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１．はじめに 

私はもとより，核物理学や放射線防護の専門家ではないが，防大教官の任務として，その時々の重要テー

マについてなるべく多くの本を読み，素人ながらも情報をバランスよくまとめて，タイムリーに学生に伝えるこ

とも大切だと考えているので，この資料をまとめた。特に放射線に関して，多くの日本人が不必要なまでに恐

れて，被災地東北の人々が復興のために喫緊に必要としている瓦礫の広域処理が進まないこと，東北産品

がいわゆる風評被害のために買ってもらえないこと，工業／貿易立国・日本に必要な原子力発電所の運転

再開が進まないこと，等を憂いている。この資料が学生諸君の考え方の整理に役立てばと願っているし，ま

た将来，君たちが部隊を率いて放射性物質のある環境下で行動することもないとは言えないので，基礎的知

識を持っていて欲しい。 

 

２．まず結論として 

  古屋が読んできた40冊近い原子力発電や放射線関係の本の中から，心に残った表現のいくつかを紹介し

て，この資料で学生諸君に伝えたいことのポイントをまず示しておきたい。 

１）チェルノブイリ事故の教訓 

(1) チェルノブイリでは，両親の不安・慢性ストレスが，子供の情緒障害と知能指数の低下を招き，思春期にか

かる頃には社会適応性障害も増えた。（直接的には，文献 24） 
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(2) チェルノブイリ事故に伴う「死の灰」は北半球全域に降り注いだが，検出器が超高感度であるために，極

微量の放射線がマスコミのニュースとなって大衆の恐怖を扇動し，旧ソ連圏には破滅的影響を与えた。それ

により，心身障害症と過剰な検査の影響だけが残った。類似の原発事故の再来に備えるためには，パニック

と集団ヒステリーを抑制する対策を作っておくことが，大衆を保護するためには最も大切である。（国連原子

放射線委員会委員であるポーランドの Z. Jaworowski博士，直接的には文献 25・pp78） 

(3) （事故後 25年の状況を分析した結果），放射線という要因と比較した場合，精神的ストレス，慣れ親しんだ

生活様式の破壊，経済活動の制限，事故に関連した物質的損失といった，チェルノブイリ事故による他の影

響の方が，はるかに大きな損失を人々にもたらしたことが明らかになった。」 （ロシア政府の公式報告書「チ

ェルノブイリ事故25年・ロシアにおけるその影響と後遺症の克服についての総括および展望1986～2011」，

直接的には文献 27・pp116） 

  (4) 現行の放射線による発ガンモデル（注： いわゆる「直線しきい値なしモデル」）は，現在の腫瘍学と一致し

ないだけでなく，もっと深刻な点は，そのせいで放射線の危険について無数の誤解を生みだしてしまったこ

とである。私が最も懸念するのは，我々が健康・環境問題を回避しようと試みても（注： 温暖化ガス排出が少

ない原発の活用），放射線学説そのものがこれらの問題を一層深刻化させているのでは，という点である。私

はためらいなく言うが，これこそ 20世紀最大の科学スキャンダルである。（元ストックホルム放射線物理学協

会 G.ヴァリンダー教授，直接的には文献 25・pp89） 

 

２）東京電力福島第一原子力発電所事故に関して 

(1) 日本人のほとんどが，電力の 1/3（注： 以前の数値）を原子力に依存し，医療その他で放射線を利用して

いるのに，科学的知識を有していない。・・・・（混乱を招くのは）無責任に被曝リスクを話す一部の「科学者」

たち，恐怖を煽る報道，住民たちに不信を抱かせる当局の説明・・・・。（文献 21・pp65） 

(2) 人間はつねに多くのリスクにさらされているので，安心だという情報には反応しないが，危険だという情報

には敏感だ。・・・放射能ママが恐怖を抱いて，ガイガーカウンターで計測して回るのも自由だが，行政がそ

れに迎合して過剰な安全基準を決めると，巨額の賠償や除染が税負担になる。コストを考えないでリスクゼロ

を求める人々は，多くの納税者にコストを転嫁するフリーライダーなのだ。（文献 18・pp114） 

(3) 基準（注： 被曝量の制限 1mSv/年）は尊重しながらも，その時々の実態に合わせて適切な運用を図るべ

き・・・。その裁量を政府は，まったくやっていません。社会的状況，つまり避難者の困窮，風評被害，それに

よる農家の困窮，除染の大幅な拡大の困難な問題（注： 費用，捨て土場所，人員や機材）などを政府は考え

ようとしていません。裁量のためには，政府が基準値の本質を深く理解して，国民の不安を抑えるよう「１ミリシ

ーベルトの呪縛」を断ち切るように諄々と説得しなければなりません。それをやらず，ICRP（国際放射線防護

委員会）の勧告の数値そのものに頼り切るだけです。政府までが縛られているのです。それは，政府として，

社会に対する責任放棄であると私は断じたい。（文献 28・pp129） 

(4) １年ぶりに帰国した日本で，日本人の残酷さに直面してがく然としている。世に言う「風評被害」である。 

 ・・・風評被害の加害者たちは自らの手は汚していない。ただ単に，福島県産というだけで買わないか，場合

によっては当局側に抗議の電話かメールを送り続けるだけ。・・・何という卑屈な残酷さ。「がんばろう日本」な

んて言っていたのはどこへ行ってしまったのか。・・・不幸に見舞われてしまった同胞に対してかくも残酷にな

れるのか。・・・各地で起こっている放射能騒ぎに至っては醜悪以外の何ものでもない。（「ローマ人の物語」

の塩野七生氏，文蓺春秋 2011.12。直接的には文献 19・pp59） 
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３．放射線・放射能・放射性物質，各種の単位 

１）放射線とは，エネルギー的に不安定な状態にある原子核から飛び出して来る粒子の流れ，または電磁波

である。放射線を出す能力（特性）のことを「放射能」という。 

(1) 1800年代の終わり頃（キュリー夫人の時代）に原子に関する研究が始められて，ある種の物体（現在の知

識で言えば放射性物質）から得体の知れないエネルギーが放出されることに気付いた。これをＸ線（レント

ゲン線）も含めて性質がわからないまま，α・β・γと順番に仮の名を付けた。 

(2) そして，半世紀にも及ぶ研究の結果（多くがノーベル賞の対象になった），以下のような知識が得られ

た。 

・全ての物体は原子から成り，原子の中心には正電気を帯びた原子核が位置し，その周囲を負電気を帯

びた電子が飛び回っている。 

・原子核は大雑把にいえば陽子と中性子でできている。 

・陽子の数（原子番号）は原子としての性質（元素という言い方をする）を決め，中性子（電気なし）は狭い原

子核の中で正電気をもった陽子同士が反発して核が分裂することがないように，束ねている。 

・陽子数と中性子数の和を質量数といい，原子の重さを決める。自然界に存在する原子には，原子番号１

の水素から 92 のウランまであるが，中性子の数が違う同一元素が多数ある。これらを同位体という（同位

体間の原子核を識別したい場合には核種という呼び方をする）。 

(3) 図－１（文献２・ｐｐ333）は，縦軸に陽子数，横軸に中性子数をとった核種チャートと呼ばれるグラフで，

水平方向の幅がある同一元素の同位体分布を示している。92の天然元素および約20の人工元素（超ウラン

物質）に対して，核種の合計は 3300弱になる。このうち 270 が安定核（■）で放射能を持たず，3000が不安

定核であるが，安定核が存在する狭い領域の両側に多数の不安定核が分布していることがわかる。不安定

核は，上側に分布するのが陽子過剰の核種，下側に中性子過剰の核種が位置し，これらは放射線という形

で余分なエネルギーを捨てて安定核に変わっていく。つまり，宇宙も含めた自然界では放射線は特異な存

在ではない，ということである。なお，図中の外郭線内と影をつけた部分は，高速度で粒子同士をぶつけあ

って原子構成や素粒子を研究する中で発見される可能性がある。魔法数とは，陽子または中性子の数がこ

れに一致すると，特に核が安定になるという意味である。また，ウラン 235／238が安定核のように黒塗りに見

えるが，半減期がそれぞれ 7.04／44.7億年と長いことを示している。 

            図－１ 
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２）放射線の種類： アルファ線，ベータ線，ガン     図－２ 

