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福島原発事故は、立地周辺地域を中心とする被害地の人びとから、かけがえのない「ふるさ

と」を奪った。もとの土地に戻らないと決めた避難者（いわゆる「自主避難者」も含む）に関

しては、 このことは明らかである。他方、帰還する人たち、あるいは現にそこに暮らしている

人たちにと っても、事故前の暮らしを完全に取り戻すことは困難である。避難指示区域外を含

め、汚染が及んだ地域の人びとの暮らしは、「不可逆的」な変化をこうむっている。

「かけがえのなさ」とは、容易には代わりのものを見出しえないこと（代替性がないこと）

を含む概念である。被害者の生活諸条件の事後的回復を考えた場合、避難先での代替物の取得

と、原住地での回復、という 2つの道を想定することができる。

しかし 「かけがえのない」ものには完全な代替物は存在しなし、。 ふるさとの自然環境のよう

に、原住地に固有の要素は、避難先で代替物を得ることが不可能である。貨幣はさまざまなも

のと交換できるという性質をも っているが、その貨幣によ っても代替物を獲得することはでき

ないのである。他方で、原住地における生活条件の回復も、除染やイ ンフラ復旧のスピードが

避難者の生活再建に追いつかなかったり、あるいはと くに農地や山林での除染の効果が疑問視

されているなど、さまざまな難題を抱えている。

淡路（2013）が述べているように、福島原発事故における被害者救済の原則は、原状回復と

生活再建に置かれるべきである。しかし、飛散した放射性物質を回収するのはきわめて難しく、

キーワード ．福島原発事故、絶対的損失、ふるさとの喪失、 不動産賠償、非代替性
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事後的に回復の困難な「絶対的損失」が発生している。絶対的損失は本来、未然に防ぐのが望

ましいが（宮本， 2007, 121頁）、いったん発生してしまった場合、いかに対処すべきか。完

全な原状回復は難しいとしてもそれに準ずる措置や、被害に対する賠償 ・補償 1)のあり方に

ついて、検討することが求められている。

本稿ではまず、福島原発事故における絶対的損失について概観し（第 1節）、なかでも特徴

的な被害として「ふるさとの喪失」 2）に注目する。この被害は、多くの原発避難者が原住地に

「戻れない」と考えている現実に根ざすものである。これが主観的な思い込みならば杷憂にす

ぎないが、むしろ一定の客観的根拠に基づいた判断とみるべきだろう（第2節）。では「ふる

さとの喪失」とは何か。土地など地域固有の要素に着目しつつ、個人と地域という 2つの次元

で被害実態を考察し、その特質を考える（第3節）。被害の現実を踏まえれば、個々の避難者

の選択を尊重しながら生活再建を進め、長期的に被害地域の再生を展望すべきであろう。最後

に、そのための政策的措置や賠償・補償のあり方について、不動産の被害に焦点をあてつつ考

察する（第4節）。

1 福島原発事故における絶対的損失

社会的費用論では、環境破壊による社会的損失のうち、損害賠償などを通じて事後的に回復

可能な可逆的損失を「相対的損失」、不可逆的な損失を 「絶対的損失」と呼んでいる（宮本，

2007' 119-122頁）。今回の事故でも、貨幣価値の損失としてあらわれる被害だけでなく、絶

対的損失を含む被害の全体像を明らかにする必要がある（除本， 201la, 121-122頁）。

福島原発事故による絶対的損失として、次のような要素を考えることができる（除本， 2013c）。

まず放射線被曝による健康影響が挙げられる。とくに懸念されるのは、事故の収束作業にたず

さわる人たちの被害である。国は、住民には 「ただちに」健康被害は出ないという。しかし

「低線量」とはいえ、多くの人が今も被曝しており、健康への不安を抱えて暮らしている。

それは、放射性物質が土壌や水などの環境を汚染し続けており、食品などにも移行するから

である。いったんまき散らされた放射性物質を、事後的に回収するのはきわめて困難である。

除染が進められているが、土を剥ぎ、樹を伐り、環境を大きく改変してしまうので、原状回復

とはいえない。こうした環境汚染も絶対的損失といってよい。

さらに、被曝を避けるための避難も、「ふるさとの喪失」というべき絶対的損失を生んでい

る。避難者たちが原住地から切り離され、地域固有の要素の喪失をはじめとする不可逆的な被

害を受けている。住民が離散すれば、コミュニティが失われ、自治体は存続の危機に直面する。

とくに地域づくりを進めてきた自治体にとっては、その担い手とこれまでの成果、そして延長

線上にある地域の 「未来」までも奪われたことを意味する。住民の離散を防ぐ策として、避難

者が集住する「仮の町」が掲げられているが、複数箇所に分散した場合、避難元の自治体を同

じくする人たちが「粋Jを保つには課題も多い。
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絶対的損失は、代替物や回復措置の費用によ って、被害を金銭的に評価することができない。

