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おわりに

はじめに

2014年12月25日、資源エネルギー庁と東京電力は非公開の「説明会」において、福島県

内の商工会に対し、営業損害（減収、および追加的費用）の賠償を原則として2016年2月分

で打ち切るという「素案」を示した（農林漁業を除く避難指示区域内の事業者に対しては、従

前の商圏の縮小・喪失による損害として減収率100％の逸失利益1年分、避難指示区域外の事

業者に対しては、相当因果関係が認められた場合、将来分の損害として直近逸失利益の1年分

を定型的に賠償する。避難指示区域外の農林水産品を取り扱う商工業者については、最長で

2016年12月末まで現行方式の賠償を継続する）。

この素案に対しては、福島県知事を会長とする福島県原子力損害対策協議会が見直しを求め

る要望書を提出し（2015年2月4日）、福島県弁護士会も同年2月21日に「東京電力福島第

一原発事故による営業損害の賠償打ち切り案の撤回を求める会長声明」を発するなど、批判が

高まった。各方面からの批判に直面した東京電力は、2015年6月7日、避難指示区域内の営

業損害の打ち切り時期を1年先延ばしにするなどの修正案を示した。

そもそも、賠償の終期（打ち切り時期）や中身について、被害者に対して加害者側が一方的

に提示してくるというこの構図そのものに大きな疑問を禁じえない。筆者は以前から、これを

「加害者主導」の賠償と特徴づけ、批判的に考察してきた（除本，2013）。今回とよく似た前例

としては、経済産業省と東京電力が2012年7月、原子力損害賠償紛争審査会（以下、原賠審）
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の頭越しに、不動産賠償の基準を突然公表したことが挙げられる。経済産業省と東京電力は、

このときにも強い批判を浴びたが、同じことがまた繰り返されている。

次に素案の中身をみると、福島県弁護士会の上記会長声明が指摘したように、「業種・地域

によっては風評被害が残存する一方、統計データ等により収束傾向がみられる業種も存在」な

どと述べられている。政府は国会でその根拠を問われたが、結局のところ当該「統計データ」

とは何なのか、具体的に示さなかった。

避難指示区域等における営業損害の終期については、原賠審が中間指針第4次追補において

次のように規定している。「営業損害及び就労不能損害の終期は、中間指針及び第二次追補で

示したとおり、避難指示の解除、同解除後相当期間の経過、避難指示の対象区域への帰還等に

よって到来するものではなく、その判断に当たっては、基本的には被害者が従来と同等の営業

活動を営むことが可能となった日を終期とすることが合理的であり、避難指示解除後の帰還に

より損害が継続又は発生した場合には、それらの損害も賠償の対象となると考えられる」

（8頁）。一部地域の避難指示は解除されているとはいえ、依然として多数の住民が避難を継続

するなかで、「従来と同等の営業活動を営むことが可能」といえるような状況にはないのは明

らかである。

また、避難指示区域外の営業損害についても、東京電力が相当因果関係の確認を厳しくする

ことにより、賠償額を絞り込んでいるのではないかという批判も聞かれる。

以上の背景から、筆者ら日本環境会議（JEC）ふくしま地域・生活再建研究会の研究者と、

福島県弁護士会の有志は、事業者の賠償問題について2015年5月に共同調査を開始した1）。

その目的は、政府と東京電力が提示している賠償打ち切り方針が果たして妥当であるのか、実

態に即して検証することである。調査から得られた知見については、中間取りまとめを行うと

ともに（除本ほか，2016）、2016年3月6日に福島県いわき市で開催されたシンポジウム「原

発賠償の打ち切り問題と『人間の復興』に必要な支援を考える」（福島県弁護士会・仙台弁護

士会・岩手弁護士会主催、日本弁護士連合会・東北弁護士会連合会共催）でも報告し議論を深

めた。本稿は、そのうち商工業等における営業損害の広範性と継続性に関する議論をまとめた

ものである2）。

なお、調査は継続中だが、本件が喫緊の問題であることから、暫定的な検討結果であっても

公表しておく意味があると考えた。また本稿は、2016年3月までに得られた知見に基づいて

いることをお断りしておく。

1 商工業等における営業損害の広範性、継続性

筆者らは今回の共同調査を通じて、避難指示区域の内・外ともに、事業者の被害が広範に継

続している実情にふれることができた3）。本稿では、福島原発事故で県内事業者が受けた被害

の広範性と継続性について論じる。広範性とは、被害が農林漁業などにととまらず、広い業種
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に及んでいることを意味しており、継続性とは文字通り、事故発生から5年を経てもなお被害

