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要約 

 

 

原子力発電の開始から 60 年、原子力産業は原子力発電所が起こした過失や事故の被害費用

を負担することをまぬがれてきた。各国の政府が原子力産業の利益を守る制度を作りあげ

てきた一方で、実際に費用負担をするのは原発事故で被害を受けている市民である。 

 

2011年3月に起きた東京電力福島第一原子力発電所事故でも、原子力産業界は利益を上げ、

代償を払っているのは市民だ。大量の放射性物質が放出されてからほぼ 2 年経った今でも、

何十万人、何百万という人が放射能汚染にさらされている。 被災者の日常生活は破壊され、

住宅も、仕事も、事業も、農地も、コミュニティも失い、人生そのものが大きく変わって

しまった。 

 

被災者が公正かつ迅速な賠償を受けていない一方で、原子力産業は事故の責任を回避し 

続けている。その姿勢はまさに「何事もなかったかのよう」で、原子力のリスクを生み出

しながら、事故が起きた場合の対策を全く行わずに事業を続けている。 

 

実質国有化された東京電力は別として福島原発事故の巨額の被害に対して原子炉メーカー

らが１円も支払わずに済むのはどうしてだろうか。福島第一原子力発電所の建設、修理、

メンテナンスで大規模契約を得た GE や日立製作所がこれまで通りに平然と事業を続けら

れるのはどうしてだろうか。原子力をめぐる制度上の欠陥が被災者を苦しめている事実が

痛々しいほど明らかになっている。被災者の多くは故郷へも帰れず、別の場所での生活再

建もままならないまま、一日一日を必死で生きている。 

 

こうした背景にはあるのは、原子力産業や政府が、原子力産業を保護する原子力損害賠償

制度を設け、過失や事故の「ツケ」を市民に押しつけている現状がある。市民を原子力の

リスクから守るためには、この賠償制度を抜本的に改革し、原子力産業に自らの事業の結

果と失敗について全面的に責任を負わせるようにする必要がある。 

2012 年 2 月、グリーンピースは 、報告書「福島第一原発事故の教訓――原子力行政の制

度的欠陥」（原題: Lessons from Fukushima）を発表し、福島事故の主因は、政府、規制

機関、原子力産業の制度的欠陥にあると指摘した。制度的欠陥には原子力リスクの看過、

適切な原子力規制基準の欠落、緊急事態下に市民を保護できない防災対策の不備、被害者

の損害を正当に補償できない賠償制度が含まれる。 
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今回のグリーンピースの報告書では、「原子力産業は自らの落ち度に対する責任をどのよう

に回避しているか」を明らかにしている。「原子力産業の責任欠如」――つまり、原子力産

業が事故や過失の責任をいかに回避してきたかを詳しく検証する。原子力産業が他の産業

と異なるのは、国境を越えて長期的に深刻な汚染を引き起こす原発事故の被害者に対して、

完全な賠償が義務付けられていない点にある。 

 

本報告書では、原発事故における原子力産業の責任欠如という重大な問題の一例として、

被災者補償の現状を確認するとともに、 福島第一原子力発電所の原子炉について指摘され

てきた欠陥に対する原子炉メーカーの対応についても考える。 

 

また、以下の二点において、原子力産業が守られている現状も論じる。 

 

• 原子力損害賠償に関する条約や国内法は、賠償総額を制限し、原子炉の建設と維持によ

り利益を得る原子炉メーカーらを賠償責任から守っている。その結果、被災者は実際に

要する費用のほんの一部しか賠償を得られず、これら企業は事故や過失などのリスクを

低減する対策を怠ってきた。 

 

• 複雑で多層に関連し合う原発のサプライチェーン（供給網）が、原発関連企業の責任欠

如を助長させている。数百社にもおよぶ企業が原子炉の安全に欠かせない部品の納入に

携わっているが、安全上の問題が起きてもこうした企業の責任が問われることはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo© Noriko Hayashi / Greenpeace 
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原発事故から 2 年を経た福島： 

不安定な生活から抜け出せない住民 

 

第 1 章では、公正な賠償を求める原発被災者の苦悩について詳しく論じられている。 

デビッド・マクニール博士 （日本の特派員、「雨ニモマケズ－地震、津波、原発事故を越

えて」の共著者）が、福島原発事故の住民に今も続く影響を調査し、賠償手続きについて

被災者が直面する問題を聞き取った結果をまとめている。例えば被災者の一人は「世間で

は、こんなことが起きたらたっぷりお金をもらえるのだろうと思っているのでしょうが、

とんでもない」と語っている。 

 

