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翻訳及び逐条解説：フランスによる核実験の被害者の

認定及び補償に関する2010年 1 月 5 日の法律第

2010-2号

はじめに

　人類史上初の原子爆弾の実験は、1945年 7 月

16日に、アメリカがニューメキシコ州アラモゴ

ートで実施した「トリニティ実験」である。そ

の後 1か月以内に、広島市に15キロトンの「リ

トルボーイ」が、そして、長崎市に21キロトン

の「ファットマン」が投下された。

　太平洋戦争が原子爆弾投下後に終わりを告げ

た後も、米ソ冷戦構造下で核実験はその勢いを

止めることはなかった。そして、その核実験に

よる被害も甚大なものとなっていったのであ

る。特に我が国で記憶に鮮明に残っている事件

は、第 5福竜丸がアメリカのビキニ環礁で行っ

た水爆実験（キャッスル作戦、1954年 3 月 1 日）

に遭遇し、乗組員が放射線被ばくにより死亡し

たものであろう。

　フランスもこうした核実験の世界的な拡大に

無関係ではなかった。後述するように、フラン

スはアルジェリアのサハラ砂漠及びフランス領

ポリネシアにおいて36年間の長期にわたって核

実験を行った。その結果、環境のみならず、そ

の場所に居住していた人々に対しても甚大な被

害を与えた。そして、最初の核実験から50年が

経過した2010年に、フランス政府は、当該被害

者に対する補償法をようやく制定したのであ

る。その法律が、本稿で取り上げる「フランス

による核実験の被害者の認定及び補償に関する

2010年 1 月 5 日の法律第2010-2号」（以下「核

実験被害者補償法」という）⑴である。本稿は、

同法が制定された背景及びその法律の内容を解

説部分で詳述する。そして、同法の抄訳ととも

に逐条解説を付す。

立法の背景及び法律の概要

1　フランスにおける核実験の経緯

　フランスは、1960年から1996年に至るまで、

210回の核実験を行った。当初は、アルジェリ

アのサハラ砂漠で行われていたが、その後フラ

ンス領ポリネシアで実施された⑵。

フランスにおける核実験被害者補償法

政治議会課憲法室　　鈴木　尊紘

⑴　Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français

⑵　Assemblée Nationale Rapport (2009-2010), no.1768, p.7. （この下院委員会審査報告書は、2009年 5 月27日、

国防及び軍事力委員会に提出されたものである。提出者は、パトリス・カルメジャーヌ[Patrice Calméjane]議
員である。）〈http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1768.pdf〉　以後、インターネット情報はす

べて2010年 6 月17日現在である。
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⑴　核実験の経緯

ⅰ　アルジェリアのサハラ砂漠での核実験

　（1960年～ 1966年）

　フランスは、アルジェリアのサハラ砂漠で、

「ジェルボアーズ・ブル」（Gerboise Bleue）と

言われる大気圏内核実験を行った。この実験は

成功裏に終わり、アルジェリア戦争中の1960年

2 月13日、フランスは、アメリカ、ソ連（当

時）、イギリスに次いで 4 番目の核保有国とな

った。その実験の規模は、具体的には、広島に

落とされた原子爆弾の約 3 倍であったとされて

いる⑶。

　この時期にサハラ砂漠で行われた地下核実験

で大きな被害が生じた事件があった。それが、

1962年 5 月 1 日に行われた「ベリル実験」

（l’essai Béryl）である。フランスにとっては

2回目となる、この核実験時には、放射能に汚

染された煙霧及び岩滓等（汚染物の 5 ~10%と

見積もられる）が地下から漏れ出し、雲とな

り、現地から150キロも離れた地域まで汚染物

質が達したと報告されている⑷。

ⅱ　フランス領ポリネシアでの核実験（1966年

～ 1996年）

　フランスは、1966年から、フランス領ポリネ

シアで実験を継続した。具体的には、主とし

て、ムルロア環礁及びファンガタウファ環礁で

実施された。国防大臣が明らかにしたところに

よると、この時期の核実験のうち10回は住民が

居住している地域で行われ、さらには、1974年

7 月17日の大気圏内核実験の際には、放射能に

汚染された雲が人々が居住するタヒチ島まで到

達し、住民が被ばくした⑸。フランス政府は、

こうした事態を考慮し、1974年 9 月14日以降、

大気圏での核実験を中止し、その後は地下核実

験のみが実施されることとなった。

　フランスが行った210回に及ぶ核実験は、次

の表 1に示すとおりである。

ⅲ　核実験の中断

　1992年 4 月 8 日に、フランソワ・ミッテラン

大統領（当時）は、核実験を一時的に中断する

「モラトリアム」を発表した⑹。その後、与党

が社会党（PS）から中道右派の共和国連合

（RPR）に代わり、1995年に、ジャック・シラ

⑶　ibid.
⑷　ibid ., p.9.
⑸　ibid ., p.8.
⑹　1970年代から、フランスの核実験に対する国際的世論による批判が相次いでいた。加えて、1990年代に入り、

