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「しあわせになるための『福島差別』論」

• 政府・復興庁の「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」とい
うデマ宣伝に科学者や文化人その他の知識人が積極的に下から
呼応して協力するものである。

• 政府や学術会議報告と一致して、「福島原発事故による人的被害
は一切ない、年間20ミリシーベルト以下の汚染地に子どもを含めて
帰還しても安全である」とするものである。

• 被害者を犠牲にして、「加害者がしあわせになるための『福島差別』
論」と題名を変えたほうがいいと思います。

• 科学ではなく、幸せという感覚が判断基準



本書の著者共通の間違いとして以下の４点
が指摘できる。

１．「福島原発による被曝被害」を「福島県差別」と歪曲している
２．「人的被ばく被害は全くない」という現実に反するデマ宣伝をしている。

2-1．人工の放射性物質と天然の放射性物質カリウム40とを意図的に
混同、同一視をして、放射性物質の体内蓄積効果の危険性を無視

2-2 遺伝的影響はないという偽り
2-3 外部被曝が無視できるほど小さいという偽り

３．内部被曝をほとんど無視できるという誤った認識と誤った評価方法
3-1 食品の基準値 3-2 内部被曝の機構 3-3 内部被曝とペトカウ効果

４．本書は、ガラスバッジによる個人線量の１/7の過小評価を演出し、それによっ
て、住民に実質100mSv/年を超える高い被曝を強要する危険極まりないものである。
(２０ｍSv ｘ７＝１４０ｍSv/年)



１．「福島原発被ばく被害」を「福島県差別」として
いる

• 「風評被害」というが、現実の被害の実態がなければ広まらない。

• 脳、神経系は放射線に脆弱である。心理的作用も放射線被曝が原
因の可能性が高い。福島原発事故後、アルツハイマー病など脳、
神経系・感覚系の病気が増加。



Google トレンド
膀胱炎、口内炎、動悸、生理不順が２０１１．３．１１より増加 in 東京
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鼻血

●鼻血

鼻血に関しては、311の直後に、3月以降、明
らかに増えています。関連キーワードを見る
と、子どもが鼻血を出していて、ちょっと異常
なので、何かの病気ではないかとGoogleで
親が検索している様子が目に浮かびます。

http://lh6.ggpht.com/-2BFc4zkV3io/UpOTfB56iwI/AAAAAAAAAn8/h7v0DoRICjU/s1600-h/image_thumb155[2].png
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アルツハイマー病死



差別といじめ 清水修二

• [福島県民、あるいは原発事故の時に福島県に居住していた人たち
の身に、いま容易ならざる災厄が降りかかっています。それは「福
島県民である（あった）ことを知られないようにして生きたい」と語る
人がいる事実に、象徴的に表されています。]

• 題名の「福島差別」とは「福島原発事故被害」のことでなくて、

「県民」の差別であるという。

・「被ばくによる健康被害がない」としてしまったので、被曝被害の範囲

を決めることができない。被害は「福島県差別」の風評被害だけとする

以外にない。確かに「福島差別」はデマである。



周産期死亡率
強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）で福島原発事故から10ヵ月経った2012年1
月に周産期死産率が15.6％増加した。オッズ比1.156（1.061，1.259）



周産期死亡率

周産期死亡（妊娠22週から生後1週までの死亡）率が、放射線被曝が
強い福島とその近隣5県（岩手・宮城・茨城・栃木・群馬）で2011年3
月の事故から10か月後より、急に15.6%（3年間で165人）も増加し、
被曝が中間的な強さの千葉・東京・埼玉でも6.8%（153人）増加、こ
れらの地域を除く全国では増加していなかった。（Sherb H.,K.Mori a
nd K.Hayashi)

事故後10ヶ月後に障害が現れたことは、その原因は主に卵子・精子、
他に胚細胞や胎児に障害を与えたものと考えられる。

被曝被害は関東・東北に及ぶ。福島県だけでない。



「どっちの味方なのか」 清水修二

• [今度は帰る・帰らないの選択をめぐる対立です。帰りたい人が帰れるよ
うにすることについては大方の人は肯定的ですが、帰りたくない人への
支援をどうやって、どこまで続けるか激しい議論を呼んでいます。そこに
いわゆる自主避難者の問題が加わり、事態はいっそう複雑化していると
もいえます。]

