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Ⅰ はじめに～本意見書の位置づけ 

 本意見書は、被告東北電力株式会社が宮城県女川町に設置する女川原子力発電所 2 号機（以

下「本件２号機」）に対する題記差止請求事件に関して、被告より提出された答弁書（令和３年

９月３０日付）に関して検討したものである。また原告訴状及び第１から第３準備書面では、主

に避難計画の実施体制あるいは運用面からその実効性の欠如を指摘しているが、本意見書では技

術的・数量的観点を加えて検討した。その結果、答弁書における被告の主張は多重の誤認を重ね

た上に抽象的かつ観念的な修辞を加えた記述に終始して具体的・定量的な内容はなく、合理的根

拠は皆無であることが明らかとなった。 

各項目の個別の評価についてはⅤ節で論じるが、もし被告が答弁書のような認識で本件２号機

その他関連の原子力施設を稼働しようとしているならば、それ自体が具体的な危険性に直結する

とともに、実際に公衆の避難が必要となるような原子力災害が発生した際にも適切な対処が期待

できないことを示唆している。かりに本件２号機でそのような災害が発生した場合、それを修復

して商用発電を再開することは現実的な期間内では不可能であって、廃炉以外の選択はないこと

は米国スリーマイル島事故や福島原発事故の例をみれば明らかであり、被告自身にとっても本件

２号機の再稼働は重大なリスクを内包する行為といえる。 

いうまでもなく原子力災害における避難とは、一般公衆に対する被ばくを避けるための行動で

ある。屋内退避にせよ避難・一時移転にせよ、その過程でどのくらい被ばくするのか、その被ば

く量が一般公衆に対する被ばく許容限度に収まるのかという観点で検討する必要がある。なお一

般公衆に対する被ばく限度が「年間１ｍＳｖ」である法的根拠は章末に「補論」として示す。避

難・一時移転の場合、いくら時間がかかってもよいというのであればいずれは最終避難先に到達

できるかもしれないが、その過程での被ばくが一般公衆に対する許容限度を超えるのであればそ

もそも避難の意味が失われる。 

また広域避難が必要となるような放射性物質の異常な放出が発生したということは、その前段

に大規模な自然災害が発生している可能性が高いのであるから、いわゆる「複合災害」を前提と

する必要がある。もし現実に実行可能な範囲で原子力防災対策を講じても、一般公衆に対する被

ばくが法定の許容限度に収まらないのであれば、事業者はそのような被害を生じる原子炉および

関連施設を稼働してはならない。被告の答弁書では原子力事業者でありながら被ばくに関する観

点が全く欠落しており、原子炉および関連施設を稼働する意識を疑わせる。 

なお本稿での法令・規則・規則等の略称は「災対法（災害対策基本法）」、「原災法（原子力災

害対策特別措置法）」、「炉規法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律）」、「放

射線障害防止法（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律）」、「指針（原子力災

害対策指針）」、「新規制基準（実用発電用原子炉に係る新規制基準）」「福島原発事故（２０１１

年３月の東北地方太平洋沖地震に起因して東京電力福島第一原子力発電所で発生した一連の事
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象）」「ガイダンス（原子力災害を想定した避難時間推計基本的な考え方と手順ガイダンス）」「水

戸地裁判決（平成２４年（行ウ）第 15 号東海第二原子力発電所運転差止請求事件に対する水戸

地裁判決（令和３年３月１８日）」とする。なお「指針」については改訂が多いため特記なき限

り最新版を参照するが、必要に応じ改訂年月日を指定するものとする。「県」「市」は特記なき限

り「宮城県」「石巻市」を指す。 

 

Ⅱ 「防災」の枠組みに関する被告の誤認 

第２０４回国会原子力問題調査特別委員会第３号（令和３年４月８日）において更田政府特別

補佐人（原子力規制委員会委員長）は、議員の「新規制基準の審査と避難計画との関係性をどう

見ているのか」との質問に対して「まず、原子炉等規制法に基づく審査に関しては、先生の御質

問の中にありましたけれども、深層防護でいえば第一層から第四層、要するに、事故を防ぐ、そ

れから万一事故が起きた場合でもその影響を緩和するという、いわゆるプラント側のものについ

て審査を行っております。しかしながら、どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものと

して考えるというのが、防災に対する備えとしての基本であります。［中略］これが一緒くたに

なってしまうと、プラントに安全対策を十分に尽くしたので、防災計画はこのぐらいでいいだろ

うという考えに陥ってしまう危険もあります。また、防災計画というのは地域の実情に応じて策

定されるべきものでありますので、プラントに対する安全性を見るという責任と、それから防災

対策をしっかり策定するという責任というのは独立して考えるべきという性格を持っているもの

というふうに認識をしております1」と答弁している。被告の主張はまさに委員長発言の「一緒

くた」の誤認に起因するものであって、防災対策として意味をなさないものである。 

 深層防護と原子力防災の関連については、原告ら訴状第７の３（ｐ．４１）に記載されている

とおり、「第５層」が「防災」の枠組であることは制度的にも実態的にも疑いはない。原子力規

制委員会は「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方」（甲Ａ４８号証）でも、「第５の防護

レベルに関する事項については、我が国の法制度上、「災害」の一形態としての「原子力災害」

に対し、国、地方公共団体、原子力事業者等がそれぞれの責務を果たすこととされており、災害

対策基本法及び原子力災害対策特別措置法によって措置されている」としている。 

すなわち「災害」であるから「起きたものとして」防災計画等の立案・検討を行うことは当然

である。実際に宮城県及び関連市町は、災対法の体系下で地域防災計画の下に地震災害対策編・

津波災害対策編・風水害等災害対策編が策定されているのと同じ位置づけで原子力災害対策編を

策定している。答弁書では「原告らは本件２号機の運転により上記のような事故が発生する具体

的危険については何ら主張立証しておらず（被告答弁書ｐ．１０７～１０８）」などというが、

 

1第２０４回国会原子力問題調査特別委員会第３号（令和３年４月８日）議事録  

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/026520420210408003.

htm 
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そもそも具体的危険については主張立証の対象ではない。同じ防災の枠組みとして、一般公衆に

被害を及ぼすような地震・津波・風水害が起きないものとの前提で防災計画を策定・検討するこ

とはありえない。被告の主張では、地域防災計画の評価にあたって実際に地震・津波等が起きる

ことを立証せよと求めているに等しい。「災対法」の体系下で防災の枠組みに則るかぎり、第１

層～第４層までの評価が何であれ、「災害」である以上は、その原因となる事象が「起きたもの

として」防災計画等の立案・検討を行うことは当然である。 

 

Ⅲ 事故の具体的危険性に関する被告の誤認  

防災の枠組みについては前項のとおりであるが、その関係を措くとしても被告の具体的危険性

の認識には重大な誤りがある。被告は答弁書Ⅱ第３の２あるいはⅢ第９の５において「多様な安

全確保対策によって、その安全性が十分確認されている。したがって、本件２号機において放射

性物質を異常に放出するような事故が発生する具体的危険はない」（答弁書ｐ．１０，１３７）

などという。しかし規制庁は新規制基準への適合性審査にあたり「十分」などという確認は行っ

ていない。「十分」とは被告が観念的かつ抽象的な修辞を恣意的に加えたものであり何ら根拠が

ない。 

原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会は「原子力規制委員会が目指す安全の目標と、

新規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価（国民に対するわかりやすい説

明方法等）について」において、たとえばＣｓ１３７の放出量が１００ＴＢｑを超えるような事

故の発生頻度が一定の確率以下になるよう目標を定めているが「規制基準に適合した施設におけ

る事故の発生確率そのものは審査で確認していない」としている2。Ｃｓ１３７の放出量が１０

０ＴＢｑとなれば明らかに一般公衆に法定限度を超えた被ばくをもたらす「放射性物質の異常な

放出」に該当する。 

前出特別委員会3において更田規制委員長は、議員の「新規制基準をクリアすれば、例えば地

震とか津波とかテロ、こういうものがあろうとも、百テラベクレル以上の事故は発生しないとい

う意味か」との質問に対して、「たとえ新規制基準に適合している炉であっても、百テラベクレ

ルを上回るような放射性物質の放出を起こす事故の可能性というのを否定すべきではありませ

ん。したがって、先ほどお答えしましたように、百テラベクレルを上回る事故に対しても対策を

求めておりますし、さらに、防災を考える場合は、大規模な事故を起きるのは起きるものとして

考えることが基本でありますので、これは繰り返しになりますけれども、適合している炉であっ

 

2原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会「原子力規制委員会が目指す安全の目標と，新

規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価（国民に対するわかりやすい説明

方法等）について」平成３０年４月５日 

https://www.nsr.go.jp/data/000227853.pdf 

3（前出）第２０４回国会原子力問題調査特別委員会第３号（令和３年４月８日）議事録 
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ても、百テラベクレル以上の放出を起こす事故の可能性を否定するべきではないというのが規制

委員会の立場でございます4」と答弁している。被告がいうような「放射性物質を異常に放出す

るような事故が発生する具体的危険はない」などという根拠はいずれにも見出すことはできな

い。 

より平易な表現としては、原子力規制委員会の田中俊一前委員長が「安全審査ではなくて、基

準の適合性を審査したということです。ですから、これも再三お答えしていますけれども、基準

の適合性は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げませんということをいつも、

国会でも何でも、何回も答えてきたところです5」として適合性審査の位置づけを明確に答えてい

る。新規制基準の下で格納容器破損対策に対する審査ガイドが設けられ、いくつかの側面から発

電事業者の対策を評価して「セシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑ（テラベクレル）以下」に

なることを確認することとしている6。その新規制基準にしても、一般に「世界一厳しい」と称さ

れているが新規制基準への適合は書類上の概念に過ぎず実証的な根拠は何もない。この基準自体

も、福島事故後に「世界一厳しい」として更新された数値ではなく、２００３年に旧原子力安全

委員会の安全目標専門部会が「安全目標」の案として提示した数値を再録したものに過ぎない 7。

そこでは、原子炉１基あたりで炉心損傷頻度が１万年に１回、格納容器の機能喪失（放射性物質

の閉じ込め失敗）頻度が１０万年に１回、セシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑを超える事故

の発生頻度が１００万年に１回となるようにすべきとしていた。なおここでいう「年」とは原子

炉の運転期間の「炉年」の意味である。ところが福島原発事故は、１００万年に１回どころかそ

れより１０００倍以上も高い確率で発生した上に、セシウム１３７の放出量も１００倍多い結果

をもたらした。すなわち新規制基準はあくまで目標であって、新規制基準に適合すれば事故は起

こらないとの実証的な根拠は全くないし、福島原発事故前の目標と実態の桁違いの乖離を省みれ

ば、なお信頼に足る数値とは思われない。 

規制委員会は、原子力災害事前対策の策定（当然、避難対策もその範疇）に関する資料におい

て「環境中に放出される放射性物質の量は、具体的な事故のシーケンスに関係なく、Ｃｓ１３７

については１００ＴＢｑとし［以下略］」と述べているように8、原子力災害事前対策においては

 

4 （前出） 

5原子力規制委員会記者会見録（平成２６年７月１６日）  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11036037/www.nsr.go.jp/data/000068796.pdf 

6原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効

性評価に関する審査ガイド」２０１３年６月，ｐ．１４ 

https://www.nsr.go.jp/data/000069156.pdf 

7原子力規制庁「安全目標と新規制基準について」２０１７年８月７日 

https://www.nsr.go.jp/data/000198792.pdf 

8 原子力規制委員会「原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについて」

（２０１８年１０月１７日） 

https://www.nsr.go.jp/data/000249587.pdf 
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放射性物質の異常な放出を考慮すべきとしているのである。規制庁の別の資料においても「本試

算はこれ以上の規模の事故が起こらないことを意味しているものではない9,10）」として、１００

ＴＢｑの想定を超えた事態が起こりうる可能性を除外しないよう注意を促しているほどである。

そのＣｓ１３７として１００ＴＢｑという目標は、福島原発事故の推定放出量11の約１００の１

という極めて楽観的な想定にとどまっているが、これもあくまで書面上の目標であって実証され

た数値ではない。また国会における質問主意書12で「避難計画を考える上での出発点は、最大規

模の災害が発生したときに、どのような情報があれば、住民が安全に避難できるかを考えること

ではないか、政府の見解を明らかにされたい」との質問に対し、「原子力災害対策指針（平成三

十年原子力規制委員会告示第八号）は、御指摘の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の

ような放射性物質の大規模な放出に至る場合等も想定し、防護措置の基本的な考え方を示してい

る」として、原子力防災の基本となる「指針」自体も福島原発事故に相当するような放射性物質

の大規模な放出が起こりうるとの前提に基づくことを答弁している。 

前述のごとく規制委員会で適合性を審査したとしても、具体的な危険がないとは何ら担保され

ていないから、被告の主張は全く誤りである。被告の「本件２号機において放射性物を異常に放

出するような事故が発生する具体的危険は存しない」などという主張は、原子力安全規制の趣旨

を逸脱した荒唐無稽なものである。むしろ被告が、新規制基準に適合していることを以て「安全

性が十分確認されている」などという認識で本件２号機あるいはその他の原子力施設を稼働しよ

うとしているのであれば、それ自体が具体的な危険性の要因といえる。 

特に被告答弁書Ⅲの第６「本件２号機の安全確保対策」に関しては、具体的な危険性に関する

 

9 緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について（案）（２０１４年５月２８日） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11118514/www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf  

10 原子力規制庁「原子力災害時の事前対策における参考レベルについて（第４回）資料６」（平

成３０年９月１２日）のうち参考資料２と題するもの 

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf 

11放出されたＣｓ１３７その他の実量を測定する手段はないためいくつかの試算により異なる推

定値が報告されているが，たとえば東京電力（株）「福島第一原子力発電所事故における放射性

物質の大気中への放出量の推定について」２０１２年５月等である。 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120524j0105.pdf  

12内閣衆質２０４第１５９号（令和３年６月１１日）「住民の視点から考えた避難計画に必要な

情報に関する質問主意書」（阿部知子議員提出） 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b204159.htm 

質問主意書本文 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204159.p

df/$File/a204159.pdf 

質問主意書答弁 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204159.p

df/$File/b204159.pdf 

 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120524j0105.pdf
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b204159.htm
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被告の誤認が典型的に示されているので指摘する。一例を挙げると第６の５（３）「原子炉格納

容器の破損を防止するための対策（ｐ．９９～）」に関して、ア「原子炉格納容器の破損を防止

するための対策」、イ「原子炉格納容器下部の炉心溶融を冷却するための設備」等が説明されて

いる。かりに「原子炉格納容器の破損」が実際に発生したとすれば、まさに福島原発事故と同様

に溶融炉心の放射性物質が環境中に放出され、また強い放射線のため要員が復旧に赴くことも不

可能となる厳しい事態が出現する。この対処に関して本件２号機に関する規制委員会審査書（乙

第３号証13）は下記のように記述している。 

 

「③－2）原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熟の手

順」として「ａ．炉心損傷を判断し、残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱ができず、原子炉格納容器内の圧力が０．６４０ＭＰａ［ｇａｇｅ］に到達

した場合、又は原子炉建屋地上 3 階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が２．０ｖｏｌ％

に到達した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるための手順に着手する。この手順では、中央制御室から操作可能な場合、格納

容器ベントのための系統の構成等を１名により、１５分以内、出口隔離弁の開操作を１名によ

り、５分以内に実施する。中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、格納容器ベント

のための系統の構成等を計３名により、７５分以内、遠隔手動弁操作設備による出口隔離弁の

開操作を計３名により、１１５分以内に実施する」とある（審査書ｐ．３９０）（乙第３号

証）。 

 

これは規制委員会において事故シナリオの想定とその対処を審査した結果であり、たしかに福

島原発事故前よりは綿密に検討されている。しかし規制委員会の審査は「その対処が成功したと

すれば、格納容器の破損を防止できる」という仮定について審査したのであって、それが実行可

能かどうかは審査の対象とはなっておらず被告に委ねられている。この関係性は前出特別委員会

においても規制委員長が明言している。すなわち「新規制基準に対する適合性の審査の中では、

まず、先ほどお答えした百テラベクレル以下のものというのは、緩和する対策が機能したとき

の、いわゆる成功パスのときの値です。この成功パスの結果が百テラベクレルを下回っていると

いうことは確認する必要があって、成功パスでもそれを上回る場合というのは許可することがで

きません。さらに、その審査の中では、百テラベクレルを上回るような事故が起きた場合の対策

についても審査を行っております。そういった意味で、百テラベクレルを上回る、下回るが合格

 

13乙第３号証（原子力規制委員会「東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更

許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質，核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第 2 号（技術的能力に係るもの，第３号及び第

４号関連）」）令和２年２月２６日 
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であるとか不合格であるとかという基準になっているわけではございません14」と答弁している

とおりである。 

前述のシナリオに対して技術的な対処でいえば、同ページに記載された「中央制御室から操作

可能な場合」であればまだしも、一方で「中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合」の

事態が発生したということは、計装機器そのものの不動作、制御用電源や計装空気系統（圧縮空

気）の少なくとも一方の喪失が発生しているからである。するとこの状態で「格納容器ベントの

ための系統の構成等を計３名により、７５分以内、遠隔手動弁操作設備による出口隔離弁の開操

作を計３名により、１１５分以内に実施」というような作業が現場で本当に実行しうるかどうか

について規制委員会は確認していない。さらには前段にあるようにこのとき既に炉心損傷の発生

を認知しているのであるから、現場に臨場する前に線量測定や防護措置など多くの準備を必要と

するし、現場操作用の機材を用意し搬送する等の作業も必要となる。またこのような事態は強い

地震あるいは津波に起因して発生する可能性が高いのであるから、放射線による作業支障の他に

も格納容器ペネトレーションの破損などにより現場までの通路等が物理的に通行できないなど、

要員の作業が支障される要因が多数考えられる。 

こうした点が「新規制基準への適合」が「具体的な安全」とは同義ではない一例である。新規

制基準に適合したことを以て「本件２号機において放射性物質を異常に放出するような事故が発

生する具体的危険は存しない（答弁書ｐ．10））」などと主張する根拠は全くないのである。し

かも上記の事態では、格納容器の破損を防ぐためにベント操作を行うのであるから、それが「成

功」するということは、格納容器の破損は避けられたにしても排気筒から大量の放射性物質が環

境中に放出されるのであるから、一般公衆に対する被ばくが回避されるわけではない。 

この過程は以降の避難にも強い関連を有する。もしベントが成功すれば大量の放射性物質の環

境中への放出は１回で収まる可能性がある一方で、ベントに失敗して格納容器の破損に至れば、

たとえ破損個所が局部的であってもその後の対処は著しく制約されるとともに、その後の放射性

物質の環境中への放出の時期や量（事故の展開シナリオ）の予測はほぼ不可能となる。状況が深

刻になるほどその後の進展の見通しが困難になるという悪循環に陥り、避難に関する判断もほぼ

不可能となる。 

 

Ⅳ 実効性に関する被告の誤認 

被告は答弁書Ⅲ第８の１において「原告らは現時点における避難計画の不備として子細な点を

多数主張（答弁書ｐ.１０８）」などと批判しているが、これらは決して仔細な点ではない。とい

うのは避難者の視点からみた場合、避難指示─避難準備─避難経路での移動─避難退域時検査場

所─避難所受付ステーション─最終避難所という行動は一連の直列した過程であって、ある段階

 

14 （前出） 
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で支障（極度の渋滞等）があるからといって別の段階に移る等の選択はできないから、そのいず

れか１つでも支障が発生すれば避難行動はそこで停止してしまい、避難の目的を達することがで

きないからである。またいくら時間がかかってもよいというのであればいずれは最終避難所に到

達できるかもしれないが、本意見書冒頭で述べたように、原子力災害における避難とは一般公衆

に対する被ばくを避けるための行動である以上は、単に最終避難所に到達することが目的ではな

く、そこに到達するまでに許容できない被ばくを受けるとすれば、そもそも避難の目的を達する

ことができない。 

被告は答弁書Ⅲ第８の４において「女川地域の緊急時対応は、令和２年３月に開催された第１

回女川地域原子力防災協議会において、原子力災害対策指針等に照らし、その内容が具体的かつ

合理的なものとなっていることが確認された（答弁書ｐ.１２２）」という。また答弁書Ⅱ第８の

１において「避難計画は、関連自治体などが、実際の避難時には適宜災害の状況に応じて臨機応

変に効果的に人員を配置し、配置された人員も適宜状況に応じて臨機応変に対応しながら運用す

ることを前提とするものである。災害の状況に応じて適宜適切に対応することとなっており、関

連自治体等に当然備わっていると期待できる運用上の能力を考慮して、避難計画が実行可能とい

えれば、避難計画は合理的に整えられているといえる（答弁書ｐ.２３）」というが、「臨機応

変」「適宜適切」などという抽象的・観念的な修辞に過ぎず、原告が訴状第８（ｐ．４８～１１

６）で詳細に指摘しているような実務上・運用上の具体的な問題については答弁していない。ま

た「実行可能といえれば、避難計画は合理的に整えられているといえる」というが、「実行可

能」とはそれに必要な条件が成立していることを前提とするにもかかわらず、原告が訴状で多岐

にわたり指摘しているように必要な条件が成立していないのであるから、避難計画は合理的に整

えられていないことは明らかである。 

あるいは「石巻市には［途中略］市の庁舎が複数存在しており、万が一の場合における行政機

能の移転先があらかじめ決まっていなかったとしても、直ちに中枢機能をいずれかの庁舎に移転

し、その余の機能を他の庁舎に分散移転することが可能である（答弁書ｐ.３４）」などという。

被告は答弁書Ⅱ第８の６（２）において「市の行政機能の移転先（代替施設）が確保されていな

い」について概ね認めるとしている一方で、行政機能の移転に関しては当事者でもなく運用を指

示・統括する立場でもないのに何を以て「直ちに中枢機能をいずれかの庁舎に移転し」などと断

定するのか全く根拠を見出すことができない。 

女川地区に限らず、原子力防災計画は平成２３年３月の福島第一原子力発電所事故（以下「福

島原発事故」）を契機に策定されたものではなく、それ以前から各地の原子力発電所立地自治体

において策定されている。それは平成１１年９月の茨城県東海村ＪＣＯ臨界事故を契機に制定さ

れた「原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」）」に基づき、原子炉の運転により放射性物質

または放射線が異常な水準で事業所外へ放出される場合を想定して策定された位置づけは当時も

現在も変わりない。もとより福島県においても、福島原発事故以前から福島県地域防災計画原子

力災害対策編が策定されている。しかし現実の福島原発事故ではそれがほとんど機能しなかった
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ことは周知のとおりである。現在の「宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕（令和３年２

月）（甲Ｂ２号証）」を参照すると、質的に福島原発事故前とほとんど進展がなく、依然として

「ものとする」「とされている」との記述の羅列にとどまっている。これより考察すれば、被告

がいうように防災計画の書面上の記述が整っているから、あるいは防災会議の審議を経ているか

らといって、防災計画の実効性が確認されたとはとうてい言い難いものである。  

 また被告は「内閣府をはじめとする関係府省庁が、地域原子力防災協議会において避難計画そ

の他を含むその地域の緊急時における対応（以下「緊急時対応」という。）」が具体的かつ合理的

であることを確認し、内閣府はその確認結果を原子力防災会議に報告し、了承を得る仕組みにな

っているものであり（被告答弁書ｐ．２１）」として、実質的な検討がなされていないという原

告らの主張は事実に反すると批判している。ここで念のため一連の流れを要約すると下記のよう

になる。 

 

① 原発周辺の自治体は「原子力災害対策特別措置法（原災法）」等に基づき緊急時対応（一

般には地域防災計画・避難計画・その関連施策等）を策定する。 

② 国は自治体の地域防災計画・避難計画の充実化を支援する目的で各地域で「地域原子力防

災協議会」「同作業部会」を開催する。（構成員は国（内閣府・原子力規制庁・経済産業省のほ

か警察・消防・自衛隊など）、関連自治体および発電事業者） 

③ 「原子力防災会議幹事会」が開催される。 

④ 首相および全閣僚が参加する「原子力防災会議」で報告される。 

 