事故後、放射能汚染地域から 16 万人が避難を強いられた。避難した人々にとって 新しい

生活を始めることは非常に困難なうえに賠償手続きは複雑で、厳しい暮らしが続いている。 

原発事故の被災者は、不安定な状態のまま、過去と未来の板挟みに苦しんでいる。賠償手

続きの問題点は多種多様である。請求の処理は遅いし、毎月の支払いは新しい生活を築く

どころか生活の保証にも十分とは言えない。また、賠償は誰でももらえるわけではなく、

運よくもらえたとしても失った自宅の価値の数分の一である。家や財産の損害に対して全

額補償を受けた例はこれまでに一例もない。   

 

賠償制度では、政府が保証し、貸し付けることとされているが、2012 年 6 月に東京電力が

実質国有化され、結局、「福島原発事故の請求書」は日本の一般市民が負担することが 明

らかになっている。国が支援する 原子力損害賠償支援機構に対して東京電力が損害賠償金

の支払いのために求めた金額は、 2012 年 12 月までに合計 3 兆 2400 億円（365 米億ド

ル）に達した。2012 年 5 月、日本政府は、東京電力を破産から救うために 1 兆円（2012

年の為替レートで約 125 億米ドル）を投入している。福島第一原発事故が起きて以来、東

京電力に投入された公的資金は約 3 兆 5000 億円規模に達する見込みだ。 

 

 

責任を逃れる原子力産業 

 

また、第 1 章では福島第一原子力発電所の原子炉メーカーの役割 についても詳しく論じて

いる。福島第一原発には原子炉が 6 基あり、1 号機から 5 号機までが米国のゼネラル・エ

レクトリック（GE）社製の欠陥機、マーク I 型である。1 号機、2 号機、6 号機の原子炉は

GE、他は日本の 2 社が納入した（東芝が 3 号機と 5 号機、日立が 4 号機）。 

 

現時点で GE、日立、東芝を始め福島第一原発に関わった原子炉メーカーはいずれも 2011

年 3 月 11 日に発生した事故の責任を免れている。それどころか、その多くは 事故が起き

たことによって利益を得ているのである。現在、GE、日立、東芝は多くの原子力関連企業

とともに、福島第一原発の廃炉や 周辺地域の除染などに携わっている。 
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日本の国会事故調査委員会による報告書では、 福島第一原発の 1 号機は、「着工から運転

開始まで GE 社に全責任を負わせる『ターンキー方式』で東京電力が契約したもの」として

いる。福島第一原発の 1 号機は GE のマーク I 型が初めて導入された原子炉であり、様々な

問題が露呈していた。日本の地震設計基準は厳しく、当初の設計では基準に達していなか

ったが、日本のスペックを取り入れるのは困難で、建設中にその場しのぎの補強が行われ

ていた。 

 

1970 年代、GE の技術者デール G. ブライデンボー氏は、「GE のマーク I 型原子炉は冷却

剤喪失事故に耐えられるのか」と公に問いかけている。国会事故調の報告書では、マーク I

型格納容器は 1980 年代に補強が行われたが、「ここでの過酷事故に伴う動荷重に対してま

でも包含するものではない」（福島原発事故に耐えられるものではなかった）と記され、「格

納容器の圧力が設計圧力を大幅に超え、1 号機では 2 倍近くまで上昇した」と結論付けてい

る。 

 

元 GE の社員らは、東京電力が GE の技術者の言うことを聞かず、GE の元々の建設設計に

従い、発電所の非常用ディーゼル発電機とバッテリーをタービン建屋の地下に置くことに

した顛末を記憶している。これが事故時の結果をさらに悲惨なものにしたのである。 

元日立の技術者の田中三彦氏は、福島第一原発 4 号機の圧力容器の設計に携わり、後にそ

の危険性を訴えるようになった。建設の最終段階で圧力容器の完全性は大きく損なわれ、

法律に従って廃棄せざるを得ない状態になったのだが、それを実行することによる倒産の

可能性を心配した日立は欠陥を隠し、その圧力容器は福島第一原発にそのまま設置された

というのである。 

 

