭においたものである。しかも、「中間指針」は当初、事故後 6カ月以降について、

慰謝料を 5万円に減額するとしていた。その理由は次のように説明されている。

最初の 6カ月は「地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失し、これまでの平穏な日

常生活とその基盤を奪われ、自宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上、帰宅の見通し

もつかない不安を感じるなど、最も精神的苦痛の大きい期間」である。これにたいし、それ以

降は、不便な暮らしゃ不安な状態がつづ、く一方で、「突然の日常生活とその基盤の喪失による

混乱等という要素は基本的にこの段階では存せず、この時期には、大半の者が仮設住宅等への

入居が可能となるなど、長期間の避難生活の基盤が整備され、避難先での新しい環境にも徐々

に適応し、避難生活の不便さなどの要素も第 1期に比して縮減すると考えられるJ(原子力損

害賠償紛争審査会， 2011b， 21-22頁)。つまり、避難先にも慣れ、生活のめどもたっていく

だろうから、事故後半年以降は、精神的苦痛が軽減されるはずだというのである。

これにたいする批判が高まったため、 2011年 11月、東京電力は自主的に減額を撤回した

(東京電力株式会社， 2011)。その理由は「事故発生から 1年間は、避難生活に伴うご負担が大

きいと考え」たため、とされている。

この上乗せ賠償に関連して、和解の仲介手続をおこなう原子力損害賠償紛争解決センターは、

2012年 2月に総括基準をだしている。総括基準は、中間指針策定後の事情の変化として「今

後の生活の見通しに対する不安が増大し」ていることを挙げ、この精神的苦痛にたいする慰謝

料の目安を月額 5万円とした(原子力損害賠償紛争解決センター， 2012)。これを減額された

5万円と合計すれば 10万円になり、結果的に東京電力の自主的な上乗せ賠償と同じになる。

原子力損害賠償紛争解決センターの説明は、東京電力の自主的な上乗せ賠償にたいし、あとか

ら根拠づけをおこなったものとみなすことができる。

紛争審も、この上乗せを追認している(たとえば第 26回紛争審での能見会長の発言。原子

力損害賠償紛争審査会， 2012)。しかし、避難生活の不自由さにくわえて「今後の生活の見通

しに対する不安」を考慮したとしても、避難者のうけた被害全体からすれば、あくまで一部分
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にすぎない。

前述のように、避難が長期化するなかで、人びとはふるさとを追われたことによる喪失感に

苦しんでいる。にもかかわらず、この深刻な被害は、かえりみられず放置されたままである。

慰謝料額は「ふるさとの喪失」を考慮し、あらためられるべきだろう(大島・除本， 2012， 95 

99頁)。

最後に、本節でのべた「ふるさとの喪失」にたいする補償・回復措置を、表 1にまとめてし

めした。

表 1Iふるさとの喪失」にたいする補償・回復措置

-固有価値のフロー

・貨幣的価値としてあらわれるため、金銭による補償が必要

(地域の潜在的可能性もふくめて被害を評価)

例) r地域ブランドJによる付加価値の損害を補償する、

地域の固有性を考慮して土地・建物の損害を補償する、など

-固有価値のストック

・原状回復、保存措置 地域に根ざした人びとの営みを維持・回復する措置

例)除染、「セカンドタウンJ構想、離散した住民をつなぐ取り組み、など

・金銭的補償…固有価値の原状回復が不完全な場合の慰謝料

-生活基盤の回復

例)土地・家屋は「居住スペース」としては金銭的に回復可能。再取得価額の補償

注)いずれかの措闘によって他の措置が不要になるという、単純なトレードオフの関係
にはないことに注意すべきである。とくに、問有価値のフローとストックに関する
補償・回復措置のあいだで重複(二重計ー算)は生じなし、。

:1¥所)筆者作成。

おわりに

原発事故の被害実態にくわしい弁護士の秋元理匡は、原発事故の被害補償に関して、差額賠

償主義と規範的損害論とを対比させっつ、前者の限界を論じている(秋元， 2012， 26頁)。同

様の対比は、環境経済学者の植田和弘によってもなされている(植田， 2012)。筆者の議論は、

このうち後者の規範的損害論の系譜に属する。

社会的共通資本といわれるような基盤的諸条件をふくめ、被害者の生産・生活の総体を回復

していかねばならない。本稿ではそうした視点から、地域の固有性を念頭におきつつ、従来型

の「賠償」の問題点や限界を検討するとともに、欠落した要素を上乗せすることでし、かにして

一定の改善をはかりうるか、また、金銭的補償を越えてし、かなる措置がもとめられるかについ

て考察した。これらをよりいっそう具体化することは、被害者の権利回復のために不可欠の作

業である。
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今後検討すべき重要な論点としては、地域の固有性にたいする被害を、個人に帰属させるこ