 本件２号機に関する各段階の実施状況を検討すると、②の「地域原子力防災協議会」は２回開

催されているが、第１回では５０分15、第２回においてはわずか１７16分間の議事である。第１

回では関係者から一通り説明の後、会議のまとめとして本会議のまとめとして荒木内閣府政策統

括官（当時・原子力防災担当）から「関係自治体、関係省庁、その他関係機関の対応を含む「女

川地域の緊急時対応」について、現時点において原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合

理的であることを確認した旨」との発言があったが、全く形式的な手続きのみでありこれを以て

「実効性が確認された」とはとうてい考えられない。なお被告は「協議会」にはオブザーバーと

して参加しているのみである(答弁書ｐ.１１７)。 

次に③の令和２年６月１９日に第１４回「原子力防災会議幹事会」が開催されているが書面配

布のみであり議論はされていない17。さらに④の第１０回「原子力防災会議」が令和２年６月２

 

15内閣府「女川地域原子力防災協議会（第１回）議事要旨」令和２年３月２５日  

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/02_onagawa_gijiyoshi.pdf  

16内閣府「女川地域原子力防災協議会（第２回）議事要旨」令和２年６月１７日  

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/02_onagawa_gijiyoshi_2.pdf  

17首相官邸「第１４回原子力防災会議幹事会」令和２年６月１９日 



12 

 

２日（月）に開催（テレビ会議）され、内閣総理大臣ほか全閣僚２５名余が出席しているが時間

は１０：１４～１０：２５のわずか１１分間であり、議事は報告事項のみである18。同会議には

原子力規制委員長も出席するが「何々地域の緊急時対応は原子力災害対策指針に沿った具体的で

合理的なものであると考えられる」として地域名だけを入れ替えた定型句を発言するだけとなっ

ている。すなわち以上の手順では実質的な検討・評価がなされているとは考えられない。 

 すると実質的な内容は「地域原子力防災協議会作業部会」に依拠することとなり、女川地域に

おける「作業部会」は現在までに２７回開催されている。「作業部会」とは、防災協議会の構成

員を補佐するために内閣府の主催により開催されるもので、内閣府原子力防災専門官、内閣府政

策統括官、県担当者、実動官庁（警察・消防・自衛隊等）の担当者、規制委員会担当者、関係市

町、原子力事業者が参加する会議である（答弁書ｐ.１１７）。しかし最も実務的な内容を検討・

評価するはずの当「作業部会」でも開催時間は３０～４０分という回次もあり、実質的な検討・

評価が行われているとは思われない。結局、原告らが訴状第８（ｐ．４８～１１６）で詳細に指

摘しているような実務的・具体的な問題について各回次の議事録を参照すると、検討課題として

は挙げられているものの、その対応については何ら具体的な審議はなされていない。 

 原告も訴状「実効性が欠けている第８の理由のその１」で指摘しているように、避難計画の策

定主体である県と市が，自ら策定した避難計画の実効性を自ら検証する姿勢を放棄し，女川地域

原子力防災協議会において「具体性・合理性」が確認され，国の防災会議で了承されれば，実効

性は確保されたものとみなすという態度をとっている（甲Ｂ１５の１の２～３）。作業部会が課

題あるいは方針の整理で止まり、次に行われるべき実効性が欠けている部分の抽出とそれに基づ

く計画の修正と修正計画を実行した結果の検証を行わず、課題に対する抽象的な方針が立てられ

ていることを以て「具体性・合理性」があることを「確認」するという方針で行われている。前

述のように作業部会が唯一実務的な内容を検証する機会であるにもかかわらず機能していない。 

 また本来避難計画を主導・支援すべき国（内閣府）の姿勢は曖昧であり実効性の確保に寄与し

ていない。原告らが公開質問書（２）で各自治体の避難計画の実効性が確保されていることが

「確認」の条件かと問い質したところ，内閣府は，「確認」の主体は協議会であり，内閣府は審

査を行うものではないと回答している（甲Ｂ１５の８の１～２）（訴状ｐ.１１０）。また甲Ｂ１

６の１の１～５及び甲Ｂの１６の１～２の実効性を問い質した原告らの公開質問書（３）に対し

て内閣府は「作業部会開催時点の，女川地域の「緊急時対応」の取りまとめに向けた検討途上の

ものであることから，その資料について個々に回答することは差し控える。」としている（甲Ｂ

１５の９の１～２）。同日，緊急時対応策定に向けて市町による調整が至急必要な課題を整理し

た表が同日提出されている（甲Ｂ１５の３の２）。しかし，その後，作業部会においてこれらの

項目についての確認は行われていない（訴状ｐ.１０７）。 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku_bousai/kanji/dai14/gijiyousi.pdf  

18首相官邸「第１０回原子力防災会議議事録」令和２年６月２２日 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku_bousai/dai10/gijiroku.pdf  
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以上指摘するように、最も実務的な内容を検討・評価するはずの「作業部会」でも実質的な検

討・評価はなされていないことに加えて、その上位の「女川地域原子力防災協議会」「原子力防

災会議幹事会」「原子力防災会議」も形式的な手続きとして素通りするだけである。すなわち被

告の主張は、答弁書の記述に従えば「仕組みになっている」ことを述べたものに過ぎず内容には

何ら言及がない。そもそも被告は、避難計画の策定および実行者でもなく、人員・機材の動員を

指示する立場でもなく、要請があった場合に限定的な支援を行う立場にとどまる。以下個別に指

摘するように、被告の主張は関連書面を再掲したものに過ぎず、何ら具体的な検討をしていな

い。その前提にしても楽観的な条件のみを恣意的に選択したものであって、被告が女川地区の地

域防災計画について「具体的かつ合理的」であるとする根拠は何も示されていない。また被告は

答弁書Ⅲ第８の２（１）イ以降等（ｐ．１１０）で避難計画等の修正あるいは改善について述べ

ているが、一連の防災計画は都度修正してゆくべきものであるという一般論を述べるにすぎな

い。都度修正されてゆくから実効性を有するという解釈では、いずれの時点でも内容にかかわら

ず防災計画は実効性を有することになり、被告の主張の根拠にはまったくならない。 

 

Ⅴ 各論 

被告の主張は多重の誤認を重ねた上に抽象的・観念的な修辞を加えた記述に終始し、主張の根

拠とはなりえない。以下、個別の項目について被告の誤りを指摘する。 

 

（１）避難方式に関する被告の誤認 

 

避難の実効性に関する原告の一連の指摘に関して、被告は答弁書Ⅱ第８（ｐ．２３以降）の２

（２）～（４）・４（４）（６）あるいは答弁書Ⅲ第８の４（２）等に記述するように「一斉避難

を前提としているために過大な負荷が想定されているが、段階的避難を前提とすれば深刻な問題

は発生しない」との趣旨で反論するもののようである。被告のいう「段階的避難」が具体的にど

のような形態を指すのか必ずしも明らかでないが、女川地域の地理的特性を考慮して検討すれ

ば、避難方式を理由とする被告の反論はすべて誤りである。 

念のためここで避難方式に関する経緯を整理すると、「指針」の制定当初（２０１２年１０

月）においては、ＰＡＺ圏の避難完了までＵＰＺ圏が待機する方式を「段階的避難」と称する一

方で、ＵＰＺ圏についてはおおむね放射状（同心円状）の一斉避難が想定されていた。その後、

２０１５年４月の指針改訂以降において、ＰＡＺ圏を優先することは同じであるが、ＵＰＺ圏内

ではまず屋内退避を原則として、その後モニタリングにより区域を特定して避難する方式が推奨

された。この変更によりいくつかの地域では避難時間シミュレーションの見直しが行われてい

る。被告は区域を特定して避難することとされていることを以て、原告の主張がＵＰＺ一斉避難

を前提としていることを誤りと批判しているが、「指針」その他内閣府・規制庁の資料は、モニ
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タリングによりＯＩＬ１，２の条件に該当した地区が避難対象となることを記述しているのであ

って「複数の地域が同時にＯＩＬ１，２の条件に該当することはない」「一斉避難は発生しな

い」などの前提や試算は何ら示していない。 

「指針」の初版制定（２０１２年１０月）以後、避難時間シミュレーションは各地においてさ

まざまな委託業者が各々独自の条件設定や手法により実施していたが、内閣府は２０１６年４月

に「原子力災害を想定した避難時間推計基本的な考え方と手順ガイダンス（以下「ガイダン

ス」）を策定した19。同ガイダンスでは「（a）市町村単位で推計の対象とする区域を想定する方

法」すなわち一時移転等の指示が、重点区域を含む特定の市町村全域を対象に行われるケース

や、「（b）方位を目安に推計の対象とする区域を想定する方法（ガイダンスｐ．２３）」とする

例が示されている。（b）については福島事故の実態を事後に調査すると、現在でいうＯＩＬ２

（一時移転）に相当する区域はおおむね開角４５度の範囲であったこと、また排気筒から放出さ

れる放射性物質の拡散シミュレーション（特定の地域ではなく仮設例）によれば、地表面での放

射線エネルギーは同様に開角４５度の範囲を考慮すれば十分との評価に基づいている。ただし同

シミュレーションは主に希ガスの放出を対象に、風向、風速、その他の気象条件が一様であっ

て、放射性物質が定常的に放出され、かつ地形が平坦であると仮定した場合である。この概念を

示したものが次の図１（「ガイダンス」ｐ．２６）である。 

 

 

19内閣府（原子力防災担当）「原子力災害を想定した避難時間推計基本的な考え方と手順ガイダ

ンス」２０１６年４月 

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/02_ete_guidance.pdf 
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図１ 内閣府「ガイダンス」の方位のめやす 

 

ここで女川・石巻地域の地理的特性を考慮する必要がある。女川・石巻地域ではＵＰＺ圏を１

６分割したセクター（すなわち開角２２．５度の扇形）を単位としてみると、１６セクターのう

ち１３セクターは海面あるいは離島部分であり渋滞にはほとんど関与しないので、大多数の避難

人口が存在する区域は２～３方位すなわち特定の風向の範囲に入ってしまう。「ガイダンス」に

示されているとおり、避難区域は単に幾何学的な扇形で決定されるのではなく実際には「関係市

町村などが定める避難計画に基づき、小学校区や町丁・大字等の行政区域で設定される（「ガイ

ダンス」ｐ．２３）」。実際の「石巻市広域避難計画」でも避難先の割当ては小学校区単位として

いる。また同一の避難等実施単位（区域）の中で部分的に実施単位を分割することは現実的でな

いから、区域の一部でもセクターにかかればその区域全体を避難等実施単位とせざるをえない。

すなわち実際の避難区域は幾何学的なセクターより広くなる。 

後述する「阻害要因調査」も「ガイダンス」に準拠してこの考え方によりシミュレーションを

実施している。ここで「ガイダンス」に準じて女川原発から開角４５度の範囲をとっても、女

川・石巻地域の避難等実施単位（小学校区単位）は大部分が該当してしまうので、かりに区域を

特定したとしても女川・石巻地域は実態として一斉避難と同じ状況が発生すると考えることがむ

しろ自然である。 

 以上は気象条件が一様等の仮定を設けた試算であるが、図２はある地点の１日（２４時間）の

風向（棒の向き）・風速（棒の長さ）を図示したものであるが、当該日１３時～１８時の５時間
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に風向がほぼ逆転しているなど現実に起きている現象であり、放出継続時間中に放出源を中心と

してさまざまな方向に放射性物質が飛散する可能性がある。風向には分・秒単位でのゆらぎが生

ずるのが一般的であることからしても、女川地区では書面上「段階的避難」といっても現実には

１日以内の期間でＵＰＺ圏全域が避難対象（ＯＩＬ１，２該当）になる可能性は高い。 

 

 

図２ 時間的な風向・風速の変化の例 

 

汚染物質（放射性物質に限らず大気汚染物でも同じ）の拡散計算においては、同じ気象条件

（風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量）において、発生源での放出継続時間が短けれ

ば開角は狭く、逆に放出継続時間が長ければ開角は広くなる。これは放出継続時間が長いときに

は水平・垂直方向の大気の乱れの影響を長く受け拡散が広がることによる。前述のように規制庁

の試算では放出継続時間を５時間と想定している。一般に汚染物質の拡散計算に用いられるパス

キルの大気安定度「Ｃ」を適用20し風速２ｍ／秒とすると、放出継続時間が５時間のときには開

角４２度、同２時間では開角３１度、同１０時間では開角５３度などとなる。前述のようにほと

んどのＵＰＺ人口が２～３セクターに包摂されているところから、ある風向・風速においてＯＩ

Ｌ１，２が発生すれば、結局のところ全域避難と同じである。規制庁が想定する５時間より短く

２時間で緊急事態を収束させ放出を停止しえたとしても、少なくとも２方位は汚染範囲となる。

収束に手間取ればさらに汚染範囲が広がる。もし被告がいう「段階的避難」が１方位のみすなわ

ち開角２２．５度を指すのであれば、それはむしろ希なケースといえる。 

 

 

 

20 原子力委員会「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」１９７７年６月１４日 

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/wp1977/ss1010107.htm 
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図３ 福島原発事故のＳＰＥＥＤＩ試算を女川に当てはめた範囲 

 

また図３は福島原発事故の際に「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥ

ＤＩ）」を用いて放射性物質の拡散をシミュレーションした結果（外部被ばくによる実効線量と

して）を位置的に移動して本件２号機にあてはめたものである。ＳＰＥＥＤＩの試算はさまざま

な条件により行われているが、放出条件として原子力規制委員会が現状の防護措置に関して提出

した「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について（案）」資料21の条件に近い条件

のシミュレーションを選択したものである22。同図は表示の区分が１０００～１００～１０μＳ

ｖ／ｈであり、ＯＩＬ１，２の基準である５００μＳｖ／ｈ，２０μＳｖ／ｈとは区分が異なる

が、実際の実効線量は連続的に変化しているのであるから同図を補間して解釈すればＯＩＬ１，

２に相当する地域がどの範囲にあたるかは容易に理解される。ある地域でＯＩＬ１，２に該当す

る条件が発生すれば、その周辺でもそれに類似した条件が発生していることは当然である。さら

に前述のように区域の一部でもセクターにかかればその区域全体を避難等実施単位とせざるをえ

 

21 （前出）原子力規制庁「原子力災害時の事前対策における参考レベルについて（第４回）資

料 6」（平成 30 年 9 月 12 日）のうち参考資料 2 と題するもの 

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf 

22原子力規制委員会「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）等によ

る計算結果」よりＮｏ．Ｓ４５０５６（３号機１５日１０時間）と題する図  

https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4790/24/1305746_0313_11.pdf  

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf
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ないことも考慮すると、ひとたび避難を必要とするような放射性物質の放出があれば、現象面か

ら考察すれば実態は一斉避難にならざるをえない。むしろ避難あるいは一時移転の対象が特定の

区域に留まるという状態のほうが希な状況である。なお条件によっては女川町・石巻市はもとよ

り避難先市町でもＯＩＬ１，２に該当する条件の発生、すなわち避難先がさらに避難を必要とす

る事態が予想され、避難計画全体が成立しなくなる可能性もある。以上の点を考慮すれば、ＵＰ

Ｚ一斉避難を前提とせずに論じられている被告の主張、すなわち答弁書Ⅱ第８（ｐ．２３以降）

の２（２）～（４）・４（４）（６）あるいは答弁書Ⅲ第８（ｐ．１０７以降）の４（２）等の被

告の反論はすべて失当である。 

同じシミュレーション受託業者が同じプログラムを用いて新潟県柏崎刈羽原発を対象とした阻

害要因調査23を実施している。本件における基本シナリオと同じようにＵＰＺの３～４セクター

（ただしその１セクターは大部分が海面）の避難を基本シナリオとして、ある方向の避難先到着

時間が１３５時間２０分と算出された（ｐ．８６）のに対して「出発時間分散」の対策シナリオ

を検討している（なお新潟では避難所受付ステーションは設定していない）。この「出発時間分散」

とは、検査場所を起点とする長い渋滞を回避するため同じセクター内でも出発時間を分散させる

方式を検討したものであり「段階的避難」の一種といってもよい。その結果、基本シナリオに対

して２５時間５０分の短縮がみられた（ｐ．１２１）ものの、その差は２割程度にとどまる。す

なわち被告が主張する「段階的避難」がどのような形態であれ避難時間に大きく影響を及ぼす渋

滞が発生することは同じであり、被告がいうように段階的避難を前提とすれば過度の渋滞は起き

ないなどということはない。なおこの「出発時間分散」により移動時間は短縮されるものの、出

発時間まで待機する間の被ばくと比較して、いずれが最終的な被ばくを最小化できるかについて

は同調査では記述がない。 

なお被告は「ＵＰＺ内の住民の避難は、検査場所及び避難所受付ステーションを開設した後と

なる（答弁書Ⅱ第８の２（６）ｐ．２６）」などというが、「指針」は「モニタリングにより地域

を特定して」としているのみであって、検査場所及び避難所受付ステーションを開設した後など

という条件は設けていない。そもそも「指針」は緊急時に際して住民の被ばくを最少とする趣旨

で策定されているものであり、検査場所及び避難所受付ステーションを開設するまで避難を待つ

とすればその間の被ばくが累積してしまうのであるから、被告の解釈はその点でも荒唐無稽であ

り、原子力災害の現象そのものについての考察を欠いている。 

 

（２）阻害要因調査に関する被告の誤認 

 

宮城県では「阻害要因調査」と題しているが、一般的な用語でいえば「避難時間シミュレーシ

 

23 （株）構造計画研究所「原子力災害時避難経路阻害要因調査結果概要版」令和 3 年 3 月 

http://npdas.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/61693fe03b8c6.pdf  
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ョン（ＥＴＥ；Evacuation Time Estimation）」である（甲Ｂ第１０号証の２）」。ここで答弁書

Ⅱ第８の２（６）ア（ｐ．２７）等において被告は「阻害要因調査においては、ＵＰＺ内の住民

に避難や一時移転の指示が出ていない状況で、ＵＰＺ内の住民の自主避難が発生し、これによっ

て交通渋滞が発生することをあえて想定している。そして、指示に基づかないＵＰＺ内住民の避

難の発生条件は、本件発電所の北方向、北西方向、西方向のそれぞれ全区域が避難する想定とし

ている。しかし、避難指示は区域を特定して段階的に出されることになっており、また、宮城県

は自主的に避難する人がなるべく少なくなるよう避難計画に係る周知を図っている。それでも阻

害要因調査においてかかる想定がなされているのは、あえて強い負荷をかけて避難時間を計算す

ることによって課題を抽出するためである。したがって、阻害要因調査結果が現実のものとなる

ことはなく、住民の避難に７２時間から１２８時間を要するとする原告らの主張は前提を欠いて

いる」などという。しかしこれは被告の理解不足に起因する誤りである。 

説明に先立ち、原子力防災における避難時間シミュレーションの経緯を概説する。福島原発事

故以降、各原発立地地域で避難時間シミュレーションが実施された。前述のように「指針」の制

定当初（２０１２年１０月）においては、モニタリングにより区域（方位別セクター）を特定し

て避難する方式は想定されておらず、ＵＰＺ圏がＰＡＺ圏の避難完了まで待機する方式を「段階

的避難」と称していた。同時期に各地で実施された避難時間シミュレーションはその前提で試算

されてきた。各地域でのシミュレーション受託業者と使用システムの一覧を表１に示す。 

 

表１ シミュレーション受託業者の一覧 

地域 受託業者 シミュレーションシステム 

当初のシミュレーション 

泊 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

東通 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 

女川 三菱重工 ES-M （自社開発システム） 

福島第一・第二 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

東海第二 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

柏崎刈羽 三菱重工 ES-M （自社開発システム） 

浜岡 三菱重工 ES-M （自社開発システム） 

志賀 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

福井地区 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 

島根 三菱重工 ES-M （自社開発システム） 

伊方 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

玄海 三菱重工 ES-M （自社開発システム） 

川内 ユーデック Aimsun ETE（市販システム） 

指針改訂後のシミュレーション（例） 

柏崎刈羽 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 

女川 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 

玄海 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 

川内 構造計画研究所 Vissim（市販システム） 
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宮城県でも旧版「指針」の下で２０１４年に三菱重工（株）に委託して同社自主開発プログラ

ムによる避難時間シミュレーションを実施し公表（以下「旧推計」という）している24。「旧推

計」では季節・時間帯・自主避難率等を変化させて多くのケーススタディが行われているが、最

も基本的なケースで「ＰＡＺ圏住民が３０ｋｍ圏を離脱した段階」でＵＰＺ圏に避難指示を発出

した場合、ＵＰＺ圏の９０％の住民が３０ｋｍ圏を離脱するのは１４時間３０分から１６時間０

０分を要すると推定されている。 

その後、ＵＰＺ圏ではモニタリングにより区域を特定して避難する方式が取り入れられたこと

から、宮城県では改めて２０１９年度に構造計画研究所（株）に委託して市販交通シミュレータ

ＶＩＳＳＩＭによる避難時間シミュレーションを実施（以下「新推計」という）した25。被告答

弁書Ⅱ第８の２（６）（ｐ．２６）で「コンピュータ上に道路ネットワークを構築し［中略］避

難計画上の経路を走行する避難車両を１台ずつ発生させ」云々と記述しているが、全国で共通に

採用されている計算方式であり、本件２号機に関して特有の方法を採用しているわけではない。

念のためその計算方法を模式的に示すと次の図４のような考え方である。 

 

 

図４ シミュレーションモデルの考え方 

 

 たとえばある経路に沿ってＡからＥ地区があるとする。各地区に設定された避難車両を最寄り

の経路上に発生させる。避難車両はあらかじめ設定された避難指示タイミングと間隔で発生する

ものとする。各経路上に発生した避難車両は道路容量の制約に従って順番待ちの後に順次車列に

参加してゆく一方で、待機台数は次第に減ってゆく。経路上の車列は交通密度（距離あたり存在

台数）に応じた速度で移動してゆく。交通密度と走行速度の関係はいくつか提案されているが、

図５はその一例でドレイクの式を示す26。交通密度が１００台／ｋｍになると先行者と密接する

 

24 宮城県「女川原子力発電所に係る避難時間推計結果について（別紙）」と題するもの 

25 構造計画研究所「宮城県原子力災害時避難経路阻害要因調査事業報告書」令和２年３月 

26奥嶋政嗣・大窪剛文・大藤武彦・土田貴義「都市高速道路における交通流特性の分析と交通流

シミュレーションへの適用」土木学会第５７回年次学術講演会，２０１２年９月 

A地区

B地区

C地区

D地区

E地区

順番待

順番待

順番待

順番待

順番待

○○%の車が

指定位置に

達する時間

信号･交差点

等も再現

先行車との間隔、信号等に

応じて進行
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ような状態となる。またこのような交通密度になると距離あたりガソリン消費量が急増する。 

 

 

図５ 交通密度と走行速度の関係（ドレイク式） 

 

このようなモデルにより各地区で発生すると推定される車両が想定された目的地（ここでは最

終避難先）に到達する時間をＥＴＥとしてシミュレーションにより推定する。ただし「ガイダン

ス」により避難対象車両の９０％が避難完了する時間を避難時間として評価することとされてい

る。その報告の要約が「甲Ｂ第１０号証の２」である。一方で９０％ＥＴＥは未だ１０％の避難

者が残留している状態であるので、阻害要因調査で示された「避難時間」とは住民の実際の避難

完了時間そのものを示すのではなく、ケーススタディ相互間の比較等のための計算上の評価基準

である。地区住民の１００％避難完了は安否確認等も実施しなければならないので、シミュレー

ション上の所要時間とは全く異なる評価でありさらに多大な時間を要すると考えなければならな

い。前述の新潟県柏崎刈羽原発を対象とした阻害要因調査27では「推計される避難時間は対策の

効果を検証するための指標であり、本資料で示す条件のもと推計された時間のため、実際の避難

に要する時間とは異なる」と注意書きが付されている。従前は「避難時間シミュレーション」と

題されていたこれらの検討が、現在は「阻害要因調査」と題されるようになったのはこうした経

緯からである。 

旧推計でも「避難車両を１台ずつ発生させ」等の計算の考え方は同じであるが、シミュレーシ

ョン業務受託者や使用プログラムが新推計では異なっている。設定上の相違として旧推計では３

 