前述のように今回の被害地域では、不動産も都市部ほど代替性が高くないので、被害の評価は

慎重に行なわれるべきである。

個人の選好に基づく評価手法もあるが、現時点の人びとの価値観を反映した静態的評価とい

う限界を有する。地域発展の「将来像」の喪失という被害を考えれば、社会の動態的変化を視

野に入れる必要が出てくるため、これとは違った枠組みが必要になるのではないか（除本，

2012a）。

2012年 12月3目、いわき市などに避難した人たちが訴訟を提起した（「福島原発避難者訴

訟」）。原告らは、住んでいた地域が回復不能な被害を受けたとして、東京電力に対し「ふるさ

と喪失」の慰謝料を支払うよう求めている。慰謝料額は 1人あたり 2000万円である（米倉，

2013）。「福島原発避難者訴訟」の提起以降、損害賠償や原状回復を求める被害者の提訴が相次

いでいる（吉村， 2013,61 62頁）。そこでは、「ふるさとの喪失」をはじめとして、絶対的損

失の被害評価が焦点の 1つとなる。この点に関する理論的考察を深める必要があろう。

2 原子力災害における「復興」と「生活再建J

国の政策と避難者の「帰還」意向との整合性に関する検討

2.1 原子力災害からの「復興jとは

避難者が「ふるさとの喪失」を訴えるのは、前節で述べたように、事故被害が不可逆性（回

復困難性）をともなっているからである。他方、国が進める「帰還」政策はこれと対立してい

る。

東日本大震災の発生からすでに 3年日に入り、これまでの取り組みを踏まえつつ、復旧 ・復

興をどう進めるかが焦点の lつとなっている。ただ、今回の震災が原発事故をともなっている

ため、福島県を中心とする事故の被害地では、 復旧・復興が通常の自然災害のようには進んで

いなし、。放射能汚染が障害として立ちはだかっているからである。

一般に、災害発生後の対応は、応急対策にはじまり復興、防災・減災へと至る複数の段階に

分けられる（これは「災害サイクルJと呼ばれる）。東日本大震災では、今なお多くの被災者

が「応急仮設住宅」で暮らしているのだから、応急段階を脱したとはいえないが、発災から 3

年目の現在、復旧 ・復興も同時に課題にのぼらざるをえない。

では、原子力災害における「生活再建」「復旧」「復興」とは何か。これら 3つの課題は重な

り合いつつも、その“主語”が異なっている。「生活再建」は個人や家族、「復旧」はインフラ

などの施設が主語となるだろう。また「復興」は、福島復興などというように、しばしば地域

が主語とされる。

地震で一定の範囲の建物が倒壊したようなケースを想定すれば、これら3つの連続性は比較

的イメージしやすい。しかし今回のように、放射性物質による深刻な環境汚染が生じた場合、
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「生活再建」「復｜日」「復興」の聞に避けがたい矛盾が生じてくる。

それはまず時間軸においてあらわれる。避難者たちにとって、生活再建はいうまでもなく待っ

たなしの課題である。他方、放射能汚染の影響は、きわめて長期に及ぶ。汚染が事故前のよう

に低減しなければ、住民は安心して戻れず、原住地の復興にも多くの年月を要する。人びとの

生活再建の場は、避難先とならざるをえない。時間軸でのずれが、上記3つの課題を空間的に

切り離してしまうのである（除本， 2013b, 208頁）。

2.2 国の「帰還」政策が意味するもの一一被害の可逆性

そこで国は、被害地域の除染やインフラ復旧などを通じて、住民の帰還を促そうとしている。

この前提は、除染やインフラ復旧を進めれば、住民はもと通りの生活に戻れるということであ

る。つまり、福島原発事故による周辺地域への被害がおおむね回復可能であり、「可逆的」だ

ということを含意している。

しかし、原発事故の被害者たちは、これと対立する見方を示している。復興庁は 2012年

8月以降、福島県および被害地域の 8市町村とともに住民意向調査を行ない、その結果を公表

している（復興庁， 2013）。そのうち、避難者の帰還意向に関する部分を表 1に示した。これ

によれば、旧緊急時避難準備区域の人口が多い田村市を除き、戻らないという回答が 2～4割

台を占めている。最多の大熊町では 45.6%にのぼった。 8市町村のすべてにおいて、戻らない

という回答は、現時点で（あるいはすぐに）戻りたいという回答より多い。原住地帰還に困難

を感じている住民が、相対的に多数を占めていることが分かる（除本，2013c, 50頁）。

2.3 避難者はなぜ「戻らなLリのか

復興庁（2013）によれば、多くの避難者が、戻らない理由として「放射線量」と 「原発の安

全性」に対する不安を挙げていることが分かる。このうち放射線量への不安が、ほぼすべての

町村で第 1位となっている（双葉町のみ第 2位）。この調査結果は、戻らないと回答した人た

ちが、国が行なう除染の効果を疑問視していることを示唆している。

しかも、固による避難指示解除の目安は、年間積算線量 20mSvである。通常時の被曝限度

が lmSvであることを考えれば、避難者の間で帰還へのためらいが生まれでも不思議はない。

双葉町の調査では、放射線量の低下を前提に戻る意向を示している人のうち、 51.4%が、森林 ・

田畑を含む全域で lmSv以下になることを帰還の条件としている（復興庁ほか， 2013, 13頁）。

しかし除染をして、避難指示区域の放射線量が lmSvまで低下するのに何年かかるのか、国

も目途を示すことができていない。被害者にとって生活再建は喫緊の課題であり、待てる時間

には限りがある。避難生活は 2年以上に及び、すでに限界に来ている。

原発の安全性も、放射線量への不安に次いで、上位を占めている。 2011年 12月 16日、野

田首相（当時）は「事故収束」 宣言を行なったが、実態から程遠いと批判されてきた。 最近も、
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表 1 8市町村の避難者の帰還意向