1989 年 9 月、米国の原子力規制委員会（NRC）は、事故が発生した場合に格納容器の突発

故障を防ぐため強化ベントを設置するようマーク I 型原子炉の所有する電力会社に呼びか

けた。こうしたベントがあれば圧力を制御しながら下げることができるというわけである。

福島の原発事故では強化ベントは効果がないことが判明し、フィルターがなかったために

放射能が大量に環境中に放出された。 
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原子力損害賠償条約が守るのは人ではなく

産業： 
 

原子力産業は「前代未聞の不公平な特権」を与えられている。リスクを伴う他の多くの産

業とは対照的に、原子力損害賠償条約は原子力産業を保護する意図をもって作られたもの

である。保護対象には原子力事業者、原子炉メーカー、投資家などが含まれる。既存の条

約は、重大事故の際に被災者に対する賠償を十分かつ迅速に行うようにはなっていない。 

 

第 2 章では、アントニー・フロガット（独立コンサルタント、イギリス・王立国際問題研

究所（チャタムハウス）上級研究員）が、既存の国際原子力損害賠償条約の概要について

説明し、賠償総額の上限設定、原子炉メーカーらの責任免除、原子力事業者が被害を十分

補填する補償契約を結ばないことを認めていることなど、問題点を解説している。 

 

原子力損害賠償についてのおもな問題点は以下の通りである。 

 

• 国際損害賠償条約の目的は、相反するとは言わないまでも矛盾している。つまり、可能

な補償請求の範囲を制限して、ごく初期の原子力産業が順調に成長できるような経済環

境を作りだしている一方で、事故が発生した際に被災者が十分な賠償を迅速に受けられ

るともされている。 

 

• 損害賠償金の支払い責任は原子力発電所の事業者にしか問うことができない。原子力発

電所の原子炉メーカーらには支払い義務は一切ない。 

 

• 得られる賠償額の総額は限られているが、その限度額は原子力事故の実際のコストを大

幅に下回っている。 

 

• 原子力損害の定義が、原子力災害に起因するすべての被害を網羅していない。 

 

• 国外の被災者は、原子力事故の発生した国でしか賠償請求を起こせず、自国の裁判所で

賠償請求を起こすことができない。 

 

 

福島第一原発事故は、法律で原子力事業者の無限責任が規定されている日本でも、損害賠

償制度がきわめて不十分かつ不公正であることを明らかにした。経済的損害は一電力会社

が負担できる金額をはるかに超えている。日本の法律では原子炉メーカーらの責任が問わ

れないため、原子力産業が支払った金額は事故で生じた費用のほんの一部に限られている。 
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1993 年に経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）が指摘したように、原子力事故の

責任を原子力事業者だけが負うことになれば、「事業者が保険に入れば、それ以外の原子炉

メーカーや輸送業者など原子力施設の運転に貢献する多種多様な企業は保険に入る必要は

なく、原子力産業全体の負担がきわめて少なくなること」(注 1)は明らかである。このよう

な状況は変える必要がある。最優先すべきは原子力産業の利益ではなく人である。 

 

原子炉メーカーらに自らの落ち度に対して経済的責任を負わせることにすれば、資金が増

えて被災者支援に役立つだけでなく、責任と透明性が強化され、原発のサプライチェーン

全体に事故を防止するための動機が生まれる。 

 

原子炉メーカー保護は、ほとんど例外なく制度や条例に含まれているが、根本的な不公正

を認識したインドでは、「原子炉メーカー側に故意による行為または重大な過失」があった

場合に原子力事業者が償還請求をすることを認める原子力法が可決された。ロシアと韓国

の現行法でも、過失があった場合に原子力事業者が原子炉メーカーに損害の補償を請求す

ることが認められている。 

 

チェルノブイリと福島の事故は、被害が数十兆円と推定され、原発事故の経済的負担がど

れほど巨額になるかを如実に表している。この推定被害額と現在原子力産業が支払わなけ

ればならない金額（497 億円～2,130 億円）には大きな隔たりがある。 

 

より公正で人が優先される制度を整備するには以下の実現が必須である。 

 

• 賠償金の総額に上限を設けない。 

 

• 原子炉メーカーを含む原子力産業全体に責任を負わせる。 

 

• 原子力産業に関わる企業には十分な補償に耐えられるだけの経済的備えを求める。さも

なければ、大規模な原発事故が一回でも起きれば電力会社はほぼ確実に倒産するだろう。 

 

• 原子力災害によるすべての損害を賠償させるようにする。 

 