マ線，中性子線。図－２（直接的には文献１・

pp173）を参照。 

(1) α線は，陽子・中性子各２個から成る塊（すな

わちヘリウム原子核，きわめて安定度の高い核種）

が飛び出してくるものであり，正の電気を有する。

陽子過剰の原子核は単独の陽子を捨てるのでは

なく，ヘリウム原子核として放出する（α線を出す）。

すると，物質は原子番号・原子量が２および４減る

ため，別な元素に変わってしまう。その意味でα

崩壊したともいい，例としてウランはα崩壊を繰り

返して，何億年～何十億年か後に最後は鉛に落ち着く。α線の空気中の飛程（飛ぶ距離）は数ｃｍ程度。紙１

枚を貫通できないが，透過力が低いために人体に入ったα線は急激に停止して，表面に近い細胞だけにエ

ネルギーを集中的に伝えることになり，有害度が高い。 

(2) β線は，中性子過剰の原子核（後述するヨウ素とかセシウムなどの核分裂生成物）の中で「中性子 → 陽

子 ＋ 電子」に変化して，この電子が飛び出してくるものである。結果として，原子量は変化しないが，核内に

陽子が残るため原子番号が１つ上がって，別な元素に変わる。この変化をβ崩壊といい，例としてウラン238は，

原子炉内に豊富な中性子を捕獲しついでβ崩壊をすることを２回繰り返して，プルトニウム 239になる。空気中

の飛程は 10ｍ程度・人体での飛程は数mm，体内・臓器内に入ればやや深い所まで影響を与える。 

(3) γ線は，原子核内の素粒子軌道・位置などが変わって，その差に相当するエネルギーが電磁波として放

射されたものである。α崩壊またはβ崩壊した後に残っているエネルギーの清算のような形で出ることもある。

γ線を出しても元素としての変化はなく，上の２つとは異なって電磁波であるから（光と同じ），かなりの距離を

減衰せずに伝わる。例えば，宇宙線が大気上層部の窒素・酸素原子にぶつかって生じたγ線は，地上に降り

注いでいる。また，後述する内部被曝が原因で体内からγ線を出しても，人体に影響を与えないで素通りして

いく確率は低くない。 

(4) 中性子線は核分裂の際，核内にあった中性子が放出されることによるが，原子炉であれば炉内に閉じ込

められているし，核攻撃の可能性もそう高くないから，通常は心配しなくていい。中性子が単独で存在する時

の半減期は約 10分，空気中の飛程は約 220ｍ。飛んでいる途中で別な原子核にぶつかってエネルギーを与

え，その原子核はγ線という形で捨てて元に戻る。1999 年９月の茨城県ＪＣＯ臨界事故では，燃料加工中に誤

って多量のウラン溶液がタンクに入れられて核分裂が継続する臨界質量に達し，そこで発生した高線量の中

性子線を至近距離で浴びた作業員２人が死亡した。 

 

３）半減期 

(1) 放射線を出して崩壊した結果，最初の原子数が 1/2 になるまでの時間である。表－１（文献２・pp239），

図－３（セシウムの例：文献 9・pp98）を参照。半減期が短い核種は活発に放射線を出して（ベクレル数が高

い），急速に減衰していく。坂道を下る自転車のように，図－２の曲線の傾きに比例して放射線を発する。しか

し，半減期ごとに 1/2 にしかならないので，例えば最初の原子数の１％にまで減衰するには，6.6×半減期も

の時間を要する｛（1/2）6.6＝0.01｝。 

(2) 物理的半減期，生物学的半減期（人体に取り込まれても排泄などで体外に出ていくことを考慮），その２つ

を加味した有効半減期があり，関係は次式のとおりである。通常は，生物学的半減期が物理的半減期より短い 
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表－１

 

 

図－３ 
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ので，実効半減期は前者に近い値になる。 

 １／実効半減期 ＝ １／物理的半減期 ＋ １／生物学的半減期 

 

４） 自然界には放射線はありふれている（宇宙や地殻から。日本人の年間被曝量はそれぞれ 0.3，

0.4mSv）。 

今回の福島事故で放射性物質なる強力毒物が突然現れたように誤解している人もあるようだが，放射性物

質は昔から我々の周りにあった（自然に形成された炭素 14，カリウム 40 などや過去の核実験によるもの）。体

重 60kgの人が体内に有する放射性物質は原子力関係の事故がなくても，カリウム 40が 4000Ｂｑ，炭素 14が

2500Bq，ルビジウム 87が 500Bqなど計 7000Bq（文献25・pp59）で，なかなかにすごい量である。また，危険性

という観点から見ると，ウィルスや病原体が生命体なだけに変化し，新種を作り，人間の体内に侵入すると増殖

し・・・と現代の科学でも対応しきれていないのに対して，放射性物質は完全に理解され，減衰するだけで増殖

することはないので，もちろん油断することはいけないが，不必要に怖がる必要もない（文献 28・pp150）。 

 

５）使用される単位 

(1) ベクレル（Ｂｑ）： 毎秒１回の放射性崩壊を起こす能力，つまり毎秒１個の放射線を出す能力を示す。ベク

レルは，ウランの放射線を研究した科学者名（フランス）にちなむ。以前は，マリー・キュリー夫人にちなむ「キ

ュリー」という単位を用いた（１キュリー＝370億Ｂｑ）。ベクレル数は，各物質の能力×存在量で決まる。 

(2) グレイ（Ｇｙ）： 生物/無生物を問わず単位質量あたり１Joule（＝1/4.2 カロリー）のエネルギーを吸収した

時の被曝量。 

(3) シーベルト（Ｓｖ）： 人体への影響を評価するための被曝線量。 

a) 等価線量： 「Ｇｙ × 放射線加重係数 （α線＝20，β線＝１，γ線＝１，中性子線＝５～20・・・エネル

ギーによって異なる）」で求める。α線の加重係数が高いのは，表面に近い細胞だけにエネルギーを集中

的に伝えるからである。等価線量は，多量の放射線を一時に浴びた場合の確定的影響を評価するために

用いる。 

b) 実効線量： 「等価線量 × 臓器別（生殖腺，骨髄，胃や腸，肺，皮膚などの）吸収係数」を全身にわた

って積分した値。低レベル放射線に被曝した場合の確率的影響（ガンなどの晩発性障害）を評価するため

に用いる。 

ｃ) シーベルトも，放射線防護の研究に貢献のあったスウェーデンの科学者名にちなむ。通常は，Ｓｖの

1/1000 であるｍＳｖ（ミリ・シーベルト）で表現される。なお，Wikipedia によると，シーベルト先生はなかなか

にハンサムである。 

 

４．放射線と人体 

１）放射線はなぜ有害か  

(1) 放射線の持つエネルギーは，生体を構成する原子の化学的エネルギーに比べてはるかに高いため，生

体を構成する原子の電子が弾き飛ばされて，電離することがある（そして細胞が損傷することも）。さらに（フリ

ーラジカルと呼ばれる反応性に富む分子が作られ），ＤＮＡを傷つけたりもする（晩発性のガンの原因となる）。

核分裂エネルギーの大きさは例えば，原子力発電でウランの１グラムが発生する熱量が石油の 2000 リットル

か石炭の 3 トンに相当する，などという表現でもわかるが，それに伴って生じる核分裂生成物（いま問題にな

っているヨウ素やセシウムなど）から飛び出してくる放射線のエネルギーも馬鹿にはできない。 

(2) 放射線を外から浴びる「外部被曝」と，汚染された食物・水や空気が体内に取り込まれた結果，体内から
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浴びる「内部被曝」とがある。後者をより危険視する報道が散見さ    表－２ 