• [お前はどっちの味方だ」と問う人があるかもしれません。これに対し、私
たちは「どちらの味方でもない」とは言いません。そのような問い方その
ものを、私たちは是としないのです。]

• 清水氏は政府・東電に対する加害者責任を追及しない。

• 避難者・被災者の救済・支援を主張しない。「どっちの味方なのか」



第1章 福島原発事故はどんな被害をもたら
したか 清水修二

• [放射性セシウムは体内に取り込まれると全身に分布しますし、同じ原子
核からは二度と放射線は出ませんので、一つの体細胞が繰り返し放射線
を被曝するわけではありません。さらに人の体内には数千ベクレルの放射
能がいつも存在することを知っている人と知らない人では、想像される被害
の光景が随分違うでしょう。]
• [ バナナは1キログラム当たり130ベクレル、乾燥ワカメだと1500ベクレルく
らいの放射能（カリウム40）を含んでいる。]

カリウム40と比較する。セシウムの臓器への「親和性」の無視。
生体が放射線被ばくしたときに、放射線によって影響を受けやすく、防護上
特に注意を要する臓器を「親和性臓器」または「決定臓器」という。
1ベクレル、１懐変（野口氏） ２度と放射線は出ないは間違い。



清水修二氏の言葉

• たしかに事故の加害者責任を追及し、医療費の負担などを政府
や地方自治体に求めるのは患者の立場に立った行動です。しかし、
そのような主張が患者の親御さんたちを心理的にかえって追い詰
め、苦しめることになるということに気付いている人がどれだけいる
か大変疑問です。

• 清水氏は、親御さんに、医療費の公的負担が当然補償されるべき
社会的な権利であること、これは1人その子供だけのことではなく、
現在及び将来の人々が幸せに生きるための社会的な権利の確立
のための正義の行動であることを話すべきである。



清水修二氏の言葉

• [福島原発事故に関連して反原発リベラル陣営が一部で激しい反感を
買っている最大の理由は「脱原発のために福島の被害は大きくなければ
ならない」と彼らが考えているように見えることです。被ばくの影響を楽観
視する国連の報告書などをことさら敵視する人々の言動は、福島県民の
目には「我々が不幸になることを望んでいる」かのように映るのです。]

• 永年、世界保健機関WHOで活動してきたフィンランド大学のキース・ベ
ーヴァ―ストック（Keith Baverstock）氏は「福島原発事故に関する『UNSCE
AR2013年報告書』に対する批判的検証」（岩波書店『科学』Nov.2014.vol.
8 4.No.11）において「報告書は科学的に公平なものとは到底言えず、さら
には真の意味で科学的でさえない」と結論している。



フィンランド大学のキース・ベーヴァ―ストック（Keith Baverstoc
k）氏は「福島原発事故に関する『UNSCEAR2013年報告書』に
対する批判的検証」（岩波書店『科学』

• 同氏は「3月25日、筆者は、文部科学省のサイトに掲載された飯館
地域の地表沈着量の報告を見て要点をまとめている。その中で筆
者は、ヨウ素131の数値が、チェルノブイリ後のベラルーシでの最大
沈着量の3～5倍に達しており、セシウム137の数値がチェルノブイリ
の0.5～1倍になっている」ことに注目している。



清水修二氏の言葉

• [P31 「放射能を拡散させるな」という主張は、裏を返せば「放射能
は（福島に）封じ込めろ」という主張です。「東京電力の敷地に」とい
っても福島県内であることに違いはありませんから同じことです。封
じ込められる側にいる側にいる者の立場で見ればこれほどひどい
地域差別はない。]

• 「放射能を拡散させるな」は放射能に限らず、危険物を閉じ込めて
隔離することが公害問題の一般原則なのである。避難と封じ込めで
放射性物質と人間を切り離すべきである。。

