
災害と賠償：インドの視点から 



Presentation Outline 
プレゼンテーション概略 

• Indian Nuclear programme and issues with Nuclear 
Safety 
インドの原子力プログラムと、安全性に関する問題点 

• Bhopal disaster and domestic debate on Liability. 
ボパールの大惨事と賠償責任についてのインドでの議論 

• Public opposition stirs political pressure 
政治上の圧力を生み出した市民の異議申し立て 

• The Indian case- the Bill, the Act and the Rules 
インドの事例--法案、法、そして規則 

• Need for stringent supplier Liability 
厳格なメーカー損害賠償責任の必要性 



• Twenty nuclear reactors 
produce 4780 MW (2.7% of 
total installed base).  
原子炉の数：20  

  478万キロワットを生産 

  （設備容量全体の2.7%） 
 

• 7 reactors under construction. 
7基が建設中 

•  
There are 34 planned reactors 
at 7 sites out of which  work, 
e.g environmental clearance 
financing ,etc is going on for 
14 reactors 
7か所で34基が計画され、そのう
ち14基が進行中 



      Nuclear Safety? 
      原子力の安全性? 

    In over 40 years, there have been many instances of poor safety 
practices, most prominently: 
    過去40年間、安全性に問題のある事例が多く見られた。 

    最も顕著なものは以下のとおり： 
 

 2003: KARP waste tank 
2003： KARP（カルパッカム再処理工場）廃棄物タンク 

 1999 : Kaiga fire 
1999： カイガ原発 火災 

 1994: Kaiga inner containment dome collapse 
1994： カイガ原発 格納容器ドーム 崩壊 

 1994: Kakrapar floods 
1994： カクラパール原発 浸水 

 1993: Narora Fire 
1993： ナローラ原発 火災 
 



Problem: 
問題： 
• Lack of organizational learning (Narora) 

経験から学ぶ体制の欠落（ナローラ） 
 

• Safety is not high priority 
安全性が優先されていない 

 
• Credentials of the Utility 

電力会社に対する信頼性 
 

• Inoperative safety systems  
機能していない安全システム 

 
• NO FOCUS ON INCENTIVISING SAFETY 

安全性への動機づけの不足 
 
 
 



インド、原子力規制委員会： 
 
・安全文化の堕落・・・ 
・安全に作業が実施されていない 
 

AEC 委員長、事故の可能性は、万に一つもない  

なぜ、原子炉は100％安全か 



• Nuclear Power is hazardous: Probabilities of accidents not calculable 
with any degree of confidence. 
原子力は危険である：事故の可能性の確実な計算は不可能。 
 

• Nuclear establishment not facing up to risks of nuclear power, 
problems with safety culture. 
安全文化、原子力のリスクを直視しない原子力体制。 

 
• Ergo: Questions of Nuclear Liability and who should be liable are 

not theoretical. 
つまり：原子力損害賠償責任、誰が責任を負うかといった問題は現実問題 
 

• What also shaped the debate on nuclear liability in India was the 
tragic,  ghastly and avoidable accident which happened  twenty 
five years before the Liability  bill was discussed- Bhopal Gas 
Disaster. 

  25年前の悲劇的で凄惨な、そして回避できた事故-ボパール化学工場 
  ガス漏出事故の経験が、原子力損害賠償責任のインドでの議論を形作っ

た。 



Bhopal Gas Disaster 
ボパール化学工場大惨事 



The ruined city of Bhopa  
– soon after the tragedy 
破壊されたボパール市 
－悲劇の直後 



The Bhopal disaster was an industrial catastrophe that 
took place at a pesticide plant owned and operated by 
Union Carbide (UCIL) in Bhopal, Madhya Pradesh, India.  
ボパール大惨事は、インド、マッディア・プラデーシュ州ボパ
ールの、ユニオン・カーバイド（UCIL）所有・運営の農薬プラ
ントで起こった産業災害 
 
Around midnight on December 2–3, 1984, the plant 
released methyl isocyanate (MIC) gas and other toxins, 
resulting in the exposure of over 500,000 people.  
1984年12月2～3日にかけての深夜、イソシアン酸メチル
（MIC）ガス他の毒物が流出、500,000人以上が被害を受けた。 
 
Estimates vary on the death toll.The official immediate 
death toll was 2,259 and the government of Madhya 
Pradesh has confirmed a total of 3,787 deaths related to 
the gas release. Other government agencies estimate 
15,000 deaths.Others estimate that 8,000 died within the 
first weeks and that another 8,000 have since died from 
gas-related diseases. 
 