れるが，線量で評価すれば同じである。 

(3) 放射性物質を体内に取り込んだ後，50年間（幼児では 70年

間）の実効半減期を考慮した累積内部被曝量（預託線量ともいう）

に換算する「実効線量係数」（ｍＳｖ／Ｂｑ）は，表－２（直接的に

は文献 10・pp73）のとおりである。 

 

２）現在，広く認められている線量と健康障害との関係を図－

４（直接的には文献 9・pp89）に示し，概要を以下に述べる。確定

的影響および高線量の場合の確率的影響に関しては多くの研究

者の見解は一致しているが，低線量（200mSv 以下）の確率的影

響に関して，「しきい値」の有無を巡って見解は大きく分かれてい

る。 

(1) 線量と健康障害の主なデータは 

広島・長崎への核攻撃，多くの核実    図－４ 

験や 1986年４月に起きたチェルノ

ブイリ原子力発電所事故（６．を参

照）後の調査であり，被曝量と受傷

程度が明らかになった。 

(2) 全身照射されて体全体に現れる

症状と，局部照射されてその部位

だけが受傷（例えばズボンのポケッ

トにラジウム含有材料を入れていて

近傍の皮膚に障害を受けた） する

場合とがある。 

(3) 確定的影響とは，ある線量を超

えると（このような値を「しきい値」とい

う）確定的に発症し，その症状は線

量に比例して悪くなる。死亡という重

篤な場合の線量との関係の一例を

図－５（直接的には文献 18・pp89）

に示すが，これは，チェルノブイリ事

故後の緊急作業に従事して急性障

害を受けた人たちの調査結果であ

る。線の長さはデータの分布範囲を

示し，1000mSv 以下では死者ゼロ，

2000～4000mSv で 55 人中１人が，

6000mSv 以上ではほぼ全員が，死

亡している。しかし文献 3・pp182 に

は，あるロシア人物理学者が事故後
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のチェルノブイリ原子炉内に数年にわたって      図－５ 

繰り返し入り，合計で半数致死量（3000～

4000mSv）の2倍の被曝をしたがその後も元気

にしている，という紹介もある。この事例は，高

線量であっても時間間隔をあければその間に

人体は回復する（線量率効果という）という具

体的な証明であり，彼はそれを知っていたか

らこそ，一見危険な行動をしたのであろう。 

(4) しかし，反核・反原発の運動家たちが中心

になってまとめた文献 30・pp108には，周辺住

民にも多数の急性放射線被害があったが，当

時のソ連政府が隠していたという記述がある。 

この人たちは，国連が主催した国際会議の結      表－３ 

論であっても国家権力側が結託して真実をねじ    

曲げる，と信じているのであろう。 

(5) 晩発性のガンなどへの確率的影響の一例を   

表－３（直接的には文献 18・pp55）に示す。これ

は広島・長崎の生存者 86,661 人の健康状況を

ずっと追跡して得られた，貴重な，そして裁判に

も用いられた信頼性が高い疫学的データである。

表－３によれば，1000ｍＳｖを超えると慢性病に

よる死亡の余剰リスクは８％程度，100mSv では

0.35％である。低線量域では余剰リスクがマイナ

スになっているが，これが放射線ホルミシス（毒

物でも微量であれば人体に有益）という考え方の    図－６ 

出発点になっている。                      

(6) 図－６（直接的には文献 18・pp.63）は，広島・長

崎の被爆量と白血病死亡率の関係を表わしており，

いわゆる「直線しきい値なしモデル（ＬＮＴ仮説と略

される）」の根拠とされてきた。しかし，0.2Sv

（200mSv）以下でばらつきが大きく，死亡率が低下

しているグループもあって，誤差というよりは放射線

ホルミシスを示しているものと今は評価されている。

また，破線で示されるデータは，これ以下ならリスク

が無視できるという「しきい値」の存在も示している。

一方，右上がりの実線が「どんなに低線量でも（しき

い値なし），線量に比例してリスクはある。どんなに

微量の放射性物質でも有害である」とするＬＮＴ仮説に対応している。 

(7) チェルノブイリ事故後の緊急対応に当たった作業員たちで生存した人たちの中に，ガンが多発したという

疫学的データはない（文献 16，24，25，26，27）。確かにガンでその後に死亡した人はいるが，人間は誰でも
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年をとるとガンになりやすくなるから，その発病理由を疫学的に明確に     表－４ 

特定できない，ということである。それより，被曝したというトラウマから，心

身症的な不定愁訴が増えた，アルコール依存になってそれが健康を害

した，さらには自殺してしまった，というような報告がある。強いβ線を浴

びると皮膚が火傷したようになり，また髪の毛が抜けたりするから（β線熱

傷という），恐らくトラウマを強めたであろう。またこの心身症は，素人で応

急作業に携わった者より，以前に核関連施設で働いた経験とそれゆえの

知識があった者に少なかったそうだ（文献 24・pp91）。  

 (8) また，他の発ガン要因と線量を比較すると，表－４（直接的には文献

18・pp.65）のとおりであって，100mSv を超えても野菜不足と塩分取りすぎ

の中間のリスクである。余談ながら私は，よく体を動かしていて煙草は吸

わず，野菜は好きだが，ワインや洋酒も好きなので，数百mSv程度のリス

クを背負っていることになるのだろう。 つまり，お医者さんが書いた文献

24・25・27に繰り返し強調されているように； 

・低線量被曝からもたらされるのは，ガン発病の可能性だけである。しかし，100mSv 以下では，ガンのリス

ク増加は確認されていない。 

・放射線に起因するガンが特別に悪性ということもなく，普通のガンである。 

・ガンを発病するか否かは他の要因（生活習慣，持って生まれた体質などの運不運など）でも決まり，低線

量であれば他のリスクと全く同じである。もし，あなたが喫煙者や大酒飲みであるのなら，低線量を気に

する前に生活習慣を改めた方が効果的である。 

・チェルノブイリの経験でも明らかなとおり，精神的ストレスもガンの立派な誘発要因である。 

(9) 文献 27・pp84，pp105 には，上記(8)を裏付けするような記述がある； 「広島・長崎の入市被曝者（直後２週

間以内に爆心地から 2km 以内に，救援・捜索などのために入域した人たち）の寿命は，日本人の平均より長

い； これは，認定されて被曝者健康手帳を交付されると公費で高レベルの医療が受けられるようになるため

であるが，当時は放射線影響の知識がないために人々が避難しなかったこと，それゆえ避難先の不自由な

生活でストレスをためることがなかったことも寄与しているのではないか。一方，チェルノブイリ事故が起きた

1986年頃ロシア人の平均寿命は65歳だったのが，94年頃には58歳に低下している。ウクライナやベラルー

シでも同じように低下している。被曝が原因ではなく，避難生活やそれ以前の生活基盤が壊れたためのストレ

スが原因であろう，ソ連も崩壊期だったための社会的混乱がさらに悪化させたであろう」，と。 

(10) チェルノブイリ事故の被害は，放射線によるものより強制避難や不安から来るストレスに起因するものが

大きかったとは２頁でも触れたが，文献 18・pp37と文献 24・pp183にはもっと具体的な記述がある。ウクライナ

では 35万人が避難を命じられ，20万人が家を失い，1250人が自殺し，10～20万人が妊娠中絶をした。もち

ろん事故を起こしたことが悲劇の出発点であるが，被害を拡大したものはセシウム 137 の汚染度を過剰に厳

重に設定した法律によるところが大きく，5mSv/年以上の地域が避難対象となり，中には自然放射線量より低

い地域も含まれてしまった，という。 

 