• エントロピーを増大させない。



清水修二氏の言葉

• [ 現場の汚染水のトリチウムを海洋放出で希釈処理するのは十分
に安全なのか。これらを冷静に測定し、調査し、検証するしか手は
ありません。政府・行政がそういう方法で住民や事業者を説得しよう
とするのを、「放射能を拡散させるな」という大雑把なスローガンで
拒絶するのは、問題をいたずらにこじらせ人々の対立をあおるばか
りだと思います。 ]

• 清水氏はトリチウムの危険性について科学的な知識が全くないよう
である。



玄海原発による白血病死亡率の増加

 



２．「人的被ばく被害は全くない」

という現実に反するデマ宣伝を

している。



ある東京在住反原発派の7年
池田香代子

• 広島長崎で犠牲になられた方々を研究させていただいて得られた

貴重な知見、つまりがんの原因になるには今回の被曝量は圧倒的に

少ないこと、広島長崎でさえ遺伝の影響は未だ確認されないのに、

ましてや福島の線量は遺伝的影響にはまるで問題にならないことが、

もっと知られるべきだと思います。

• 全て間違い



「である」論を侵襲する「べき」観―放射線被
曝をめぐる混乱の源泉―一之瀬正樹
• [P38 福島での放射性物質拡散については、不幸中の幸いという
べきか、今では健康に影響するほどの量ではなかったことが事実と
して、つまり「である」として決着しています。多くの方々の現地での
真摯な調査のおかげです。福島に住み続けることで受けるであろう
被曝線量は、外部被曝・内部被曝両方において、健康影響が出る
量ではありません。…他地域の産物よりも安全なくらいです。]

• 一之瀬氏は全て安全と保証するがその根拠は「現地の真摯な調
査」というだけでその内容がない。先に述べたように周産期死亡率
は統計的に有意に増加し、被害の存在を証明している。

• 2018年3月7日のNHKによると飯館村では５０Bq/kg以下を食べてい
る。被曝で大きな影響が出る量である。



２－１．人工の放射性物質と天然の放射性物質

カリウム40とを意図的に混同、同一視をして、放

射性物質の体内蓄積効果の危険性を無視して

いる。



第2章 善意と偏見

• [（１）事態を侮らず、過度に恐れず、理性的に向き合う 安斎育郎

• 自然放射線被曝の時間的・地域的変動の範囲内に収まる程度の
汚染実態であれば過度に心配する必要はないとも考えています。
…例えば、食品中には天然の放射性物質カリウム40が数十～数
百Bq/kg含まれており、そうした食材の摂取を通じて誰でも年間180
μSvの内部被曝を受けていますし、食品中の他の自然放射性物質
による内部被曝も約800μSv/年あります。…内部被曝の合計は162
0μSv/年ほどです。 ] カリウム40との比較は誤り

• １ｍSv=77000Bq   …セシウム137の経口摂取 12000～15000Bq蓄
積

• １ｍSvは100Bq/kgの食品を770kg食べることになる（復興庁）。



落合栄一郎著、『放射能は人類を滅ぼす』

• ここで大切なことは体内に取り込まれた放射性核種
の排出の困難さである。決して生物学的半減期と呼
ばれるように指数関数的な減衰とはならないことで
ある。血流に乗って体内をめぐるうちに、ある臓器に
滞留したり、体内の化合物に結合したりして排出が
遅くなる。こうして臓器に蓄積するのである。

• まして、放射性微粒子となれば半永久的に蓄積され
る。それゆえ、1日1ベクレル摂取でも危険である。



セシウム137の多くの組織への取り込みによる症候群

セシウム137の臓器別分布ー心臓や脳にも



チェルノブイリ膀胱炎

汚染区域 土壌汚染レベル(Bq/m2) 患者数 異形細胞(%) 上皮癌(%) 尿のCs137量(Bq/l))

高い地区 111万〜18.5万 73              97              64                    6.47

中間的地区 18.5万〜1.85万 58               83              59                   1.23

低い地区 <1.85万 33               27               0                    0.29

福島博士たちの研究で５９２人の前立腺肥大で切除された膀胱尿路上皮
の病理組織検査による。尿中のカリウム４０は約５０Bq/l と高いが膀胱が
んはセシウム１３７の量と相関する。



