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「チェルノブイリ法」：ロシアでは 

正式
名称 

ロシア連邦法「チェルノブイリ原発事故の結果放射線被害を
受けた市民の社会的保護について」 

第1部 
第2部 

 
第3部 

 
第4部 
第5部 

 
第6部 

 
第7部 

 
 

総則 
チェルノブイリ原発事故の結果放射能汚染を受けた地域の
制度と環境回復  (汚染地域の定義） 
チェルノブイリ原発事故の結果放射線被害を受けた市民の
ステータス（法的地位） （被災者の定義） 
チェルノブイリ原発事故により被害を受けた市民の年金保障 
チェルノブイリ原発事故による健康被害に対する市民への補
償 
企業・施設・組織・社会団体のチェルノブイリ原発事故に関連
する権利 
ロシア連邦のチェルノブイリ原発事故に関する法規およびそ
れらの法規に即して発行されるほかの法規執行の監督と違
反に対する責任 

尾松亮著『3.11とチェルノブイリ法』（東洋書店、2013年）より 



ロシア・チェルノブイリ法の定める 
汚染地域（土壌汚染度及び被ばく量で規定） 

3 

汚染地域
の区分 

セシウム137（Cs137）による土壌汚染度
（このほか、ストロンチウム、プルトニウ
ムの基準もあり） 

年追加被ばく
線量(外部・内
部計) 

居住に関する
規定 

疎外ゾーン 
原発周辺30㎞圏および、1986-87年に
放射線安全基準に従って住民の避難が
行われた地域 義務的移住

（居住不可） 

退去対象 
地域 

Cs137濃度148万Bq /m²以上 
5mSv以上 

Cs137濃度55万以上148万Bq /m²未満 
5mSv未満 移住権付与

（居住可能だが、
希望すれば移
住支援が受け
られる） 

移住権付 
居住地域 

Cs137濃度18.5万以上55万Bq /m²未満 1mSv以上 

特恵的社会
経済的地位
付居住地域 

Cs137濃度3.7万以上18.5万Bq /m²未満 1mSv未満 

移住権なし 
(居住可能・社
会経済的特典
あり） 

尾松亮著『3.11とチェルノブイリ法』(東洋書店, 2013年)「チェルノブイリ原発事故被災地の分類」より 改変 



チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ 

3.7万ベクレル/m²以上の汚染地域で適用される年間被ばく量の規定 

居住可能地域 居住の認められない地域 

社会経済的
特典 

移住権
の保障 

義務的 
移住 

立入禁止(居住禁止) 

～1mSv 1～5mSv 5mSv超 ― 

日
本 

～1mSv 1～20mSv 20～50mSv 50mSv超 

除染の 
長期目標 

汚染状況重点調査地域 
および 

避難指示解除(準備)地域 

居住制限 
区域 

帰還困難 
区域 

居住可能地域 居住の認められない地域 

 

 

 
汚染地域での追加被ばく線量と 

居住可能性に関する考え方の比較 

＊日本では、土壌汚染による居住可能性の区分はない 



チェルノブイリ事故により放射線被害を
受けた市民の法的地位(ステータス)とは 

大きくは３つの分類 
 

（１）原発事故収束作業に従事した市民 
  （リクビダートル） 

 

（２）「汚染地域」から避難・移住した市民   
 

（３）「汚染地域」に居住する市民    



事故処理作業者（リクビダ―トル）とは 

原発サイトの労働者だけではない 

主として、次のように言える： 
 

1986‐90年の間に疎外ゾーン（30㎞圏内＋強制
避難地域）で事故収束関連作業、住民や物的
資産・家畜の移動などの作業、「シェルター
（石棺）」関連作業、初期の高線量被曝患者へ
の医療などに携わった人（派遣や出張も含む）  

したがって、この期間にこの地域内で働いてい
たさまざまな職業の人たちが「リクビダートル」
という地位を得ている。 



汚染地域で住むことに対する 

旧ソ連の放射線防護の考え方 

安全に生活する概念  (safe living concept) 
  （居住コンセプト ） 

 1988年後半にソ連放射線防護委員会は、飲
食物や行動に対する規制なしに生活を送るこ
とができる放射線学的定義として「安全に生
活する概念」を提案し、これを生涯線量限度
350mSv（生涯を70年とし、外部＋内部被ばく
で年平均5mSv）とした 。 



