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はじめに

あるところ，調査ですら不十分な施策は，
被害者の切り捨てにつながりかねない。継

福島第一原発事故から 4 年 7 か月が経過

続して，十分な健康診断を透明性の高い方

しようとしている。この間，2011 年 12 月

法で行っていき，この診断を踏まえて健康

16 日，野田佳彦首相（当時）は同原発が冷

管理に結び付けていくことが不可欠となる。

温停止状態になったとして事故収束宣言

原発事故の早期・確実な収束，とりわけ

を行ったが，2013 年 3 月 13 日，安倍晋三

汚染水対策は最も喫緊の課題である。度重

首相は，「地域の話を聞けば，政府として

なる汚染水の漏えいや汚染水対策の遅れ

事故収束などと言える状態にはない」など

は，原発事故収束作業を東京電力に任せ続

として，事故収束宣言を撤回した。

けてきたことの限界が露呈したものであ

その一方，同首相は，2013 年 9 月 7 日の

る。国は，原発事故収束作業を東京電力任

IOC 総会での東京オリンピック招致のた

せにせず，国の責任において事故収束にあ

めの演説で，汚染水はアンダーコントロー

たることが求められる。

ルにあるなどと述べ，同事故が完全に制御

一方で，これらの事故処理作業には必然

されているというアピールを行った。安倍

的に被ばく労働を伴うものであり，それ自

首相の発言を全面的に信用している国民

体が重大な人権問題である。国及び東京電

はごく僅かであろうと思われるが，多くの

力は，真にその被ばく労働が必要なものか

人々の記憶から，同事故は次第に遠いもの

どうか，絶えず厳しく吟味すべきである。

になりつつあるようである。
しかし，福島第一原発事故によって放出

福島第一原発事故に由来する放射性物
質に汚染された廃棄物（以下「汚染廃棄物」

された，あるいは現在も放出され続けてい

という。）については，セシウム 134 とセ

る膨大な量の放射性物質は，いまだに多く

シウム 137 の合計放射線量が 1kg あたり

の未解決の問題を残したままになってい

8000 ベクレル（Bq）までは通常のゴミと一

る。すなわち，福島第一原発事故により，

緒に焼却・埋立処分がなされている。従前，

いまだ約 11 万人が避難生活を余儀なくさ

放射性廃棄物を埋設処分する基準が，1kg

れ，健康被害対策がますます重要性を増し

あたり 100Bq だったことに鑑み，汚染廃棄

ている。原発の汚染水漏えい対策のめども

物の処理基準については数値の引下げが

立っていない。また，事故由来の放射性物

検討されるべきである。また今後，健康被

質汚染廃棄物の処理基準は従来の放射性

害を未然に防止するという観点から，中間

廃棄物のそれに比し緩められたままで，し

貯蔵施設への汚染廃棄物の運び込みや最

かもその処理処分方針は混迷し，事故の収

終処分場の選定に先立ち，汚染廃棄物の適

束には程遠い現状にある。

切な処理方法について，何を汚染廃棄物と

福島県「県民健康調査」検討委員会によ
る「県民健康調査」では，相当数の甲状腺

して取り扱うのかも含めて，再検討すべき
である。

異常が報告されており，健康被害の発生が

このように，東日本を中心とする全国各

懸念される。にもかかわらず，福島県外で

地の現場では，放射能による汚染に対す

は，健康調査さえいまだ実施されておら

る，果てしないたたかいが続けられてい

ず，福島県内の「県民健康調査」も不十分

る。この基調報告書が，こうした様々なた

なままである。本来は健康「調査」ではな

たかいの行動指針として役立てば幸いで

く健康管理と結び付く健康診断が必要で

ある。
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第 1 節 福島第一原発事故による健康被害の実情
第1

や老人介護施設や自宅療養中のお年寄

はじめに

りなど，自力では避難できない「避難弱

福島第一原発事故に起因する健康影響

者」が存在した。それらの人たちの移動

を考えるとき，真っ先に想起されるのは放

手段や避難の受入れ先などは，本来，国

射線による健康被害であろう。しかし，原

や東京電力，自治体などが行うべきであ

発事故によって実際に生じている健康被

ろうが，福島第一原発事故の場合，東日

害は，それにとどまらない。

本大震災の混乱もあいまって，そのよう

東日本大震災が発生して 4 年半が経過し

な機能はほとんど果たされないまま，施

た現在でも，いまだ 20 万人以上の住民が

設の管理者や家族らが，ほぼ独力で移動

避難を強いられており，また，被災地にと

手段や避難先を確保しなければならな

どまることを選択した住民も様々な健康

かった。しかも避難指示区域があまりに

不安を抱えながら生活を続けている。被災

広汎であったことから，長距離移動を強

者・避難者が抱える健康リスクはあまりに

いられることとなった。

多種多様であり，いまだその全容は不明で

さらに，事故直後は，避難指示が徐々

ある。

に拡大し，放射性物質による汚染の実態

まず本稿では，単に放射線による直接の

も分からないままであった。そういった

健康被害の議論に限定されてはならない

中，避難指示が出なかった区域であって

という視点が重要であることを提示し，多

も，長距離避難を余儀なくされた避難弱

数の報道や専門家の報告などを参照しな

者は少なくない。上述のような問題は避

がら，被災者・避難者の健康問題の現状を

難指示区域のみにとどまるものではな

報告する。

いのである。
(2) 原発事故関連死

第2

避難による生命・身体への
被害

られた結果，医療対応も不十分なまま長

今回の福島第一原発事故により，一旦，

時間移動させられ，避難先を転々とさせ

原発事故が発生すると，必然的に周辺の住

られ，寒い中に長時間置かれるなどし

民は，住み慣れた故郷からの避難を余儀な

た。その結果，ストレスや体力の消耗な

くされることを目の当たりにした。今後の

どにより，次々と命を落としていったの

防災指針を考える上でも，避難を強いられ

である。原発事故によって命を落とした

ること自体が，いかに生命・身体という重

人は，震災関連死などと呼ぶべきではな

要法益に影響を与えるかを十分に認識し

く，直截に「原発事故原因死」と呼ぶべ

なければならない。

きであろう。

持病を抱えた高齢者らは，避難を強い

例えば，報道によれば，福島第一原発

1

事故で避難を強いられた県内の特別養

避難時の問題～「避難弱者」

護老人ホームや介護老人保健施設など

(1) 避難弱者

34 の 高齢者 施設 の事故 当時 の入所 者

避難指示区域内には，病院の入院患者

－5－
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1766 人のうち，2013 年 1 月 1 日現在で，

者（3331 人）の半数以上が福島県民とい

約 30％の 520 人が死亡したことが分かっ

うことになる。福島第一原発事故によ

1

ている 。34 施設では震災前と比べて，

り，いかに多くの者が健康を害している

死亡率が 2.4 倍に増えた。「原発事故原

かが分かる結果である。

因死」は，要介護者ら避難弱者に顕著に

そして，福島県における震災関連死者

表れている。

の約 9 割（1728 人）は 66 歳以上の高齢
者である。

図表省略

図表省略

図表 3

丹波史紀『原発災害における避難者の現状
と課題』消防科学と情報 No.116 より引用

このことも，避難による移動や環境の
変化が，特に高齢者にとっていかに危険
なものであるかが分かる結果となって
いる。

図表 1 及び 2

2

2013 年 3 月 2 日付け福島民報

長期化する避難生活
(1) 避難者の現状
復興庁の報告によれば，2015 年 6 月

(3) 特に高齢者にとっての避難の危険

30 日現在で，避難者の合計は 20 万 7131

さ

人である。そのうち親族・知人宅への避

また，2015 年 3 月 31 日時点で，東日
本大震災における震災関連死（原発事故

難者が 1 万 8746 人，公営，仮設，民間，

原因死含む）の死者数は，福島県におい

病院を含む住宅等への避難者が 18 万

ては 1914 人を数え，直接死の 1603 人を

8386 人となっている。2012 年 4 月時の

2

34 万 4290 人から比較すれば避難者は減

大きく上回っている 。全国の震災関連死

少してきてはいるものの，いまだ 20 万
人以上が震災前の自宅からの避難を強

1

2013 年 3 月 2 日付福島民報「死亡率震災前の 2.4
倍 特養施設などで増える」
2 復興庁『東日本大震災における震災関連死の死者
数（2015 年 3 月 31 日調査結果）
』（http://www.
reconstructioNGO.jp/topics/main-cat2/sub-ca
t2-6/20150630_kanrenshi.pdf）なお，
「震災関連
死の死者」とは，「東日本大震災による負傷の悪
化等により亡くなられた方で，災害弔慰金の支給

いられているのである。
等に関する法律に基づき，災害弔慰金の支給対象
となった方」をいう。すなわち，遺族が災害弔慰
金の支給申請をしていない者などは含まないこ
とになる。
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避難の長期化によって，避難者は，生

などが見られ，思考面では，集中でき

業を奪われ，日常生活は阻害され続けて

ない，考えがまとまらない，忘れやす

いる。そのストレス，怒り，諦め，絶望

い，判断ができないといった状態に陥

などの心労が重なり続け，心身の健康を

りやすいとされる。

害している人も数多く存在する。

そして，上記の心理的な状況は，胃

(2) 仮設住宅等での生活によりもたら

腸不快感，食欲不振，血圧上昇，不眠，

される健康リスク

頭痛，倦怠感へとつながる。人によっ

①

仮設住宅での生活

ては，飲酒量が増加しアルコール依存

避難者の中には仮設住宅で生活し

症が惹起されることもあり，震災後，

ている人も多い。震災直後の避難所で

被災者・避難者での同症例が増加して

の生活に比べれば最低限のプライバ

いることが報告されている。

シーは確保されているともいえるが，

まして今回の事故では，いつになっ

仮設住宅には様々な問題点が存在する。

たら元の生活を送れるか見通しも立

例えば，仮設住宅の構造上，高湿度

たない。その結果，ストレスは軽減す

で寒暖に対応できない，室内の壁が薄

ることなく，絶望・諦めの気持ちを抱

く生活音が漏れるといった問題があ

いている避難者・被災者は決して少な

る。そして，そもそも仮設住宅は，工

くない。日々その心労は重なり続けて

業団地の一角などこれまで宅地とし

いるのである。

て活用されてこなかった場所に準備

(3) 生活習慣の変化による健康リスク

せざるを得ないため，スーパーや病院

①

が徒歩圏にない等という立地上の問

生活習慣病のリスク
被災・避難に伴い生活習慣の大幅な

題がある。

変化を強いられるが，それによって，

②

避難によるコミュニティの喪失

食生活が乱れ，生活習慣病の増加も予

避難中に，同じ地区で生活していた

想される。生活環境が変わり自炊する

隣人が離散し，従前の地区において存

ことが困難となって外食や弁当食が

在していた人間関係，コミュニティが

増加することや，被ばくの影響を気に

崩壊するという点も，大きな問題であ

して外出が減ること（詳細は後述す

る。このコミュニティ崩壊の問題は，

る）等が栄養状態に悪影響をもたらす

福島第一原発事故の被災地があまり

とされている。

に広汎であることから，被災地に住み

生活習慣病については，震災後急性

続けることを選んだ被災者も同様の

期（病気の成り始め時期）における患

問題を抱えている。

者を対象とした調査報告がある。それ

コミュニティの崩壊によりもたら

によれば，高血圧患者 100 人のうち 65

されるのは住民の孤立である。

人が余震，避難に伴うストレス，不安，

③ 避難及びその継続によるストレス

不眠等によって血圧が上昇している

避難したこと及び被災したこと自

と報告されている。さらに，急性期以

体により人間には様々なストレス反

降の影響として糖尿病，高血圧症，脂

応が生じることになることが指摘さ

質異常症を合併した患者 20 人につい

れている。感情面で，落ち込み，不安，

て，血糖と脂質が急性期を過ぎてから

恐怖，孤独感や罪悪感，焦燥感，怒り

食糧事情の改善と過食によりリバウ
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ンドして上昇したとの報告もなされ

特に高齢者や障害者にとって，避難

ている。

による長距離移動や移動先での慣れ

②

ない生活は大きな健康リスクになる

生活習慣の変化が子どもに与え

る影響・問題点

ことは，これまでも述べたとおりであ

生活習慣病の問題は大人に限った

る。また，南相馬市民病院の及川友好

問題ではない。福島の子どもについて

医師らの報告によれば，南相馬市にお

も，生活習慣の悪化は深刻である。

ける人口 10 万人あたりの脳卒中入院

文部科学省は，標準体重などから算

患者は震災後に増加傾向にあること

出される肥満度が一定水準を超えた

を報告している。

児童・生徒を「肥満傾向児」と定義し，

(4) 介護需要の急激な増加

都道府県ごとに結果を集計している

避難指示区域について，介護需要が急

が，2014 年度保険統計調査（速報値）

増していることも見逃すことができな

によれば，福島県においては肥満傾向

い3。このことは，避難のみならず，その

の児童が 3 年連続で高い水準にあるこ

長期化によってさらに高齢者，要介護者

とが報道された（2015 年 1 月 24 日付

らの避難弱者が痛め続けられているこ

日本経済新聞）。報道によれば，福島

とを表すものである。

県の肥満傾向児の割合は，9 歳が全国

福島県における震災前後の要介護認

平均（8.14％）の 1.8 倍の 15.07％だ

定者（要支援を含む）と介護保険サービ

ったほか，6 歳，7 歳，11 歳，12 歳，

スの受給者の推移をみると，南相馬市・

13 歳の 6 つの年齢で全国最多であった

双葉郡 8 町村・飯舘村の被災市町村にお

という。この調査結果に対し，県教育

いて，要介護認定者数が 36.8％，介護サ

委員会は，「放射線による健康被害を

ービス受給者が 31.5％も増えている。福

不安視して外遊びを控えさせる家庭

島県全体の要介護認定者数が 15.1％，介

が増えたり，避難に伴い通学が徒歩か

護サービスの受給者が 14.2％の増加で

らバスに変わったりしたことが，肥満

あることと比較しても，明らかに被災市

につながったとみられる」とコメント

町村の介護需要（医療需要）が高まって

している。

いることが分かる。

③

生活不活発病

図表省略

現在，避難を強いられている高齢者
や障害者の中で広がりが指摘されて
いるのが生活不活発病である。
生活不活発病とは，身体を動かす，
ものを考える機会などが減ることで
心身の機能が低下し，筋力や体力が衰
えることを指し，具体的には，心肺機
能低下，消化器機能低下，骨間筋萎縮，

図表 4

関節拘縮，静脈血栓症等の身体症状や
抑うつ，知的活動低下，運動調節機能
低下などの精神・神経症状を引き起こ

3

すといわれている。
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ン，放射性物質の総量は約 4 億 Bq であ
高齢者の場合，突然の環境変化へ対応

ると発表している（2015 年 3 月 4 日付け

することが困難であること，自宅と異な

毎日新聞）。

る狭い仮設住宅等での長期間の避難生

(2) 本項の意図

活を強いられ，農作業や山歩きなどの運

このように大量の放射性物質が放出

動が出来なくなってしまったこと，地域

されたことにより，周辺住民が被ばくし

にあった相互扶助機能が避難により失

たこと自体は明らかな事実である。本項

われてしまったことなどが，その要因と

では，被ばくをめぐる健康被害の実情に

して考えられる。

ついて概観するが，健康被害が単に被ば
くそのものによるものだけにとどまら

3

小括

ないことに注目する必要がある。

このように，放射線自体による危険性に

2

よってだけではなく，それを避けるための

被ばくをめぐる現状
(1) 初期被ばくのデータ欠如

避難（強制避難・自主避難）によっても，
人の命は危険にさらされ，また，心身の健

1986 年 4 月に，旧ソ連（現在のウクラ

康が害されるという事実を正面から捉え

イナ）で発生したチェルノブイリ原発事

る必要がある。このように，人の命や健康

故では，放射性ヨウ素 131 による被ばく

という非常に重要な法益を侵害するのが

が問題とされ，これが甲状腺がんなどの

原発事故であることを，今，改めて認識し

健康被害をもたらしたといわれている。
放射性ヨウ素 131 は半減期が 8 日間と

なければならない。

短いことから，被ばく当初の対応が急務

第3
1

であった。にもかかわらず，福島第一原

低線量被ばくと健康被害

発事故においては，事故が起こった当初

原発事故による放射性物質の放出

の被ばく（以下「初期被ばく」という。）

(1) 福島第一原発事故により大量の放

に関する十分な調査は実施されなかっ

射性物質が大気中に放出された。東京電

た。原子力安全委員会の依頼に基づく住

力が 2012 年 5 月に行った試算によれば，

民の甲状腺検査は，2011 年 3 月 26 日か

格納容器のベント，建屋の爆発，建屋爆

ら 30 日にかけて飯舘村，川俣町，いわ

発後の放出により合計約 1000PBq（ペタ

き市の児童を対象に行われた 1080 人の

15

ベクレル。1PBq＝10 Bq）もの放射性物

スクリーニング検査に限られている。初

質（希ガス，放射性ヨウ素，放射性セシ

期被ばくの調査としては，その他に大

ウム）が放出されている（東京電力「福

学・研究機関による少人数の測定結果が

島第一原子力発電所事故における放射

存在するのみである4。

性物質の大気中への放出量の推定につ

(2) 被ばく防護措置の遅れ
初期被ばくについて十分な調査がな

いて」）。
また，放射性物質の放出は一過性のも

されなかったことは，住民への被ばく防

のではなく，事故後現在に至るまで海洋

護措置を結果として遅らせ，また，被ば

への放射性物質の流出は続いている。こ
の点，東京電力は，港湾内に流失した放

4

射性物質を含む汚染水は総計 110 万ト
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くした住民が自身の被ばく量すら分か

民による原子力損害賠償紛争解決セン

らないという結果を招くこととなった。

ター（原発 ADR）への集団申立てにおい

さらには，体表面スクリーニング検査

ては，放射線被ばくへの恐怖・不安に関

も不十分であった。スクリーニングと

する慰謝料を認める和解案が出されて

は，一定状況以上の放射性物質による汚

いる6。

染がなされているかどうかふるい分け

(4) チェルノブイリとの相違

をする作業であり，基準値を超えていれ

もっとも，チェルノブイリの場合と同

ば全身除染や緊急被ばく医療などの処

様の被害が生ずると断定することは，あ

置を行ったり，物品の持ち出し等を禁止

まりに短絡的であろう。

して周辺地域への汚染を防いだりする

確かに，事故直後から，放射性ヨウ素

措置をとることができるのである。とこ

の暫定規制値（牛乳 300 ㏃／㎏）を大き

ろが，2011 年 3 月 12 日から体表面スク

く超える原乳が見つかったり，ほうれん

リーニング検査は現地対策本部によっ

草などが汚染されたりしたことは事実

て実施されたものの，スクリーニング基

であるが，チェルノブイリ事故とは，そ

準値が従来の 1 万 3000cpm(カウント・パ

もそも汚染の程度が異なるし，福島では

ー・ミニッツ＝1 分あたりのカウント数)

3 月 21 日から原乳や葉菜類の出荷制限が

から 10 万 cpm に引き上げられることと

行われていることも異なる。このような

5

なった 。

出荷制限は，長期間放置されていたチェ

(3) 初期被ばくに対する強い不安

ルノブイリの場合と異なり，子供の甲状

このような現状から，福島第一原発事

腺被ばくを低減したことにつながった

故当時，福島県内に居住していた住民に

ことは事実であろう。

とっては，事故直後の初期段階におい

また，福島では大気放出量の 7～8 割

て，放射性ヨウ素に被ばくしたのではな

が海洋に降下・沈着したと考えられるの

いか，また，それが甲状腺被ばくにつな

も，土壌汚染がひどかったチェルノブイ

がるのではないかという恐怖・不安が絶

リとは異なる点である。

えない。その不安は極めて合理的といえ

現在，福島県では，食品の検査体制に

る。

ついては，県，市町村，JA，生協などを

さらに，福島第一原発事故では，

通じて詳細な検査をするようになって

SPEDDI の測定結果の公表も遅れ，当初避

おり，通常の流通経路に乗った食品を摂

難指示が出なかった飯舘村や川俣町山

取するのであれば，おおむね食品の安全

木屋地区については，2011 年 4 月 22 日

性は担保されているといえる。

になってようやく計画的避難区域に指

(5) 小括

定されて，住民の避難が実施されてい

現在，福島第一原発事故による被ばく

る。その間このような地域にとどまった

によって健康被害が生じているのかど

住民らが相当程度被ばくしたことは否

うか，その影響はいまだ明らかにはなっ

定できず，そのことによる健康被害につ
いて不安を持つことは当然のことであ

6

る。なお，飯舘村長泥地区・蕨平地区住

5

註釈 4・23 頁以下

－10－

ただし，東京電力は，長泥地区住民による集団申
立てについては当該和解案を受諾したが，蕨平地
区住民による集団申立てについては，和解案提示
から 1 年半以上が経過する 2015 年 7 月現在も，
和解案を受諾していない。

第1節

福島第一原発事故による健康被害の実情

ていない。他方で，初期被ばくが生じた

として，データを紹介する。市民の内部

ことは疑いのない事実である。

被ばく健診結果の公表は現在までに 8 回

そこで今後も，被ばくによる健康被害

行われているが，第 1 回の結果と最新の

を防ぐため，また，初期被ばくの不安を

結果は，以下のとおりである。

有する住民らに対し，その不安を軽減す

①

るためにも，継続的な健康診断・医療措

日～12 月 27 日）

置が必要になることは明らかである。

第 1 回（検査期間 2011 年 9 月 26

一般（高校生以上）のセシウム 137
の体内放射能について，被験者 4745

3

福島第一原発事故による低線量被
ばくに関する現在の調査状況

人のうち，「検出限界以下」が 2802
人（全体の 59.05％），検出者のうち

(1) 外部被ばく量の推計

20Bq/Kg 以下が 1774 人（37.39％），

福島第一原発事故により大量に放出

20Bq/Kg 以上が 169 人（3.56％），

され，また現在も放出され続けている放

30Bq/Kg 以上が 68 人
（1.43％），
40Bq/Kg

射性物質について，人体にどのような影

以上が 31 人（0.65％），50Bq/Kg 以上

響を与えるかはいまだ明らかではない。

が 16 人（0.34％）という結果で，最

その影響を調査するためには，まずは被

高値は 110.7Bq/Kg で 50 年預託実効線

ばく量を把握する必要があるであろう。

量で 1mSv（ミリシーベルト）を超えた

現在，県民健康調査によって，外部被

のは 1 人のみという結果であった。

ばく量の推計がなされているが，あくま
で初期被ばくに関する外部被ばく量の
推計にとどまるし，対象者が限定されて
いる（なお，県民健康調査については，
第 2 節で詳述する）。
市町村ごとに，ガラスバッジによる調
査などの被ばく量調査はなされている
が，網羅的な被ばく量の調査が実施され
図表 5

ているとはいい難い状況である。
(2) 南相馬市による継続的な内部被ば

南相馬市 HP より

子ども（中学生以下）の被験者 579

く検査の状況

人については，
「検出限界以下」が 361

内部被ばくについては，今回の事故で

人（全体の 62.35％），検出者のうち

どの程度の放射性物質が人体に取り込

20Bq/Kg 以下が 214 人（36.9％），

まれるか，取り込まれた放射性物質がど

20Bq/Kg 以上が 4 人（0.69％），30Bq/Kg

のような経過をたどるのか等，不明確な

以上が 1 人（0.17％），40Bq/Kg 以上

部分が多い。この点，南相馬市はいち早

は見られなかった。

くホールボディーカウンターを導入し，
南相馬市立総合病院等の医療機関の協
力の下，継続的な内部被ばく健診を行
い，その結果をホームページ上でも公開
している。
以下，あくまで内部被ばく検査の一例
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図表 6

②

南相馬市 HP より
図表 8

最新（第 8 回）の結果（検査期間

2014 年 10 月 1 日～2015 年 3 月 31 日，
2015 年 5 月 30 日公表）

南相馬市 HP より

なお，2011 年 9 月から 2015 年 3 月
までの月別セシウムの検出率の推移

一般（高校生以上）のセシウム 137

については，以下のとおり，まとめら

の体内放射能について，被験者 1880

れている。

人のうち，「検出限界以下（検出限界
は 250Bq/body）」が 1871 人，「0～
5Bq/Kg」が 3 人，「5～10Bq/Kg」が 3
人，「10～15Bq/Kg」が 1 人，「15～
20Bq/Kg」が 1 人であり，99.28％の被
験者が検出限界以下であった。

図表 9

南相馬市 HP より

第 8 回においては，これまでの健康
診断結果を踏まえ，南相馬市民の内部
被ばくの状況について，「体内に放射
性セシウムを取り込んでいる方の割
図表 7

合は，大人・子どもともに測定月が進

南相馬市 HP より

むにつれて急速に減少し，それを維持
しています。現在，南相馬市では，汚

子ども（中学生以下）の被験者 3497

染食品等の接種による内部被ばくの

人については，その全員が「検出限界

危険は，非常に低く抑えられているこ

以下」であった。

とが判ります」と結論付けられてい
る。
確かに，これら南相馬市の健康診断
結果によれば，「放射性セシウム」を
体に取り込むことによる健康リスク
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については，現段階においては，低く