27 （前出）（株）構造計画研究所「原子力災害時避難経路阻害要因調査結果概要版」令和 3 年 3

月 

http://npdas.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/61693fe03b8c6.pdf  
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０ｋｍ圏の離脱時間（ＵＰＺ圏の９０％の住民）を推計しているのに対し、新推計では避難退域

時検査場所と避難所受付ステーションを経て避難先到着時間（同）を推計している点である。し

たがって両者は直接比較できない数値であるが、検査場所と受付ステーションを加えたことは避

難の実態に近づけた妥当な変更と考えられる。その結果、最も基本的なケースでは表２のような

推定結果が得られている。 

 

表２ ＵＰＺ避難時間 

方面別 市町 推定車両台数 避難先到着９０％時間 個人の平均避難時間 

北方面 石巻市 ７，７２７ ８９時間３０分 ４０時間４０分 

北西方面 
女川町 ２，８９７ ８０時間００分 ４２時間００分 

石巻市 ３８，４００ ７３時間１０分 ２６時間４０分 

西方面 
石巻市 ２，８２３ １３２時間１０分 ３２時間２０分 

東松島市 １２，１００ ８５時間５０分 １８時間００分 

 

新推計と旧推計とは条件設定が異なるにしても、旧推計において１４時間３０分から１６時間

とされていた避難時間（ＵＰＺ圏の９０％ＥＴＥ）が７３～１３２時間（同）というように大き

く増加している。すなわち前述のように「旧推計」ではＵＰＺ圏一斉避難を前提としていたのに

対して、「新推計」では方向別避難の考え方を取り入れたにもかかわらず、避難退域時検査場所

と避難所受付ステーションを経て避難先到着までを考慮したため避難時間が大きく増加してい

る。すなわち現実的な条件を考慮すればするほど膨大な時間を要する結果が推定されるのであ

り、原告らが訴状第８の１（ｐ．４８～ｐ．８０）で述べている一連の懸念は妥当である。しか

も新推計においても後述するようにより現実的な状況を想定すればさらに時間が増大することは

明らかである。たとえば阻害要因調査では「必要な場合には住民検査が実施されるため、その割

合によっては場内で局所的な渋滞が起こり阻害要因となり得るが、今回の調査ではモデルに含め

ていない（阻害要因調査本編ｐ．３６）」と記載されている。実際には住民検査あるいはその結

果によっては簡易除染等も必要になるため、検査場所での所要時間の想定は過少となっている。 
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図６ シミュレーション上の避難経路（ｐ．３１） 

 

図６は阻害要因調査でシミュレーション上で設定されている避難経路である。図７は阻害要因

調査本編でＵＰＺ避難区域の設定を示すものである。このうち北方面と西方面は１６セクター

（開角２２．５度）のうち４セクター、北西方面では３セクターが設定されているが、いずれも

そのうち１～２方位は離島部分であるので渋滞とはほとんど関係がない。前述の図１あるいは図

３のように２方位（開角４５度）としただけでもほとんどの避難実施単位が該当してしまうので

あり、阻害要因調査のセクターの設定は妥当である。被告はこれについて「それでも阻害要因調

査においてかかる想定がなされているのは、あえて強い負荷をかけて避難時間を計算することに

よって課題を抽出するためである。したがって、阻害要因調査結果が現実のものとなることはな

く、住民の避難に７３時間から１２８時間を要するとする原告らの主張は前提を欠いている（答

弁書Ⅱ第８の２（６）ｐ．２７）」などというが、被告が地域の実態やシミュレーションの内容

を把握していないための誤認である。 
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図７ 阻害要因調査におけるＵＰＺ避難の方位の設定 

 

しかし阻害要因調査受託者の解説によれば「避難計画に基づいたシミュレーションを実施する

ため、ＰＡＺ避難とＵＰＺ避難のシナリオはそれぞれ独立したシナリオとして設定する（ＰＡＺ

の現状シナリオにおいて、指示に基づかないＵＰＺ避難者を設定するが、ＵＰＺ避難の一連のシ

ナリオにおいては、これらの避難者は、まだ避難していないものと想定する）」（甲Ｂ１０の２

ｐ．５）となっている。すなわち「阻害要因調査」で「指示に基づかないＵＰＺ避難」として影

響を検討しているのは、ＰＡＺ圏の施設敷地緊急事態要避難者（ＳＥ）や一般避難者（ＧＥ）が

避難を開始する際に、ＵＰＺ圏の一部の避難者が移動を開始することによるＰＡＺ圏避難者への

影響を検討したものである。一方でＵＰＺ圏において指示に基づかない移動が開始される影響に

関しては特段検討されていない。これは後述するように、各々の区域に対する避難経路と方向は

およそ決まっているため、指定されないＵＰＺ区域から移動が開始されたとしても、それは別方

向の指定された避難経路に向かうのであって、各々避難経路に対する影響は少ないと考えられる

からである。段階的避難すなわちモニタリングの結果から区域を特定するにせよ、全域一斉避難

にせよ、当該セクターからの車両は予め予定された退域検査場所を経由して避難所受付ステーシ

ョンに向かう行動は同じである。原則を示せば図８のようにある１つの避難区域（セクター）に

対応する検査場所や避難所受付ステーションは区域別におよそ決まっている。このため、ある１

つの避難区域（セクター）に注目してみれば、避難区域（セクター）ごとの検査場所や避難所受

付ステーションの負荷（機材・人員の要求）等は、段階的か一斉かという条件により大きく変わ

ることはない。現に阻害要因調査の結果をみると、ＵＰＺ現状シナリオにおいて推定移動台数と

推定避難時間の関係は表２（前掲）のようになっており、ある方向の移動台数が多ければそれだ

け多くの時間がかかるという関係にはなっていない。避難時間の差異は別の要素に起因するもの

である。すなわち被告が主張するように一斉避難を想定したために渋滞が激化するとか、検査場

所や受付ステーションの負荷が過大に算定されていることはない。 
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図８ 避難台数とセクターの関係 

 

すなわち被告が「一斉避難を前提とするために過大な負荷が推定されている」との趣旨に基づ

く一連の主張は全て誤りである。また前項（１）でも述べたように、女川・石巻地区の地理的特

性から、たとえ段階的避難を設定したとしても交通の負荷は一斉避難とほぼ同等である。要約す

れば、阻害要因調査における避難範囲の設定は現実的かつ合理的であるばかりか、後述するよう

にその他の要素についてはむしろ楽観的な仮定を設けている部分もあり、現実の避難時間はシミ

ュレーションよりかなり増大することが予想される。原告が指摘する諸点は「あえて強い負荷を

かけて」ではなく、かりに被告がいう「段階的避難」であっても発生が予想される事象である。

答弁書Ⅱ第８の２（６）のような「阻害要因調査結果が現実のものとなることはなく」等の被告

の阻害要因調査結果に関する一連の主張は、被告がシミュレーションの内容を理解していないこ

とによる誤認である。 

 

（３）阻害要因調査でも考慮されていない条件について 

 

阻害要因調査では、「あえて強い負荷をかけて」どころか、むしろ現実に予想される事態に対

して楽観的な緩和条件を設けている要素もある。阻害要因調査はあくまでシミュレーションあっ

て現実を完全に再現することは理論上できないからやむをえないことではあるが、考慮されてい

ない条件が多く残存する。たとえば阻害要因調査ではケーススタディの１つとして津波浸水によ

る通行支障を考慮しているが、その他の要因による通行支障は考慮していない。実際に避難が必
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要になった場合に道路の損傷によって予定された避難経路が通行できなくなる支障をもたらす。

ことに自動車での移動では、自宅から避難所受付ステーションあるいは最終避難所までのルート

のうち一箇所でも自動車の通行が不能箇所が存在すれば、大幅な迂回を余儀なくさせられたり、

さらにはルートそのものが利用できない事態が生じる。石巻市広域避難計画（甲Ｂ５号証）にお

いては、たとえば石巻小学校区その他の住民は、仙台市青葉区青葉体育館を目指すことになって

おり「第一経路」およびそれが利用できない場合の「第二経路」が設定されている。しかし東日

本大震災の記録28によると、直接の震源から比較的遠かった宮城県内でも多くの道路で通行支障

が発生している。図９は主な道路の被災状況を示す。また被害事例の写真を図１０，１１に示す

29。この資料によれば石巻市から仙台市に到達することができない。例示した第一・第二経路と

も被災箇所があり通行不能である。これらの被災箇所の中には、比較的早期に啓開（仮復旧）さ

れた箇所もあるものの、原子力緊急事態における避難は時間単位・日単位の移動が求められるか

ら、初期の被災だけでも避難の重大な支障になるであろう。なお図は主な経路の損傷箇所を示す

のみであって、東日本大震災では集落内の生活道路にも多くの損傷が報告されているところか

ら、自宅から避難ルートにすら出られない状況が十分に考えられる。また同じ損傷状況に対して

もバス等の大型車はその重量や大きさの点から乗用車よりさらに通行に制約がある。またこのよ

うな集落内の生活道路は啓開（仮復旧）するにしても優先順位が低いと考えられるから、避難し

ようとしても地域に閉じ込められる可能性がある。また道路の構造的な破壊の他に、複合災害時

には電柱の倒壊・沿道の建築物の倒壊などが起こりうる。図１２，１３は災害時の電柱や建築物

の倒壊による道路支障の例を示す30。かりに道路が構造的に無事であっても、このような支障が

一か所でも発生すれば自動車による通行は不可能となる。 

 

 

 

28国土交通省仙台河川国道事務所「東北地方太平洋沖地震被災状況（道路）平成２３年３月１７

日現在」 

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/saigai/110317_douro_hisai_jyoukyou.pdf 

29平成２３年３月１１日東北地方太平洋沖地震宮城県内道路被災状況写真 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/hisaijoukyoushasinn.html 

30国土交通省ホームページ「無電柱化の推進」「災害時の救援活動を妨げる電柱」より 

https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/index.html 



27 

 

 

図９ 東日本大震災における石巻周辺の道路被害（国土交通省管理） 

 

 

図１０ 橋梁の損傷 

 

図１１ 橋梁の損傷 
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図１２  電柱の倒壊 

 

図１３ 電柱と建築物の倒壊 

 

東日本大震災の記録31によれば、石巻管内では津波（水撃力）による通行支障が多かったが、

仙台・大崎・栗原・登米等各管内では図１４，１５地震による道路支障が多数発生している。こ

れは想定された避難経路が利用できない、あるいはバスの呼び寄せもできない可能性を示す。こ

れは単に避難経路の問題に留まらず、各避難元から避難経路に出るまでの細街路・生活道路にお

いて一箇所でもこうした道路支障が発生すれば、そもそも避難経路まで出ることができず、少な

くとも車両（自家用車・バス共）による避難は不可能となる。あるいは検査場所や避難所受付ス

テーションまでたどり着くことができたとしても、その先の最終避難先に向かう経路でもこうし

た道路支障が発生すれば避難先にたどり着くことができない。地震・津波による通行支障に関し

て、被告は何らの関与も対策も行えないのであり、阻害要因調査による避難時間は「あえて強い

負荷をかけて」どころか、むしろ最も楽観的な仮定の場合と解釈するべきである。 

 

 

図１４ 地域道路の損傷 

 

図１５ 地域道路の損傷 

 

31宮城県土木部「東日本大震災の記録（暫定版）第４章 公共土木施設の被災状況」 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/40659.pdf 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/40659.pdf
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また避難車両台数の設定について疑問がある。１台の車両に平均何人乗るかについて，宮城県

は１台あたりに約１．３人乗車すると想定している（甲Ｂ７の１の１添付資料３の３頁））。これ

に対して阻害要因調査（ｐ．５）、本編（ｐ．３３）では自家用車について２．０人としてい

る。避難対象人数を平均乗車人員で割ることによって台数を算出しているところから、これだけ

で移動車両数に約５割増しの差が生じることになり、一斉避難か段階的避難か、指示に基づかな

い避難などという要因より想定の上ではるかに大きな変動が生じることになる。どのような根拠

でこれを変更したのか不明であるが、これは部内で策定・検討・評価にあたって担当者間の連携

が取れていないことを示す一つの証拠とも考えられる。シミュレーション上のバスは、避難開始

時にその場で「発生」する設定になっている。乗用車は各世帯で保有している車両にその場で乗

り込むと考えれば避難開始時にその場で「発生」する想定もありうるが、バスの動きかたについ

ては現実とは全く乖離している。これはシミュレーションモデル上ではバスの呼び寄せの時間を

模擬できないのでやむをえないが、この点は後述するバス問題でも取り上げる。 

阻害要因調査ではＵＰＺ圏避難はＯＩＬ２に基づく避難を想定するとしているが（ｐ．５）、

ＵＰＺ圏避難はＯＩＬ１により発生するケースもあるところ、それについては検討されていな

い。ＯＩＬ１は「地上１m で計測した場合の空間放射線量率が５００μＳｖ／ｈ」に達した場合

に「数時間内を目途に区域を特定し、避難等を実施（移動が困難な者の一時屋内退避を含む）」

であり、一方でＯＩＬ２は「同２０μＳｖ／ｈ」に達した場合に「１日内を目途に区域を特定

し、地域生産物の摂取を制限するとともに、１週間程度内に一時移転を実施」とされている。

「避難」と「一時移転」の対応が異なっているが、住民としては居住地を離れ避難所に向かうと

いう行動は同じである。前述のように阻害要因調査ではＵＰＺ圏避難はＯＩＬ２のみが考慮され

ているが、ＯＩＬ１のほうが空間放射線量率が高いため緊急性が高い、すなわちより短時間で避

難する必要がある。原子炉から放射性物質の異常な放出があった場合、ＯＩＬ１とＯＩＬ２のい

ずれが先に出現するかは、その時の事故進展状況や気象条件により異なるので事前には確定でき

ない。 

自主避難する人が少なくなるように周知するなどというがそれは単なる呼びかけであって実際

に機能する保証は全くない。阻害要因調査は起こりうる事態を想定して計画の改善に資すること

を目的として行われるのである。他地域のシミュレーションはいずれもその趣旨で行われてお

り、被告が主張するように「阻害要因調査が現実のものとなることはない」などの前提でシミュ

レーションが行われることは他地域では例がなく荒唐無稽な見解である。被告は県・市町の緊急

時対応が適切に策定されていると主張しているにもかかわらず阻害要因調査の目的や結果を否定

しているのでは、重大な自己矛盾というべきである。 

阻害要因調査では避難開始タイミングとして、ＰＡＺでは全面緊急事態による避難指示発出か

ら１時間以内、ＵＰＺではＯＩＬによる避難指示発出から１時間以内と設定されている。しかし

別途研究者によるアンケート調査によればそのような時間で出発できるかは疑問である。原発か
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ら２０ｋｍ圏外（調査時点の想定）へ避難すると想定した場合に準備にどのくらいの時間がかか

るかを質問したところ、１時間以内との回答が３９％の一方で，１時間を超えるとの回答が６

１％にのぼるなどの結果が得られている32。また同調査では避難準備に要する時間別にみた持ち

出す荷物の量（旅行かばんまたは段ボール箱に換算した個数）も質問している。準備に要する時

間が長い住民は持出す荷物の量が多い。同報告では、原発事故では長期的な避難を想定した住民

は、日頃から非常用持出品を準備していても避難準備時間が短くなるとはいえないと指摘してい

る。また同調査では旅行かばんまたは段ボール箱に換算した持出し荷物の量を０～３個としてい

るが、自家用車による避難ならば２個以上の荷物の携行は可能であるとしても、バス避難では一

人で運ぶことができない、一時集合場所までは徒歩によらざるをえないなど制約が大きい。むし

ろ高齢者・障がい者など日常生活に制約を有する人ほど、自家用車が使えずバス避難によらざる

をえない避難者が多いと考えられ、着のみ着のままでは避難生活に耐えられないため携行品も多

くなる傾向がある。これは乳幼児を伴った避難で自家用車が使えない人についても同様である。 

なお参考までに、鹿児島県の川内地域における避難時間シミュレーションでは受託業者は女川

原発と同じである。鹿児島県は「専門委員会」を設け、避難時間シミュレーションについても

「指示に基づかない避難が９０％になると、例えば５００μＳｖ33では１日以内に避難すること

が不可能にならないか。一方で指示に基づかない避難の率を低くするための有効な方策や広報・

啓蒙活動を考えているのであれば示してほしい」「楽観的な結果とシビアな結果の両方を示すこ

とで理解が進むので、今後、県にはそのような対応を願いたい34（ｐ．４）」等の意見を反映し

て受託業者と検討条件等を調整している。女川地域でこのような検討の経緯がみられないのは、

同じ避難計画の策定に際して他地域と比較しても女川地域の実効性に関して積極的な関与の意識

が低いことを推認させる。 

 

（４）情報伝達に関する被告の誤認および考察の欠如について 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の２（６）アあるいはⅢ第８の４（２）④において「避難指示は区域を特

定して段階的に出されることになっており、また、宮城県は自主的に避難する人がなるべく少な

くなるよう避難計画に係る周知を図っている（ｐ．２７）」「また、宮城県は自主的に避難する人

ができるだけ少なくなるよう避難計画に係る周知を図っていることからすれば、このような段階

的な避難指示に従わず、住民が一斉に避難を開始するという想定は現実的でない（ｐ．１２

４）」などという。しかし実態として原子力緊急事態に際して住民の整然とした行動を期待する

 

32岩佐卓弥・淺田純作・荒尾慎司・山根啓典・野崎康秀・片田敏孝「住民意識調査を利用した島

根原発事故時の避難シミュレーション」土木学会第６７回年次学術講演会（２０１２年９月） 

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2012/67-04/67-04-0002.pdf 

33 正しくは５００μＳｖ／ｈ（線量率）である。 

34構造計画研究所「鹿児島県避難時間推計調査等業務委託 業務報告書」２０１９年３月２８日 
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のは現実に困難であろう。福島原発事故の記録によれば「志賀［注・インタビューの話者］は驚

き、慌てて隣近所の様子を見に行くと、昨晩隣組長を交えた有志で確認した「隣組の行動は一緒

に」という言葉とは裏腹に、寝たきりの高齢者がいる世帯１軒と隣の家人以外はもぬけの殻だっ

た35」等の実態が記録されている。段階的避難の方法について周知すれば指示に基づかない避難

が発生しないなどという想定は非現実的である。さらに次のような実態が記録されている。 

 

福島県川内村（福島第一原発から２０～３０ｋｍ圏内）の住民 

「３月１１日に事故の第一報を聞いてから、直後、村に多くの方が避難してきました。若い人

たちはケータイで、チェーンメールのように『逃げろ』と連絡しあっていました。でも、正式

に避難についての情報は、どこからも入りませんでした。防災無線で屋内退避といわれただけ

です。警察に家族が勤務している近所の人が、『なんだか危ないから逃げる』というのを聞いて、

自主避難しました。１４日には、警察はもう川内村を出ていたと聞きます36」 

福島県富岡町（福島第一原発から約１０ｋｍ）の住民 

「後で聞くと避難の情報は、既に前夜から出回っていたようだ。特に若い人たちはメールで友

人知人に知り得た情報をまわしていた。その情報源となったのは、自衛隊、消防、東電の下請

などに勤務する人、家族や友人に宛てて、原発の状況を報告して避難を呼びかけていたようで、

かなりの町民は深夜から早朝にかけて避難を開姶したと思われる。また、国は第一原発の立地

町である双葉町と大熊町には情報を流し、輸送手段であるバスなども手配をしていたようだ37」 

 

被告の情報伝達に関する理解には著しい欠如がある。被告はⅢ第８の４（２）において「「避

難計画は実効性がなく、避難指示に従うべきではない」といった誤った情報が住民に広まり、住

民が避難指示に従わないことになるリスクについては、国及び地方公共団体が、日頃から広報活

動を行い、また避難時には防災行政無線等で冷静な対応を求めることにより回避されることにな

る（ｐ．１２４）」として、あたかも避難計画の実効性の欠如を指摘することが誤った情報を広

める原因であるかのような見解を示しているが、これは社会心理学の知見に全く反している。 

いわゆる緊急時の「流言飛語」はＲ＝ｉ（ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ）×ａ（ａｍｂｉｇｕｉｔ

ｙ）すなわち「重要性」と「あいまい性」の相乗によって増幅されることは社会心理学の知見よ

り広く知られるところである38。原子力災害の場合、「重要性」は福島原発事故の経験より一般

公衆が広く認識しているから、ここでの問題は「あいまい性」である。すなわち住民の不安に対

 

35相川祐里奈『避難弱者』東洋経済新報社，２０１３年，ｐ．２３～２４ 

36国会事故調「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書本編」平成２４年６月２８

日（ｐ．３７１） 

37 北村俊郎「特別寄稿 原発事故の避難体験記」福島原発事故独立検証委員会「調査・検証報

告書」2012 年 3 月，ｐ．２１４ 

38廣井脩『流言とデマの心理学』文藝春秋，２００１年，ｐ．３９ 
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して具体的な情報提供がないこと（原告訴状ｐ.７２～７３）、さらにはもともと具体的な検討を

していないので提供できる情報がないという現状（原告訴状ｐ.７８）こそが「誤った情報が住

民に広まる」原因である。 

また国会における質問主意書39でも「現在の避難計画で安心を感じるかどうか、さらにどのよ

うな情報があればより安全な避難ができると感じるかについて、公聴会を開いたり、意見募集を

したりすることが必要だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい」との質問に対し、政府は

「地域防災計画を作成し、及び避難計画を策定する責務を有する地方公共団体が、必要に応じ、

これらの計画について住民等に対して説明や意見聴取を行う機会を設けるものと認識している」

と回答して住民参加による計画の実効性検討が必要であるとの認識を示している。ところが県・

市は甲Ｂ第７号証１～２の一連の資料に示すとおり、住民等に対して説明や意見聴取を行う機会

を設けるどころか「合同公開説明会は行わない」と通告しているのであり、このような対応こそ

が「誤った情報が住民に広まり、住民が避難指示に従わないことになるリスク」を誘発する原因

となる。 

原子力災害の特徴として、被ばくなど自然災害にはない複雑な要因が加わる一方で、情報の流

れが整理されていない。まず「原子力緊急事態」の宣言は、事業者からの通報を受けて原子力規

制委員会が内閣総理大臣に対して報告と案の提出を行い、これに基づいて内閣総理大臣が発出す

る（「原災法」十五条）。同時に内閣総理大臣は緊急事態応急対策を実施すべき区域を公示する。

ただし住民に対する実際の避難住民に対する避難（あるいは状況により屋内退避）の指示や、避

難場所の指定等は市町村長の責務（「原災法」第十五条および「災対法」読み替え第六十条）であ

って、国や道府県が住民に直接指示する枠組みはない。 

一方で内閣府による避難指示の解説40では、「避難指示は、どのように伝えられるのですか」と

の想定質問に対して「原子力事故が発生し、緊急事態に至った場合に、国から緊急事態宣言を発

し、住民の避難について指示を行います。この避難指示は、国から関係道府県及び関係市町村に

伝達されます。さらに、関係道府県・市町村は、防災行政無線、広報車などで住民に伝達します」

 

39（前出） 

内閣衆質２０４第１５９号（令和３年６月１１日）「住民の視点から考えた避難計画に必要な情

報に関する質問主意書」（阿部知子議員提出） 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b204159.htm 

質問主意書本文 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a204159.p

df/$File/a204159.pdf 

質問主意書答弁 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b204159.p

df/$File/b204159.pdf 

40内閣府原子力防災「よくある御質問」 

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/faq/faq.html 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b204159.htm
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として、玄海地域の例として次の図１６が示されている。 

 

 

図１６ 関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段（内閣府） 

 

「災対法」にも規定されるように、原則として避難（あるいは状況により屋内退避）の指示や

避難場所の指定等は市町村長の責務とされているが、その手段もインターネット、マスメディア、

広報車や防災行政無線などさまざまである。一見、複数のルートを用意し冗長性を確保している

ようにみえるが、一方で情報を受け取る住民の立場からみれば、指示の内容や時機が一定しない

という問題も発生する。また「指針」ではＵＰＺ圏あるいはＰＡＺ圏でも状況により屋内退避が

実施され、できる限り窓や通気部を密閉するように推奨されているが、福島原発事故の際にはそ

のために広報車や防災行政無線の音声が聞こえなかったという問題も指摘されている。防災行政

無線など音声情報の信頼性（伝達性）は低く、訓練時の実験すなわち緊急放送があることを予期

し、かつ晴天・無風という好条件にもかかわらず内容がよく聞き取れた割合は１割程度との報告

もある41。「国会事故調」では次のように記録されている42。 

 