３）低線量被曝による確率的影響(晩発性のガン)についての見解の相違 

これこそが今，日本全国に混乱を招いている原因である。 

(1) ＩＣＲP（国際放射線防護委員会）は，1925年に第 1回国際放射線医学会議が開かれた時に設立された委

員会がその後に常設化されたもので，純粋な民間団体・すなわち NGOである。もともとは放射線業務に従事
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する人々の職業被曝を規制する目的であったが，60 年代の米ソなどの核兵器実験による放射性物質から一

般公衆を守るために拡大されてきた。ICRP は達成目標という政治的意味合いを含んだ勧告を発し，その勧

告は権威あるものとして各国政府に受け入れられ，日本政府もＩＣＲP 勧告に従っている。また，ＬＮＴ仮説は

「どんなに低線量でも（しきい値なし），線量に比例してガン発症リスクはある」という仮定であるが，1958 年委

員会で遺伝学者の強い主張が医学者たちの反対を押し切って採用されたもので，それ以来変更されていな

い（文献 20，27）。 

(2) ＩＣＲＰが出す勧告の根拠は，国連に置かれた「原子放射線の影響に関する科学委員会（ＵＮＳCERA）」が

示す科学的データである。ＵＮＳCERA は公正で科学的な立場から，100mSv 以上では被曝量に比例してガ

ンのリスクは増えるが，以下であれば疫学的にそのような影響は見られない，と結論している（文献 27・

pp124）。このような科学的データに基づいて，ＩＣＲPは勧告を出してきた。 

(3) ＩＣＲＰは職業被曝について，緊急作業などがあった１年間では 50mSv 以下 ・ただし５年間での合計は

100mSv 以下の制限としており，これで 60 年間，放射線業務従事者の健康を守ってきたと自負している。

100mSv÷５年＝20mSv/年という計算になり，従事者が 18～65 歳まで働いて毎年 20mSv を浴びると合計

940mSv となり，確定的影響が明らかになる 1000mSv に近く，この時のガンのリスク増は短期被曝なら 10％，

長期にわたる被曝なら約５％で，これらは許容できる，とした。一方，一般公衆に対しては科学的根拠がない

まま職業被曝の 1/10（＝5mSv）に抑えようと決め，さらにこれまた根拠がないまま，基準は安全側が良いとし

て1985年に１mSv/年に下げた。100歳まで生きるとして合計100mSv，この時の増加リスクはLNT仮説に従え

ば0.5％になるが，もともと人間の30％はガンで死亡するのだからよし，としたのである（文献16，28）。自然界

からの平均的被曝量は，世界が2.4ｍＳｖ／年・日本は1.5ｍＳｖ／年だから，増加分を概ね自然放射能程度に

抑えた，とも言える。これが，昨今の報道で「一般の人が通常１年間に浴びていい 1mSv」と表現される根拠で

ある。 

(4) 「ＬＮＴ仮説」に対しては，生体に備わっているＤＮＡ修復能力を無視しているという，以下のような批判が

ある。古屋も専門家ではないが同感であって，常識的に「しきい値ありモデル」が正しいだろうと感じている。 

a) 直線しきい値なし仮説は，1927年に行われたＤＮＡ修復能力のないショウジョウバエの精子に対する実験

に基づいている（文献 20，25・pp13）。また生体には，ＤＮＡ修復能力だけではなく，修復限界を超えて損傷

を受けた細胞がアポトーシス（細胞の自殺）して，異常細胞の増殖（すなわちガン化）を抑えるメカニズムも備

えていることもわかってきた（文献 20・pp157）。 

b) 世界には自然放射能レベルが高い場所が図－７（直接的には文献 9・pp112）に示すとおりにあるが，この

地域の人々の健康状況は比較対象地域よりむしろ良いという（文献 20・pp223，25・pp21）。 

c) 1970 年代にアメリカのＮＡＳＡは，宇宙ステーションに長期滞在することになる飛行士の高エネルギー宇

宙線による被曝を深刻にとらえて大規模な調査を行い，その結果，予測に反して健康に害がないどころか，

むしろ免疫力が高まる・ガンにかかりにくくなる・生殖力が強くなる・最適線量率は地上の 100 倍程度である，

などのポジティブな結論（放射線ホルミシスという）を得た（文献 20・pp30，25・pp27）。 

d) 上記の結果は実績で裏付けされて，大気圏外を飛ぶ宇宙飛行士は通常でも（太陽面爆発などがあればも

っと多量）約１ｍＳｖ／日を（文献 10・pp75，25・pp27），地上 12km 程度を飛ぶ国際線パイロットも例えば東京

～ニューヨーク往復で 0.2ｍＳｖ／回を浴びるが，彼らがその後ガンになりやすいかというと，そんな調査結果

はない（文献 25・pp23）。 

e) ホルミシスについてはその後も研究が続けられて，例えば，悪性リンパ腫の放射線治療開始前に全身に

低線量を浴びせておくと，治療後 10 年の生存率が 50％から 84％に上昇した，などという実績がある（文献

25・pp30）。ガンを病む人たちが，ラジウム温泉やラドン温泉が効くと秋田県玉川温泉や鳥取県三朝温泉（泉 
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図－７ 

 

 

源付近では最大160mSv/年）などに湯治に行く話を聞くが，直接にガン細胞を叩く放射線量ではないから，ホ

ルミシス効果の現れなのであろう。文献 30でさえホルミシスに関して，「最近の実験データを眺めると，10ｍＳ

ｖ程度の被曝が，ＤＮＡ修復や免疫といった生体細胞の機能に刺激を与えていることは確かであろう。ただ，

そうした機能の活性化が，健康にとって有益であるかどうかは不明である」と，素直ではないが認めている

（pp121）。 

ｆ) ガンの放射線治療では，狙いを定めて合計 40～80Ｇｙ（加重係数１として４万～８万ｍｓＶに相当・・・・全身

被曝なら間違いなく即死）を照射するが，漏れがあって周辺の正常細胞も被曝する。周辺細胞の被曝量が30

Ｇｙ／月以下なら回復してくるので，放射線治療の頻度はこれで決まる。この時，周辺細胞がガン化するかと

いうと，そんなことはない（文献 25・pp25，26）。 

g) 発ガンメカニズムに関する医学的研究も進んでいて，ガン化の第 1歩を細胞に刻印する始発要因（イニシ

ェター）とそれを促進させる促進要因（プロモーター）とがあり，プロモーターからの刺激が続いている限り増

殖は続くが，プロモーターが働くためのしきい値があること，そして放射線はまさにプロモーターとして作用し

ていることも，わかってきた（文献 20・pp150）。 

ｈ) 結局，長い年月をかけて生命が進化してくる過程で，厳しい環境にも遭遇し，それに適応できるようにな

ってきた（適応できたものだけが生き残っている），ということなのであろう（文献 20・pp190～，25・pp36）。 

i) このように見てくると，文献31が何の根拠を示すことなく，「ちょっとＤＮＡに傷がついた程度でも，その傷が

細胞分裂で増やされていくのだから，人体に影響のない被曝などというのは完全なウソ」（pp69），と断言して

いる方がウソだと思える。 

 (5) ここまで述べてきたように，直線しきい値なし（LNT）仮説に端を発する低線量被曝の危険性評価が混乱し

ているわけであるが，LNTを否定している研究者や医者からは線量許容値に関して次のような主張がある。 

ａ） ガンのリスク増が有るのか無いのかわからない 100mSv/回を，１年間にわたってゆっくり浴びる場合には，
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「線量率効果」があってさらにリスクは小さいから，年間 100mSvは大丈夫（文献 18，25）。 