グリーンピース等の核実験反対運動団体が核実験を実際に阻止しようとする行動に出たということを背景にし

て、ミッテラン大統領は核実験の一時的な中断を判断した。

実験の場所 大気圏内核実験 地下核実験 合計

サハラ砂漠（レガーヌ地域） 4 なし 4

サハラ砂漠（インエケル地域） なし 13 13

ムルロア環礁 41 137 178

ファンガタウファ環礁 5 10 15

計 50 160 210

出典：Assemblée Nationale Rapport (2009-2010), no.1768, p.9.
〈http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1768.pdf〉

表 1　フランスにおける核実験一覧（単位は、回数）
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ク大統領（当時）が大統領に就任した。同大統

領は、1995年 6 月13日、フランスとしては最終

段階の核実験を行うことを宣言し、ファンガタ

ウファ環礁にて核実験を実施した。そして、こ

の実験は、1996年 1 月27日を最終日として終了

し、その後フランスは現在に至るまで核実験を

行っていない。

　なぜフランスが核実験を中断しているのかに

ついては、上院及び下院委員会審査報告書にも

記載されていないが、1980年代末に冷戦が終わ

り、その後国際社会も地下核実験も含む核実験

を全般的に中止するよう核保有国に要求すると

いう背景があったからであると推測される⑺。

現に、1996年 9 月24日に、フランスは包括的核

実験禁止条約に加盟し、1998年にそれを批准し

ている⑻。

⑵　被害者の概要

　国防大臣は、法案において、フランスの核実

験により、14万7500人の被害者が出たと推計し

ている。ここでいう被害者とは、後述するよう

に、①核実験により放射線被ばく被害を受けた

であろう地域及び時期に一時期でも居住又は滞

在していた者で、②放射線被ばくと因果関係に

ある疾病を患っている者である。

ⅰ　サハラ砂漠

　サハラ砂漠での核実験では、約 2 万人の被害

者が出たと報告されている⑼。この被害者は、

特に、当該実験に関係した軍人及び文民である

とされている。しかし、砂漠での実験とはい

え、その周辺地域に居住する住民にも被害が出

ている。その被害を受けた住民の数を推計する

のは困難であるが、例えば、フランスが当初核

実験に使用していたレガーヌ地方（Reggane）
周辺には、当該実験の際に 4 万人が居住してお

り、実験場から10キロ圏内には500人が居住し

ていた。さらに、砂漠遊牧民にも被害が出てい

る可能性があるが、被害者を特定することは極

めて難しい⑽。

ⅱ　フランス領ポリネシア

　ポリネシアでの核実験では、約12万7000人に

被害が出ていると報告されている⑾。その内訳

のほとんどがフランス側の軍人及び文民等の核

実験関係者であるとされているが、周辺地域の

住民の約2,000人に被害が出ている。とりわけ

深刻であるのは、そのうちの600人が15歳以下

であった時期に被ばくしているということであ

る。加えて、タヒチ島付近でも8,000人が被害

を受けている。

⑶　核実験被害者補償法以前の補償方法

　核実験被害者補償法の前にも、被害者に対す

るフランス政府による補償制度は存在した。し

かし、次の 2 つの点で問題があった。

　第 1に、表 2に示すように、被害者の属性に

よって補償の方法が分けられており、あまりに

煩雑な方法であったので、請求者がどの方法を

とるべきか判断がつかないという側面があっ

た。このことは、2009年 5 月に控訴院⑿が指摘

するところとなり⒀、被害者補償の方法を全面

⑺　Assemblée Nationale Rapport, op.cit .(2), p.9.
⑻　ibid .
⑼　ibid ., p.11.
⑽　ibid .
⑾　ibid ., p.12.
⑿　控訴院とは、民事及び刑事の第2審普通法裁判所であり、初等裁判機関の判決に対する控訴を管轄する。我が

