
 

In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka 

Metropolitan University 

 

Title 
原子力損害賠償紛争審査会の指針で取り残された被害は何か : 避難

者・滞在者の慰謝料に関する一考察 

Author 除本, 理史 

Citation 経営研究. 65(1); 1-28 

Issue Date 2014-05 

ISSN 0451-5986 

Textversion Publisher 

Publisher 大阪市立大学経営学会 

Description  

 

Osaka City University 



原子力損害賠償紛争審査会の指針で
取り残された被害は何か
避難者・滞在者の慰謝料に関する一考察

除 本 理 史

目次

はじめに

1 避難者の受けた精神的苦痛は償われているか

2 第3期の慰謝料について 「移住」「故郷喪失」はどう扱われているか

3 区域外への賠償の拡大 意義と限界

おわりに

はじめに

福島原発事故による避難者数は、震災発生から3年が経とうとする今も、13万人以上にの

ぼる（2014年2月現在）。事故後、9つの町村が役場機能を他の自治体に移転し、広い範囲で

社会経済的機能が麻痺した。一部の自治体は、役場機能を元の地に戻しつつあるが、住民の帰

還は見通しがたい。

2011年12月の国の事故「収束」宣言以降、原発避難者への賠償を打ち切る動きが早くもあ

らわれた（除本，2012a）。それから2年を経た2013年12月、国の原子力損害賠償紛争審査

会（以下、原賠審）の決定をもって、賠償打ち切りは最終段階を迎えている。しかし、被害の

全体像が明らかにされていないだけでなく、今後も被害が継続していく。被害者がすでに十分

な賠償を受けているならよいが、救済されずに取り残された被害があるならば、拙速に賠償

「収束」を図ることは許されない。

本稿では、以上の問題意識に基づいて、原賠審の策定した指針の内容を検討する。2011年8

月、原賠審はそれまでに定めた複数の指針を集成して中間指針を策定し、さらに2013年12月

までに4つの追補を公表している。これらの指針は多数の損害項目を扱っているが、本稿では、

そのうち避難者・滞在者 1）の精神的損害（慰謝料）に考察の対象を限定する。これは、慰謝

料が他の損害項目より重要だからではなく、さしあたり論点を絞って議論を進めるためである。

したがって、本稿の主要な関心は次の点に向けられる。すなわち、避難者・滞在者の受けた

被害（とくに精神的苦痛）を踏まえ、そのうち何が現行慰謝料 2）の対象から外れているかを、
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明らかにすることである。環境経済学における社会的費用論の観点からすれば、賠償対象外の

被害が残されているということは、被害を引き起こした関係主体 3）の負担すべき「コスト」の

一部が、被害者にしわ寄せされていることを意味する（除本，2007）4）。福島の事故でも、そ

の実態を把握しておくことは不可欠だろう。

委員の間での温度差もあるが、原賠審が被害をなるべく拾い上げ、賠償の対象に取り込もう

としている姿勢は一定の評価に値する。しかしその努力が、広範で深刻な被害に十分追いつい

ていないという限界は、指摘しておかなくてはならない（吉村，2013，6061頁；同，2014，

5960頁）。

現行慰謝料の内容は、原賠審の指針によって大枠が定められているが、裁判外の紛争解決機

関である原子力損害賠償紛争解決センター（以下、センター）の総括基準、あるいは東京電力

（以下、東電）が自主的に行なってきた横出し・上乗せ賠償 5）も、無視しえない役割を果たし

ている。したがって、これらの全体を視野に入れ、現行慰謝料を構成する各部分がそのいずれ

に根拠を有しているか、常に意識しながら議論を進めたい。というのは、原賠審の指針に対す

る被害者や世論の批判を受け、センターの総括基準や、東電の自主的な横出し・上乗せによっ

て、賠償の範囲が拡大されてきたという面があるためである。この拡大過程は、原賠審が被害

実態を捉えきれていないという前述の限界を示している。

もちろん原賠審の指針は、賠償の上限を画するものではなく、最低限の基準である。したがっ

て、東電が横出し・上乗せ賠償を行なうことにはまったく問題がないし、むしろそうすること

が期待されている。しかしながら現実には、原賠審の指針が、東電による賠償の骨格部分を形

成しているため、指針の定める賠償対象が被害実態の広がりに比べ、あまりに狭いとすれば問

題である。

以下ではまず、中間指針が定めた慰謝料の対象区域（後掲図2のB）からの避難者を主に念

頭に置き、原発事故による精神的苦痛が、現行慰謝料によって償われているかを検討する。そ

の作業を通じて、避難者の受けた精神的苦痛のうち、放射線被曝の健康影響に対する不安や

「ふるさとの喪失」などが、慰謝料の対象外として取り残されていることを明らかにする（第

1節）。併せて、2013年12月の原賠審第4次追補における「故郷喪失慰謝料」の問題点も検討

する（第 2節）。次に、当該区域外（以下、単に区域外という）に対する賠償の拡大について

述べ、その意義と限界について考察する。すなわち、放射線被曝による不安が賠償の射程に入

り込む一方、賠償額などについて少なからず疑問点があることを指摘する。また、東電による

賠償対象区域の拡大（自主的な横出し）についても併せて言及する。なお区域外では、多くの

人びとが事故後も避難せず、あるいはすでに帰還して生活している。そのため避難者だけでな

く滞在者の被害も検討の対象となる（第 3節）。そして最後に、今後の課題について述べ、ま

とめに代えたい。
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1 避難者の受けた精神的苦痛は償われているか

1.1 現行慰謝料の対象となる精神的苦痛

東電が支払ってきた1人月額10万円の慰謝料は、次の2つの構成部分からなるとされる

（原子力損害賠償紛争解決センター，2012a，2012b）。1つは「日常生活阻害慰謝料」であり、

もう1つは、「今後の生活の見通しに対する不安が増大したことにより生じた精神的苦痛に対

する慰謝料」（以下、見通し不安に関する慰謝料）である。

① 日常生活阻害慰謝料

前者の「日常生活阻害慰謝料」とは、センターが2012年2月14日に決定した総括基準にお

ける命名であり、中間指針（第3の6、指針Ⅰ）で定められた精神的損害を指す（原子力損害

賠償紛争解決センター，2012b）。すなわち、国・自治体の避難指示等によって自宅外での生

活を余儀なくされ、あるいは屋内退避指示によって行動の自由等を制限されたことで、「正常

な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦痛」に対す

る慰謝料である（原子力損害賠償紛争審査会，2011d，17頁）。

中間指針は、避難者に対する日常生活阻害慰謝料の算定に関して、3期の区分を設けた。す

なわち、事故発生から6ヶ月が「第1期」、その後の6ヶ月が「第2期」、さらに第2期終了か

ら慰謝料支払いの「終期」までが「第3期」である。そして慰謝料額を、第1期については1

人月額10万円（避難所等の場合は12万円）、第2期については1人月額5万円とした。第2

期の慰謝料が減額されたのは、「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」ためと説明されている（原子力損害賠償紛争審査会，

2011d，18頁，2122頁）。

② 見通し不安に関する慰謝料

後者の見通し不安に関する慰謝料は、前出の総括基準（2012年2月14日）において新たに

設けられたものである。その経緯を述べておこう。

中間指針における第2期の慰謝料減額は、各方面から強い批判を浴びることになった（たと

えば日本弁護士連合会，2011，3頁）。批判を受けて、東電は2011年11月、「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」たとして、自主的に減額を撤回し、第2期に

ついても第1期と同じ慰謝料額を支払うと発表した（東京電力株式会社，2011）。

さらに2012年2月、センターが避難者の第2期慰謝料に関する総括基準を出し、中間指針

における日常生活阻害慰謝料5万円とは別に、見通し不安に関する慰謝料の目安を1人月額5

万円と定めた（原子力損害賠償紛争解決センター，2012a）。すなわち同総括基準は、中間指

針策定後の事情の変化として、2011年8月下旬ごろから、避難生活の長期化が避けられない

との認識が広まったことなどを挙げ、「避難者は、将来自宅に戻れる見込みがあるのかどうか、
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戻れるとしてもそれが何年先のことになるのかが不明であり、自宅に戻れることを期待して避