南相馬市（２０ｋｍから３０ｋｍ圏内）の住民 

「自主避難というかたちにするべきなのか、どこへと難しい選択でした。また原発の事故の後

は”外には出るな””窓は開けるな”とのことでしたので、市の広報車が半日に１回程度巡回

していましたが、ぜんぜん聞き取ることはできませんでした。私どもは市街地でしたので、ど

こからの話もなく、市外の親戚者から、区長より自主避難との話があったとのことを聞きまし

 

41鈴木猛康「避難情報伝達実験に基づいた情報伝達手段と情報伝達特性に関する考察」『災害情

報』Ｎｏ．１３，２０１５年 

42（前出）国会事故調「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書本編」平成２４年

６月２８日（ｐ．３７１） 
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た」 

 

また防災行政無線（個別受信機）の表示で「避難せよ」とあるが、避難退域時検査場書・避難

先受付ステーション・最終避難先が機能しているのかも不明である。具体的に本件２号機に関す

る石巻市の「緊急速報メール」の文例を次に示す43。 

 

① 施設敷地緊急事態の緊急速報メールの文案（午前９時１０分） 

【訓練】避難・屋内退避の準備 

【訓練】こちらは防災石巻広報です。女川原子力発電所で災害が発生しました。  

緊急事態に備え、牡鹿半島南部の住民は、避難の準備をしてください。安定ヨウ素剤をお

持ちの場合は、指示があるまで服用しないでください。 

その他地域の住民は、屋内退避の準備を行ってください。 

今後の情報に十分注意してください。 

【これは、宮城県原子力防災訓練に伴う訓練用メールです。】 

② 全面緊急事態の緊急速報メールの文案（午前１０時１０分） 

【訓練】避難・屋内退避指示 

【訓練】こちらは防災石巻広報です。女川原子力発電所で発生した災害により、牡鹿半島

南部の住民に避難指示が出されました。避難行動を開始してください。 

その他地域の住民には屋内退避指示が出されました。自宅などの建物内に避難してくださ

い。今後の情報に十分注意してください。 

【これは、宮城県原子力防災訓練に伴う訓練用メールです。】 

③ 避難・屋内退避指示解除の緊急速報メールの文案（午後１時３０分） 

［省略］ 

 

 訓練であるからタイムラインの短縮はやむをえないとしても、実際の発災時にこの内容で機能

するかはきわめて疑問である。たとえば①施設敷地緊急事態で「牡鹿半島南部」はＰＡＺ・準Ｐ

ＡＺを、「その他地域」はＵＰＺを指していると思われるが、実際の住民は自己がいずれに該当す

るのか明確に認識しているだろうか。次に②全面緊急事態で「避難行動を開始してください」と

あるが、このメッセージだけで数１０～１００ｋｍも離れた見知らぬ避難先に向かって動き出せ

るとは思われない。ＵＰＺを指していると思われる「その他地域の住民には屋内退避指示が出さ

れました」についても同様の問題がある。 

 訓練はここで終了し災害は収束したことになっているが、ＵＰＺはその後の緊急時モニタリン

グの結果により「区域を特定して」避難指示あるいは一時移転指示が発出される。これは緊急時

 

43 石巻市「原子力防災訓練 緊急速報メール文（平成３１年１月２４日）」と題するもの 
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モニタリングの結果に基づいて国（原子力規制庁）が対象となる区域を道府県・市町村に指示し、

実際の避難指示は市町村長が発出する。また安定ヨウ素剤の服用については、原子力規制委員会

がその必要性を「判断」し、道府県・市町村が服用指示を発出するとされている44。ＰＡＺに対し

ては薬剤は事前配布で服用指示の伝達、ＵＰＺに対しては緊急時配布と服用指示とされているが、

限られた道府県・市町村の職員で、かつ放射性物質放出後の状況下でどのように配布できるのか

見当もつかない。 

電力事業者自体も実際に全面緊急事態に至った場合、適切な情報発信ができるかどうかは疑問

である。たとえば福島第一原発の三号機が爆発した直後のテレビ会議の記録によると「とりあえ

ず仮想事故の４０％の炉心損傷のモードで出します。４０％、１００％でいいんですね？」との

発話（東電本店保安班）が記録されている45。避難と被ばくの予測に際しては、炉心や格納容器

の損傷の状況に応じて、どのような放射性核種が、いつ、どれだけ出てくるかを推定することが

不可欠となる。その結果は退避を必要とする区域の設定に大きく影響する。しかし現場でさえ炉

心の状況が把握できず「４０％か１００％か」などと担当者のその場の思いつきだけで条件を仮

定せざるをえない状況であった。避難する側の市町村からみれば「避難対象地域になるのかなら

ないのか」「いつ動き出せばよいのか（あるいは屋内退避か）」「どのような防護措置が必要かなど」

具体的な内容が次々と変転することになり、避難対象となる自治体では対応できない混乱に陥る。

そのような混乱に対応しているよりも、市町村としては現実には全域避難を決断するであろう。

こうした点でも、被告は原子力事業者でありながら事故の進展や被ばくに関する考察の欠如がみ

られる。 

前述のテレビ会議の記録46によると「避難の要否の話になるから早く線量云々」「それ発信でき

るように早く準備して」等と、住民の避難対策に必要な情報の発信に努めていた経緯は記録され

ている。しかし現場で最も防護されているはずの免振重要棟の室内でも放射線量率上昇や中性子

の発生を観測するなど、現場関係者に直接的な生命の危険・行動能力の阻害が発現しかねない危

険に晒されている混乱状態であり、東京電力本店でも状況の把握が困難であった。避難指示や放

射性物質拡散シミュレーションに最も重要な要素である風向・風速が把握できず次々と情報が変

転するなど、外部に対して避難の適切な支援となるような情報は発信されなかった。東京電力ほ

か発電事業者は、福島原発事故を経て情報伝達体制の改善や訓練を繰り返していると伝えられる

が、住民の避難その他防護措置に必要な情報の伝達に関してはなお懸念が残る。東京電力柏崎刈

羽原子力発電所では、２０１９年６月１９日の山形県沖地震に関連して立地自治体にファクスで

 

44原子力規制庁「安定ヨウ素剤の配布・服用にあたって」２０２１年７月 

https://www.nsr.go.jp/data/000024657.pdf 

45 福島原発事故記録チーム編『福島原発事故 東電テレビ会議４９時間の記録』岩波書店，ｐ．

２６６，２０１３年９月。 

46 （前出）福島原発事故記録チーム編『福島原発事故 東電テレビ会議４９時間の記録』岩波書

店，ｐ．２６７～２６８，２０１３年９月。 
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誤報を発信するトラブルが発生している47。実際には原子炉は停止中で原子力緊急事態でもない

のにこのような初動段階のトラブルが発生するようでは、事業者からの適時・適切な情報提供が

行われるのかきわめて疑問である。 

 

（５）渋滞に関する被告の誤認 

 

福島原発事故の記録によれば「幹線はすでに避難民による大渋滞となっており、溢れかえる車

の中には不安と恐怖のためか無表情の者、小刻みに体を震わせている高齢者、渋滞にいら立つ若

者、疲労のためか目を閉じている大人が目に映った。また、ガソリンがなくなったのか、それと

も諦めたのか、遅々として進まない車を車道脇に寄せて歩き始める者や、泣きわめく子どもの手

を強引に引きながら小走りに歩を進める者など、あまりにも日常からかけ離れた光景に志賀

［注・インタビューの話者］は絶句した。裏道を駆使しながらやっとの思いでたどり着いた妻の

実家はすでにからっぽになっており、玄関には浪江町津島地区に避難するという貼り紙が残って

いただけだった」という実態が記録されている48。被告は答弁書Ⅱ第８の２（２）（３）（５）

（６）ア～ス（答弁書ｐ.２４～３０）等において、段階的に避難指示が出されることから極端

な渋滞が発生することはないと主張するもののようである。しかしそれは実態として全く誤りで

ある。福島原発事故では避難指示の範囲が３ｋｍ・１０ｋｍ・３０ｋｍと漸進的に拡大されたこ

とは一面では混乱を招いたが、避難行動の側面からみると結果的に屋内退避を併用しつつ段階的

な避難が実施された状態に相当する49。しかし地震翌日の２０１１年３月１２日朝９時（同１１

日１９時の原子力緊急事態発出の１４時間後）の衛星写真では、すでに原発周辺の自治体から福

島県内陸部（福島市・郡山市など）へ向かう道路に前後を接して車が滞留するほどの渋滞が観察

されている。図１７（写真）は実際には福島原発事故で記録されている渋滞の写真である50。こ

れは福島県浪江町周辺の道路で、地震翌日１２日９時の状況である。 

 

 

47東京電力ホールディングス株式会社「山形県沖を震源とする地震発生時，柏崎刈羽原子力発電

所からの通報連絡用紙における誤記についての原因と改善策について（概要版）」２０１９年８

月１日 

https://www.tepco.co.jp/press/release/2019/pdf3/190801j0101.pdf  

48（前出）相川祐里奈『避難弱者』東洋経済新報社，２０１３年，ｐ．２３～２４ 

49 （旧）原子力安全委員会施設等防災専門部会（第二三回会合）資料「原子力発電所に係る防

災対策を重点的に充実すべき地域に関する考え方」２０１１年１１月１日，一四頁。 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/sise

tubo/sisetubo023/siryo1.pdf 

50 ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈ写真 ２０１１年３月１２日９時 
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図１７ 福島原発事故における３月１２日朝の道路状況 

(紙面の都合上、右を北として表示) 

 

例示の道路は、通常時は通勤時間帯等のピーク時でも１分間に数台の車両が通行する程度の交

通量であるが、いったん避難が開始され地域の車両が一斉に道路上に出てくれば例示のような渋

滞車列が形成される。またこのような地理的環境では、迂回路（抜け道）が随時選択できる状況

でもないから、いったん車列に入ってしまえば容易に避難方向を変換することもできない。この

車列の状況は、福島原発事故の事例に示されているとともに、前述のようにある１つのセクター

ごとに対応する車両数（避難者数）は段階的か一斉かという避難方法によって大きく変わること

はないから、かりに段階的避難だとしても渋滞が軽減されることはない。有料道路料金所は数秒

間で単に通過するだけの動きであるが、平常時から渋滞が発生することはよく知られている。物

理的に検査場所や受付ステーションは料金所のレーンと同様（走行車線からレーンに分かれ、ま

た合流する）である。被告がいうように、一斉避難を前提とするから極度の渋滞が発生するなど

という関係はない。なおこうした局部的な走行挙動のシミュレーションは、前述のように阻害要

因調査で採用している「ＶＩＳＳＩＭ」等のシミュレーションプログラムでも個別に実施可能で

あるにもかかわらず、それを行っていないのは避難計画における実効性の確認に消極的な県の姿

勢が露呈したものである。 

 

（６）燃料の不足に関する被告の考察の欠如 

 

前項の渋滞に関連して燃料の不足が生じる。被告は答弁書Ⅱ第８の２（６）サ等において「そ

もそも段階的に避難指示が出されることから極端な渋滞が生じることはない」として燃料不足の

懸念を否定しているが、前述のように段階的避難を前提としたからといって渋滞が発生しないと
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いう関係はないし、前項図１７のように実際に渋滞が生じた事実があるのであるから、何を以て

燃料不足の懸念を除外するのか全く理解することができない。ここで燃料制約に関しては二つの

側面がある。第一は個々の車両において目的地に到達するには燃料が不足するとともに途中で容

易に給油もできない点である。第二は避難経路の沿道の給油所（ガソリンスタンド）は日常の営

業に必要な備蓄を有しているのみであって大量の避難車両に供給する燃料は備蓄されていない点

である。第一の点について、まず自動車の移動速度が低下する（いわゆる渋滞）ほど距離あたり

の燃料消費率が増加する関係はよく知られているとおりである。福島原発事故での記録によって

も「ボランティアで村内の炊き出しをしていた人は、村内の移動でガソリンを使い果たしていま

した。少しでも早く逃げるのを助けてほしかったと思います。見殺しにされたという思いが消え

ません51（福島県川内村（福島第一原発から２０～３０ｋｍ圏内）の住民）」と発言している。こ

のような状況はむしろ屋内退避が続く場合に発生しやすいのであり、屋内退避の後にＯＩＬ１，

２の該当により避難・一時移転の指示が出てもガソリン不足により動けず、給油が可能なガソリ

ンスタンドも稼働していない状況に陥る。 

極度の渋滞で想定されるような人の歩行速度にも達しない低速での自動車の燃料消費率の研究

や実測データはあまり多くないが、関連の研究としては大口敬らによる例がある 52。一般には６

０ｋｍ／ｈ前後で円滑に走行している状態に対して、時速１０ｋｍ／ｈ以下の低速走行になると

距離あたりの燃料消費率は数倍あるいはそれ以上になると推定されている（阻害要因調査でも時

速１０ｋｍ／ｈ以下を「渋滞」としている53）。条件によっても異なるがその中から代表的な数値

を取ると、乗用車について平均速度が時速５ｋｍのとき１ｋｍあたりのガソリン消費量が０．３

リットル、時速３ｋｍのとき同じく０．５リットル等と推定される。この数値は通常の乾燥路に

おける値かつエアコンを考慮していないが、エアコンを使用した場合や、路面の降雪、スノータ

イヤ使用等の条件では燃料消費量はさらに増加する。女川地域では豪雪地帯ではないものの冬期

に一定の降雪は常態的であり、路面状況は降雪の影響を受ける。新潟県柏崎刈羽原発を対象とし

た阻害要因調査54では降雪の影響も考慮しているのに女川地域で考慮されていないことは、避難

計画の実効性検証に関する県の姿勢が消極的であることを示唆している。この一事を以てしても、

被告の「避難計画は合理的に整えられているといえる（答弁書ｐ .２３）」などという主張はとう

てい理解することができない。 

一方で福島原発事故は３月に発生したが、避難中の車内は暑くなり冷房の必要性を感じたとの

 

51（前出）国会事故調「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会調査報告書本編」平成２４年

６月２８日（ｐ．３７１） 

52 大口敬・片倉正彦・谷口正明「都市部道路交通における自動車の二酸化炭素排出量推計モデ

ル」『土木学会論文集』Ｎｏ．６９５／Ⅳ－５４，２００２年，ｐ．１２５ 

53 （前出）（株）構造計画研究所「原子力災害時避難経路阻害要因調査結果概要版」令和 3 年 3

月 

54 （前出）（株）構造計画研究所「原子力災害時避難経路阻害要因調査結果概要版」令和 3 年 3

月 
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体験談（実際は燃料消費を怖れて我慢）もある55。暖房はエンジンの廃熱を利用するため追加的

な燃料消費はほとんどないが、冷房は走行とは別に冷房装置を駆動するエネルギーが必要となる

ため燃料消費が増加する。実験によると気温３５℃の炎天下に駐車した車内の熱中症指数は窓を

閉め切った状態でエンジン停止後１５分で人体にとって危険なレベルに達するという 56。車列が

完全に停止していれば車外に出たほうが安全とも考えられるが低速度でも動いていればそのよう

な行動はできない。省エネルギーセンターの資料によると、アイドリング時には２０００ｃｃ車・

ニュートラル・エアコンオフの場合で１０分間に１３０ｃｃの燃料を消費し、Ｄレンジ・エアコ

ンオンでは約２倍の２５０ｃｃの燃料を消費するとされる57。非常時として不便・不快は許容し

節約に努めるとしても、酷暑時・酷寒時に車内で待機するためには断続的にでもエアコンを使用

せざるをえない58。かりに平均して１０分間に１００ｃｃ（１時間に６００ｃｃ）を消費すると

しても、阻害要因調査で推定された７３～１３２時間では、走行用燃料の他に約４０～８０リッ

トルの燃料を消費することになる。これは通常の乗用車のガソリンタンク容量を超えるので補給

が必要となるが、目的地に到達するには燃料が不足するとともに途中で容易に給油もできない。

避難経路上だけでなく検査場所や避難所受付ステーションの待機中だけでも燃料切れが生ずる可

能性が高い。 

表３は避難元小学校区別の想定最終避難場所までの走行距離の推定を示す。第二の供給の制約

について、石巻市広域避難計画で想定されている各地区から検査場所を経て避難所受付ステーシ

ョンまでの推定移動車両（乗用車として）数・推定移動距離より求めた渋滞時ガソリン消費量の

一覧を表４に示す。避難範囲の合計で１５３４キロリットルのガソリンを必要とすると推定され

る59。一方でこのガソリン所要量に対して、女川町と石巻市の給油所は３３箇所あるが、１箇所

あたりの平均ガソリン保有量を２０キロリットル60とすると、外部から追加の供給がない限り通

常のガソリン保有量の備蓄合計は約６６０キロリットル程度と考えられる。前述のようにガソリ

ンの予想消費量は１５３４キロリットルとすれば、必要量の３分の１程度しか確保できない。Ｕ

 

55 北村俊郎「特別寄稿 原発事故の避難体験記」福島原発事故独立検証委員会「調査・検証報

告書」2012 年 3 月，ｐ．２１１ 

56 日本自動車連盟「車内熱中症に注意」 

https://jaf.or.jp/common/news/2019/20190724-01 

57 省エネルギーセンター「アイドリング時の燃料消費量」 

https://www.eccj.or.jp/idstop/say/08/cont3.html 

58 暖房モードではエンジンの排熱を利用するために追加的エネルギーは必要としないが，エン

ジンが作動していなければ暖房も機能しない。冷房モードではアイドリング時に加えて冷房機器

駆動用のエネルギーを必要とする。 

59 一部ディーゼル乗用車も存在するが，燃料種別の車両台数が明らかでないのですべてガソリ

ン車と仮定した。 

60 地下タンクの容量は給油所の規模により異なるが１０ｋＬから最大５０ｋＬ程度である。ま

た常に満杯ではないので平均して２０ｋＬとした。 
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ＰＺ避難は放射性物質の放出後であるから外部からの補給は期待できないから、いずれガソリン

が枯渇する。各自の車両に残存しているガソリンを考慮しても避難は燃料の制約から困難と思わ

れる。いったん避難経路の車列に入ってしまった後は、途中で給油のために抜けて再度合流する

等の行動は困難である。さらに通常の給油所は停電時には機能しない可能性が高い。この点から

考えても自動車による避難は非現実的な時間を要するだけでなく燃料の制約からも不可能と思わ

れる。さらに通常の給油所は停電時には機能しないので大規模災害時には利用できない可能性が

ある。なお消防法により個人（無届）での４０リットル以上のガソリンの備蓄は禁止されており

個人の住戸に保管するのは安全性の点からも現実的でない。石巻市広域避難計画の第６項では「原

子力災害時においては、ガソリン等の燃料が入手困難となる場合も想定されることから、平時か

ら自家用車等の燃料について避難を実施できる程度の残量を確保するよう心掛ける」と記述され

ているが、およそ非現実的と言うべきである。 

 

表３ 避難区域（小学校区）別の走行距離の予測 

小学校区 

（UPZ） 
人口 

推定
移動
台数 

想定退域検
査ポイント  

想定避難所
受付ステー
ション 

想定最終
避難先市
区町村 

推定移動距離（km） 

①小学校区から退域検
査ポイント  

②小学校区→退域検査ポ
イント  

③避難所受付ステーシ
ョン→最終避難所  

④合計 

① ② ③ ④ 

鮎川小学校  1361 756 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 53  19  22  94  

稲井小学校  9148 5082 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 27  19  22  68  

寄磯小学校  275 153 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 48  19  22  89  

向陽小学校  8797 4887 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 19  19  22  60  

鹿妻小学校  4963 2757 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 29  19  22  69  

石巻小学校  6477 3598 鷹来の森 青葉体育館  青葉区 14  42  20  76  

大原小学校  812 451 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 48  19  22  88  

渡波小学校  5640 3133 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 30  19  22  71  

東浜小学校  254 141 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 43  19  22  83  

万石浦小学
校 

6957 3865 
涌谷 ST 大崎合庁 

大崎市 
33  19  22  74  

湊小学校 4901 2723 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 27  19  22  67  

雄勝小学校  489 272 涌谷 ST 大崎合庁 大崎市 39  19  22  80  

中津山第二  2636 1464 豊里公園 若柳総体 栗原市 3  29  22  55  

桃生小学校  2468 1371 豊里公園 若柳総体 栗原市 5  29  22  57  

和渕小学校  1931 1073 豊里公園 若柳総体 栗原市 10  29  22  62  

飯野川小学
校 

4308 2393 
登米総体 小泉公民館  

気仙沼市  
24  30  17  71  

北上小学校  2430 1350 登米総体 小泉公民館  気仙沼市  27  30  17  74  

鹿又小学校  4587 2548 南郷体育館  柴田町役場  柴田町 15  75  5  95  

須江小学校  4134 2297 南郷体育館  白石市文体  白石市 12  91  7  110  

釜小学校 8277 4598 鷹来の森 青葉体育館  青葉区 10  42  20  72  

山下小学校  5891 3273 鷹来の森 青葉体育館  青葉区 13  42  20  75  

大街道小学
校 

5368 2982 
鷹来の森 青葉体育館  

青葉区 
12  42  20  74  
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貞山小学校  5240 2911 鷹来の森 アリーナ 宮城野区  12  36  2  50  

住吉小学校  4673 2596 鷹来の森 若林体育館  若林区 14  37  5  56  

開北小学校  7980 4433 鷹来の森 塩釜ガス体  塩竃市 15  25  1  41  

中里小学校  5613 3118 鷹来の森 アリーナ 宮城野区  13  36  2  51  

広渕小学校  3972 2207 南郷体育館  角田市役所  角田市 9  85  2  96  

前谷地小学
校 

2770 1539 
南郷体育館  南郷体育館  

美里町 
8  1  5  14  

大谷地小学
校 

3534 1963 
豊里公園 中田総体 

登米市 
11  16  47  74  

中津山第一  2332 1296 豊里公園 中田総体 登米市 8  16  47  72  

二俣小学校  2332 1296 豊里公園 中田総体 登米市 16  16  47  79  

北村小学校  2300 1278 南郷体育館  南郷体育館  美里町 6  1  5  11  

蛇田小学校  12762 7090 南郷体育館  南郷体育館  美里町 16  1  5  22  

 

表４ 所要ガソリン量の推定 

避難元（小学校区） 避難先市区町村 
所要ガソリ
ン量（kL） 

鮎川小学校 大崎市 21  

稲井小学校 大崎市 103  

寄磯小学校 大崎市 4  

向陽小学校 大崎市 88  

鹿妻小学校 大崎市 57  

石巻小学校 仙台市青葉区 82  

大原小学校 大崎市 12  

渡波小学校 大崎市 67  

東浜小学校 大崎市 4  

万石浦小学校 大崎市 85  

湊小学校 大崎市 55  

雄勝小学校 大崎市 6  

中津山第二小学校 栗原市 24  

桃生小学校 栗原市 23  

和渕小学校 栗原市 20  

飯野川小学校 気仙沼市 51  

北上小学校 気仙沼市 30  

鹿又小学校 柴田町 73  

須江小学校 白石市 76  

釜小学校 仙台市青葉区 99  

山下小学校 仙台市青葉区 74  

大街道小学校 仙台市青葉区 66  

貞山小学校 仙台市宮城野区 44  

住吉小学校 仙台市若林区 44  

開北小学校 塩竃市 55  

中里小学校 仙台市宮城野区 48  

広渕小学校 角田市 64  

前谷地小学校 美里町 6  

大谷地小学校 登米市 44  

中津山第一小学校 登米市 28  

二俣小学校 登米市 31  

北村小学校 美里町 4  

蛇田小学校 美里町 47  

合計 1534  
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一方で経済産業省は自家発電設備を備えた「住民拠点サービスステーション」の整備を推進し