単位 ：%

①すぐに戻る 6.7、②条件が整えば戻る 34.5、③今はまだ判断できない
田村市

30.0、④戻らない 10.2、⑤無回答 18.6

①すぐに戻る 9.7、②条件が整えば戻る 33.1、③今はまだ判断できない
楢葉町

34. 0、④戻らない 22.3、⑤無回答 0.9

①現時点で戻りたいと考えている 15.6、②現時点でまだ判断がつかない
富岡町

43. 3、③現時点で戻らないと決めている40.0、④無回答 1.1 

①現時点で戻りたいと考えている 11.0、②現時点でまだ判断がつかない
大熊町

41. 9、③現時点で戻らないと決めている 45.6、④無回答 1.4 

①自宅の補修 ・再建、インフラの復旧後すぐに戻りたい 10.3、②条件が

双葉町 整えば戻りたい 28.4、③現時点でまだ、半lj断がつかない 26.9、④町に戻り

たいとは思わない 30.4、⑤無回答 4.1 

①解除後すぐに帰りたい 2.3、②自宅なら解除後すぐに帰りたい 2.6、③

地区にかかわらず条件が整えば帰りたい 4.2、④自宅なら条件が整えば帰
浪江町

りたい 13.2、⑤しばらくは二地域居住 16.9、⑥まだ判断がつかない 29.4、

⑦町には戻らない 27.6、③無回答 3.8

①村にすぐ戻る 7.0、②条件が整えば村に戻る 26.2、③二地域居住 6.4、

葛尾村 ④現時点でまだ判断がつかない 30.7、⑤村には戻らない 27.1、⑥無回答

2.6 

①戻りたい 21.9、②戻りたいが判断がつかない 26.9、③わからない 20.2、
飯舘村

④戻らない 27.8、⑤無回答 3.2 

注： 1)調査対象等は次のとおり。田村市・旧警戒区域 ・旧緊急時避難準備区域の全世
帯主のうち発災時の居住地区以外で生活している方、 n=403、楢葉町： 15歳以上住
民、n=3,888、富岡町： 18歳以上住民、n=7,634、大熊町 ．世帯代表者、 n=3,424、
双葉町・ 中学生以上住民、 n=3,710、浪江町： 15歳以上住民、 n=ll,298、葛尾村
15歳以上住民、 n=l,033、飯舘村：世帯代表者、n=l,5230
2）田村市では、旧緊急時避難準備区域の人口が旧警戒区域より多く（それぞれ約
4,000人と 600人〕、楢葉町では人口のほぼすべてが旧警戒区域に含まれる（旧警戒
区域が約 7,700人、 旧緊急時避難準備区域が約 10人）。 他の6町村は全域に政府の
避難指示が出された。区域別の人口は、大島 ・除本（2012)34頁、表 1-2による。

出所．復興庁（2013）より作成。

事故後 2年の 2013年 3月から 4月に、福島第一原発で使用済燃料プール冷却装置などの停電

や、汚染水漏れが明らかになった。停電事故の際、地元紙は「冷却機能停止が続けば、再び大

事故につながる恐れもあった」と社説で指摘し、「住民の帰還意識が低下する恐れがある」と

いう避難自治体の首長の声を掲載した（『福島民友』 2013年 3月 20日付）。福島の人びとの間

では 「事故は収束していない」というのがむ しろ常識であり、それを理由に避難をしていると
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いう人もいる。住民の不安は収まることがない。