国の高等裁判所に該当する。

⒀　Assemblée Nationale Rapport, op.cit .(2), p.16.
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的に改正する必要性が生じた。

　第 2に、これは第 1の帰結でもあるが、補償

の可否の判断が下されるまであまりに長い時間

がかかったという点である。重度の疾病を持

ち、長い時間を訴訟に費やすことのできない者

が多く存在しているのである。

　核実験被害者補償法は、この旧法による複雑

な補償方法を廃止し、軍人、文民、ポリネシア

領公務員又は一般人等を一括して対象とし、手

続きを簡略化した補償方法を提示するものであ

る。

2 　被害者の特定及び補償方法

⑴　フランスが模倣したアメリカ式の補償方法

　それでは、フランス政府は、どのような方法

により核実験被害者を特定しようとしているの

だろうか。それは、端的に言えば、核実験が実

施された地域及び期間に居住又は滞在していた

者に放射線被ばくを認め、かつ、その放射線被

ばくとその者が罹患している疾病との間に「因

果性（causalité）」⒁が認められた者が補償を受

けることができるという方法によってである。

　この方法は、アメリカが1990年10月15日に制

定した「放射線被ばく補償法」（Radiation 
Exposure Compensation Act ［P.L.101-426］）
に倣ったものである。同法は、大気圏内核実験

及びウラン採掘の際に電離放射線にさらされた

者に対し、補償を行うことを目的としたもので

ある。同法が示す補償の方法は、「完全な因果

性 の 推 定（une véritable présomption de 
causalité）」⒂が為される場合に補償を受けるこ

とができるというものである。すなわち、一定

の条件下に居たという事実と補償の対象となる

疾病の事実が証明されれば、その因果関係を推

定的に認めて、補償を行うというものである。

⒁　Ibid .
⒂　ibid ., p.17.

軍人 文民
ポリネシア領の

安全保障公務員
一般人

適用される法律

退役軍人年給及び

戦争犠牲者に関す

る法典

社会保障法典 ポリネシア領に適

用される地域規則

行政責任に関する

規則

補償の対象とな

る疾病のリスト
なし あり あり なし

挙証責任

被害者が役務と疾

病との関連性につ

いての証拠を示さ

なければならな

い。

政府が被害者と疾

病との因果関係の

推定を行う。

政府が被害者と疾

病との因果関係の

推定を行う。

被害者が居住等の

条件と疾病との関

連性についての証

拠を示さなければ

ならない。

補償

一括支給金に加え

て、補完的な補償

金がある。

一括支給金のみ 一括支給金のみ 損害に対する全額

損害賠償がある。

その額は行政裁判

官が定める。

出典：Assemblée Nationale Rapport (2009-2010), no.1768, p.16.
〈http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1768.pdf〉