ている61。これについても設備の物理的破損等があれば必ずしも利用できるとは限らないが、図

１８は避難経路上で道路近傍の立寄り可能な住民拠点サービスステーションの配置を示す。いっ

たん避難経路の車列に入ってしまった後は、途中で給油のために抜けて再度合流する等の行動は

現実的でない。なお近い将来にはガソリンを燃料としない電気自動車・燃料電池車の普及が予想

されるところ、充電設備あるいは水素供給設備は通常の給油所に比較してさらに限定されるの

で、避難はますます困難となるであろう。 

 

 

 

図１８ 避難経路上の立寄り可能給油所（住民拠点サービスステーション） 

 

（７）避難経路上での生理的支障に関する被告の誤認 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の２（６）ケ～ス（ｐ２９～３０）において、避難は段階的に行われるこ

とから避難に要する期間が３～５．３日以上にはならず、長時間、トイレができず、飲料、食料

を摂取できないとか睡眠の必要が生じることはないと主張している。仮にそのような状況が生じ

 

61 経済産業省資源エネルギー庁「住民拠点サービスステーションについて」  

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/juminkyotenss/  
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たとしても避難所受付ステーションまでの最短ルートから離れて、コンビニ等の駐車場で休息を

取ったり、運転手の交代をすることが可能であるなどという。 

飲料、食料については非常時として多少の不便・不快は許容するにしても、トイレの必要性は

平常時の健康な成人であっても数時間から長くとも半日ていどの間隔で生ずるのであるから、３

～５．３日が過大評価かの議論以前に、そのような日単位で評価すること自体が荒唐無稽であ

る。さらに子ども・高齢者や健康状態が不良な場合はその頻度が上昇することは当然である。し

かも避難という強いストレス下ではさらに頻度が上昇することも考えられる。日常これが特段の

問題とならないのは必要が生じた時にいずれかのトイレを随時利用できるからであり、原子力災

害における避難のように渋滞に巻き込まれ道路近傍でいずれのトイレも利用できないとなれば困

難な状況に陥ることは当然である。 

コンビニのトイレを利用すればよいとか、段階的避難を前提とすれば問題は発生しないなどと

いう被告の主張は、大都市の市街地で近距離のコンビニに容易にアクセスできる環境において、

かつ平常時の感覚であって、原子力緊急事態という状況を全く考慮しない非現実的な空論であ

る。住民による避難現地経路調査（実路走行実験）62では、検査場所として想定されている「鷹

来の森運動公園」を経て受付ステーション・最終避難場所に至る所要時間として、平常時でも２

時間４０分といった結果が示されている。この時間経過になれば平常時でさえもトイレの必要性

は生じるであろう。段階的避難を前提とすれば問題が生じないなどという被告の主張は全く荒唐

無稽というほかはない。 

阻害要因調査ｐ．１4 に示すように、ＵＰＺの避難時間とは出発から検査場所を経て避難先に

到着するまでを考慮することは当然である。すると同ｐ．１７に示すように、最も制約が少ない

とした現状シナリオのうち最短でも７３時間１０分（個人平均時間では２６時間４０分）から最

長１３２時間１０分（個人平均時間では３２時間２０分）というような時間に達するのであり、

しかも前述のように一斉避難を前提とするから過大な時間がかかるという関係ではない。これで

もまだ楽観的な条件を設定していることは前述のとおりである。 

具体的に宮城県内のコンビニ一覧63の中から、阻害要因調査で設定されている避難経路上の道

路近傍で立ち寄り可能なコンビニを検索した。立寄り可能なコンビニを「避難経路から１ｋｍ以

内」と設定して探索した。すると利用可能なコンビニは図１９のように石巻市内にはあるていど

存在するが、その他の避難経路上ではいくつもあるわけではない。もともとコンビニは交通量の

多い主要道路沿いや人口密集地に立地する店舗でありその他の場所には少ないのであるからこの

結果は当然である。また通常のコンビニのトイレは１店舗に１箇所程度であるから容量的に全く

不足である。むしろ市内を出て時間が経過するほどトイレの必要性が高まることはコンビニにお

ける検討と同様である。「段階的避難」であるかないかにかかわらず、これではとうてい生理的要

 

62「女川原発避難現地経路調査報告書一覧」 

63「ＮＡＶＩＴＩＭＥ」コンビニ検索ページ 

 https://www.navitime.co.jp/category/0201/04/ 
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求に対応不可能であることは明らかである。 

 

 

図１９ 避難経路上の立寄り可能なコンビニ 

 

さらに商業施設64（大手チェーン・中小・生協）・文化施設65（美術館、資料館、記念館、博

物館、科学館、図書館、水族館、動植物園、スポーツ施設）等を加えてみても、同様に「避難経

路から１ｋｍ以内」という条件を設ければ、図２０のように避難経路上では限られた数しかな

い。市内を出て時間が経過するほどトイレの必要性が高まることはコンビニにおける検討と同様

である。「段階的避難」であるかないかにかかわらず、これではとうてい生理的要求に対応不可

能であることは明らかである。 

 

 

64 全国スーパーマーケット協会「全国スーパーマーケットマップ」 

https://supermarket.geomedian.com/area/ 

65 国土交通省「国土数値情報」 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 
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図２０ 避難経路上のその他立寄り可能施設 

 

いずれにしてもＵＰＺ圏内に避難指示が発出された際には、コンビニ・商業施設・文化施設の

従業員・職員も退避せざるをえないからこれらは閉鎖される。非常時であるから管理を放棄し施

設を開放したまま退避するような協定は可能かもしれないが、そうでなければ利用可能なトイレ

は公園ていどであろう。しかし一般に公園のトイレは公共施設や店舗のように多数の利用者を想

定したものではなく１箇所あたり少数しかない。以上の考察より、被告の主張が失当であること

は明らかである。 

またＵＰＺ圏外でコンビニ・商業施設が稼働していたとしても、図１９，２０に示すような箇

所数ではたちまち商品が枯渇し、食料・水その他必需品の入手は不可能であろう。かりに避難経

路周辺の公共施設・コンビニその他民間施設等いずれかのトイレが利用可能であったとしても、

被告がいうようにいったん避難経路から外れた後に再流入しようとすればますます渋滞を助長す

る要因ともなる。被告の主張は具体的・数量的な考察に基づかず、観念的・抽象的な議論に終始

し、誠意ある検討を行っていないことの一つの証左でもある。いかなる根拠を以て避難計画が「具

体的かつ合理的」などと評価したのか全く理解することかできない。 

 

（８）バス手配に関する被告の誤認 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の２セで「宮城県災害対策本部にはバス協会からリエゾンが派遣され、①

宮城県がリエゾンを通じてバス協会に対し、どの一時集合場所に何台バスを手配して欲しいかを
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伝え、②バス協会が会員名簿等を踏まえて順次要請に応じられるか、応じられる場合、いつ頃バ

スを到着させられるかを問い合わせ、③その結果をバス協会またはバス会社からリエゾンを通じ

て宮城県に連絡する、というのが基本的な流れになる。上記の過程を経て一時集合場所にいつ頃

集合するようにとの避難指示が出されることから、バスが到着するまでの分、避難期間が長期化

することはない（ｐ．３０）」などという。 

バス手配に関する被告の主張は、あたかも全ての車両が緊急事態に備えて待機しているかのよ

うな想定で論じられているが、荒唐無稽というべきである。路線バスは運行ダイヤに従って、ま

た観光バスは顧客の要求に応じてさまざまな場所を走行している。図２１は県内路線バスの運行

状況（平日）を示す66。同図に示すように宮城県内でも多くのバスは仙台市周辺に存在し、女

川・石巻周辺に存在する車両は県内車両のごく一部にすぎない。観光バスについては顧客の要求

によりさまざまな場所を走行するので図示することができないが、観光バスも緊急事態に備えて

待機しているわけではない。避難の必要が生じた場合、すでに大規模な自然災害が発生している

状況のもとで、かりに車両無線を通じて全ての車両と連絡がつくとしても、女川町・石巻市の必

要な場所に必要な時に呼び寄せることなどできるはずがない。また退域検査所を経て最終避難所

に移動するには前述のように数１０ｋｍから時には１００ｋｍ以上に及ぶことから、ピストン輸

送（汚染地区に再び戻る）の余裕はない。原告の指摘のようにバスの手配に関する自治体とバス

協会の指示命令関係の曖昧な点も問題であるが、いかに「リエゾン」が派遣されようとも物理的

に存在しない車両は利用できないし、「いつ頃バスを到着させられるか」など予想できるはずが

ない。 

 

 

 

66 国土交通省「国土数値情報」 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 
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図２１ 県内路線バスの運行状況（平日） 

 

また対象箇所（一時集合場所、福祉施設等）の人数が少なくても１箇所に最低１台は必要なの

であるから、定員に満たず発車することもある。阻害要因調査では大型バス１台に４０人乗車と

しているが、これはシミュレーション上の仮定にすぎない。原発事故では福島原発事故の経験か

ら長期的な避難が予想されるから、着の身着のままではなくあるていどの荷物の携行は必要であ

る。むしろ高齢者・障がい者など日常生活に制約を有する人ほど、自家用車が使えずバス避難に

よらざるをえない避難者が多いと考えられ、着のみ着のままでは避難生活に耐えられないため携

行品も多くなる傾向がある。乳幼児を伴った避難についても同様である。こうした条件から、単

純に避難者数の人数割りでバス台数を比較したところで、バスの台数が十分であるかどうかを確

認することはできない。福島原発事故の事例でもみられるごとく、福祉施設等の入所者は座位が

取れない人もあり、無理に座席に乗せて移動したことによる犠牲者も発生したことは福島原発事

故の記録から明らかである。このためバスの台数だけではなくその設備等も具体的に評価しなけ

れば実効性の確認はできない。 

さらに車両があっても運転手の確保ができなければ運行できない。避難ということはすでに放
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射線環境下なのであり、被ばくを前提として運転を要請することができるかは避難計画において

全く確認されていない。原子力防災会議コアメンバー会議の見解では運転手も一般人と同じ被ば

く許容限度（年間１ｍＳｖ）が適用されるとしている67。参考までに、新潟県のバス協会との協

定書68では「従事者の業務実施による被ばく線量の予測を行い、平時の一般公衆の被ばく線量限

度である１ミリシーベルトを下回る場合に、乙の会員に対し協力を要請するものとし、これを請

えるおそれがある場合は、甲は乙の会員に対し協力を要請しないものとする」［注・甲は新潟

県、乙は公益社団法人新潟県バス協会］としている。また協定書に明記はないが、「被ばく線量

の予測を行い」の意味について、送迎に向かうにはバス運転者に線量計を携帯させて許容限度を

越えるおそれがあれば引き返しも止む無しとの説明があった69。 

これは避難者側からみれば、来るはずのバスがいつまで待っても来ないという状態に至る。協

定が存在するだけでは計画の実効性が確認されたことにはならない。ここでも被告の主張は具体

的・数量的な検討に基づかず、書面上に記載があればそのとおり実施されるものとする抽象的・

観念的な机上の空論であって、具体的・合理的に評価したとはとうてい言えないものである。ま

た前述のように国において運転者被ばく限度等に関する検討が行われていながら、「作業部会」

「協議会」でも何ら検討されていないことは「作業部会」「協議会」が避難計画の実効性の評

価・改善について適正に機能しておらず、課題の抽出さえ不十分であることの一つの証左でもあ

る。 

 

（９）要支援者の避難に関する被告の考察の欠如 

 

さらに前述のように要支援者の移動には介助者が必要であるからこの点も考慮しなければなら

ない。またこれらの車両の大部分は福祉対応車両ではなく一般車両であり、座位を保てない状態

の避難者（要支援者）を移動することはできない。図２２は福島原発事故で座位を保つのが難し

い双葉町の要支援者をやむを得ず一般のバスで移送した時の状況である70。福祉施設等では各施

設において個別にリフト付車両等を保有あるいは手配している場合があるが、施設内の全員の一

 

67 原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議「共通課題についての対応方針」（平成２５ 年１

０ 月９ 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku_bousai/kanji/dai02/sankou2.pdf  

68 潟県・公益社団法人新潟県バス協会「原子力災害時における人員の輸送等に関する協定」（令

和２年１０ 月１４ 日） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/239561.pdf  

69 「第１８回新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」議事録 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/292008.pdf  

70 内閣府「避難所の確保と質の向上に関する検討会 福祉避難所ワーキンググループ」第１回

（三瓶委員提出資料） 

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hinanzyokakuho/wg/pdf/dai1kai/siryo7.pdf  
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斉移動に対応するような車両数は備えられていない。小規模な施設においては職員の乗用車に相

乗りする等の対応も考えられるが、輸送力の絶対的な不足は明らかであろう。さらに最近のコロ

ナ感染症対策として、感染（可能性）者とその他の避難者の車両を分ける等の対策も提示されて

いるが、そうすればますます車両が足りなくなることが予想される。また要支援者の移動は、単

に物理的な移動ではなく、避難先で必要な機器（呼吸器・透析器等）や受入れ条件が整っている

かについて個別のマッチングが必要となる。被告は「宮城県内では受け入れ可能病床数は２２８

６床であり、避難元病院等の病床数２１６９床を上回っていることから、医療機関の入所者の受

入れ先も確保されているといえる（乙第１号証１０７頁参照）」などというが、病床数を比較して

も避難が可能であるとの評価にはならない。現実の事例として、新潟県内の福祉施設で新型コロ

ナ感染者が発生したために他施設への搬送を行ったところ、各人の状況に応じたマッチングや搬

送車両の手配などで、複合災害の状況でもないのに５０人弱の搬送に４日間を要した71。宮城県

でそれより迅速に行われる特段の要因も存在しない。そもそも被告は医療機関の当事者でもない

のに「受入れ先も確保されている」などと主張できるのかきわめて疑問である。  

 

 

図２２ 要支援者の移送（福島県双葉町） 

 

さらに車両があっても運転者（車両ともに運転者を派遣する場合）がいなければ運行できない。

定員１０人を超える車両は普通免許では運転できないため有資格者は限定される。運転者の被ば

くについては、一般公衆の年間被ばく限度の１ｍＳｖを超える業務には従事できないとの指針が

国から出されていることは前述のとおりである。２０２０年１０月に新潟県柏崎刈羽原発を対象

に実施された訓練において、ＰＡＺ圏内の福祉施設の避難を想定して、東京電力から支援車両と

 

71 第１６回新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会（２０２１年５月３１日） 資料

１ 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/279677.pdf  
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要員が派遣された。図２３のようにストレッチャーの搬送者（職員による代役）を２人の東電職

員（他に運転者１名）が車両に乗せる方式であるが、車両が施設の入り口に停車してから出発す

るまでの時間は予め予定された訓練行動でも５～６分を要した72。この施設の入所者は約８０名

とされているので、入所者１名を車１台で搬送すると、車両が連続的に来ても７～８時間かかる

ことになる。車両の確保のほか、付添者の確保も難しい。なおこのような時間経過になれば、Ｐ

ＡＺ圏内は放射性物質の放出前に避難することとされていても、事故の進展によっては放射性物

質の放出が開始されるケースもありうる。原因は異なるにしても要支援者の移動という行動では

同じであり、原子力災害だからといって特段迅速に行える要因はなく、むしろ搬送先の施設も被

災などによる制約が加わることが予想され、同程度以上の時間がかかると考えざるをえない。 

 

 

図２３ ストレッチャーの乗車 

 

 また被告は答弁書Ⅱ第８の５（４）において「高齢者施設・障害者施設等の社会福祉施設につ

いては、避難元の施設数１２１、入所定員３２５１人に対し、宮城県内外３０９施設に避難先を

確保済みである（乙第１号証１０８頁）。社会福祉施設においても搬送手段が確保されていなけれ

ば、宮城県によるバス協会を介したバスの手配等により必要な搬送手段が確保されることになる。

また、宮城県は宮城県タクシー協会との間で「原子力災害時におけるタクシーによる緊急輸送に

関する協定」を締結している。したがって、搬送についても支障なく行われる（ｐ．３４）」など

という。必要な機器（呼吸器・透析器等）や受入れ条件について個別のマッチングが必要となる

制約はバスでも同様であり、また車両及び運転者に関する制約も前述と同じである。またタクシ

ー車両でストレッチャーの搬送者に対応する車両はわずかしかない。被告は何を以て「搬送につ

 

72 「第１５回新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」大河委員提出資料，２０２０

年１２月２２日 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/279507.pdf  



51 

 

いても支障なく行われる」などと主張するのか全く理解することができない。  

 

県のガイドライン（甲Ｂ３）では「避難対象地域の住民は，自助・共助を優先しながら避難を

実施するが，避難が困難な住民については，国，宮城県又は関係石巻市町の準備する交通手段に

より避難を行うこととし，住民は関係石巻市町の指示により，次の交通手段で避難を行うものと

する」としたうえで，「自家用車により避難所まで移動できない住民は，あらかじめ定める一時

集合場所に集合し」とあるが、自助・共助などといっても実際は困難である。  

他地域の例であるが、報道機関のヒアリングによると、ある自治会地区では住民約１９００人

のところ、自治会が把握しているだけで要支援者は約３０人おり、うち約２０人は身近に手助け

する人がいない。車両がなければリヤカーの利用まで想定しているが、リヤカー１台で要支援者

宅と一時集合場所の１ｋｍ前後を往復すると、１人につき１時間として全員で２０時間かかるこ

とになり困惑しているという73。またこのような状態では屋外で行動せざるをえないから本人お

よび介助者の被ばくも避けられない。 

 

（１０）検査場所・受付ステーション・駐車場に関する被告の誤認 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の２（３）～（７）等において避難退域時検査場所・受付ステーションで

極度の渋滞が発生することはなく、また駐車場の問題は生じないなどと主張する（ｐ．２４～３

１）。しかしこれらは避難退域時検査場所や受付ステーションの機能・目的を理解していないた

めの誤認である。同じシミュレーション受託業者が同じプログラムを用いて実施した新潟県柏崎

刈羽原発を対象とした阻害要因調査74（前出）でも、ＵＰＺ避難において抽出された課題として

「スクリーニングポイントの処理能力を大きく超える避難車両が流入することから、スクリーニ

ングポイントを起点とした渋滞が発生している（報告書ｐ．８２）」と指摘している。検査場所

は形式的・事務的手続きのために設けられているのではない。第一には吸入及び経口摂取による

内部被ばくの抑制及び皮膚被ばくの低減、医療行為の円滑化のためであり、第二には汚染の拡大

防止（避難先に汚染を持ち込まない）、さらに間接的には避難者の心理的安心のためでもある。 

しかし検査場所における極度の渋滞のため検査場所の経由を断念して最終避難所あるいはその

他の個別の避難先に向かう事態となれば、これらの目的・機能は崩壊する。仙台市に避難する市

の住民約４万人は，現在の県の方針では鷹来の森運動公園（東松島市）の検査場所で検査を受け

ることになっている（甲Ｂ５の３頁）。鷹来の森運動公園の検査場所もアクセス道路が一車線で

 

73 「東海第二３０キロ圏 避難時，要支援６万 自治会「リヤカー移動」も」『東京新聞』２０１８

年８月２１日 

74 （前出）（株）構造計画研究所「原子力災害時避難経路阻害要因調査結果概要版」令和 3 年 3

月 

http://npdas.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/61693fe03b8c6.pdf  
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入口が一つである。阻害要因調査においては同所を事例に図２４のような「グリッドロック」の

現象が指摘されている。これは同報告書ｐ．４１８の図のように検査場所に流入する車列と流出

する車列が交差することで相互に阻害し合い、どの車も動けなくなってしまう（いわゆる睨み合

い）現象である。同所へのアクセスは左右１車線ずつの道路しかないため、かりに検査場所内で

多数の検査レーンが設けられようとも、総合的に検査場所の処理能力は出入口の交通処理能力で

制約される。このようなことになれば、検査を断念して独自に行動する避難者も多数にのぼると

予想され、避難退域時検査のしくみそのものが崩壊する。 

 

図２４ 検査場所出入口におけるグリッドロック 

 

被告は「阻害要因調査結果では、検査を終えた車両が連続して出口を通過するとは想定せず、

あえて３分間隔で通過するものとして検査場所入口での渋滞を調査している（甲Ｂ１０号証の

２、１６頁）。したがって、そもそも１台の検査が３分で終わると推定したものではない。（答弁

書Ⅱ第８の２（６）［ク］、ｐ．２９）」などという。しかし阻害要因調査は「各レーンから避難

退域時検査場所出口に向かう車両が３分おきに１台ずつ発生する設定とする」と設定しているの

であって、かりに１０レーンあれば３分間に１０台の車両が「発生」するというシミュレーショ

ンモデルである。また被告がいうように「検査を終えた車両が３分間隔で通過」するのであれ

ば、かりに鷹来の森運動公園を経過する対象車両を２００００台とすれば全体が通過するには６

００００分すなわち１０００時間を要することになり、前述のように避難退域時検査場所で極度

の渋滞が発生することはないという被告の主張は全く理解することができない。  

なおその背景では避難退域時検査場所の駐車場容量も関係してくるのであるが、阻害要因調査

では言及がないので考慮しているかどうか不明である。というのは、時間あたりの発生台数が出

口の捌き能力よりも多ければ次第に場内に車両が溜まってくるが、駐車場の面積あるいは待機場
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所は現実には有限であるからいずかの場所で詰まりが発生することは不可避である。シミュレー

ションモデル上の制約から考慮できないとも考えられるが、いずれにしても「避難退域時検査場

所」で極度の渋滞が発生しないとの被告の主張とは何ら関係ない。また阻害要因調査では検査場

所のモデルの記述はあるが受付ステーションについては記述がない。しかし受付ステーションで

も同様の問題が発生することは不可避である。さらに検査場所での作業はあるていど機械的に流

れ作業の工程があるが、受付ステーションは完全に人手による作業となるので、問題はさらに深

刻となるであろう。 

こうした局部的な走行挙動のシミュレーションは、阻害要因調査で採用している「ＶＩＳＳＩ

Ｍ」等のシミュレーションプログラムでも、別途モデルを構築すれば実施可能である。現在報告

されている阻害要因調査のネットワークを想定したシミュレーションとは別に、避難退域時検査

場所あるいは避難所受付ステーションでの具体的なレイアウト（レーンの配置や駐車場容量）を

想定したモデルを別途構築してシミュレーションを行うことによってより現実的な検討を行うの

が可能なところ、県ではそれを行っていない（受託業者に検討を指示していない）ことは避難計

画における実効性の確認に消極的な県の姿勢が露呈したものである。なお検査場所におけるゲー

トモニターは車両側面から５０ｃｍの距離で測定するように推奨されているが、さまざまな大き

さの車両が到着する一方でゲートモニターが一定位置に固定されていれば適切に測定することが

できないが、阻害要因調査ではこうした点は言及がない。 

また駐車場に関しても被告の誤認がある。自動車の利用には駐車場が不可欠であるが、避難す

ればそこが長期にわたり生活の場になることは福島原発事故の経験からも明らかである。自然災

害の場合は復旧の進展に応じて順次住民の帰還が可能であるが、原子力災害では福島原発事故の

事例にみられるように年単位で帰還できない避難者が多数発生した。避難所の駐車場不足による

交通渋滞に関して、被告は答弁書Ⅱ第８の２（４）で避難指示は段階的に出されるから駐車場不

足による交通渋滞は起こらないなどというが（ｐ.２５）、一斉であれ段階的であれ、時間経過と

ともに避難車両が順次到着してそこに留まるのであるから、段階的避難であれば駐車場不足によ

る交通渋滞が起こらないなどという被告の説明は荒唐無稽である。 

内閣府の避難時間推計ガイダンス（前出）には退域検査ポイントの検査レーンとして図２５の

ようなスペースが想定されている。退域検査ポイントでは、検査レーンの他に待機車両の駐車場

や、簡易除染を行ってもなおＯＩＬ４を下回らない車両等の一時保管場所等が必要となる。検査

場所の事例として美里トレーニングセンターの航空写真を図２６に示す。美里トレーニングセン

ターの駐車場は現状約５０００平方ｍで１５０台分の駐車枠が設定されているが、検査レーンを

３列設けるとしてこれに１５００平方ｍを要する。さらに簡易除染場で２００平方ｍ、ＯＩＬ４

を下回らない車両等の一時保管場所を２５００平方ｍ等と仮定すると残りの待機スペースはほと

んどない。これらはその事態が発生してから場所を用意することはできないから事前に確保して

おかなければならない。 
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図２５ 検査場所レーンの所要スペースのイメージ 