が続いていることをさす。

東京電力は以前から、避難指示区域内の農林漁業者の営業損害について2016年12月末まで

現行方式の賠償を継続するとしてきた。また、資源エネルギー庁と東京電力が非公式に示した

2014年12月の「素案」では、避難指示区域外の農林漁業者に対しても、区域内に準じた扱い

とするものとされている。

さらに今回、避難指示区域外の農林水産物の加工業、食品製造業、農林水産物・食品の流通

業について、原材料に占める県産品の割合（重量比）が50％以上であれば、実質的に農林漁

業と同等の損害が生じているものとみなす、という方針が明らかにされた（『毎日新聞』2016

年1月20日付）。この50％以上という基準は、原賠審の中間指針が、風評被害の賠償に関し

て「農林水産物の加工業及び食品製造業では、消費者や取引先が懸念する農林水産物を主な原

材料とする食品等の加工品（当該農林水産物の原材料に占める重量の割合が概ね50％以上で

あることを目安とする。）について、消費者や取引先が同様の懸念を有するとしても、合理性

があると認められる」（47頁）としていることを参照したものとされる。

しかしながら、被害が長期に継続するのは、農林漁業とこれら食品産業だけではない。以下

では、「食」「観光」「子ども」「輸出」「コミュニティ」という5つのポイントに着目して、避

難指示区域内・外における商工業等の被害の広範性と継続性を明らかにしたい。

2 営業損害の広範性 5つの角度から

2.1「食」 農林水産業、食品産業、および関連産業

原賠審の中間指針は、風評被害について、一般的基準を述べたあと、業種ごとの指針を挙げ

ている。業種ごとの指針のなかで最初に登場するのが「農林漁業・食品産業」である。中間指

針も述べているように、農林水産物はそれが生産される環境への汚染の影響が消費者の懸念に

直結する、とくに食品では内部被曝の問題がある、といった事情がある。そのため、農林水産

業や食品産業は、放射能汚染による被害を受けやすい。

注意すべきは、農林水産業や食品産業だけでなく、広く関連産業を含むものとして「食」と

いうキーワードを考えるべきだという点である4）。たとえば食品の包装用品をつくるメーカー

などにおいても被害の継続がみられる。

2.2「観光」 農村空間“商品化”のもとでの被害の広がり

「食」とのむすびつきが強いのは「観光」関連産業である。近年、農林漁業は食料を生産す

るだけでなく、その営まれる空間自体が都市住民の「消費」の対象となっていることが指摘さ

れている（田林編著，2013）。たとえば農産物に対して、食料としての使用価値のみならず、

産地の歴史や文化などにかかわる付加価値が重視されるようになり、現地に赴いてそれらを求
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める消費者行動が増加する。こうした傾向のもとでは、原発事故の被害が農林漁業から観光関

連の事業者にも波及するという連関がいっそう強くなると考えられる。

観光客の減少は、観光施設、宿泊施設はもとより、小売店、飲食店など幅広い業種に影響を

与える。原賠審の中間指針も、「観光客が売上に寄与している程度は様々である」としつつも、

「ホテル、旅館、旅行業等の宿泊関連産業から、レジャー施設、旅客船等の観光産業やバス、

タクシー等の交通産業、文化・社会教育施設、観光地での飲食業や小売業等までも含み得る」

ものとして観光業の風評被害を考えている（49頁）。筆者らの聞き取り調査では、福島県産の

食材を目玉としていた旅館や飲食店などで、事故による売上げ減少などの影響が継続している

ことがみてとれた。

留意しておくべき点は、観光客の入込数だけでなく、その内容も重要だということである。

たとえば、家族連れの観光客とビジネス目的の旅行者とでは、現地での買い物など、消費額に

差が出ることが予想される。

2.3「子ども」 幼稚園・保育園、塾など

観光関連産業の問題とも関係するのが「子ども」というキーワードである5）。たとえば、避

難による子どもの減少は、幼稚園・保育園、塾などに影響を与える可能性がある。また、家族

連れで福島にこなくなるといったことがあれば、観光業にもマイナスに作用するであろう。

2.4「輸出」 製造業でもみられる被害

農林漁業・食品産業や観光業だけでなく、製造業でも被害が継続している。福島県の鉱工業

生産指数（2010年＝100）の推移をみると、2015年は88.0であり、前年比で4.7ポイント減

少し、震災直後の2011年を下回っている（図1）。地元紙も「現在も震災前の状況まで回復し

ていない」と指摘する（『福島民友』2016年3月7日付）6）。
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図1 福島県の鉱工業生産指数の推移