カリウムチャネル（細胞膜のカリウムの通路）





2-2 遺伝的影響はないという偽り

• 欧米で一般的に使われている大学の教科書、リッピンコット『放射線医の
ための放射線生物学』によれば、広島・長崎の原爆投下の際に母胎内で
被爆して出生した被爆者の調査は、小頭症と知的障害（精神発達遅滞）
について、放射線影響を明確に認めている。それだけでなく、小頭症に
ついてはしきい値がない（低線量でも発症が被曝量に比例する）可能性
が高いことを指摘している（179～182ページ

• ヒトに関する遺伝的影響を否定する際に広島・長崎の被曝2世の調査が
よく引用されるが、これはヒトについての遺伝的影響を調べた唯一の研
究ではない。日本で広く使われている放射線医学の教科書である、青山
喬・丹羽太貫監修の『放射線基礎医学』（現在第12版）には、「放射線の
遺伝的影響について人類を対象にした研究」の一覧がある（417ページ）。
掲げられている研究20件の内、遺伝的影響が「ある」か「ある疑いがあ
る」という結果が10件で報告されている。



１０ｍSvの積算線量で先天異常が2倍に

•この点でInge Schmitz-Feuerhake氏らの論文が注目される。
彼らは低線量放射線被曝の遺伝的影響の文献をしらべた。広
島・長崎の原爆被爆者を調べたABCCの遺伝的影響の調査は信
頼性がないと結論している。

•そしてチェルノブイリの被曝データから新しい先天性奇形に
対する相対過剰リスクERRはギリシャなど積算1mSvの低被曝
地においては1mSvあたり0.5で、10mSvの高い被曝地では 1m
SvあたりERRが0.1に下がるという結果である。おおまかには
全ての先天異常を含めて積算線量10mSvにつき相対過剰リス
クが1という結論である。



ベラルーシでの形態異常の発生率の増加

• 汚染濃度と相関する四肢欠損



福島、山口県宇部、沖縄のカタバミを餌として沖縄で飼育されたヤマトシジミという
蝶の奇形の調査では汚染地では幾世代も増幅して継承された。（琉球大 野原千
代さんらの研究）野原さんは被曝し腎臓の病で亡くなった。



2-3 外部被曝が小さいという偽り

• フィンランド大学のキース・ベーヴァ―ストック（Keith Baverstock）氏
は「3月25日、筆者は、文部科学省のサイトに掲載された飯館地域
の地表沈着量の報告を見て要点をまとめている。その中で筆者は、
ヨウ素131の数値が、チェルノブイリ後のベラルーシでの最大沈着
量の3～5倍に達しており、セシウム137の数値がチェルノブイリの0.
5～1倍になっている」ことに注目している。



チェルノブイリ事故との比較

• 放出量に関しては国際的に信頼性の高いノルウエー気象研究所の
ストール氏らは福島原発事故によるセシウム137の大気中放出量
は20.1～53.1PBｑ（中央値として約37PBｑ）としている。一方、学術会
議が引用する日本政府のセシウム137放出量は15PBｑと小さい。ヨ
ウ素131の放出量はセシウム137の50倍（東京電力の値）を採用す
ると福島事故でヨウ素131の放出量は日本政府750PB、ストールで1
850PBとなる。これはチェルノブイリのヨウ素放出量1800PBｑにほぼ
等しい。それ故、1/7や1/11は過小評価と考えられる。



[2018年の現在、福島で、内部被曝のリスクは無視してよい
ほど低く、外部被曝も、現在、人が居住している地域では、
世界各地の自然放射線とあまり変わらないレベルまで低下
しています。早野氏]