調査結果によれば、放射線量や原発の安全性以外にも、避難者はインフラ（上下水道、医療

機関、学校などを含む）や商業施設などの生活条件、あるいは雇用にも関心を寄せているO こ

れらは、後述の地域を構成する諸要素に該当する。除染によって放射線量が低減するだけでは、

人びとは戻れないのである。

このように、避難者の「戻らなし、」という選択は、単に主観的なものではなく、 一定の客観

的根拠に基づく判断だといってよい。なお以上に関連して、復興庁（2013）のなかで目を引く

のは、条件が整えば戻る、あるいはまだ判断がつかないと回答した人（4～6割台）のなかで

も、帰還の前提として、放射線量の低下や、原発の安全性の確保を挙げている場合が多いこと

である。これらの人たちは、今のところ収束作業や国の除染の行方を見守っているが、その効

果があがらなければ、「戻らなしリグループに鞍替えする可能性のある予備軍とみることもで

きょう。

いずれにせよ帰還をめぐる住民の意識は多様であり、政策目標を早期帰還に一元化すること

は、避難者のニーズとの聞にミスマッチを生じさせるだろう 九

3 「ふるさとの喪失」とは何か

3.1 地域の諸要素の「解体」と回復 地域固有の要素としての「土地」に着目して

避難者にとって 「戻らない」ということは、 震災前の居住地域にあった数多くの要素を失う

ことを意味する。 「地域」は、一定の範域に「自然環境、経済、文化（社会 ・政治）」という複

数の要素が一体のものとして存在することで、人びとの生産 ・生活の場として機能する（中村，

2004, 60頁）。いわば諸要素の「束」である。

筆者はこれまで「地域が引き裂かれる」構造に着目して、原発事故がもたらした地域社会の

被害を論じてきた（除本，201lb, 4-12頁；大島 ・除本， 2012, 41-71頁；除本， 2013a, 30 

-35頁）。放射能汚染のない環境、ある程度の収入、生活物資、医療 ・福祉 ・教育サービスな

どが手の届く範囲になければ、私たちは暮らしていくことができない。しかし原発事故によっ

て、この束が「解体」され、避難者たちは、そのうちどれを重視して移住先を定めるか、苦渋

の選択を迫られた九

避難自治体では、住民だけでなく 、役場機能も移転を強いられた。そうした、いわば地域の

「社会 ・政治」的機能にアクセスしやすくするためには、避難者は役場移転先の近傍に居住す

べきだろう。だが、役場の移転先でも放射線量が事故前と比べて高いとすれば、より安全な

「環境」を求めて、さらに遠くへ移住する必要に迫られるかもしれない。あるいはまた「経済」

の観点、たとえば雇用機会という点で最善の居住地域は、これらとは別のところにあるかもし

れない。

こうして生活「再建」は、ともかくも何らかの形態で進行する。避難者はいずれかの地で新
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たな住まいを見つけ、新しい職に就くだろう。その限りで、居住空間や一定の所得などは事後