値無しの直線」として仮定したのが，

抑えられているとみることができよ

LNT 仮 説 （ Linear no-threshold

う。

hypothesis；LNT 仮説）である。

③

小括

この仮説については，国際放射線防

南相馬市が行っているような内部

護委員会（ICRP）や原子放射線の影響

被ばく量についての定期健診は，内部

に関する国連科学委員会（UNSCEAR），

被ばくによる健康影響について十分

アメリカ科学アカデミー電離放射線

な知見がない現在の医学にとって非

の生物学的影響に関する委員会

常に画期的な取組であり，今後も継続

（BEIR）なども支持する考え方であ

的に行われることが期待されている。

る。

しかし，同様の内部被ばく検査が他

もっとも，医学研究者の中では，低

の自治体で行われているわけではな

線量であれば，DNA 損傷数も少なく，

い。後述するとおり，県民健康調査で

人体内の修復機能により完全に修復

は内部被ばくに関する調査はほとん

される可能性が高いため，臨床的には

ど行われていない。そもそも，内部被

がんに至らず，閾値はあるはずである

ばくに関する調査が自治体のみに委

との見解がある。ただ，放射線防護と

ねられていること自体，問題をはらん

いう公衆衛生上の観点では，安全性を

でいるといえよう。

より一層確保するために，閾値はない
ものとして防護を図ることが妥当と

4

低線量被ばくをめぐる議論状況

の判断から，LNT 仮説が採用されてい

(1) 低線量被ばくをめぐる情報の錯綜

る。なお，欧州放射線リスク委員会

①

LNT 仮説

（ European Committee on Radiation

放射線防護学的観点からは放射線

Risk，以下「ECRR」という。）のよう

障害は「確定的影響」と「確率的影響」

に低線量被ばくによる健康影響を広

とに大別される。

く認め，科学的な裏付けをもって閾値

確定的影響については閾（しきい）

はないとする立場もある。

値と呼ばれる線量が存在し，その閾値

②

以下の被ばくは確定的影響は認めら

一般公衆の被ばく限度
ICRP は，1990 年勧告において「公

れないとされている。しかし，一方で，

衆線量限度」を定め，一般公衆が自然

確定的影響の閾値以下の被ばくでも，

放射線以外に追加で被ばくする場合，

確率的影響が発生する可能性（確率）

年間 1mSv を超えてはならない（これ

は残ることとなる。その確率的影響を

を超えれば個人に対する影響は容認

どう見るかが問題である。

不可と広くみなされるであろうレベ

確率的影響も，100mSv 以下の低線量

ルの線量）とした。この基準は，2007

域においては，統計学的に十分なヒト

年勧告でも維持されている。

や動物の正確な被ばくデータが存在

日本でも，ICRP の 1990 年勧告を受

しないため統計学的に有意な関係は

け，一般公衆の被ばくが年間 1mSv を

不明であるとされている。この統計学

超えてはならないと定めている（「実

的に分かっていない部分について，公

用発電用原子炉の設置，運転等に関す

衆衛生上の慎重な判断から，「しきい

る規則の規定に基づく線量限度等を

－13－
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定める告示（2001 年 3 月 21 日）」な

とが確認された地域は避難指示解除

ど）。この法規範は，現在も効力を有

準備区域として，将来の避難指示解除

するものである。

に備えるとの考え方を明らかにした。

現在でも，国は原則として一般公衆

以後，かかる考え方に基づく避難指示

の被ばく限度を年間 1mSv とする前提

区域の再編がなされている。

に立っているはずである。例えば，除

この 20mSv 基準の妥当性について，

染の基本方針としては，追加被ばく線

国は，前述の ICRP が 2007 年勧告にお

量が年間 20 mSv を超える地域につい

いて，緊急時の公衆被ばくの参考レベ

ては，同 1mSv 以下となることを長期

ルとして 20～100mSv という数字を掲

的目標として掲げている。また，「特

げたことを根拠として挙げている8。

定線量下業務に従事する労働者の放

しかし，ICRP の年間 20 mSv～100mSv

射線障害防止のためのガイドライン

という基準は，緊急時にこの程度の被

（厚労省）」においても，ボランティ

ばくをしても人体に影響はない，とい

アについては，作業による実効線量が

うものではない。たとえ緊急時であっ

年間 1mSv を超えることのないように

ても，これを超える被ばくをさせない

作業場所や作業回数（日数）に制限を

ために，何らかの対策をとるべきだと

設けている。さらに，「除染等業務に

いう基準である。したがって，国は

従事する労働者の放射線障害防止の

ICRP の基準のうち，最も低い数値を取

ためのガイドライン」（同省）には，

ったとして安全性を強調しているが，

「除染特別地域等の外からボランテ

そもそも，この数値は人体への安全性

ィアを募集する場合，ボランティア組

を保証しているものではない。そもそ

織者は，ICRP による計画被ばく状況に

も LNT 仮説に従えば，閾値は存在しな

おいて放射線源が一般公衆に与える

いのである。

被ばくの限度が 1mSv/年であることに

ICRP の基準はあくまでも年間線量

留意すること。」と明記されている。

1mSv であり，前述のとおり，国もその

③

基準を前提として政策を実行してい

避難指示基準と一般公衆の被ば

る。前掲の厚労省の二つのガイドライ

く限度の乖離
国は，2011 年 12 月 26 日，避難指示

ンでは，平均空間線量を 1 時間あたり

区域の見直しに関する基本的考え方

2.5μSv という数値を基準として被ば

を発表したが，避難指示区域の見直し

く限度線量を計算している。一方，避

に当たっては，「年間 20 mSv 基準を

難基準である 20mSv というのは，1 時

用いることが適当である」との結論に

間当たりの平均空間線量を 3.8μSv と

7

立った 。そして，年間 20mSv を超える

して計算されているが、被ばくの危険

地域については居住制限区域・帰還困

が伴う作業に従事する場合より，通常

難区域とし，避難継続を指示するが，

の生活をしている場合の被ばく線量

年間被ばく線量が 20mSv を超えないこ
8
7

原子力災害対策本部「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」（2011
年 12 月 26 日付）
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が高く設定されているというのは常

供を，国は責任を持って進めるべきで

識に反する。さらに，この 3.8μSv と

ある。

いう空間線量率は，1 日 24 時間のうち

(2) 被ばくリスクの捉え方の違い

屋外に 8 時間，屋内に 16 時間いるも

①

のとし，屋内における放射線量の低減

見

被ばくリスクをめぐる様々な意

効果を木造家屋で 0.4 として推計した

現在，政府見解をはじめ，福島県内

ものだが，事故直後の線量を前提とし

において強制避難となっていない地

た基準を現時点で用いる点でも合理

域（一部強制避難地域となっている地

性を欠く。

域も含め）については，この程度の放

④

射線の人体への影響については問題

「線量」の意味付け
しかし，重要なのは，「危険な」被

ないとの見解が多数発表されている。

ばく線量限度がどの程度かを決める

しかし，上述したとおり，かかる低線

ことではない。低線量被ばくによる健

量被ばくをめぐる情報や見解には様

康影響については，今後の科学的知見

々な意見がある。しかも，低線量放射

の集積に任せなければならない部分

線による健康影響は「直ちには現れな

も存する。重要なのは，住民が，避難

い」性格を有することから，より一層，

を継続するのか，居住するのか，さら

判断が難しい。

には移住するのかを決定するための

一般市民はおろか，専門家ですら見

情報提供の在り方だろう。

解が分かれる状況にあって，一義的な

年間被ばく線量が 1mSv を超えるか

解決方法が提示できないのは当然の

否かだけがその地に住むか（帰るか），

ことである。

その地から出るか（避難を継続する

②

か，帰還するか）を決めるわけではな

の特徴

放射性物質に関するリスク認知

い。あくまでも，この数値を超えると

放射性物質・放射線は，目にも見え

ころに住む（帰る）ことを強制しては

ず，晩発性の影響も心配され，その影

ならない，余儀なくさせてはならない

響を自ら確認することができないと

ということが肝要である。

いう「未知性」という因子を含む。さ

どこで生活をするか，また避難を継

らに，原発事故は，どうしても特に日

続するのかということは，個々人によ

本の場合，広島・長崎の原爆による健

っても考え方が異なるのであり，長い

康被害があり，放射線の被害は「死」

目で見た生活環境全般によって総合

という最悪の結果をもたらしかねな

的に決めることだろう。仮にそこに住

いことが広く知られているのである。

まないことを選択した人がいるから

シビアアクシデントは，世界的規模の

といって，その場所に住むことが危険

惨事をもたらし，原発事故は制御不能

であるというレッテルを貼るような

となり，しかも周辺環境への影響は，

ことは，あってはならない。その逆も

将来にわたって長期間続く。それ故，

同様である。

放射線については「恐ろしさ」という

そして長期的総合的観点から，住民

因子を多分に含まれている。

一人一人が自分自身で納得のいく決

この「未知性」と「恐ろしさ」の因

断ができるよう，正確で十分な情報提

子の双方を伴うのが放射線・放射性物
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質であり，一般の人のリスク認知とし

どもに外遊びをさせるか・させない

ては，一般に高くなる傾向にある。

か」，「福島県産の食材を使うか，使
わないか」などをめぐり，地域社会，

図表省略

親族，家族，夫婦の間にさえ，意見の
相違が影を落とし，亀裂を生じさせて
いる。この長期にわたるストレスが，
健康面にまで及んでいる。
(3) 低線量被ばくによる健康被害に関
する議論状況の複雑さ9
放射線被ばくそのものによる健康被害
の影響についての考察と現時点における
自然科学の到達点を探り，それを全国民
共通の知識として持つことは非常に重要

図表 10

中谷内一也『環境リスク心理学』
（ナカニシヤ出版，2003 年）101 頁参照

である。我々は，既に自然界に放出され
てしまった「放射能とたたかう」ことは
難しいが，正確な自然学の知識や到達点

③

リスク認知が異なる理由

を共通認識として身に付けること，そし

さらに厄介なことには，このリスク

て様々な自己決定を互いに尊重すること

の捉え方の程度が，放射性物質・放射

により，いわれのない偏見や差別とたた

線の場合，人によって区々であるとい

かうことは可能であり，むしろ，我々法

うことである。従来の公害裁判のよう

律家にはそれが期待されているといえよ

に，健康被害が生じた後に問題となる

う。

ようなものでもなければ，騒音や悪臭

ところが，積算線量 100mSv 未満による

のように，だれであっても，一定程度

被ばくでは，放射線以外のリスク因子（喫

の共通の捉え方（「うるさい」とか「臭

煙・肥満など）の影響と放射性物質によ

い」など）をするものと違い，放射性

る影響とが不明瞭になることから，現時

物質・放射線は，どの程度の，またど

点における研究では，「分かっていない」

のような健康被害をもたらすかにつ

部分が多いといわれる。しかも，低線量

いて科学的知見が確立されていない

放射線による健康影響は「直ちには現れ

こと等から，人の主観を通じての認識

ない」性格を有することから，より一層

が人それぞれである。放射性物質・放

判断が難しいこととなる。

射線の捉え方の違いをめぐって，意見

そうすると，原発推進派や賠償金をで

の違いによる分断を招き，新たなスト

きる限り抑えたい側からすると，「放射

レスを生み出している。

線被ばくによる健康影響は一切ない。」

④

という論調に向かいやすい。逆に，原発

人々に与えるダメージ
また，低線量放射線の将来への影響

に反対する立場からすると，「被ばくの

は，とりわけ幼い子どもを抱える家族

影響は低線量であっても深刻である。」

の継続的な不安へとつながる。その継
続的な精神的ダメージは計り知れな

9

い。「避難するか・しないか」，「子
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といえる。かかる状況に置かれれば，当然

この点，前者の論調は，放射線・放射

自らや家族の健康に対する強い不安を抱

性物質による被害を危惧する避難者，な

くのは，極めて合理的であり，当然のこと

いし避難を希望する住民にとっては，帰

といえる。特に，幼い子どもを抱える子育

還を強制するかのように映るものであ

て世代においては，その不安が顕著であ

り，容認しがたいものである。一方，後

る。

者の論調から翻って「福島には住んでは

また，子どもを持つ親にとっては，福島

ならない。」「子どもだけでも福島から

県にいたことが子どもの結婚に不利にな

逃がすべきである。」との論調も，たと

らないか，いわれのない差別を受けないか

えそれが善意に基づくものであっても，

等といった県外での差別に対する不安と

様々な事情を総合的に考量して福島県に

いう意味でも現れる。

残る選択をした相当数の福島県民をさら
に苦しめ，家族の離散や地域社会の分断
など，より深刻な影響を生じさせる場合

2

被ばく対策の必要性
上述したような被ばくによる健康影響

への不安を解消するためには，様々な被ば

がある。
いうまでもなく，原発反対や被ばく防

く対策（リスク回避行動）をとらざるを得

止に向けた活動そのものは，人権擁護の

ない。避難もその一つであるが，他にも，

動機からなされたものであるが，そのよ

地元産食材の使用を控えること，洗濯物を

うな活動ですら，時として被害者を苦し

外で干さないこと，子どもの屋外活動を制

めかねないのが福島の現実である。そし

限することなどといった例が挙げられる。

て，このような複雑な事態が生じた最大

しかし，他方で，様々な事情によって，

の原因が，福島第一原発事故そのもので

そのような対策をとること自体もできな

あり，また原子力政策を推進してきた政

い場合がある。被ばく対策をとれないこと

府や電力会社にあることは，あらためて

は，放射線に対して不安を有する住民らの

確認されなければならない。

ストレス要因となる。
いずれにしても，福島第一原発事故さえ

第4
1

被ばくリスクをめぐる健康
被害

なければ，一般住民が被ばく対策をするか
どうかといった点や，どのような被ばく対

被ばくをめぐる住民の不安

策をとればよいのか等を考える必要はな

これまで述べてきたとおり，福島第一原

かった。被ばく対策を強いられること自

発事故による被ばくの実態は，いまだ解明

体，福島第一原発事故による大きな生活の

されてきたとはいい難い。さらに，低線量

変化である。そして，常に被ばくを気にし

被ばくによる健康影響については，確立し

て生活すること自体，強いストレスを招い

た科学的知見も存在せず，そのリスクの捉

ていることは明らかである。

え方も必ずしも一致していない。

特に子どもを持つ親にとっては，「福島

そのため，放射能汚染地域に避難・滞在

県で子どもを育てること自体が許される

する（または滞在していた）住民は，自ら

のか」「自分の選択によって子どもに健康

の被ばく量（初期被ばくを含む）も把握で

被害が出てしまったら」と自らの選択と子

きず，被ばくによっていかなる影響が生じ

どもの健康被害の可能性とに葛藤し続け

るかも把握できない状況に置かれている

ている。強いストレスにさらされているこ
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とは明らかである。

避難指示区域内の住民に限られるもの
ではない。そうであるが故に，賠償に対

3

福島第一原発事故による人間関係
の軋轢

する不満，賠償を受領している強制避難

(1) 放射線・リスク回避行動をめぐる考

生ずる。そのために，避難者と受入側住

え方の違い

民との間の認識の差異，人間関係の軋轢

指示区域からの避難者に対する不満を

上述したとおり，低線量被ばくによる

を生む。

リスクをどのように考えるかは，専門家

(3) 小括

によってすら異なる。放射線を専門とし

このように，福島県内の住民は，原発

ない一般住民は，なおさら考え方はばら

事故に起因した人間関係の軋轢という

ばらである。

強いストレスの下に置かれている。この

そのため，例えば避難するかどうか，

ような人間関係の軋轢は，コミュニティ

地元産の食材を避けるべきかどうか，福

の崩壊にもつながるものである。

島県出身だといってよいのかどうかな

4

ど，考え方に対立が生まれる点は少なく

滞在者のストレス反応等の健康被
害

ない。この考え方の違いは，まったくの
他人間で生じるものではなく，夫婦・親

第 2・2 において述べたとおり，避難生

族間，近所・知人間といった近しい間柄

活の長期化によって様々な健康リスクが

でも生じる。

生じる。しかし，上述したとおり，被ばく

さらには，互いに口に出して話し合う

リスクをめぐる住民間の軋轢や，被ばく対

ことで，不安を解消する糸口になること

策をし続けなければならない生活自体，強

もありうるが，他方で，温度差があまり

いストレス反応を生じさせ，ひいては健康

に大きく，かつ，答えも見出せない状況

リスクにつながるものである。避難してい

となるために，けんかとなってしまうこ

ない福島県内の住民であっても，食欲減

ともある。それを避けるために，放射線

退，不眠，倦怠感等を訴える者は決して少

のことについて相談・議論をしないとい

なくない10。

うタブーが生まれる。

5

このような人間関係の軋轢・葛藤が，

屋外活動の制限による健康被害
空中に飛散した放射性物質による外部

個々人のストレスにもつながることは
自明である。

被ばくを避けるため，洗濯物を屋外に干す

(2) 賠償をめぐる不公平感

ことを避けたり，屋外での活動を避けたり

現在の原発事故による賠償は，強制避

する傾向も見られる。特に子どもたちは，

難指示区域内外によって大きな区別が

保護者が外遊びを禁止し，学校でも一時期

なされている。まして，強制避難指示区

屋外活動が制限されることとなった。
(1) 身体能力の低下

域外の福島県内にとどまる住民にとっ
ては，ほとんど賠償がなされていないと

このような屋外活動の制限から，子ど

いっても過言ではない。他方で，強制避

もたちの運動不足が問題となっている。

難指示区域からの住民を受け入れる立
場でもある。

10

被ばくに対する不安を持つのは，強制
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原発事故後，全国体力・運動能力，運動

担は決して小さくない。そこで，民間の

習慣等調査（全国体力テスト）において

NGO 等から各種保養プログラムが整備さ

も，福島県内の小学生及び中学生は，実

れている。ただ，これら保養プログラム

技 8 種目の合計点の平均値が全国平均値

を行うには，当然ながら予算が必要にな

を下回る状況が続いている。

るため，人数にも制約があり，決して県

また，第 2・2(3)・②においても述べ

内住民をカバーできるほどの規模には

たとおり，福島県内では，原発事故後に

なっていない。民間にのみ任せ続けるの

「肥満傾向」と判断される子どもの割合

ではなく，国の財政負担による保養プロ

が急増し，現在に至るまで依然として高

グラムの充実が望まれるところである。

い傾向が続いている。文部科学省も，こ

6

のような肥満傾向の増加は，屋外活動に

コミュニティの破壊による健康被
害

よる運動不足や，避難に伴う生活習慣の
変化が原因と分析している。肥満による

原発事故前は，地域住民や親族の間で，

健康リスクの悪化も懸念されるところ

家庭菜園でできた野菜等を交換したり，沢

である。

水を利用したりという生活を送ってきた

(2) 屋内遊び場の増加

住民も少なくない。しかし，これら水や食

福島県内では，原発事故後，各地に屋

材を購入しなければならなくなるという

内運動施設（室内遊び場）が続々と作ら

ことは，新たな経済的負担を被るというこ

れている。このような室内遊び場を求め

とである。この経済的負担に耐えられず，

る声は強い反面，衛生面（感染症のリス

地元産の食材等を利用することで，さらに

ク）などの不安も無視できないし，運営

精神的負担を訴える者もいる。

のためのマンパワーも必要である。ま

他方で，住民の中には，家庭菜園等で自

た，自然体験は，このような室内遊び場

らが作った野菜を子や孫に食べさせるこ

では替えられないものである。

とを生きがいにしている者もいた。それ

屋内遊び場が増加したとしても，子ど

が，原発事故後は，子や孫に渡すことを拒

もたちの活動には，放射線に対する不安

否されてしまうことも日常茶飯事である。

から制限をかけざるを得ず，そのため，

このような軋轢は，後述するとおり人間関

保護者は福島で子どもを育てて良いの

係の軋轢にもつながり，また，住民（特に

かという問いを繰り返すこととなり，そ

高齢者）の生きがいを奪い，気力・体力を

のことがまた保護者の心身の健康を害

奪わせている。

することにもつながってしまう。
(3)

7

保養について

小括

子どもたちの被ばくをできる限り避

以上述べてきたとおり，原発事故が起こ

けたい，子どもたちを外で思いっきり遊

ると，周囲に放射性物質が存在することに

ばせたいという保護者の思いは強い。そ

よる様々なストレスはおろか，放射性物

こで，一時的に放射線量の低い地域に赴

質・放射線の影響の捉え方の違いにより，

く「保養」の必要性が訴えられるように

人の心に分断を生じせしめ，家族や親族間，

なった。

さらには地域間の対立や軋轢を招きかねな

自らが望んで「保養」に出かけること

いという別の被害を生じさせる。そして，

も可能であるが，その経済的・時間的負

このストレスや従前の日常生活が阻害され
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たことが，新たな健康被害を生じさせる原
因ともなっていることを忘れてはならな
い。
【参考文献】（引用は適宜指摘）
・『DAYS

JAPAN』2014 年 10 月号

・長谷川健一『原発に「ふるさと」を奪わ
れて』（株式会社宝島，2012 年）
・馬場朝子・山内太郎『低線量汚染地域か
らの報告』（NHK 出版，2012 年）
・環境省 HP
http://www.env.go.jp/chemi/rhm/kiso
shiryo/attach/20140707mat3-02.pdf
・経済産業省 HP
http://www.meti.go.jp/earthquake/nu
clear/pdf/130314_01a.pdf
・本谷亮『東日本大震災被災者・避難者の
健康増進』（行動医学研究 vol.19,No2,
68-74,2013）
・越智小枝『健康という観点から見た原発
事故』（第 21 回原子力小委員会資料第 1
号）
・成元哲編『終わらない被災の時間』（石
風社，2015 年）
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第 2 節 福島県の「県民健康調査」
第1
1

健康管理担当理事・副学長

「県民健康調査」の内容

阿部正文）

なお，「県民健康管理調査」は，2014 年

制度概要

4 月 1 日以降，「県民健康調査」に名称

(1) 「県民健康調査」と低い回答率

が変更された。これに関しては，2013 年

福島県は，事故発生から 3 か月後の

秋，福島県議会の一般質問において「管

2011 年 6 月，「県民健康管理調査」を開

理という言葉に上から見られているよ

始した。

うな，実験台とされているような印象を

調査の主体は福島県で，県の「県民管

持つ方が多い。」という指摘があったこ

理調査」検討委員会が福島県立医科大学

とが関連しているという見方もある。し

に委託し，同大学が他大学や福島県の医

かし，後述するように，名称変更後も，

師会，同病院協会，また，市町村自治体

基本調査問診票の回収率は低水準にと

や学会，医療機関等と連携して調査する

どまっている。

建前になっている。
「県民健康管理調査」

一因として，調査に協力しても，提出

の目的は「長期にわたり県民の健康を見

された調査票を受けて速やかな対応・手

守り，県民の安全・安心の確保を図るこ

当をすることは予定されていないこと

と」とされ，「この健康管理調査を通し

が挙げられる。福島県の作成した県民健

て，継続的な調査・健診を実施し，健康

康調査の流れをまとめた前掲図からも

被害の早期発見，早期治療，さらには研

明らかなとおり「フォロー（相談・支援）」

究・教育・診療体制を整備しながら，将

は，基本調査が終了し，データが管理さ

来にわたる県民の皆様の健康増資増進

れるようになってから，詳細調査の段階

につなげていく」と謳われている。（参

に入ってから，実施される流れになって

照：「福島県『県民健康管理調査』の概

いる。基本調査問診票の回収率は低迷し

要」，福島県立医科大学教育研究・県民

ており，2015 年 3 月 31 日現在で約 56 万

図表 11

県民健康調査(全県民対象)
「県民調査」の概要図（福島県 HP より）
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人（27.1％）から回答が得られたにとどま

ては，5.1 ㎜以上の結節や 20.1 ㎜以上のの

11

っている 。

う胞が認められた場合と同様 B 判定とする

(2) 詳細調査

場合もある。C 判定は，甲状腺の状態等か

詳細調査には，甲状腺検査，健康診査，

ら判断して直ちに二次検査を要する場合

こころの健康度・生活習慣に関する調査，

である。

妊産婦に関する調査がある。このうち，健

二次検査では，詳細な超音波検査，血液

康診査は現存の健診を活用して行われ，こ

検査，尿検査を行い，必要に応じて穿刺吸

ころの健康度・生活習慣に関する調査は避

引細胞診を実施する。穿刺吸引細胞診とい

難区域等の住民への質問紙調査，妊産婦に

うのは，しこり等の部分から注射器で細胞

関する調査は母子健康手帳交付者への質

を吸い出し，詳しく調べる検査法である。

問紙調査の方法で行われる。県民健康調査

本格検査（二巡目・二次検査）は 2014

独自の詳細調査と評価できるものは，甲状

年 6 月から実施されており，2015 年 3 月

腺検査だけといえるだろう。

31 日現在で対象 1043 人のうち 593 人が受

甲状腺検査は，さらに大きく先行検査

診し，そのうち 491 人が検査を終了してい

(一巡目・一次検査)と本格検査（二巡目・

る。内容の詳細と評価については，後述す

二次検査）に分かれる。先行検査は，甲状

る。

腺の状態を把握するために実施されるも
ので，当初 2014 年 3 月 31 日終了予定だっ
たが延長され，本格検査の案内通知が送付
されるまでの期間は受診が可能となって
いる。
当初，2013 年末までの 2 年半で約 37 万
人に対象者全員について検査を終了する

図表 12 検査の流れ（福島県 HP より）

予定だったが，調査開始から 3 年 9 か月が
経過した 2015 年 3 月 31 日現在で，先行検
査を受診し検査結果が確定した者は 30 万
人弱と，進捗はおもわしくない。
先行検査で，結節（しこり）やのう胞（液
体のたまった袋状のもの）が認められなか
った場合（A1 判定）や 5.0 ㎜以下の結節や
20.0 ㎜以下ののう胞しか認められなかっ
図表 13 結節（上）とのう胞（下）
放射線医学県民健康管理センターHP より
http://fukushima-mimamori.jp/qanda/thyr
oid-examination/000033.html

た場合（原則として A2 判定）は，2 年後（20
歳まで）または 5 年後(20 歳以降)の次回検
査までは経過観察となる。
もっとも，A2 判定の場合でも状態によっ
11 第 19 回福島県「県民健康調査」検討委員会（2015
年 5 月 18 日開催）配布資料 1「県民健康調査「基
本調査」の実施状況について」
（ http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/at
tachment/115319.pdf）
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図表 14 県民健康調査スケジュール（2013 年 2 月 13 日時点）「県民健康調査」の概要図（福島県 HP より）