生涯線量限度350mSv（年5mSv）は
高すぎると強い批判が起きた  

しかし、生涯350mSvという値は高すぎると各共
和国の科学者から強く批判され、激論が交わ
された。 

 その結果、それ以下では特段の
措置を講じない生涯限度70mSv
（年1mSv）と、それ以上では移住が
強制される350mSvの2段階に拡張
された。 

                    (IAEA報告書より） 

The International 
Chernobyl Project  
An Overview 



日本では、 

内閣府原子力被災者支援チームが 

チェルノブイリ事故後の旧ソ連3カ国の

さまざまな対策を調べ、参考にすべき
点をあげていたにもかかわらず、 

それらは日本の政策に 

生かされていない。 



「チェルノブイリ原発事故に関する調査 
レポート」（内閣府被災者支援チーム、2013年9月） 

p.2 



＜対応１＞個人の被ばく線量及び健康状態等の把握  

（p.9） 



＜対応３＞健康・安心対策 3.1医療の充実  

医
療
措
置
以
外
の
支
援
措
置
の
紹
介 

（p14) 



               

        危険ゾーン。 

特別な必要なしに立ち入ら
ないこと。立ち寄るのは、
やむを得ない場合のみ。       

 

バーの上方に行くにしたが
い、より注意しなければい
けないし、このゾーンの中
にいる時間をより制限しな
ければいけない。 

平常の基準。自然放射線の
被ばくレベルであり、フラ
ンスと同程度。 

0.5  

0.1  

原子力被災者生活支援チームがつけたこの図のタイトルは、 

「母親たちが決めた放射線量の目安」 

0.15  

1.0  

ある村で採用された外部被ばく
についての放射線目盛り 

μSv/時 

<対応４>地元の問題意識に基づいた継続的な対応 
    「エートスプロジェクト」の紹介だが・・・・ 

手書きのロシア語
は右のように記載 

（p23） 

そもそもこのプロジェクトは 
移住の権利のある地域での取組 



 
日本の政策は、原発事故の被害に関する定義
がなされていないことが大きな問題。 
・「汚染地域」の基準は？ 
・「被災者」とは誰なのか？ 

  
  これらが明瞭にされないまま、被ばく線量年

20mSv基準での避難および避難解除政策を
続け、事故収束関連作業に携わる人々の健
康管理は民間企業任せ、被ばくした住民の健
康管理についても、国は責任を持とうとしてい
ない。 

 



汚染状況重点調査地域住民は「被災者」 

ではないのか？ 

汚染状況重点調査地域に 
指定された市町村の県別人口 
（2010年度国勢調査による） 

福島県 1,587,534人 
岩手県  251,669人 
宮城県  396,790人 
栃木県  583,872人 
群馬県  446,082人 
茨城県 1,570,132人 
埼玉県  196,713人 
千葉県 1,770,518人 

合計       6,803,310人 

251,669人 

396,790人 

1,587,534人 

1,570,132人 

1,770,518人 

583,872人 

446,082人 

196,713人 

原子力規制委員会 第1回帰還に向けた安全・安心対策に
関する検討チーム資料（2013.9.17）の図に加筆 

汚染状況重点調査地域 

放射性物質汚染対処特措法に基づいて
指定：放射線量が１時間当たり0.23マイ
クロシーベルト以上の地域 （１時間当た
り0.23マイクロシーベルトという要件は、
その地域における追加被ばく線量が年
間１ミリシーベルトにあたる放射線量）  



初期ヨウ素による被ばく量は今も不明 

2011年3月15日15時    3月16日9時 

２号機からの大規模放出後のヨウ素
131大気中濃度のシミュレーション 
出典：UNSCEAR2013 

環境省：住民の被ばく線量の 
包括的な把握に関する研究 

「沈着量の高い場所が原発の
北西だけでなく南側にも広
がっている特徴が、計算で概
ね再現されている」 

出典：平成26年度環境省委託研
究。鈴木元ほか「東京電力福島第
一原子力発電所事故における住
民の線量評価に関する包括的研
究」 



セシウムの沈着量分布再評価では 

関東での分布がさらに広がる 

出典：平成26年度環境省委託研究。鈴木元ほか「東京電力福島第一原子力発電
所事故における住民の線量評価に関する包括的研究」 

環境省：住民の被ばく線量の
包括的な把握に関する研究 

放出原情報と沈着過程が変
更され、航空機モニタリングに
比べ、セシウム沈着分布は関
東での広がりを再現（右図） 
 
新しい計算結果では、「東日
本域でのCs137の積算沈着量
の再現性が改善されている」。
その結果、「東日本域計算に
おける宮城県付近の過大評
価および栃木・群馬県付近の
過小評価の改善」がなされて
おり、それは沈着過程の改良
によるとされている。 
さらに詳しい評価が待たれる。 



被災者の定義が明確なチェルノブイリ 

vs.「被災者」が誰なのか不明な日本 



国が責任を持つチェルノブイリの幅広い保健対策
vs. 限定的にしか対象を定めない日本の保健政策 



チェルノブイリ法において国の責任として規
定されている「原発事故後の市民の社会
的保護」の考え方に学び、 

福島原発事故により様々なリスクの増加を
被っている市民（住民及び労働者）への 
国・東電の責任や施策について、 

再び問い直す時期に来ているのではない
でしょうか。 