的に回復可能であり、被害の一部は可逆的だということができる。これらについては、過去の

損害（収入の減少、不動産の価値喪失、精神的苦痛など）に対する十分な賠償とともに、将来

の生活再建に向けた支援措置が求められる。

しかしどうしても回復できないものもある。とくに避難元の地に固着した諸要素は、 回復不

可能である。これには、広い意味での環境（土地などの自然資源や景観など）が含まれる。こ

こで回復不可能とは、前節に掲げた理由で「戻らない」という選択をした結果、避難者が地域

固有の要素から空間的に切り離されることを表している5〕。他方、帰還しでも、事故前の暮ら

しを取り戻すのが困難なのはいうまでもない。避難指示区域外を含め、汚染が及んだ地域の人

びとの暮らしは「不可逆的」な変化をこうむっている。

地域固有の要素として「土地」が挙げられる。福島原発事故の被害地域では、都市部と異な

り、土地は先祖から引き継がれ、次の世代へと受け渡していくものだという意識が強い。現在、

東京電力の書式による不動産賠償手続きがはじまっているが、その過程で、実際に住んでいた

人と登記上の所有者が一致しないケースが非常に多いことが問題視された。不動産の売買に登

記は付き物だが、そうした観念が希薄なのである。避難者たちにとって、土地や家屋は、頻繁

に売買される 「財物」と同じではない。代々受け継がれる土地や家屋は、容易に代わりのもの

を入手することは困難であるから、代替性が乏しいと解すべきであろう。

この点について、飯舘村で専業農家の後継者の道を選択した 30歳代の男性は、次のように

述べている。 「自分の持っている土地っていうのは、自分の所有物じゃなくて、受け継いでき

たものなのです。金銭だけで扱えるものではないんです」。「東京の人には土地の所有は金銭の

話だし、北海道の農家でもやっと三代ぐらいです。……『しょうがない、諦めればいい』って、

そんなマンションを手放すのと違うよってことなんですけれど」（千葉 ・松野， 2012, 188, 

190頁）。

3.2 “個人”と“地域”の次元でみた「ふるさとの喪失」

「ふるさとの喪失Jとは何か。個々の避難者と、被害地域という 2つの次元で促えてお く必

要がある。

「ふるさとの喪失」という被害は、避難者の口から「戻りたいけれど戻れない」苦悩として

語られる。 「戻りたい」という言葉は、原住地に固有であり、代替性のない （避難先では見出

せない）要素への思いを表現している。土地など代替性のない要素から切り離されたことで、

農作業やレクリエーシ ョンのよう にそれらと関連する諸活動を奪われたこと、またコ ミュニティ

や地域環境から得ていた各種の 「便益」を喪失したこと一一 こうした諸被害が、個々の避難

者からみた「ふるさとの喪失」の内実であろう。「人生をリセットされた」という避難者もい

るが、この言葉は、震災前までの人生（そして将来設計）が「ふるさと」と不可分であり、避



32 経営研究 第64巻第3号

難先では容易に再建できないという思いを表していると解される。

住民が戻れず離散していけば、被害は地域レベルでも生じる。これは、前述した「生活再建J

「復旧」「復興」の聞の矛盾のあらわれである。コミュニティが失われ、自治体は存続の危機に

直面する。役場を戻し、事故収束、廃炉、除染などの作業で人口が流入したとしても、住民が

入れ替わってしまえば、すでにもとの自治体ではない。 コミュニティとともに、そのなかで継

承されてきた伝統や文化なども失われてしまう。

住民が主体となって地域発展を進めてきた自治体にとっては、住民の離散は、地域づくりの

担い手と取り組みの成果の喪失を意味する。同時に、過去の取り組みの延長線上に展望されて

いた、地域の将来像も失われようとしている。そうした自治体として、 1980年の冷害を機に

内発的な地域づくりに転換し、取り組みを進めてきた飯舘村が挙げられる。村長は著書で、

「私が口にした未来へのプロジェクトは道半ばにして、すべてが止まってしまった」と書いて

いる（菅野， 2011,131頁） 6）。これは「地域づくりの破壊」（堀畑， 2012）と呼びうる被害で

あろう。

3.3 被害の特質

以上を踏まえ、 「ふるさとの喪失」という被害の特質について、 2つの分類軸（個人と地域、

経済的被害と非経済的被害）によって検討したい。

前述のように「ふるさとの喪失」は、個人と地域（個人の集合体としての）という 2つの次

元で捉えられる。後者の次元では、景観（一時的な訪問者としてではなく日常的に享受するこ

と）、コミュニティから得られる各種のサービス、地域づくりの成果などの被害が該当する。

これらはいわゆる「クラブ財」の性格をもっている。つまり、地域住民に限って享受される

「公共財」であって、その意味で排除性があるが、競合性は低い。そのため個々の成員に対し、

その利益を完全には分割できない。逆にいえば、「ふるさとの喪失」は、個別の避難者の被害

の総和以上のものである。

したがって 「ふるさとの喪失」は、純粋な集団的利益の侵害であるのと、個人の被害でもあ

る。個々の避難者からみた「ふるさとの喪失」は、前述のようにまず、土地など地域固有の要

素から切り離され、それらと関連した諸活動を奪われたことである。ここには、後述する私有

地など不動産の損害が含まれる。さらに、こうした私的財に加えて、上記のような「クラブ財」

の喪失も個人の被害として重視すべきである。

次に、経済的被害と非経済的被害という視点からみるO 「ふるさとの喪失」は、基本的に絶

対的損失といえるが、一部に、金銭によって回復 ・代替可能な経済的被害（相対的損失）をと

もなっている7）。 被害の回復や賠償を考える際には、この点も考慮しておく必要がある。

淡路（2013）は、コミュニティから成員が享受していた利益（上記の表現ではコミ ュニティ

から得られるサービス）として、①生活費代替、②相互扶助・共助 ・福祉、③行政代替 ・補完、
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④人格発展、⑤環境保全 ・維持、 の諸機能を挙げている。これらの諸機能の一部には、 ①のよ

うに金銭によって回復 ・代替可能なものも含まれる。

「地域づくりの破壊」にも、経済的 ・非経済的被害の両面がある。飯舘村では地域づくりを

進める過程で、農家民宿など、村の発展戦略に合致する事業をはじめる人たちが出はじめてい

た。たとえば、「農業の一環としてやる店」「直売所併設の喫茶店」として極久里を創業した市

津夫妻は、自家畑でのフールーペリー栽培を拡大しようとしていた（市津 ・市津， 2013）。また、

農業委員として地域づくりに取り組んできた佐野ハツノ氏は、 2006年に農家民宿をはじめ、

客数が年間 200人台にな っていたので「農業と両方、無理なくやり、もうそろそろ本腰を入れ

てやろう、と考えていたところでした」という（境野ほか編著， 2011, 103頁 ；千葉・松野，

2012, 157-158頁）。これらの事業は、景観や生活文化など地域固有の要素に依拠しているが、

その展開可能性を奪われたことは経済的被害の側面をもっ。

非経済的、精神的側面についていえば、地域づくりは住民の地域への「誇り」を高める。飯

舘村の事情について、上記の市淳氏が次のように述べている。出身地を聞かれた際、少なから

ぬ村民が、どうせ分からないだろうと村名をいえなかったという「屈辱」を経験していた。し

かし、 地域づくりの取り組みを進めるなかで、都市住民が農村のライフスタイルを評価してく

れるようになれば、村に「誇り」をもてるようになってい く（市津 ・市津， 2013, 121-122頁）。

「地域づくりの破壊」は、こうして培われた「自尊心」の喪失でもある。

4 「ふるさとの喪失」の補償・回復と不動産賠償

4.1 原状回復に準ずる措置

筆者はすでに別稿で、「ふるさとの喪失」に対する補償 ・回復措置について論じている（除

本， 2012b）。「ぶるさとの喪失」が絶対的損失をともない、また純粋に集団的な被害という面

ももっ以上、個人に対する金銭賠償では不十分なのは明らかであって、原状回復に準ずる政策

的措置が必要となってくる。個々の避難者の選択を尊重するとともに、さまざまな地で生活再

建を進める避難者と、原住（避難元）自治体とをつないでいくための取り組みが求められる。

この点について、日本学術会議社会学委員会の 「東日本大震災の被害構造と日本社会の再建

の道を探る分科会」は、次のように述べている。

「このような危機意識を背景にして、『早期帰還が住民の声である』という見解が、政策過程

で主導的な認識になっている。しかし、この見解が妥当であるのかを問い直す必要がある。政

府の福島対策はこれを前提に行っているが、こうした形での住民の声の集約は、社会学的には

大いに問題がある。

『汚染の程度が明確に安全なレベルにまで低下しない限り帰還したくない』という声も若い

世代には強いのであり、その点の認識を誤ってはならない。
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特に、今後 30年スパンで長期にわたる対策が必要であり、その際の当事者は、今意見が言