 

 

図２６ 美里町トレーニングセンター及び隣接小牛田中学校の状況 

 

隣接の美里町立小牛田中学校のグラウンドが約１０２００平方ｍ存在するのでこれを駐車場と

して転用することも考えられるが、これを加えても待機スペースは４００台程度である。この他

に集団避難用のバスの駐車スペースも必要である。これに対して、美里トレーニングセンターに

立ち寄る可能性がある車両すなわち大崎市を避難先とする車両は、モニタリングに基づく避難区

域の指定状況にもよるが最大２４０００台に達する。これらの車両が順次到着すると、駐車スペ

美里町トレーニングセンター  
小牛田中学校  

約 5,000m2 

約 10,200m2 
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ースは当然足りないから路上で待機せざるをえない。また出入り口でグリッドロックが発生する

ことは前述の鷹来の森運動公園の事例と同様である。 

 

（１１）要員に関する被告の誤認 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の１で「関連自治体等に当然備わっていると期待できる運用上の能力（ｐ．

２３）」などという。それが具体的にどのような組織・方法を念頭に置いたものか不明であるが、

かりに期待される能力が備わっていたにしても、物理的な限界があれば実行は可能である。表５

は総務省地方公共団体定員管理関係75による石巻市・女川町の職員数である。原子力緊急事態は

地震や津波その他異常な外乱に起因して生起する可能性が大きいから、たとえば職員のうち土木

担当職員は被害確認や道路啓開業務を、民生担当職員（うち最も多いのは保育所関連）や教育担

当職員は児童生徒の保護・誘導業務を優先しなければならない。かりに他の自治体業務をすべて

放棄したとしても、避難関連に充当しうる職員の数は最大でも２００名程度であろう。また検査

場所での測定、安定ヨウ素剤の説明と配布（医療関係者・薬剤師以外では特定の研修を受けた職

員に限定される）など、一定の条件を備えた職員に限定される業務もある。  

基準を超えた汚染が計測された場合の簡易除染作業、あるいは避難バスに各１名添乗、避難所

運営にも最低各１名を配置（その中には福祉避難所など一般避難所より多くの人手を要する箇所

もある）、その他あらゆる場所で交通誘導員が必要などである。石巻市広域避難計画第 6 ウ「広域

避難の方法」においては「避難搬送用バスには、市職員を添乗させ広域避難所まで誘導する」と

なっている。単純に集計しても集団輸送が必要となる可能性のある箇所は、医療施設（搬送が必

要と考えられる一定規模以上の施設）が女川町・石巻市合計７箇所、学校７３箇所、福祉施設２

９９箇所、一時避難施設１４１箇所76などであり、避難先に市職員を派遣し、バスに 1 台に 1 人

添乗するだけでも避難業務に充当可能な職員の数をはるかに超える人員が必要となる。被災のた

め参集できない職員も一定数生じると考えられる。被告は「関連自治体等に当然備わっていると

期待できる運用上の能力」などというが、県・事業者等からあるていど助勢を受けるにしても、

計画で想定されている所要人員を配置することは机上の試算だけでも物理的に不可能である。ま

た被告がいうような段階的避難であれば、それはむしろ対応期間が長期にわたることを意味する

から、要員が少なくて済むとか職員の負担が軽減されるといった効果はない。  

避難が必要となる事態とは、指針に定めるＯＩＬ１，２に該当する条件が発生しているのであ

るから、避難は長時間にわたることが予想され、職員も一定期間で休憩・交替が不可欠である。

福島原発事故では避難元自治体はもとより受入側でも自治体職員が疲弊して業務の遂行が困難に

 

75 総務省地方公共団体定員管理関係 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin/index.html 

76 国土交通省「国土数値情報」からの集計 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 
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なった実態が報告されている77。避難支援業務を機能させるため「少なくとも二班・二交代制に

することで職員の意欲を維持させる」「ロジスティクス（兵站）を十分に、職員用のガソリン・

食料・宿泊場所の確保」などが提案されているが、これは宮城県・石巻市でも起こりうる事態で

あり、本件２号機の再稼働に関してそのような体制が準備されていなければ実際に機能しないの

であるから、実効性があるとはいえない。 

また安定ヨウ素の配布について、被告は答弁書Ⅱ第８の８（３）等で「安定ヨウ素剤について

は、検査所にいる訓練を受けた地方公共団体職員関与の下、配布が可能である。さらに、オフサ

イトセンターが機能しないということはない。したがって、安定ヨウ素剤の配布について国が判

断し、適切な時期に安定ヨウ素剤を受領し、専門家による指示を受けて服用することが可能であ

る（ｐ．３６）」などという。この主張自体も「可能である」との記述だけでその根拠は不明で

あるが、かりに可能としても、研修を受け資格を有した職員が何名存在して、どこにどれだけ配

置可能かも不明であり、何ら実効性について説明されていない。 

 

表５ 石巻市・女川町の職員数 

 

総
務
部
門 

(

う
ち
防
災) 

税
務 

民
生 

(

う
ち
保
育
所) 

衛
生 

労
働 

農
林
水
産 

商
工 

土
木 

一
般
行
政
計 

教
育 

そ
の
他 

総
合
計 

石巻市 312 22 58 335 246 170 3 62 31 205 1,187 284 384 1,855 

女川町 47 2 8 35 25 15 0 10 4 21 142 18 16 176 

 

また阻害要因調査による避難時間とは９０％ＥＴＥの時間であり、逆にいえば１０％の住民が

残留している状態である。またこうした残留者になりやすい住民とは、自力で移動手段を持たな

かったり情報の取得に制約がある者であると考えられるから、現場では自治体の職員・消防団員

や自治会役員などが個別確認に回らざるをえないからこれらの人々も同時に残留者となる。東海

村ＪＣＯ事故に際しては、避難要請の範囲３５０ｍ・住民２６５名が村内の避難所に集合するだ

けでも、個別の安否確認に時間がかかり全員の退避確認は事故発生からおよそ１０時間を要して

いる78。この時、東海村では避難者の数よりも職員の数のほうが多いほどであったが、それでも

このような時間を要している。これは仮に被告がいうような段階的避難が行われたとしても不可

 

77「新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」第５回資料４（２０１８年１２月２５

日） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/38455.pdf 

78ＪＣＯウラン加工工場臨界被ばく事故の概要 

https://atomica.jaea.go.jp/data/detail/dat_detail_04-10-02-03.html 
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避的に発生する事態である。なお阻害要因調査ではこうした安否確認時間等は考慮されていない

から、被告が答弁書Ⅱ第８の２（６）ア等でいうような「阻害要因調査結果が現実のものとなる

ことはなく」どころか、シミュレーションの結果をはるかに超える時間を要することは明らかで

ある。 

 

（１２）受入側の負担に関する被告の考察の欠如について 

 

図２７は避難所受付ステーションの一つである大崎合同庁舎の航空写真を示す。避難所受付ス

テーションは検査場所の通過証を所持した車両が到着することが原則となっているが、検査場所

の極度の渋滞により、検査を断念してＯＩＬ４を超える汚染のまま避難所受付ステーションに到

着する避難者（車両）の発生も考えられ、避難所受付ステーションでのこの対応をどうするかに

ついても懸念が示されている79。避難所受付ステーションにも検査レーン・簡易除染場・車両等

の一時保管場所が必要となる可能性もある。それを別としても避難所受付ステーションでは最終

避難所に向かうまでの待機車両の駐車場は必ず必要である。大崎合同庁舎は美里トレーニングセ

ンターよりは待機スペースが多く、緊急時であるから隣接ショッピングセンターの駐車場等の利

用も考えられるが、やはり最大２４０００台の車両が順次到着すると路上での待機が発生するこ

とは不可避と考えられる。避難元・受入先の対応が想定されているが（甲Ｂ５号証）、仙台市は別

として受入先の中には人口が少ない小規模自治体もある。大規模災害時には自市町でも被害が発

生する可能性のあるところ、場合によっては自市町の人口の３～４割に達する多数の避難者の受

入れには負担が予想される。表６は受入先市町村の人口と避難予定人員の対照を示す。なお避難

方式が一斉か段階的かによらず、ある特定の避難セクターに対応した受入先市町村での負荷は同

じである。特定の避難セクターに該当した受入先市町村では避難所受付ステーション・避難所・

福祉避難所を並行して開設せざるをえない。事務的業務だけについてみても避難所１か所に最低

１人、実務について最低２人としても大きな負担となる。また避難元での職員の負担と同様に、

被告がいうような段階的避難であれば、それはむしろ対応期間が長期にわたることを意味するか

ら、要員が少なくて済むとか職員の負担が軽減されるといった効果はない。  

 

 

79「市町村による原子力安全対策に関する研究会 実務担当者会議資料」（令和２年１月３０

日） 

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/nuclear-safety/file/kaigi_20200130-08.pdf 
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図２７ 大崎合同庁舎及び隣接ショッピングセンターの状況 

 

 

表６ 避難先別想定人数と受入先市区町村の人口 

受入先 避難想定人数 受入先人口 
受入先人口に
対する避難人
口比率（%） 

仙台市 青葉
区, 宮城野区, 

若林区 
40,605 638,506 6.4 

大崎市 39,000 133,391 29.2 

登米市 11,003 81,959 13.4 

栗原市 10,300 69,906 14.7 

多賀城市 6,480 62,096 10.4 

気仙沼市 4,410 64,988 6.8 

大和町 4,065 28,244 14.4 

加美町 3,980 23,743 16.8 

美里町 3,495 24,852 14.1 

富谷市 2,620 51,591 5.1 

白石市 2,340 35,272 6.6 

大衡村 2,324 5,703 40.8 

色麻町 2,200 7,238 30.4 

角田市 2,000 30,180 6.6 

柴田町 1,930 39,525 4.9 

丸森町 1,800 13,972 12.9 

蔵王町 1,730 12,316 14.0 

利府町 1,548 35,835 4.3 

大河原町 1,300 23,798 5.5 

大郷町 1,200 8,370 14.3 

塩竈市 1,103 54,187 2.0 

七ケ浜町 911 18,652 4.9 

村田町 850 11,501 7.4 
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涌谷町 800 16,701 4.8 

川崎町 800 9,167 8.7 

七ケ宿町 450 1,461 30.8 

松島町 433 14,421 3.0 

 

（１３）被ばくに関する被告の考察の欠如 

 

念のためここで放射性物質が放出された場合にどのようなメカニズムで一般公衆が被ばくする

かを整理しておく。緊急事態に際して放出（計画的あるいは制御不能により）される放射性物質

は、ガス状、粒子状などさまざまな形態で気流に乗って移動する。初期のガス状については屋内

退避でやり過ごすことにより被ばくを一部軽減できる可能性があるが、次の段階では粒子状で地

上に降下した核種（例としてはセシウム１３４、セシウム１３７など）からの被ばくが主となる

ため、その場に留まる時間に比例して被ばくすることになる。 

図２８は放射性物質の放出から被ばくに至るまでの概念図である。①は環境中に放射性物質が

放出される場所であるが、福島原発事故では予期しない建屋爆発という形で放出された。もとも

と「指針」でＰＡＺ圏では放射性物質の放出前に避難とされているのは、事故の進展があるてい

ど制御・予測可能な状況において、放出源に近い住民がおおむね避難を完了した前提で、より深

刻な格納容器の損傷に至る事態を防止するためにやむなくベント放出すなわち環境中への放射性

物質の放出を行う対処を想定しているからである。しかし事故の進展が急速であればこのような

シナリオは崩壊する。福島原発事故では制御用の電源が失われてベントに通じる弁が開かず苦慮

した。どのような放射性核種が、いつ、どれだけ出てくるかは事故のシナリオにより異なるが、

その情報は、いつ・どのように避難（あるいは屋内退避）すべきかの判断に大きな影響を及ぼ

す。 

 

 

図２８ 被ばくのメカニズム 

 

放出された放射性物質は、②の気象条件（風向・風速・大気安定度）に従って、③のように次

③拡散
(垂直方向)

(水平方向)

②気象条件
(風向,風速
大気安定度)

①放射性物質
の放出

④放射性崩壊

⑤乾性沈着
⑦湿性沈着

⑥降水

クラウドシャイン

グラウンドシャイン
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第に薄まりながら垂直方向と水平方向に広がってゆく。放射性物質の汚染大気塊（クラウド）が

気流に乗って流れてゆくが、その中にはガス状のもの、粒子（塵）状のものなど多種類の放射性

物質（核種）がさまざまな形態で混じっている。ガス状としてはクリプトン・キセノンなど「希

ガス」と呼ばれる気体がある。次いで福島原発事故で主な被ばく源として注目された放射性のヨ

ウ素やセシウムがある。セシウム原子自体の大きさはｎｍ（ナノメートル・１０億分の１ｍ）の

単位であるが、それらの原子が単体で飛んでいるのではなく、溶融した燃料の熱と周囲の雑物（水・

金属・がれき等）に触れて多様な化合物や形態になり、さらに建屋の外に出てから別の大きな粒

子（空気中の塵など）に乗って移動するなど複雑な形態と考えられるが、実際のところ福島原発

事故ではどのような形態で移動していたのか、全体像は今もよくわかっていない80。 

 

 

図２９ 想定される放射性セシウムの輸送過程・竜系変化および地表面への沈着の概念図 

 

これらの化合物や集合体の大きさは、おおむね μｍ（通称「ミクロン」）の単位の微粒子である。

このサイズの粒子は、大気中に舞い上がるとなかなか沈降せず大気と一緒に移動する。しかしど

のような化合物になってもセシウムの核種としての放射能は変わらない一方で、化合物の形態に

よって水に対する溶けやすさなどの性質の違いを生ずる。これは人体に摂取された場合に体内で

の吸収・排出の違いや生態系中での動き方の違いにつながる。一般的には放出源に近いほど線量

率が高く、遠ざかるほど低くなると考えられるが、降水などの気象条件によっては放出源から相

対的に遠くてもスポット的に高い線量率が出現する場合もある。 

「希ガス」やガス状の核種は④のようにクラウドシャイン（汚染大気塊からの放射線）の発生

 

80 産業技術総合研究所ウェブサイト「風に乗って長い距離を運ばれる放射性セシウムの存在形態」

２１０２年７月 

https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2012/nr20120731/nr20120731.html  
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源となる。また粒子状の核種は、空中を移動している間は同じく④のようにクラウドシャインの

発生源となるとともに、⑤のように乾性沈着（自重で落ちてくる）あるいは⑥のように湿性沈着

（降雨・降雪に付着して落ちてくる）によって地表に降下するとそこで再びグラウンドシャイン

（地表や建物の表面などからの放射）の発生源になる。一般論としては以上のとおりだが、福島

原発事故のように建屋が次々と吹き飛んで人為的な介入が不可能となり成り行きに任せざるをえ

なくなるような事態では、その後の進展の予測は困難である。 

図３０は福島原発事故に際して、希ガス・ヨウ素１３１・セシウム１３４および１３７につい

て、原子力緊急事態宣言（２０１１年３月１１日・１９時０３分）からの時間経過とともにどれ

だけ放出されたかを事後に逆算して推定した値である81。建屋の爆発やベントによると思われる

突発的な放出が何回かみられるとともに、事故の初期はもとより一週間以上を経過してもなお突

発的な放出がみられる。格納容器や建屋が大きく損傷し、現場でさえも予期しない時に爆発が発

生するなど、事態の進展が予測できない状態であった。こうした状況に至れば単にＯＩＬ１，２

といった判断基準では対処できなくなる。 

これを周辺自治体の側すなわち被ばくを受ける側からみた場合、次のような状況が報告されて

いる。２０１１年３月１２日・１５時３６分に１号機建屋が爆発する。「福島県双葉町に、空から

ぼたん雪のようなものがフワリフワリと落ちてくる。大きさは五百円玉サイズから握りこぶしほ

どまで様々。建屋の保温材の繊維のかたまりのようだった。同町の井戸川克隆町長（当時）の周

りには、車いすの高齢者や町社会福祉協議会職員、自衛隊員、警察官ら１００人近くがいた。だ

れも言葉を発しなかった。井戸川町長が「なにしてるんだ。なかに入れ」と外にいる町民に大声

で呼びかけた」という82。 

 

 

81東京電力「福島第一原子力発電所事故における放射性物質の大気中への放出量の推定につい

て」２０１２年５月２４日 

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120524j0105.pdf  

82 福島原発事故記録チーム編，宮崎知己・木村英昭・小林剛著『福島原発事故 タイムライン２

０１１─２０１２』岩波書店，２０１３年，ｐ．４０ 
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図３０ 福島原発事故の放射性物質の経時的な放出量推定 

 

関連して問題となるのは安定ヨウ素剤の服用である。原子力規制庁「安定ヨウ素剤の配布・服

用にあたって83」によると、放射性ヨウ素にばく露される２４時間前からばく露後２時間までの

間に安定ヨウ素剤を服用すれば最も効果（甲状腺への放射性ヨウ素の取り込み防止）が高く、ま

た放射性ヨウ素にばく露された後であっても、８時間以内であれば効果は半減するが有効性があ

る。しかしばく露後１６時間以降の服用ではその効果はほとんどないと報告されている。すなわ

ち安定ヨウ素剤の事前配布あるいは緊急配布が行われたとしても、適切なタイミングで服用しな

ければ効果がない。安定ヨウ素剤は、ＰＡＺには事前配布、ＵＰＺでは緊急配布（避難時）とな

っているが、ＵＰＺに対して事前配布を実施している地域もある。ただし女川地域は依然として

緊急配布（避難時・避難退域時検査場所）となっている。事前配布に越したことはないが、安定

ヨウ素剤は、あくまでベントなど人為的に放射性物質の放出がコントロールできる前提の対策で

あって、福島事故のように格納容器が破損して開口部が生じコントロール不能になり、いつ放射

性ヨウ素が出てくるかわからない状況に至れば対応は困難である。 

かりに初回には適切なタイミングで服用できたとしても１回限りである。それ以降は屋内退避

中あるいは避難途上の住民に対して安定ヨウ素剤の再配布は現実に困難であろうし、いつ放射性

ヨウ素が再び飛来するかわからないとすれば、安定ヨウ素剤による被ばく低減は期待しにくい。 

図３１は福島原発事故後１０日間における５ｋｍ圏より外（現在のＵＰＺ相当）の各モニタリ

ングポストの空間線量率のデータである84。μＧｙ（マイクログレイ）／時という単位で表示され

 

83（前出）原子力規制庁「安定ヨウ素剤の配布・服用にあたって」２０２１年７月  

https://www.nsr.go.jp/data/000024657.pdf 

84福島県「平成２３年３月の空間線量率測定結果」 

http://www.atom-

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

放
出
率
［
B

q/
h
 対
数
表
示
］

緊急事態宣言からの経過時間［日］

希ガス ヨウ素131 セシウム134＋137



63 

 

ているが、この場合の人体への影響は「グレイ」=「シーベルト」とみなしてよい。双葉町上羽鳥

では５ｋｍ圏より外であるが、１２日１４時に突然１５００μＧｙ／時（図では目盛から振り切れ

ている）の値が観測されているから、かりに現在の「指針」を適用すれば、屋内退避をしていた

としても避難の対象（ＯＩＬ１）となる。空間線量率の値では５ｋｍ圏よりもその外側で最大値

が観測されている地点もあり、被ばくを最小化する観点からは、ＰＡＺとＵＰＺの単純な区分で

は評価できない。この点、原告が「ＯＩＬの値を超える「おそれ」を判断できない（準備書面３

のｐ．４）」と指摘しているとおりである。「おそれ」云々が論じられるとすれば、事故の進展が

比較的穏やかであって一定の管理が可能な場合に限られる。また事故後１週間から１０日を経過

しても、浪江町浪江と楢葉町松館では２０μＳｖ／時を超える値が観測されているから、現在の

「指針」に従っても一時移転の対象（ＯＩＬ２）となる。住民の立場からみると、屋内退避で１

週間から１０日間を耐えて次第に収束に向かうことを期待しながら一転して避難や一時移転の対

象となるのでは、むしろ身体的・心理的負担が大きくなると考えられる。 

 

 

図３１ 現在のＵＰＺ相当距離での空間線量率 

 

福島事故いらい避難計画が注目されるようになり、原発から５ｋｍ・３０ｋｍの数字がしばし

ば引用される。しかしそれは書類上で対策を講ずるべき範囲を３０ｋｍに限定しただけであって

「放射線の影響が３０ｋｍで収まる」こととは無関係である。３０ｋｍの数値が繰り返し引用さ

れるため、３０ｋｍ圏外に脱出すれば安全であるかのような印象が形成されている傾向も見受け

られる。しかし原発から３０ｋｍ離れれば安全という根拠は、内閣府や規制委員会からは全く説

明されていない。 

被告は答弁書Ⅱ第８の２（３）(ｐ.２４)において「なお、避難所受付ステーションにおいて交

 

moc.pref.fukushima.jp/old/monitoring/monitoring201103/201103_mpdata.html 
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通渋滞等が生じ、その機能低下が生じたとしても、住民は本件２号機の半径３０ｋｍ圏からは離

脱している」などとして、あたかも３０ｋｍ圏外では被ばくの問題が生じないかのように論じて

いるが、誤認である。放射性物質の拡散は連続的であり影響が３０ｋｍで消失するわけではない

から、かりに３０ｋｍ圏外であってもその場に留まれば時間に応じて累積で被ばくする。 

また被告は答弁書Ⅱ第８の２（８）（ｐ．３１）において結論として「交通渋滞で３０ｋｍ圏

内を脱出できず避難所にもたどり着けないということはない」というが、長時間経過すればいつ

かは避難所にたどり着けるとしても、その間被ばくを続けるのであれば原子力災害における避難

の目的を達しない。楽観的な条件を想定したとしても、ＵＰＺ圏に多大な時間を要し、かつ３０

ｋｍ圏外に出たとしても放射性物質がそこで止まるわけではないから、時間がかかるだけ累積的

に被ばくすることは避けられない。阻害要因調査においても、前掲表 のように個人の平均避難

時間は１８時間～４２時間などとなっている。「指針」の考え方によれば、ＵＰＺ圏の避難はす

でに放射性物質の放出が始まり地域の空間線量率が上昇してから行われるのであるから、たとえ

ばＯＩＬ１に該当して空間線量率が５００μＳｖ／時であれば、１８時間滞留しても９ｍＳｖの

被ばく量となり、一般公衆の法定被ばく限度である年間１ｍＳｖをはるかに超える被ばく量とな

る。空間線量率が５００μＳｖ／時であれば、３０ｋｍ圏離脱どころか避難準備を行うていどの

時間だけでも一般公衆の法定被ばく限度を超える。 

なお「指針」ではＰＡＺ圏は放射性物質の放出前に避難を開始することとなっているが、その

ように想定しているだけであり、事故の進展が速ければＰＡＺ圏での放出前の避難は間に合わな

いケースもありうる。しかしＰＡＺ圏の避難者は検査場所を経由せずに避難先に向かうことにな

っている。一般に放出源に近いほど放射性物質の濃度は高くなることから、ＰＡＺ圏の避難者は

効能道の汚染を受けたまま対処せず避難先に向かうことになる。 

「指針」では７～８頁で最初に「ＰＡＺ」「ＵＰＺ」の用語が記述されているが、ここでは具体

的な距離には指定がない。具体的に距離（原子力災害対策重点区域）が記述されるのは同指針ｐ．

５１以降である。いずれもＩＡＥＡ（国際原子力機関）の国際基準における設定を根拠としてＰ

ＡＺは「原子力施設から概ね半径５ｋｍを目安」、ＵＰＺは「原子力施設から概ね半径３０ｋｍを

目安」と記述されている。「なお、この目安については、主として参照する事故の規模等を踏まえ、

迅速で実効的な防護措置を講ずることができるよう検討した上で、継続的に改善していく必要が

ある」と付記されているが、最初から５ｋｍあるいは３０ｋｍありきとして記述されており、各

地の原発の周辺に多数の住民が居住する日本の国情を反映した決め方ではない。 

当初の距離に関する国や規制委員会の考え方を示した解説85によると「３０ｋｍ離れれば安全」

 