出所：『福島民友』2016年3月7日付。



福島県弁護士会 原子力発電所事故対策プロジェクトチームでの検討を通じて浮かび上がっ

てきたのは、直接輸出されるケースでなくとも、サプライチェーンを通じて製品が最終的に海

外で使用される場合などに、福島県内で製造された部品等が敬遠されているのではないかと推

察される事例がみられることである7）。

原賠審の中間指針は、風評被害に関する指針のなかで、「輸出に係る風評被害」という項目

を立てている。そこでは「一般に海外に在住する外国人には日本人との間に情報の格差がある

こと、外国政府の輸入規制など国内取引とは異なる事情があること等から、輸出に係る被害に

ついては、一定の損害項目や時期に限定して、国内取引よりは広く賠償の対象と認めることが

適当である」とされている（54頁）。「情報の格差」は海外との関係で顕著にあらわれるので

ある（中島，2013，6061頁）。

2.5「コミュニティ」 避難指示区域における被害の継続

以上に加えて、避難指示区域については、住民の避難が継続しているという事情がある。も

ちろん、避難指示区域でまったく営業ができないわけではなく、避難指示解除準備区域を中心

に、避難指示区域外からの集客や宿泊者を前提としないのであれば、事業を営むことはできる

（原子力被災者生活支援チーム，2015）。

しかし避難指示区域内について、福島県商工会連合会の会員事業者の現状をみると、農林漁

業や食品産業だけでなく、地域コミュニティに密着していた小売業などで再開率が低い（除本

ほか，2016，2223頁）。地元の商工業者にとって、住民は顧客であり、コミュニティは商圏

である。住民の避難が続けば、それだけ事業者の被害も継続するのは明らかである。もちろん、

避難指示が解除されても、ただちにコミュニティが回復するわけではない。

なお、避難指示が続いているもとでは、営業再開を考えている事業者も、どこで再開をする

のか方向性を決めかねるであろう8）。そのため、単純に避難先で事業を再開すればよいという

ことにはならない。

3 営業損害の継続性に関する諸要因

3.1 風評被害の継続について

風評被害とは、食品中の放射能や、地域の空間線量が政府の基準値内であっても、消費者に

よって購入や訪問が回避され、商品の価格が低下したり、売上げが減少したりすることをさす9）。

しかし、政府の基準値内であれば大丈夫というわけではなく、確率的な影響は否定できない。

消費者庁の「風評被害に関する消費者意識の実態調査」（第 7回、2016年 2月実施）では、

「基準値以内であってもできるだけ放射性物質の含有量が低いものを食べたい」という回答が

41.1％にのぼる。また同調査で、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」という

理由で食品の生産地を気にする回答者に、食品を買うことをためらう産地を尋ねると、「福島
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県」がもっとも多く、15.7％であった（表1）。