える世代である以上に、子どもたちを含むより若い世代になる。だが、彼 ・彼女らは、まだこ

の事態の中で十分な意思形成が出来ていなし、。『住民の声を聞く』ということだけでなく、潜

在化している住民の声が表出され、住民の世論として形成されていくことを支援する政策が必

要となっている」（日本学術会議社会学委員会東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道

を探る分科会， 2013, 10頁）。

そのうえで同分科会は、具体的な提言として「長期避難者の生活拠点形成と避難元自治体住

民としての地位の保障」などを掲げている。そこでは、 「現在、居住している地域において住

民登録を行った場合にも、避難前に住んでいた自治体の住民としての地位を保持するような仕

組み」が必要とされ、 「二重の地位の保障の仕組み」と「長期避難者の生活拠点、とネットワ ー

ク形成」の 2つが重要だと述べられているo このうち前者に関しては、「二重住民登録」ある

いはそれに準ずる特別な制度が提案されている。また後者は「長期避難せざるを得ない人々が、

避難期間においても安心して居住し通常の生活が送れる条件を整備するとともに、元の町村の

人間関係や行政組織との関係を維持し孤立しないようにすること」を指す。これについては、

すでに「仮の町」 「セカン ドタウ ン」という構想が提起されているが、「居住空間は分散的でも、

元の町の住民が広域的なネットワークを形成し維持していることが必要である」とされている

（日本学術会議社会学委員会東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る分科会，

2013, 16-17頁）。

すでに述べたとおり、放射能汚染の影響が長期に及ぶことから、短 ・中期的には 「生活再建」

「復旧」「復興」の聞の矛盾が広がらざるをえなし、。もちろん避難者それぞれの選択は尊重され

るべきだが、個々の避難者の「生活再建」を長期的に被害地域の「復興」へと架橋するために

は、避難者が避難元の自治体と関係を保ちつづけることが必要である。その 「関係Jとは理想

的には「住民」としての、ということだが、その具体的なあり方については、実現可能なあら

ゆる方策を検討していかねばならない。

4.2 不動産の非代替性と賠償

前節で述べたように、土地は地域固有の要素であり、避難者の「ふるさと」に対する思いの、

中核部分に位置するものの 1つであろう。また多くの場合、避難者は原住地での土地所有にと

もなって、コミュニティの諸機能を享受していたと考えられる。不動産賠償は時価で算定する

のが一般的かもしれないが、前述した飯舘村の男性の言葉にもあるように、今回の被害地域の

実状を考えれば、地域固有の代替性に乏しい財産という性質を踏まえて、被害評価を行なうべ

きであろう。

しかし、東京電力の進めている不動産賠償は、非代替性の考慮どころか、避難先で住居を再
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取得することも困難な内容になっている。以下ではこの問題点を明らかにし、不動産の非代替

性を考慮した賠償のあり方について考える。

4.2.1 東京電力による不動産賠償の問題点

現在、東京電力が進めている不動産賠償は、主に居住用不動産を対象にしている。東京電力

の基準によれば、賠償額は「時価相当額×持分割合×避難指示期間割合」で算定される（東京

電力株式会社福島復興本社， 2013）。

「避難指示期間割合」とは、土地 ・家屋について、避難指示の解除時期と連動した減額割合

である。すなわち、避難指示の解除時期が事故後6年以降であれば、「事故前の価値」の全額

を賠償するが、 6年に満たず早く帰還できた場合は、それに応じて賠償を減額する（図 1）。

図1 避難指示の解除時期と不動産賠償の減額
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出所 資源エネルギー庁 （2013）より作成。

家屋については、 「時価相当分」の算定にあたって、もう 1つ減額措置がある。すなわち、

家屋の「経年減価」が考慮されるのである。築 48年以上の家屋については、新築価格の 2割

しか賠償されない。原発事故の被害地域には、そうした古い家屋が多いため、自治体の反発を

招いた。

これら二重の減額措置が適用されると、賠償額が減り、新たに住居を取得するのが困難にな

る人も少なからず出てくる。「残存価値」を賠償するのは当たり前に思えるかもしれないが、

現にそこに住んでいたという 「使用価値」を重視しなければならない。筆者が話を聞いた楢葉

町の避難者のケースでは、土地 ・建物に庭木などを含めた賠償額が約 720万円にしかならない。

この方の場合、ローンも残っており、同等の住居を再取得するのはきわめて困難である。

4.2.2 代替性の乏しい財産の賠償一一「中間指針」を踏まえて

代替性のない財産の賠償をどう考えるべきか。この点について、原子力損害賠償紛争審査会

が策定した「中間指針」（2011年8月）は、次のように述べている。「合理的な修理、除染等
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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」（原子力損害賠償紛争審査会，2011,31頁〕。