ｂ) 安全率 10 をとって年間 10ｍＳｖは大丈夫，子供がいる環境では 10mSv以下に下げる努力をする。これは

科学的判断ではなく政治的判断だ。しかし，妊娠中の女性には胎児が細胞分裂活発なため，自然放射線の

２倍の 2.4mSvを提案（文献 24）。 

ｃ) 月間 100ｍＳｖ・生涯での総計 5000ｍＳｖまで大丈夫。ここで 100mSv が年間から月間になっているのは，１

か月もあれば十分に細胞は被曝によるダメージから回復しているという理由であり，5000mSvは，イギリスのX

線技師やラジウムを含んだ塗料を使用していた時計の蛍光文字盤職人に発生率は高くないものの，骨肉腫

を発病した事例があり，そのしきい値が 10,000mSv付近だったのが理由（文献 26・pp256）。 

(6) 福島事故後の避難指示・勧告に関して述べると，ＩＣＲＰは，1mSv 以上を許さないということでなく事故時に

は緩和しており，緊急時被曝状況（事故により被曝低減対策が崩壊している状態，すなわち福島事故直後の

ような場合）には20～100mSv，事故後の復旧期では１～20mSvとしている。日本政府は，まず半径20km圏内

に避難指示を出し，さらに 20mSv以上が予想された地域に避難勧告を出した。2012年４月以降は１mSvを目

標として，20mSv 以上で居住制限，50mSv 以上なら帰還困難という指定に変更した。しかし，年間 100mSv で

線引きするならば，避難対象地域は図―８（文献 18・pp25）に示すように，原発から北西方向へ概ね 10km

の細長い楕円形内のみであって（ここは山林が多い），まず双葉町だけにとどまったはずである。 

(7) 仮に年間被曝量を 100ｍＳｖとすると，LNＴ仮説が   図－８ 

正しいとしても，福島に関して次のような考え方

の試算と問題提起がある（文献 25・pp102～

103）。 

 ・100ｍＳｖによる生涯ガン発生リスクは，1.08 倍

（表－４だが，こんな実測データはない，念の

ため！！）。 

・日本人のガン罹患は年間，664，398 人／人口

1億 2000万＝5.5人／1000人。 

・よって，今回の放射線によるガン罹患は，5.5 

→ 5.5×1.08＝5.9人／1000人に増加。 

・現在，原発が理由で避難している人は約    

110,000人。 

・11 万人からは，放射線が正常であっても 605

人がガンになる，それが確率的には10～20年

以上後に 649人（＋44人）になる。 つまり，11

万人の生活破壊をして将来の 44人のガン増加 

発生を防いだことは，善だったのか？ 社会的に 

妥当なのか？ 

(8) 文献 18・pp40 には，「福島で起こっていることは（チェルノブイリと）同じである。放射線量はチェルノブイリ

よりはるかに低く，年間 20mSv を上回る地域はもうないのに，政府は住民の反発を恐れて避難民を帰宅させ

ない。「除染してから帰宅させろ」という要望に応じる財源も要員もなく，除去した土を移動させる場所もないた

め，11万人以上が 10カ月以上不安な避難生活を強いられている。」，という鋭い問題提起がある。 

(9) 避難勧告が 20mSv で行われたことに関して，福島原発での対応が進んで新たな放射性物質の放出がな

いのだから，セシウムの年あたり3割の減衰を考慮すれば，避難区域は初期線量40mSvとした時，40(１年目)



 

13 

 

＋28（２年目）＋20＋14＋10＝112mSv となり，しきい値の 100mSvちょっと上になるだけだから，これでよかっ

たという主張もある（文献 28・pp120）。40mSv は図－8 に示された５０mSv 線の少し外側に相当する。文献 28

の著者は，元の故郷に戻っても今から浴びる線量による発ガンリスクは表－４に示したとおり，野菜不足に相

当するような低いレベルなので，苛烈な苦労を強い，その間に元のコミュニティが完全に崩壊しかねない避

難生活は止めるべきだとも言っており，その旨を福島県の佐藤知事や避難市町村長にも手紙を出したが，川

内村長・飯舘村長からしか応答がなくて残念だった，と述べている。 

 

５．今回の福島第一原子力発電所事故で問題になっている放射性物質と食品規制値 

１） どこから来たか 

(1) ウラン 235が２つ（以上）の軽い原子と中性子（２～３個）に分裂し，  図－９ 

その時にエネルギー（熱）を発生する。 ２つの原子は確率的に生  

成されるので組合せは様々であるが，原子量 85～100 程度（代表

はストロンチウム 90，ルビジウム 97 など）と 130～145 程度（ヨウ素

131，セシウム 134・137 など）にピークを持つ（図－９，文献 8・

pp.153）。つまり，原子炉内でウランが核分裂反応を起こした時に割

合に多量に生成される（核分裂収率が高い）。さらに半減期がそこ

そこ長く，揮発性がある（沸点が高くない）ので広く飛散しやすい，と

いう性質を持つ。 

(2) 通常，核分裂生成物は燃料棒の被覆管中に閉じ込められている

が（そして半減期に応じて減衰していく），今回は「外部電源と非常

用電源（ディーゼル発電機）の喪失 → 核分裂停止後に発生する残留熱によって冷却水が蒸発 → 燃料

棒が過熱して損傷，また圧力容器・格納容器も損傷（水素爆発などによる）」 により環境に放出された。 

(3 )漏洩量は政府の発表では，ヨウ素 131換算で 63～85万テラＢｑ（テラは10１２＝兆），チェルノブイリ事故の1

桁下だが，ＩＮＥＳ（国際原子力事故評価尺度）のレベル７（数万テラＢｑの放出）に定義上合致する。しかし，

政府発表には根拠が示されておらず，事故後１か月以内に福島原発周辺で自ら行った放射線量実測からチ

ェルノブイリの 1/1000以下だという推定（文献 23・pp.23）もある。 

 

２）ヨウ素１３１ 

(1) 半減期が８日と短いために初期線量が高いので，原子力関係の事故が起きた場合，直後の緊急対応が

必要である。ヨウ素 131 は，β線とγ線を出してキセノン 131に変わる。しかし，ヨウ素そのものは人体には

必須元素であり，甲状腺（喉）に多く含まれている。欠乏すると，また過多でも，成長に障害がでる。 

(2) チェルノブイリのような内陸に住む人々は，もともと海産物をあまり食べないのでヨウ素が不足気味であり，

ヨウ素があれば人体が好んで取り込み，甲状腺に集積して，それが汚染されていた場合には放射線を出す。

その影響でかなり時間がたってから，甲状腺ガンが発症しやすくなる。事故当時，４歳以下だった子供の

１％近くが10,000mSvもの被曝をし，その結果，甲状腺ガン（約4,000人が発病，死者は15人）が発生した。

この甲状腺ガンのみが，チェルノブイリ事故後の急性障害以外に確認されている健康障害であると結論さ

れている（2005 年９月に開かれた国連８機関・当該国などによる国際会議の結論： 文献 16，23，24，25，

27）。 

 (3) 甲状腺ガンは普通それほど悪性ではなく，単なる小さな腫瘍で止まり，気づかれないままのことも多い

病気であるが，このような事故が発生すると皆が心配して検査を受けるために，発生率が増えたのは見か
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けだけのことではないのか，という指摘もある。事実，チェルノブイリからの放射性ヨウ素が危険なレベルで