2 制度上の問題点

人という，およそ「有識者検討委員会」の

(1) 検討委員会構成の問題

構成としてはあり得ない事態となってい

福島県のホームページには，以下のよう

た。その後，同大学関係者以外からの委員

な記載がある。「県民健康調査について，

が第 8 回（2012 年 9 月開催）に 2 人，第 9

専門的な見地から助言等を得るために，有

回（同年 11 月開催）にさらに 1 人追加さ

識者により構成される検討委員会を設置

れたことで，同大学関係者の割合は減った

しています。」

ものの，オブザーバーとしての関与は増加

県民健康調査検討委員会には，ホームペ

していた。

ージ上に明記されていないものの，その性

第 1 回，第 2 回のオブザーバー3 人は，

質上，当然，客観的で公正な立場から県民

内閣府，文科省，厚労省からの出席だった。

健康調査について助言等を行う役割が期

第 3 回のオブザーバーは 1 人増え 4 人とな

待されているはずである。ところが，当初

ったが，増えた 1 人，鈴木眞一氏が同大教

委員 8 人のうち，2 人が，県民健康調査の

授だった。第 4 回（2011 年 10 月）は 7 人

担い手である福島県立医科大学の関係者

のうち 4 人，第 5 回（2012 年 1 月）は 7 人

だった。理事兼副学長である阿部正文氏と

中 3 人が同大教授だった。
驚くべきことに，

同大学教授の安村誠司氏である。しかも，

第 6 回（2012 年 4 月），第 7 回は 10 人中

委員に就任後，同大学の副学長になった者

（委員よりも 2 人多い。）6 人が同大教授

も 2 人いる。神谷研二氏と山下俊一氏（検

となり，会議出席者 18 人中 10 人が，健康

討委員会座長）である。その結果，2011 年

調査の担い手に在籍している状況だった。

7 月開催の第 3 回から 2012 年 6 月開催の第

第 9 回委員会は，委員 11 人，オブザーバ

7 回委員会まで，委員 8 人中半数の 4 人が

ー7 人と，逆転現象は解消されたが，7 人

福島県立医科大学関係者，しかも副学長 3

中 5 人が福島県立医科大学教授で占められ
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ていた。

線医学県民健康管理センター副センター

(2) 「改善策」が功を奏していないこと

長，同センター長となっているが，同セン

2012 年 10 月 3 日，県民健康調査（当時

ター自体，県民健康調査推進のために，福

は健康管理調査）検討委員会の開催前に，
非公開の「準備会」が行われていたとの報
道がなされた。取材に対し，県の担当者は，
検討委員会の議事がスムーズに運ぶため
と説明しながら，問題点を認め，以後，準
備会は開催しないと話した。その直後の同
9 日，福島県は「『県民健康管理調査』実
施に係る改善策」を打ち出し，検討委員会
の運営の公正化，情報公開の徹底を改善の
視点とした。そして，検討委員会委員に関
しては，新たな分野の有識者の追加指名，
客観性や専門性の充実などを挙げた。しか
し，第 10 回委員会（2013 年 2 月）でも，
委員 11 人のうち 4 人，オブザーバー8 人中
6 人が福島県立医科大学関係者，座長の山
下俊一氏，という状況に変化はなかった。
2013 年 4 月 18 日に「県民健康管理調査」
検討委員会運営要領が施行され，その前日
には，2011 年 5 月 19 日施行の「県民健康
管理調査」検討委員会設置要綱が改定され
た。2013 年 5 月 24 日，福島県は，「『県
民健康管理調査』検討委員会のあり方等の
検討について」を発表し，福島県立医科大
学関係者については委員を解職し，あらた
に 8 人の専門家を迎えて，委員会は 15 人
体制となった。
こうして開催された第 11 回検討委員会
（同年 6 月）では，オブザーバーも，環境
省と厚労省から 1 人ずつの 2 人に激減し
た。以後，第 19 回（2015 年 5 月）まで，
オブザーバーは 0～2 人，厚労省か環境省
からの出席に落ち着いている。もっとも，
第 11 回以降も同大関係者は「事務局」「医
大関係者」として，会議に臨席している。
最前列で裁判傍聴をするように，元委員の

図表 15（上）及び図表 16（下）「県民健康調査」検討
委員会 座席表（福島県 HP より）
上が第 19 回，下が第 9 回，☆は座長席を表す。A は阿
部正文氏，K は神谷研二氏

神谷氏や阿部氏が会議の様子をうかがっ
ていると見える。なお，両氏の肩書は放射

－24－

第2節

福島県の「県民健康調査」

島県立医科大学内で立ち上げられた組織

る検討になかなか入らなかった。そもそも，

である。

座長が低線量被ばくの健康影響を過小評価

(3) 小括

する言動をしている長瀧重信氏であること

このように「県民健康調査」はそもそも

が，専門家会議の性格を表しているのでは

の体制から，県民の信頼を失っている。
「県

ないかという批判もあった。すなわち，原

民のため」と謳いながら，その実，福島県

発事故に基づく放射線量が不明→健康影響

立医科大学の便宜でしかない，という批

と放射線の因果関係が不明→健康影響と原

判・不信を払拭するのは難しい。国は，県

発事故との因果関係が不明→原発事故によ

に対して財政的支援を行うにとどまらず，

る健康被害はない，という結論ありきの会

主体的に，被害者本位の健康調査・医療支

議ではないか，と。

援の体制を整え，積極的に救済を図るべき

全 14 回の会議を経て，
「中間取りまとめ」

だろう。

が 2014 年 12 月 22 日に発表された。
そして，

(4）環境省専門家会議について

パブリックコメントの募集を経て，2015 年

2013 年 11 月，「東京電力福島第一原子力

2 月 27 日に「中間とりまとめを踏まえた当

発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方

面の施策の方向性」(以下「当面の施策の方

に関する専門家会議」
（以下「専門家会議」）

向性」という。)が発表された。

が環境省に設置された。専門家会議の設置

「中間とりまとめ」及び「当面の施策の

の趣旨は以下のとおりである。

方向性」の内容は，それぞれ次のとおりで

Ⅰ 福島第一原発事故に伴う住民の健康管

ある。なお，「中間」とあるが，2014 年 1

理について，福島県民に対しては，福島

2 月 18 日の会議以降，専門家会議が開催さ

県が調査を実施していることから，福島

れた形跡はない。

近隣県を含め，国として健康管理の現状

①「中間とりまとめ」の内容

と課題を把握し，その在り方を医学的な

まず，全 34 頁の本文のうち，健康調査

見地から専門的に検討する必要があるこ

の在り方や健康影響に対する支援等を具

と。

体的に述べているのは,4,5 頁程度である

Ⅱ 子ども・被災者支援法で，国が放射線に

ことを指摘しておく。

よる健康への影響に関する調査等に関

その上，健康調査，健康管理の在り方に

し，必要な施策を講ずることとされてい

関する方向性が，現在の健康調査を縮小さ

ること。

せる方向であり，問題である。「中間とり

Ⅲ 上記の状況を踏まえ，線量把握・評価，

まとめ」は，次のように述べている。「健

健康管理，医療に関する施策の在り方等

診項目について尿中潜血定性検査等を増

を専門的な観点から検討するため専門家

やすとともに避難区域等とそれ以外で検

会議を環境省総合環境政策局環境保健部

査内容を同一にすべきであるとの意見が

に設置する。

あった一方で，無症状の人々に検査を行う

しかし，これから述べるように，この専

場合に生じる偽陽性等の問題点を考慮せ

門家会議は，住民の立場に立って，健康管

ず安易に項目を増やすべきではないとの

理を実施しようというものとはおよそ思わ

意見もあった。」と両論併記の様な体裁を

れない。会議は，長い時間が，福島第一原

とりながら，結局，血算（採血した血液中

発事故に基づく被ばく線量の評価をめぐる

の赤血球・白血球・血小板の数やヘモグロ

議論に費やされ，健康管理の方法等に関す

ビン等の量を調べて全身状態を確認する
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検査，基本的検査とされている。）につい

その内容は，当面の施策の方向性として次

て「毎年検査を実施している現況について

の 4 項目を掲げている。

は今後検討の余地がある。」とまとめてい
る。基本的な血液検査すら不要といわんば
かりである。

Ⅰ 事故初期における被ばく線量の把
握・評価の推進
Ⅱ 福島県及び福島近隣県における疾

また，甲状腺検査に関し，近隣県住民の
事故初期の内部被ばくについては，十分な
データがなく不確定な要素があるという

病罹患の動向の把握
Ⅲ 福島県の県民健康調査「甲状腺検
査」の充実

指摘もあったことから，近隣県の小児の甲
状腺検査は，今後の県民健康調査の状況を

Ⅳ リスクコミュニケーション事業の
継続・充実

踏まえて必要に応じ検討を行っても遅く

前述の「中間取りまとめ」を受けての

はないとの意見があったと紹介している

方向性であるから，健康影響に関しては，

点も問題と考える。十分なデータがなく，

あくまでも放射線被ばくによる健康影響

不確定な要素があるからこそ，早期の検査

にのみ関心が向いた内容になっている。し

が必要なのではないだろうか。福島県が調

かも，住民の健康管理や健康回復のための

査をしていない福島近隣県について，国と

手当てではなく，「被ばく線量の把握・評

して，子ども・被災者支援法の具体策とし

価の推進」，「疾病罹患動向の把握」に力

て健康影響調査等に必要な施策を講じる

点が置かれている。住民の健康に対する具

という，専門家会議設置の趣旨に照らし，

体的な施策といえるものは，「福島県の県

あまりにも消極的である。

民健康調査『甲状腺検査』の充実」だけと

さらに問題なのは，「予想される健康リ

思われる。福島近隣県に関する住民に対す

スク」の項目において，放射線被ばくの影

る施策としては，結局，個別の相談や放射

響という観点からのみ検討を行い，「がん

線に対するリスクコミュニケーションの

の罹患率について統計的有意差をもって

取組を支援する，というあいまいで，精神

変化が検出できる可能性は低い」「放射線

論に走ったような結論になっている。

被ばくにより遺伝性影響の増加が識別さ

福島近隣県も含め，国として健康管理の

れるとは予想されない」「不妊，胎児への

現状と課題を把握し，その在り方を医学的

影響のほか，心血管疾患，白内障を含む確

な見地から専門的に検討する必要がある

定的影響（組織反応）が今後増加すること

として設置された専門家会議は，当初の予

も予想されない」と結論付けた点である。

想どおり，結論ありきの形式的なものだっ

避難や不安等に伴う心身の影響について

たといわざるを得ない。

は，「予想される健康リスク」の項目とは

こうした「当面の施策の方向性」に対し

別項目で，半頁程度言及しているにすぎな

ては，パブリックコメントが多数寄せられ

い。しかし，前述のとおり，福島第一原発

ているが，厚労省のホームページで紹介さ

事故の健康影響としては，避難や不安等に

れているものの要旨をいくつか挙げる。

伴う悪影響を軽視すべきではない。

・疾病罹患動向の把握は，がんだけでなく

②「当面の施策の方向性」の内容

幅広く行うべき

「中間取りまとめ」を受けて 2015 年 2
月 27 日に公表された「当面の施策の方向
性」は 3000 字余りの簡単な文書である。
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きである。

とすべき
・健康調査は国が主体となって検診体制を

2 内容における問題
福島県県民健康調査については，基本調査

構築し実施すべき
・個別相談やリスクコミュニケーションの

が任意に問診票を返送するアンケート方式

取組だけでなく，広域的な健康調査等を

で，しかも，回答に対する手当が予定されて

実施すべき

いないために回収率が上がらないという根本

これらの意見を国がどこまで真剣に検

的な問題点が依然として解消できていない。

討して施策に盛り込むのか，注視してい

回答に対する手当が予定されていない現行方

く必要があるだろう。

式では，
回答意欲がわかないのも無理はない。
回答に対する丁寧な応答をする制度に改める

第 2 県民健康調査の結果とその
評価，問題点

とともに，事故後の行動や健康状態に関する
認識のいかんを問わず，気軽に健康診断を受
けられる体制を整えることが求められる。

1 実施主体の問題

また，甲状腺検査についても，対象が 2011

福島県県民健康調査は，福島第一原発事故

年 3 月 11 日時点で 0～18 歳までの福島県民に

を受けて実施されるほぼ唯一の網羅的調査と

限定されていること，一次検査は超音波画像

いってよい。その実施主体は，あくまで「福

診断装置による検査のみで尿検査や血液検査

島県」である（福島復興再生特別措置法第 49
条）。国は，健康調査に対する財政上の措置，
技術的な助言・情報の提供その他必要な措置
をとるとされている
（同法第 51 条，
第 52 条）
。
しかし，福島第一原発事故による放射能の

は実施されないこと，検査項目が少ないこと
など問題点が指摘されている。
詳細調査もおよそ「詳細」とは程遠い。既
存の特定検診を活用して実施される健康診査
も，質問紙調査を基本とする，こころの健康

汚染範囲は「福島県」に限定されるものでは
ない。にもかかわらず，実施主体が「福島県」
であること自体，いくら国が側面的に支援す

度・生活習慣に関する調査も，避難区域等住
民 21 万人のみが対象である。
妊産婦に関する
調査の対象が妊産婦に限られるのは当然とし

るとはいえ，福島第一原発事故による被ばく

ても，質問紙調査にとどまっている点は，調

ないし健康被害があたかも福島県でしか発生

査としてやはり不十分である。

しないかのような前提に立っており，その被
害の程度を低く評価するものといわざるを得

3 対象者等の限定

ない。そもそも，福島県県民健康調査以外に

(1) 福島県県民健康調査の対象者は，福島

福島第一原発事故を受けて実施される網羅的

県民に限定される。これまでも繰り返し述

な調査がないことも問題である。

べてきたとおり，福島第一原発事故による

福島第一原発事故による健康被害の実態
を明らかにするためには，
福島県のみならず，
さらに広い範囲での調査が必要である。この

汚染範囲は福島県に限定されるものではな
い。そのことからしても，調査範囲は福島
県民に限定されるべきではなく，さらに広

点で実施主体を福島県という一地方自治体に

げるべきである。

負わせることは問題である。そして，原発推

(2) さらに，福島県県民健康調査は，全て

進を国の政策として行ってきたことも併せ考

の調査が全ての県民を対象としているわけ

えれば，調査の責任は国が第一次的に負うべ

ではない。第 1 において述べたとおり，甲
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状腺検査の対象者はおおむね事故時 18 歳

島県に住民登録のある子どもに限定さ

以下の県民であり，健康診査及びこころの

れている点も問題である。繰り返し述べ

健康度・生活習慣に関する調査の対象者は，

てきているとおり，福島第一原発事故に

避難指示区域内の住民及び基本検査の結果

よる放射能汚染は福島県に限定される

必要と思われた者に限定される。以下，改

ものではない。また，被ばくによる健康

善すべき点を具体的に述べる。

被害は一定期間経過後に出てくる可能

①

子どもについて甲状腺以外も調査

性もあり，住民登録を移転してしまう

すべきこと

と，医療費の無償措置が受けられないこ

甲状腺検査について，おおむね 18 歳

ととなってしまう。少なくとも原発事故

以下の県民としたのは，チェルノブイリ

によって一定量被ばくしたと考えられ

原発事故後に小児甲状腺がんが増加し

る住民に対しては，健康被害を防止する

たことを踏まえたものと思われる。

という観点から，医療費の負担なく健康

放射線への感受性が一般的に強いと

管理ができる仕組みを作るべきである。

される子どもの健康被害を防ぐという

③

避難指示区域外も健康調査等の対

観点からは，18 歳以下の県民の健康診断

象とすること

を行う必要性が強いというべきである。

健康診査及びこころの健康度・生活習

その観点から甲状腺検査を 18 歳以下の

慣に関する調査の対象者が，原則として

全県民に実施していること自体は評価

避難指示区域内の住民に限定されてい

できる。

るのは，避難生活の長期化による健康被

しかし，チェルノブイリ事故において

害を念頭に置いたものと思われ，その観

は，小児甲状腺がんのほかにも，免疫力

点から調査を行うことは有益である。

の低下や各種疾病への罹患率の上昇な

しかしながら，健康被害の発生範囲は

ども報告されている。福島第一原発事故

避難指示区域内にとどまるものではな

に起因する子どもに対するあらゆる健

い。第 1 節において述べたとおり，避難

康被害を防ぐという観点からは，甲状腺

による健康リスクは存在するのである

検査にとどまらず，さらに幅広い健康診

が，強制避難によるかそうでないかによ

断を実施すべきであろう。

ってそのリスクが変わるものではない。

②

滞在者についても様々な被ばく対策の

住民登録のある子どもに限るべき

でないこと

ために心身の健康を害する者も存在す

なお，現在のところは，福島県独自に

る。また，継続的な低線量被ばくによる

18 歳以下の県民については医療費無料

リスクは，現在においてその実態が明ら

の措置がなされている12。かかる措置は，

かになっていないのであり，滞在者の健

福島県内で被ばくした子どもたちの健

康被害を防止するために継続的な健康

康被害を防ぐために一定の意義を有し

管理が必要になるのである。したがっ

ている。ただ，この措置がいつまで継続

て，ほぼ公的な支援を受けられないまま

するのかは不透明であるし，対象者が福

に避難を継続せざるを得ない自主的避
難者や，放射能汚染と向き合うことを強

12 福島県は，2012 年 10 月から，福島県に住所のある
18 歳以下の子どもについては，医療費を無料とす
る措置をとっている。
（http://www.pref.fukushima.
lg.jp/sec/21035a/kodomoiryouhi.html）
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以上のとおり，現在の県民健康調査

したがって，健康診査及びこころの健

は，その対象者があまりに限定されてい

康度・生活習慣に関する調査は，少なく

る。国連人権理事会が選任した「達成可

とも対象者を福島県内全域の住民に広

能な最高水準の心身の健康を享受する

げるべきである。

権利」に関する特別報告者・アナンド・

④

グローバー氏の報告書においても，「健

外部被ばく線量のみで健康調査の

要否を判断すべきでないこと

康管理調査は，年間 1mSv 以上の全ての

健康診査及びこころの健康度・生活習

地域に居住する人々に対し実施される

慣に関する調査は，避難指示区域外の住

べきである」と勧告していることは，す

民であっても，基本調査の結果問題があ

でに日弁連第 56 回人権擁護大会シンポ

ると認められた者について実施するこ

ジウム第 1 分科会報告書でも指摘したと

ととされている。

ころである13。にもかかわらず，この点

しかし基本調査の目的は，外部被ばく

が是正されないままに実施されている

量の推計にある。「問題があると認めら

ことは非常に問題といわざるを得ない。

れた者」の具体的要件は公開されておら
ず，どのような「問題」があれば，避難

3 現在までの調査結果の検討

指示区域外の住民であっても健康診査

(1) 更なる調査の実効性確保へ

及びこころの健康度・生活習慣に関する

上述したとおり，基本調査の回答率は，

調査の対象者とされるかは定かではな

2015 年 3 月 31 日現在わずか 27.1％にとど

いが，外部被ばく線量の多寡で選別して

まっている。少なくとも福島県内であって

いるとすれば極めて問題である。

も，福島第一原発事故による被害者の健康

第 1 において述べたとおり，福島第一

被害は多岐にわたるはずである。この回答

原発事故による健康被害は被ばくによ

率からすれば，現在までの県民健康管理調

る健康被害のみではない。むしろ福島第

査の結果をもって福島県内で発生してい

一原発事故後の生活の変化等によって

る福島第一原発事故による健康被害の実

多くの住民が様々な不安を訴えている

態が明らかにされているとはいい難い。
他方，甲状腺検査については，受診率が

のである。それは外部被ばく線量の多寡

81.5％と高い率を保っている14。これは，

によって変わるものではない。
さらに，そもそも健康調査のうち基本

チェルノブイリ事故後，子どもたちの甲状

調査の回答率は 27.1％（2015 年 3 月 31

腺がんが多数発生したことが広く知られ

日現在）にとどまる。そうすると，避難

ており，甲状腺検査の必要性が広く認識さ

指示区域外の住民のうち，「問題がある

れている故であると考えられる。
福島県ないし国は，さらなる調査の実効

と認められた者」は極めて人数が限定さ

性確保のために働きかけをすべきである

れることになる。

し，そのために検査内容の不十分性を改善

また，基本調査によって明らかになる
のは外部被ばく線量（推計）のみである

13 日弁連第 56 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科
会基調報告書 206 頁
14 第 19 回福島県「県民健康調査」検討委員会（2015
年 5 月 18 日開催）配布資料 3-1「県民健康調査「甲
状腺検査（先行検査）
」結果概要【暫定版】
」

が，内部被ばくの観点からの調査がなさ
れていない。このことからしても，対象
者が不十分であるといわざるを得ない。
⑤ 小括
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することが必要になるであろう。

定診断をうけたのは 5 人
（乳頭がん 5 人）

以下，あくまで不十分な調査結果である

であった18。なお，二巡目検査で「悪性

ことを前提としつつも，現在発表されてい

ないし悪性疑い」とされた 15 人の先行

る調査結果について検討を加える。

検査の結果は，A 判定（結節・のう胞が

(2) 外部被ばく線量（推計）について

認められず，または，5.0mm 以下の結節

基本調査では，福島第一原発事故後の 4 か

や 20.0mm 以下ののう胞しか認められず，

月の間で空間線量が最も高かった時期にお

次回検査まで経過観察とされた者）14

ける外部被ばく線量を推計・評価している。

人，B 判定（二次検査を実施した者）1

放射線業務従事経験者を除く 45 万 3065

人である。2015 年 3 月 31 日現在，先行

人の推計結果は，以下の図表 16 のとおり

検査を受診し検査結果が確定した者は

15

である 。外部被ばく実効線量 2mSv を下回

12 万 1977 人であるから，「悪性ないし

る者が全体の 93.8％である。

悪性疑い」とされた者は，受診者の

参考として，チェルノブイリ事故での甲

0.01％にあたる。

状 腺 被 ば く 線 量 は ， 約 3 万 人 が 1Sv
（1000mSv）を超え，最大で 9500mSv とも
いわれている16。
(3) 甲状腺検査の結果について
① 結果データ
2011 年度から 2013 年度まで行われた
先行検査（一巡目）の結果（2015 年 3 月
31 日現在），細胞診で「悪性ないし悪性
疑い」とされたのは 112 人であり，うち，
甲状腺がんの確定診断を受けたのは 98
人（乳頭がん 95 人，低分化がん 3 人）
である17。2015 年 3 月 31 日現在，先行検
査を受診し検査結果が確定した者は 29
万 9233 人であるから，「悪性ないし悪
性疑い」とされた者は，受診者の 0.03％
にあたる。
また，2014 年度以降の本格検査（二巡
目）では，2015 年 3 月 31 日現在，細胞
診で「悪性ないし悪性疑い」とされたの
が 15 人であり，うち，甲状腺がんの確

15 第 19 回福島県「県民健康調査」検討委員会配布資
料 1「県民健康調査「基本調査」の実施状況につい
て」より抜粋
16 児玉一八ほか「放射線被曝の理科・社会－四年目の
『福島の真実』
」
（かもがわ出版，2014 年）157 頁
17 第 19 回福島県「県民健康調査」検討委員会（2015
年 5 月 18 日開催）配布資料 3-1「県民健康調査「甲
状腺検査（先行検査）結果概要【暫定版】
」

18 第 19 回福島県「県民健康調査」検討委員会（2015
年 5 月 18 日開催）配布資料 3-2「県民健康調査「甲
状腺検査（本格検査）
」実施状況」
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図表 16 外部被ばく実行線量推計状況（2015 年 3 月 31 日現在）

影響とは考えにくいと評価している19。

② 結果の判断をめぐって
このように，県民健康調査によって甲

他方，小児甲状腺がんは，通常 100 万

状腺がんが発見された。しかしながら，

人に 1 人といわれるほど稀な疾病である

この結果をどのように評価すべきか，見

ことから，これだけの人数に悪性ないし

解が分かれている。

悪性疑いが出たとの結果は明らかに多
過ぎるのであり，原発事故の影響を疑う

県民健康調査を担当する福島県県民

べきとの意見も根強い。

健康調査検討委員会（甲状腺検査評価部
会）は，「甲状腺検査に関する中間取り

4 小括

まとめ」の中で，「わが国の地域がん登
録で把握されている甲状腺がんの罹患

いずれにしても，福島第一原発事故による

統計などから推計される有病数に比べ

健康被害を防ぐためには，その実態を長期的

て数十倍のオーダーで多い」と評価し，

に調査し，検討・分析することが必要である。

被ばくによる過剰発生の可能性を否定

必要かつ十分な調査をこれまで以上に実行

しないながらも，過剰診断の可能性も存

し，多角的な視点からの分析・検討をする必

在することを指摘し，現時点では発見さ

要がある。

れた甲状腺がんが被ばくによるものか
どうかを結論付けることはできず，チェ

19 福島県「県民健康調査」検討委員会甲状腺検査部会
「甲状腺に関する中間取りまとめ」
（2015 年 3 月）
（ http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/at
tachment/115335.pdf）

ルノブイリ事故との比較から，放射線の
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・福島県立医科大学・放射線医学県民健康管
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第 3 節 放射線の影響について参考となる知見
(1) 調査対象集団の設定・結果指標

第 1 広島・長崎における健康調査

① 寿命調査

1 はじめに

寿命調査（LSS）は，疫学調査に基づ

我が国における放射線の影響に関する調

いて生涯にわたる健康影響を調査する

査としては，広島・長崎の原子爆弾による被

ものであり，原爆放射線が死因やがん発

爆者に対する 60 年以上にわたる調査・研究が

生に与える長期的影響の調査を主な目

あり，この研究結果は，国連原子放射線影響

的とされた。

科学委員会（UNSCEAR）の放射線リスク評価や

1950 年の国勢調査の付帯調査として

国際放射線防護委員会（ICRP）の放射線防護

行われた原爆被爆者調査資料や広島市

基準に関する勧告の主要な科学的根拠とされ

及び長崎市の資料から，広島・長崎に住

ている。

んでいたことが確認された人の中から

原子爆弾による放射線の影響は，まず，比

選ばれた約 94000 人の被爆者と（爆心地

較的高線量を被爆した人たちでの被爆後早期

からの距離による層化抽出），約 27000

の急性症状（悪心・嘔吐，脱毛，下痢などの

人の非被爆者から成る約 12 万人を対象

消化器症状，造血能障害による出血・貧血，

者として設定し，その時点から，生死及

感染症などで，主として放射線による確定的

び死因，がん罹患を結果指標として追跡

症状からなる。）として出現した。

調査されている。

その後，広島・長崎における白血病の異常

LSS 集団から得られたデータは，定期

な増加や，放射線による遺伝的影響に対する

的に解析されることにより，死亡率（が

危惧により，放射線による確率的影響を評価

んやその他の原因による死亡）やがん罹

するための組織的長期的な疫学追跡調査の必

患率（発生率）に関する一連の報告書の

要性が示され，1947 年に米国学士院（NAS）

基盤とされ，また，症例対照調査を通じ

により原爆傷害調査委員会（ABCC）が設立さ

てしばしば行われる部位別がんのより

れ，日本の国立予防衛生研究所と共同での調

詳細な調査の基盤にもなっている。

査研究が開始された。

また，放射線に関連するがんの発生メ

なお，ABCC は，1975 年に財団法人放射線

カニズムやその他の因子の影響の程度

影響研究所（放影研，なお 2012 年からは公益

について更に解明を進めるため，被ばく

財団法人）となり，全ての資料と研究を引き

者のがんの病理組織の分子的解析も行

継ぎ，寿命調査（LSS），成人健康調査（AHS），

われている。

原爆被ばく者の子どもに関する調査，胎内被

なお，LSS 集団は，①爆心地から 2km

ばく者調査，放射線生物学調査，免疫学調査，

以内で被ばくした被爆者全員（近距離被

分子疫学調査，細胞遺伝学調査，統計学，原

ばく者，中心グループ），②爆心地から

爆放射線量推定を行っている。

2km ないし 2.5km 以内で被爆した被ばく
者全員，③中心グループと性，年齢が一

2 被爆者追跡調査の方法

致するよう選ばれた，爆心地から 2.5km

疫学調査研究は，調査対象者集団の設定，

ないし 10km で被爆した人（遠距離被ば

危険因子の評価及び結果指標の評価の三つの

く者），③中心グループと性，年齢が一

要素からなる。

致するよう選ばれた 1950 年代前半に広
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島又は長崎に在住していたが，原爆投下