表 2　核実験被害者の旧補償方法
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　具体的には、

・ネバダ州の核実験の周辺の電離放射線汚染地

域で少なくとも 2年間居住していた者に、 5

万ドルの補償を行う。

・大気圏内核実験に従事していた者に、 7万 5

千ドルの補償を行う。

・ウランの採掘及び運搬者に、10万ドルの補償

を行う。

　ただし、放射線被ばくと関係する次に掲げる

疾病に罹患していなければならない。すなわ

ち、白血病、甲状腺がん、乳がん、食道がん、

胃がん、咽頭がん、腸がん、すい臓がん、唾液

腺がん、膀胱がん、脳腫瘍、結腸がん、卵巣が

ん、肝臓がん及び肺がん、である。

　2009年10月14日現在、21,629人の補償が認め

られた一方で、8,736人の補償請求は却下され

ている。補償請求の却下率は、約28.7%であ

る。しかし、補償総額は、14億4408万ドルにお

よぶ。

　このようなアメリカ式の方法によって核実験

被害者の補償を行っている国には、次の 3か国

がある⒃。

・イギリス：核実験での放射線被ばくにより白

血病等に罹患している者に対し補償制度があ

る。

・オーストラリア：イギリスのオーストラリア

領土での核実験⒄により被ばくし、放射線被

ばくに起因する疾病を持っている者に対し補

償を行っている。現在までに補償を受けたの

は、約 1万6500人である。

・カナダ：アメリカ及びイギリスの核実験に参

加した軍人に対し、2008年 9 月から補償を行

っている。現在まで 2万4000カナダドルが支

払われた。

⑵　フランスにおける核実験被害者補償法

ⅰ　同法の立法過程

　同法案は、2009年 5 月29日、エルヴェ・モラ

ン（Hervé Morin）国防大臣により首相を通し

て、閣議に提出された上で、閣議決定され、同

日、国民議会（下院）に提出された。政府は、

同法案に対し、2009年 6月10日、緊急性を宣し⒅、

国民議会及び元老院（上院）のそれぞれの第 1

読会を終えた後に、国会同数委員会（両院協議

会）で協議するように議会に求めた。2009年12

月22日、同委員会が開かれ、同日、成案が成立

した。明けて2010年 1 月 5 日、大統領の審署を

受け、公布に至った。

ⅱ　新しい補償方法及びその具体的な流れ

　核実験被害者補償法で策定された補償方法の

意義は、過去の核実験被害者補償の複雑さを可

能な限り廃し、 1つの補償請求の道筋を作った

ことにあると言えよう。

　そのフランスの核実験被害者に対する補償方

法の詳細は後述の逐条解説で述べるので、ここ

では概要を整理する。

　補償を請求し、補償金を受け取る過程は、次

のとおりである。

①　補償を請求する者は、行政が組織する「補

償委員会」（Comité d’indeminisation）に申

し出る。

⒃　ibid ., p.18.
⒄　イギリスは、1952年10月 3 日の初の原爆実験をモンテ・ベロ島（オーストラリア領）で行い、第 2 回目の1953

年の実験もエミュー（同じくオーストラリア領）で実施した。

⒅　これは“procédure accélérée”又は“procédure d’urgence”と呼ばれる手続きである。すなわち、通常は、

内閣提出法案及び議員提出法案は、国民議会及び元老院の 2 回の読会で審査され、この 2 回の読会を経ても合

意に至らない場合には、国会同数委員会（両院協議会）にかけられるというプロセスを経る。しかし、政府が

当該法案に緊急性を認めた場合には、国民議会及び元老院の 1 回の読会の後で、すぐに国会同数委員会を開

き、成案を得るよう国会に求めることができる。この法的根拠は、フランス第 5 共和国憲法第45条である。
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②　同委員会は、その請求が正当なものであっ

て、補償の条件が整っているかについて検討

を行う（下院委員会審査報告書では「予審を

行う（instruire）」という表現も使用されて

いる）。すなわち、上述のように、放射線被

ばくがあったとされる所定の場所及び期間に

居住又は滞在し、かつ、放射線被ばくに密接

に関係する疾病に罹患しているかどうかを調

査する。なお、補償に該当する疾病のリスト

は、政府が作成する。

③　同委員会は、当該請求が補償に該当する

と判断した場合には、そのことを国防省に

伝え、同省が請求者に伝える。また、当該請

求が補償の対象にならないと判断した場合に

は、その理由を付して請求者に伝える。

④　補償を拒否された者が不服である場合に

は、国を相手にした裁判により、その判断を

覆すしかない。通常裁判での不服申立の手続

きをとる必要があり、当該請求者に対する特

別な措置等はない。

ⅲ　予算

　補償金は、国防省の予算から被害者に対し直

接に支払われる。当該補償金の予算は、「旧軍

人、記憶及び国家との絆」というアクシオンの

中のプログラム「記憶、認定及び軍人に対する

補償」（プログラム番号は169）であり、その財

源の中から補償金が支払われる⒆。2010年予算

法によると⒇、補償金予算の総額は1000万ユー

ロ（ 1 ユーロ110円として、11億円）であると

されている。

おわりに

　この法律は、フランスが核実験を開始して50

年後、そして核実験を中断してから約15年後に

制定されたもので、それまでいわば歴史の暗闇

の中にひそかに生きてきた被害者に対し国家が

その者を認定し、かつ、補償を与えるという点

で画期的な法律であると考えることができる。

　しかし、被害者側からは次のような不満も提

示されている�。すなわち、①補償委員会が個

別のケースごとに補償の条件が満たされている

かを判断し、さらに、最終的には、国防大臣が

補償委員会の提案を考慮して実際の補償を行う

か否かを判断するという形になっている。「因

果性の推定」により、自動的に補償が受けられ

る形になっていない。②被害者団体は元来補償

の財源となる特別基金の設立を要求していた

が、補償の財源は国防省の予算となってしまっ

ている。いわば、被害者から隔絶した国により

財源が左右されることになる。

⒆　予算法に関する2001年 8 月 2 日の組織法律第2001-692号により、旧来の「款（partie）」、「項（chapitre）」、「目

（article）」という区分に代わり、省庁別又は複数官庁間の議決対象科目である「ミッシオン（mission）」、その

下に、歳出目的を特定する科目である「プログラム（programme）」、それが更に細分化され「アクシオン

（action）」が置かれるという構造になった。こうした最近のフランスにおける予算制度の変革については、松浦

茂「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス』688号, 2008.5, p.121を参照した。