届くはずのないアメリカでも，甲状腺ガンは増えたのだそうだ。ベラルーシ（旧ウクライナ）の甲状腺ガン発

病率が事故前後で22～23倍になったのと同様に，アメリカでもスクリーニング検査の結果21倍が見つかっ

た，と記されている（文献 24，25）。 

(4) 放射性ヨウ素の甲状腺への蓄積を防ぐために，安定化ヨウ素剤の事前服用が効果的である。福島事故後

の対応にあたった人たち（自衛隊を含む）は服用していた。政府・自治体は避難対象になった地元の人た

ちへの安定化ヨウ素剤の事前配布（備蓄はあったのに）・服用指示を怠ったが，避難してきた人たちの甲状

腺被曝量を実測した結果（最大 3600Ｂｑで 5ｍＳｖ程度，チェルノブイリの 10－３～10－４），幸いにも発症の可

能性はまず皆無に近いことが確認された（文献23・pp.28）。さらに，福島県が行う18歳以下・全36万人を対

象にする検査の１次分 3765人には異常がなかったと確認されている（読売新聞 2012.1.26）。  

(5) チェルノブイリでは，汚染された牛乳の流通を１カ月停止すれば，ヨウ素の減衰は早いから甲状腺被曝線

量の 80％は除去できたはずという指摘がある（文献 3・pp226）。今回の事故後，放射性ヨウ素に汚染された

食品などの流通は止められたので心配はないが，汚染牛乳を廃棄処分したことに対して，「その牛乳を加

工してバターやチーズを作り，80日間も寝かせておけば放射性ヨウ素は1/1000に減衰して全く無害になる

から，それを東日本大震災復興商品として売り出し，科学技術立国・日本の知恵と勇気を世界に示すべき

だった」という意見もある（文献 23・pp44）。私も同感である。 

 

３）セシウム１３４とセシウム１３７ 

(1) 半減期の短いヨウ素が減衰してその騒ぎが収まった後，世間を騒がせ，これからも騒がせ続けるであろう

放射性物質である。β線・γ線を出す。体内に入ると，ヨウ素が甲状腺に集中するのに対して，セシウムは

全身に広く分散する。 

(２) ２種類の放射性セシウムがあって，それを分離するには放射線の強さを同時に測定する必要があるため，

いま報道されるのは混同した数値であるが，半減期およびそれ故のＢｑ数の違いのため，幸運なことに有害

程度が高いセシウム 134（半減期2.06年）の方が早く減衰する（図－３）。半減期30.1年のセシウム137の場

合には，β線を出して７％がバリウム 137（安定核）に変わり，93％はバリウム 137m（ｍは metastable，準安定

という意味）を経て半減期2.6分でγ線を出してバリウム137に落ち着く。しかし，食品などを通じて人体に取

り込まれても排泄されるので，実効半減期は最大で 110 日程度である（表－１）。つまり，「放射性セシウムの

半減期は 30 年だから・・・・」という類の報道は不正確なところがある。またチェルノブイリでも，セシウムが健

康障害を引き起こしたという明確な証拠はない，と結論する科学者は少なくないし（文献 16，23，24，25，27），

文献 26はセシウムで死んだ人はいないという強い言い方をしている。 

(3) 最近，セシウムによる汚染（雨樋の下とか溝などのホットスポットなど）が発見されたとしてＢｑ数だけが取り

上げられることも多いが，大切なのは実効線量である。100万Ｂｑの点源から１ｍ離れた地点で 0.1マイクロＳ

ｖ（ミリＳｖの 1/10,000）程度とあるから（www.fujita-hu.ac.jp/~hid-kato/pdf/forum2008_kato.pdf），年間に換算

すればそこにずっと居続けたとしても（これはあり得ないが），0.88ｍＳｖということで全く問題のないレベルで

ある。線量は点源に対しては距離の３乗，線状源ならば２乗に反比例して弱くなるので，Ｂｑ数だけで不安を

持つ必要はない。 

(4) 農地や山林に沈着したセシウムは，他の放射性物質と同様に雨で洗い流されたりするから，割に早く減

っていくようだ（文献 21）。しかし，汚染地域から洗い流され，あるいは人体から排泄された行先は最終的に

は河川や海であるから，このような水域あるいは下水処理場汚泥などの汚染は，最終的には物理的半減に

よる減衰を待たねばならない。 
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４）ストロンチウムとプルトニウム 

(1) まれに，前者は全国各地で，後者は福島第一周辺で検出されて，賑々しく報道される。不安視される理由

は，ストロンチウムは骨の主要成分であるカルシウムと性質が似ていて骨に沈着しやすく，半減期 28.8 年で

β線・γ線を出すこと，核分裂収率が高くて多量に放出され得ること，プルトニウムは呼吸に伴って肺に吸収

されると，放射線加重係数の高いα線を長い半減期（2.4 万年）にわたって出し続けること（つまり，吸い込ん

だ人にはその寿命の限り肺ガンのリスクになる），である。しかし，どちらも，線量的には全く心配する必要は

ない。 

(2) ストロンチウムは，実際のところ，1963 年に中止するまで米・英・ソ連が繰り返した核兵器の大気圏内実験

（仏は 74年，中国は 80年まで続けた）の負の遺産である（文献 8，10，36）。 

(3) プルトニウムは，沸点が3232℃と高いために蒸発しにくく，また比重も大きいために，遠くまで飛散すること

はない。その起源は，今の軽水炉では燃えるウラン235を４％程度に濃縮して使用しているが，残り96％程度

の燃えないウラン 238 が中性子捕獲とβ崩壊とによりプルトニウムに変換されていること（福島原発だけの話

ではなく一般論）である。なお，このプルトニウムも核分裂をするため，原発で発生する総電力の1/3はプルト

ニウムが稼いだものである。さらに３号機では，そのように生成されてしまうプルトニウムを平和利用するとの

国際公約に基づいてプルサーマルという使い方をしていた。プルサーマルとは，プルトニウムを初めから混

合したウラン燃料を通常の軽水炉の中で使用する運転方法であり，欧米では 1970 年頃から多くの実績があ

る。 

 

５）食品の規制値 

(1)  日本政府はＩＣＲＰの考え方に従っているため，規制値は厳しめである。事故初期の放射性ヨウ素につい

ては，甲状腺への実効線量を 50ｍＳｖ／年に抑えるべく，日本人の平均的な食べ方に即して各食品にベク

レル数を割り振っていた。セシウムに関しては，実効線量を5ｍＳｖ／年として各食品にベクレル数を割り振っ

ていた。いずれも，そればかり摂取し続けても健康上どうということはない値である（文献10, 28，36）。例えば，

規制値の500Bq／ｋｇが含まれている肉500ｇを365日食べ続けると1.46ｍＳｖになるのだが，誰がこんな食生

活をするだろうか？ この規制の前提条件は，食材の流通が広域化している日本だから全国が汚染され，さ

らに流出源（福島原発）での対応が進まずに毎年新鮮な放射性物質を出し続けるという，これまたあり得ない

仮定である（文献 28・pp125）。 

(2) 事故後日数がたち平常に戻ってきたとして，2012年４月からセシウムに関しては実効線量１ｍＳｖ/年に基

づく規制が始まっており，一般食品の上限は 100Ｂｑ／ｋｇになった。１ｍＳｖは国際的に用いられている制限

（今まで見てきたようにこれ自体問題）であるが，国際標準では 1000Ｂｑ／ｋｇである。この違いは，全ての食

品のうち汚染されているものの割合（汚染率）を高く見積もり，より一層国民の安全・安心を確保する観点だそ

うだ（読売新聞 2011.12.25）が，これに関しても「福島の人々に余計な不安を与え，風評被害を拡大し，消費

者の安心感だけを大事にした，バランスを欠いた判断」という批判がある。事実，厚労省から諮問を受けた文

科省放射線審議会は非現実的な仮定を置いているという意見もつけたが，緩すぎる基準を厳しくするように

求める権限はあるものの，その逆はないため，そのまま決定を見たという。（読売新聞 2012.2.17，2.23，4.7） 

(3) 私個人の考えを述べれば，安全確保は政府の大切な任務だが，安心は個人のとらえ方である。福島産

品への風評被害がまだ収まっていないのに，政府が必要以上の安心向上策を打ち出す必要はない。また，

身近な問題に対して安全と安心をごちゃ混ぜにする（危険でないのに不安視する）のは，日本人の悪い癖だ

と思う。逆に日本人は，国の安全保障やエネルギー確保のような大きな事柄に関しては，本当は脆弱だから

危険なのに心配しない，という能天気なところがあると思えてならない。 
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 ６． 福島とチェルノブイリとの事故様相の違い 