る追跡調査が実施され，約 12000 人が受

時には市内にいなかった人（爆心地から

診している。

10km 以遠にいた人，原爆時市内不在者＝

(2) 危険因子など

非被爆者）の 4 群から構成されている。

① 放射線の個人被爆線量の推定

② 成人健康調査

被ばく線量について，まず，対象者の

成人健康調査（AHS）は 2 年ごとの健

被ばく地点における無遮蔽での空中線

康診断を中心とした臨床調査であり，そ

量が推定され，原爆から発生した放射線

の目的は原爆放射線の健康に及ぼす影

量（γ 線と中性子線）と爆発中心点から

響を調査すること（病気の発生率に被爆

の距離によって決定される。そして，被

による影響が認められるか，病気の経過

ばく時の遮蔽状況（直接被爆か，物陰か

に被ばくによる変化が認められるか，病

屋内か）が評価された。

気として認められるに至らない程度の

爆心地から 2 ㎞以内の近距離被爆者約

生理学的・生化学的な変化が被ばく者に

2 万人については面接によって被爆位置

発生するか，被爆との間に因果関係があ

の地図上での確認を行い，屋内の場合に

ると考えられる新しい病気が見出され

は家屋の見取り図を作成して放射線の

るか等）である。

屋根などの透過や体の向きによる遮蔽
を明らかにして，体内臓器の被ばく線量

寿命調査（LSS）対象者の中から選ば

が推定された。

れた約 20000 人について 1958 年から追
跡調査が行われ，更に 1977 年には LSS

これらの被爆者以外の被爆線量は，基

対象者約 2400 人と胎内被爆者約 1000 人

本的な被爆情報と上述の面接結果に基

が追加された。

づく平均的な係数を利用して，最終的に
約 95％の人について 15 臓器の被ばく線

健康診断に含まれる項目は，一般的検

量が推定された。

診，心電図，胸部 X 線，超音波検査，及
び生化学検査などであり，これらの検査

なお，重み付け結腸線量が 1Gy となる

により収集されたデータを用いて，各種

被ばく者の爆心地からの平均距離は広

疾患の有病率や発生率，生理学的及び生

島で 1100m，長崎で 1250m であった。

化学的検査結果の変動について長期にわ
たる追跡調査が可能となっている。また，
血圧の測定値などの長期にわたる変動を
把握することは受診者のためにもなり，被
ばく者の健康管理にも役立っている。
③ その他
他には，母胎内で被爆した胎内被ばく
者の人々（約 3600 人）及び 1946 年～84
年に生まれた両親の被爆状況が判明し
ている被ばく二世の人たち
（約 77000 人）
が生死などの追跡対象となっている。胎
内被爆者からは約 1000 人が 2 年に一度

図表 17 LSS 集団における固形がん発生の過剰相対リ
スク（線量別），1958-1998 年。太い実線は，被
ばく時年齢 30 歳の人が 70 歳に達した場合に当て
はめた，男女平均リスクを平滑化したノンパラメ
トリックな推定値であり，細い破線はこの平滑化
推定値の上下 1 標準誤差を示す。

の検診による追跡調査の対象となり，被
爆二世の人々には 2002 年より健診によ

追跡調査では，誘導放射能や放射性降
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下物への曝露による個人被ばく線量を

被ばく時年齢が若いほどリスクは大きく，

推定する資料が乏しいので，直接に発生

ERR は，
被ばく時年齢が 10 歳若いと約 17％増

した放射線による被ばく量を評価して

加し，EAR は，約 24％増加する。これは，若

いる。

いほど放射線感受性が高いと理解されるが，

② 放射線以外の危険因子

出生コホート効果と分離することは難しい。

喫煙等の生活習慣や既往歴，医療放射

一方，
10歳加齢が進むとERRは約30％減少し，

線への曝露などの情報は，自記式質問票

EAR は約 40％増加する。これは，高齢になる

調査によって収集され，現在までに 5 回

ほど非被ばく者でのがん罹患も多くなるため

行われている。

に，相対的な放射線の影響は小さくなる一方
で，放射線に起因するがんの絶対数は増える

3 解析手法

ことを示していると考えられる。

放射線による健康リスクの評価は，基本的

放射線による生涯リスクについては，総固

には通常の疫学研究で行われているものと同

形がんによる死亡リスクについて算出されて

じである。

いる。30 歳で 0.1Gy 被ばくした場合，同世代

もっとも，一般に用いられる相対リスク

の非被ばくでの総固形がん死亡の生涯リスク

（RR）と異なり，過剰相対リスク（ERR）及び

である男性 25％，女性 19％に加えて，男性で

過剰絶対リスク（EAR）を推定することが多い

0.9％，女性で 1.1％増加する。10 歳被ばくの

（ERR は相対リスクの過剰分，
EAR は単位観察

場合には男女でそれぞれ 2.1％と 2.2％，50

人年当たりの過剰発生数を示す）。

歳被ばくでは 0.3％と 0.4％の増加となる。
白血病は稀な疾患であるとともに，ABCC や

4 長期健康影響

放影研の追跡期間である 1950 年以降では，
そ

被ばく者における白血病の過剰発生は被

れまでに発症・死亡した人たちが把握できず，

ばく 2 年後くらいから見られるようになり，
6

また，短期間で発生したためにリスク推定が

～8 年後にピークとなった。

難しい。

固形がんのリスク増加は約 10 年後から顕
れ始め，現在まで持続している。

第 2 チェルノブイリその他

放射線による総固形がん罹患リスクは，30
歳で 1Gy 被ばくした人が 70 歳になった時に，

1 健康被害の報告

同世代の非被ばく者に比べて男女平均して約

1986 年に発生したチェルノブイリ原発事

47%大きい。EAR で表現すると，1 万人年・1Gy

故の影響については，2013 年の第 56 回人権

当たり 52 人の過剰発生となる。
被ばく放射線

擁護大会シンポジウム第 1 分科会基調報告書

量と総固形がんリスクとの線量反応関係を示

で詳述しているが，本基調報告書でも簡潔に

す関数には原点を通る直線が最も適合する

触れることにする。また，低線量被ばくにつ

（すなわち，閾値がない）と考えられ，リス

いての最近の研究報告も紹介する。
(1) 甲状腺がん

クが有意となる最低線は 150mGy であった。
こ
の境界値は，リスクの大きさ，標本集団の大

チェルノブイリ原発事故が小児甲状腺

きさ，結果発生数等の統計学的な状況に影響

がんを発生させたことは，現在ではほぼ争

されるので，
報告ごとに若干の相違が生じる。

いがない。実際の調査でも，14 歳以下の住

放射線によるがん罹患リスクは部位により異

民の甲状腺がんの発症数は 1995 年（事故

なる。

から 9 年後）にピークに達し，2002 年（事
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故から 16 年後）にはほとんどゼロになる

数を基に計算するとゴメリ地区だけで 2 万

ことが報告されており，事故後に生まれた

5000～10 万件，ベラルーシ全体で 5 万件か

住民には発生していない，すなわち，被ば

ら 20 万件，全体では 10 万件～100 万件も

くとの関連性が強く推測される結果とな

の甲状腺がんが発症する可能性があると

っている（図表 18 参考）。

の指摘がある。実際，甲状腺がんの新たな

この点，WHO 報告（2006 年）によると，

罹患者は現在でも増えている状況にある。

1986 年から 2002 年の間にもっとも汚染さ

また，チェルノブイリ事故の影響により

れたベラルーシ，ロシア，ウクライナの地

甲状腺がんが発生したことは今やコンセ

域で確認された住民の甲状腺がんの発生

ンサスになっているが，事故後初期の段階

件数は 4837 件である。その内訳は被ばく

では増加している報告がありながらも，ス

当時 0～14 歳であった住民の発生件数は

クリーニング効果（調査が多く行われるよ

3822 件，同じく 15～17 歳であった住民の

うになったため，多く検出されるようにな

発生件数は 1015 件である（2011 年の WHO

ること）であるとして関連性を認めない意

の発表によれば，2005 年の段階では 6000

見も根強くあったことは，福島での甲状腺

人に増えている）。

がん検査の評価を考えるに当たって，参考
になるものと思われる。
(2) 白血病
WHO 報告では，汚染地の住民には白血病
の増加がみられないとし，リクビダートル
（チェルノブイリ原発事故の処理作業に
従事した労働者）でも当初の研究では増加
がみられないが，1986 年から 1996 年にか
けてロシアで行われた調査では 150mSv を
超えて被ばくした労働者に通常の 2 倍の白
血病の増加がみられるとの報告があり，引
き続き検討する必要があるとしている。最

図表 18 Cardis et al 2006 Figure 1 より（縦軸：10
万人ごとの件数，横軸：西暦）

近の研究ではウクライナで約 11 万人のリ

しかし，この数字は，特に汚染された地

て調査したところ，線形線量反応（おおむ

域のみを調査したものであること，調査時

ね線量に比例してリスクが増大すること）

点以降の件数は入っていないこと（全生涯

が認められ，ERR/Gy = 1.26（1 グレイあた

の発症件数を示すものではない。），事故

りの増加リスクは 1.26 倍の意味）との報

時に 18 歳以上であった者は含まれていな

告がなされている。

クビダートルを 1986 年から 2006 年にかけ

いことから，総数を表すものとはいえない

なお，最近でも，原子力関連施設の労働

という指摘がある。実際，WHO が 1998 年段

者のコホート（共通する性質・特徴を持つ

階で示した予測に基づくと，汚染地のゴメ

集団）308297 人について，低線量被ばく（平

リ地区（ベラルーシ領内）だけで生涯の甲

均 1.1mGy/年，累積平均 16mGy，中間値

状腺がん発生件数は 10 万件にもなり（事

2.1mGy）でも白血病リスクの上昇が報告さ

故当時 0～4 歳の子どもに限ると 5 万人で

れており（全白血病で ERR/Gy＝2.96），

総数の 3 分の 1），2002 年の段階の発症件

100mSv 未満でも線形で影響が認められる
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とする研究結果が出ている。このように低

WHO 報告では，汚染地域における内分泌

線量被ばくでも健康影響が認められ LNT モ

系，造血系，循環器系及び消化器系の疾患

デルと矛盾しない研究報告が積み重ねら

が低汚染地域よりも多いとの報告が幾つ

れているのが現状であり，100mSv 未満では

かなされていることに触れているが，これ

健康影響が認められないという評価は疑

らは，既存の被ばく住民に関する疫学的調

問である。

査の結果（＝広島の被ばく者の調査）とは

(3) 甲状腺がん以外の固形がん

整合せず，むしろ心理的・社会的トラウマ，

WHO 報告は，リクビダートル，汚染地の

飲酒，喫煙その他の要素によるものではな

住民とも，甲状腺がん以外の固形がんの発

いかとしている。かかる評価に関しては，

生に関してはいまだ十分な研究がなされ

既存の調査との整合性がないだけで原因

ておらず，被ばくから固形がん発生までは

を心的ストレス，飲酒，喫煙等に限定する

長時間かかると予想されるから，リスクが

のは広島の調査の精度や疫学的調査で生

ある可能性は否定できないとしている。

じ得る幅を考えると，科学的アプローチと

これについては，汚染地において有意に

して疑問であるとの批判もある。汚染地域

甲状腺がん以外の固形がん発生の増加が

では，小児の全般的な健康状態の悪化が現

みられるという報告もある（例えば，リク

在も報告されており，何かが起きている疑

ビダートルにつき乳がんの過剰発生の報

念は払拭できない。

告があり，WHO 報告でも証拠が弱いとしな

2 小括

がらも，報告例として取り上げているとこ

結局，チェルノブイリの影響について現在

ろである。）。
固形がんに関する調査研究は広島の被

コンセンサスが得られているのは，小児甲状

ばく者のものがあるが，これについては，

腺がんだけであり，その他の固形がんや白血

急性被ばくの生存者を対象にしており，そ

病，がん以外の疾患については，多量の被ば

もそも被ばく線量が大きく異なり，チェル

くをしたリクビダートルはともかく，汚染地

ノブイリとの比較が困難であることは，

域の住民については，特に小児の全般的な健

WHO 報告も認めるところである。

康状態の悪化が報告されているところでもあ

(4) その他の疾患

り，放射線の影響と健康状態の悪化との関連
性は，未解明な部分が多い。これをどう考え

WHO 報告では，①白内障，②心臓・循環
器系疾患，③細胞遺伝学バイオマーカー，

るかであるが，
疫学的調査は限界があること，

④免疫システムへの影響，⑤遺伝的影響・

特に固形がんについては発生まで長時間がか

先天性異常・小児の健康，⑥精神的，心理

かると予想される一方で，100mSv 未満の被ば

的及び中枢神経への影響についても触れ

く量でも白血病の過剰発生が認められるとい

ているが，⑥以外は原発事故との関連性は

う研究結果も出ていることであり，拙速に低

認められないとしている。⑥の精神的，心

線量被ばくの影響を否定するのではなく，あ

理的悪影響については，強制的に移住せざ

らゆる可能性に目を向けた慎重な判断をすべ

るを得なかったことや，健康影響への心配

きである。

等による多大な精神的ストレスは否定で
きず，それが身体の健康に与える影響の研
究が進んでいないが，対応が必要であると
勧告している。
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第 3 米国スリーマイル島（Three
Mile Island）事故における健
康影響（争点と訴訟）

法人エネルギー工学研究所の報告として発表
している資料，及び米国の TMI に関する複数
の判決による事実認定による事故の経過は次
のとおりである20。詳細な理由には不明な点

1 TMI 事故の概要

もあるものの，TMI Unit 2 で，複数の給水ポ

1979 年 3 月 28 日午前 4 時頃，ペンシルバ
ニア州のスリーマイル島の原発
（TMI）
のうち，
Unit 2 がメルトダウンし，この事故をめぐっ

ンプが停止したため，2 次冷却水の供給が停
止し，メインタービンがトリップした結果，
除熱できなくなり，1 次冷却系統の温度と圧

て多数の訴訟が提起された。TMI は，ペンシ

力が高まっていった。加圧器逃し弁（PORV）

ルバニア州の州都であるハリスバーグ南東

が圧力を逃すために開いたが，ほとんど同時

20km のサスケハナ川の島（中州）に位置して

に，原子炉がスクラム（緊急停止）し，炉心

いた。TMI には，2 つの原発があり，Unit 1

内部の発熱は，崩壊熱レベルまで下がった。
ところが，PORV が閉まらなかったため，圧力
が許容レベルにまで下がったと思われる後
も，約 2 時間程度，PORV は開きっぱなしとな
り，Unit 2 に直接冷却剤を放出するラプチャ
ーディスクが破裂するまで，原子炉冷却排水
タンクに冷却水が流れこんだ。PORV が閉まっ
ていると誤信していたオペレーターは，冷却
系統に十分な冷却剤があると考え，むしろそ
れがタンクからあふれ出すリスクを避けよう
と，緊急冷却装置を停止させてしまった。実

写真 1 事故を起こした 2 号機（Unit2）の原子炉（右）
と解体作業半ばの冷却塔（左）

際には，冷却系統には十分な冷却水が残って
おらず，PORV は空いたままであったため，炉
心は急速に加熱され，
事故から 3 時間の間に，
2.44m から 3.66m の高さの炉心が露出した状
態となり，炉心の熱は 2200 度に達した。事故
発生から約 2 時間半後からは，燃料棒は溶け
出し，放射性ヨウ素やキセノンといった放射
性希ガスなどが冷却水に放出され，10 時間後
には，水素爆発が発生した。ただ，水素爆発
は局所的だった。事業者から連邦政府（NRC）

写真 2 事故機と同じ敷地内の 1 号機（Unit1）は現在
も営業運転中である。

20 経産省の資料として，
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/
E002769.pdf ただし，TMI に関する賠償関連情報
は，参照資料 1986 年段階のものまで。参照資料と
して，日本原子力保険プール：スリー・マイル・ア
イランドの近況報告（除染資金確保と損害賠償請求
訴訟の状況）
，原子力保険情報 No.11，1986 年 6 月，
USGAO: EMD-81-106: Greater Commitment Needed To
Solve Continuing ProblemsAT Three Mile Island,
August 26, 1981.が引用されている。

と Unit 2 と呼ばれ，事業者が異なる。事故を
起こしたのは，そのうち Unit 2 であり，Unit
1 は現在も操業中である。
日本の経済産業省が 2012 年 3 月に，財団
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や州政府への情報伝達も錯綜し，事故後 16

Sv)であった。事故直後に全身被ばく線量が

時間後には制御可能となったものの，環境中

3rem(30 mSv)を超えた者は 3 人で，最大は約

への放射性物質の放出が続いていた。ソーン

4.2rem(42 mSv)であった。その後 9 月末まで

バーグ州知事
（当時）
は 3 月 30 日 11 時 40

に 3rem を超えたものは 7 人となっているが，

分ごろ「発電所から 5 マイル（8km） 以内の

年間の線量限界（5rem(50mSv)）を超えて被ば

妊婦と学齢前の乳幼児の避難」と同時にこの

くした者はないとされる。

21

地域の全ての学校の閉鎖を勧告した 。ただ

同じく前掲経産省の資料によると， TMI 周

し，勧告の範囲を超えて，周辺 20 マイル(約

辺 20 マイル半径内に関する州の調査によれ

32km)の住民の約半数が避難したし，
知事によ

ば，当該地域に居住していた 68 万 2400 人中

る勧告以前に避難をした人も相当あった。

15 万人が事故のため，避難したといわれてお

避難勧告は 4 月 8 日に撤回され，1979 年 4

り，会社の閉鎖や家の移転により職を失った

月 27 日には，事故は収束したとされている。

者もいた。

しかし，事故発生から 3 日間の混乱した情報

2 TMI 事故関連の民事裁判について

提供は，事業者・連邦政府・州政府への住民

(1) 1980 年のクラスアクションにおける

の不信としてその後根強く残った。

クラスの設定について

事故の反省から，ハリスバーグの州政府の

1979 年 4 月 9 日に最初の裁判が提訴さ

建物には，事業者とは独自に Unit 1 内部を直
接監視するシステムが構築されている。

れ，同年 6 月 29 日，多くの裁判が連結（コ

前掲経産省の資料によると，TMI 事故におけ

ンソリデート）された後，同年 8 月に，TMI

る周辺公衆の被ばく量は，10 マイル(16km)以

訴訟のほとんど全ての第 1 審の審理を 24

内 に 住 む 住 民 の 平 均 被 ば く 量 :

年間にわたって担当することになるシル

8mrem(=0.08mSv)であり，個人最大被ばくでも

ビア・ランボー裁判官が担当裁判官として

100mrem(=1mSv)（年間米国平均自然放射線量

任命された。ランボー裁判官は，In re

の 1/3），発電所から半径 50 マイル(約 80km)

THREE MILE ISLAND LITIGATION 87 F.R.D.

以内の住民約 216 万人に対する集団線量は

433 | M.D. Pa | July 10, 1980 において，

2000 人・rem(20 人・Sv)程度との推定（個人

身体的損害以外の，次の 3 つのクラスアク

の被ばく線量は平均 1mrem（=0.01mSv））であ

ションを検討した22。
Class 1 は，全ての事業者（営利・非営

ったとされる。

利を問わず。ただし，TMI 関係企業を除く。）

また，環境試料測定値から求められた内部
被ばくは，ヨウ素 131 の吸入又は摂取による

であり，その財産や事業所が，事故当時 TMI

甲状腺被ばく線量の最大値で，作業従事者に

Unit 2 から半径 25 マイル以内に所在し，

ついて約 54mrem (0.54mSv)であり，周辺公衆

TMI Unit 2 の事故により，経済的損害を受

760 人について全身測定を行った結果によれ
ば，有意な体内汚染は検出されなかったとさ
れる。作業従事者の集団線量は，1979 年 3 月
から 6 月末までで，約 1000 人・rem(10 人・
21 Case Study The Three Mile Island Nuclear Accident:
Continuing Policy Issues, Dilemmas and Strategies.
University of Pittsburgh Institute of Politics
（2003-2004）
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22 前掲経産省の資料では，Class 3 を，25km 圏外と表
現しているが，誤りであろう。米国の Class Action
は，Opt-out 方式であり，25 マイル圏内の事故時の
在住の個人又は企業に効力が及び，これを受け入れ
ない者が Class から抜ける意思表示をしなければ
ならない。Class Action の Class の設定は，個別
の通知以外にも地元のラジオ・テレビ・新聞などに
より広く通知された。集団訴訟に参加拒否しなけれ
ば，被告に対して今後訴訟を提起できないこととな
る。
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けたもの（経済的損害に関する事業者のク

も，彼女自身と家族への長期被ばく影響へ

ラス）。Class 2 は，全ての自然人に関す

の懸念を表明した。他の原告女性は，彼女

るもので，事故当時 TMI Unit 2 から半径

自身と彼女の子ども達が TMI 事故後，
下痢，

25 マイル以内に居住し，所在し，仕事を持

頭痛，吐き気をそれまでよりも高い頻度で

ち，財産を持ち，利益を有していたもので

経験しているとして，事故に起因する精神

あり，TMI Unit 2 の事故により，経済的な

的身体的苦痛を主張した。さらに他の原告

損害を受けたもの（経済的損害に関する自

女性は，血圧治療を行っており，1979 年 3

然人のクラス）。ただし，行政担当者や事

月 28 日以前には問題なかった血圧が，か

業者に雇用されていた者などを除く。

ねてからの予定どおりの 29 日の診察では，

Class 3 は，原告側によって提起され，被

かなり血圧が上がっていたと証言した。彼

告側によって争われた個人の身体的・感情

女は子どものころから頻脈発作を患って

的損害に関するものであった。このクラス

いたものの，30 日の週末は，常に頻脈状態

として，身体的損害，事故に起因する医療

であり，その後数週間にわたって服薬せざ

費，将来の医療費や疾病に関する脅威，精

るを得なかったため，TMI 事故とこうした

神的慰謝料，将来の検診費用（被ばくによ

3 月下旬から 4 月上旬にかけての身体的問

り潜在的に存在するかもしれない疾病の

題は関係があると主張した。彼女は，犬の

可能性を，合理的な年数モニタリングする

ためのペットホテルを経営していたが，預

ための費用を含む。）が主張されたが，被

かっていた 19 頭のうち多くの飼い主が引

告関係者はクラスから除外された。

取りにいけないと連絡をしてきた上，更に

ここで，Class 1 と Class 2 における経

他の飼い主が自分たちが逃げるために犬

済的損害とは，次のように定義されてい

を預けに来た。強制避難区域とされるべき

る。経済的損害の定義は，所得の損失，避

10 マイル圏内にいながら，彼女は自分が飼

難及び避難の準備に要した費用，不動産価

っていた山羊と預かっていた犬を残して

格の下落，放射線汚染を検査するために増

は逃げることができなくなり，それが彼女

加した費用，除染のために破壊せざるを得

に対し，大きな精神的な負荷を与えたので

なかった製品の費用である。なお，事業の

ある。

例としては，製造業，不動産業，自動車修

ランボー裁判官は，クラスアクションに

理，食品店，薬局，本屋，衣料品店，洗車

関する連邦民事訴訟規則第 23 条に論及し，

店，スケートリンク，自動車販売，レンタ

こうした身体的損害に関する議論は，あま

カー，税務サービス，保険，レストラン，

りに個別的事情が多く，攻撃防御の共通性

レーシング協会，写真店などがあった。

を有しないとし，クラスアクション手続に

問題は，Class 3 を認めるかどうかであ

よる解決は適切ではなく，個別訴訟による

った。

べきとして，身体的損害に関する Class 3

原告らは，TMI 事故によってもたらされ

を認めなかった。

た精神的ストレスは身体的傷害を引き起

ちなみに，原告らは，この訴訟の前段階

こすと主張した。例えば，事故後，事故当

で，被告の行為による物理的な影響がない

時に妊娠初期であったことが判明した原

状態における精神的な苦痛の回復につい

告女性は，胎児への影響を懸念し，中絶し

て，法的に不適切に取り扱われていると批

た。中絶後，婦人科疾患が続き，また中絶

判していたようである。原告らは，直接の

による精神的な苦悩などを経験し，なお

影響がなくとも，放射線障害が原告らに精
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神的ストレスを与えたことも影響である