　〈http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200805_688/068806.pdf〉
⒇　2010年予算法に関しては、次の法律を参照した。Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 

2010. これによると、プログラム169「記憶、認知及び軍人に対する補償」の全額は約32億ユーロであり、核実

験被害者補償金はその中の1000万ユーロを占めるに過ぎない。また、1000万ユーロが毎年拠出されるのかにつ

いては、2011年度の予算法案等で明らかになると思われるが、同法案が提出されていない現時点では判断でき

ない。

�　この点に関しては、次のホームページを参照した。“フランス核実験被害者補償法（モラン法）の欠陥とは何

か？ , ”〈http://www.gensuikin.org/hbk/lnk/archives/612〉及び“La loi Morin est un mensonge politique 
français,”La Tribune , 2010.4.7, 〈http://www.latribune-online.com/evenement/36666.html〉
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　核実験被害者補償法は、こうした諸問題を孕

んでいる。しかしながら、フランスの核問題の

歴史からすれば小さくもあるが有意義な一歩を

示した法律でもある。今後、この法律がどのよ

うに運用されていくのか注目していく必要があ

ると考えられる。

 （すずき　たかひろ）

（本稿は、筆者が海外立法情報課在籍中に執筆

したものである。）
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第 1条

　フランスによる核実験により発生した電

離放射線の被ばくを原因とする疾患を患っ

ており、国連科学委員会が認定する基準文

書に合致し、コンセイユ・デタの議を経る

デクレで定めるリストに登録されるすべて

の者は、この法律に規定する条件に従い、

その者が受けた損害全体の補償を受けるこ

とができる。

　当該人が死亡している場合には、権利継

承者が補償の請求を行うことができる。

〈解説〉⑴

　この条は、被害を受けた者への補償の権利の

「原則」（principe）を示している。

・フランスによる核実験で放射線に被ばくした

ことにより、ある特定の疾病を患っているす

べての者は、補償を受ける権利があると定め

ている。この場合の「すべての者」とは、そ

の者の国籍又は核実験時の職務による制限を

設けないことを意味している。したがって、

フランス人であれ、アルジェリア人等であ

れ、軍人であれ、文民であれ又は単にその場

に居住していた住民であれ、補償を受けるこ

とができる。

・補償を受けるためには、核実験で生じた電離

放射線と疾病との間に「因果性」が認められ

なければならない。具体的には、強い放射線

を浴びるような場所にいた「外部被ばく」

（contamination externe）、又は放射能に汚

染された牛乳等を飲むことよって被ばくした

「内部被ばく（contamination interne）の 2

つの場合を指す⑵。

・上記の疾病が、「原子放射線の影響に関する

国連科学委員会」（UNSCEAR：United Na-
tions Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation）⑶が定めた放射線被ばく

との関連性のある疾病（主としてがん等の疾

病）のリストに合致していなければならな

い。

・被害を受けた者が既に死亡している場合に

は、権利継承者、すなわち、子女、配偶者又

はPACS（民事連帯規約）を結んだパートナ

ーが、補償の請求を行うことができる。

第 2条

　放射線被ばくが原因の疾病を患っている

とされる者は、次の各号の地域に、当該各

号で定める期間に居住又は滞在していなけ

ればならない。

1°軍事実験が行われたサハラ中央地域に

1960年 2 月13日から1967年12月31日まで

居住若しくは滞在した者又は同中央地域

に存在するオアシス若しくは同中央地域

フランスによる核実験の被害者の認定及び補償に関する2010年 1 月 5 日の法律

第2010-2号及び逐条解説

政治議会課憲法室　　鈴木　尊紘

Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

⑴　この逐条解説は、核実験被害者補償法の下院委員会審査報告書（Assemblée Nationale Rapport (2009-2010), 
no.1768）に依拠している。

⑵　こうした点に関しては、ibid ., p.32.
⑶　原子放射線の影響に関する国連科学委員会とは、1955年に国連によって作られた機関であり、各国該当機関の

電離放射線被ばくのレベル及びその効果について評価し、報告することを任務とする。
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の周辺地帯に1961年11月 7 日から1967年