１）ＩＮＥＳ（国際原子力事故評価尺度）のレベル７ということで，福島は残念ながらチェルノブイリと肩を

並べてしまった。福島での放射性物質の漏洩量は政府発表ではチェルノブイリの１桁下，本当はもっと低い

と主張する研究者（文献 23・pp40，25・pp18）もあるが，表－５に両者を含めて世界各地の核災害の比較を

示す（文献 23・pp.41）。低くて当然という気がするが，その根拠を以下に整理しておく。 

表－５ 

 

 

２）福島事故 

(1)「想定外」という言い訳は許してもらえないが，「未曾有の津波，日本で一番古い原子炉の一つ，そ

の後の経験をふまえた日本での改良がないアメリカで設計されたままの炉」という運の悪さと，「長

時間におよぶ全電源喪失を考える必要はない」という政府・電力会社の油断との積重なりであった。

しかし，地震動によって原子炉に自動的に制御棒が挿入されて，核分裂反応は停止していた。津波に

よる電源と冷却機能の喪失はその約 50 分後，水素爆発による原子炉建屋（格納容器も？）の最初の

損傷は約25時間後であり，その間に燃料棒の残留熱も半減期の短い放射性物質も減衰を始めていた。 

(2) 損傷のために，設計が期待したとおりに「圧力容器＋格納容器」で放射性物質を完全に閉じ込め

ることはできなかったが，それでもかなりの量は封じ込めたはずである。 

 

３）チェルノブイリ事故（文献 1, 2, 6, 10, 16, 30, 34, 36）  

(1) 原子炉のタイプは，日本や欧米で主流の軽水炉ではなく，黒鉛減速軽水冷却沸騰圧力管型という旧ソ

連独特のものであり，しかも格納容器もなかった。このタイプの炉は，低出力時には自己制御性がなくなる

こともある（何らかの理由で出力が上がると，さらに核分裂反応が進んで暴走するという危険なフィードバッ

ク）。 

(2) 事故は，その低出力下（運転を停止する予定であった）で原子炉からの蒸気供給が止まった時に，タービ

ンの回転慣性で原子炉制御に必要な電力を取り出せるかを実験しようとした時に発生した。しかも，実験が
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できなくなるからと，各種安全装置も解除していた。事故は，原子炉の暴走とでも言うべき「反応度事故」で，

瞬時に定格出力（電気出力で 100万ＫＷ，熱出力としてはこの３倍程度）の 100倍ものエネルギーが発生し

てしまった。このため，燃料周辺の水が瞬間的に沸騰して高圧を生じ，炉構造や原子炉建屋を破壊した。ま

た，燃料のウランや核分裂生成物も飛び散った。 

(3) 高熱のために，周辺の黒鉛減速材（純粋な炭素である）が大火災を起こし，これによる上昇気流で核分裂

生成物が上空に巻き上げられて，一層広範囲に飛散した。火災はほぼ 11日間続いた。あれば，少しは役立

ったかもしれない格納容器もなかった。 
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年４月。・・・広島の爆心近傍生存者がどこでどうしていたか，核攻撃の際なにが起きるのか，被害軽減に

は何をすべきか，などを淡々と。著者は広島大原爆放射線医科学研究所の経験が長い。 

4) 榎本聰明 （元・東京電力㈱原子力担当副社長） 「原子力発電がよくわかる本」，オーム社，2009 年３

月。・・・元東電の技術トップが，ある意味，胸を張ってわかりやすく原子力技術を解説。 

5) 石川迪夫 （北海道大学名誉教授，日本原子力技術協会最高顧問） 「原子炉解体～廃炉への道」，講談

社，2011年４月（初版は 1993.4）。・・・原電東海第 1の廃炉に伴う技術開発や経験など。 

6）石川迪夫「原子炉の暴走 ～臨界事故で何がおきたか」， 日刊工業新聞社，2011年４月（第 2版）。・・・軽

水炉における反応度事故（暴走）を防ぐための研究や確立された技術，チェルノブイリの事故メカニズムの

推定など。 

7) 古川和男(元東海大学教授) 「原発安全革命」，文春新書 806，2011年５月。・・・従来の大型軽水炉とは異

なる，トリウム溶融塩炉の提案。安全性高く小型化可能だから，消費地近くに立地できる。アメリカで実機実

験も成功しているが，軽水炉が主流になったのはプルトニウムの軍事的ニーズがあったから，と。 

8） 安斎郁郎（立命館大学名誉教授） 「からだのなかの放射能 ～正しく知ろう放射能汚染と健康被害」，合

同出版，2011年７月。・・・分類的にはやや「Ｄ」に入る。放射線については詳しい。 

9） 野口邦和（日本大学専任講師）監修 「原発・放射能図解データ」， 大月書店，2011年８月。・・・ややDグ

ループ的なニュアンスの図表集。 

10）Newton別冊 「きちんと知りたい／原発のしくみと放射能」， ニュートンプレス， 2011年８月 

11) 吉岡斉（九州大学教授） 「新版・原子力の社会史～その日本的展開」，朝日新聞出版，2011 年 11

月。・・・Dグループ的なニュアンスで福島事故も踏まえて，日本の原子力政策・開発の歴史をふり返る。 

12) 山田克哉 「放射性物質の正体」，PHPサイエンス・ワールド新書，2012年2月。・・・ロサンゼルス・ピアー

ス大学理論物理学教授による，淡々とした解説。わかりやすい。被曝量に関する議論は，自分の専門外と

して避けている。 

 

Ｂ 原子力発電に関して好意的な文献（他のエネルギー源と冷静に比較した上で，安全性・経済性・環

境に与える負荷などから（当面は）原子力に頼らざるを得ないという論調） 

13) 豊田有恒（評論家） 「日本の原発技術が世界を変える」，祥伝社新書 225，2010年 12月・・・温暖化防止

のためには原発を使わざるを得ない，日本の軽水炉技術は世界に誇れる，と主張。運悪く直後に福島事
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故が発生したが，それでもトルコやベトナムは日本製原発導入方針を変えていないから，論は正しいか。 

14) 「脱原発で大丈夫？」，正論2011年８月号，産経新聞社。・・・自衛隊・原発を正しく評価している雑誌の臨

時増刊号。脱原発に傾いた右翼系の人の意見，原発が立地する自治体首長の意見などもあり。 

15）山名元（京都大学教授）ほか 「それでも日本は原発を止められない」，産経新聞社，2011年 10月。・・・京

大原子力工学の山名教授と中野准教授（この人は人社系で経産省勤務を経て京大へ。専門は経済ナショ

ナリズム），安全保障専門家の森本敏・拓殖大教授の３人による対話。帯に「日本にトドメを刺すエネルギ

ーボケの国民世論。夢物語で日本は沈没する。代替エネルギーなき現実を直視せよ」とあり。 

16) 田原総一郎（ジャーナリスト） 「日本人は原発とどうつきあうべきか」 PHP 研究所，2012 年１

月・・・昔から原発問題の取材を続けてきた著者が今回，賛成/反対のさまざま人との対談を重ねつつ思

考を深め，放射線問題があっても原発に頼らざるを得ない・脱原発は無責任と結論。 

17）藤沢数希（外資系投資銀行のリスク分析家）「反原発の不都合な真実」，新潮社文庫 457，2012 年２

月。・・・原発を廃止して火力に頼ると，CO2の排出増はさておき年間あたり大気汚染による追加死者3000

人，燃料費４兆円，と統計データに基づき算出。軽水炉の基礎的説明もある。 

18）池田信夫（上武大学教授） 「原発危険神話の崩壊」，PHP 新書 783，2012 年２月。・・・原発の深刻

事故はないという安全神話が壊れたが，一度事故を起こすと周辺公衆の死者何万人という危険神話も壊

れた。原発は統計的にはいちばん安全，環境に配慮した発電方法だ，再生可能エネルギーは補助金が

ないとやっていけない。など。論調は極めて明快，歯切れ良し。発送電分離についても考察。 

19) 一本松幹雄（評論家） 「国を滅ぼす反原発ヒステリー ～世界から見た日本の錯誤」，エネルギーフォー

ラム新書009，2012年２月・・・関西電力や海外（ＩＡＥＡなど）での勤務経験があり，日本がどのように豊かに

なってきたかを知り，それに貢献してきた自負もある人の，小気味よい評論。 

 