• コストおよび損害賠償保険に対する透明性を強化する。 

 

 
注 1)  NEA (1993), “NEA Issue Brief: An analysis of principal nuclear issues International nuclear third party liability, No. 4 - 1st revision”, Nuclear 

Energy Agency November 1993, accessed November 2012 http://www.oecd-nea.org/brief/brief-04-1.html 
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責任と透明性が欠如している 

原子力サプライチェーン： 

 

第 3 章では、スティーブン・トーマス教授（イギリス・グリニッジ大学国際経営学部・ビ

ジネススクール教授、専門はエネルギー政策）が、原子炉のライフサイクル全体での原子

炉メーカーの役割、および原子力のリスクに関する原子炉メーカーの責任について論じて

いる。原発事故のリスクは原子炉の運転だけが原因ではない。設計の選択、建設と保守も

原因となり、きわめて重要な要素である。 

 

原子力発電所における重大事故の原因が明確になることは非常にまれで、設計、建設、運

転、保守の過失が複合的に関係する。これに対し、一般的には、例えば車や飛行機の事故

では、設計・製造、操作者、整備の過失に対する主たる責任の所在は比較的容易に把握で

きる。 

 

原子力発電所では、その複雑さ、規制基準、耐用年数、コスト、現場での建設工事などの

点で特殊である。 

 

原子力発電所のサプライチェーンは非常に複雑である上に不透明である場合が多い。最終

的責任は発電所の所有者・事業者が負っているが、設計、建設、保守には多種多様な企業

がかかわり、幾重もの契約と委託が混在している。発電所の安全にとって重要な事項には、

複数の原子力関連企業が関与しているが、現状では事故が発生した場合に、最終的にこう

した原子炉メーカーら企業の責任を問うことはできない。 

 

この責任の欠如は、契約や会社同士の関係に関する透明性の欠如でさらに助長される。こ

うした状況が、重要な安全機能の質の管理を妨げる大きな問題の温床になっている。機器

や設計に問題が生じた場合の最終的な責任の所在は、（少なくとも部外者にとって）不明瞭

な場合が多い。 

 

ベルギーのティアンジュ原発 2 号機とドール原発 3 号機の欠陥圧力容器のメーカー（オラ

ンダ）のように、サプライチェーンの下流では原発の寿命が来る前に撤退する例も多い。

福島原発事故の場合、設計仕様が事故の過程で重要な問題となったことが分かっているが、

設計とエンジニアリングを担当した企業の責任は問われていない。 
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学ぶべき教訓 

 
 

原子力は安全ではないということを我々は福島原発事故から改めて学んだ。福島原発事故

の被災者にはまだ賠償や支援が行き届いていないというのに、経済的な責任をほとんど問

われていない原子力産業は何もなかったかのように事業を続けている。もし、もう一度原

発事故が起きた場合、この状況は変わるだろうか。同様の問題に直面することは目に見え

ている。 

 

原子力産業の責任を全面的に問えるようにすれば、万が一、次に大きな原発事故があって

も、住民に対する保護は今よりは改善されるだろう。福島原発事故の教訓を活かし、原子

力産業が自ら生み出したリスクの責任を負わせるように制度を変える必要がある。 

 

そして、危険な原発の稼働を一刻も早くゼロにしなければならない。今こそ、安全かつコ

スト面でも優位な自然エネルギーによる発電に切り替えるべきだ。すでに自然エネルギー

の技術は成熟しており、コスト競争力は増している。原発からは撤退すべきた。最近 5 年

間で新設された風力と太陽光の設備容量（2 億 8100 万キロワット）は、原子力発電（1175

万キロワット）の 22 倍に上る（注 2）。2012 年のたった 1 年で建てられた風力発電所と太

陽光発電所だけでも大型原子炉 20 基に匹敵する発電能力がある。自然エネルギーこそ、原

子力リスクのない未来を実現する鍵である。 
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注 2)  IAEA/PRIS (http://pris.iaea.org/public); Global Wind Energy Outlook 2012, GWEA  

(http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/11/GWEO_2012_lowRes.pdf); Global Market Outlook for Photovoltaics until 2016, EPIA  

(http://www.epia.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/uploads/tx_epiapublications/Global-Market-Outlook-2016.pdf&t=1359035167

&hash=390c31d6e803e7c10b066e9ef72271831cf54c0d) 

http://pris.iaea.org/public
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