12月31日まで居住若しくは滞在した者

2 °ムルロア環礁及びファンガタウファ環

礁に1966年 7 月 2 日から1998年12月13日

まで居住若しくは滞在した者又は核実験

に影響を受けたフランス領ポリネシアの

被ばく地域に1966年 7 月 2 日から1974年

12月31日まで居住若しくは滞在した者

3 °ハオ環礁の定められた地域に1966年 7

月 2 日から1998年12月31日まで居住又は

滞在した者

4 °タヒチ島の定められた地域に1974年 7

月19日から1974年12月31日まで居住又は

滞在した者

　 1°に規定する周辺地域、 2 °に規定す

る核実験に影響を受けた被ばく地域並びに

3 °及び 4 °に規定する地域については、

コンセイユ・デタの議を経るデクレで定め

る。

〈解説〉

　この条は、核実験によって汚染された地域及

びそこに居住した期間を規定することにより、

当該地域及び期間に一時期でも居住又は滞在し

た者が、補償の請求を行うことのできることを

定めるものである。

・サハラ砂漠のレガーヌ地方及びインエケル地

方では、フランスの第 1 回核実験である1960

年 2 月13日から、その核実験場が廃棄された

1967年12月31日まで放射線汚染があったと考

えられるので、当該地域及び期間にいずれか

の時点で居住又は滞在した者が補償の対象と

なっている。また、大気圏内核実験を実施し

たことから、放射性物質が「周辺地域（zone 
périphérique）」⑷に散らばった可能性が高い

ので、この周辺地域に当該期間に居住及び滞

在した者に対しても補償を行う。

・フランス領ポリネシアのムルロア環礁、ファ

ンガタウファ環礁及びハオ環礁では、まず、

1966年 7 月 2 日に核実験が開始され、1974年

9 月14日まで継続された。そして、国際的非

難から一時的に核実験を停止したものの、

1975年から1996年に至るまで137回の核実験

が実施された。したがって、1966年 7 月 2 日

から1998年12月31日に当該実験場が廃棄され

るまでの期間に、当該地域に居住又は滞在し

た者が補償の対象となっている。また、前項

と同様に、大気圏内核実験を行ったことか

ら、「核実験の影響を受けたフランス領ポリ

ネシアの被ばく地域」に滞在又は居住してい

た者も補償の対象となる。

・上述の「周辺地域」及び「核実験の影響を受

けたフランス領ポリネシアの被ばく地域」等

については、コンセイユ・デタ（国務院）⑸

の議を経たデクレ（政令）で規定する。

第 3条

　補償を請求する者は、必要に応じ、国防

省及び該当するその他の行政機関の協力を

得て、第 1条に規定する者が第 2条に規定

する地域及び期間に居住又は滞在していた

こと並びにその者が第 1条の適用を受けて

作成されたリストに掲載されている疾病の

一つに罹患していることを証明する。

〈解説〉

　この条は、被害者補償請求を行う場合の 2 つ

の重要な条件を規定している。すなわち、

①　放射線被ばくがあった所定の地域及び期間

⑷　Assemblée Nationale Rapport, op.cit .(1), p.35.
⑸　コンセイユ・デタとは、政府の準備する法令案等の諮問に応じるとともに、行政裁判の最上級裁判所としての