難生活を続けるか、自宅に戻ることを断念して自宅とは別の場所に生活拠点を移転するかを決

し難く、今後の生活の見通しが立たないという非常に不安な状態に置かれている」と述べた。

そして、この精神的苦痛に対する慰謝料の目安を1人月額5万円としたのである。

したがって、両者を合計すると1人月額10万円となり、結果的に東電の自主的な上乗せ賠

償と同じ（第1期の慰謝料とも同額）になる。センターの説明は、東電の自主的な上乗せ賠償

に対し、後から根拠づけを行なったものとみなすことができる。原賠審も、この上乗せを追認

している6）。

以上から明らかなように、日常生活阻害慰謝料にせよ、見通し不安に関する慰謝料にせよ、

いずれの場合も、国の避難指示等によって避難者が「自宅」に戻れないことが、精神的損害の

中心的内容をなしている。たしかに中間指針では、次のとおり「地域コミュニティ」の喪失や

「帰宅の見通しもつかない不安」に関する言及がある。「長期間の避難生活のための基盤が形成

されるまでの6ヶ月間（第1期）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といえる」（原

子力損害賠償紛争審査会，2011d，21頁）。しかしこれは、備考で第2期の慰謝料5万円と対

比して述べられているにとどまり、総括基準では、第1期の10万円は日常生活阻害慰謝料と

して「純化」されている。総括基準が日常生活阻害慰謝料の増額事由として挙げているのは、

「要介護状態にあること」などの「避難生活に適応が困難な客観的事情」であり、逆にいえば、

日常生活阻害の核心は、自宅から離れた避難先での生活の不便さなどにあると考えられる。

1.2 慰謝料額に関する問題点 月額10万円は妥当か

① 日常生活阻害慰謝料

次に、慰謝料額の検討に移ろう。原賠審が日常生活阻害慰謝料を第1期10万円、第2期5

万円としたことには、次のとおり厳しい批判がある（浦川，2013，1415頁）。

第1に、原賠審は避難生活を交通事故による入院と類似したものとみなし、自動車損害賠償

責任保険（自賠責保険）の支払基準を参考に慰謝料を月額10万円としたが、そうすることに

明確な根拠がない。裁判所の基準（日弁連交通事故センター東京支部『民事交通事故訴訟 損

害賠償額算定基準』）によれば、入院慰謝料は月額35万円である。

全域に国の避難指示が出ている福島県浪江町の馬場有町長は、この点を踏まえ、新聞の対談

で次のように述べている。

自賠責の最低の基準をもとに10万円をとったと思いますが、35万円という判例もある。

我々は最低の基準ではないですよ、という考え方です。原発事故は広域的で長期的な避難に
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なるのに、交通事故と同じように考えられたら困る。

（『毎日新聞』2013年11月7日付）

第2に、たとえ自賠責基準を用いるとしても、原賠審が、避難生活は入院と異なり行動の制

約がないことを理由に（これには異論の余地が大きいが）、自賠責基準より減額して10万円と

していることは問題である。自賠責の傷害慰謝料は月額12万6000円で、入院だけでなく通院

（入院に比べ行動の制約がない）にも適用される。したがって、10万円に減額する理由はない。

また第3に、自賠責基準が時間の経過による逓減方式をとっていないにもかかわらず、原賠

審は第2期の慰謝料を減額している。逓減方式を採用するのは、前述の裁判所基準のほうであっ

て、原賠審の減額措置は矛盾している。

以上の批判のとおり、月額10万円ないし5万円という原賠審の指針には、いくつも問題点

があり、妥当性に大いに疑問の余地がある。では事故後半年以降、慰謝料減額は現実になされ

なかったものの、引き続き10万円に固定されたことについてはどうか。

日本弁護士連合会は、中間指針の策定を受けて意見書を出した。そこでは、次のように述べ

られ、慰謝料の増額まで主張されている。「元の場所に戻れないことによる焦燥感は時間の経

過とともに増加すること、避難所から仮設住宅などに移転すると食料や水道光熱費の援助がな

くなることで経済的に窮乏すること、コミュニティの喪失により被害者が孤立することなどか

ら、精神的苦痛がむしろ深刻化する6か月経過後は減額することが正当とは思われない」（日

本弁護士連合会，2011，3頁）。

さまざまな分野の研究者からも、批判があがっている。そもそも根本的な問題として「10

万円が現在〔事故後1年〕の避難者の生活上の苦痛を癒すのに妥当か」という点が指摘されて

おり、本来、第2期の慰謝料の抜本的な見直しをすべきだったにもかかわらず、慰謝料額の

「不適切な固定」を継続してきたと厳しく批判されている（浦川，2013，15頁）。

② 見通し不安に関する慰謝料

センターの総括基準は、見通し不安に関する慰謝料を5万円とした。このことは、第2期の

慰謝料減額を阻止する効果をもち、一定の評価に値するが、金額が妥当かということはまた別

の問題としてある。この問題については、事故後約1年の時期に、埼玉県の避難者に対して行

なわれた質問紙調査の結果が注目される。この調査結果は、月額10万円という精神的損害の

「過小評価への反論」として、提出されている（�内，2012）。

同調査では「心的外傷後ストレス」（PTS）症状を測定する質問紙IES-Rを用い、回答から

得られた平均得点を、過去の災害や事故と比較した。その結果、今回の事故の平均得点はきわ

めて高く、避難者の精神的苦痛が甚大であることが判明した（表 1）。また、自由回答欄の記

述内容の質的分析から、「仕事、賠償、生活費、支援、家族、心身の苦しみ」という問題群が

存在し、その中核に「先が見えない」という深刻な不安が横たわっていることが明らかになっ
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た。さらに、避難元の地域におけるコミュニティから切り離されたことも、重要な要素として

浮かび上がってきた。

最後の点（コミュニティ喪失の問題）は、現行慰謝料の対象となる日常生活阻害と将来の見

通しに関する不安とで、避難者の精神的苦痛を代表できるのかという疑問へと導く。前述のよ

うに、これまで賠償されてきたのは「自宅」に戻れないことを中心とする精神的苦痛であった。

コミュニティなど「地域」にかかわる被害は、賠償の対象から外れているというべきだろう。

これは、自宅に戻れない被害に解消することのできない深刻な被害であり、別途考慮しなくて

はならない。筆者もこれまで、避難者からの聞き取り調査に基づき、「ふるさとの喪失」とい

うべき被害が生まれていることを論じてきた。次に、この問題を含め、月額10万円の慰謝料

の対象外となっている精神的損害について検討したい。

1.3 避難者の受けた精神的苦痛

1.3.1 放射能汚染と日常生活阻害 被曝による不安

現行の日常生活阻害慰謝料が対象とする避難者の精神的苦痛は、前述のように、自宅を離れ

た避難生活の不便さなどである。このことは、国・自治体の指示に基づく避難を起点に、精神

的苦痛を捉えていることを意味する。しかし、避難の前提には、原発事故と放射能汚染がある。

それを起点とすれば、放射線被曝の健康影響に対する不安を看過することはできない。にもか

かわらず、中間指針ではこの被害が賠償の対象から外されている（日本弁護士連合会編，2011，

152頁；大塚，2013，75頁）。
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① 初期被曝

ここでいう放射線被曝には、まず、事故直後の初期被曝が含まれる。原賠審も当初、第一原

発30km圏などの住民に対しては、「相当量の放射線に曝露したため健康状態に対する具体的

な不安感を抱くことによる精神的苦痛」を賠償の対象とする可能性について、指針のなかで言

及していた（原子力損害賠償紛争審査会，2011a，5頁）。

しかし、第9回原賠審（2011年7月11日）で、委員から次のような意見があり、その結果、

指針から外されていく。

【田中〔俊一〕委員〔当時。現・原子力委規制委員会委員長〕】 ……比較的、一般住民で

被ばく量が多いと推定されるところ、避難している人とか、計画的避難区域とか、そういう

ところの方ですけれども、それだとしても、健康被害が明確に判定できるような状況の被ば

くではないんですね。

……

だから、……損害賠償という形で見るのがいいのか、健康管理という形で長期的に見てい

くのがいいのか、その辺少し議論をしておいたほうがいいかなと、ちょっとそんな思いがし

ましたので。

……

【高橋〔滋〕委員】 確かにあるレベル以上の放射を受けて不安感を持ってらっしゃる方

に、精神的な損害を考えるというのもあるかと思います。しかし、まず、行政的に考えるの

であれば、そこは健康の管理をして、ご不要な不安を持っていただかないような形を、作り

上げる、きちんとした行政的な体制をつくり上げるというのが先だと思います。それで具体

的な損害、もし発症等の事態が生ずることになれば、そこで救済ということになるんだろう

と思います。したがって、グレーのところは議論したほうがいいと思いますが、そこに至ら

ないものについては、先ほどから、行政的な措置と損害賠償の区別ということを随分申し上

げてきましたが、そこは政府に対してきちんと、そういう余計な不安を持たれないようにき

ちんと制度をつくっていただくことを委員会として申し上げるべきだ、と思います。言い換

えれば、健康状況をフォローしていただく体制をつくって、不要な損害賠償が拡張しないよ

うにしていただく体制を整備することをお願いするのは、委員会としての意見の出しようか

な、と私は思っております。

（原子力損害賠償紛争審査会，2011b）

これを受けて、第10回原賠審（2011年7月14日）では、事務局（文部科学省）から次

の発言があった。

【田口原子力損害賠償対策室次長】 ……前回の議論で、この精神的損害の話、特に住民

の話がご議論ございましたが、ここにつきましては、住民の被ばくに関して、福島県、県民

の健康調査〔県民健康管理調査〕、これを行うことと、行う予定と聞いてございますので、

それの結果が出た後で改めて検討してはどうかということで、ここ〔配布資料「中間指針の

論点（案）」〕には今、明示をしてございません。

（原子力損害賠償紛争審査会，2011c）。
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中間指針は、住民の被曝について、実際に「生命・身体的損害」が出た場合に賠償の対象と

