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口大震災復興特集/特別論考 :3年目の課題と計画展望口

放射能汚染への向き合い方

ーどこまでの被曝をガマンするか一

Life Coping with Radioactive Contamination 

今中哲二*

Tetsuji IMANAKA 

1 はじめに

3年前に福島第 1原発事故が起きるまで，私は 20年

以上にわたってチェルノブイリ事故のことを調べてき

た。福島原発事故が起きてマスコミは『安全神話が崩壊

した!jと書き立てたが. rえっ，みなさんは原発が安

全だと，思っていたの!jというのが私の驚きであった。

私にとって原発安全神話が完全に消え去ったのは 1979

年の米国スリーマイル島原発事故のときだ、った。この事

故を契機に. r原発で大事故が起こりうる』ことを私は

確信しそれが現実になったのが7年後の 1986年に起

きたチェルノブイリ原発事故であった。以来，チェルノ

ブイリがどのような事故であり，どのような放射能汚染

や被害が生じているかを調べることが，私の仕事のひと

つになった。 20年以上のチェルノブイリ事故調査を通

して，原発事故というものについて私が学んだ最も大き

なことは次の 2つであった。

①原発で大事故がおきると周辺の人々が突然に家を追わ

れ，村や町がなくなり地域社会が丸ごと消滅する

②原子力の専門家として私に解明できることは，事故被

害全体のほんのー側面に過ぎず，解明できないことの

方が圧倒的に大きい

福島原発事故の前までの私は. r日本にもたくさんの

原発があるから，下手をすればチェルノブイリのような

ことが起きますよ』と皆さんに警告していればよかっ

た。しかしチェルノブイリのようなことが福島第 1原

発で現実に起きてしまい，福島県はもちろん，東京を含

めた本州北半分の太平洋側が“無視できないレベルの放

射能汚染"を受けてしまった。放射能汚染の主役が半減

期30年のセシウム 137であることを考えると，私たち

はこれから 50年. 100年にわたって放射能汚染と付き

合わざるを得ない。私はこの 3年間，飯舘村をはじめと

して，日本各地の放射能汚染を調べてきたが，一般の方々

に汚染や被曝について報告しながら，自分自身にこれま

でとは違った役割が出てきたことを感じている。

避難を余儀なくされた方々はもちろん，福島事故をき

っかけに日本中の普通の人々が，突然にベクレル，シー

ベルトでものごとを判断しなければならない世界に巻き

込まれてしまった。そして nooミリシーベルトまで

健康に影響はありません』という当局サイドの楽観的見

解から. rチェルノブイリの汚染地域で健康な子どもは

1割もいません』といった悲観的'情報が飛び、交っている。

放射能汚染に囲まれながらこれから長く暮らして行かざ

るを得ない人々にとって“どの情報が頼りになるの"と

いうのが正直な気持ちであろう。

チェルノブイリの被災者たちは事故によって時代が引

き裂かれたという。“チェルノブイリ前"と“チェルノ

ブイリ後"とに。日本の私たちも“福島後"になってし

まった。この時代を生きて行くには，私としては. (情

けない話であるが)みんながベクレルとシーベルトを理

解して単位になじみ，さらに被曝リスクについて勉強し

さまざまな情報の根拠を自分でチェックしそれぞれの

人がどこまでの被曝をガマンするのか自分で判断できる

ようになるしかないだろうと考えている。

2 被曝の発ガンリスクは被曝量に比例する

一度に大量の放射線を全身に浴びると人は死んでしま

う。 4シーベルトという被曝を受けると半分の人が亡く

なると言われている。このように大量の被曝による大量

の細胞死にともなって直に現れる症状は“急性放射線障

害"と呼ばれて，ある量(しきい値)以下の被曝では現

れない。 3年前，当時の校野官房長官が繰り返したよう

に，福島原発周辺住民の被曝が『すぐには健康に影響あ

りません』というレベルであったことには私も合意する。

問題は，被曝によって細胞が受けた傷が後々になってガ

ン・白血病として現れる晩発的影響である。

晩発的影響については，被曝量が小さくてもそれなり

の被曝リスク(発生率の増加)があると考えるのが，放

射線被曝の影響を考えるときの基本である(しきい値な

し直線説:Linear Non-Threshold. LNT説)。放射線影
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響国連科学委員会 (UNSCEAR). 放射線の生物影響米