福島大学の小山良太も述べるように、安全性について専門家の間でも見解の相違があるなど、

構造的な背景があるため、基準値内の農産物等を避けるという消費者の行動を頭から批判する

のは筋違いである（濱田ほか，2015，84頁）。最終的な選択は消費者に任せるしかないが、現

行の対策に含まれる問題点を直視しなければ事態は改善しない。食品についていえば、現行の

放射能対策には、農地汚染の実態把握、食品への移行の抑制、効果的な検査体制の確立、消費

者への情報提供など、いずれにおいても課題があり、また相互の整合性が考慮されていない。

これらの問題点をあらためるとともに、一連の施策を体系的に実施していく必要がある（石井，

2015）。

ただし「風評被害」の継続は、消費者の選択によるものばかりではない。前述した食品の包

装用品をつくるメーカーの場合、初期に福島県の製品が回避されたまま、受注が戻ってこない

のだが、これには次のような事情がある。事故当初、包装用品の発注元が他社に生産量の確保

を依頼し、依頼された側はそれに応えるため新規の設備投資まで行ったので、発注元と当該他

社との取引関係が「固定」されてしまったとのことである。この包装用品は、特殊な製品であ

るため、他の販売先を開拓するのもなかなか難しい。

3.2 観光業における回復の難しさ

観光業でも、被害の継続が確認される。観光庁が2016年2月に公表した「宿泊旅行統計調

査」の2015年・年間値（速報値）によれば、全国の延べ宿泊者数の伸び率が6.7％であるの

に対し、福島県では0.8％にとどまり、「県内の観光は東日本大震災と東京電力福島第一原発

事故の爪痕を色濃く残す」と指摘される（『福島民報』2016年3月7日付「論説」）。震災5年

の観光業の現状を扱った地元紙の特集記事でも、「風評被害が根強い中、本県の観光再生へ関

係者の努力が続く。観光客入り込み数は回復傾向にあるが、東日本大震災前まで回復していな

い」と述べられている（『福島民友』2016年3月5日付）。
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表1 食品中の放射性物質に関する消費者の意識（消費者庁調査）

出所：消費者理解増進チーム（消費者庁）「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第7回）取りまと
め 食品中の放射性物質等に関する意識調査結果」（2016年3月10日）より作成。
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観光業における回復の難しさは、衆目の一致するところであろう10）。たしかに、福島県な

どの公表する観光客数をみると回復基調にあるように思われるが、観光客数だけでなく、消費

額や宿泊の有無などをより具体的にみる必要がある（表2）。

第1に、宿泊の有無も考慮して、観光客数の回復をみよう。福島県の観光客入込数は、2014

年には4689万人あまりであり、2011年に比べれば回復している。前年（2013年）には大河ド

ラマ「八重の桜」の効果で会津への観光が伸びたものの、その勢いは2014年には弱まった（3.3

項で後述）。「ふくしまデスティネーションキャンペーン」が展開された2015年4～6月の観光

客数は、前年同期比12.2％増になったが、同じ期間の宿泊者数の伸びは2.7％にとどまってお

り、地元紙は「風評被害などに直面する県内観光業の厳しい実態が浮き彫りになった」と論評

している（『福島民友』2015年9月24日付）。観光庁の「宿泊旅行統計調査」でも、2015年に

おける福島県の延べ宿泊者数の伸び率が、全国に比べて低いことは前述したとおりである。

第2は、旅行消費額の落ち込みである。観光庁の旅行・観光消費動向調査により、2014年

の旅行消費額（主目的地：福島県）をみると、宿泊旅行では2252億円あまりで、これは震災

後、2011年に次ぐ低水準である。また、日帰りの旅行消費額は525億円あまりだが、2011年

よりも減り、発災以降でもっとも低くなっている。旅行者数はそれほど落ち込んでいないにも

かかわらず、とくに日帰り旅行において消費額の減少が著しいことがわかる。

第3に、観光のなかでも、海水浴のような自然と直接ふれあう度合いの大きい部門では、と

くに回復のスピードが遅い。いわき市の観光客数をみると、全体として回復しつつあるものの、

震災前に比べて海水浴客の落ち込みは大きく、客足が戻っていない（表3）。いわき市にとっ

て、海という要素は、漁業や観光など地域経済の面でも大きな意味をもつ。原発事故とそれに

ともなう汚染水問題によって、海のイメージが損なわれたことは、きわめて重大な被害である。

第4に、前節で述べた「輸出」の問題ともかかわるが、外国人観光客の回復が遅れているこ
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表2 福島県の観光客入込数、延べ旅行者数、旅行消費額

出所：観光客入込数は、福島県商工労働部観光交流局観光交流課「福島県観光客入込状況
平成26年分」、延べ旅行者数（目的地：福島県）および旅行消費額（主目的地：福
島県）は、観光庁「旅行・観光消費動向調査」による。