とが妥当かという問題がある。この点について、前出の秋元は、次のようにのべている。「コ

ミュニティといっても、その内実は様々である。地域の自然や社会、家族、そこでの世代交代

等、地域や人々の関係性が蓄積されてきたものとでもいえようか。そのような価値が個人に帰

属するのかという問題はあろうが、少なくとも、一人ひとりの人格の形成・発展の重要なー要

素であることは間違いなかろう。あえて金銭評価するなら決して低い金額に収まるとは考えら

れないが、金銭賠償にこだわることなく、広く、人々が事受してきた(経済的なものだけでは

なしつ豊かな暮らしを回復するのには何が必要かを考えることが必要だろうJ(秋元， 2012， 

28頁)。

これは筆者と共通する立場といってよし、。金銭的補償も適切に位置づけながら、避難者の権

利回復のための総合的な施策を、早急に具体化していくことがもとめられている。

注

1 )本稿で福島原発という場合、福島第 1、第 2原子力発電所をさす。第 2原発では、放射能漏れはなかっ

たとされるが、周辺に避難指示がだされ、それにともなう被害補償が問題となる。第 2原発周辺の避難

区域は、 20日年4月 21日に 10キロメートルから 8キロメートル圏内に縮小され、第 l原発から 20キ

ロメートル圏内の警戒区域と重なることになった。

2 )本稿は、)51j稿(除本， 2012c)をもとに、紙幅の制約により十分のべられなかった点を補足するなど、

加筆を施したものである。

3 )ここではおもに、政府の避難指示等による「強制避難」を念頭においている。福島県内ゃあるいは首

都圏のホットスポット周辺などから、政府の指示等がないまま「自主的」に避難している人びとも多L、。

福島県の避難者のうち、およそ 3分の l程度がそうした「自主避難者」とみられる。これは、さしあた

り「強制避難」と区別して論じたほうがよいため、本稿では考察の対象外とする。もちろん「自主避難

者」や、避難せずとどまった人びとの被害を軽視するものではない。

4 )本稿の論旨を研究会で報告ーした際、ふるさとや固有価値を奪われたという権利侵害をあらわすには

「喪失」より「剥奪Jと表現したほうが適切ではないか、とのご指摘をいただいた。さしあたり本稿で

はこれまで用いてきた表現によったが、重要な論点なので、今後考察を深めていきたし、。

5 )筆者は、「賠償」をふくむ、より広い概念として「補償」の語を用いている。「補償」は、法的な賠償

責任を前提としない場合(たとえば「社会的責任」など)をふくみ、また、金銭賠償を越えた広義の

「償い」をも含意する。後者の点では、直野 (2011)の用語法と同じである。

6 )筆者は 2011年 5月から、福島原発事故の被害実態に関する現地調査を開始している。ただし、最初

の訪問先は福島市の JA等であり、農業被害の調査が主であった(除本， 2011， 224頁)。避難住民をお

もな対象にさだめたのは 7月以降である。避難住民を対象とした聞き取り調査の中間報告として、除本・

堀畑・尾崎・土井・根本 (2012)。

7) Hさんからの聞き取り (2011年 8月 11日)。

8) 1 LIド祐介は、長災発生後 6カ月闘を「緊急避難期」、それ以降を「避難長期化期」と区分している

(山下・関沼編著， 2012， 34-37頁)0 I緊急避難期」終了の目安は、この時期、避難者たちが避難所か

ら仮設住宅へ移1-1していったことにもとめられている。

9)筆者らは、浪il町からの避難者にたいする聞き取り調査にもとづいて、このことを論じている(除本・



福島原発事故と地域の固有価値(除本) 67 

恨本・土井， 2012， 7頁)。

10)筆者は別稿で、価値実体と価値形態を区別することにより、いまだ制li値形態をもたない「潜在的」な

固有価値の存在を指摘し、経済学における「環境評価手法Jの限界をあきらかにした(除本， 2012a)。

他方、山下英俊は、「自然資源の固有性」に着目し、「環境評価手法」や費用便益分析の限界を論じてい

る(山下， 2012)。これは、筆者の問題意識と近接しているが、固有価値論の立場から、若干の異論を

のべておきたし、。

山下は、発電所建設計画がもちあがっている浜辺を例にとり、その浜辺が周辺住民等にとって「かけ

がえのないもの」であれば、その経済的価値は無限大ということになり、費用便益分析の適用が不可能

になると論じている。これを、地域問符の資源の意義が社会から|分に評価されていないケース(発電

所をつくって海辺をつぶそうというのだから)と解釈すれば、筆者のいう「潜在的」な固有価値の一例

とみなすことが可能である。

おそらく山下と筆者のちがいは、「かけがえのなさJの定義にあるだろう。山下は、他のものに換え

がたいという個別性に着目して、「かけがえのなさ」を把握しているようにみえる。しかし本稿でのべ

たように、「かけがえのなさJは同時に普遍性をもっている。だからこそ、固有価値は、市場において

貨幣的価値としても現象しうる(もちろん、固有価値そのものがではなく、財・サービスに「体化」さ

れることによってである)。人びとがコミュニケーションと学習をつうじて、固有価値の意義をひろく

理解するようになれば、「自然資源の同有性」を評価しうる「共存的競争」型の市場が形成されるだろ

う。たしかに、現在の市場はこうした岡有性を適切に評価できていないが、人びとの価値観が変化する

ことにより、市場のあり方が転換してし吋可能性もみすえておきたい。