国科学アカデミー委員会 (BEIR). 国際放射線防護委員

会 (ICRP) も括弧付きながらこの立場をとっている。

ところが，福島原発事故が起きた後， 日本の権威スジ

の先生方は nooミリシーベルト以下で健康影響は認め

られていませんJとマスコミでしばしば繰り返した。“認

められていません"は“ありません"という意味ではな

いが. nooミリシーベルトまで健康影響はないj と拡

大解釈されて宣伝された(しきい値説)。権威スジの先

生方の頭にあるのは，広島・長崎被爆生存者の疫学追跡、

データである 1)。このデータを，横軸を被曝量，縦軸を

ガン死率にしてプロットすると. 0ミリシーベルトの被

曝グループから 2000ミリシーベルトの被爆グループま

で， “直線的に "ガン死率が増えている。つまり，ガン

死リスクは被曝量に比例することを示している。ただ，

100ミリシーベルト以下のデータだけをよく眺めると，

ガン死率の増加傾向がはっきりしない。このことが，“100

ミリシーベルト以下での被曝影響は観察されていない"

という見解の根拠である。

しかし原爆放射線量問題を仕事の一つにしてきた私

から言わせると，広島・長崎データはもともと大きな被

曝を受けた近距離被爆者集団に着目した追跡調査であ

り. 100ミリシーベルト以下の被曝，つまり原爆投下時

に爆心から 2km以遠にいた人々の被曝リスクついて細

かい議論ができるようなデータではない。最近. 100ミ

リシーベルト以下の被曝に直接関連する原子力産業労働

者や医療被曝者の疫学追跡データが次々に報告されてい

る。図 1は，昨年発表された論文で. CT検査を受けた

オーストライリアの青少年 68万人を追跡調査した結果

である 2)0 CT検査の数とともにガン発生率がきれいに

上昇している。 CT検査 1回当たりの被曝量は 4.5ミリ

シーベルトで，平均 9.5年の観察期間中に CT検査 1回

当たり 16%のガン増加が観察されている。

3 1ミリシーベルトの被曝リスクはどれくらいか

被曝にともなって後々ガン・白血病がどれくらい増え
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図1 オーストラリア青少年68万人のCT検査後の追跡調査結果
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るかを示すのが“ガン(死)リスク係数"である。リス

ク係数については，さまざまな団体，研究者が見積もり

を行っている。私たちが翻訳したゴフマン博士の値に従

うと. 1ミリシーベルトの被曝を受けた場合に後々にそ

れが原因でフゲン死する確率は 0.04%.つまり 1万分の 4

である 310 ICRPの値では 0.005%. 10万分の 5となる。

リスク係数の見積もりには大きな不確かさをともなって

いるので，ここでは. 1ミリシーベルトの被曝があった

ときのガン死リスは 10万分の 5から 1万分の 4の間に

あるとして考えてみよう。日本人は現在，半分の人がガ

ンになって. 3分の 1がガンで死ぬと言われている。 1

ミリシーベルトという被爆量は，放射線取り扱い作業を

してきた私の感覚で言えば“結構な被曝"であるが，そ

のリスクを個人で考えるなら，もともと 33%のガン死

確率がゴフマンの値に従って 33.04%に増えたところで，

f気に しなくていいよ』と言えるだろう 。

次に，たくさんの人が1ミリシーベルトの被曝を受け

た場合を考えてみよう 。たとえば原発事故で福島県民

200万人の受けた被曝量が平均 1ミリシーベルトだ、った

としたら，将来のガン死数は 100件から 800件となる。

一方. 2012年の福島県での交通事故による死者数は 89

人である。交通事故と被曝とを比較するのは不見識と言

われるかもしれないが，私はリスクを示す数字としてそ

れなりに比較できると考えている。 1ミリシーベルトの

被曝リスクは，個人レベルでは神経質になるほどではな

いものの，交通事故死と同じように，集団としては無視

できない。 1ミリシーベルトの被曝は社会全体としては

無視してならないレベルであると言っていいだろう。

ここで. ICRPの“括弧付き LNT説"の意味を説明し

ておこう。ご承知のように日本の放射線防護に関する法

令は ICRP勧告に基づいており，一般公衆に対する線量

限度は年間 1ミリシーベルトと決められている。 ICRP

は最近の 2007年勧告で以下のように述べている。 f約

100ミリシーベルトを下回る低線量域では，がん又は遺

伝性の影響の発生率が等価線量の増加に比例して増加す

るであろうと仮定するのが科学的にもっともらしい， と

いう見解を支持する。しかし. 低線量における健康影

響が不確実である ことから，非常に長期間にわたり多数

の人が受けたごく小さい線量に関係するかも知れないが

ん又は遺伝性疾患について仮想的な症例数を計算するこ

とは適切で、ないJ。

つまり. ICRPとしては.LNT説を認めるものの“低

線量被曝でのリスクの値は不確かなので. 1ミリ シーベ

ルトの被爆リスクを数字にして議論する ようなことは慎

め"というものである。しかしその昔，一般公衆に対し

年間 5ミリシーベルトという線量限度を勧告していた頃



の1977年ICRP勧告は次のように述べている。『一般公

衆の構成員に関する確率的現象についてのリスクの容認

できるレベルは....公共輸送機関の利用に伴うリスク

である 0・・・ この根拠から，年当り 10-6~ 10-5の範囲の

リスクは，公衆の個々の構成員のだれにとっても多分容

認できるだろう』。

当時の ICRPの認識は，被曝基準を守っていれば公衆

にもたらされるリスクは電車やパスの利用にともなう程

度で問題ないというというものであった。この 30年間

に蓄積された知見で明らかになったことは，被爆にとも

なう発ガンリスクが以前に考えられていたものよりず、っ

と大きいということだ、った。 1ミリシーベルトの被曝リ

スクを数字にすると，社会的には無視できない大きさと

なるため，不確かさを持ち出して問題をはぐらかそうと

いうのが現在の ICRPの姿勢である。

4 “リスコミ"と“スリコミ"