することとした。他方、被曝をしたことの不安に関しては、「検査費用」の賠償のみが認めら

れている。すなわち、国・自治体から避難や屋内退避等の指示が出た場合に限り、「自らの身

体が放射線に曝露したのではないかとの不安感を抱き、この不安感を払拭するために検査を受

けることは通常は合理的な行動」といえるから、検査費用の賠償は認めるとしている（原子力

損害賠償紛争審査会，2011d，10頁，57頁）。

以上のように、初期被曝による住民の不安は、賠償の対象から外された。では、その代わり

に実施するとされた県民健康管理調査についてはどうか。原賠審の議論では、これが「きちん

と」実施されれば、住民は各自の被曝量を把握することができ、「健康状況をフォロー」して

いく体制ができることで、不安が払拭されるはずだと期待されていた。しかしながら、県民健

康管理調査に対しては、周知のとおりさまざまな批判がある（日野，2013など）。

初期被曝について、民間の調査結果との数値の開きも明らかになっている。「飯舘村初期

被ばく評価プロジェクト」（代表：今中哲二・京都大学原子炉実験所助教）は、村民の約3割

にあたる1812人の行動を調査し、2011年7月末までの外部被曝線量を平均7mSv、最大値

23.5mSvと推計した。これは、県民健康管理調査の結果と比較すると約2倍に相当する（『福

島民友』2013年11月18日付）。両調査の結果の違いについて、検証する必要があろう。

本稿で詳述することは避けるが、県民健康管理調査が実施されたことによって、放射線被曝

の健康影響に対する不安が収まったとは到底考えられない。2013年に浪江町の避難者を対象

に実施された質問紙調査からも、初期被曝を含め、健康影響に対する強い不安が継続している

ことがみてとれる（早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト浪江町質問紙調査班，

2013，5059頁）。

② 継続的な被曝

住民の不安は、初期被曝だけでなく、現在に至る日々の継続的な被曝によっても引き起こさ

れる。ここでは、原発のある福島県の浜通りから、多くの避難者を受け入れた中通り（福島市

や郡山市などを含む）の状況を取り上げよう。中通りの人びとは、「低線量被曝」のもとで不

安を抱えながら生活しているのが実状であろう。

2012年5月に福島市が実施した市民意識調査によれば、放射線による健康不安が事故後 1

年で「小さくなった」という回答が1割に満たないのに対し、「かわらない」が約5割、「大き

くなった」は約4割にのぼった（福島市，2012，19頁）。これは事故発生から約1年の時点で

の調査だが、その後も健康不安が継続していることを示す例として、2013年1月に郡山市で

開かれたシンポジウムでの、高校2年（当時）の女子生徒による次のような発言がある7）。

自分の生まれ育った町に住むという当たり前のことで、悩まなければならないのは異常な

ことです。たとえば、草むらにはなるべく近づかない。真っ白な雪をみて「どれほど放射性
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物質が含まれているのか」と考え、外で深呼吸をして「いま放射性物質を吸った」と不安に

なる。でもそんな不安をいちいち口に出さず、心のなかにしまいこんで暮らしています。

（除本，2013a，3132頁）

中通りでは一見すると、人びとは何事もなく日常生活を送っているように感じられる。しか

し、この発言にあるように、実はそこに放射能汚染が影を落としており、被曝による不安が日

常生活のなかに食いこんでいる。放射能との「共存」を強いられているといってもよいだろう

か8）。

「低線量被曝」であっても健康影響がまったくないとはいえず、また、影響が出るのは人口

比でみるとわずかだとしても、それが自分の身に起こらないともいいきれない。そうであれば、

人びとが不安を感じるのは当然である。「放射線被ばくによる不安は（それが低線量だとして

も）健康被害への不安であり、また、そのような不安には客観的な根拠がある」といってよい

（吉村，2013，6566頁）。この問題は、第3節で改めて述べる。

1.3.2 将来の見通しが不透明なもとで迫られる「選択」

前述のように、第2期の慰謝料に関するセンターの総括基準は、避難者が自宅に戻れるか否

か分からず、避難生活を続けるか移住を決断するか決めかねており、「今後の生活の見通しが

立たないという非常に不安な状態」に置かれているとし、その精神的損害を1人月額5万円と

した（原子力損害賠償紛争解決センター，2012a）。この額の妥当性は措くとしても、避難者

がこの時期、将来の見通しに関する不安を強めたことは、筆者も聞き取り調査によって確認し

ている。

しかし、避難者の先行きに関する不安は、総括基準の表現では十分に汲みつくせていないよ

うに思われる。避難者たちは就労や進学などさまざまな転機が訪れるたびに、生活再建の場を

どこに定めるかという意思決定を迫られる。しかも、意思決定の前提条件が不透明なまま、将

来の生活設計にかかわる重要な選択を強いられるのである。時間の経過にしたがい、また家族

の成員ごとの事情などに応じて、見通しが立たないにもかかわらず決断を繰り返さなくてはな

らない。

この点は、地域における生産・生活の諸条件との関係で、筆者がこれまでも強調してきたこ

とだが、改めて述べておきたい。人びとの日常生活は、地域的な諸条件に支えられている。す

なわち、放射能汚染のない環境はもちろん、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、避難者たちはこれらの諸条件のうち、どれを重視して生活再建の場を定めるべきか

という苦渋の選択を迫られた（除本，2013b，3035頁）。

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
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「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、さらに遠くへ移動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は、これらとは別のところにあるかもしれ

ない。

福島市に住む、ある子育て世代の女性は、こうした状況を「究極の選択」と表現している。

今、福島市で子育てする人びとには「究極の選択」が突きつけられている。「将来の健康

不安を抱えながら福島市で暮らす」のか、「生活の見通しはつかないけれど、福島市を出る」

のか。でも、私たちは、それ以外の選択をしたい。「避難生活」も「福島市に住み続けるこ

と」も、どちらも安心・安全で自由に選択できる世の中にしたい。

（福島県九条の会編，2011，47頁）

事故後2年の2013年3月11日、福島の地元紙に、次のような避難者の投書が載っていた。

前提条件が不透明なまま、重大な決断を強いられる避難者の苛立ちをよくあらわしていると感

じたので、紹介しておきたい。

原発被災者が厳しい岐路に直面している中、現実とは程遠い帰還に向けての意識調査の書

類が届いた。

内容は見事なまでに実態から逸脱していた。なぜ私たちの判断が先なのか。あの荒れ果て

た町を見て誰が、何人の町民が正確な判断ができるのか。なぜ行政の責任として先に復興の

整った町の青写真を示せないのか。……多くの町民が帰れば充実した社会整備を行い、少数

の場合は我慢しろという意味か。

（『福島民友』2013年3月11日付）

この「意識調査」とは、復興庁が福島県、市町村と実施している住民意向調査のことであろ

う。投書をした避難者の苛立ちは、帰還の前提条件を整えないまま、住民の帰還意向を問うて

くる行政へと向けられている。

以上のような避難者の精神的苦痛は、第3期（次節で検討）まで継続していると考えるべき

である。最近も、たとえば2013年12月26日に環境省が、避難指示区域の除染の完了時期を

最大3年間延長すると発表した。これは一例にすぎず、帰還の前提条件は不透明のままである。

避難者が確実な将来見通しを立てることは、依然としてきわめて困難であろう。

なお2013年12月、国はいわゆる福島復興指針において、長期にわたり戻れない住民（後述

の帰還困難区域等）に対する「移転」「移住」支援を打ち出した（原子力災害対策本部，2013）。

これは、別の土地での生活再建を促すことにより、見通しの立たない状態を解消するねらいが

ある。しかし後述するように、避難者にとって「移住」は「定住」とは異なり、「いずれ戻り
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たい」という希望と両立しうるため、単純に見通し不安が解消するとは考えられない。

1.3.3「ふるさとの喪失」

筆者は共同研究者とともに、2011年7月以降、全域に国の避難指示が出た飯舘村や浪江町

の住民に対する聞き取り調査を実施してきたが、その結果に基づいて、同年秋ごろから避難者

が「戻れない」という思いを強め、「ふるさとの喪失」というべき被害が生じたことを明らか

にしている（除本ほか，2012，7頁；除本，2013b，35 39頁など）。「ふるさとの喪失」にと

もなう精神的苦痛は、第2期までの慰謝料から完全に外れている9）。

センターの総括基準も、2011年秋に、避難者の意識に変化が起きたとしている。すなわち、

前述のとおり2011年8月下旬ごろから、避難生活の長期化が避けられないとの認識が広まっ

た。その背景には、閣僚の発言などによって避難生活の長期化が広く認識されるに至ったこと、

そして自宅に戻るには、事故収束だけでなく、除染により放射線量を低減させることが必要で

あるにもかかわらず、除染の完了見込み時期が明らかでないことがあった（原子力損害賠償紛

争解決センター，2012a）。

しかしながら、次の点に注意すべきである。すなわち2011年秋以降、避難者の間で将来の

見通しに関する不安が強まったのは事実だが、それに加えて、自宅あるいは避難元（原住）自

治体に「戻れない」という喪失感もまた高まっていったことである。避難者が筆者らに語った

喪失感は、単に戻れないというだけでなく、農作業、山菜とり、釣りなど、「生きがい」の源

となるような、元の土地に密着した諸活動を奪われ、また地域コミュニティが失われたという

思いであった。

すなわちこの時期、将来の見通しに関する不安と、ふるさとを失った喪失感とがともに強まっ

ていったのである。これは一見すると矛盾するように思えるかもしれない。ふるさとに戻れな

いということは、避難先に「移住」することを意味するから、少なくとも生活再建の方向性が

ある程度定まり、見通しが明らかになるのではないかという疑問もありえよう。また、「避難」

が終了し「移住」に切り替わると考えれば、日常生活阻害と「ふるさとの喪失」はトレードオ

フの関係にあると思われるかもしれない。

しかし、避難者の意識はそう単純ではない。喪失感をもつ避難者も、ふるさとへの思いを断

ち切ったわけではない。「無理と分かっていても戻りたい」ということもあるが、それだけで

なく、放射能汚染の影響は長期に及ぶから、比較的若年の世代では、現時点で「戻らない」と

いう選択も「いずれ戻りたい」という希望と両立する。避難者がしばしば「戻りたいけれど、

戻れない」と一見矛盾したことを口にするのは、こうした事情による。

この意味での「移住」は「永住」とは異なるから、移住先でも「仮住まい」のような漂流感

が持続するだろうし、また、いつ戻れるのかという見通しに関する不安も継続するであろう。

「避難」が終わって「移住」に完全に切り替わるのではなく、両者がオーバーラップするので
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ある。