被害者数には諸説：直後の公式発表では2,259名、当該地
方政府は3,787名が死亡、他の政府機関は、死者の数は
15,000名に及ぶと推定している。 
8,000名が一週目に死亡、そしてそれ以降さらに8,000名がガ
ス関連の疾患により死亡したとの推定もある。 
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    The Bhopal situation also shows that corporate shirk their 
responsibility on compensation, clean up and prolonged 
support for health. India has witnessed what has happened 
not only to the people immediately affected by the gas, but 
there are new generations being poisoned by the ongoing 
contamination from the plant. 

   ボパール事故は、企業が自らの賠償や浄化作業、長期
にわたる健康支援という責任を逃れている現実を露呈
させた。 

 
   直接有毒ガスの影響を受けた人々の被害だけでなく、
その工場跡からの汚染が今も続き、次の世代もその毒
に侵されるという現実を、インドは身をもって目撃し
てきた 

 
 



Contextualizing Nuclear Liability 
原子力損害賠償責任の経緯 
  
・A bill was t introduced in India’s parliament to create the Civil Liability for nuclear 
damage regime in 2009 to make foreign suppliers immune from financial and legal 
risk. 
 2009年、原子力損害に対する民事損害賠償責任法（原賠法）案の提示 

 法／経済的リスクから外国のメーカーを免除するもの 

 
・The Civil Liability for Nuclear Damage bill  in its original form would help put a 
regime to make nuclear business less risky for pure financial reasons. 
 原賠法の原形―― ひとえに経済的理由から、原子力事業のリスク低減の制
度設立を手助けするもの 
 
・The government in India has given subsidies in myriad forms to the nuclear 
industry, in the form of the ownership of subsidized nuclear fuel chain facilities, 
government-funded nuclear decommissioning and waste management.  
 インド政府は、原子力産業にあらゆる助成 

 核燃料サイクル施設の引受け、廃炉と核廃棄物施設への政府資金投入など 
 
 

 
 



Indian Campaign on N- Liability: Polluter should Pay! 
原子力損害賠償責任についてのインドのキャンペーン： 
汚染者が負担せよ！ 
 
Privatize Profits; Socialize Risks 
利益は私物化;危険は社会化 
 
Profits are private, accident-related liabilities are all public.  
利益は個別企業、事故の損害賠償責任はすべて市民へ。 
 
The Bill gave  reactor suppliers a free ride at the Indian taxpayer’s expense, who would 
potentially be the victim as well. 
法案は、賠償責任を潜在的犠牲者であるインドの納税者に負わせ、 
原子炉メーカーにただ乗りさせた。 
 
We oppose it and launched an online petition asking for wider public consultation on the bill.  
Over 1lakh  80 thousand Indian citizens  signed the petition in 4 days. 
我々はそれに反対し、より広い公開の協議を法案に求める 
オンライン署名を開始し、4日間で18万人以上のインド市民が署名した。 
 
We launched a public legal campaign –  along with top Indian lawyers , 4000 lawyers, law 
students signed a petition acknowledging that letting supplier go off the hook was 
“unconstitutional” 
－インドのトップ弁護士らとともに、4000人の弁護士と法学部の学生が、 
メーカー責任の免除が「憲法違反である」とする嘆願書に署名した。 
 



Massive public protest 
大規模な市民の抗議 







Political Pressure by opposition: 
野党による政治的圧力： 

インド人民党、ボパールを引用し、原子炉メーカーを守る原賠法案の見直しを要求 



Government buckles:政府の妥協： 

Verappa Moily, the then Law Minister. 
Verappa Moily、当時の法務大臣。 

ザ・ヒンデゥー記事 
 
ボパール判決は原
賠法案に影響を与
えるだろう：モイリー 
 
“調査、賠償責任、
賠償、懲罰（など
の問題）をかんが
みて、ボパールの
事例からの教訓を
考慮する必要があ
る”と強調した。原
賠法案を確定する
に際して、政府は、
ボパールのメッセ
ージに留意するか
との質問に応えて。 



The Bill, the Act, the Rules 
法案、法、規則 

• The 2009 draft liability bill infamously   provoked a leading newspaper to pen 
an article asking if an Indian life was just worth 40 cents! 
2009年の原賠法案は、インドの主要新聞にインド人の生命はたった40セン
トの価値しかないのかと問う記事を書かせた！ 

 
• The 2010 Act , limits compensation, yet it retains the principle of “polluter pays”, 

by making supplier liable as well. 
2010年の法は、賠償に制限はあるが、メーカーにも損害賠償責任を負わせ
ることで「汚染者負」という原則が保持された。 

 
• The 2011 notified Rules, however dilute the Act.  