単位：千人、百万円



とが挙げられる（表4）。とくに全国的に訪日外国人数が激増するなかで、福島県に誘客がで

きていないことが課題とされている。「県内の外国人延べ宿泊者数は約5万人泊で全国46位。

前年比19.1％伸びたものの、全国の伸び率48.1％に及ばない。／〔延べ宿泊者総数の〕伸び

率の低さと外国人の少なさが顕著だ。『観光面の復興が進まない』と感じる関係者が多いのも

うなずける」と地元紙は指摘している（『福島民報』2016年3月7日付「論説」）。

3.3 時間とともに被害が拡大する場合

いったん回復した業績が再び悪化した場合、経営者の責任とみなされ、原発事故の影響が見

落とされがちである。しかし、時間の経過とともに被害が収束していくと単純に仮定するのは

誤りである。これにはいくつかの事情が関係している。

1つは、復興支援ムードの沈静化である。とうほう地域総合研究所は、福島県の観光の動向

に関する論文のなかで、2012～13年は復興支援ツアーや大河ドラマの相乗効果で回復がみら

れたが、2014年には復興支援ムードも沈静化し、効果が薄れてきていると分析している11）。

このように観光業などでは、最近になって原発事故の影響がむしろ鮮明にあらわれるようになっ
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表3 いわき市の観光客数

注：海水浴客数（入込数）は、2010年は10海水浴場の合計。2011年は開設されず、2012年
は勿来のみ。2013～15年は勿来、四倉のみ。

出所：「いわき市統計書（平成26年版）」、いわき市ウェブサイト「平成27年度いわき市海水浴場
の終了及び入込客数について」（http://www.city.iwaki.fukushima.jp/mimiyori/021448.
html）より作成。

単位：人

表4 福島県の延べ宿泊者数

注：2010年4月から調査対象が変更されたため、同年については
別掲した。2010年は、従業員10人未満の宿泊施設については
4～12月分のみ集計されている。また、2015年は速報値である。

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成。

単位：人、％



たという事情があるため、震災後いったん回復した売上げが再び落ち込んでいるような場合で

も、事業者の努力不足とだけみるのは妥当ではなかろう（なお類似の問題で、業績が回復して

いるようにみえる建設業などでも、今後復興事業としての公共事業が減少した場合に経営が悪

化することも十分考えられるが、これはむしろ復興政策のあり方の問題 12）とみたほうがよい）。

もう1つは、大手メーカーが福島県の製品を回避するために、県内工場に発注する量をしだい

に減らしてくるといったケースである。代わりの発注先を確保できた段階でそちらに切り替える

ために、原発事故の発生から時間をおいて、県内工場への影響があらわれるものと考えられる。

3.4 避難指示の継続 とくに地域固有の諸要素を基盤とする業種への影響

原発事故の影響が継続する要因として、地域固有性を基盤とする業種での回復の難しさがあ

る。地域の環境、景観、伝統・文化、コミュニティなどの要素は、人びとの長年の営みを通じ

てつくられてきた地域ごとの固有性をもっている。これらの要素は、いったん損なわれると原

状回復が難しく、避難先でも代替物の入手が困難である。したがって、これらに依拠して営ま

れてきた事業も、被害の回復が難しい。

福島県の豊かな自然は、かけがえのない地域固有のストックであり、農林水産業や観光業の

基盤にもなってきた。農業を念頭におけば、長年の労働の積み重ねによって農地や水路が形成・

維持され、農村景観などの地域的固有性が育まれてきた。農業者の目からみると、個人の熟練

や技術は特定の土地や環境とむすびつき、また地域コミュニティのなかで機能するという面が

ある。そのため、他所に避難・移住しても、ただちに元どおりの生産活動が営めるわけではな

い。

2012年に経済産業省と東京電力が発表した賠償基準では、避難指示区域内の農林業者の営

業損害については2016年12月末までが賠償対象期間とされた（東京電力株式会社，2012）。

これは上記のような特殊性を考慮したものであろう。

しかしすでに述べたように、避難指示区域における被害の継続は、農林漁業・食品産業にと

どまらない。地域コミュニティに密着していた小売業などで再開率が低い。原発事故の被害が

継続している業種を限定的に捉えるべきではない。

なお、避難指示区域を商圏としていたのは、当該区域内の事業者に限らない。大規模な住民

の避難は、区域外の事業者にも重大な影響を及ぼす。経済的取引を通じた間接被害者の営業損

害について、中間指針は「賠償対象となるべき期間には限度があると考えられる」としている

（57頁）。これは、販売先や調達先を他へ変更することが可能だからである（大塚，2011，53

頁）。しかし、こうした代替性が乏しい場合もみられる。またそもそも、原発事故によって余

儀なくされた損害について、被害者側にこうした努力を求めるのが妥当なのか、疑問がある

（吉田，2015；潮見，2015，121頁）。
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3.5 個別事業者が行っている努力について