Ｃ 低線量被曝はそう恐れる必要なしという文献 

20) 近藤宗平（大阪大学名誉教授） 「人は放射線になぜ弱いか ～少しの放射線は心配無用」 講談社ブル

ーバックス No.1238，1998年 12月。・・・放射線リスクにはしきい値が存在するという遺伝学的・生理学的な

検証を丁寧にしている。京大学生時代に被曝後の広島で活動した経験から，核物理学から遺伝学・基礎

医学に転じて放射線と健康の関係を研究し，低線量被曝が危険でないことや放射線ホルミシスの存在を

結論とした。 

21) 高田純 「世界の放射線被爆地調査」，講談社ブルーバックス 1359，2002年１月。・・・放射線被曝の基礎

的知識，シベリアやチェルノブイリ，ビキニ環礁のその後の訪問調査の結果など。３）と同一の人。 

22) 青山喬（滋賀医科大学名誉教授） 「日本人はなぜ原子力に不安を抱くのか ～日本人の心とリスク」，医

療科学社，2007年９月。・・・日本人の深層にある縄文文化的名残りが（自然に抱かれていることを心地好

く感じる・・・これ自体は尊いが），確率で表現されるリスクを受け入れ難くしている，と。 

23）高田純 「福島～嘘と真実／東日本放射線衛生調査からの報告」，医療科学社，2011 年７月・・・本文中で

引用。帯に，「誤った政府介入による住民と家畜の被害が甚大。福島の核放射線は心配なく健康被害な

し」とあり。 

24) 浦島充佳（東京慈恵会医科大学准教授） 「放射能汚染ほんとうの影響を考える ～フクシマとチェルノブ

イリから何を学ぶか」，化学同人，2011年７月・・・本文中で引用。著者は慈恵医大で骨髄移植を中心にし

た小児ガン医療にずっと従事。分子疫学研究室長として研究も。帯に，「不必要に心配して大事なものを

見失ってしまう。私は，あえてこの現象を原発事故の罠と呼ぶことにする」とあり。 

25) 加藤直哉（健康増進クリニック副院長） 「放射線心身症？ ～福島原発放射線より日常にあるは

るかに恐ろしいもの」，医療科学社，2011年 10月。・・・本文中で引用。本書でいう「はるかに恐ろしい

もの」とは，肥満，喫煙，運動と野菜の不足，食品添加物である。放射線ホルミシスについても詳しい。茨

城県在住の小児科専門医で，西洋・東洋医学の統合化を目指した医療活動を展開。ボランティアとして

福島県でも活動。 

26) ウェード・アリソン（オックス・フォード大学名誉教授）著，峯村利哉訳 「放射能と理性～なぜ 100ｍＳｖなの

か」 徳間書店，2011年７月。・・・本文中で引用。 

27) 中川恵一（東大医学部病院放射線科准教授）「放射線医が語る被ばくと発がんの真実」，ベスト新書，

2012 年１月。 ･･･本文中で引用。著者は同科のチームとともに福島県飯舘村を定期的に訪れて，住民相
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談にのりながらアドバイスをしたり，行政への提案なども行っている。 

28) 森谷正規（技術・産業評論家）「１ミリシーベルトの呪縛 ～放射線は怖いという空気を吹き飛ば

そう！」，エネルギーフォーラム新書 008，2012年２月。・・・本文中で引用。なお「空気」とは，山本七平氏

の有名な著作「空気の研究」で明示された日本人の思考様式の悪癖で，皆が一つの方向に雰囲気的に流

されていくと，それはおかしいと考えている人の理性的な声に耳を傾けることなく，突き進んでしまうことを

言う。これによって，70年以上前に日本はナチスドイツを選び，国力が２桁違うアメリカに対して戦争をする，

という決断をした。文献18の第4章も「空気の支配」として，能天気な脱原発論に与しているマスコミを批判

している。 

 

Ｄ 原子力発電に関して否定的で低線量被曝も許容できないという文献（このグループの本は往々にし

て具体的なデータを示さずに断定するか，悪い方向の可能性ばかり強調するので，多くを読む気にな

らない） 

29) 「日本の原発 ～あなたの隣にあるリスク」，新潮 45別冊，2011年４月。・・・３月の事故直後に緊急出版さ

れた「日本列島全原発総覧」。各原発について批判的論調で現況の説明をしている。周辺の半径 80km

までにどのような市町村と人口数が入るか，という地図付きで。 

30) 和田長久，原水爆禁止日本国民会議編 「原子力・核問題ハンドブック」，七つ森書館，2011 年８月。・・・

論調には賛成できないが，軍事・民間にわたる核技術の現況，歴史がコンパクトにまとめらている。 

31) 小出裕章 （京都大学助教）「原発のウソ」，扶桑社新書 094，2011年６月。 ・・・本文中で引用。著者は京

大原子炉実験所に就職したが反原発に転じ，今や高名。「不屈の研究者」というタイトルが，彼が事故後に

量産している本の帯に書かれている。 

32) 石橋克彦（神戸大学名誉教授）編著 「原発を終わらせる」，岩波新書No.1315，2011年７月。石橋

氏は福島第 1 の改良に貞観津波級も考えよと主張した地震学者で，意見が採用されなくて原子力安全委

員会耐震指針検討部会委員を辞めた。他にも，それぞれの専門家が圧力容器鋼材の中性子放射劣化に

よる危険性などを説明。もし，反原発派の本を読みたいのなら，これがまとも。事故後の炉の状態の悲観的

予想など今となれば合っていないところもあるが，それは仕方ない。 

 

Ｅ 福島原子力発電所事故を分析した本 

33) 桜井淳（技術評論家） 「新版・原発のどこが危険か」，朝日新聞出版，2011 年４月。・・・圧力容器鋼材の

中性子放射劣化，加圧水型炉の蒸気発生器細管など。 

34) 高橋啓三（元・国際原子力機関の緊急時対応レビュアー）ほか 「福島第一原発事故・衝撃の真実」，ぜん

にち出版，２０１１年６月。・・・最初の 1 週間の状況を分析。一般に言われているのとは異なって現場責任

者の指揮は良くなかった，チェルノブイリとは事故の深刻さが異なる，と。 

35 ) 桜井淳 「福島第一原発事故を検証する」 日本評論社，2011年７月 

36) 澤田哲生（東京工業大学助教）監修 「徹底図解福島原発の真実」 双葉社スーパームック，2011年

10月。・・・ビビッドなカラー版の雑誌で手軽に読め，チェルノブイリとの比較，食品汚染など情報も多い。 

37) 村田厚生（岡山大学教授） 「福島第一原発事故・検証と提言～ヒューマンエラーの視点から」，新曜社，

2011年 11月。 

38) 福島原発事故独立検証委員会 「福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書』，2012年3月。・・・

民間事故調と言われたグループの成果。政府関係者のヒアリング，公開されているデータなどに基づき検

証。東電関係者はヒアリング拒否。政府・国会が設置した２つの委員会に先立って取りまとめが終了。 

 
 

以上 

 