万ドルについては，
そのうち 500 万ドルが，

として，Class 3 を構成と論じていた。ラ

Class 3(医療モニタリング)にあてられる

ンボー裁判官は，こうした議論に対し，仮

こととされた。500 万ドルの資金により，

に，原告らのいうとおり，放射線被ばくそ

Public Health Fund が設立され，この資金

れ自体が「影響 impact」なのだとしても，

によって，1981 年の和解成立後に，後述す

なお，性質上，精神的苦痛の主張は，特異

る疫学調査が実施された23。

性が高く，身体的損害や精神的苦痛の主張

(3) 精神的慰謝料・心理的影響などの論点

を，共通のクラスとして取り扱うのは適切

の米国での取り扱いについて
1981 年の和解成立後も，
TMI 事故に関し，

ではないと判断した。他方で，ランボー裁
判官は，将来にわたる健康影響の徴候をと

個別救済を求める訴訟が係属し続けた。精

らえるための調査についての主張が Class

神 的 損 害 に 関 し て は ， People Against

3 に含まれており，この要求は，請求原因

Nuclear Energy(PANE)が，米国原子力規制

事実というよりも，救済でありそのための

委員会（NRC）に対して，TMI の事故の後，

経済的費用の要求であると考えた。

Unit 1 の再稼働について，TMI の周辺住民

そこで，ランボー裁判官は，半径 25 マ

に再稼働がもたらす重大な精神的損害，そ

イルの中の人々の間に，TMI からの被ばく

して近隣コミュニティの安定性，結束性，

による将来の健康被害に関し，幅広い懸念

福祉を深刻に損なうと主張したケースが

が存在していることを認め，医療モニタリ

ある24。NRC は，Unit 1 の再稼働に当たり，

ングに関する要請についてだけは，連邦民

広く利害関係者からの意見聴取を呼びか

事訴訟規則第 23 条のクラスアクションの

けたが，その際，PANE が主張する事故後の

要件を満たすとしたのである。そして，TMI

住民の心理学的影響を環境影響評価（EIS）

からの被ばくを受け，医療モニタリングと

の対象としなかったので，PANE は，国家環

いう救済を求めるに値する人々は，因果関

境政策法（NEPA）に基づき，DC 巡回区控訴

係に関する問題以上に，事故の時点で排出

裁判所に対し，NRC が上記の争点を取り扱

された物質の種類や量，一般的な気象条件

うよう求めて，申立てを行った。地元の民

の下でそれらがどのように拡散されたの

間団体である TMI Alert によると，DC 巡回

か，被ばくを受けた人々に，どういった将

区控訴裁判所は，1982 年，PANE の申立て

来の身体的影響がありうるのかといった

を認め，NEPA の下で，心理的影響評価がな

事実とデータについて，共通性を有してお

されるまでの間，Unit 1 の再稼働を差し止

り，クラスを認めることが時間や費用を節

めた。これに対し，連邦最高裁判所は，DC

減できるとしたのである。もっとも，身体
的損害については，別途個別の訴訟による

23 Eriot Marshall. Carving Up TMI's Class Action
Fund. Science 222:142-144(1983) は ， Public
Health Fund が，原告側クラスアクション代理人に
よって管理されることになったことを強く非難し
ている。これに対し，同じ雑誌上で，複数のコメン
トが寄せられた。事業者側代理人 Wilcox 弁護士の
話によると，現在では，Class Action による巨額
損害賠償において，そのような運用がなされる可能
性はないとのことである。
24
Metropolitan Edison Co. v. People Against
Nuclear Energy (PANE) (and United States Nuclear
Regulatory Commission v. PANE), 460 U.S. 766 (1983)

ことまで否定されたわけではない。
(2) 1981 年の 2500 万ドルの和解
No. 79-0432 (M.D.Pa. September 9,
1981) （Pacer による）と，Class 1 と Class
2 に関する TMI Unit 2 から 25 マイル以内
の法人と自然人の経済的損害については，
和解が成立し，個人的な身体的損害に関す
る請求ついては退けられた。和解金額 2500
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巡回区控訴裁判所の判断を覆し，PANE の主

になりうる。にもかかわらず，こうした問

張する争点を NRC は取り扱う必要はないと

いは，一定レベルの物理的な環境の変化や

判断したのが上記事件である。あくまで，

天然資源の枯渇に，同じような価値がある

環境影響評価は，物理的な直接汚染のみを

かどうかという問いとは全く異なる。 む

対象とし，事故のリスクに関する要素や

しろ前者よりも後者の問いが NEPA の中心

PANE のメンバーによるその知覚は，中間的

的な関心事なのである。」（中略）「我々

な因果連鎖の要素にすぎず，再稼働により

は，PANE のメンバーの不安を侮辱したり，

直接もたらされるものではないので，NEPA

彼らが恐れる心理的健康被害は，実際に

が射程とする因果関係の範囲を超えると

は，発生しなかったなどと示唆するつもり

している。判決文では，「『あれなければ

はない。にもかかわらず，我々にとって，

これなし（but for）』の因果関係という

政府の決定を厭うあまり不安やストレス

意味で，物理的な環境変化から引き起こさ

に苛まれている人，決定の影響を恐れるあ

れる影響は，あまりにも因果の連鎖が減衰

まり類似の不安やストレスに苛まれてい

するために，それでも NEPA 第 102 条には

る人，そして，同じ決定からもたらされる

該当しないだろう。例えば，ハリスバーグ

リスクによって『直接流れてくる』不安や

エリアの住民が他の地域に親戚を持って

ストレスに苛まれている人の差異を特定

いるとしよう。TMI Unit 1 の再稼働で，こ

することは困難なのである。行政機関にと

うした親戚が心理的な健康問題を持つこ

って，『純粋な』心理的健康影響の主張と，

とはありうる。原発事故によって親族が被

民主的に受け入れられた政策に対する不

害を受けるリスクがあるというために，彼

一致のみを理由とした主張とを区別する

らは，『不安，緊張そして恐怖，ある種の

ことは，あまりにも困難となるであろう。」

無力感』に悩まされ，そうしたものが精神

（中略）「第 2 に，控訴裁判所は，PANE の

的疾患を伴いうる。しかしながら，こうし

主張が，『特異的でトラウマ的な原子力事

た被害は，単に，TMI Unit 1 の再稼働によ

故によって引き起こされた』ためになされ

って引き起こされる人々の心理学的な健

たことを指摘した。我々は，TMI Unit 2 の

康被害を NRC に評価するよう求めることを

事故がどのように PANE の主張する争点を

正当化するには，物理的環境からは，あま

『環境影響』に変化させたのか理解できな

りにも遠いものである。」（中略）「いう

い。控訴審裁判所は，『1979 年 3 月の事故

までもなく，リスクは，現代生活の広汎な

の心理的後遺症が，NEPA の領域に入らない

要素である。我々が直面するリスクの多く

とは考えられない』とするが，一方では，

は，とてつもない達成をもたらすチャンス

NEPA は，過去の事故の影響に方向付けられ

と重大な事故の可能性の双方をもたらす

ているものではなく，過去の連邦政府の行

現代の技術によって生み出されている。

為に対する救済スキームを作り出すもの

医療専門家は，リスクに人間のストレスを

でもない。これは，将来の行動の将来の効

発生させ，それが順に深刻な健康被害のレ

果を評価するための機関として制定され

ベルまで上昇する可能性があることに合

たものである。NEPA に関する言葉でも歴史

意しているようである。他にも多く理由か

でも，その射程は，どんな事故を『きっか

ら，どんな技術進歩による利益も，それに

け』に拡大すべきであることを示唆するも

付随するリスクに見合う価値があるかど

のは一切ない。」

うかという問題は，重要な公共政策の問題

以上のように，TMI 事故発生当初から，
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福島第一原発事故同様に，米国法制度の範

たものではなく，事故によるものは一時的

囲内で，精神的苦痛，ストレス，コミュニ

な精神的苦痛以外健康への影響は何もな

ティへの影響などが議論はされてきたも

かったと主張した。和解は，事故に由来す

のの，それは極めてコストのかかる個別の

る健康上の訴えに対し法廷外で行なわれ

損害賠償請求訴訟による解決の余地を残

た。各人への和解金の分配については，裁

しただけで，実効的な救済が実現している

判所ではなく当事者代理人の弁護士によ

わけではなさそうである。なお，上記連邦

って決定された。原告側は放射線被ばくが

最高裁判所判決が指摘するように，政府

各々の障害の原因となったことを支持す

は，こうした精神的損害が存在しないとい

る事実の挙証が難しいことを認めた趣旨

っているわけではないし，後述する被ばく

の示談書(papers in the settlement )を

による身体的損害についても同様の論理

提出した。ペンシルバニア州当局のスポー

25

構成がとられていると考えられる 。

クスマンによれば，州としてはここ数年間

(4) 身体的損害に関する和解

事故の健康に与えた影響について調査し

1985 年，TMI Alert の記事によると，TMI

てきたが，誕生時の障害(birth defects)

からの放射性物質の被ばくとダウン症の

と TMI 事故の因果関係を示唆する「どんな

子の出生の関連性について争われた訴訟

信頼すべき証拠」も発見されなかったとし

で，事業者は，1400 万ドル（日本円で約

た。もっとも，事故の間の放射線モニター

18 億円）の和解を成立させた。身体的損害

に問題があったため，発電所から放出され

をめぐる事案としては，最高額として知ら

た放射線の総線量はその後も争点となり

れているが，守秘事項のため，詳細は不明

続けた。

である。前掲経産省の資料によれば，ジェ

3 Public Health Fund のその後

ネラルパブリックユーティリティー社
(GPU 社)と米国原子力保険プールは，1985

Public Health Fund は，発電所周辺 25 マ

年 2 月，事故による障害を訴えていた 280

イル圏内の住民に関する Class 3 として，地

人と法廷外の和解を行った。和解総額は 35

域住民のための科学的調査と公共の健康に

件，1425 万ドルとなっているが，ペンシル

関する教育を提供する責務を負うこととな

バニア州郡裁判所では公表しなかった。事

った。前掲経産省の資料によれば，Public

業者は，和解は事業者側の訴訟費用の増大

Health Fund は，将来，住民が身体的損害の

を避けるための“経済的判断”によるもの

訴えを提出できるという可能性を開いたも

で，事故と身体的損害との因果関係を認め

のだとされていた。ただ，この Class 3 の和
解により設立された Public Health Fund の

25 PANE の後も，TMI Alert などが申し立てた類似の
NRCの審査過程に関する訴訟として，
1985 年のIn re
THREE MILE ISLAND ALERT, INC., et al., Petitioner,
No. 85-3301. In re Commonwealth of Pennsylvania,
Petitioner, No. 85-3302. In re Union of Concerned
Scientists, Petitioner, No. 85-3310. Norman O.
AAMODT and Marjorie M. Aamodt, Petitioners, No.
85-3315 v. UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY
COMMISSION, Nunzio J. Palladino, Chairman, and
United States of America, Respondents, Metropolitan
Edison Co., Jersey Central Power & Light Co., Penna.
Electric Co., and GPU Nuclear Corp., Intervenors.
771 F.2d 720 (3d Cir. 1985)がある。
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運用は，原告側代理人らにより選出された
Berger & Montague の David Berger 弁護士
（及びその息子の Daniel Berger 弁護士が
Liaison Counsel となった。）がランボー裁
判官により任命されて行うこととなった。
Public という名前にはなっているが，完全
な民間基金であり，裁判所での合意に基づ
き，このような基金が設立された前例はなか
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ったという26。ただ，この基金をどう使うか

は，事故後の懸念から，病院の受診，診察

について，調査研究のデザインを行うのは困

に関する実務によって代替的に説明可能と

難を極めた様子である。事故後の混乱で日々

した。

データは失われ，5 年以内に使用しなかった

(2) Hatch 報告に対し，異論を唱えたのが，

基金は返還しなければならないということが

ノースカロライナ大学の公衆衛生学の研究

和解の条件になっていた。Berger 弁護士ら

者である Steve Wing 博士である。Wing 博

は，科学アドバイザーからなる委員会を創設

士は，Hatch 教授らの使用したデータを再

27

し，研究プランなどを議論した様子である 。

度評価することにより，Hatch 教授らの早

(1) 1990 年 9 月，コロンビア大学の公衆衛

期調査には論理的・方法論的問題が存在す

生大学院の Maureen Hatch 教授率いる研究

ると指摘した30。この論文にもあるとおり，

チームは，Public Health Fund による TMI

Hatch 教授らの研究では，Unit 2 から半径

周辺半径 10 マイル圏内の住民について，
白

10 マイル圏内の住人について，
1975 年から

血病と小児がん等について，発がんリスク

1985 年までの間，病院を通じて得られたデ

を調査した結果を，American Journal of

ータを，放射性物質の飛散量の推定をもと

Epidemiology にて発表した。
Hatch 教授は，

に 69 の追跡調査に分けたことについて，
そ

観察された結果について，TMI からの放射

もそも，放射性物質の飛散量の推定が正し

性物質の拡散がこの限定的な期間内で発が

かったのかどうかについて疑問を投げかけ

んリスクを高めるという説得的な証拠は得

た。そして，被ばく量の推定が正しくなか

28

られていないと結論付けた 。さらに，Hat

ったとき，Hatch 教授らの結論には，過小

ch 教授らは，翌 1991 年 6 月，近隣住民の

評価がある可能性があると指摘した。これ

ストレスが，発がんを容易にし促進するか

に対し，Hatch 教授らは，同紙上で，応答

どうかについて，疫学調査の結果を報告し

論文を寄稿している31。被ばく量の推定モ

た29。Hatch 教授らは，事故による精神的ス

デルについて裁判所の示唆がなかったこと

トレスの解釈については，個人的なストレ

を述べ，早期の調査で被ばく量推定のモデ

スを客観的に計測する方法がないこと及び

ルの採用の仕方については限界があったこ

ストレスが人間の発がん性にどういう生物

となどを述べている。基本的には，同じデ

学的影響をもたらすかについての不確実性

ータを用いながら結論が異なるのは，解釈

が存在することから限界があるとし，発電

の違いであり，何に基づいてどう解釈した

所の近くにおけるがんの増加のメカニズム

のかを明らかにした上で，読者の判断に委ね
るほかないと結んでいる。
(3) Public Health Fund の調査結果は，

26 この Fund の運用は，裁判所の監督が続けられてい
た （ 後 掲 In re: TMI Litigation Consol.
Proceedings, 927 F.Supp. 834 (M.D.Pa. June 7,
1996)の判決文の説明による。
）
。
27 前 掲 Eriot Marshall. Carvingup TMI's Class
Action Fund. Science 222:142-144(1983).
28 Hatch MC, Beyea J, Nieves JW, Susser M. Cancer near
the Three Mile Island Nuclear Plant: radiation
emissions. Am J Epidemiol 132:397-412 (1990).
29 Hatch MC, Wallenstein S, Beyea J, Nieves JW,
Susser M. Cancer rates after the Three Mile
Island nuclear accident and proximity of
residence to the plant. Am J Public Health
81:719-724 (1991).

30 Steve Wing, David Richardson, Donna Armstrong,
and Douglas Crawford-Brown. A Reevaluation of
Cancer Incidence Near the Three Mile Island
Nuclear Plant: The Collision of Evidence and
Assumptions. Environmental Health Perspectives
105:52-57 (1997)
31 Maureen Hatch, Mervyn Susser, Jan Beyea.
Comments on "A Reevaluation of Cancer Incidence
Near the Three Mile Island Nuclear Plant: The
Collision of Evidence and Assumptions."
Environmental Health Perspectives 105:12 (1997)
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1981 年の和解後に提訴された 2000 人以上

であったが，このうち①から③までの要件

の原告による身体的損害に関する集団訴訟

は充足されており，争点は，④のみであっ

において，科学的証拠として議論されるこ

た。

ととなった。

被告側は，熱ルミネッセンス線量計

ランボー裁判官は，科学的証拠に関する

（TLDs）で測定された TMI Unit 2 から放

1993 年連邦最高裁判所判決が定めたいわ

出された放射性物質の量に基づいて，健康

32

ゆる Daubert 基準 に基づき，原告側が提

被害が発生しないと主張したのに対し，原

出した科学的証拠及び専門家証人につい

告側は，プルームの動きを考えると，TLDs

て，次々とこれを認めない決定を下してい

での放射性物質の飛散と被ばくを前提と

33

った 。そして，1996 年 6 月 7 日，ランボ

することはできないこと，さらに高線量

ー裁判官は，原告側の請求を棄却する略式

（10rems）の放射性物質の被ばくを受けた

34

判決を下した 。

可能性があることを，様々な専門家証人に

ランボー裁判官の判決の要旨は，次のと

よって主張立証しようとしたが，ランボー

おりである。

裁判官は，そうした高線量被ばくの立証が

すなわち，原告らの損害賠償が認められ

なされたとは認めず，原告側敗訴とした。

るためには，

これに対する連邦第 3 巡回区控訴裁判所

① 被告側が，1979 年当時の連邦規制で

は，Wing 博士の肺がんに関する専門家証

ある 5mrem（10 F.C.A . §§ 20.105 a

言に関する部分について，ランボー裁判官

nd 20.106 ）を超える放射性物質を環境

が Daubert 基準に基づいてこれを排除した

中に放出したこと

点については，誤りがあると認めつつ，た

②

だし，原審の結論に影響はないとして，原

原告側がこの放射性物質に被ばく

審を支持した36。

したこと（規制基準レベルの放射性物質

さらに，Public Health Fund の資金によ

である必要はない）
35

③ 原告側が疾病に罹患したこと

って，2003 年ピッツバーク大学公衆衛生大

④ 放射性物質が，こうした原告側の疾

学院の Evelyn Talbott 教授らによる約 20

病の原因であること

年間分の追跡調査もなされている37。
2003 年 11 月，Wing 博士は，「環境健康

32 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S.
579 (1993)
33 In re TMI Cases Consol. Ⅱ. 166 F.R.D 8 (M.D.
Pa. 1996)と In re TMI Cases Consol. Ⅱ. 922 F.
Supp. 1038, 1996 WL 166713 (M.D. Pa. April 5,
1996)において，
医学的因果関係に関する専門家証人
を排除し，In re TMI Cases Consol. Ⅱ. 922 F. Supp.
977, 1996 WL 166707 (M.D. Pa. April 2, 1996)で
被ばくと医学的因果関係に関する専門家証人を排除
し，In re TMI Cases Consol. Ⅱ. 910 F. Supp. 200,
(M.D. Pa. January 10, 1996)及び In re TMI Cases
Consol. Ⅱ. 911 F. Supp. 755, (M.D. Pa. 1996)
で被ばくに関する専門家証人を排除した。
34 In re: TMI Litigation Consol. Proceedings, 927
F.Supp. 834 (M.D.Pa. June 7, 1996)
35 この訴訟では，原告から 10 人を選出し，この 10 名
について因果関係の立証を行う方針で進められた
が，後に連邦第 3 巡回区控訴裁判所で 10 人のみに
ついて審理する方式については，覆された。

科学の客観性と倫理」を発表し38，その中
で，TMI 事故における疫学調査について，
科学の客観性という思い込みから，データ
の科学的な説明が社会的な概念，規範や先
入観によって形成されているという点が
36

IN RE: TMI LITIGATION 193 F.3d 613 (3rd Cir.
1999)
37 Talbott E, Youk A, McHugh-Pemu K, Zborowski J.
" Long term follow-up of the residents of the
Three Mile Island accident area : 1979–1998".
Environ Health Perspectives, 111:3 (2003),
341–348
38 Steve Wing, "Objectivity and Ethics in Environmental
Health Science", Environmental Health Perspectives,
111:14 (2003), 1809-1818
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見過ごされた結果，健康影響が過小評価さ
れたのではないかということを指摘して
いる。

4 健康影響をめぐる米国訴訟からの教
訓
TMI 事故をめぐる健康影響についても，福
島第一原発事故と類似の議論がなされている
ことが分かる。緊急時における初期被ばくデ
ータの欠損，被ばく量の推定，ストレスが健
写真 3 TMI 発電所の対岸・旧ビジターセンター（現在
は閉館）跡に建てられ，事故があったことを記
した標識。「ここでの出来事は世界中の原子力
産業に基本的な変化を引き起こした」との文言
について，事実でないのではないかと一部住民
との論争があったと聞いた。

康に与える影響，人間以外の生物への影響か
らの推論，様々な疾病と被ばくとの因果関係
は，一通り，訴訟の中で争われ，多くの専門
家証人が法廷に証拠を提出した。法的争点に
対する科学的証拠の信頼性を法律家が判断す
ることの難しさも共通である。個々人の健康

第 4 野生生物に対する影響調査

被害立証については，特に米国の司法制度の
下では，裁判コストの障壁が極めて大きい。

1 野生生物に対する影響調査の意義

加えて，精神的苦痛に対する慰謝料に関する

野生生物は人間と違って，外部被ばくを下

実務も日本とは大きく異なる。TMI 事故後も，

げるために放射線量の高いところを生活上回

米国で発生した広域・巨額の不法行為訴訟を

避したり，内部被ばくを下げるために食物を

通じ，極めて高い立証のハードルを前に，各

選択したりすることはできないため，外部被

個人への迅速かつ合理的な救済をどう行うべ

ばく・内部被ばくとも高くなり，放射性物質

きかは，いまだ米国でも決着をみているわけ

による被ばくの影響は人間より深刻ともいえ

ではない。原子力を利用し続ける限り，原子

る。また，おそらく，動物には放射性物質に

力災害の場面で，
被害者救済をどう行うかは，

より生活環境が汚染されているという認識は

議論し続けなければならない問題であり，

ないため，放射線による健康影響を恐れての

TMI，チェルノブイリ，そして福島の事故を経

ストレスというものは考えにくく，純粋に被

験する中で，「健康被害」のとらえ方も変容

ばくの身体的影響を考えるに当たって参考に

してきている。ロシアや米国とは法的文化背

なる。

景の異なる日本が，幅広い被害救済をめぐっ

以下は，福島第一原発から放出された放射

て取り組んでいる現状の発信は，多くの環境

性物質による野生生物への影響を調査した研

訴訟に直面する諸外国にとっても，非常に重

究について，その幾つかを紹介する。

要な示唆を与えるものとなると思われる。

2 ニホンザル
(1) 研究の概要
ニホンザルの研究は，日本獣医生命科学
大学の羽山伸一教授らのグループによる
ものである。羽山教授らは，事故直後から
福島市西部（東部にはニホンザルの群れは
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存在しない）に棲息するニホンザルの捕獲

因を裏付けるデータはないため，被ばくの

個体（駆除による）につきセシウム濃度と

影響を否定することはできない。

血液の検査を行った。事故後の福島市の放
射性セシウムによる土壌汚染は 10000Bq か

図表省略

ら 300000Bq であった。
(2) 筋肉中セシウム濃度
ニホンザルの筋肉中セシウム濃度につ
いて 2011 年 4 月 11 日から 2012 年 6 月 3
日までに捕獲された 155 個体を測定したと
ころ，
2011 年 4 月に 1 万から 2 万 5000Bq/kg
と高濃度を示し，その後 3 か月あまりかけ
て 1000Bq/kg 程度にまでいったん減少した
図表 19 サルの幼獣における白血球数と筋肉セシウム
濃度の関係（『環境と公害』第 44 巻 4 号「特
集 2 原発災害による野生動物の健康影響を
考える―ニホンザルを例に 羽山伸一」より）

が，2011 年 12 月から 2000～3000Bq/kg に
達する個体が散見され，2012 年 4 月以降で
は，再び 1000Bq/kg 前後を推移した。この
変動は，季節性（冬期に摂食する木の芽や

白血球数の減少自体は直ちに健康被害

木の皮は放射性セシウム濃度が高く，筋肉

ということはできないが，免疫力が低下し

中のセシウム濃度を上昇させる原因とな

ていることから感染症の流行などで大量

る。）のみならず，個体差によるものもあ

死が発生する可能性は否定できない。この

ると推測される。

ニホンザルの結果については，標本が少な

なお，筋肉中セシウム濃度の結果から過

すぎる，データのばらつきが大きすぎる，

大に見積もっても，年間 10mGy 程度（全身

より高レベルの汚染地域でのデータがな

X 線 CT 検査 1 回分に相当）の被ばく量とな

い，等の批判がなされたが，メンフィス大

る（なお，被災直後の被ばくは考慮外）。

学の Karmaus 教授（当時はサウスカロライ

(3) 血液検査

ナ大学）らの研究チームが，1993 年から

2012 年 4 月から 2013 年 3 月の期間に福

98 年にかけてウクライナの子供たちを対

島市及び対照群として非汚染値である青

象に血液検査を行い，血球数や血色素濃度

森県下北半島で捕獲されたサルついて，捕

の低下を 2008 年の論文で報告しており，

獲時に採血した血液を検査し，筋肉中セシ

その後，2008 年から 2010 年にも同様の血

ウム濃度も測定した。この期間における筋

液検査を実施したところ，体内のセシウム

肉中セシウム濃度は，福島市のサルでは 78

蓄積濃度の対数値と赤血球数や血色素濃

～1778Bq/kg の範囲であったが，青森県の

度などで統計的に有意な負の相関を明ら

サルでは全て検出限界未満であった。

かにしており，かかる研究結果との一致が

血液学的検査の結果を比較した結果，青

見られると羽山教授は指摘している。

森県のデータは，既存研究とほぼ同様であ
ったが，福島市では，白血球数，赤血球数，
ヘモグロビン量及びヘマトクリット値が

3 ヤマトシジミ
(1) 概要

青森県より有意に低かった。これは，被ば

ヤマトシジミの調査研究は，琉球大学の

く影響だけではなく，低栄養や感染症など

大瀧丈二教授らによるものである。同調査

他の原因も考えられるが，現状では他の原
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研究では，①事故当初から野外個体をモニ
タリング（野外調査），②飼育・飼育実験
により，子世代・孫世代の影響をみる，③
外部被ばく実験の実施，④内部被ばく実験
の実施を行っている。なお，本研究は，飼
育実験を原発事故の影響を受けない沖縄
で実施していること，内部被ばくと外部被
ばくを比較して内部被ばくも同様の影響
があるか否かを検証していることが特徴
的である。
(2) 野外調査
野外個体群（成虫）および飼育個体（野
外採集個体の子世代）における異常率の空
間的・経時的な変化を調べた。調査は，福
島市，本宮市，広野町，いわき市，高萩市，
水戸市，
つくば市の 7 地点で，
2011 年～2013
年の 3 年間に春と秋，計 6 回行われた。そ
の結果，汚染地域においては成虫（野外）
の異常率は，急速に増加し 2011 年秋（5 世
代目）にピークに達したが，この現象は低
汚染地域では見られなかった。
(3) 飼育実験
飼育個体における総異常率（幼虫，前蛹，
蛹期における死亡と成虫期における形態
異常を含む）も，2011 年秋（5 世代目）又
は 2012 年春（7 世代目）でピークに達した。
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図表 20 ヤマトシジミ（親世代）の形態異常が福島県・
茨城県で一旦増え，
収束してく様を示したグラ
フ
（Hiyama et al. Spatiotemporal abnormality
dynamics of the pale glass butterfly: three
years of monitoring (2011-2013) after the
Fukushima nuclear accident, BMC
Evolutionary Biology の Figure 3 より）
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町，飯館村山地，飯館村平地，福島市）