ここでいう 「客観的価値」とは、事故時と事故後の時価の差額（減価分）を指す。つまり、

交換価値をもっ財産については「客観的価値」 をもって損害額とするが、交換価値を観念する

ことのできない、代替性のない財産については、それを超える損害を認めるという趣旨である

（中島， 2013,31頁）。

しかしそれ以「中間指針Jは、代替性のない財産の例として、文化財や農地を挙げている。

外に、居住用不動産であっても代替性が乏しいと考えられる場合が少なくない8）。ならば、居

住用不動産についても「客観的価値」（東京電力の基準については前述）を超える賠償が認め

しかも除染費用 9）だけではなく、住居の再取得費用に関しでも認られてしかるべきである。

められるべきである。不動産の非代替性を前提とすれば、住居の再取得は完全な原状回復では

ないが、それに準ずるものと解される（再取得価格の算定方法の提案については米倉， 2013）。

各方面からの批判を踏まえて、紛争審も不動産賠償の見直し作業に着手した。 2013年 10月

1日の会合では、上記の 「経年減価」の扱いに関して、住居の再取得などに配慮し、賠償を上

乗せする方針が紛争審で提示された。東電の基準では、築 48年以上の家屋について新築価格

の2割しか賠償されないところを、6割まで引き上げる（図 2）。同日の会合では合意に至らず、

（『朝日新聞』 2013年 10今後さらに増額する方向で議論が継続される予定と報じられている

家屋賠償における経年減価の扱い

紛争審で示された上乗せ案（2013

年 10月 1日）

図2
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出所：福島民報ウェブサイト， http://www.minpo・jp/news/detail/
2013100211248 (2013年 10月2日閲覧）より作成。
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月2日付）。

ただし、 l.}ljの土地に住居を再取得したとしても、避難者たちがふるさとを奪われたことには

何ら変わりがなし、。前述した飯舘村の男性の言葉にあらわれているように、土地の非代替性の

背景には、世代を超えた人びとの営みがある。短期的な経済活動によっては、再生産すること

ができないのである。そして、そうした長期にわたる人間活動は、単に個人ないし個別経営体

だけの取り組みではな く、それらを包摂するコミュニティや、自治体の地域づくりとも関連し

ている。この男性の父親も、 畜産を営みながら村議を務め、現村長の活動を支えてきた（千葉 ・

松野， 2012, 172-173頁）。

この点で、不動産の損害と、コミュニティの喪失や地域づくりの破壊とは連続した被害だと

いえる。その賠償においては、前節で述べた被害の特質が考慮されるべきである。

おわりに

本稿では、福島原発事故における絶対的損失について考察してきた。なかでも、特徴的な被

害として「ふるさとの喪失」に注目し、個人と地域という 2つの次元で被害の特質を検討した。

被災者個人が事故前の生活を回復する手段としても、賠償だけでは十分ではないが、とくに地

域レベルの被害となれば、賠償を越えた政策的措置が不可欠なのは明らかである。個々の避難

者の選択を尊重しながら生活再建を進めるとともに、長期的に被害地域の再生を展望しなくて

はならない。本稿の端緒的考察を踏まえ、さらに検討を進めたい。

また本稿では、原発避難を起点とした「ふるさとの喪失」を中心に論じたが、いわき市民訴

訟（米倉， 2013）にみられるように、汚染が及んだ地域に現に暮らす人たちの被害も問題とな

る。この点を含め、事故被害の全容を一体のものとして担える視座が求められている。今後の

課題としたい。

もちろん政策的措置とともに、被害に対する適切な賠償・補償が必要であることも、いうま

でもない。この点では、第4節で述べたように、紛争審で不動産賠償などの議論が進んでいる。

引き続き注視し、問題がないか検討していきたし、。 (2013年 10月15日脱稿）

付記

本稿は、別稿（除本， 2013d）をもとに、紙幅の制約で述べられなかった点などを加筆したものである。

本稿の内容は、第56回人権擁護大会プレシンポジウム「福島原発事故被害の補償 ・救済はこれでよいか？」

（日本弁護士連合会主催、日本環境会議企画協力、 20日年6月8日、弁護士会館クレオ）、 同 「原発事故で

奪われたものは何か一一住民被害の回復と地域の再生に向けて」（福島県弁護士会主催、 2013年9月7目、

郡山市ホテルハマツ）、 日本弁護士連合会第 56回人権擁護大会・シンポジウム第 l分科会 「放射能による

人権侵害の根絶をめざして一一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」

(2013年 10月3日、広島国際会議場フェニックスホール）、環境三学会合同シンポジウム 2013「原子力被

害とその救済」（環境経済 ・政策学会、環境社会学会、 環境法政策学会主催、 2013年 6月16日、明治大学
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駿河台キャンパス）、環境経済 ・政策学会 2013年大会（2013年9月22日、神戸大学）などでの報告に基