権限を有する機関である。
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に居住又は滞在していたこと。

②　デクレで定める放射線被ばくに起因する疾

病に罹患していること。

　被害者は、この 2 点を証明する。

　また、下院委員会審査報告書によれば、上記

2つの条件を満たし、被害者補償請求を行う者

として立法者が主に想定しているのは、当該地

域にもともと住んでいる「土着の人々」（popu-
lations autochtones）であるとしている⑹。

第 4条

Ⅰ．－補償を求める個々の請求は、補償委

員会の決定に服する。同委員会は、コンセ

イユ・デタ評定官又は破毀院判事 1人によ

り主宰され、高等公衆衛生委員会⑺の提案

に基づいて、国防大臣及び保健大臣が共同

で任命した医学専門家により構成される。

　第 1 条に規定する者でこの法律の公布前

に死亡したものの権利を継承する者は、こ

の法律の公布から 5年以内に、補償委員会

に対し、請求を行うことできる。

Ⅱ．－同委員会は、補償の条件が整ってい

るかについて検討を行う。当該条件が整っ

ている場合には、請求人は、（放射線被ば

くとの）因果性の推定を受ける。ただし、

疾病の性質及び請求人の放射線被ばくの状

況から見て、核実験に帰することのできる

リスクが無視できる程度のものであると判

断される場合を除く。

　同委員会は、職業的な秘密の保持が当該

調査において侵されない限りにおいて、有

益な科学的又は医学的調査を自ら実施し、

又は他の機関に実施させることができる。

　同委員会は、請求の審理に必要となるあ

らゆる情報の伝達を、国、公共団体、社会

給付運営機関又は保険業者に対し要求する

ことができる。当該情報は、この目的以外

には使用することができない。

　同委員会委員及び当該委員を補佐するた

めに任命される職員は、刑法典第413-9条⑻

の適用を受ける条件に従い、前項に規定す

る情報を知るための権利が付与されなけれ

ばならない。

　請求の検討の範囲内で、同委員会は、対

審の原則を尊重する。請求者は、自らが選

んだ 1 人に補佐をさせることができる。

Ⅲ．－補償請求が登録された後の 4 か月以

内に、同委員会は、国防大臣に対して、当

該請求の認否に関する勧告を提示する。こ

の期間は、同委員会が医学専門家に助力を

求めた場合には、 6 か月まで延長すること

ができる。同大臣は、 2か月以内に、当該

勧告を踏まえた上で、当該補償を行うこと

を通知し、又は理由を示し補償を拒否す

る。同大臣は、通知の際には、補償委員会

の勧告を添付する。

　この法律の公布の翌年に関しては、補償

委員会の調査期間は、請求の登録から 8か

月以内に行うこととする。

Ⅳ．－補償委員会の構成、組織、請求者が

提出する書類に記載されなくてはならない

要素及び請求の調査方法並びに対審及び弁

護の権利の尊重の態様については、コンセ

イユ・デタの議を経るデクレで定める。

〈解説〉

　この条は、被害者補償の請求の可否を検討す

⑹　Assemblée Nationale Rapport, op.cit .(1), p.38.
⑺　原文は“Haut conseil de la santé publique”である。公衆衛生政策に関する2004年 8 月 9 日の法律により創

設された。主たる任務は、次の 2 つである。①公衆衛生に関する国家の複数年目標を策定し、その実施状況に

ついて評価を行う。②公的機関が公衆衛生に関する問題に直面した場合には、当該分野の専門家を派遣する。

⑻　刑法典第413-9条は、国防に関する秘密に接する者に対して、その秘密保持を義務付けるものである。
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る「補償委員会」（Comite d’indeminisation）
の構成及びその任務等を規定するものである。