11)池上惇は、伝統的工芸品を例にとり、地l或の固有性に根ざした生産活動が、資本主義の発展過程のな

かでいったんは危機に陥りながらも、地域発展の基盤として位置づけを変えながら復権してL、く過程を

描きだしている(池上， 2003， 18-23頁)。

12)土地は資産でありストックだが、地l或固宵の資源のひとつであるから、固有価値のストックそのもの

とは区別される。土地からえられる収益のフローは、土地価格を決める大きな要因である。また、土地

取引の額は、フローとして把慢される。

13)除染などの原状回復は、土地等の側々の資源の「価値回復」だけでなく、地域の固有価値を保存する

ためにもおこなわれるべきである。後者を看過し、すべてを私有地の「価値回復Jのようにとらえるの

はまちがいである。原状回復に多額の費用をかけるのであれば、それを避難者に分配して生活再建にあ

てるべき、といった意見もあるが、固有価値のフロー、ストックの区別に留意した議論が必要である。

14)東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団ほか (2012)によれば、固定資産税評価額等で評価し

た場合と、再取得価額で評価した場合では、補償額に大きな聞きが生じる。大熊町の事例では、前者が

1200万円台(宅地358平方メートル、家屋床面積 103.3平方メートル、築 34年)で、後者は約 3600万

円(全国平均の再取得額、宅地 192.0平方メートル、住宅面積 115.3平方メートル、新築)となる。前

者は、経済産業省と東京電力が 2012年 7月に提示した補償基準による(除本， 2012b， 61-63頁)。金

銭的に回復可能な被害でも、それを訓'{!Hiする方法によって大きな差がでることがよくわかる。

15) NHKクローズアソプ現代 IIHTをどう存続させるか一一岐路に立つ原発避難者たちJNo.3091 (2011 

lf 9月7日放送)。また、大島・ l除本 (2012)66-68頁。

16)新聞等では「仮の町」と表現されることが多く、政府の文書では IIIIT外コミュニティ」といわれてい

る。

17) I被災者は、東電の利潤追求行為の過程で起きた本件事故により、生活と生業の基盤を根こそぎ奪わ

れたのである。このような事態にあって、慰謝料の算定に当たっては、生活上の不利益を金銭的に評価
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すると言うだけではなく、被災者の生活再建につながる損害賠償を実現するため、被災者の置かれた状

況を包括的に評価したものとなることが求められる。そのような観点から、慰謝料の算定方法が再検討

されるべきであるJ(自由法曹団， 2011)。日弁連も、「中間指針」がさだめた慰謝料額は「不当に低額」

だとしている(日本弁護士連合会， 2012)。
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The Fukushima Nuclear Power Plant Accident and 
Regional Intrinsic Value Considering the Damage 

in Iitate Village， Fukushima Prefecture 

Masafumi Y okemoto 

Summary 

This study aims to assess the damage and hardships of the evacuated residents 

due to the Fukushima nuclear power p1ant accident from the standpoint of 

intrinsic va1ue theory. First， Section 1 begins with comp1aints of a resident 

compelled to 1eave behind his hometown， Iitate Village because of the accident 

Further， the matter is assessed in depth， and the eva1uation of the extent of 

hardships encountered by th巴evacuatedresidents is shown as a crisis of “intrin-

sic va1ue" 10ss. Section 2 examines the re1ation between intrinsic and monetary 

va1ues. A1though intrinsic va1ue by itse1f cannot be priced， it cou1d a1so be seen 

as monetary va1ue because of its universa1ity. Based on the observations men-

tioned above， in Section 3 the measures to compensate and recover damages as 

“10ss of hometown" of the evacuated residents are considered. 
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