避難者に対する質問紙調査で、「戻りたい」「戻りたくない」「分からない」などの選択肢か

ら1つを選ばせるという設問をしばしば目にするが、その結果を解釈する際には、以上で述べ

た点に注意が必要である。このことに留意しつつ、復興庁が自治体とともに実施している住民

意向調査をみると、「戻らない」という回答の割合が、時間とともに増える傾向にあることが

確認できる。表2に大熊町の例を示した。2013年1月の調査では、「戻らない」という回答の

割合が、前年9月に比べ若干減少したが、10月になると、「判断がつかない」人が大幅に減り、

「戻らない」が急増している10）。ふるさとを失った喪失感は、ますます強まっているのだろう

と推察される。

1.3.4 精神的苦痛の重層性と継続性

以上で述べたとおり、避難者たちの受けた精神的苦痛は、時間の経過にともなって、図1の

ように4層に積み重なってきた。図中①と②は、第1期において前後して生じ、その後、第2

期に入るあたりから、③と④がしだいに生まれてきたと考えられる。これらの精神的苦痛は一

見矛盾するように見ても実際には併存し、また時間の経過にともなう変化はあるだろうが、現
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表2 大熊町民の帰還意向の変化

注：調査対象は世帯代表者で、回収率は調査時期の早い順に63.7％、65.7％、54.8％。

出所：復興庁ほか（2012，2013a，2013b）より作成。

単位：％

図1 避難者たちの精神的苦痛

注：図中②と③の精神的苦痛は、現行慰謝料の対象となっ
てはいるものの、十分汲みつくされているわけではな
く、対象外の被害がある（本文参照）。

出所：除本（2013b）39頁、図11をもとに加筆・修正。



在まで継続している11）。その意味で、避難者の精神的苦痛には、重層性と継続性がある。

2 第3期の慰謝料について 「移住」「故郷喪失」はどう扱われているか

2.1 避難指示区域の見直しと第2次追補

次に、第3期の慰謝料について、原賠審による第2次および第4次追補の内容を検討する。

まず、その前提となる避難指示区域の見直し（以下、区域見直し）について説明しておく。避

難指示区域とは、福島第一原発20km圏および旧計画的避難区域を指し、中間指針が慰謝料の

対象とした区域よりは狭い（避難指示区域には旧緊急時避難準備区域などが含まれない）。

国は2011年12月、同年度末をめどに区域見直しに着手する考え方を示した（原子力災害対

策本部，2011）。これは、従来の避難指示区域を見直し、放射能汚染の程度によって新たに3

つの区域（「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」）を設定するもので、国

はそのうち汚染が比較的少ないところから、段階的に住民を戻していくという方針を立ててい

る。2012年4月に、川内村、田村市、南相馬市から区域見直しがはじまり、順次実施されて、

2013年8月、川俣町の再編により完了した。

2012年3月、原賠審は、区域見直しと第3期の開始を目前にして、中間指針に対する第2

次追補を決定した（原子力損害賠償紛争審査会，2012d）。そこでは、避難指示区域からの避

難者に対する精神的損害の扱いについて、次のとおり定められた。

第1に、中間指針の定めた「第2期」を区域見直しの時点まで延長し、そこから終期までを

「第3期」とする。第2に、第3期においても、精神的損害の内容と額は、中間指針で示した

とおり（第2期までと同じ）とする。ただし第3に、新たに設定される3区域ごとに、一定額

をまとめ払いする。すなわち、避難指示解除準備区域では引き続き1人月額10万円を目安と

するが、居住制限区域では2年分にあたる1人240万円の請求を可能とし、帰還困難区域につ

いては5年分の1人600万円を目安とする（原子力損害賠償紛争審査会，2012d，34頁）。

なお原賠審は、前述のように第2期の慰謝料を1人月額5万円としていた。その見直しは行

なわず、根拠を曖昧にしたまま、第3期の慰謝料を第1期と同じ1人月額10万円と定めたの

である。この点には厳しい批判が出されている（浦川，2013，1416頁）。

2.2 第2次追補における二重の「すり替え」

次に、第2次追補における慰謝料の規定について、2つの問題点を検討したい。

第1に、第2次追補は、第3期の精神的損害の内容・額を第2期までと同じだとしながら、

他方、備考で「帰還困難区域にあっては、長年住み慣れた住居及び地域における生活の断念を

余儀なくされたために生じた精神的苦痛が認められ」ると注記している（原子力損害賠償紛争

審査会，2012d，5頁）。これは、原賠審の議論のなかで、事務局（文部科学省）から「読み替

えの規定のようなもの」と説明されている（原子力損害賠償紛争審査会，2012b）。すなわち
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帰還を断念した場合には、1人月額10万円をもって、「長年住み慣れた住居及び地域における

生活の断念を余儀なくされたために生じた精神的苦痛」に対する慰謝料に読み替える、という

ことのようである。ここではとくに、「長年住み慣れた住居」だけでなく「地域」にまで、慰

謝料の対象が広がっていることが注目される。

この読み替えには次のような疑問がある。もし、帰還困難区域の避難者については、区域見

直しにより、日常生活阻害や将来の見通しに関する不安が軽減される（あるいは解消される）

と考えるのであれば、その根拠は何か。それらがどの程度軽減され、新たな精神的苦痛に置き

換わるのか。さらに、そうした精神的損害の合計額を10万円に据え置く根拠は何か。これら

の点について、原賠審は明確な説明をしていない。恣意的な読み替え、拡大解釈と批判されて

も仕方がないだろう。

第2は、一括払いに関する問題点である。原賠審の能見善久会長は、一括払いの理由を次の

ように説明している。「毎月毎月避難していて、その間かかる費用を賠償するというよりは、

いろいろ生活の再建などが必要になってくるだろう、場合によっては移住という形の新しい生

活をしなくてはいけない、そういうときに毎月毎月の賠償しかもらえないということになると、

なかなか新しい生活も構築することは難しいので、むしろここは一括して賠償するという考え

方を導入したらどうかというのが、おそらく基本的な考え方かと思います」（原子力損害賠償

紛争審査会，2012a）。

つまり、避難者の生活再建や移住の元手を、慰謝料などの一括払いによって確保しようとい

うのである。しかし本来、生活再建の支援と、精神的損害の賠償とはまったく別の事柄である

から、後者のまとめ払いによって、前者に代えようとするのは納得しがたい。

以上から明らかなように、第2次追補は、慰謝料額を見直さないまま、明確な説明もなく、

対象となる精神的苦痛の範囲を恣意的に拡大している。また、月額は据え置いたまま、一括払

いをすることで支払い額を大きくし、生活再建資金としての意味合いをもたせている。つまり

慰謝料の中身に、二重の「すり替え」が起きているといってよいだろう。

2.3 第4次追補 再生産される「すり替え」の構造

事故後3年を目前にした2013年12月26日、原賠審は第4次追補を決定した。そこでは、

第3期における避難指示区域の慰謝料について、次のとおり追加の賠償が定められた（原子力

損害賠償紛争審査会，2013c，4頁，7頁）。

第1に、帰還困難区域（大熊町、双葉町は全域）については、1人1000万円の慰謝料を追

加する。ただし、第2次追補で将来分の一括払い1人600万円（月額10万円の5年分）が決

定しているので、そのうち2014年3月以降に相当する部分（ただし、通常の範囲の生活費の

増加費用を除く）は、1000万円から控除する。

第2に、上記第1の慰謝料の対象外の地域については、引き続き1人月額10万円を目安と
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する。避難が長期化すれば慰謝料の総額は増えていくが、帰還困難区域の慰謝料額とほぼ同額