・第Ⅰ項は、補償委員会の構成を規定してい

る。同委員会は、第 1に、コンセイユ・デタ

評定官又は破毀院⑼判事 1 名により主宰され

る。委員の構成に関しては、この法律の後に

制定されるコンセイユ・デタの議を経るデク

レで詳細に決められるが、下院委員会審査報

告書は、次の 9 名（上述の主宰者を含む。）

から構成されることを示している⑽。

　―国防省を代表する者 2名、少なくともこの

うち 1名は医師であり、かつ、放射線病理

学の専門家とする。

　―衛生・健康担当省を代表する者 2 名、少な

くともこのうち 1 名は医師であり、かつ、

放射線病理学の専門家とする。

　―労働省を代表する者 1名

　―社会保障担当省を代表する者 1名

　―国防省及び衛生・健康担当省の提案に応じ

て選出される 2名の医学専門家

・第Ⅱ項は、補償委員会の任務について規定し

ている。すなわち、第 3条に定める条件を被

害者補償請求者が満たすか否かを検討し、そ

の結果を国防大臣に対して勧告する。つま

り、最終的に補償を行うかどうかを判断する

のは国防省であるが、その判断の大きな決定

要素となる検討作業は、補償委員会が行う。

補償委員会は、一定の条件下に居たという事

実と補償の対象となる疾病の事実が証明され

れば、因果関係を推定的に認めて、補償を行

うべきことを国防省に勧告する。この作業の

ため、第 1 に、補償委員会は、医学的調査を

自ら実施し、又は他機関等にその調査をさせ

ることができる。第 2 に、この調査のため

に、国及び地方公共団体等に対しあらゆる情

報を請求することができる。

・第Ⅲ項は、補償委員会が請求者に対して勧告

を出す期間を定めている。これは過去の被害

者補償の手続きが煩雑であったと同時に、非

常に時間のかかるものであったことの反省か

ら設けられた条文である⑾。具体的には、補

償委員会は、請求の後、 4 か月以内に国防大

臣に対して検討結果を伝え、国防大臣は、 2

か月以内に、補償委員会の勧告を考慮した上

での補償の可否を請求者に伝える。なお、補

償委員会が医学専門家の協力を得た場合に

は、国防大臣に勧告を提示する期間を 6か月

まで延長することができる。

第 5条

　補償は、現金で支払われる。

　前項と同様の被害を理由に請求者が既に

補償金を得ている場合及び特に年金を得て

いる場合には、この法律で規定する補償資

格によって支払われる総額は減額される。

〈解説〉

　この条は、被害者補償金を請求し、それを受

け取ることができた場合でも、その者がこの法

律の前の補償手続きにより補償金を既に得てい

るときには、その補償額を控除した上で、新た

な補償金を与えることを規定している。

第 6条

⑼　破毀院とは、民事及び刑事の上告事件を管轄する最高司法裁判機関であり、 5 民事部及び 1 刑事部から構成さ

れる。裁判所による法令解釈の統一を主たる目的とする法律審であり、終審としてなされたすべての裁判所の

裁判につき、法律問題に関してなされた破毀の申立を管轄する。

⑽　Assemblée Nationale Rapport, op.cit .(1), p.40.
⑾　ibid ., p.42.
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フランスによる核実験の被害者の認定及び補償に関する2010年 1 月 5 日の法律第2010-2号及び逐条解説

　補償を受けることは、民法典2044条の意

味における和解及び進行中のあらゆる訴訟

の取下を意味する。この場合には、同様の

被害の補償を求めるあらゆる訴訟を起こす

ことができない。

〈解説〉

　この条は、被害者が補償金を受けとった場合

に、「和解（transaction）」が成立することを

定めている。民法典2044条によれば、和解と

は、「当事者がすでに生じた争いを終了させる

契約（contrat）」⑿を意味しており、被害者が補

償金を受け取ることは、当該和解が成立するこ

とを意味している。したがって、補償金を受け

取った被害者は、この件に関し、訴訟を起こす

ことはできない。

第 7条

　国防大臣は、少なくとも 1年に 2回、核

実験経過調査諮問委員会を招集する。ま

た、同委員会は、同委員会委員の過半数の

要求により会議を開くことができる。同委

員会は、19人の委員をもって組織し、その

構成は、国防省、保健・衛生省、海外県省

及び外務省の代表者、フランス領ポリネシ

ア政府の長又はその代理人、フランス領ポ

リネシア議会の長又はその代理人、国民議

会議員 2 人、元老院議員 2人、核実験被害

者代表団体の代表者 5人並びに当該領域の

科学的専門官 4人とする。

　同委員会は、この法律の適用に関する調

査及び放射線被ばくを原因とする疾病者の

リストの変更に関する諮問を受ける。この

ため、同委員会は、国防省及び国会に対

し、勧告を出すことができる。

　同委員会の委員の任命方法及び同委員会

の機能については、コンセイユ・デタの議

を経るデクレで定める。

〈解説〉

　この条は、「核実験経過調査諮問委員会」

（Commission consultive de suivi des consé-
quences des essais nucléaires）の設置、その

構成及び任務について定めている。構成につい

ては19人の委員からなる。

　同委員会は、国防大臣の提案により、少なく

とも 1年に 2 回は会議を持ち、この法律の適用

に関する調査及び放射線被ばくが原因の疾病の

リストの変更について諮問を受け、国防省及び

国会に対し勧告を出す。

　なお、同委員会の設置は、法案審議の際、国

民議会の第 1読会時に加えられたものであり、

政府原案には存在しなかった。

第 8条

　租税一般法典第81条33°bisの次に次の

33°terを加える。

　「33°ter 電離放射線の被ばくを原因とす

る疾患を患っている者でフランスによる核

実験の被害者の認定及び補償に関する2010

年 1 月 5 日の法律第2010-2号が適用される

もの又はその権利継承者に与えられる補償

金」

〈解説〉

　この条は、この法律で定められる被害者補償

金を「租税一般法典」（code général des impôts）
に挿入する規定である。

 （すずき　たかひろ）

（本稿は、筆者が海外立法情報課在籍中に執筆

したものである。）

⑿　ibid ., p.55.