85 原子力規制委員会２０１２年度第７回会合，２０１２年１０月２４日 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/h24fy/20121024.html 

原子力規制庁「放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について」２０１２年１０月，資

料３─１ 

https://www.nsr.go.jp/data/000024430.pdf 
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という基準ではなく、緊急時に原子力施設から放射性物質が放出された場合でも、住民の被ばく

が一定値以内に収まるから許容するという趣旨で記述されている。「指針」策定の時点での仮定

（福島原発事故での実績）に基づいて拡散シミュレーションを実施し、外部・内部の被ばく経路

の合計で「７日間滞在した場合に１００ｍＳｖ」に達する距離を各発電所ごとに求めている。こ

の距離は当然ながら各発電所ごとの条件によって異なるが、各発電所の結果を一覧したところほ

とんどの地区についてその距離が３０ｋｍに収まる（ただし原子炉基数が多く出力の合計が大き

い柏崎原発については一部３０ｋｍをはみ出していた）として、いわば逆算により３０ｋｍに根

拠を与えた数値である。なお各サイトごとの最終試算値は「総点検版86」という資料に示されて

いる。 

改めて「原災法」の趣旨と照合すると、「原災法」の目的は「原子力災害から国民の生命、身体

及び財産を保護する」とあるにもかかわらず、「指針」は緊急時には一般公衆の年間被ばく許容限

度をはるかに超える被ばくを容認するとの前提で、また「７日間で１００ｍＳｖ」が国民の生命・

身体に悪影響を及ぼさないという根拠は何も示されておらず、むしろ緊急時だから仕方がないと

いう発想である。このことからも現在の「指針」そのものが「原災法」の趣旨に整合的でないと

いうべきである。すなわちＵＰＺについては住民が被ばくすることを前提しているのであるから

「原災法」でいう「国民の生命、身体及び財産の保護」の趣旨に反している。  

避難と被ばくに関しては多くの不整合がある。列挙すれば、①「指針」ＯＩＬ１では空間線量

率５００μＳｖ／ｈが計測されたとき「数時間内を目途に区域を特定し、避難等を実施」とある

が、５００μＳｖ／時×２時間で一般公衆の年間被ばく限度の１ｍＳｖに達する。②「指針」ＯＩ

Ｌ２では同２０μＳｖ／時が計測されたとき「１週間程度内に一時移転を実施」とあるが、２０μ

Ｓｖ／時×２４時間×7 日で３．３６ｍＳｖに達する。このうち全時間が遮へいなし（露天）では

ないが、遮へい率０．５としても１ｍＳｖを超える。なおＯＩＬ１，２はＵＰＺに対する指標で

あり、それが問題となるのは屋内退避後であるので、放射線源はセシウム１３７等の半減期が週

単位以上の核種のグラウンドシャインが主となる。③移動時（避難過程）でも被ばくすることは

当然である。自動車で移動する場合、車両は鉄とガラスで覆われた箱とみて外部からの放射線に

対しては遮へい効果があると考えられる一方で、気密ではないため浮遊放射性物質は侵入するの

で完全な遮へい効果は期待できない。一般的な車両の遮へい係数は０．８とする評価 87もある一

方で、浮遊放射性物質に対する自動車乗車中の遮へいは屋外と同じ（遮へい効果なし）としてい

 

86原子力規制委員会２０１２年度第１７回会合，２０１２年１２月１３日 

資料１─ ２「拡散シミュレーションの試算結果（総点検版）」 

https://www.nsr.go.jp/data/000024448.pdf 

87経済産業省原子力被災者生活支援チーム「県道 35 号・国道 288 号における帰還困難区域の線

量調査結果について」2019 年 8 月 

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/pdf/190826_sannkousiryou3r.p

df 
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る資料もある88。また集団避難（バス等）は主に自動車が利用できない人と考えられるので、一

時集合場所まで徒歩で移動するには露天で被ばくする。「指針」ではＵＰＺはまず屋内退避が推奨

されているが、屋内退避の意味としてはプルーム通過時の被ばく低減だけであり、それ以外では

滞在するだけ被ばくが増える。またＯＩＬ１，２のいずれが先に出現するかは事故の進展により

異なるので予め特定できない。 

図３２は、原発の風下側で、福島事故と同じパターンでヨウ素１３１の放出があったとした場

合に、①ＵＰＺ屋内退避・②避難退域時検査所（原発から３０ｋｍ付近を想定）・③避難先（同７

０ｋｍ付近を想定）の３か所について、①～③の位置に留まったとした場合に、ヨウ素１３１を

吸入した場合の内部被ばく量（緊急事態宣言から累積して）を推定した結果である。この数値は、

気象条件や屋内退避の状況（建物の密閉度など）によって大きく変化するのであくまで一例であ

るが、相対的に原発からの距離によって被ばく量が大きく異なることを示している。福島原発事

故では緊急事態宣言から２０時間ほどは平常時と変わらなかったが、図 に示すようにプルーム

の通過と思われる大きなピークが突然到来している。この部分だけみれば屋内退避（密閉効果）

と安定ヨウ素剤の服用により被ばくを低減できる可能性がある。しかしこれは結果論であって、

実際に事故が発生した場合には、計画的なベントを除けばいつプルームが到来するのか予測でき

ない。すなわち安定ヨウ素剤の服用指示や、屋内退避の後にいつ移動すべきかの判断は事前には

できない。また安定ヨウ素剤の服用は一回限りであり二回目以降のプルーム到来に対しては再配

布はできない。また図 に示すように一週間以上経ってもなお予期しない放出が続いているが、

これも事前に知ることはできない。ＵＰＺの区域を特定して避難あるいは一時移転の指示が出た

場合、移動中にプルームが再び到来する可能性もある。これらの検討から、たとえ渋滞により移

動時間がかかっても、屋内退避をせずに緊急事態宣言とともに動き出したほうが総合的に被ばく

を減らせるケースもありうるので、一義的に屋内退避を推奨することは疑問である。すなわち「Ｕ

ＰＺではまず屋内退避、その後の状況により避難あるいは一時移転」という「指針」の想定は、

プルームの到来が人為的なベントなどの管理可能な１回だけで、その後は収束に向かうという、

ごく楽観的な想定の範囲内でしか成立しない。また避難退域時検査場所と最終避難先を比較すれ

ば当然ながら大きな差がある。従ってできるだけ早く最終避難先に向かうことが重要であるが、

前述のように避難退域時検査場所や避難所受付ステーションの渋滞により長時間滞留していれば

それだけ累積被ばく量が多くなることは当然である。 

 

 

88 宮城県地域防災計画原子力災害対策編付属資料 3-7-3 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/238493.pdf 
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図３２ 滞在場所による累積被ばく量の差 

 

（１４）屋内退避に関する被告の考察の欠如 

 

被告は答弁書Ⅱ第８の１１において「原告らの主張の趣旨は必ずしも明らかではないが、屋内

退避によっても被ばくリスクが全くないわけではないから一斉避難をさせる避難計画でなければ

実効性がないという趣旨であれば、否認ないし争う。放射性物質が放出されても避難が必要とな

るエリアが限られている場合に、一斉避難をさせることは、住民に無用な負担をかけることにな

る一方、真に避難が必要な住民の避難の妨げになるので、段階的避難が合理的である。」（ｐ．３

７）などというが、これは被告が原子力事業者でありながら、避難の目的や被ばくのメカニズム

を理解していないことによる誤認である。 

原告の指摘は「全くないわけではない」どころか、状況によっては屋内退避のほうがより多く

被ばくする結果を招く可能性を指摘しているのである。前述のように規制委員会は「たとえ新規

制基準に適合している炉であっても、百テラベクレルを上回るような放射性物質の放出を起こす

事故の可能性というのを否定すべきではありません89」と答弁しているとおり、ごく限定的・楽

観的な条件のみで屋内退避のほうが合理的などと断定する根拠はない。 

原告訴状ｐ.１１８～１１９でも引用されているが、内閣府では，屋内退避についての基本的

考え方や被ばく線量の低減効果，放射線防護対策施設における運用上の留意点等を，暫定的に整

理・取りまとめたものとして「原子力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施設

等への屋内退避―について［暫定版］２０２０年３月」（甲Ｂ１９）を作成している。またそれ

以前に原子力規制委員会は２０１４年に「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算につい

 

89（前出）第２０４回国会原子力問題調査特別委員会第３号（令和３年４月８日）議事録 
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て（案）を公表している90。この資料は「指針」や内閣府の解説でも屋内退避を推奨すべき根拠

として参照されている。屋内退避について、建物の壁自体が放射線の遮へい物となる「遮へい」

効果と、家屋内で外気を遮断（換気扇やエアコンの停止、すき間の目張りなど）してプルームを

直接呼吸することを避ける「密閉効果」により被ばく低減効果があるとしている。なおその効果

は家屋の構造（木造か石造か）により異なる。その概念を図３３に示す。 

 

 

図３３ 屋内退避による遮へい効果 

 

規制庁は「原子力災害時の事前対策における参考レベルについて91」を提示している。この中

で「防護措置あり（コンクリート構造物に屋内退避）」の被ばく線量（全身・実効線量）」として

図３４を示している。なお規制庁の拡散計算には日本原子力研究開発機構で開発された「変動流

跡線パフモデル」を使用した「ＯＳＣＡＡＲ92」を使用したとしている。（ＳＰＥＥＤＩのような

三次元移流拡散モデルは使用していない）プルームが通過する時間帯のみに注目すれば、屋外に

いるよりも屋内で待機すれば多少とも被ばく量が低減できる。屋内退避を実施した場合、全身被

ばく量（実効線量）については、総合的に木造家屋で約２５％、石造家屋で約５０％の被ばく低

減効果が期待できるとしている。また甲状腺被ばく（等価線量）については、屋内退避を実施し

ない場合、ＵＰＺの一部では、安定ヨウ素剤服用に関するＩＡＥＡの判断基準である１週間で５

０ｍＳｖ（甲状腺に対する等価線量）を超える区域があるが、屋内退避を実施すればＵＰＺの全

 

90 （前出）緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について（案）（２０１４年５月２８

日） 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11118514/www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf  

91 （前出）原子力規制庁「原子力災害時の事前対策における参考レベルについて（第４回）資

料６」（平成３０年９月１２日）のうち参考資料 2 と題するもの 

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf 

92日本原子力研究開発機構安全研究センター「ＯＳＣＡＡＲコードパッケージの使用マニュアル」

２０２０年３月 

https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Testing-2020-001.pdf 
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域でそれを下回るとしている。しかし屋内退避に関する一連の議論で、一般公衆の被ばく許容限

度である年間で１ｍＳｖという基準は無視されている。これは原発周辺では緊急時には被ばく許

容限度を超えてもかまわないという前提が設けられているからである。しかも試算は前述のよう

に放射性物質の放出量がセシウム１３７にして１００ＴＢｑを超えないとの前提で行われている。

また屋内退避期間は２日間としているが、事故が２日で収束するという実証的な根拠もない。こ

れは事故の収束が順調に行われた場合であって、福島原発事故にみられるように、事故後１～２

週間経過してもなお無視しえないプルームや沈降性の放射性物質の放出が突発的に起きる状況に

なれば、いったいいつまで屋内退避を継続すればよいのか、いつ避難あるいは一時移転をすれば

よいのか判断がつかない事態も考えられる。 

 

 

図３４ 原子力災害時の事前対策における参考レベル 

 

原子力災害対策指針では、ＵＰＺは緊急事態に際して屋内退避を原則とするとしている一方で、

屋内退避を解除する条件やその時期の伝達方法については記述がない。プルームに対する低減係

数は木造家屋で０．９、石造り建物で０．６とされている。すなわち１～４割ていどの遮蔽効果

はあるものの放射性物質放出後に一定時間滞在すれば被ばくすることは同じである。コンクリー

ト造家屋は木造家屋に比べて放射線の遮蔽効果はあるが、一般住宅はコンクリート造でも完全な

気密ではなく陽圧装置もない。特に表 のように経年の高い木造住宅も多い。このため時間経過

とともに高濃度のプルーム（汚染大気）が次第に侵入し室内の放射性物質の濃度は高くなってゆ

く。次にプルームが去った後も屋内退避を続けると侵入したプルームが屋内に残留したままにな

る。このためプルームが通過した後、室内濃度より外部大気の濃度が低くなれば、換気をするこ

とにより室内濃度を早く下げることができるが、屋内退避を長時間続けると建物の密閉性がいず
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れであれ、図３５のように最終的な被ばく量は露天で被ばくするのと変わらないと考えられる93。

しかしいつ換気をすればよいのか（濃度を知ることができるのか）、換気中に再度プルームが到来

しないことをどうやって知るのか等について議論がなされていない 94。このような状況で単に屋

内退避の推奨は住民に無用な被ばくを強いることになりかねない。 

 

 

図３５ 換気状況と放射性物質の室内濃度 

 

また強い地震に起因して原子力緊急事態が発生した場合、過去の強い地震の経験を参照すると、

家屋の損傷等により「指針」で推奨するような屋内退避を前提とすることはできない。屋内退避

ができない場合は地域の公共施設等の避難所に移動することになるが、コンクリート造の建物も

損傷し、放射線遮へい機能は著しく損なわれる可能性がある。｢気象庁震度階級関連解説表95｣で

は｢木造か非木造か｣｢築年が１９８１年（新耐震基準導入）以前か以降か｣で表７のように損傷の

程度が推定されている。 

 

表７ 耐震性の高低による建物被害の例 

 耐震性が高い 耐震性が低い 

木造建物 

5 弱 
－ 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられ

ることがある。 

5 強 
－ 壁などにひび割れ・亀裂がみられること

がある。 

 

93廣内淳「屋内退避による被ばく低減効果の評価」日本原子力研究開発機構・平成２９年度安全

研究センター報告会, ２０１７年１１月２９日, ｐ．２０ 

https://www.jaea.go.jp/04/anzen/archives_seikahoukoku/h29/pre4_Hirouchi.pdf 

94山澤弘実「屋内退避に期待する効果とそのための要件」第６回新潟県原子力災害時の避難方法

に関する検証委員会・委員提出資料, ２０１９年６月４日, ｐ．７，１２ 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/147683.pdf  

95 気象庁「震度階級関連解説表」 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html 
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6 弱 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂が

みられることがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。壁

などに大きなひび割れ・亀裂が入ること

がある。瓦が落下したり、建物が傾いた

りすることがある。倒れるものもある。 

6 強 

壁などにひび割れ・亀裂がみられ

ることがある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るも

のが多くなる。傾くものや、倒れるもの

が多くなる。 

7 
壁などのひび割れ・亀裂が多くな

る。まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くな

る。 

鉄筋コンクリート造建物 

5 強 
－ 壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀

裂が入ることがある。 

6 弱 
壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀

裂が多くなる。 

6 強 

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

壁、梁、柱などの部材に、斜めや X 状の

ひび割れ・亀裂がみられることがある。

1 階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れる

ものがある。 

7 

壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。1 階あるい

は中間階が変形し、まれに傾くも

のがある。 

壁、梁、柱などの部材に、斜めや X 状の

ひび割れ・亀裂が多くなる。1 階あるい

は中間階の柱が崩れ、倒れるものが多く

なる。 

 

一方、住宅土地統計96より石巻市の住宅状況は表８のようになっている。東日本大震災後で被

災していない他の市区町村と比べると建替え率が高いと推定されるが、それでも耐震性「低」と

みなされる住宅が残存している。参考までに主な避難先である仙台市青葉区と大崎市についても

同様のデータを示す。すなわち避難先においても大規模災害時には、放射線の影響は免れたにし

ても自宅の損傷・倒壊等により避難所を必要とする住民が多数発生するであろうから、その上に

原子力災害避難者を受け入れることは困難である。家屋の基本的な構造の倒壊に至らないまでも、

図３６のように瓦が落下してブルーシートで仮処理しているような状態97ではクラウドシャイン

に対する遮へい効果が大きく損なわれるとともに、降雨時に放射性物質が雨漏りを通じてグラウ

ンドシャインがそのまま室内に侵入するのと同じであるから、むしろ屋外よりも被ばくを増加さ

せるおそれもある。 

 

表８ 石巻市および避難先の住宅耐震性状況 

  木造 

鉄筋・
鉄骨コ
ンクリ
ート造 

鉄骨造 総数 

耐震性
「低」
の住宅
戸数比
率（%） 

 

96 「住宅・土地統計調査」２０１８年度 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200522&tstat=000001127155 

97 ＧｏｏｇｌｅＥａｒｔｈより。２０１６年４月３０日撮影） 
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石巻市 

総数 46440 7360 2800 56600 

13.3  

1970 年以前 5180 250 140 5570 

1971～1980 年 7150 280 80 7510 

1981～1990 年 7190 570 30 7790 

1991～2000 年 6440 1570 400 8410 

2001～2010 年 4690 710 760 6160 

2011～2015 年 7750 1470 1010 10230 

2016～2018 年 9
月 

4950 1570 180 6700 

大崎市 

総数 42740 4180 1890 48810 

14.7  

1970 年以前 4540 60 - 4600 

1971～1980 年 6460 700 20 7180 

1981～1990 年 6010 290 60 6360 

1991～2000 年 7700 640 400 8740 

2001～2010 年 6140 650 650 7440 

2011～2015 年 5040 1370 470 6880 

2016～2018 年 9
月 

1900 110 20 2030 

仙台市青
葉区 

総数 71610 81270 7990 160870 

10.1  

1970 年以前 4670 1370 130 6170 

1971～1980 年 7460 8500 260 16220 

1981～1990 年 13220 16830 1330 31380 

1991～2000 年 13700 13410 1890 29000 

2001～2010 年 11390 21550 1150 34090 

2011～2015 年 7060 8140 500 15700 

2016～2018 年 9
月 

3180 4450 150 7780 

 

 

 

図３６ 地震時の日本家屋の屋根破損状況 
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実際にも石巻市「東日本大震災石巻市のあゆみ98」によると、地震と津波により多くの建物が

被害を受け、住家の 76．6％が何らかの損害を受けた。地震の揺れは、建物に大きな被害を及ぼ

す周期の揺れがそれほど強くなかったため、全壊および半壊の被害は、多くが津波によるもので、

沿岸部では流出した家屋も多かった。また、市域面積（556kd）の 13．2％（平野部の約 30％73kd）

が浸水し、津波の「直撃」は受けなかったものの、平地の住宅地・市街地でも、床上浸水（大規

模半壊）となった場合も多かった。これにより、住めなくなった家が多数発生し、膨大な仮設住

宅の需要が生じた。（同資料ｐ．４８） 

 

建物被害 全壊  ２００３９棟 

   半壊  １３０４８棟 

   一部損壊 ２３６１５棟 

合計  ５６７０２棟 

※石巻市の被災住家数は、被災前全住家数の７６．６％ 

 

屋内退避そのものに倒壊等の危険性が考えられるとともに、水道・電気・ガス等ライフライン

の途絶が起こりうる。経験的にも明らかなように、前出気象庁震度階級関連解説表でも「震度 5

弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある」「震度 6 強程度以上の揺

れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある」

と記載されている。また道路の寸断等が発生しても放射性物質が放出された後の復旧作業は困難

であり、外部からの救援・補給は困難となる。建物に多少の放射線遮蔽機能あるいは防護機能が

あったとしても、屋内退避が数日以上に亘れば、水・食料の途絶など屋内退避自体が危険を生じ

る。同じく石巻市「東日本大震災石巻市のあゆみ」によると表９のようにライフラインで次のよ

うな被害が生じた。（同資料ｐ．５０～５１）これは物理的な危険性とともに、その後の避難に関

する情報の取得にも困難を来すこととなる。 

 

表９ 東日本大震災における石巻市内ライフラインの被災状況 

電気 電気は地震の揺れで、すぐに市内全戸および全事業所が停電した。その後、

津波による変電所や電柱などの施設の水没・流出などにより、復旧は困難

を極めた。しかし、事業者による復旧作業の結果、内陸・山の手方面から

徐々に復旧が進んでいった。  

水道 水道は、地震の揺れで、すぐに市内全戸が断水した。水道は給水を受ける

側の水栓が流出していた場合などは、通水できないことから、電気よりも

 

98石巻市「東日本大震災石巻市のあゆみ」２０１７年３月 

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10151000/1501/20170405131537.html#file  
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復旧に時間を要した。震災前の給水戸数は、60，661 戸であった。平成 23

年（2011）3 月 21 日までに蛇田・河北・桃生の一部が復旧し、以後、内

陸・山の手から復旧が進み、平成 23 年（2011）4 月 6 日までに 39，172

戸となったが、平成 23 年（2011）4 月 7 日の余震により、再び断水とな

り、平成 23 年（2011）4 月 11 日時点では復旧済みが 26，636 戸となり、

再通水となったのは平成 23 年（2011）4 月 15 日ごろであった。その後

は、順次復旧が進み、被害の大きかった地域を除き、おおむね断水が解消

したのは、平成 23 年（2011）6 月上旬、水道管の復旧（管路修繕）が終

了したのは平成 23 年（2011）7 月 31 日であった。  

ガス 

 

 都市ガスは、本社および製造工場が大津波の直撃を受け、全戸供給停止

（12，755 戸）した。事業者などによる復旧の結果、平成 23 年（2011）

3 月 23 日に移動式ガス発生装置で石巻赤十字病院に部分供給を開始し、

平成 23 年（2011）4 月 10 日から順次復旧が進み、平成 23 年（2011）5

月中旬までに被害の大きかった地域を除き復旧が終了した。9，829 戸が

復旧した戸数である。  

ＬＰガス  

 

 ＬＰガスは、津波による流出等がなかった世帯は、多くの場合、使用が

可能であり、原則 2 本のガスボンベが設置されていることから、震災直後

は貴重な熱源として利用された。  

電話 

 

 固定電話は、事業者の施設が地震・津波により大きな被害を受け、石巻

市内の多くの地域で不通となった。その後、順次復旧が進み、平成 23 年

（2011）5 月上旬までに復旧した。携帯電話は、事業者の施設が地震・津

波により大きな被害を受け、また、生き残った施設も停電により、使用で

きなくなったため、ほぼ不通となった。その後、停電の解消、事業者によ

る施設の復旧および移動式の基地局の展開により平成 23 年（2011）3 月

下旬から復旧していった。  

 

 

福島原発事故以後に、島根原発から４～７ｋｍの周辺住民を対象にアンケートを行った結果が

報告されている99。図３７は、原発において事故が発生し屋内退避指示が出されたものとして、

住民が現在家にある食料と飲料だけで外出せずに過ごせる最大の日数すなわち屋内退避に限界を

感じる日数を回答した結果である。１週間以内に限界を迎える住民が８割程度占めている。なお

 

99（確認中） 

岩佐卓弥・浅田純作・荒尾慎司・山根啓典・野崎康秀・片田敏孝「住民意識調査を利用した島根

原発事故時の避難シミュレーション」土木学会第６７回年次学術講演会（２０１２年９月） 
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この限界日数は季節（気温）やライフラインの途絶状況により左右されると考えられるが、阻害

要因調査でもそうした条件は設定されていない。 

 

 

図３７ 屋内退避に限界を感じる日数 

 

また原子力規制委員会の更田委員長は定例記者会見において「その長期間にわたって屋内退避

は難しい、屋内退避を考えるということが難しいというのは、あくまで現行の制度や現行の計画

に対する問いかけであるのは事実なんです。私自身もＪＣＯのときに、家に居てくださいという

のを経験しましたので、そのときの経験に照らしても、まあ数日、３～４日とかがなかなか一般

には限界ではなかろうか。あらかじめ準備をしておく、それから東電事故の後、随分意識である

とかそういったものが高まった部分もあるので、以前よりはまだ耐えられる期間というのは長く

なっているかもしれないけれども、それでも１週間屋内退避というのは現実に難しいだろうと思

いますし、もう一つは、シャドウエバキュエーションというか、御自身の判断による移転である

とか避難が可能性が高まってきてしまうんですね100」と発言している。 

 