As noted by the parliamentary standing committee on Subordinate legislation 
as well.  
The committee stated that the Rules dilute the spirit of the Act and therefore 
are invalid. The battle on dilution is still on… 
2011年の通達で効力が弱められた。 
議会常任委員会も指摘した。 

  委員会は通達が法の精神を骨抜きにしたとして、無効であると述べた。 
  骨抜きに対する闘いは継続中である… 



Clause  17(b) and Clause 46 of the Act 
法の第17条(b)および第46条 

• Civil Liability on Nuclear Damage Act, 2010 
原子力損害賠償法（2010年） 

    
  The Act has two unique features.  

   2つのユニークな特徴 
 

First, the operator would have the ability to reclaim any compensation it may pay 
to victims, from a supplier i.e if the product or services have patent or latent 
defects or are substandard (right of recourse). 

  まず、原子力事業は、被害者に支払った賠償を、メーカーに請求することができる。
例えば、その製品または業務の提供に、明らかな欠陥または隠れた欠陥があった
り、標準以下だった場合（求償権） 

 
• Second, Section 46 of the Act has the effect of making the supplier subject to 

any other law in India that may apply to an industrial accident (e.g., criminal 
liability or a claim of damages under tort law).  

  第二に、46条で、本法とは別に原子力事業者を相手取って開始される訴訟手続   
きから原子力事業者を免除するものではないとしている（たとえば、刑事責任、ま
たは、民事の不法行為法のもとでの損害賠償の請求） 

 
 



• “While Indian struggles to 
attain goals for new nuclear 
capacity, renewable program 
has moved at such rapid clip 
that capacity wise it now 
outstrips nuclear almost 
fourfold, and generates 
approximately 72% more 
electricity” without the risk 
nuclear poses 
“インドが原発発電量の新目標を達
成に苦慮する一方、自然エネルギー
計画は急速に進んでいる。今や容
量では原発の4倍を超え、72%以上
多く発電している”しかも原発がもた
らすリスク無しに。 

Nuclear doesn’t deliver : 
原発は必要ない： 



Key criterias for a liability regime 
損害賠償責任制度の必須項目 
 • Increase the incentives for the nuclear industry to pursue the 

highest possible levels of safety.  
原子力産業界の安全向上への動機づけ 
 

• The industry needs to internalise the risk and cannot outsource 
the economic  and legal consequences of a nuclear accident to 
the tax paying public;  
原子力産業による事故リスクの内部化 

  原子力事故の経済的法的負担を納税者に負わせてはならない。 

 
• Provide full compensation for damage caused by a major nuclear 

accident and remove restrictive provisions on claims by victims. 
大規模な原子力事故によって生じる損害賠償を十分に補償 

  被害者の請求への上限の撤廃 



Supplier Liability: Should be the norm, not anomaly 
メーカー損害賠償責任：異例ではなく標準であるべき 

• The 2 basic international legal frameworks around Liability- OECD’s 
1960 Paris convention and IAEA’s 1963 Vienna Convention. 
損害賠償責任に関する2つの基本的な国際的な法的枠組- 

  OECDの1960年のパリ条約およびIAEAの1963年のウィーン条約。 

 
• Both the frameworks and the principles on which it is enshrined were 

formulated in 1960’s with a clear intention to “create economic 
environment” for nuclear industry to flourish. 
この枠組みは原子力産業を繁栄させる「経済環境をつくる」ために、1960
年代に作られた。 

 
• 40 years later and unfortunately wiser by two nuclear disasters.  

It’s about time that the shielding should be fully removed.  
  40年後、2つの原子力災害に学ぶ： 

  今こそ原子力産業保護を完全に取り除くべき時である。 
 



• The domestic debate in Japan should be informed by TEPCO 
Fukushima  Disaster.  
日本国内の議論は、東電福島事故をもとに語られるべき。 
 

• As a society Japan is always respected for the immense strength 
exhibited during crisis and its unique ability to resurrect itself. 
日本は危機に対する強さと、自力で復興する能力によって、敬意を集めている。 

 
• At a juncture when Japan can relook at its energy choices , its about 

time that as a country it takes a trajectory which puts people before 
private profit. 
エネルギー選択では、企業利益より人々を優先する道を 

 

• It can also be a pioneer in Asia and the world  in setting a standard for 
the nuclear industry to follow. 
原子力産業が続くべき規範を設定することで、アジア及び全世界の先駆者に。 
 



 
 

 

 

Thank You ありがとうございます 
Karuna Raina カルーナ・ライナ 
Greenpeace India  グリーンピース・インド 
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