これらの野外個体群及び飼育個体群で

で採取したカタバミを食べさせたもの

の異常率の上昇は，2012 年秋（11 世代目），

である。対照群には，山口県宇部市で採

2013 年春（13 世代目）には正常なレベル

取したカタバミを食べさせた。その結

に戻った。さらに，同様の結果が，1 分当

果，宇部市産のカタバミを食べたヤマト

たりの捕獲頭数の変化や地面線量だけで

シジミはほとんど死ぬことはなかった

なく，原発からの距離と成虫の異常率との

が，福島市や飯館村産のカタバミを与え

間で見られる相関係数の変化においても

たヤマトシジミには，カタバミの線量に

得られた。これらの結果は，初期の世代で

応じた生存率の著しい低下が見られた。

生理的・遺伝的な不利益が発生し蓄積する

一方で，最も線量の高いカタバミで最も

が，それらは後に減少し正常値に戻ること

低下したわけではなかった。

を明らかにした。

図表省略

(5) 原因
正常レベルへの回復の原因として考え
られるのは，①時間的経過による放射線量
の低下が影響したこと，②自然選択により
放射線に耐性を持つ個体が残ったため考
えられるが，汚染のレベルが異なる全ての
調査地域において，2013 年には正常なレベ
ルまで異常率が戻ったことからすると，①
の原因だけでは説明できず，②の原因もあ
るものと考えられる。
(6) 被ばく実験
被ばく実験では，外部被ばく実験と外部
被ばく実験を比較したところ，類似の結果
が得られた。
①

外部被ばく実験

これはセシウム線源の周囲で沖縄産
のヤマトシジミの幼虫を飼育するとい
うものであるが，同じ親から産まれた子
個体を 2 群にわけ，片方は非照射のまま
飼育し（対照群），片方は照射を行った。
図表 21 外部被曝実験と内部被曝実験における生存曲
線（岩波書店『科学』2013 年 9 月号「原発事
故の生物への影響をチョウで調査する 大瀧
丈二」より）

照射は累積 22〜55mSv(180 時間〜280 時
間 ， 0.12 〜 0.201μSv/h) と 累 積 57 〜
125mSv(177〜387 時間，0.32μSv/h)で行
ったが，その結果，対照群では生存率が

なお，実験の結果，生存率の低下だけ

低下し，しかも高照射群の方が死亡率は

ではなく矮小化と形態異常も見つかっ

高かった。
②

ており，野外調査の結果が実験室で再現

内部被ばく実験

されたことになる。そして，大瀧教授は，

これは沖縄産の幼虫に，福島県（広野
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野外調査の結果を考え合わせると，福島

性物質による汚染が原因と考えられ，そし

第一原発事故由来の放射性物質がヤマ

て，2012 年に生存能力と健全性が回復した

トシジミに悪影響をもたらしたと考え

のは，自然選択の結果と考えられると結論

るのが妥当と結論付けている。

付けている。これは，前記のヤマトシジミ
の研究結果と類似している。

4 その他の調査研究

(2) 鳥類

ニホンザル，ヤマトシジミの他に，以下の

2011 年 7 月に福島県内の 300 に及ぶ地点

野生生物に関する調査研究が発表されてい

で実施された鳥の種類数と個体数の調査

る。

によれば，全体的に鳥の個体数は放射線量

(1) ワタムシ

が高い所でより少なくなることが報告さ

ワタムシの研究は前記のヤマトシジミ

れている。調査対象となった地点で放射線

の研究と似た結論を導いている。北海道大

量が最も高い地点は 1 時間当たり 35μSv，

学の秋元伸一教授の研究によると，2012 年

最も低い所で 1 時間当たり 0.5μSv であ

春に原発事故以降初めての交配の結果生

り，それぞれの調査地点での鳥の個体数と

じたワタムシ（アブラムシの仲間）の世代

種数は，研究者らによる目視と鳥の鳴き声

を調べたところ，福島第一原発より 32km

により調査・判別された。なお，福島での

の地点で採取した 164 匹の Tetraneura

調査結果とチェルノブイリにおける調査

sorini 種の 1 齢幼虫のうち 13.2%が形態異

結果と比較したところ，福島とチェルノブ

常を示し，うち 4 個体(2.4%)には顕著な異

イリの両地域で 14 種の鳥類が共通してい

常が見られた。これに対し，比較対照群で

たが，福島の方が個体数は少なく，チェル

ある 7 地点の非汚染地域の集団では異常を

ノブイリよりも影響が大きかったと報告

示す個体の比率は，0.0%から 5.1%（平均

されている。

3.8% ） に 過 ぎ な か っ た 。 同 様 に ， T.

nigriabdominalis 種では，1 齢幼虫のうち，

5 小括
以上のとおり，幾つかの野生動物で放射線

5.9%が形態異常を示し，うち 1 個体顕著な

による影響と見られる変化が起きている。こ

異常が見られた。
また，（放射性物質による汚染の影響を

れらは直ちに人間への影響を肯定するもので

受けない）閉鎖空間である虫こぶの中で生

はないが，人間にかなり近い種類であるニホ

み出された T. sorini 種 543 頭の第 2 世代

ンザルに対する影響が報告されているところ

幼虫では，そのうちわずかに 0.37%が形態

であり，放射線量の比較的高い地域の住民に

異常を示すのみであり，第 1 世代に見られ

対する継続的な健康調査の必要性も検討され

た形態異常は次世代には遺伝しなかった

るべきであろう。

ことが示唆された。
さらに，2013 年春に同一地点で採集した
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第 4 節 被災者の健康管理について
る調査も行われていたが，連合国が 1945 年 9

第 1 はじめに

月以降，日本を現実に占領するに当たり，ア

第 1 節で見てきたように，福島県を中心と

メリカを主導とする連合国総司令部
（GHQ）
は，

する福島第一原発事故の被災者の置かれてい

原爆投下の実情が明らかになることは，人道

る状況として，健康面では，①避難自体によ

に対する罪として占領政策が円滑に進行しな

る健康被害，
②避難の長期化による健康被害，

い事態になることを恐れた。そこで，GHQ は，

③放射線による健康影響などが指摘されてい

1945 年 9 月 19 日，
｢日本に与える新聞遵則 10

る。

項目」（プレスコード）を発し，原爆投下に

現時点で，実際に目に見える被害として

よる被害の実相を明らかにすることを禁止

は，①，②の被害への対応が求められている。

し，
また，
同年 11 月には医学研究も制限した。

しかし，今後，推移を見守る必要がある健康

その一方で，アメリカは臨床例の報告や被ば

影響としては，③の放射線による健康影響も

く者の剖検資料までを本国に持ち帰った。そ

重要である。

のため，日本における原爆被害の究明，被ば

ここでは，①，②への対応を含め，今後の

く者に対する医療は決定的に立ち後れた。

推移が懸念される③の放射線による健康影響

広島・長崎の被爆者に対する健康影響の調

に関し，広島・長崎での被爆の経験とその後

査は，第 2 節・第 1 で見たように，広島・長

の広島・長崎の被爆者への医療面での援護が

崎における白血病の異常な増加や，放射線に

どのように行われたかについて述べたい。

よる遺伝的影響に対する危惧により，放射線

まず，広島・長崎の被爆者に対する原爆医

による確率的影響を評価するための組織的長

療法（1957 年制定）がどのような経緯で制定

期的な疫学追跡調査の必要性が示され，1947

され，また，その制定後，援護の範囲が拡大

年に米国側で原爆傷害調査委員会（ABCC）が

されてきたかを概観する。

設立され，調査研究が開始された。被爆者に

その上で，現在，福島第一原発事故の被災

は，モルモット扱いされたような検査はされ

者に対して，どのような健康調査・健康管理

るが，治療はしないとして評判はあまりよく

の制度が必要かについて提案したい。

なかった。
放射線に起因する疾病として，広島・長崎

第 2 健康調査から健康管理へ－
広島・長崎の経験から

の被ばく者調査によると，これまで，白血病・

1 広島・長崎の被爆者に対する調査

塞，
甲状腺機能低下症などが認められてきた。

がん状腺，そのほかの固形がん肝炎，心筋梗

被ばく状況についての調査は，日本軍が，

これは，広島・長崎の被爆集団として，長期

大学などの研究機関と協力しながら実施さ

間の寿命調査（LSS）を行って明らかになって

れ，広島に投下された爆弾が原子爆弾である

きた事実である。
広島・長崎では，原子爆弾の投下による爆

ことが確認された。
日本国政府は，原爆投下直後の 1945 年 8

撃により，高度約 600m 程度で炸裂し，爆弾の

月 10 日に，スイス政府を通じて，原爆被害は

内部の放射性物質が爆裂し，四方八方に飛び

アメリカによる原爆投下の国際法違反である

散った。原子爆弾の威力はすさまじく，熱線，

とする抗議声明を発出していた。

爆風も驚異的なものだった。
また，放射線影響研究所の作成した被ばく

その後，東京大学の都築正男教授などによ
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評価システムである DS86 などでは，
原子爆弾

れ，1952 年 4 月 30 日，公布・施行された。

から放出された初期放射線は，爆心から 2km

これにより，軍人・軍属の戦没者の遺族に

くらいまで届いたとされている。これによる

は遺族年金と弔慰金が，障害者には障害年

と，爆心地の近くほど高線量の放射能に曝さ

金が支給されることとなった。その際，当

れ，放射能の影響により，爆発直後に急性死

時日本国籍のある国民義勇隊員や勤労動

した者が多数いたと推定される。

員学徒，徴用工，女子挺身隊員の遺族へも

さらに，直爆を受けたが急性死を免れた

弔慰金が支給されることとなった。

者，直接の爆発に曝されなかった者（原爆投

しかし，戦傷病者戦没者遺族等援護法に

下後に入市しての被ばく，救護などによる被

より援護の対象となった者は，ごくわずか

ばく）も，直爆した被ばく者と同様の放射能

であった。一般の人々に対する援護措置は

によると見られる，急性症状（下痢，嘔吐，

なかった。敗戦後の被爆者の生活状況は困

紫斑，脱毛など）が発症した者が，亡くなっ

窮を極めていた。被爆者は，放射線の影響

ていく状況があった。直接の爆発に曝されな

により病気がちとなり，仕事ができない者

かった者が，原爆病といわれたのと同様の症

が多数いた。

状を発症した状況は，初期放射線の影響だけ

(2) 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法

ではなく，残留放射能，放射線降下物などに

律」（1957 年法律第 41 号，以下「原爆医

よる被ばく（外部被ばく・内部被ばく）の影

療法」という。1994 年に被爆者援護法に統

響があったものと考えられてきた。

合）の制定に至るまで

1945 年の年末までに，広島で約 14 万人，

① 日本では，1960 年以前は，国民皆保

長崎で約 7 万人の人々が亡くなったと推定さ

険制度となっておらず，公務員・被用者

れている。

については健康保険制度があったもの

そして，急性死を免れた人々を次いで襲っ

の，それ以外の者に対しては健康保険制

たのは，白血病などの血液のがんであった。

度はなく，医療費を自己負担することが

長崎では，1947 年，広島では，1948 年が初発

必要であり，経済的理由のため，医師の

とされている。その後，固形がんを発症する

診療はよほど酷い健康状態にならない

人が増えてきた。

と受けないという受診状況だった。
しかし，広島市・長崎市では，日本が

2 広島・長崎の被爆者に対する援護

独立した後，被ばく者調査を実施し，原

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援

爆による障害者が多数存在することを

護

具体的に把握できた。

1945 年当時，軍人・軍属，公務員などに

1953 年，広島市・長崎市では，治療を

対しては，恩給法による一定の援護措置が

必要としている原爆障害者の救済のた

あったが，敗戦後，1946 年，連合国最高司

めに，それぞれ，市長，医師会会長など

令官の指令により，重症者に係る傷病恩給

も加わった組織である広島市原爆障害

を除き，旧軍人軍属の恩給が廃止（勅令第

者対策協議治療会，長崎市原爆障害者治

68 号）された。

療対策協議会がそれぞれ設立され，啓発

その後，戦傷病者および戦没者の遺族等

活動を行うとともに，原爆障害者の治療

への対応については，1951 年 9 月にサンフ

費全額国庫負担などを求めていった。

ランシスコ講和条約の調印後，「戦傷病者

② 1954 年 3 月 1 日，ビキニ環礁で操業

戦没者遺族等援護法」の法制化が進めら

中の第 5 福竜丸が，米国の水爆実験によ
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る死の灰の被ばくを受けた。この結果

は相当長期を要しかつ困難であること，

は，日本の人々に衝撃的な影響を与え，

②原爆障害を発症していない者であっ

原水爆禁止を求める大きな国民的運動

ても，被ばく後 11 年経った当時でも，

となっていった。

新たに発病して重態に陥り不測のうち

また，ビキニ水爆の被害状況が詳細に

に死亡するものがあること，③そのた

判明するにつれて，政府も本腰を入れて

め，このような放射能の恐るべき影響は

米国に対し損害賠償などについて折衝

一般被ばく者に大きな不安を与えてい

を始め，米国もアリソン駐日大使は，同

ることなどの事実が存在した。

年 3 月 25 日，「福竜丸事件の日米共同

その上で，原爆障害は国の責任におい

調査が完了するに先立ち米政府は暫定

て遂行した戦争による犠牲であるから，

的措置として被害者の医療費，賃金，こ

被ばく者の救済は当然国家の責任で行

のほか家族救済費などを日本政府と米

なわれるべきであり，被爆者の救済方法

大使館の話合いにより必要と認められ

としては，①被爆者に対しては健康管理

る金銭的援助を日本政府が行えば，これ

を行うこと，②原爆障害者に対しては医

を日本政府に償還する用意をもってい

療を行うこと，③医療を受けることによ

る」との声明を発表した。このように福

りその者の生計が困難になると認めら

竜丸の善後措置として，被害者の治療を

れる者に対して医療手当を支給するこ

はじめ諸対策が国家によって行われる

と，④これらは国費で行なわれることが

ことになった。

求められたのである。

上記のことは，広島・長崎の原爆被ば

② 原爆医療法の国会での議論

く者にとっても，この事件の成り行きは

原爆医療法の審議は，第 26 回通常国

重大な意味を持った。すなわち，アメリ

会において，1957 年 2 月 21 日，衆議院

カの水爆実験による被害者への諸対策

に｢原子爆弾被爆者の医療等に関する法

が国費によって行われるのならば，原爆

律案(以下「法律案」という。)」が提出

被ばく者が同様の救済を受けられない

され，神田博厚生大臣（当時）により，

はずはない，との考え方が出てきたので

この法律案の提案理由並びに内容の概

ある。

略が次のように説明された（要旨)。

そこで，広島市・長崎市は，原爆障害

「原子爆弾の被爆者は，十余年を経過

対策を国の問題として取り上げるよう

した今日，なお多数の要医療者を数える

政府に要望し，原爆症患者の治療費全額

ほか，一見健康と見える人にも突然発病

を国庫負担とする，原爆障害者の生活援

して死亡するなど，これら被ばく者の健

護について特別保護法を制定すること

康状態は，今日においてもなお医師の綿

などを求めていった。

密な観察指導を必要とする現状であり，

(3) 原爆医療法制定過程

国としてもこれら被ばく者に対し適切

① 被爆地からの陳情活動

な健康診断及び指導を行い，不幸にも発

原爆医療法制定を求める被爆地であ

病された方々に対しては，国において医

る広島市・長崎市からの陳情活動の要点

療を行い，その健康の保持向上をはかる

は，以下のような内容であった。

ことが，緊急必要事であると考え，法律

すなわち，被爆地の実態として，①原

案を提出した。

爆障害の症状は極めて複雑であり，治療

その要点は，第一は，原爆投下当時広
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島市，長崎市に居住していた者などに，

援護の内容としては，全ての被ばく者を

申請に基づき被爆者健康手帳を交付し，

対象とする無料の健康診断（年 2 回・定期

健康診断及び必要な健康上の指導等の

健康診断，別に年 2 回の希望健康診断）の

健康管理を行う。

実施と「認定被爆者」（放射線に起因する

第二は，健康診断の結果などにより，

疾病（がんや甲状腺機能低下症など）にな

原爆の傷害作用に起因して負傷し又は

り現に医療を要する状態にある被ばく者）

疾病にかかり，現に医療を要する状態に

に対する医療事業として始まった。

ある被ばく者に対しては，申請によりそ

その後，被爆者が病気がちであること，

の旨の厚生大臣の認定を受けた者には，

免疫力の低下が認められる状況があるこ

必要な医療の給付を行う。

となどから，医療援護の対象者の拡大を求

（中略）

める運動が引き続きあり，1960 年の国民皆

第五は，この法律の施行に要する費用

保険制度の始まりとほぼ同じ時期に，原爆

は，全額国庫の負担において行う。」

医療法が改正され，認定被爆者ではない，

この法案は，衆参両院での審議の結

一般の被爆者に対しても，医療の給付を受

果，
1957 年 3 月 31 日，
原爆医療法は 1957

けた場合の自己負担分（保険医療を受けた

年法律第 41 号として公布され，1957 年

場合の一部負担金・保険給付がないときは

年 4 月 1 日から施行された。

医療費全額）を支払うことなく国庫から負

(4) 原爆医療法の内容

担する制度（一般疾病医療費の支給制度）

同法は，被爆者（1 号・直爆，2 号・入

が創設された。これにより，当初は，被爆

市，3 号・救護，4 号・胎児）した者に被

者のうち特別被爆者（爆心地から 2km 以内

爆者健康手帳を交付し，同手帳の交付を受

で被爆した者）は，指定病院である被ばく

けた被爆者に対する定期的な健康診断の

者一般疾病医療機関に被爆者健康手帳を

実施及び，被爆者の中でも原爆症という放

持参して受診すれば，医療機関から医療費

射能の影響による疾病で現に医療を要す

を求められることなく，医療を受けること

る場合に国費で医療の給付が行うことを

ができるようになった。この一般疾病医療

柱とする。

費の支給対象となった被ばく者は，順次拡

対象となる被爆者は，1 号・直爆の場合

大されていくことになり，1974 年 10 月に

は，旧長崎市及び広島市並びにその隣接区

は，全ての被爆者が対象になった。
（厚生労働省 HP・http://www.mhlw.go.jp/

域で被ばくした者である。2 号・入市の場

bunya/kenkou/genbaku09/17.html）

合は，旧長崎市及び広島市の爆心地から約

被爆者は，被爆後 10 年以上経過した後，

2 キロ以内に被ばく後 14 日以内に入市した
者である。3 号・救護の場合は，1 号，2 号

原爆後障害と思われるものが，突然，発症

以外の者で，「原子爆弾が投下された際又

する例が発生した。当時，放射性物質や放

はその後において，身体に原子爆弾の放射

射能の影響があると認められる後遺障害

能の影響を受けるような事情の下にあっ

について，十分に解明されていなかったこ

た者」とされるが，市内から逃げてきた被

ともあって，ある時点で後遺障害が発症し

爆者を救護・看護したような場合などが実

ていなくても，将来発症のおそれがあると

例として多い。4 号・胎児の場合は，1 号

いう大きな不安を一般被爆者に与えるこ

から 3 号に規定する事由に該当した当時そ

とになった。そのため，このような不安を

の者の胎児であった者とされている。

少しでも解消するために，放射能の影響を

－55－

第1章

福島第一原発事故に起因する健康影響と生活再建

受けているがどうかその解明が不十分で，

けるようになっている状態のときに，切断

その意味で明確ではなくても，被爆により

されると，染色体異常が発症しやすくなる

放射線の影響を受けるような抽象的可能

と考えられている。また，現在の科学レベ

性があれば，広く，被爆者としてとらえ，

ルでは，晩発性障害の原因を病理学的に特

健康診断を定期的に実施し，健康の維持・

定できず（例えば，放射線によるがんと他

管理をするという方法で，救済しようとし

の原因によるがんとを区別できないこと

て制定されたのが，原爆医療法である。

－非特異性）疫学調査によらざるを得ない
という問題がある。

3 放射線による人体への健康影響

図表省略

(1) 放射線とは何か
放射線の人体への影響を考えるに当た
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。放射線の被ばくに
より，人体への影響が問題となるのは，放
射性の原子の原子核から放出されるのが
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。
ベータ線は，電子，アルファ線は，ヘリウ
ムの原子核で，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

図表 22 矢ヶ崎克馬『隠された被曝』（新日本出版社，
2010 年）91 頁より

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，

放射線による単純化された発がんのメ

分子は切断される。身体の中の遺伝子やタ

カニズムについては，放射線が DNA 損傷を

ンパク質分子などは長く連結されている

引き起こし，突然変異を生じさせ，がんを

から，電離された場所で分子の連結が切断

発症すると考えられている。

され，遺伝子の変性や細胞の死滅を招く。

しかし，放射線影響研究所の調査では，

これには，直接放射線が切断する場合（直

放射線の線量と相関して細胞性免疫の低

接作用）と，活性酸素の生成により，これ

下や炎症の持続といった加齢現象の原因

が遺伝子を切断する場合（間接作用）があ

と同様の変化が認められており，これが，

る。

発がんにどのように絡むかという問題や

特に，細胞分裂が起こる際に，遺伝情報

活性酸素の生成が他の原因による加齢原

をつかさどる DNA の二重らせん構造がほど

因となるため，晩発性障害（がんの発症な
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ど）については，他の原因との区別が困難

クの明らかな増加を証明することは難し

という問題が存在している。

いとして，年間 20mSv 以下なら，被災地に

(3) 放射線による人体への健康影響の他の

戻って生活してもよいとする政策を進め

有害物質との対比

ている。

以上に述べてきたように，放射線による

ところが，年間 20mSv という数値は，職

人体への健康影響は，他の有害物質，例え

業被ばくの場合に許容される放射線管理

ば，有機水銀を摂取すれば水俣病を発症す

区域の限度（外部放射線に係る線量につい

るとか，アスベストを吸引すれば中皮腫な

ては，実効線量が 3 月あたり 1．3mSv）を

どを発症する場合のように，原因物質と症

超えているが，放射線管理区域では，飲食

状の疫学的因果関係がかなり明瞭に認め

することも制限されているのである。

られる場合と異なり，放射線の人体への健

ICRP の 2007 年勧告では，約 100mSv を下

康影響として，いわゆる晩発性障害の典型

回る低線量域では，がん又は遺伝性影響の

とされる固形がんについては，他の原因と

発生率が関係する臓器及び組織の等価線

の識別が明瞭にできるかという問題があ

量の増加に正比例して増加するであろう

る。

と仮定するのが科学的にもっともらしい，

特に，放射線に起因するがんの発症につ

という見解（LNT モデル）を支持するとし

いては，広島・長崎の調査の結果である疫

ながらも，このモデルの根拠となっている

学データ（LSS 集団について）によれば，

仮説を明確に実証する生物学的／疫学的

1Sv の被ばくをすると，生涯の間にがんに

知見がすぐには得られそうにないとして，

罹患する過剰相対リスクが約 1．5 倍にな

低線量における健康影響は不確実である

るとされている。

とし，非常に長期間にわたり多数の人々が

すなわち，仮に，がんによる死亡率が

受けたごく小さい線量に関連するかもし

20％であるとすると，1Sv の被ばくにおり，

れないがん又は遺伝性疾患について仮想

20％×1．5＝30％となるから，過剰絶対リ

的な症例数を計算することは適切ではな

スクは，10％となる。

いとする。

以上のように，過剰相対リスクの存在は

この勧告は，約 100mSv を下回る低線量

認められても，それは，被ばくした者の全

域では，がん又は遺伝性影響の発生率が関

員に疾病を生じさせる訳ではないが，実際

係する臓器及び組織の等価線量の増加に

に発症するまでの間，リスクのある者が不

正比例して増加することを認めながら，そ

安を感じ続ける結果をもたらし，また，実

の証拠を明確にするのが難しいから，影響

際にがんを発症しても，放射能に起因する

を考えなくてもいいという奇妙な結論に

ものかどうか判定が困難である。

なっている。これは，ICRP の勧告自体が科

(4) 100mSv 以下の被ばくによる健康影響

学的な判断を装っているものの，実際に

をどうみるか

は，核（原子力）の利用を進めることを前

政府は，国際放射線防護委員会（ICRP）

提として，政治的な判断を行っていること

の見解に依拠して，年間 100mSv 以下の被

に起因する。

ばくでは，健康影響は確認できない，年間

ところで，ICRP 勧告が基礎資料とした放

100mSv 以下の被ばく線量では，他の要因に

射線被ばくに関するデータに，広島・長崎

よる発がんの影響によって隠れてしまう

での被ばく者のデータ（LSS・寿命調査・

ほど小さいため，放射線による発がんリス

放射線影響研究所）がある。
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2012 年に公表された LSS14 報では，「全