になったところで頭打ちになる（また、避難先での「住居確保に係る損害」も、帰還困難区域

と同様の扱いとなる）。

要するに第4次追補では、帰還困難区域（大熊町、双葉町は全域）のみを対象に、一括払い

で慰謝料の上乗せをすることが決まったのである。この「新たな」慰謝料は、「長年住み慣れ

た住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を

余儀なくされた精神的苦痛等」を一括して賠償するものと説明されている（原子力損害賠償紛

争審査会，2013c，56頁）。原賠審の資料では「故郷喪失慰謝料」とも表記されている（「原子

力損害賠償の世帯当たり賠償額の試算について」第39回原賠審配布資料、2013年12月26日。

ただし追補のなかではそのように呼ばれていない）。

この「故郷喪失慰謝料」が、前述した「ふるさとの喪失」に対する慰謝料といえるのだろう

か。結論を先に述べれば、単純にそのように考えることはできない。「ふるさとの喪失」によ

る精神的苦痛は、日常生活阻害とも、将来の見通しに関する不安とも区別すべき被害である。

しかしながら、第4次追補とそこに至る議論で、今回示された1000万円が、これまでの月額

10万円と異なる精神的損害だということは明確にされていない。

第36回原賠審で、この問題について次のようなやりとりがあった。

【大塚〔直〕委員】 ……今回考えているこの避難指示の長期化に伴う賠償というのは……

長年住みなれたというところの、長期間にわたって余儀なくされた精神的苦痛等〔配布資料

にある次の記述。「長年住み慣れた住居及び地域における生活の断念を見通しのつかない長

期間にわたって余儀なくされた精神的苦痛等」〕ということだと思うんですけども、この中

には、その人が長い間帰れないことによってその生活基盤を失って長期間たってしまって、

場合によってはその人の人生がどうなってしまうのかということも入ってくると思うのです

けれども、そういう問題は今まで考えていた精神的損害の中に完全に入ってしまうのかどう

かというのがよく分からないところがあるものですから、調整をする際に全額調整〔控除〕

をする性質のものかよく分からなくて、御議論いただけると有り難いと思います。

【能見会長】 ……慰謝料の根拠となる部分が同じなのかどうかということだと思います

が、これはあんまり、ちょっとどの程度違うかというぎりぎりした議論はやっぱりなかなか

しにくいかと思っていますけども、大塚委員が言われたようなことも考慮しながら、全体の

総額、幾らぐらいにするかというのを考えればいいということなのではないでしょうか。

（原子力損害賠償紛争審査会，2013a）

結局のところ、今回の1000万円とは何かが明確に説明されていないのだが、第2次追補で

示された600万円のうち将来分（2014年3月以降に相当する部分）を控除するというのだか

ら、両者は足し引き可能な同質のものでなくてはならない12）。また、「故郷喪失慰謝料」の対

象外の地域（大熊町、双葉町以外の居住制限区域、避難指示解除準備区域）では、慰謝料は引
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き続き月額10万円なのだが、それが積み重なって「故郷喪失慰謝料」とほぼ同額になると、

頭打ちになると定められている。

これら2点を踏まえれば、今回の1000万円は、従来の月額10万円の慰謝料と同質のものと

考えるのが自然である。前節で述べた、避難者の精神的苦痛の重層性、継続性を想起すれば、

本来「ふるさと喪失」の慰謝料は別途加算されるべきであろう13）。

にもかかわらず、将来分をまとめ払いすることで、「故郷喪失慰謝料」という新たなカテゴ

リーが「創出」されているのである。一括払いによって慰謝料の対象を恣意的に拡大するとい

うのは、第2次追補で行なわれた「すり替え」の構造と同じである。

さらに、精神的損害のまとめ払いで、生活再建資金に代えようとする点も同じである。第4

次追補は、まとめ払いの理由の1つに、「被害者が早期に生活再建を図るためには、見通しの

つかない避難指示解除の時期に依存しない賠償が必要と考えられる」ことを挙げている（原子

力損害賠償紛争審査会，2013c，5頁）。

このように第4次追補でも、第2次追補における二重の「すり替え」の構造が再生産されて

いるといってよい。

2.4 第4次追補における「故郷喪失慰謝料」の問題点

本節の最後に、これまでの繰り返しになる内容もあるが、第4次追補における「故郷喪失慰

謝料」の問題点をまとめておく。

第1に、第2次追補までの慰謝料に「故郷喪失慰謝料」が新たに加算されたとは、とてもい

えない内容になっている。慰謝料の将来分をまとめ払いする期間を、延伸したにすぎない。

第2に、「故郷喪失慰謝料」の総額が、その対象地域外（大熊町、双葉町以外の居住制限区域、

避難指示解除準備区域）についても慰謝料総額の上限となり、制約を課す結果になっている。

第3に、「故郷喪失慰謝料」の中身が実質的には現行慰謝料と同じだとしても、将来分のま

とめ払いがなされるならば、その対象地域外との間で、賠償の「格差」がもたらされる（よう

にみえる）。区域間の賠償格差は、第2次追補に比べて第4次追補でさらに拡大しており、そ

れによって町民の分断が加速されるのではないかとの懸念も、避難自治体から表明されている

（『福島民友』2013年12月27日付）。

最後の点に関連して、筆者が論じてきた「ふるさとの喪失」被害が、帰還困難区域に限られ

るものではなく、それ以外の地域にも共通していることを強調しておきたい。一例を挙げよう。

飯舘村の行政区長を務める避難者が、『原発に「ふるさと」を奪われて』という本を出してい

る（長谷川，2012）。終章は「『農村』としての飯舘村は終わった」と題されている。著者の住

んでいた行政区は居住制限区域であるが、同書の出版は飯舘村で区域見直しが実施される前の

2012年3月である。第2期においてすでに、避難者が区域にかかわらず、喪失感を強めてい

たことが分かる14）。
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3 区域外への賠償の拡大 意義と限界

3.1 区域外避難をめぐる攻防

以上とくに第2節では、避難指示区域からの避難者の慰謝料について、検討してきた。では、

それ以外の地域からの避難者はどうなのか。2013年9月時点の福島県の避難者約14万人につ

いて、原住地（避難元）別の内訳をみると、避難指示区域が約8万人、旧緊急時避難準備区域

が約2万人、それ以外の地域が約4万人である（復興庁，2013，47頁）。

慰謝料だけでなく、居住用不動産の賠償などでも明確なのは、原賠審の指針において、国の

避難指示の有無が、賠償の有無や格差に直結していることである。しかしながら、原賠審によ

るこのような賠償の「線引き」の仕方には、批判がある。たとえば、「自主避難者」に対する

賠償に関して、次のように指摘されている。「権利保全費用の賠償可能性を考える上で決定的

なのは、自主避難等の費用が自己の権利・法益に対する危険の現実化を回避するための予防措

置として合理的なものであったか否かであって、『政府による指示』の有無は過大視されるべ

きではない」（潮見，2013，42頁）。

国による避難指示の目安は、空間線量で年間20mSvであり、通常時の被曝限度である1mSv
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とかなり開きがある。避難指示区域外でも「低線量」の汚染が存在するため、国・自治体の指

示によらずに避難を選択する「自主避難者」があらわれた15）。こうした避難行動の拡大によっ

て、原賠審が当初定めた「線引き」は揺らいできた。「自主避難」という選択が、世論の共感

を呼び、原賠審への批判となってあらわれたからである。

中間指針で精神的損害が認められたのは、図2のBの区域である16）。ここには、国や自治

体独自の避難指示、あるいは屋内退避指示が出された区域など、複数の区域が含まれ、一部は

すでに解除されている。本稿では、Bの区域外からの避難を「自主避難」「区域外避難」と定

義しておく。区域外避難者は、中間指針策定の頃から、自らの被害について声をあげはじめた。

被害者らの働きかけは紛争審を動かし、2011年12月、この問題に関する指針の追補（第1次

追補）が決定された（原子力損害賠償紛争審査会，2011h）。

その結果、図2のAに示した23市町村（すべて福島県内）の住民150万人が、実際に避難

したかどうかにかかわらず、新たに賠償の対象となった。金額は子どもと妊婦が1人あたり

40万円、その他は8万円とされ、およそ十分ではないが、被害者らの運動で賠償の範囲が広

がったのは画期的なことだといえる。

3.2 第1次追補に関する検討

3.2.1 放射線被曝による不安の取り扱い

第1次追補は、上記のように実際に避難したかどうかにかかわらず（つまり滞在者を含め）、

対象区域に住居があった人をすべて賠償の対象とした。認められた損害は、次のとおりである

（原子力損害賠償紛争審査会，2011h，5頁）。

区域外避難者については、①「自主的避難によって生じた生活費の増加費用」、②「自主的

避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛」、

③「避難及び帰宅に要した移動費用」が挙げられている。

また、滞在者については、①「放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等

により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛」、②

「放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があ

れば、その増加費用」とされる。

区域外避難者、滞在者ともに、損害の起点は放射線被曝への恐怖や不安だといえる。これは、

権利侵害としては「平穏生活権侵害」17）であり、そこから避難の有無に応じた損害が派生して

くる（大塚，2013，89頁）。

ただし、放射線被曝そのものが明確に被害と認められたわけではない。第1に、第1次追補

で認められた放射線被曝による不安は、初期被曝による不安（第1節参照）を含んでいない。

事故発生当初 18）については、十分な情報がないもとで、放射線被曝への恐怖や不安を抱いた

ことには相当の理由があるとされるにとどまり（原子力損害賠償紛争審査会，2011h，1頁，
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3頁）、実際に被曝したことが問題にされているわけではない。