づく。コメン ト等を頂戴した皆様に、深く感謝申し上げる。

執筆にあたっては、次の研究による知見の一部を利用した。旭硝子財団人文 ・社会科学系研究奨励、科

研費基盤研究（C）課題番号 25516010（以上、研究代表者：除本〕、 三井物産環境基金 2012年度研究助成

（研究代表者：藤川賢）。

注

1）筆者は、「賠償」と 「補償」の語を次の意味で使い分けている。「補償」は 「賠償」 を含むより広い概

念として用し＼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Jなど） や、金銭賠償を越

えた広義の「償L、」をも含意する。これは、狭い意味の金銭賠償だけでは問題が解決しないと考えてい

るためである。ただし、用語の説明を省く ためなどの理由で、月lj稿では「賠償」で統ーした場合もある。

本稿では、基本的に 「賠償」を用し＼適宜「賠償・補償」などと併記している。

2）淡路（2013）は、今回の事故における特徴的被害の lっとして、地域生活の破壊と喪失を挙げている。

これは本稿で 「ふるさ との喪失」と呼んだ被害と重な っている。

3）こうしたなかで、消滅時効が問題となる事故後3年が経過しようとしている。この問題については、

松本（2013）を参照。

4）筆者の考察を踏まえ、 福島原発事故における被害構造について考察した文献として、 藤川 （2012）が

ある。

5）避難者が 「戻らない」ことを決めた段階で、「避難」 の状態が終わり、それにともなう精神的苦痛が

終わる と想定するのは早計である。ある飯舘村民は、 「幾世代にも渡って土着してきた者が、突然余所

で暮らすことになって感ずる漂流感を持て余している」と書いている（市津 ・市津，2013, 220頁）。こ

うした感覚は、「戻らなし、」という選択をしたとしても容易に消えることはないであろう。

6）飯舘村の地域つ、くりを研究してきた佐藤彰彦も、次のように述べている。 「今回の震災によって村民

が失ったく暮らし〉は、 5次総 〔村の第 5次総合振興計画〕に関わった人たちが、村の将来像として大

切に育もうと描き上げた く暮ら し〉そのものだったのではないだろうかJ（佐藤， 2012, 124頁）。

7）絶対的損失と相対的損失は、裁然、と分けられるものではなく、両者の聞に境界領域が存在する（宮本，

2007, 121頁）。

8）この点については、すでに別稿で指摘している。除本（201lb)21頁、大島 ・除本（2012)94頁、除

本（2012b)62頁を参照。

9) 2011年8月制定の放射性物質汚染対策特措法により、 文化財や農地以外の、山林や居住用不動産につ

いても、「客観的価値」を超える除染費用の賠償が認められる ことになった（中島， 2013, 34-35頁）。

しかし、除染のみに 「客観的価値」を超える賠償を認め、避難先での住居の再取得についてはそれを認

めないとすれば、避難者の選択に 「帰還j という枠をはめることになりかねない。また、「中間指針」

の第 2次追補（2012年3月 16日）では「居住用の建物にあっては同等の建物を取得できるような価格

とすることに配慮する等、個別具体的な事情に応じて合理的に評価するものとする」とされている（原

子力損害賠償紛争審査会， 2012, 13頁）。
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Absolute Loss, Compensation for Damages 
and Problems for Recovery after 
the Fukushima Nuclear Disaster: 

“Loss of Home Towns" and Real Estate Compensation 

Masafumi Y okemoto 

Summary 

The principle of providing redress for the victims of the Fukushima nuclear 

accident ought to be positioned in terms of restoring conditions to their original 

state and rebuilding lives. However, collecting the radioactive material that has 

been dispersed is extremely difficult ex-post facto.“Absolute loss" is the complete 

damage of the living which is difficult to recover. Preventing absolute loss before 

it actually occurs is preferable, but once it does occur, the question is how it is to 

be dealt with. Although completely restoring conditions to their original state 

will be difficult, measures must be examined to recover roughly the same condi-

tions as well as determine the best ways of providing reparation and compensa 

tion for damages. 

In this paper, an overview of the absolute loss resulting from the Fukushima 

nuclear accident is provided (Section 1). Within it, the focus is placed on“the 

loss of hometowns，” a type of damage characteristic of this accident. This damage 

is rooted in reality in that many of the evacuees of the nuclear accident consider 

themselves unable to "go home" to their original places of residence. This sce-

nario should not be viewed as merely a subjective impression but as a judgment 

based on constant and objective grounds (Section 2). Consequently, what is the 

loss of hometowns? While paying attention to specific elements of the region, 

such as the land, actual damage conditions are examined based on two dimen-

sions-individual and regional and their characteristics are considered (Section 3). 

A nuclear disaster, such as the Fukushima accident, requires progress in recon 

structing lives while respecting the choices of each individual evacuee. As regards 

for long-term progress, regeneration prospects of the damaged region should be 

put forward. Meanwhile, policy measures to achieve the desired progress and the 

best ways of providing reparation and compensation are considered while focus-

ing on real estate damages (Section 4). 
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