がん検査結果から見れば，スクリーニングに

固形がんについて過剰相対危険度が有意

よる増加だけでは説明できないのではないか

となる最小推定線量範囲は 0-0.2Gy であ

と思われる状況が存在している。がんを発症

り，定型的な線量閾値解析（線量反応に関

する原因は放射能の被ばくのみに限られない

する近似直線モデル）では閾値は示され

としても，福島第一原発事故の影響を否定し

ず，ゼロ線量が最良の閾値推定値であっ

さることができない状況にあると見るべきで

た。」と記されている

ある。また，原発事故と発がん等の疾病との

（ http://www.rerf.or.jp/library/rr/rr

疫学的調査の正確な結論は全ての事態が終わ

1104.pdf）。この見解を前提とすれば，本

るまで，換言すると，全ての被災者が死亡し

来，ICRP の 2007 年勧告は改訂されなけれ

た時点で，その死亡原因の調査が終わらない

ばならないと思われる。

と明らかにならないともいえる。しかし，そ

また，この点，10～40mSv の被ばくでも

れを待っていたのでは，被災者は救済されな

がん罹患率に有意な上昇が認められると

い。

いう論文が発表されていることも注目すべ

行政の役割とは何か。

きと思われる。
（Carreer risk significantly

ここで，原爆医療法の提案理由を想起する

rises at 10-40mSv:Reserch by McGil team：

必要がある。政府は，前述のように，「原子

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

爆弾の被ばく者は，十余年を経過した今日，

les/PMC3050947/?tool=pubmed）

なお多数の要医療者を数えるほか，一見健康
と見える人にも突然発病して死亡するなど，

4 小括

これら被ばく者の健康状態は，今日において

福島第一原発事故に起因する健康影響に

もなお医師の綿密な観察指導を必要とする現

ついては，これまで見てきたように，①従前

状であり，国としてもこれら被ばく者に対し

の居住地から避難をしたこと自体に起因する

適切な健康診断及び指導を行い，不幸にも発

健康影響，②避難が長期化することにより生

病された方々に対しては，国において医療を

じている健康影響，③放射線による人体への

行い，その健康の保持向上をはかることが，

健康影響のリスクに起因するものの 3 類型の

緊急必要事である。」として原爆医療法を提

健康影響に対応する必要がある。

案した。
福島第一原発事故の被災者が放射線の健康

第 3 広島・長崎の経験を踏まえた
福島の被災者への援護の実現
へ

影響のリスクに脅えながら生活していかなけ

1 一定の被災者を医療援護の対象とす
る枠組みを作ることの必要性

とが判明してきている今日では，原爆医療法

ればならない状況は，低線量被ばくの健康影
響，内部被ばくの健康影響が無視し得ないこ
が制定された当時と同様の事情があるとみる
べきである。

現在の福島第一原発事故の被災者の置か
れている状況において，①従前の居住地から
避難が長期化することにより生じている健康

2 「福島原発被災者手帳制度」（仮称）
を創設すべきこと

影響が現実に生じており，③の放射線による

現行の被爆者援護法（原爆医療法を引き継

人体への健康影響のリスクに起因するものに

ぐ法律）では，広島・長崎の被爆者に対して

ついても，福島県民健康調査における甲状腺

定期的な健康診断の実施と被爆者に対する医

避難をしたこと自体に起因する健康影響，②
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療を自己負担なく提供することを実現した。

しても，原発事故の被災者に原発事故に起因

福島第一原発事故の被災者の場合には，放

する健康影響を否定できない結果が現れてい

射線に起因する健康リスクのみならず，従前

ることに対して，社会的に医療費の援護を行

の居住地から避難をしたこと自体に起因する

う仕組みを確立すべきである。

健康影響，避難が長期化することにより生じ
ている健康影響についても，医療援護が実施
されるべきである。
そのためには，現行の被爆者援護法の下で
被ばく者に交付されている
「被爆者健康手帳」
と同様の手帳を福島第一原発事故の被災者に
交付することとして，この交付を受けた者に
ついて，定期的な健康診断の実施と被ばく者
に対する医療を自己負担なく提供することを
実現すべきである。
なお，この点について，放射線による健康
影響に関してであるが，2015 年 6 月，厚生労
働省科学研究成果データベースに，「食品安
全行政における政策立案と政策評価の手法等
に関する研究」が公開された。この中に，
「福
島県甲状腺がんの発生に関する疫学的検討」
という報告が掲載されている。この報告書を
作成した研究メンバーの大半は，
福島県の
「県
民健康調査」検討委員会の甲状腺検査評価部
会のメンバーである。
その報告書の結論には，
「福島県とその周辺の県については，がん登
録と県民手帳（被ばく者手帳）を組み合わせ
フォローアップする必要がある」と記載され
ていた。その前提には，｢甲状腺がん発生の解
釈については，まだ事故の影響がないとは断
定できない」，｢原発事故による甲状腺がんの
増加が否定できない」という事実認識が前提
になっていると思われる。
現状では，原発事故に起因する様々な健康
被害（避難によるもの，避難の長期化による
もの，放射線の影響によるもの）について，
特に，放射線の影響によると思われる健康影
響について，必ずしも科学的に一致した見解
が確立しているとはいいがたい状況にあると
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第 5 節 避難指示と避難・帰還をめぐる住民の選択と損害賠償・
住宅支援をめぐって
準備区域」に移行する。

第 1 原発事故後の避難の経緯

③

1 事故直後から子ども・被災者支援法制
定まで

帰還困難区域＝避難指示区域の中

でも放射性物質による汚染レベルが極
めて高く，住民の帰還が長期間困難であ

(1) 事故直後

ると予想される区域。具体的には，5 年

まず，原発避難の経緯を簡単にまとめて

間を経過してもなお年間積算線量が 20m

おきたい。福島第一原発事故後，その日の

Sv を下回らないおそれがあり，年間積算

うちに第一原発の半径 3km 圏内に避難指

線量が 50mSv 超の地域。

示，3～10km 圏に屋内退避指示が出され，

②は住民の立ち入りが自由だが，原則

翌 12 日には避難指示が半径 20km 圏内へと

宿泊できない。③は立ち入りが制限され

拡大され，15 日には 20km から 30km 圏域に

る。

屋内退避指示が出された。4 月に入り，政

(3) その後の状況

府による避難区域の指定が進んだ。4 月 22

2012 年 3 月 30 日，原子力災害対策本部

日に福島第一原発の半径 20km 圏内が警戒

より「警戒区域，避難指示区域等の見直し

区域(人口 7 万 8000 人)に，20km 圏外のう

について（案）」が発表された。さらに，

ち飯舘村，川俣町の一部，葛尾村，南相馬

2013 年 10 月，「避難指示区域の見直しに

市の一部が計画的避難区域に，南相馬市の

ついて」が発表された 。

一部が緊急時避難準備区域に指定された

その後，地域ごとに指定の見直しがなさ

(人口 5 万 8500 人，同年 9 月末に解除)。

れた。その詳細は以下に示すとおりである。
a．川内村

さらに，6 月 30 日には「年間 20mSv を超え
ることが推定される地点」が特定避難勧奨

川内村において設定された避難指示

地点に指定された(伊達市，南相馬市，川

区域について，「ステップ 2 の完了を受

内村)。

けた警戒区域及び避難指示区域の見直

(2) 2011 年末における再編

しに関する基本的考え方及び今後の検
討課題について」（2011 年 12 月 26 日，

2011 年末には，避難区域は，次のように

原子力災害対策本部決定）に基づき，以

再編された。
①

下のとおり解除及び見直しを行うこと

避難指示解除準備区域＝避難指示

区域のうち，放射線の年間積算線量が 2

を決定する。

0mSv 以下となることが確実と確認され

（ア） 避難指示解除準備区域を解除する。

た地域。

（イ） 居住制限区域を避難指示解除準

②

備区域に見直す。

居住制限区城=避難指示区域のう

b．田村市（2014 年 3 月 10 日）

ち，年間積算線量が 20mSv を超えるおそ
れがあり，引き続き避難を継続すること

田村市において設定された避難指示

が求められる地域。居住制限区域は，除

区域について，「ステップ 2 の完了を受

染や放射性物質の自然減衰等によって

けた警戒区域及び避難指示区域の見直

年間積算線量が 20mSv 以下になることが

しに関する基本的考え方及び今後の検

確実と確認された場合，「避難指示解除

討課題について」（2011 年 12 月 26 日，
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原子力災害対策本部決定）に基づき，解

j．浪江町（2013 年 3 月 7 日）

除することを決定する。

町内の陸域の避難指示区域を，避難指

c．南相馬市（2012 年 4 月 16 日）

示解除準備区域，居住制限区域及び帰還

（ア）警戒区域を解除する。

困難区域に見直す。町内の陸域の警戒区

（イ）避難指示区域を，帰還困難区域，

域を解除する。2013 年 4 月 1 日午前 0 時

居住制限区域及び避難指示解除準備

に行う。

区域に設定する。

k．双葉町（2013 年 5 月 7 日）

d．飯舘村（2012 年 7 月 17 日）

陸域の避難指示区域を，避難指示解除

村内の計画的避難区域を避難指示解

準備区域及び帰還困難区域に見直す。ま

除準備区域，居住制限区域及び帰還困難

た，前面海域の避難指示区域を解除す

区域に見直す。

る。陸域及び前面海域に警戒区域を解除

e．楢葉町（2012 年 8 月 10 日）

する。2013 年 5 月 28 日午前 0 時に行う。

陸域の避難指示区域を，避難指示準備

（注）前面海域…双葉町と浪江町の陸

区域に見直す。前面海域の避難指示区域

地境界線と海岸線との交点の緯度（北緯

を解除する。陸域及び前面海域の警戒区

37 度 27 分 58.9 秒）から南側の海域であ

域を解除する。

り，大熊町と双葉町の陸地境界線と海岸線

f．富岡町，大熊町，双葉町及び浪江町

との交点の緯度（北緯 37 度 25 分 36.8 秒）

（2012 年 8 月 10 日）

から北側の海域であって，かつ東経 141
度5 分20 秒から西側の区域の海域をいう。

東京電力株式会社福島第一原子力発

l．川俣町（2013 年 8 月 7 日）

電所から半径 20 キロメートル圏内の海
域であって，東経 141 度 5 分 20 秒（陸

町内の避難指示区域を，避難指示解除

域から約 5 キロメートル）から東側の海

準備区域及び居住制限区域に見直す。

域について，避難指示区域及び警戒区域

2013 年 8 月 8 日午前 0 時に行う。
(4) 特定避難勧奨地点の全解除

を解除する。

2014年12月28日をもって全て解除された。

g．大熊町（2012 年 11 月 30 日）

(5) 福島県復興加速化指針に基づく避難指

陸域の避難指示区域を，避難指示解除

示の大規模な解除

準備区域，居住制限区域及び帰還困難区
域に見直す。陸域の警戒区域を解除す

政府は，2015 年 6 月 12 日，福島復興加

る。2012 年 12 月 10 日午前 0 時に行う。

速化指針を改訂し，福島県の居住制限区域

h．葛尾村（2013 年 3 月 7 日）

と避難指示解除準備区域について，避難指
示を遅くとも 2017 年 3 月までに解除する

村内の避難指示区域を，避難指示解除

との目標を定めた。

準備区域，居住制限区域及び帰還困難区
域に見直す。村内の警戒区域を解除す

両区域の原発事故前の人口は約5 万4800 人

る。2013 年 3 月 22 日午前 0 時に行う。

であり，避難指示区域全体の 7 割を占める。
また，上記時期までに両区域の避難指示

i．富岡町（2013 年 3 月 7 日）
町内の陸域の避難指示区域を，避難指

を解除することを前提に，避難指示区域か

示解除準備区域，居住制限区域及び帰還

らの避難者に東京電力が支払っている慰

困難区域に見直す。町内の陸域の警戒区

謝料について，解除の時期にかかわらず

域を解除する。2013 年 3 月 25 日午前 0

2018 年 3 月分まで支払うよう東京電力を指

時に行う。

導することを決めた。
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(6) 政府による強い帰還促進政策が始まっ

区域外避難者を中心とする働きかけの

ていること

結果，避難区域外の居住者や区域外避難者

福島第一原発事故から 4 年半を経過し，

に対しては，一定の定額賠償が実現した。

局面は避難指示解除，損害賠償打ち切り，

しかし，賠償額は少額にとどまっており，

仮設・借り上げ住宅の供与打ち切りとい

2012 年 8 月末で打ち切りとなった。

う，事故による影響を目に見えにくくさせ

住居，就労支援，食の安全確保，健康診

る政策が進んでいる。

断・医療などの課題は，東京電力による事

このような施策が，多くの避難者の意思

後的賠償だけで解決することは困難であ

に沿い，また，真に避難者の生活とコミュ

り，原発事故に対して責任を有する国によ

ニティの復興につながるかには大きな疑

る支援施策が必要とされていた。

問がある。

日弁連は，2012 年 2 月，「福島の復興再

この問題は，福島第一原発事故後の被害

生と福島第一原発事故被害者の援護のた

者支援に関わる最重要課題であり，また現

めの特別立法制定に関する意見書」を発表

在進行形で事態が急速に動いている。

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40。

以下において，避難と帰還，住宅支援に
関する問題について，子ども・被災者支援

(2) 2012 年通常国会における与野党案の

法の制定とその後の動きを軸に振り返っ

提案と審議状況
2012 年通常国会においては，与党の提出

てみることとしたい。

した，東京電力原子力事故の被災者の生活

2 子ども・被災者支援法の制定とその意
義

支援等に関する施策の推進に関する法律

(1) 区域外居住者・避難者支援のための統

した「2011 年東京電力原子力事故による被

（以下「与党案」という。）と野党の提出

一的施策の必要性
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
を超える人々が，放射線被ばくによる被害
から逃れるために避難したとされる（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
いる世帯は今も多い39。

39 成元哲（中京大学）による 2015 年 5 月 21 日子ども
被災者支援法 3 周年シンポジウムにおける「福島県
中通りの親子の生活変化と健康状態」と題する発表
によれば，福島県の中通りに親子で居住する者に対
する継続調査によると，避難したいとする回答は，
事故直後，85％あったが，逓減しているとはいえ，
2015 年 1 月の調査でも，24.5％が避難の希望を表
明している。保養の希望者は 2015 年 1 月段階で
55.1％に達している。
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40 この意見書においては，国内強制移動に関する指導
原則を参考にしている。
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ある。この原則は，災害
時の被災者・被害者に向けて，我が国の憲法の人権
保障規定を具体化する指針であるといってよい。
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第一原発事故の被害者は
まさに「国内避難民」にほかならない。
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。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
第一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る。
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害からの子どもの保護の推進に関する法

とを認め，原発被災者全般を対象としてい

律案」（以下「野党案」という。）の間で，

る。

一本化を図るための与野党協議が重ねら

被害者が被災地に居住するか，避難する

れ，与党案に野党案のエッセンスを盛り込

か，又は避難した後帰還するかについて，

む形で一本化がなされ，政府側とも協議の

被害者自身の自己決定権を認め，そのいず

結果，6 月には全会一致で成立するに至っ

れを選択した場合であっても適切な支援

た。

を受けられること（第 2 条第 2 項），支援

日弁連は 2012 年 3 月 26 日，5 月 29 日の

が長期にわたる確実なものが要請される

二回にわたって緊急集会，院内集会を開催

ことも規定されている。

し，地元自治体や自主避難者を支援してい

第 3 条では国の責務として，「国は，原

る NGO にも声をかけ，与野党の協議を促進

子力災害から国民の生命，身体及び財産を

した。

保護すべき責任並びにこれまで原子力政

(3) 制定された法律の概要

策を推進してきたことに伴う社会的責任

2012 年 6 月 21 日，衆議院で子ども・被

を負っていることに鑑み，前条の基本理念

災者支援法が成立した。全会一致であっ

にのっとり，被災者生活支援等施策を総合

た。法律の概要は，次のとおりである。

的に策定し，及び実施する責務を有する。」

法の目的は，「この法律は，東京電力原

ことを確認している。

子力事故により放出された放射性物質が

第 4 条は，「政府は，被災者生活支援等

広く拡散していること，当該放射性物質に

施策を実施するため必要な法制上又は財

よる放射線が人の健康に及ぼす危険につ

政上の措置その他の措置を講じなければ

いて科学的に十分に解明されていないこ

ならない。」として，財政的な裏付けを約

と等のため，一定の基準以上の放射線量が

束している。

計測される地域に居住し，又は居住してい

第 6 条は，除染の確実な実施を定める。

た者及び政府による避難に係る指示によ

「支援対象地域」の内外で生活する者に，

り避難を余儀なくされている者並びにこ

その区域からの，又はその区域への移動を

れらの者に準ずる者（以下「被災者」とい

自らの意思で行うことができるよう，それ

う。）が，健康上の不安を抱え，生活上の

ぞれ支援することを定めており，被害者の

負担を強いられており，その支援の必要性

自己決定を尊重するものと評価できる（第

が生じていること及び当該支援に関し特

8，9 条）。

に子ども等へ配慮が求められていること

最後までもめた医療費の減免について

に鑑み，特に子ども等に配慮して行う被災

定める第 13 条は，支援対象が子どもと妊

者の生活支援等に関する施策（以下「被災

婦に限定され，「原発事故に係る放射線被

者生活支援等施策」という。）の基本とな

ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医

る事項を定めることにより，被災者生活支

療を除く」ものとされた。支援が限定され

援等施策を推進し，もって被災者の不安の

ており，今後の改正も必要である。政府と

解消及び安定した生活の実現に寄与する

の交渉に当たった与党担当者である谷岡

ことを目的とする。」とされている（第 1

郁子議員（当時）の説明によれば，原発事

条）。

故に関連した避難生活，ストレス，PTSD な

第 2 条は基本理念を定め，法案の対象は

ども救済の対象とするものとされている

国が国民を保護する責任を負っているこ

が，法文上は明確でない。
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(4) 原発事故子ども・被災者支援法の特徴

ものとするために必要な措置を講ずるも

支援法は，以下の 3 点で，大きな特徴を

のとする」とされた。法制定を受けて，政

有するものであった。第一に，既に閣法と

府は政府の施策に反映させていくために

して成立していた福島復興再生特措法と

は，公聴会やパブリックコメントなど幅広

は異なり，「福島」という地域ではなく，

い市民が意見を述べられるプロセスを保

原発事故の「被災者」を支援するための立

障しなければならなかったはずである。

法であった。

(3) 原発事故子ども被災者支援法ネットワ

第二に，同法は，基本理念として，居住

ークの結成

の継続，避難，避難先からの帰還のいずれ

この法律の制定を提言してきた日弁連

についても，その選択を「自らの意思によ

は，このようなプロセスを今後も継続的に

って行うことができるよう，被災者がその

保障していく責任があると考え，福島県弁

いずれを選択した場合であっても適切に

護士会と協力し，「原発事故子ども被災者

支援する」ことを定め（第 2 条第 2 項），

支援法ネットワーク」の設立を呼びかけ

避難指示区域外においても，被ばくを避

た。この法案の制定に尽力した NGO である

け，防護措置をとり，あるいは避難を実施

「原発事故・子ども被災者支援法市民会

することを権利としてとらえ，その実現を

議」，「JCN41」と連携し，政府への働きか

支援することを定めている。いわば，被ば

けを強めていくこととした。このネットワ

くを避ける権利を実定法化したものとい

ークは今日まで，支援法の実質的な適用を

える。

求めて活動を継続してきた。

第三に，同法は超党派の国会議員による

(4) 被災者の声を政府に届けるための活動

議員立法として提案され，全会一致で成立

原発事故子ども被災者支援法ネットワ
ークは，被災者等の声を聴くためのフォー

した。

ラムや院内集会として，2012 年 9 月 5 日東

3 基本方針策定の遅れと法制定後の活
動

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

(1) 基本方針に委ねられた法の実効的な施

公聴会などの会合を開催し，福島現地に住

行

み続けている方々や避難されている方々，

本法の成立は全会一致であった。与野党

支援に当たっている自治体関係者や NGO の

の国会議員の被災者生活支援に対する熱

声を政府に届けるための諸活動に取り組

意が実った結果である。しかし，この法案

んだ。しかし，政府自らが意見を聴く機会

には，支援の施策の具体的な内容は明記さ

は設けられなかった。

れず，どのような支援策が講じられるか

(5) 基本方針策定に関する意見

は，法に定められた「基本方針」と政省令，

日弁連は，2012 年 12 月 20 日付けで「原

他の立法などの動向にかかることとなっ

発事故子ども・被災者支援法に基づく基本

た。この点が今日に続くこの法律の最大の

方針に関する意見」を取りまとめ，復興大

弱点となってしまった。
41 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。

(2) 求められていた被災者の意見の反映
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
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臣に提出した。この意見書は詳細なもので

(6) 原子力災害による被災者支援施策パッ

あるが，概要は次のとおりである。

ケージ

「1 被災者生活支援等施策の推進に関

2012 年中にも基本方針が示されるとい

する基本的方向について

う情報もあったが，12 月の選挙で政権交代

(1) 憲法，国際人権法，法第 2 条で規定

が起き，政務三役なども変わり，仕切り直

する基本理念に忠実な施策の実施

しとなった。

(2) 被災者の範囲を，福島第一原発事故

2013 年 3 月 15 日，復興庁は「原子力災

当時，支援対象地域に居住していた者に

害による被災者支援施策パッケージ～子

限らず，今後，新たに支援対象地域に居

どもをはじめとする自主避難者等の支援

住する者や，これから生まれてくる被災

の拡充に向けて～」を発表した。

者の子どもについても広く含むこと。

この被災者支援施策パッケージを公表

(3) 居住，移動及び帰還に関する自己決

した根本匠復興大臣（当時）は「子ども・

定権の保障と効果的な施策の実施

被災者支援法による必要な施策について

(4) 被ばくを回避する市民の権利の保

は，この対策で盛り込んだ」と説明した。

障

しかし，この政策パッケージは求められ

(5) 被災者に対するいわれなき差別を

ていた基本方針ではなく，既存の政策を並

防止するためのあらゆる施策の実施

べたものに過ぎず，また多くの施策の対象

(6) 予防原則に基づく健康被害の未然

地域が被災三県や福島県の一部に限定さ

防止

れていた。

(7) 支援対象地域の環境又は被災者の

福島県中通り・浜通りの多くの地域，宮

生活の完全な回復を目指した長期的・継

城県，栃木県，茨城県，千葉県の一部にも

続的支援の実施

このような地域が点在している。

2 支援対象地域に関する事項について

この政策パッケージにおいては，このよ

法第 8 条第 1 項で定める支援対象は以

うな被災者の意見が反映されておらず，結

下のとおりとすべきである。

果として被災地域への帰還促進のために

(1)被ばく線量にかかわらず福島県全域

は多額の国費が投じられているものの，避

(2)福島県外において 2011 年 3 月 11 日

難する者への施策は不十分で，それぞれの

以降の 1 年間の追加被ばく線量が 1mSv

自己決定を尊重し，被ばく低減のための必

以上であると推定される全地域（なお，

要な支援を行うとした法の理念が蔑ろに

この指定に当たっては，当初は空間線量

されているものであった。

に関する情報に基づく指定を行わざる

子どもの健康については運動機会が減

を得ないと考えられるが，事故直後の内

少していることを踏まえ，全天候型運動施

部被ばくを含む初期被ばくについても，

設等の整備し，運動機会を確保し，福島県

適切な推計を行い，上記の基準に該当す

内外において，自然体験活動を実施すると

る地域について，追加指定を行うこと）

されている。子どもに対する施策は，なに

(3)上記(1)(2)以外に居住をする者，居

よりも被ばく低減を主たる目的とするも

住していた者であっても，事故直後の被

のとして科学的・系統的に取り組まれる必

ばく線量なども考慮し，地域ごとの事情

要性があり，運動機会の確保は副次的な目

に基づき，被災者に含めることができる

的である。被ばくの低減のためにはある程

ような措置を実施すること。｣

度長期間の他地域への移動が必要である
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ことが看過され，適切な効果をあげること

の健康を守るためには，避難指示解除は，

ができない可能性がある。

年間 1mSv 以下であることが確認された地

健康診断に関しても，強く批判されてい

域から行うべきである。

る福島県の県民健康管理調査の継続実施

また，2011 年 3 月 11 日以降の 1 年間の

にとどまり，より詳細で被災者の希望に沿

追加被ばく線量が 1mSv 以上であると推定

った検査や福島県外における線量の高い

される全地域については，子ども・被災者

地域での健康診断を実施する方針が示さ

支援法法律第 8 条における
「支援対象地域」

れていない。

とし，避難の権利を認め，避難（転地によ

日弁連は，2013 年 3 月 22 日付けの会長

る保養などを含む）を希望する住民に対

声明において，「この政策パッケージは，

し，必要な支援をなすべきである。

その理念と内容は著しく不十分であり，早

また，我が国が避難基準としている

急な見直しが必要なである」ことを厳しく

20mSv は，安全性が確認されたものとは評

指摘した。

価できない。健康被害がもたらす影響が重

(7) 支援対象地域の在り方

大であり，かつ長期に及び，取り返しがつ

避難指示等があった地域については，避

かないことに鑑みれば，同様に追加被ばく

難指示解除準備区域，居住制限区域及び帰

線量が 5mSv 以上であると推定される全地

還困難区域の三つに再編された。そのう

域については，「特別支援対象地域」と指

ち，避難指示解除準備地域は，年間放射線

定して，財産権や逸失利益等に対して十分

量が年間 20mSv 以下になることが確実な地

な補償をした上で，住民に移住義務を課す

域とされる。

ことが検討されるべきである。

ウクライナなどのチェルノブイリ法で

しかし，年間 5mSv を超える地域でも，

は，年間 1～5mSv の被ばくを余儀なくされ

住み慣れた場所に住み続けたいという声

る地域では，被災者は他地域への移住を選

が，とりわけ高齢者の間にも強く見られる

択することができ，年間 5mSv を超える地

ことも現実である。このような声にも耳を

域では，避難を強制されることは繰り返し

傾ける必要がある。居住を続ける意志を表

述べてきた。

明している高齢者等の意見は十分尊重さ

それでも，子どもたちが，現に健康を害

れるべきであり，汚染されていない飲料水

していると報告されている。我が国の労災

や食料などを提供するなど，生活上の配慮

認定基準は，年間 5mSv が基準とされてき

は欠かせない。

た。放射線管理区域の制限値は，年間約

支援対象地域の指定に当たっては，当初

5mSv の被ばくに相当する。

は空間線量に関する情報に基づく指定を

チェルノブイリにおいて，事故後 27 年

行わざるを得ないと考えられるが，事故直

を経過した時点でも，甲状腺がんや小児白

後の内部被ばくを含む初期被ばくについ

血病だけでなく，他のがんやさまざまな疾

ても， 適切な推計を行い，上記の基準に

患が子どもたちの間で増加しているとい

該当する地域について，追加指定を行うべ

う報告があることは 2013 年の第 56 回人権

きである。

擁護大会シンポジウム第 1 分科会報告書に

また，上記の支援対象地域以外に居住を

まとめたところである。

する者，過去に居住していた者であって

科学的な因果関係が完全に証明されて

も，事故直後の被ばく線量なども考慮し，

いないとしても，予防原則を貫徹し，住民

地域ごとの事情に基づき，支援対象者に含
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めることができるような措置を実施する