第2に、事故発生後、一定期間が経過し、生活圏内の空間線量などに関する情報がある程度

入手できるようになった段階ではどうか。この段階の「低線量被曝」19）について、第1次追補

の表現は曖昧であり、国の避難指示の目安より低い、たとえば年間10mSv程度の被曝であれ

ばどうかといった点については述べられていない。しかし、原賠審の議論のなかでは、「低線

量被曝」であっても由々しき事態が想定されるという意見があった。委員の間で合意されたわ

けではないが、能見会長は第14回原賠審で、下記の趣旨を繰り返し述べている。

【能見会長】 ……あくまで仮の話として、今年間10ミリシーベルトの放射線被曝を受け

る地域があるとして、除染によって減っていくので、ずっとそれが続くわけではないかもし

れないけれども、仮に10ミリシーベルトが続くと考えて、その10年間積算されると100ミ

リシーベルトになる。積算の仕方も、本当はこのように単純に積算していいのかどうかわか

りませんけれども、仮に総量で100ミリシーベルトになったときに、その積算で100ミリシー

ベルトという総量はそんな安全であるというふうには考えられていないのではないかと思い

ますけれどもどうなのでしょうか。このように低線量であっても長期に先まで考えて、現在、

特に心配されているのは子供だと思いますけれども、こうした子供などを避難させたいと考

えるのが不合理なのかどうかという問題なんだと思いますけれども。

（第14回原賠審。原子力損害賠償紛争審査会，2011e）

3.2.2 賠償額に関する検討

第1次追補の賠償額についてはすでに触れたが、改めて述べれば次のとおりである。子ども

と妊婦については、事故発生から2011年末までの損害として1人40万円 20）、その他の区域

外避難者・滞在者については、事故発生当初の損害として1人8万円とされた（原子力損害賠

償紛争審査会，2011h，6頁）。この金額は、前述のように精神的損害、および費用の増加分を

含んでいるとされ、原賠審の議論では「包括慰謝料」と説明されている21）。

原賠審の議事録を読むと、この額の決まり方には次のような疑問がある。

第1は、中間指針で定められた慰謝料が対象とする精神的苦痛と、第1次追補の慰謝料が対

象とする精神的苦痛は、質的に異なるとされている22）にもかかわらず、中間指針の慰謝料額

をにらみながら賠償額が決められたことである。この点は、次の議事録の引用にあるとおり、

能見会長自身が「ちょっと矛盾しているかもしれません」と述べている。

【大塚委員】 ……私はある程度、割合的賠償のようなことを考えていかざるを得ないの

か。つまり、リスクは20ミリシーベルトのところ〔中間指針の慰謝料の対象区域〕に比べ

ると低いというふうには考えられますので、割合的賠償のようなこともどこかで考えなけれ

ばいけないのかなとは思っております。

（第14回原賠審。原子力損害賠償紛争審査会，2011e）
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【能見会長】 ……これ、理論的にはあんまり関連がないんですけど、避難指示によって

避難されている方々〔中間指針の慰謝料の対象者〕の場合には、初期6カ月分が20万円

〔ママ〕でしたっけ。それで、その後5万円ということで、その場合には、12月までの金額

というのは、そういう基準のもとで決まりますが、先ほど賠償の理由が少し違うという話を

したので、ちょっと矛盾しているかもしれませんけれども、一方で、そういう金額もにらみ

ながら、自主避難、滞在者についての損害額というのもある程度考えなくてはいけないとい

うこともあるかもしれません。

……

いろんな考え方がありますけど、……仮に例えば一月10万円ぐらいのもので、10カ月分

で100万というのが一方であり得ますよね。それから、先ほどの避難された方〔中間指針の

慰謝料の対象者〕については、最初の6カ月は10万円だとしても、5万円に減額されてい

るので、こちらは仮に一月5万円ということで、10カ月分50万というのも考えられる。そ

れから、当初この審査会でもっていろいろご議論ありましたけれども、自主的避難について

の合理性といいますか、それについて多少割合的に考えたほうがいいというご意見もあった

ので、そういうのから考えますと、さらにいろいろ割合的に減額して、20万というのはちょっ

と低いと思いますけれど、20万ぐらいという金額も考えられないではないと。そんなとこ

ろがいろんな金額でございます。

……

【田中委員】 金額がどの程度が適当かというのは、なかなか申し上げにくいんですが、

一応今避難指示を受けている方たちは、9月以降はこの指針では5万円ですね。仮にもしも

50万円ということであると、これは10カ月分ですから、それと同じ額になるんですよね。

そこはやっぱり避難されている方とのバランス上、いかがなものかなということがあります

ので、そこを少し考慮して決めていただきたいと思います。

……

【能見会長】 ……その他〔子どもと妊婦以外〕の方については、……初期分の賠償とい

うことで幾らぐらいにするかというご議論も次にしていただくということになります。これ

もなかなか金額、何が具体的に適当なのかということは言いにくいわけですけれども、1つ

の考え方の目安になるのは、……〔国の指示で〕屋内退避された方の場合には、4月少しプ

ラスアルファ〔屋内退避指示の解除は2011年4月22日で、事故発生から1カ月強であるこ

とを指していると思われる〕になりますが、それで10万円という金額であって、それと完

全に連動するものではございませんけれども、金額として幾らぐらいのものが適当かという

判断をするということになるかと思います。もし何かご意見があれば。

ご意見がなければ、ここもいろんな金額が考えられるところで、低いところでは、もちろ

ん3万円とか低い額も考えられますが、もう少し屋内退避の額に近づけるとなると、10万

円に近い金額というのが考えられるところでございます。これも田中委員が、あるいはほか

の委員も指摘されたように、完全に屋内退避の場合の金額と同じでいいかというと、疑問を

感じるというご意見もありましたので、そういうことを考慮すると、仮に10万に近いとこ

ろで、8万とか。

（第18回原賠審。原子力損害賠償紛争審査会，2011g）

第2は、第1の点とかかわるが、上記の田中委員の発言に示されているように、中間指針が

第2期の慰謝料を1人月額5万円に減額していたので、それによって第1次追補の賠償額が制

約を受けていることである。しかしその後、原賠審は第2次追補において、明確な根拠を示す
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ことなく、東電の上乗せ賠償とセンターの総括基準による10万円を引き続き第3期の慰謝料

額として採用した（第2節参照）。第1次追補の策定過程ではともかく、後から振り返ってみ

ると、この金額がどれほど妥当なものか、疑問が残る。

さて、第1次追補が定めた対象期間は、2011年末までであった。それ以降については、2012

年3月の第2次追補で言及されている。ただし、第2次追補の策定過程で、原賠審の委員の間

で対立が生じ、妥協の産物としてきわめて曖昧な内容となった。すなわち、「第一次追補の内

容はそのまま適用しない」が、個別のケースに応じて賠償も認められるとされている（原子力

損害賠償紛争審査会，2012d，1415頁）。

東電は2012年12月、区域外避難者に対する追加賠償を発表した。表3に示したように、

賠償額は子どもと妊婦が1人あたり12万円、その他が4万円である（東京電力株式会社，

2012d）。

3.3 対象区域の拡大

第1次追補の対象区域が決定されると、そこから外れた福島県内や宮城県南部の自治体、住

民から強い抗議の声があがった（福田，2012，40頁）。これを受け、東電は2012年6月に県
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表3「慰謝料」の対象区域の拡大

注：1.「自主的避難等対象区域」は、本文図2のAの区域を指す。
2.「県南」は、福島県白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、
鮫川村の9市町村。「会津」は、福島県会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代
町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、北塩原村、湯川村、昭和村の13
市町村。「南会津」は、下郷町、只見町、南会津町、檜枝岐村の4町村。

3.表中の金額は、1人あたりの受取額を示す。
4.2011年の自主的避難等対象区域の賠償で、子ども・妊婦が避難した場合、20万円が追加
で支払われる。

5.「東電による賠償」で、子ども・妊婦以外の2011年の対象期間は、3月11日～4月22日
の事故発生当初に限られる。

6.2012年の東電による賠償で、子ども・妊婦に対する賠償額（自主的避難等対象区域12万
円、県南・丸森8万円）のうち4万円、および子ども・妊婦以外に対する4万円は、とも
に慰謝料ではなく「追加的費用等」であり、事故発生以降の損害が対象になる。