原賠審の中間指針は、上記の間接被害を含む「各損害項目に共通する考え方」として、「被

害者の側においても、本件事故による損害を可能な限り回避し又は減少させる措置を執ること

が期待されている」と述べている（4頁）。本件事故のように、非対称性の強い加害－被害関

係において、「損害軽減義務論」を持ち出すことに批判もあるが（吉田，2015，169170頁）、

もちろん賠償を受けている事業者もただ手をこまねいているわけではない。

しかし、経費節減などに努めたとしても、たとえば店の「格」を守るために削れない部分が

あろう。逆にそこを削れば、事業のあり方が大きく変わってしまう。事業者からみれば将来ビ

ジョンを奪われることにもなる。たとえ業績が改善しても、これは事業者にとって深い喪失感

をともなうはずである。また、これらの犠牲を払って業績を回復させた場合、賠償が打ち切ら

れることすらある（除本ほか，2016，2829頁）。

4 個別賠償、「自立支援策」について

以上を踏まえ、被害の広範性、継続性が明らかになったとしても、事業者の被害は個別性が

強いので、定型的な賠償よりも個別事情を踏まえた賠償が望ましいのではないか、という意見

がありうる。東京電力も個別事情に応じた賠償を否定しているわけではない。将来の損害につ

いて2年分を一括して支払い、さらに「やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀な

くされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自

立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお

支払いさせていただきます」とする（東京電力株式会社 福島復興本社，2015）。

しかし直接請求で、将来分（2年分）を超える被害の継続を、被害者が東京電力に認めさせ

るには、この引用文中にあるような多くの要件をクリアしなければならない。これはかなりハー

ドルが高いのではないかと予想される。

政府は、事業者に対する自立支援策の実施を強調している。避難12市町村の事業者に対し

ては、福島相双復興官民合同チームの訪問などが行われている。政府の自立支援策が事業者の

被害回復にどれほど有効か、今後具体的に検証していく必要がある。

おわりに

第1節で述べたように、東京電力は、避難指示区域外の農林水産物の加工業、食品製造業、

農林水産物・食品の流通業について、原材料に占める県産品の割合（重量比）が50％以上で

あれば、実質的に農林漁業と同等の損害が生じているものとみなす、という方針を明らかにし

ている。その場合、最長で2016年12月末まで現行の賠償が継続されることになる（東京電力

株式会社 福島復興本社，2015）。

しかし、「食」「観光」「子ども」「輸出」「コミュニティ」という5つの角度から明らかにし

経営研究 第67巻 第1号62



てきたように、事故被害が継続している業種は農林漁業、食品産業にとどまらない。避難指示

区域内では、住民の避難が続いているため事業再開には困難が多く、地元密着型の事業者を中

心に被害が継続している。また、避難指示区域外でも、地元産の農林水産物や自然環境を目玉

にしていた旅館や飲食店をはじめ、幅広い業種で被害が継続していると考えられる。製造業で

も、製品が直接輸出されるケースに限らず、サプライチェーンを通じて最終的に海外で使用さ

れるような場合に、福島県内で製造された部品等が敬遠されているのではないかと推察される

事例がみられる。

時間とともに、被害が収束していくと単純に仮定するのは誤りである。観光業などで復興支

援需要が下り坂になっていることが指摘されており、製造業で大手メーカーが部品等の発注先

をしだいに福島県外へとシフトしているのではないかとみられる様子もある。東京電力は被害

実態を踏まえ、賠償の継続を柔軟に認めるべきであろう。

避難指示区域内の事業者について、東京電力は、2015年3月以降の将来分の損害を年間逸

失利益の2年分とみなし、賠償するとしている。また政府は、避難指示解除準備区域と居住制

限区域について、2017年3月までに避難指示を解除する方針を明らかにしている。しかし現

状として、避難指示が続くもとでは、事業者はどこで営業を再開すべきか決めかねるであろう。

また、避難指示の解除後、ただちに元のコミュニティが回復するわけではない。さらに、避難

指示が2017年以降も継続するとみられる帰還困難区域を含めて、将来分の損害を年間逸失利

益の2年分とみなすという扱いでよいのか、大いに疑問がある。実態に即した賠償の継続が求

められる。

付記

本稿は、次の研究による成果の一部である。科研費基盤研究（C）課題番号25516010（研究代表者：除

本）、科研費基盤研究（B）課題番号15H02866（研究代表者：下山憲治）、科研費基盤研究（B）課題番号

25282116（研究代表者：塩谷弘康）、科研費基盤研究（B）課題番号15H02872（研究代表者：藤川賢）、

日本環境会議（JEC）・農林中金総合研究所委託調査研究。

注

1）この共同調査では、2015年5月から11月にかけて福島県内において、避難指示区域内・外の事業者

団体、および個別事業者に聞き取りを行うとともに、福島県商工会連合会から、浜通り被災 14商工会