福島原発周辺の避難地域では現在，急ピッチで除染作

業が実施され，環境省，福島県，自治体が一体となっ

て近い将来の帰村に向けて動いている。そうした中で，

住民を対象にいろいろな形で“リスクコミュニケーショ

ン"(通称リスコミ)が実施されている。とある場所で

お役人から『今中先生のように低線量被爆のガン死数を

数字で表すと，人々が不安になりリスコミの妨げになる』

と言われてしまった。そこで， リスコミとは何かを調べ

てみると，専門家によると次のようなことらしい4)0 r多
くの個人や関係団体，機関が， リスクについての疑問や

意見を述べ，リスクに関する情報を交換しともに意志

決定に参加することである。また，意見や情報の交換に

とどまらず，ステイクホルダーと言われる利害関係者が

おEいに働きかけ，影響を及ぼし合いながら，建設的に

継続されるやりとりである』

これを読んで、気がついたのは，リスコミの妨げになる

どころか，この 3年間，飯舘村や福島で放射能汚染の調

査をしながら私がやってきたことは，リスコミそのもの

ではないかということで、あった。放射能汚染調査の結果

とその意味を地元の人に説明し『まずベクレルやシー

ベルトの意味を理解し数値になじんで下さい。そして

被爆の影響について勉強しどこまでの被曝をガマンす

るか，つまり受け入れるのか自分で判断できるようにな

って下さい。専門家の一人としてみなさんが判断するた

めの知識や知恵は提供できますが，みなさんに替わって

判断することはできません』と私は言い続けてきた。

リスコミと称して行政がやっていることは，さまざま

な立場の人々のフランクな意見交換というより， r年間

20ミリシーベルト以下なら安心して生活できます1r被
曝より野菜不足の食生活の方が心配です』といったこと

の押しつけのようで，“リスコミ"というより“スリコミ"

といっていいだろう 5)。

5 どこまでガマンするのか

“被曝はできるだけしない方がいし、"という原則を考

えるなら，結局の問題は，“私たちはどこまでの被曝を

ガマンするのか，ガマンさせられるのか"ということに

なる。原発事故を引き起こした責任は東電と国にあり，

『原発事故由来の汚染は 1ベクレルでも，被曝は 1マイ

クロシーベルトでもいやだ』という権利は私たちにはあ

るが， 日本のかなりの部分が汚染されてしまった現実の

問題としてはどこかで折り合いを付けざるを得ない。ど

こで折り合いを付けるかは，それぞれの人の家族環境，

職業，さらには価値観によって変わってくるであろう。

私は，ガマンを考える出発点は『年間 1ミリシーベル

ト』と言っている。この値は，現行法令での一般公衆対

する線量限度であるし，自然放射線による日本での平均

的な年関被曝量でもある。自然放射線の強さは場所によ

って違っており，その違いは年間 0.2~ 0.3ミリシーベ

ルトになる。自然放射線の強さを考えながら住むところ

を選ぶ方はまずいないので，私個人としては，福島由来

の放射能汚染にともなう追加の被曝が年間 0.2~ 0.3ミ

リシーベルト以下であれば“神経質になっても仕方がな

いレベルでしょう"と言うことにしている。国が帰還の

上限としている『年間 20ミリシーベルト』は，私のよ

うな放射線取り扱い作業者の職業上の線量限度でありそ

の値を一般公衆に当てはめるのは明らかに大きすぎる。

私の役割は結局，年間 0.2ミリシーベルトから 20ミリ

シーベルトの聞のどこかでみなさんが折り合いを付けな

がらやってゆくための知識と知恵を提供することだろう

と思っている。
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Summery: Considering the scale of the radioactive contamination by the Fukushima NPP accident， Japanese people have to live with 

the contamination for a long time. So， we all have to learn仕lemeanings of Becquerel and Sievert， and have to decide by ourselves 

the extent of radiation exposure we紅 eready to accept. Basic concepts are presented to cope with the radioactive contamination. 
Key Words: 1) Fukushima Daiichi NPP Accident， 2) Radioactive Contamination， 3) Radiation Exposure， 4) Becquerel. 5) Sievert 
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