7.「県南・会津・南会津地域給付金」は、県南では東電による同地域の賠償に加えて受け取
ることができる。

出所：東京電力株式会社（2012a～2012d）、会計検査院（2013）38頁、図表114より作成。



南地域へ、同年8月に宮城県丸森町へ、それぞれ区域外の賠償を拡大せざるをえなくなった。

賠償額は表3のとおりであり、第1次追補よりも低く抑えられている。

しかし、福島県では依然として、会津地方が東電の賠償から外れていた。そこで福島県は、

国からの補助金を用い、県内における賠償格差の埋め合わせを図った。それが2012年7月に

受付を開始した県南・会津・南会津地域給付金である。

国は2012年3月、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金として約404億円を福島県に交

付し、県は福島県原子力被害応急対策基金を設置した。上記給付金は、同基金の事業費のうち

大半を占め、2012年度に287億円余りが支出されている。給付の対象地域と額は表3のとお

りである。この給付金は、地域ブランドイメージの回復に向けた活動を支援することを目的に

掲げているが、実質的には、前記のとおり賠償の格差を一部埋め合わせる機能をもたされてい

る。つまり事実上、東電が行なうべき賠償の肩代わりといってよい。ただし、東電は同基金の

積み増しに充てるため、県に30億円の寄付を行なっている（会計検査院，2013，3639頁；

除本，2014a，163頁）。

おわりに

本稿では、原賠審の指針を中心に、原発事故による精神的苦痛が現行慰謝料によって償われ

ているかを検討した。それによって、避難者の受けた精神的苦痛のうち、放射線被曝の健康影

響に対する不安や、「ふるさとの喪失」などが慰謝料の対象外として取り残されていることを

明らかにした（第4次追補における「故郷喪失慰謝料」の中身は現行慰謝料と基本的に同質で

あると考えられ、「ふるさとの喪失」が新たに賠償の対象になったとは単純に結論できない）。

また、原賠審による慰謝料の対象区域の「線引き」に対する批判が起こり、賠償額の格差をは

じめとする限界はあるものの、区域が実質的に拡大されてきた過程についても述べた。

最後に、今後の課題について簡単に記し、まとめに代えたい。賠償対象外の被害があること

は、被害の「放置」を意味する。たとえば水俣病に関する社会学的研究では、被害者を救済せ

ず放置してきたことが、「追加的加害」として批判されている（飯島・舩橋編，2006）。福島原

発事故においては、賠償はある程度進んでいるものの、その仕方に問題や欠落があり、水俣病

とは別の形で「追加的加害」があらわれていると考えられる（除本，2014c）。こうした点を含

め、加害 被害構造の全体像を明らかにすることが求められている。

さらにそれを踏まえて、被害救済と回復の道筋を明らかにしなくてはならない。社会的費用

論で「絶対的損失」といわれるように、事後的に回復の困難な被害がすでに生じている。しか

し、可能な限り原状回復に近づける方策を追求すべきであり、適切な賠償、新しい政策・制度

の形成などを通じて、被害回復に向けた総合的な取り組みを推進することが重要な課題となる

（除本，2013d，2014b）。この課題に関し、より一層の具体的検討を進めていくことが求めら

れる。

経営研究 第65巻 第1号22



付記

本稿は、日本環境会議 福島原発事故賠償問題研究会の第2回研究会（2014年1月26日、明治大学）で

報告した論文に加筆したものである。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）。

なお脱稿後の2014年3月26日、東電はいわゆる「故郷喪失慰謝料」として、帰還困難区域（大熊町、

双葉町は全域）からの避難者に対して、1人700万円の賠償を行なうと発表した。また、同年4月1日、

福島県田村市都路地区で国の避難指示が初めて解除され、住民の帰還がはじまっている。

注

1）本稿において、滞在者とは、避難せず、または帰還等により被害地域に滞在する者を指す。

2）本稿において、現行慰謝料とは、東電が支払ってきた1人月額10万円の慰謝料を指す（本文で後述

する日常生活阻害慰謝料、および見通し不安に関する慰謝料）。

3）これには、東電だけでなく国も含まれよう。

4）原賠審も注意を促しているように、「本件事故に起因して実際に生じた被害の全てが、原子力損害と

して賠償の対象となるものではな」く、相当因果関係のある損害に限られる（原子力損害賠償紛争審査

会，2011d，3 4頁）。相当因果関係とは、「損害の公平な分担の理念のもと、賠償範囲を抑制する概念」

であり、本件事故の加害－被害構造にはそぐわないとの批判もある（秋元，2012，29頁）。たとえば自

動車事故では、車を運転していれば、誰でも加害者、被害者になりうるが、原発事故はそうではない。

しかし、筆者は門外漢であるため、相当因果関係の判断は措き、本稿ではそれとは別の角度、すなわち

社会的費用論の観点から議論を進める。

5）本稿において、横出しとは、原賠審が認めた範囲を越えて、賠償を広げる場合を指し、上乗せとは、

原賠審が認めた損害について、支払いを増額する場合を指す。

6）たとえば第26回原賠審での能見会長の発言（原子力損害賠償紛争審査会，2012c）。以上の経緯につ

いては、すでに別稿でも触れたところである（除本，2012b，64頁）。

7）2013年8～9月に福島県全域を対象に実施された県政世論調査でも、「あなたは、福島第一原子力発電

所事故の発生により、長期にわたる健康不安を感じていますか」という問いに対し、「はい」29.1％、

「どちらかと言えば『はい』」25.2％と、両者で過半を占めている。また、「あなたの生活空間は、放射

線から安心して暮らすことができる空間ですか」という問いへの回答は、「いいえ」17.8％、「どちらか

と言えば『いいえ』」17.1％であるのに対し、「はい」9.5％、「どちらかと言えば『はい』」23.8％となっ

ており、安心して暮らせないという人のほうが若干多い（福島県，2013）。

8）区域外で日常生活が平常に行なわれていない状態は「生活内避難」とも呼ばれる。これは、区域外の

避難者と滞在者を連続したもの（相互に転換可能な状態）と捉えるための概念である（山下ほか，2013，

126頁，141頁）。「生活内避難」論は、その点で意義が大きいが、国・自治体の避難指示等による「強

制避難」との比較において、やや区域内・外の相違が強調されすぎている嫌いがある。同じ原発事故被

害という共通性も重要なので、その両面からの把握が求められる。

9）「ふるさとの喪失」には、精神的苦痛のレベルだけでなく、その前提となる「実体」としての被害が

ある。地域レベルでは、住民の離散によるコミュニティや自治体維持の危機、地域づくりの破壊などが

あり、避難者からみれば、先祖伝来の土地を奪われ、あるいはコミュニティを含む地域的諸条件から享

受していた便益が失われたことなどが挙げられる（除本，2014b）。
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10）2013年10月の調査で「戻らない」という回答が急増した理由として、2013年6月の大熊町議会で、

帰還できるといわれても汚染の低減が遠い将来ならば戻れないのと同じだと町長が述べたことや（『福

島民友』2013年6月14日付）、この時期、居住用不動産の賠償が進んだことなどが、町民の帰還意向に

影響を与えているのではないかと推察される。また2013年10月の調査では、「戻らない」という回答

に「戻れないと考えている場合を含む」とされていることも、関係しているかもしれない。

11）前掲の�内らが行なったその後の継続調査によっても、筆者の述べた重層性、継続性が支持されるで

あろう。�内らは2013年2～3月に、福島県各地の仮設住宅で暮らす2425世帯、埼玉県・東京都で避

難生活を送る4268世帯を対象に質問紙調査を実施した（回収率はそれぞれ30.7％、11.7％）。その結果、

IES-Rの平均得点は2012年の調査と比べて若干下がったものの依然として高く、また、賠償などのさ

まざまな問題群が先のみえない状況と苦悩を生み出している構造も継続していた（�内，2014）。なお、

調査対象者の原住地（避難元）は、福島県内仮設住宅での調査については明らかでないが、埼玉県・東

京都の調査では、いわき市など区域外の避難者も一部含まれているようである。ただし、おおむね中間

指針の慰謝料の対象区域からの避難者とみてよい。

12）ただし2014年3月以降について、厳密に月額10万円が控除されているわけではなく、本文で前述の

とおり、「通常の範囲の生活費の増加費用」を除いてある。これは中間指針で、避難による生活費の増

加分を月額10万円に含んで賠償するとしたためである。

13）第4次追補を決めた第39回原賠審でも、今回の1000万円は、避難元地域に縁のそれほど深くない人

にも共通する最低限の金額なので、被害者が争った場合には個別事情に応じて増額が十分ありうる旨、

確認されている（原子力損害賠償紛争審査会，2013b）。

【大谷〔禎男〕委員〔原子力損害賠償紛争解決センター総括委員長〕】 各委員の御意見の集約の結

果がこの金額であるということであれば、これに従うということにしたいと思います。……申し上げ

ておきたいのは、このような故郷を喪失することについての精神的苦痛というものには相当の開きが

あって、例えば、先祖代々そこに住み着いて、よその場所で人生を終わるということなど夢想だにし

なかったというような人もあれば、それほど縁の深くない人もあるというようなことになりますと、

ADR〔センター〕において検討される慰謝料の範囲は相当幅のあるものになるだろうし、かつ、和

解によって落着する慰謝料額も、この指針で示される金額からは相当程度外れたものになるというこ

ともあり得るということは御了解を頂きたいと思います。

【能見会長】 その点は全く私も同感でございます。……平均的なというのでしょうか、あるいは、

ここでは最低と言ったらいいでしょうか、そういうものとしての慰謝料の額というものを示したもの

でございます。

今、大谷委員がおっしゃったように、個別の事情によっては、もっと苦痛が大きいという場合も当

然考えられますので、それはそういうふうに応じて賠償されるべきものであろうと思います。

14）福島県富岡町の渡辺和則司法書士は、賠償請求の相談を受けてきた経験から、「どの町民も一緒に避

難し、同じような苦労を重ねてきた。……古里を失う苦痛はみんな同じで、賠償も一律であるべきだ」

と述べている。同町は、居住制限と避難指示解除準備の2区域で、人口の71％を占める（『毎日新聞』

2014年3月3日付）。

15）「自主避難」「区域外避難」に関する文献は多いが、たとえば福島県郡山市から大阪市に「母子避難」

を続ける女性の手記として、森松（2013）がある。

16）正確には特定避難勧奨地点も含む。
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17）平穏生活権は多様な内容をもつが、今回の事故に即していえば、「身体や健康に直結した平穏生活権」

と位置づけるべきである（吉村，2014，57頁）。

18）「事故発生当初」がいつまでを指すかについて、第1次追補は明確に述べていない。ただし原賠審の

議論のなかで、2011年4月22日までという区切りが示され、東電もそのように運用している。

19）原賠審の中島肇委員は、指針の解説書のなかで、次の趣旨を述べている。すなわち、年間20mSv未

満の「低線量被曝」による健康影響について、専門家の間で意見が分かれている以上、「予防原則」に

立てば、健康被害を避けようとして避難する住民の行動も合理的であると考えられる（中島，2013，8

15頁）。ただし、原賠審が「予防原則」を明示的に採用しているわけではない。

20）東電は2012年2月、避難した場合、1人20万円を追加して支払うと発表した（東京電力株式会社，

2012a）。

21）たとえば第16回原賠審（原子力損害賠償紛争審査会，2011f）。

22）だからこそ、図2のBからAに避難した子どもと妊婦は、中間指針の慰謝料に加え、第1次追補の

賠償も、全額ではないが受け取れるのである（原子力損害賠償紛争審査会，2011h，6頁）。

参考文献

秋元理匡（2012）「原子力損害賠償 被害救済法理の試み」『自由と正義』第63巻第7号，2329頁。

飯島伸子・舩橋晴俊編（2006）『新版 新潟水俣病問題 加害と被害の社会学』東信堂。

浦川道太郎（2013）「原発事故により避難生活を余儀なくされている者の慰謝料に関する問題点」『環境と

公害』第43巻第2号，916頁。

大塚直（2013）「福島第一原子力発電所事故による損害賠償」高橋滋・大塚直編『震災・原発事故と環境

法』民事法研究会，65110頁。

会計検査院（2013）「東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況に関する

会計検査の結果について」10月。

原子力災害対策本部（2011）「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基

本的考え方及び今後の検討課題について」12月26日。

（2013）「原子力災害からの福島復興加速に向けて」12月20日。

原子力損害賠償紛争解決センター（2012a）「総括基準（避難者の第2期の慰謝料について）」2月14日。

（2012b）「総括基準（精神的損害の増額事由等について）」2月14日。

原子力損害賠償紛争審査会（2011a）「東京電力㈱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第二次指針」5月31日。