の会員事業者の再開率に関するデータの提供を受けた（調査対象者の特定を避けるため、ここでは調査

の詳細をあえて記述しない）。

2）本文でも述べたように、調査結果の中間的な取りまとめは、除本ほか（2016）で行っている。その目

次構成は次のとおりである。「はじめに 本研究の背景・目的・概要」（除本・渡辺）、「第 1章 事業

者が受けた被害の広範性と継続性」（除本・渡辺）、「第 2章 双葉 8町村における商工業者の再開状況に

関する分析 商工会再開率データに注目して」（高木）、「第3章 過去分の賠償における問題点

ある区域外事業者の事例から」（渡辺・三村・除本）。

福島原発事故による商工業等の営業損害の継続性と広範性（除本） 63



本稿は、このうち「はじめに」と「第1章」をもとに加筆を施したものである。共同執筆の成果を本

稿に利用することを許可してくださった渡辺淑彦弁護士に、深く御礼を申し上げる。ただし本稿に含ま

れる誤り等は、すべて筆者の責に帰する。

3）本稿で「商工業等」とは、農林漁業以外の全産業をさす。

4）シンポジウム「原発賠償の打ち切り問題と『人間の復興』に必要な支援を考える」（本文「はじめに」

参照）での渡辺淑彦弁護士報告資料、10頁。渡辺弁護士の報告は、事業者の賠償問題に関する福島県弁

護士会 原子力発電所事故対策プロジェクトチームでの検討の成果を踏まえたものである。

5）前掲、渡辺弁護士報告資料、10頁、16頁。

6）その他、製造業の回復困難に関する指摘は、「震災後5年となる本県の復興状況について」（三森和義

筆）『福島の進路』第403号、2016年、1315頁。

7）前掲、渡辺弁護士報告資料、17頁。

8）前掲、渡辺弁護士報告資料、12頁。

9）潮見佳男は、次の3つの条件があれば、東京電力に風評被害の賠償責任を負わせるのが妥当だとして

いる（潮見，2015，118119頁）。①営業利益の減少が、通常想定される「一般的危険」によるもので

はなく、事前のリスク分散措置を事業者に期待できない「特異な危険」による損害であること。②消費

者の回避行動が、予防原則の観点から社会的合理性をもつと考えられること。③消費者の回避行動と原

発事故との因果関係が、予防原則の観点から肯定できること。

10）本文で掲げた以外に、『福島民友』2016年3月9日付「社説」も、「各産業への波及効果が大きい観光

は観光客数が震災前の8割超まで回復したが力強さに欠ける」と述べている。

11）「大河ドラマ後の観光動向について 『八重の桜』後の福島観光を考える」『福島の進路』第390号、

2015年、15頁、18頁。

12）公共事業主導の復興政策に関する批判的検討は、除本（2016）1415頁、など。
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Summary

On December 25, 2014, at a private “briefing,” Japan’s Agency of Natural

Resources and Energy of the Ministry of Economy, Trade, and Industry（METI）,

together with the Tokyo Electric Power Company（TEPCO）, disclosed to societies

of commerce and industry its preliminary plan to discontinue compensation

payments for operating losses（both the loss of potential income as well as

additional costs）, effective from March 2016. The announcement provoked criti-

cism from all sides. In response, on June 7, 2015, TEPCO proposed an amended

plan to extend the discontinuation period by one year for the operating losses

within the evacuation zone. In this study, we clarify that the damage to opera-

tors is extensive and continuous in five categories: food, tourism, children, ex-

ports, and community. It is a mistake to simply assume that over the passage

of time, the damage has been diminishing. Based on the actual damage situation,

it seems that TEPCO should allow for some flexibility in the continuation of the

compensation.
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