（１５）水戸判決に対する被告の誤認について 

 

被告答弁書では、水戸地方裁判所令和３年３月１８日判決（甲Ａ第４９号証）が矛盾を呈して

いるので本件訴訟の参考にならないと批判する。水戸地裁判決は原子炉そのものの安全対策すな

わち深層防護の第１～４層については発電事業者の主張をほぼ認めた上で、第５層すなわち避難

に関する点で深層防護の独立性を認め、第１～４層が妥当であっても第５層の必要性は失われな

いとしている。これについて被告は、事故の蓋然性を認めることなく人格権侵害の危険性を指摘

することは水戸判決の矛盾であるとしているが、このような解釈は原子力防災体系に対する理解

の根本的な誤りに起因するものである。前述のように原子力規制委員会委員長）は「しかしなが

ら、どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考えるというのが、防災に対する

備えとしての基本であります。［中略］これが一緒くたになってしまうと、プラントに安全対策

 

100原子力規制委員会記者会見録（令和３年１０月６日） 

https://www.nsr.go.jp/data/000367071.pdf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0日 1～3日 4～7日 8～14日

15～21日 22～31日 32日以上
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を十分に尽くしたので、防災計画はこのぐらいでいいだろうという考えに陥ってしまう危険もあ

ります。また、防災計画というのは地域の実情に応じて策定されるべきものでありますので、プ

ラントに対する安全性を見るという責任と、それから防災対策をしっかり策定するという責任と

いうのは独立して考えるべきという性格を持っているものというふうに認識をしております

101」と答弁している。被告の主張はまさに委員長発言の「一緒くた」の誤認に起因するもので

ある。 

すなわち深層防護とは、同判決本文ｐ．３９に記述されているように、ある防護レベルの安全

対策を講ずるに当たって、その前に存在する防護レベルの対策を前提とせず（前段否定）、また

その後に存在する防護レベルの対策にも期待しない（後段否定）との原則に基づくものである。

換言すれば、第１層から第４層までの評価がいずれであれ、第５層の実効性は独立に評価しなけ

ればならない。以上は原子力規制委員会あるいはＩＡＥＡの書面102に基づき、公知の前提事実

あるいは引用として述べられているのであって、争点でもなく裁判所の判断でもないから、同判

決に対する被告の批判は意味をなさない。本件２号機の運転により事故が発生する具体的危険性

の有無にかかわらず、避難計画の実効性が担保されなければ人格権侵害の可能性があるとした水

戸判決は、国の原子力防災の考え方と整合的である。原告が具体的危険性の立証をしないかぎり

避難計画の実効性の欠如を批判できないなどという被告答弁書の論理は破綻している。 

 

（１６）人格権侵害に関する被告の主張について 

 

被告は（大阪地裁平成５年１２月２４日・判例時報１４８０号ｐ．１７）等を引用し、人格権

に基づく差止請求が民事上認められるためには一般に 

 

①人格権侵害による被害の危険が切迫しており 

②その侵害により回復し難い重大な損害が生じることが明らかであって 

③その損害が相手方（侵害者）の被る不利益よりもはるかに大きな場合で 

④他に代替手段がなく、差止が唯一最終の手段であること 

 

という４条件の成立を要すると指摘している。ここで①については、「切迫」というからには

その発生時機について何らかの時間的な予見可能性が存在することが前提となるが、原子力緊急

 

101（前出）第２０４回国会原子力問題調査特別委員会第３号（令和３年４月８日）議事録 

102 SSR-2/1 "Safety of Nuclear Power Plants: Design", IAEA(International Atomic Energy 

Agency)およびその日本語訳「ＩＡＥＡ安全基準 人と環境を防護するために 原子力発電所の安

全：設計」 

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11515360_po_000123919.pdf?contentNo=1&alter

nativeNo= 
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事態の原因となりうる要因のうち、地震・津波等の大規模な自然災害は現在の科学的知見を以て

予見不可能であり、また理由によらず航空機衝突も予見不可能であり、外敵攻撃等は予兆はある

としても現実的な時間内で対処困難であることを考慮すれば、時間的な予見可能性は存在しない

のであるから①の条件はそもそも構成要素ではない。 

②については、たとえば日本経済研究センターが福島原発事故の事故処理費用が４０年間で３

５兆円～８１兆円であると２０１９年に推計し103、また福島原発事故以前にも、研究者が平均

６２兆円～最大２７９兆円との推定を示していたところ、結果的に福島第一原発事故の損害額は

これに近くなり的確な予想104であったこと等より自明である。③については、被告東北電力の

経常利益の経営指標と重大事故の損害額を比較すればその成立は自明である。表１０に東日本大

震災の影響のない平成２１，２２年度の同社の経営指標と電源別発電量を示す105。同２年度に

おける経常利益は２７７億円あるいは６２８億円であり、発電量のうち原子力構成比は２８％で

ある。概略の評価として経常利益を発電量により按分すると、被告が原子力発電の稼働によって

取得する経常利益は１００から２００億円程度であり、これと②の重大事故の損害額と比較すれ

ば③の成立は自明である。④については、①の前提とともに地震・津波等あるいは航空機衝突・

外敵攻撃等は被告のいかなる方策によっても回避することは困難である。 

以上より原告らの人格権侵害を防止するには差止の他には代替手段がなく唯一最終の手段であ

ることは明らかであるから、被告の論理に従えばむしろ原告の主張が妥当である。 

 

表１０ 東北電力の経営指標 

  平成２１年度 平成２２年度 

決算概要（個別） 

単位 億円 

売上高 １５０７５ １５５１５ 

営業利益 ７３５ ９６９ 

経常利益 ２７７ ６２８ 

当期純損益 ２０１ ▲３３１ 

自社発電量 

単位 百万ｋＷｈ  

計 ７３６３３ ７２６５７ 

水力 ７６０７ ８２３３ 

火力 ４４６２５ ４２８８３ 

原子力 ２０３８０ ２０６９０ 

新エネ等 １０２１ ８５１ 

原子力構成比（％） ２８ ２８ 

 

103 （公社）日本経済研究センター「続・福島第一原発事故の国民負担」２０１９年３月７日 

104朴勝俊「原子力発電所の過酷事故に伴う被害額の試算」『國民經濟雜誌』ｖｏｌ．１９１Ｎ

ｏ，３，ｐ．１，２００５年 

105東北電力（株）平成２１年度決算説明資料 

https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/report/co_explanation/pdf/h21_kessan.pdf 

東北電力（株）平成２２年度決算説明資料 

https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/report/co_explanation/pdf/h22_kessan.pdf 
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Ⅵ まとめ 

被告の答弁書における主張は、多重の誤認を重ねた上に、抽象的・観念的な修辞を恣意的に付

加したものに過ぎない。まず本件２号機に関して「十分に安全」などというが、原子力規制庁の

適合性審査ではそのような評価はしておらず、新規制基準に適合している炉であっても事故の可

能性を否定できないと明言している。「十分」とは被告が独自に付加した観念的修辞に過ぎず原

子力安全規制の趣旨を全く逸脱したものである。むしろ被告がこのような認識で本件２号機を稼

働しようとしているとすれば、それ自体が具体的かつ切迫した危険性の要因といえる。また避難

計画に関する被告の主張では避難方式（一斉か段階的か）に関する内容が多くを占めるが、女川

地域の特性を踏まえた考察の欠如とともに、避難は住民の被ばくをいかに避けるかが本来の趣旨

であるところ、被告は原子力事業者でありながら被ばくに関する考察が欠如している。また避難

計画の運用上の実効性に関する内容では、被告は県・市町の当事者でもなく運用を指示・統括す

る立場でないにもかかわらず、「臨機応変」「適宜適切」などという抽象的・観念的な修辞を反復

するのみで何ら具体的な内容がない。以上より被告答弁書には主張の根拠に足る具体的内容を認

めることはできなかった。 
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【補論】被ばく線量限度に関する法令上の記載106,107 

 

１ 原子炉等規制法 １ｍ㏜／年 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」とい

う。）における公衆被曝に関する規制を確認する。 

⑴ 「周辺監視区域」の外側の線量限度 １ｍ㏜/年 

原子炉等規制法は，福島第一原発事故を受けて「国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保

全」を目的とすることを明示した（１条）。同法を受けた「実用発電用原子炉の設置，運転等

に関する規則」は，第２条第２項６号で，「周辺監視区域」を，「管理区域の周辺の区域であっ

て，当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定

める線量限度を超えるおそれのないものをいう。」と定める。具体的には，下図のとおり，「周

辺監視区域」とは原発の敷地内の最も外側である。公衆の被曝線量については，「周辺監視区

域」の外側の線量限度が問題となる。 

 

 

図 原子力・エネルギー図面集「第６章 放射線」 

 

同規則を受けて，原子力規制員会は，「周辺監視区域」の外側の線量限度について，「核原料物

 

106 「新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」第１９回資料５－２（大河委員提出

資料） 

107 「平成２６年度（行ウ）第８号 安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件」原告準

備書面（３） 
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質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以

下，「線量告示」という。）の２条１項１号で，「一年間につき一ミリシーベルト」と定める。つ

まり，法令上，「周辺監視区域」の外側のいかなる場所も，年間１ミリシーベルト以下でなけれ

ばならないとされている。 

⑵ 許可申請時 １ｍ㏜／年 

「周辺監視区域」の外側のいかなる場所も年間１ミリシーベルト以下でなければならないこと

は，原子炉設置許可申請時から求められている。すなわち，原子炉設置許可申請について定め

た原子炉等規制法４３条の３の 6５第２項９号は，「発電用原子炉施設における放射線の管理

に関する事項」を記載した申請書を原子力規制員会に提出しなければならないと定める。この

規定を受けた「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」３条６号ハは，具体的記載事

項として「周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果」と定める。「周辺監視

区域の外における実効線量」は，上述の線量告示のとおり「一年間につき一ミリシーベルト」

が上限である。したがって，原子炉設置許可申請時に，周辺監視区域の外における実効線量が

年間１ミリシーベルト以下であることが求められている。 

⑶ 稼働中 １ｍ㏜／年 

原子炉設置者は，発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める「技術上の基準」に適合

するように維持しなければならない（原子炉等規制法４３条の３の１４）。そして，原子炉設

置者は，当該施設について定期検査を行い，その発電用原子炉施設が第４３条の３の１４の

「技術上の基準」に適合しているかを確認する（原子炉等規制法第４３条の３の１６第２

項）。「技術上の基準」とは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

である(同規則前文)。同規則３９条１項１号は，「周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の濃度が，それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以

下になるように発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するもの

であること」を要求する。 

「原子力規制委員会の定める濃度限度」を定めたものが線量告示第８条１項である。同項６号

は，「外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中又は水中の放射性物質を吸入摂取

又は経口摂取するおそれがある場合にあっては、外部被ばくによる一年間の実効線量の一ミリ

シーベルトに対する割合と空気中又は水中の放射性物質の濃度のその放射性物質についての空

気中又は水中の放射性物質の前各号の濃度に対する割合との和が一となるようなそれらの放射

性物質の濃度」と定める。そして，線量告示第１０条２項によると，実効線量は，外部被曝に

よる実効線量と内部被曝による実効線量の和である。内部被曝は，吸入摂取又は経口摂取す

る，空気中又は水中の放射性物質の濃度によって実効線量が決まることから，「濃度限度」は

実効線量が１ミリシーベルト以下となるよう定められているといえる。これらから，線量告示

第８条１項６号は，外部放射線及び内部放射線により被曝する可能性がある場合には，その総

量が実効線量年間１ミリシーベルトを超えないような濃度を濃度限度とするよう定めている。
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したがって，原子炉稼働中も，周辺監視区域の外における実効線量が年間１ミリシーベルト以

下であることが求められている。 

⑷ 廃棄時 １ｍ㏜／年 

原子炉設置者は，核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄について，保安のた

めに必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければ

ならない（原子炉等規制法第４３条の３の２２第１項３号）。この規定を受けた「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則」９０条は，４号で，気体状の放射性廃棄物を排気施設に

よって廃棄する場合は「周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の

定める濃度限度を超えないようにすること」と定め，７号で，液体状の放射性廃棄物を排水施

設によって廃棄する場合は「周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原

子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること」と定める。ここでいう「原子力

規制委員会の定める濃度限度」も，線量告示第８条１項である。上述のとおり，同項６号は，

外部放射線及び内部放射線により被曝する可能性がある場合には，その総量が実効線量年間１

ミリシーベルトを超えな 

いような濃度を濃度限度とするよう定めている。したがって，放射性物質の廃棄時も，周辺監

視区域の外における実効線量が年間１ミリシーベルト以下であることが求められている。⑸ 

周辺監視区域における居住禁止・立入制限の保全措置 

ア 原子炉施設の保全としての規定原子炉等規制法第４３条の３の２２第１項は，原子炉設置

者に対して「原子炉施設の保全」を講じることを要求している。その具体的内容について，

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第７８条３号本文は，「周辺監視区域につ

いては，次の措置を講ずること。」とし，そのイで「人の居住を禁止すること。」，そのロで

「境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立

ち入りを制限すること。ただし，当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合

は，この限りでない。」と定めている。このように，周辺監視区域では，何人であっても居住

を禁止され，また境界に柵又は標識を設けるなどの方法によって公衆の立ち入りが制限されて

いる。イ 線量限度を超える被曝から公衆を保護する措置であること線量限度を超える被曝か

ら公衆を保護する措置であることは，福島第一原発事故発生当時の主務官庁である経済産業省

が，周辺監視区域を，「原子力施設の周囲を柵などにより区画し，その外側にいる人が受ける

放射線の量が，法令で規制している値（１年間の実効線量：１ｍＳｖ，皮膚及び眼の水晶体の

１年 

間の等価線量：５０ｍＳｖ）を超えることがないように管理している区域をいう。」と説明し

ていることからも明らかである。 

⑹ 罰則等による実効性確保 

ア 「技術上の基準」に違反 

原子力規制委員会は，発電用原子炉施設が第４３条の３の１４の「技術上の基準」に適合して



83 

 

いないと認めるとき，発電用原子炉設置者に対し，「当該発電用原子炉施設の使用の停止，改

造，修理又は移転，発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずる

ことができる」（原子炉等規制法第４３条の３の２３第１項）。発電用原子炉設置者がその命令

に違反するときは，原子炉等規制法第４３条の３の５第１項の許可（原子炉設置許可）を取り

消し，又は１年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる（原子炉

等規制法第４３条の３の２０第２項第４号）。運転停止命令（同法第４３条の３の２０第２

項）に違反した者には，「３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し，又はこれを

併科する」（同法７７条第６号の３）。  

イ 廃棄時の濃度限度に違反 

原子力規制委員会は，発電用原子炉施設が第４３条の３の２２の原子力規制員会規則（ここで

は廃棄時の濃度限度）に適合していないと認めるとき，発電用原子炉設置者に対し，「当該発

電用原子炉施設の使用の停止，改造，修理又は移転，発電用原子炉の運転の方法の指定その他

保安のために必要な措置を命ずることができる」（原子炉等規制法第４３条の３の２３第１

項）。発電用原子炉設置者がその命令に違反するときは，原子炉等規制法第４３条の３の５第

１項の許可（原子炉設置許可）を取り消し，又は１年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転

の停止を命ずることができる（原子炉等規制法第４３条の３の２０第２項第４号）。運転停止

命令（同法第４３条の３の２０第２項）に違反した者には，「３年以下の懲役若しくは３００

万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する」（同法７７条第６号の３）。 

⑺ 小括 

以上のとおり，法は，「国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全」のた  

めに，許可申請時，稼働時，廃棄時まで一貫して，公衆被曝限度を年間１ミリ  

シーベルト以下とすることを求めている。 

２ 放射性同位元素等規制法 

放射性同位元素等の規制に関する法律（以下,「放射性同位元素等規制法」とい 

う。）における公衆の被ばくに関する規定を確認する。 

⑴ 放射性同位元素等規制法と政令・省令・規則・告示 

ア 放射性同位元素等規制法 

放射性同位元素等規制法は，「原子力基本法（昭和三十三年法律第百八十六  

号）の精神にのつとり，放射性同位元素の使用，販売，賃貸，廃棄その他の  

取扱い，放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線に

よつて汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより，これらによる放射線障害を

防止し，及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。」法

律である（法１条）。昭和３３年４月１日施行後，バイオサイエンス研究分野・工業分野・医

療分野・農業分野等，多種多様な分野での放射線利用の拡大に伴い，改正が重ねられている。 

イ 政令・省令・規則・告示 
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放射性同位元素等規制法を受けた政令として，「放射性同位元素等の規制に関する法律施行

令」（昭和三十五年九月三十日政令第二百五十九号。以下，「放射性同位元素等規制法施行令」

という。）が定められている。これを受けた規則として「放射性同位元素等の規制に関する法

律施行規則」（昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号。以下，「放射性同位元素等規制法

施行規則」という。）が定められている。同規則を受け，「放射線を放出する同位元素の数量等

を定める件」（平成十二年科学技術庁告示第五号。以下，「数量告示」という。）が定められて

いる。 

⑵ 放射性同位元素等規制法における公衆被ばく線量限度 

ア 使用施設における技術基準等と線量限度 

（ア） 使用許可と技術基準，許可取消など 

放射性同位元素等規制法は，放射性同位元素等を使用しようとする者は，原子力規制委員会の

許可を得ることを求めている（第３条第１項）。許可基準について，同法第６条柱書は「原子

力規制委員会は，第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては，その申請が次の各

号に適 

合していると認めるときでなければ，許可をしてはならない。」と許可事由を設け，その第１

号で「使用施設の位置，構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合す

るものであること」と技術基準に適合することを必須としている。貯蔵施設（同条第２号），

廃棄施設（同条第３号）も同様である。 

（イ）境界等における線量限度 

この技術基準について，放射性同位元素等規制法施行規則は，その第１４条の７柱書におい

て，「法第六条第一号の規定による使用施設の位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のと

おりとする」としている。その第３号で「使用施設には，次の線量をそのそれぞれについて原

子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設

けること。」と定め，そのうちのロで「工場又は事業所の境界（工場又は事業所の境界に隣接

する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には，工場又は事業所及び当該

区域から成る区域の境界）及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量」として，

工場又は事業所の境界などにおける線量を限度以下とするために必要な遮蔽措置を要求してい

る。この線量限度を定めたものが数量告示であり，第１０条第２項柱書において，「規則第十

四条の七第一項第三号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度については，次のとおり

とする。」として，その第１号に「実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルト」，す

なわち，３ヶ月毎の線量限度が画されているという点で，実効線量年間１ミリシーベルトより

も厳格な規定を置いている。貯蔵施設及び廃棄施設においても，使用施設と同様の遮蔽措置が

必要である（放射性同位元素等規制法施行規則第１４条の９第３号，同第１４条の１１第３

号）。 

（ウ） 廃棄施設における排気・排水設備の技術基準 
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廃棄施設では，廃棄に関する技術基準も設けられている。 すなわち，放射性同位元素等規制

法施行規則第１４条の１１第１項第４号ハ⑶は，排気設備の技術基準として，最低でも，事業

所等の境界の外における線量が原子力規制委員会の定める線量限度以下とする能力を有するこ

とに原子力規制委員会の承認を受けていることを要求している。排水設備の技術基準について

も，同規則第１４条の１１項第５号イ⑶により，原子力規制委員会の定める線量限度以下とす

る能力を有することに原子力規制委員会の承認を受けていることが必要である。これらの線量

限度について，数量告示第１４条第２項は，実効線量年間１ミリシーベルトとしている。 

（エ） 廃棄施設における線量濃度の監視 

また，同法第１９条第１項により，許可使用者(法第３条１項本文の許可を受けた者。法第１

０条第１項参照)を含む許可届出使用者は，放射性同位元素等を廃棄する場合には原子力規制

委員会規則で定める技術基準に従って放射線障害防止のために必要な措置を講じなければなら

ない(同法第１５条第１項)。その措置について，同規則第１９条第１項第２号ハ及び第５号ハ

は，排気設備及び排水設備において廃棄する場合にあっては,排気中・排水中の放射性同位元

素の数量及び濃度を監視することにより，事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員

会が定める線量限度以下とすることを義務付けている。その線量限度を，数量告示は，実効線

量年間１ミリシーベルトと定めている（線量告示第１４条第４項）。 

⑶ 公衆を被ばくから守るための法的担保 

ア 技術基準と設置不許可 

上記で述べたとおり，放射性同位元素等規制法は，技術基準に適合しない場合には，原子力規

制委員会は，放射性同位元素等の使用許可申請を許可してはならない（放射性同位元素等規制

法第６条第１号ないし第３号）。 すなわち，遮蔽措置，排気・排水設備能力の技術基準（放射

性同位元素等規制法施行規則第１４条の７，第１４条の９，第１４条の１１）にすべて適合

し，事業所等の境界における実効線量を年間１ミリシーベルト以下ないし３月につき２５０マ

イクロシーベルト以下とする場合でなければ，放射性同位元素等の使用を許可してはらないと

している。 

イ 技術基準適合維持義務と許可取消など 

許可使用者には，技術基準の適合を維持する義務があり（同法第１３条第１項），技術基準に

適合していない場合には，原子力規制委員会に移転，修理，改造を命ずる権限を付与している

（同法第１４条）。この技術基準適合義務に反した場合，また，原子力規制委員会による移転

等の命令に反した場合には，原子力規制委員会は，使用許可を取り消し，または廃棄停止を命

ずることができる（法第２６条第１項第６号，第７号）。また，排気・排水の濃度監視の技術

基準に従った措置義務（同法第１５条第１項）に違反した場合，原子力規制委員会は，使用許

可者を含む許可届出使用者に対して，廃棄停止その他放射線障害防止のためのために必要な措

置を命ずることができる（法第１９条第３項）。そして，この措置義務に反した場合，また，

原子力規制委員会による命令に違反した場合にも，原子力規制委員会は，使用許可取り消し，
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または廃棄停止を命ずることができる（法第２６条第１項第８号，第９号）。  

ウ 罰則 

放射性同位元素等規制法は，第３条第１項本文の許可を得ないで放射性同位元素等を使用した

者，また，第２６条第１項の廃棄停止命令に違反した者を，３年以下の懲役もしくは３００万

円以下の罰金に処し，またはこれを併科するとしている（法第５１条第１号，第３号）。ま

た，技術基準適合義務に違反に対する原子力規制委員会による移転，修理，改造命令（法第１

４条）に反した者，また，技術基準に従った措置義務違反に対する廃棄停止その他の命令（法

第１９条第３項）に反した者を，１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金に処し，また

はこれを併科する 

としている（法第５２条第６号。平成２２年改正）。 

３ 放射線審議会 

年間１ミリシーベルトは，ＩＣＲＰ１９９０年勧告がＬＮＴ仮説を採用して勧告した公衆被ば

く線量限度を，放射線審議会における専門的審議，国民からの募集意見も踏まえた審議を経て，

国内法に導入したものである。放射線審議会は、平成１０年の「ＩＣＲＰ１９９０年勧告（Ｐｕ

ｂ．６０）の国内制度等への取入れについて（意見具申）」において、「公衆被ばくに関する線量

限度」として、「３ 取入れに当たっての基本的考え方」において、「（１）公衆の被ばくに関する

限度は、実効線量については年１mSv、組織に対する線量限度については、眼の水晶体に対す

る線量限度を年１５mSv、皮膚に対する線量限度を年５０mSv とし、これを規制体系の中で担

保することが適当である。このためには、施設周辺の線量、排気・排水の濃度等のうちから、適

切な種類の量を規制することにより、当該線量限度が担保できるようにすべきである108」との

意見を述べている。なお、１９９０年勧告の次に出された２００７年勧告は、国内法令に取り入

れられていない109。 

  

 

108放射線審議会「文部科学省ＩＣＲＰ１９９０年勧告（ｐｕｂ．６０）の国内制度等への取入

れについて（意見具申）」 

https://www2.nsr.go.jp/data/000254880.pdf 

109 環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 上巻 放射線の基礎知識と健

康影響 平成３０年度版」（ｐ．１６６） 

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/kisoshiryo/pdf_h30/2018tk1whole.pdf  

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/kisoshiryo/pdf_h30/2018tk1whole.pdf
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(以上) 