（2011b）「原子力損害賠償紛争審査会（第9回） 議事録」7月1日開催。

（2011c）「原子力損害賠償紛争審査会（第10回） 議事録」7月14日開催。

（2011d）「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」8月5日。

（2011e）「原子力損害賠償紛争審査会（第14回） 議事録」9月21日開催。

（2011f）「原子力損害賠償紛争審査会（第16回） 議事録」11月10日開催。

（2011g）「原子力損害賠償紛争審査会（第18回） 議事録」12月6日開催。

（2011h）「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

関する中間指針追補（自主的避難等に係る損害について）」12月6日。

（2012a）「原子力損害賠償紛争審査会（第24回） 議事録」2月23日開催。

原子力損害賠償紛争審査会の指針で取り残された被害は何か（除本） 25



（2012b）「原子力損害賠償紛争審査会（第25回） 議事録」3月8日開催。

（2012c）「原子力損害賠償紛争審査会（第26回） 議事録」3月16日開催。

（2012d）「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

関する中間指針第二次追補（政府による避難区域等の見直し等に係る損害について）」3月16日。

（2013a）「原子力損害賠償紛争審査会（第36回） 議事録」10月25日開催。

（2013b）「原子力損害賠償紛争審査会（第39回） 議事録」12月26日開催。

（2013c）「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

関する中間指針第四次追補（避難指示の長期化等に係る損害について）」12月26日。

潮見佳男（2013）「中島肇著『原発賠償 中間指針の考え方』を読んで」『NBL』第1009号，4047頁。

�内琢也（2012）「原発事故避難者の深い精神的苦痛 緊急に求められる社会的ケア」『世界』第835

号，5160頁。

（2014）「深刻さつづく原発被災者の精神的苦痛」『世界』第852号，103114頁。

東京電力株式会社（2011）「本賠償における請求書類の改善および賠償基準の一部見直し等について」（プ

レスリリース）11月24日。

（2012a）「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」（プレスリリース）2月28日。

（2012b）「福島県県南地域における自主的避難等に係る損害賠償の開始について」（プレスリリー

ス）6月11日。

（2012c）「宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害賠償の開始について」（プレスリリース）

8月13日。

（2012d）「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」（プレスリリース）12月5日。

中島肇（2013）『原発賠償 中間指針の考え方』商事法務。

日本弁護士連合会（2011）「『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」8月17日。

日本弁護士連合会編（2011）『原発事故・損害賠償マニュアル』日本加除出版。

長谷川健一（2012）『原発に「ふるさと」を奪われて 福島県飯舘村・酪農家の叫び』宝島社。

日野行介（2013）『福島原発事故 県民健康管理調査の闇』岩波新書。

福島県（2013）「平成25年度版 県政世論調査 結果報告書〈概要版〉」11月。

福島県九条の会編（2011）『福島は訴える 「くらし」「子育て」「なりわい」を原発に破壊された私た

ちの願いと闘い』かもがわ出版。

福島市（2012）『放射能に関する市民意識調査報告書』9月。

福田健治（2012）「東京電力による賠償」河﨑健一郎・菅波香織・竹田昌弘・福田健治『避難する権利，

それぞれの選択 被曝の時代を生きる』岩波ブックレット，3443頁。

復興庁（2013）「復興の現状と取組」11月29日。

復興庁・福島県・大熊町（2012）「大熊町住民意向調査 調査結果（速報版）」11月6日。

（2013a）「大熊町住民意向調査 調査結果（速報版）」3月15日。

（2013b）「大熊町住民意向調査 調査結果（速報版）」12月6日。

森松明希子（2013）『母子避難，心の軌跡 家族で訴訟を決意するまで』かもがわ出版。

山下祐介・市村高志・佐藤彰彦（2013）『人間なき復興 原発避難と国民の「不理解」をめぐって』明

石書店。

除本理史（2007）『環境被害の責任と費用負担』有斐閣。

（2012a）「原発避難者に迫る補償打ち切り 被害者の権利回復はどうあるべきか」『世界』第

経営研究 第65巻 第1号26



835号，6169頁。

（2012b）「福島原発事故と地域の固有価値 福島県飯舘村の被害を念頭に」『経営研究』第63

巻第3号，5570頁。

（2013a）「福島に住み続けるということ 郡山市でのシンポジウムから」『人間と環境』第39

巻第1号，3032頁。

（2013b）『原発賠償を問う 曖昧な責任，翻弄される避難者』岩波ブックレット。

（2013c）「歪められた『賠償』」eシフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会）編『日本

経済再生のための東電解体』（合同ブックレット・eシフトエネルギーシリーズvol.3）合同出版，25

39頁。

（2013d）「福島原発事故における絶対的損失と被害補償・回復の課題 『ふるさとの喪失』と不

動産賠償を中心に」『経営研究』第64巻第3号，2541頁。

（2014a）「東電の賠償負担免除は許されない 加速する国費投入を問う」『世界』第852号，

160166頁。

（2014b）「『ふるさとの喪失』被害とその救済」『法律時報』第86巻第2号，6871頁。

（2014c）「被害実態に遠い原発賠償」『毎日新聞』2014年3月13日付。

・根本志保子・土井妙子（2012）「福島原発事故による避難住民の被害実態 福島県浪江町から

の避難者に対する聞き取り調査にもとづいて」『人間と環境』第38巻第2号，29頁。

吉村良一（2013）「福島原発事故被害の救済 原発事故集団訴訟の意義と課題」『法律時報』第85巻第

10号，6066頁。

（2014）「総論 福島第一原発事故被害賠償をめぐる法的課題」『法律時報』第86巻第2号，55

61頁。

早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト浪江町質問紙調査班（和田仁孝・西田英一・中西淑美）

（2013）『浪江町被害実態報告書 質問紙調査の結果から』8月31日。

原子力損害賠償紛争審査会の指針で取り残された被害は何か（除本） 27



経営研究 第65巻 第1号28

WhatdamagesarenotcoveredbytheDispute

ReconciliationCommitteeforNuclearDamage

Compensationguidelines?:

Astudyoncompensationtoevacuatedand

non-evacuateddisastervictims

MasafumiYokemoto

Summary

Thispaperconsiderstheissueofcompensationfordamagesresultingfromthe

Fukushimanucleardisasterbyexaminingthecontentsoftheguidelinescreated

bytheJapanesegovernment・sDisputeReconciliationCommitteeforNuclear

DamageCompensation（DRCNDC）.Theprimaryobjectiveistoclarifywhat

kindsofdamage（particularlypsychologicaldistress）sufferedbybothevacuees

andnon-evacueesareoutsideofthescopeofcompensation.Currently,thecom-

pensationspecificsarelargelydecidedaccordingtotheguidelinessetbythe

DRCNDC,butthegeneralcriteriasetbythestate・sNuclearDamageCompensa-

tionAlternativeDisputeResolution（ADR）Center,whichpromotesresolutions

byextrajudicialprocedures,andbyTEPCO・svoluntarydistributionofcompen-

sation,alsoplaymajorrolesindeterminingthesespecifics.Therefore,allof

thesefactorswillbeconsideredwhenadvancingthediscussioninthispaper.

First,thispaperfocusesprimarilyontheevacueesfromtheareasdesignated

asqualifyingforcompensationaccordingtotheinterim guidelinessetbythe

DRCNDCinAugust2011,anditinvestigateswhetherthepsychologicaldistress

thattheysufferedfollowingthenucleardisasteriscoveredbycurrentcompensa-

tionschemes.Thestudydemonstratesthatamongthepsychologicaldistresses

sufferedbyevacuees,anxietyaboutthehealtheffectsofradiationexposureand

theirsenseofhaving・lossofhometown・remainoutsideofthescopeofcompen-

sation（Sections1and2）.Next,thebroadeningofthisscopeisdiscussed,includ-

ingthesignificanceofsuchaproposalandthelimitsinvolved.Thispaperinsists

thatalthoughontheonehand,anxietyaboutthehealtheffectsofradiation

exposuremaybeaddedtothetypesofdistresscoveredbycompensation,onthe

otherhand,thereremainsaconsiderablenumberofproblems,suchasthe

amountsoffinancialcompensation.Thispaperalsotouchesuponbroadening

thescopeofcompensationbyTEPCO（Section3）.Andfinally,itconcludeswith

commentsonfutureissuesandasummaryofthestudyasawhole.
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