超えることが推定される全地域及び福

べきである。

島県の全域とすること。

(8) 基本方針の策定をめぐる迷走

(2)準支援対象地域も，上記の支援対象

2013 年 6 月 13 日，新聞等の報道によっ

地域指定に伴って，より広い範囲に拡大

て，復興庁で子ども・被災者支援法の基本

すること。

方針の取りまとめに当たっていた水野靖

2 福島県外への避難者に対する民間団

久参事官が，自らの発信するツイッター上

体を活用した情報提供や相談対応や福

で，被災者や被災者支援に取り組む NGO，

島県外も対象とした自然体験の拡充に

国会議員，地方自治体関係者らに対する中

ついては，前向きに評価できる施策であ

傷と暴言を書き連ねていたことが発覚し

り，適切な実施主体を選定し，広く実施

た。

されるよう求める。

子ども・被災者支援法の理念に基づい

3 「基本方針案」の定める施策は，居

て，真に被災者に寄り添う「基本方針」の

住者や帰還者への対策に偏り，避難者へ

策定を業務としていた復興庁幹部が，被災

の具体的な施策に乏しいといわざるを

者の切実な声を愚弄するような認識の下

得ない。したがって，避難者から要望が

に業務に当たっていたということは，政府

強い新規避難者向けの住宅支援や避難

の政治姿勢そのものを疑わせる深刻な事

のための移動の支援に関する新たな施

件であった。

策を求める。

政府が，参事官ツイッター問題が生じた

4 福島県外における健康診断の実施や

後においても，背後となる事実関係を明確

被災者への医療費の減免措置について，

に調査することもせず，日弁連や市民団体

施策が先送りされたことは遺憾であり，

に対して事実に基づかない責任逃れの回

速やかに，被災者に負担をかけない施策

答をしていたと考えざるを得ないことは，

の策定を求めるものである。

誠に遺憾である。

5 避難指示区域から避難している被災

(9) 基本方針の策定

者が，避難先で定住する場合や帰還する

2013 年 10 月にはようやく支援法に基づ

場合の住宅の確保等について，損害賠償

く基本方針が策定された。しかし，この基

だけではまかなえない費用が発生する

本方針は法の理念に基づかない，全く不十

場合は，その費用を国が支援することを

分なものであった。

求める。

日弁連は，2013 年 9 月に「被災者生活支

6 支援法の確実な実施のためには，政

援等施策の推進に関する基本的な方針

府内に外部委員を交えた常設の諮問機

（案）」のパブコメ意見募集に応じて次の

関を設け，公開の場で支援法の実施のた

ように意見を述べた。

めに継続的に協議していくことのでき

「1 支援対象地域について

る体制を確立することが必要である。」

(1)支援対象地域は，「相当な」線量が

(10) 支援法に基づく政策がとられなかっ

広がっていた福島県中通り・浜通りだけ

た理由

を対象とするのではなく，2011 年 3 月 1

支援法は，正しい理念に基づいて，正し

1 日以降の 1 年間の追加被ばく線量が国

い方向性を指向し，その成果が期待され

際放射線防護委員会（ICRP）勧告の一般

た。しかし，法に基づく基本方針には根本

公衆の被ばく限度量である年間 1mSv を

的な問題があり，支援法が定める各種施策
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は，今日に至るも現実のものとならなかっ

を解除することを前提に，避難指示区域か

た。その理由をきちんと分析することは今

らの避難者に東京電力が支払っている慰

後の活動の方向性を考える上でも極めて

謝料について，解除の時期にかかわらず

重要である。

2018 年 3 月分まで支払うよう東京電力を指

その理由はいくつも考えられるが，以下

導することを決めた。これに対して，日弁

の点が考えられる。

連は，2015 年 7 月 3 日付けの会長声明にお

① 全会一致とはいえ，民主党政権の下

いて，「避難指示をいつ解除するかについ

で成立した法律で，その後の政権交代に

ては，避難指示区域とされている各市町村

より，ネグレクトされた面がある。

の実情に応じて判断していくべき事柄で

② また，復興庁や環境省などが当初か

あり，上記解除の目標が当該地域の実情を

ら，早期帰還政策を進めようとしてお

無視して，一律に期限を区切るものである

り，担当省庁はそもそもこの法律の実施

とすれば，相当でない。」

に積極的ではなかった。

「住民の健康を守るためには，予防原則

③ また，法律には，各政策は，「講ず

を貫徹し，避難指示解除は，年間の追加被

るものとする」としか規定されておら

ばく線量が 1mSv 以下であることが確認さ

ず，全体として国が行うべき措置の内容

れた地域から慎重に行うべきである」

はあいまいなままにとどまっていた。

「政府に対し，避難指示の解除について
は，各地域の実情を十分踏まえ，地元や対
象住民との協議も十分行った上で，個別に

第 2 国の帰還促進政策

慎重に判断すること，一律に 2017 年 3 月

1 2015 年春以降の強力な帰還促進政策
の推進

までに解除すると期限を区切らないこと
を求める。」

(1) 避難指示解除を急ぐべきではない

「また，政府及び東京電力に対し，被害

2015 年春以降，高すぎる基準に基づいた

者の被害の実情を十分に踏まえ，避難指示

避難区域の解除，区域外避難者を含む避難

区域からの避難者に対する慰謝料の支払

者に対する住宅支援の打ち切りなど，帰還

を一律に 2018 年 3 月分までで打ち切るこ

促進政策が加速化されている。

とのないよう求める。」などの意見を述べ

帰還を選択する者に対する支援と同様

た。

に避難を継続する者に対する支援を継続

(2) 住宅支援を継続するべきである

することこそが，子ども・被災者支援法の

また，日弁連は，2015 年 6 月 26 日，「区

立法趣旨であった。しかし，このような考

域外避難者への応急仮設住宅供与終了の

え方は公然と蹂躙されている。

撤回を求める会長声明」を公表した。

政府は，2015 年 6 月 12 日，福島復興加

福島県は，2015 年 6 月 15 日，東日本大

速化指針を改訂し，福島県の居住制限区域

震災と東京電力福島第一原発事故に伴う

と避難指示解除準備区域について，避難指

避難者が入居する応急仮設住宅と民間借

示を遅くとも 2017 年 3 月までに解除する

り上げ住宅の無償提供を，避難指示区域以

との目標を定めた。両区域の原発事故前の

外からの避難者（区域外避難者）について

人口は約 5 万 4800 人であり，避難指示区

は，2017 年 3 月末で終了すると発表した。

域全体の 7 割を占める。

また，福島県は，避難指示区域からの避難

また，上記時期までに両区域の避難指示

者についても，「避難指示の解除の見通し
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や復興公営住宅の整備状況等を見据えな

を促したとしても，真の復旧・復興は果た

がら，今後判断いたします。」としている。

されない。したがって，政府に対し，改め

終了の対象となる避難者の正確な数は

て被災者の意向や生活実態に応じて避難

明らかでないが，避難指示区域以外からの

先住宅の供与を更新する制度の立法措置

避難者は 3 万人を超えると報道されてい

を講ずるとともに，福島県に対し，十分か

る。仮に 2017 年 3 月末で一律に終了した

つ具体的な支援策が実現しないまま一律

場合，政府が 2015 年 6 月 12 日に公表した

に区域外避難者への応急仮設住宅の供与

福島復興加速化指針の中で帰還政策を打

を 2017 年 3 月末で終了するとしたことを

ち出したこととあいまって，区域外避難者

撤回すべきである。

に与える影響は計り知れない。

(3) 基本方針の改定は，支援法の否定につ

日弁連は，原発事故による避難者に対す

ながる

る住宅提供の期間について 1 年ごとに延長

2015 年 7 月 10 日，復興庁は，子ども・

する現在の災害救助法に基づく支援自体

被災者支援法に基づく「被災者生活支援等

を改めて，これを相当長期化させ，避難者

施策の推進に関する基本的な方針の改定

の意向や生活実態に応じて更新する制度

（案）」を発表し，8 月 8 日までパブリッ

等の立法措置を求め（2014 年 7 月 17 日付

クコメントの意見を募集した。

け「原発事故避難者への仮設住宅等の供与

この改定案は，「現在の支援対象地域内

に関する新たな立法措置を求める意見

の空間放射線量は・・大幅に低減しており，

書」），区域外避難者への避難先住宅無償

生活圏として既に年間 1～20mSv の線量域

提供の終了についても，撤回と，更なる長

の下方部分」として，「支援対象地域は縮

期の住宅提供を求めてきた（2015 年 5 月

小又は撤廃することが適当」などとし，
「避

28 日付け「区域外避難者への避難先住宅無

難指示区域以外から避難する状況にはな

償提供の終了に反対する会長声明」）。

い」と述べている。しかし，除染した箇所

被災地の復旧・復興をいかに促進する

も，しばらくすると線量が再上昇するこ

か，避難指示区域以外の地域から避難した

と，モニタリングポストを少し離れると線

者とそこにとどまっている者との関係を

量が上昇する例や，茂み，側溝や軒下など

どう考えるか等々の困難な問題があるが，

にホットスポットが残っている例など，空

今回，福島県が，従前の支援に代わりうる

間線量が大幅に低減しているという評価

十分かつ具体的な支援策等を示すことな

には疑問がある。また，「改定案の概要」

く，一方的に住宅供与の終了を発表したこ

では，支援対象地域は「当面縮小しない」

とは，上記子ども・被災者支援法の趣旨に

とはしているものの，将来的には縮小・撤

も反し，区域外避難者の幸福追求権（憲法

廃を前提とした方針であるといわざるを

第 13 条）及び生存権（憲法第 25 条）との

得ない。

関係でも極めて問題があるといわざるを

これに対して，日弁連は 2015 年 8 月 7

得ない。

日付けの意見書において次のような意見

本来，帰還するか否かは，避難先での生

を述べている。

活の実情，子どもの学校生活，家族の就労

「1 「支援対象地域」は，「追加被ばく

状況，被災地の現状を踏まえて，避難者が

線量が年間 1mSv を超える地域」とすべき

自由に選択するべき事柄である。避難者の

である。

生活状況や避難者の意思を無視して帰還

2 避難指示解除について
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(1) 避難指示解除は，実情に応じて慎重

～20mSv の線量域の下方部分にあり…」と

に判断すべきである。

し，「空間放射線量等からは，避難指示区

(2) 避難指示解除と避難を継続する者

域以外の地域から避難する状況にはなく，

への支援を連動させず，区域外避難者に

支援対象地域は縮小又は撤廃することが

42

対する住宅支援を継続すべきである 。

適当であると考えられる。」としている。

3 支援について

しかし，前述のように，福島県の中には

福島県外でも健康診断や医療費の減

このように評価できない地域が多々残さ

免を行うとともに，甲状腺がん以外の

れていることは明らかな事実である。

がん，がん以外の疾患についても幅広

また，今回，復興庁は東京や福島で「説

く検査すべきである。

明会」を開催することとしている。そもそ

4 政府は，強制避難と区域外避難の当

も支援法は，政府に対して「基本方針を策

事者の意見を全国各地の避難先におい

定しようとするときは，あらかじめ，その

て，丁寧に聴くべきである。」

内容に東京電力原子力事故の影響を受け

子ども・被災者支援法は，「原発の事故

た地域の住民，当該地域から避難している

により放出された放射性物質による放射

者等の意見を反映させるために必要な措

線が人の健康に及ぼす危険について科学

置を講ずる」ことを義務付けていた（第 5

的に十分に解明されていない」（第 1 条）

条第 3 項）。それにもかかわらず，基本方

ことを明確に認め，支援策について，被災

針策定（2013 年）の際も，意見を聴くだけ

者ひとりひとりが「居住，他の地域への移

にとどまり，意見反映のための具体的な措

動及び移動前の地域への帰還についての

置がとられなかった。避難者の意見聴取と

選択を自らの意思によって行うことがで

政策への反映を目的とした「公聴会」を，

きる」ように，「そのいずれを選択した場

多くの避難者が生活している全国各地で

合であっても適切に支援するものでなけ

実施することを求めたい。

ればならない」（第 2 条）との考え方を示
していた。
「被災者生活支援等施策の推進に関す
る基本的な方針の改定（案）」では，「現
在の支援対象地域内の空間放射線量は，原
子力規制庁が実施している航空モニタリ
ング結果に基づき推計した外部被ばく線
量によると，原発事故発生時と比べ，大幅
に低減しており，生活圏として既に年間 1
42 帰りたいと考えている者がいるので，避難指示を解
除するのは当然という説明がされることがある。避
難指示が解除されても，避難を続けたい者に対する
損害賠償や住宅支援が打ち切られないのであれば，
このようにいうことも許されるであろう。しかし，
いま政府が進めている政策は，避難指示解除が間を
おかずに賠償と住宅支援の打ち切りと連動してい
る。この連動を断ち切らない限り，避難指示の解除
は確実に避難継続を選択する者への強制帰還策と
して機能することとなる。
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2 避難と帰還をめぐる線量の目安につ
いての日弁連の見解

以下になることが確実な地域とされる。
しかし，いわゆるチェルノブイリ法におい

ここで，もう一度，原点に立ち返り，避難

ては，年間 1～5mSv の被ばくを余儀なくされ

と帰還をめぐる線量の目安についての日弁連

る地域では，被害者は他地域への移住を選択

の見解とその根拠について振り返っておきた

することができ，年間 5mSv を超える地域で

い。

は，避難を強制される。それでも，子どもた

日弁連は，2013 年 10 月 4 日の第 56 回人権

ちが現に健康を害していると報告されてい

擁護大会で採択された「福島第一原子力発電

る。我が国の労災認定基準や放射線管理区域

所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決

も，年間 5mSv が基準とされてきた。

議」において，次のとおり述べた。

したがって，予防原則を貫徹し，住民の健

「国は，以下の施策をはじめ，健康被害を

康を守るためには，避難指示解除は，年間

未然に防ぐあらゆる施策を講ずること。

1mSv 以下であることが確認された地域から

子ども・被災者支援法の趣旨に則って，放

行うべきである。2011 年 3 月 11 日以降の 1

射線が人の健康に及ぼす危険について科学的

年間の追加被ばく線量が 1mSv を超えること

に十分に解明されていないことを全ての前提

が推定される全地域については，子ども・被

とし，かつ，2011 年 3 月 11 日以降の 1 年間

災者支援法第 8 条における「支援対象地域」

の追加被ばく線量が国際放射線防護委員会

とし，避難の権利を認め，避難（転地による

（ICRP）勧告の一般公衆の被ばく限度量であ

保養などを含む。）を希望する住民に対し，

る年間 1mSv を超えることが推定される全地

必要な支援をなすべきである。また，健康被

域及び福島県の全域を「支援対象地域」とし

害がもたらす影響が重大であり，かつ長期に

て，
同様に年間 5mSv を超えることが推定され

及ぶことに鑑みれば，同様に追加被ばく線量

る全地域を「特別支援対象地域」とすること。

が 5mSv を超えることが推定される全地域に

「支援対象地域」の住民には，避難の権利を

ついては，「特別支援対象地域」と指定して，

実質的に保障するため必要な支援を行い，
「特

財産権や逸失利益等に対して十分な補償を行

別支援対象地域」の住民には，正当な補償及

うとともに，避難先における住居，就職，学

び避難先における生活全般の保障を十分に行

校等の生活全般についても十分に保障するこ

うことを前提に，避難指示を出し，それでも

とを前提として，避難指示を出すものとし，

なお居住を続けることを強く希望する住民に

それでもなお居住を続けることを強く希望す

ついては，その意思を尊重し，安心して生活

る住民については，その意思を尊重し，安心

できるような環境の整備等を行うことを検討

して生活できるような環境の整備等を行い，

するなど，被災者救済のための具体的な支援

とりわけその健康管理には特段の注意を払う

策を早急に実施していくこと。」

ことなどが検討されるべきである。

また，その理由付けとして，次のように説
明した。

ICRP の『長期汚染地域住民の防護に関する
委員会勧告』（パブリケーション 111）にも，

「避難解除は慎重に行うべきであること

上記提言とほぼ同趣旨のものがある。この勧

及び支援対象地域指定の必要性

告は，ICRP の主委員会で 2008 年 10 月に承認

避難指示等があった地域については，避難

されたもので，原発事故などの緊急事態が収

指示解除準備区域，居住制限区域及び帰還困

束した後，一定の汚染状況の中で地域復興を

難区域の 3 つに再編された。そのうち，避難

していく際の放射線防護について記したもの

指示解除準備区域は，放射線量が年間 20mSv

である。
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この勧告では，「3.3 個人被ばくを制限

染水は日々発生し，環境中に漏れ出ている。

するための参考レベル／（50）汚染地域内に

避難指示区域以外の地域であっても，モニタ

居住する人々の防護の最適化のための参考レ

リングポストの数値は下がっていても，その

ベルは，この被ばく状況区分に対処するため

近傍に一般人の被ばく限度である年間 1mSv

パブリケーション 103（ICRP，2007 年）で勧

以上の線量を観測する地域も少なくない。ま

告された 1～20mSv の範囲の下方部分から選

た，線量が「低減」しているとしても，事故

定すべきであることを勧告する。過去の経験

前の環境放射線量と比べて，その何倍にも増

により，長期の事故後状況における最適化プ

加している地域から避難し，今後も避難を継

ロセスを制約するために用いられる代表的な

続したいと願う市民の選択は，支援法の前記

値は 1mSv／年であることが示されている。」

の考え方からすれば，十分に根拠があり，と

とし，「4．2．影響を受けた人々が実施する

りわけ小さな子どもたちを抱えている親たち

防護措置／（64）影響を受けた人々が当局の

にとっては切実な願いとして十分尊重される

定める措置の策定及び実施に関与すること

べきである。

が，措置の有効性を発揮する上で非常に重要

そもそも，1mSv は原子力発電を推進するに

になる。ただし，その上で，被ばくを抑制す

際して，政府が市民に対して約束した「一般

るための多くの措置は，個人の行動によって

公衆の年間被曝線量限度」であり，これを超

進められることになる。また，これらの措置

える被ばくを避けたいと願うことは，市民の

を有効かつ持続可能にするために，当局から

正当な要求である。

の支援の枠組みが必要になる。」とされてい

ICRP 勧告 Publication111 では，前述した

る。

ように，「汚染地域内に居住する人々の防護

この勧告の趣旨は，1～20mSv の範囲の低い

の最適化のための参考レベルは，このカテゴ

部分を参考レベルに定めるべきであり，防護

リーの被ばく状況の管理のために

措置の策定と実施に住民が関わるべきである

Publication 103（ICRP, 2007）で勧告された

とするものである。5mSv は，1～20mSv の範囲

1～20 mSv のバンドの下方部分から選択すべ

の低い部分であり，避難指示などの基準を定

きである。過去の経験は，長期の事故後の状

める参考値となり得る。そして，1mSv を超え

況における最適化プロセスを拘束するために

る場合に，避難という自主的な選択を認める

用いられる代表的な値は 1 mSv／年であるこ

本決議の趣旨も，
この ICRP の考え方と適合す

とを示している。」としている。避難をやめ，

るものといえるだろう。」

帰還を促進する目安とされるべき被ばく量は

このように，1mSv を超える被ばくを避けた

ICRP 勧告においても，1 mSv が「代表的」と

いと願う市民の意思は法的に正当なものとし

されていることは重要であり，
政策の基本は，

て尊重されるべきである。

一般公衆の線量限度値である 1 mSv に置き続

この決議の内容は，科学的にも，人権の観

けるべきである。

点からも，的確なものであり，事故から 4 年

3 政府の政策に対する住民の反応

半を経過した今日においても，これを修正す

(1) はじめに

べき理由は見当たらない。
チェルノブイリ事故以来，世界に類を見な

原発事故による損害賠償のためにとら

い深刻な影響を引き起こしている福島第一原

れている法的な手続の全貌を把握するこ

発事故においては，溶融燃料の取り出しなど

とは極めて困難である。しかし，強制避難

抜本的な対策はいまだとることができず，汚

させられている者，自主避難している者，
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避難せず，線量が被ばく限度を超えた地域

している。

にとどまっている者，事故によって生業の

これまで，被災者の救援活動を行ってい

維持に打撃を受けた者など，様々な形態の

る NGO 組織の連絡会などは組織されてきた

損害について，訴訟，ADR 申立てなどが積

が，被害を受けた者自身の組織が立ち上げ

み重ねられてきている。

られたことは，重要な進展である。

(2) 自主避難者を含む福島からの避難者に

(3) 南相馬市特定避難勧奨地点解除に対す

よる損害賠償訴訟の集団化

る行政訴訟の提起

こうした中で，注目される一つの動きと

特定避難勧奨地点は，避難指示は出され

して，損害賠償原告団の横のつながりが生

なかったものの，年間の積算線量が 20mSv

まれはじめていることである。

を超えると推定される地点について，政府

2015 年 5 月 24 日，福島第一原発事故に

が世帯単位で指定し避難の支援・促進を行

よる損害の賠償や責任の明確化を求めて

うものである。政府は避難指示又は避難勧

訴訟などを起こした被災者らの 9 団体（約

奨の解除の基準を，年 20mSv としており，

1 万 9000 人）が集まり，初の全国組織「原

特定避難勧奨地点としてはすでに伊達

発事故被害者団体連絡会」を発足させた。

市・川内村が解除となり，避難指示区域と

この「ひだんれん」の設立趣旨は，

しては，田村市都路地区，川内村などが解

・参加団体間の連携により東京電力と国

除となっている。全ての特定避難勧奨地点

への要求実現のための取組を行う。

が解除されたのは，2014 年の 12 月 28 日で

・参加団体間の情報交換，情報ツールの

あった。「一定期間」（特定避難勧奨地点

提供，共同の研究・研修活動を行う。

の場合は 3 か月）後，賠償も打ち切られる。

活動目標は，

避難の継続を希望する住民は，経済的な困

1 東京電力と国による被害者への謝罪

難に直面する。

2 被害の完全賠償，暮らしと生業の回

解除の直前の 2014 年 12 月 21 日に開催

復
3

された住民説明会では，「家の中でも空間
被害者の詳細な健康診断と医療保

線量率は非常に高い。こんな環境に子ども

障，被ばく低減策の実施

を帰せない」「ストロンチウムやプルトニ

4 事故の責任追及

ウムなども飛散している」「いくら除染し

となっている。

ても，農地や山林から線量がくる」等の声

「ひだんれん」の加入団体は，5 月 23 日

が寄せられた。にもかかわらず，高木経済

現在で，原発被害糾弾・飯舘村民救済申立

産業副大臣は，「川内や伊達との公平性を

団，福島原発かながわ訴訟原告団，福島原

保つ」「積算線量 20mSv を下回っており，

発告訴団，福島原発被害山木屋原告団，川

健康への影響は考えられない」とし，指定

内村原発事故被災者生活再建の会，南相

解除を決定した。今回の提訴は，避難指示

馬・避難勧奨地域の会，子ども脱被ばく裁

又は勧奨の解除に関してはじめて司法の

判の会，原発損害賠償京都訴訟原告団，福

場で争うものといえる。

島原発おかやま訴訟原告団，福島原発被害

(4) 福島県外の栃木の住民 7000 人による A

東京訴訟原告団の 10 団体である。また，

DR 集団申立て

オブザーバー加入団体として，「生業を返

福島第一原発事故をめぐり，福島県に隣

せ，地域を返せ！」福島原発訴訟原告団，

接する栃木県北部の住民ら約 7000 人が

みやぎ原発損害賠償原告団の 2 団体も協力

2015 年 6 月 15 日，東京電力に損害賠償を
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福島第一原発事故に起因する健康影響と生活再建

求め，原子力損害賠償紛争解決センターに

特定避難勧奨地点と同等の賠償を支払う

裁判外紛争解決手続（ADR）を申し立てた。

べきだ」と訴えている。

この申立ては，東京電力が賠償対象にして

福島市内では放射線量が比較的高い大

いない地域から初の集団申立てで，福島県

波地区の住民の約 9 割に当たる約 1000 人

浪江町の約 1 万 5000 人に次ぐ規模である。

も昨年 11 月，慰謝料を求め集団で原発 ADR

「県境の壁により賠償されていない人々

を申し立てている。

を被害者と認めさせたい」としている。申

4 被害者自らの声を政策の形に

立てたのは事故時に大田原，那須塩原両市
と那須町に住んでいた住民ら 7128 人で，

これまで，福島第一原発事故の被害者は強

うち 3 割以上が当時 18 歳以下か，事故後

制避難か自主避難か，
帰還困難か居住制限か，

に生まれた子どもである。事故による生活

避難解除準備区域か，福島県内か県外か，な

費の増加分や慰謝料として，福島県の自主

ど幾重にも分断され，
対立を強いられてきた。

的避難対象区域と同等の 1 人 12 万～72 万

この分断は福島第一原発事故の被害者自らが

円，計約 18 億 5000 万円の支払いを請求す

声を上げていくことを非常に困難にしてい

るほか，謝罪と除染や健康調査のための基

る。
とりわけ，健康被害についてはその不安を

金設立も求めている。

口にすることすら，復興の障害となるとして

(5) 福島市渡利地区など集団申立て

極めて困難な状況を強いられてきた。

福島第一原発事故による放射線被ばく
の健康不安などで精神的苦痛を受けたと

このような状況の中で，様々な被害者が手

して，福島市渡利（わたり）地区の住民の

を結び，共に手を携えて自らの集団的な要求

約 2 割に当たる 3107 人
（1107 世帯）
が 2015

を口に出し始めたことは大変意義深いことで

年 7 月 21 日，
東京電力に 1 人月 10 万円
（線

ある。

量の高かった事故発生から半年間は月 20
万円）の慰謝料を求め，ADR を申し立てた。
渡利地区は福島第一原発から約 60km 離
れた住宅街であるが，福島市内でも放射線
量が比較的高い地域で，事故から半年間は
毎時 2µSv を超えていた。住民らは，現在
も国の除染基準値（毎時 0．23µSv）の 2 倍
以上の場所が多数あると訴えている。
国の指針では，避難指示区域と局所的に
放射線量の高い特定避難勧奨地点の住民
には精神的賠償として 1 人月 10 万円が東
京電力から支払われる。一方，福島市の住
民には自主避難区域として大人 1 人につき
12 万円の賠償しか支払われていない。
申し立てた住民たちは申立時の会見で
「渡利地区が特定避難勧奨地点に指定さ
れなかったのは，市の中心部の住民が避難
する事態を国や県が避けたかったからだ。
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