• これは明らかに誤魔化しである。世界各地と同じなら20mSv 以下の
帰還を認めず、チェルノブイリのように5mSv 以上を移住区域にして
も該当者がないので支障がないはずである。日本の現在の汚染度
が高いので、放射線管理区域（3か月で1.3mSvより高い被曝のある
ところ、年に5.2mSv）より高い汚染レベルの地域までも帰還を認め
ているのである。福島県の空間線量のモニタリングポストのデータ
でも福島市は0.15µSv/hであり、事故以前の自然放射線量0.04μSv
に比べ高いのである。



国際環境団体グリーンピースは2018年2
月に調査の結果を発表した。
•「避難解除地域の放射能は深刻、住民の帰還誘導は人権
侵害」と批判した。福島原発から西北西方向に20キロメー
トル離れた浪江地域の大堀村では、時間当たり11.6マイク
ロシーベルトに達する放射線量率が測定されもした。これ
は年間被曝量101ミリシーベルトに該当する。

•このような調査結果は、避難指示が解除され汚染地域に戻っ
て暮していたり、暮らすことになる市民たちが深刻な危険にさら
されていることを示している。今回の調査チームを率いたグリ
ーンピース・ベルギー事務所の専門家ヤン・バンダ・プッタ氏は
「戻った市民らの状況は、毎週一回胸部レントゲンを撮るのと
同じだ。これは容認できない深刻な人権侵害だ」と話した。



外部被曝線量 3か月で0.8ｍSv=3.2mSv /y
ガラスバッジによる測定 空間線量は7倍すると２０ｍSvを超える

 

 



モニタリングポストと住民の線量

• モニタリング

ポストは40~50%

低く設定されて

いる様だ





不安・恐怖が生む差別と排除 松本春野
P64
• [P69 「生活の場」国道6号線 清掃活動に誹謗中傷1000件 ]

• [2015年10月10日、福島第一原発がある福島県の浜通り地区にて、
道沿いに捨てられたゴミの多さを見かねた地元の高校生が声を挙
げて、清掃活動『みんなでやっぺ！きれいな6国』を実願させまし
た。]



福島の国道6号で一斉清掃活動

http://rr.img.naver.jp:80/mig?src=http%3A%2F%2Fwww.minyu-

net.com%2Fnews%2F151011news6.jpg&twidth=300&theight=300&qlt=80&res_format=jpg&op

=r  

福島の国道６号で一斉清掃活動 ５年ぶり再開：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXLAS… ▽コン

クリートの上は下がってるけど道端の草むらとか０．５マイクロ前後の所も。南相馬のコンビニ近くは局

所で１．７マイクロあった。そういうところにゴミが落ちてるんですよね。 



３．内部被曝をほとんど無視できるという誤
った認識と誤った評価方法．
• ICRPはがん、白血病、白内障以外を被曝による疾病と認めていな
い。

• ペトカウ効果といわれる放射線によって発生した活性酸素やフリー
ラジカルが細胞膜やミトコンドリアを損傷し、心臓、腎臓、膵臓、脾
臓など様々な臓器を損傷する。

• ホルモン作用を攪乱する。

• 長寿命放射性核種取り込み症候群



3-1 2012年4月1日より実施の食品基準

• 飲料水・引用茶 10Bq/kg

• 牛乳 50Bq/kg

• 乳児用食品 50Bq/kg

• 上記以外の食品 100Bq/kg

• 実施猶予あり

• ウクライナ 水 2Bq/kg

• パン 20Bq/kg





[１㎏に100ベクレルのセシウム137を含んだ食品
を食べて１ミリシーベルトの被ばくをするために
は、約770㎏の食品を食べなければならない]
（復興庁）

・このように政府と政府に協力する科学者たちはベクレルをシーベルト
に直し、自然放射線程度として内部被曝を無視してきたのである。

・本当に100Bq/kgを770日とるとICRPによると1万2000～1万5000Bq体
内に蓄積する。体重60kgの人なら体重１ｋｇ当たり200～250Bq/kg蓄
積する。

• このように、ベクレルに戻してみるとチェルノブイリでは内臓に蓄積
したセシウム137によって死亡しているのである。この違いはICRPの
内部被曝の計算が著しく過小評価になっているからである。



100Bq/kgが食品基準として高すぎる理由

• 安斉氏は食品中の他の自然放射性物質による内部被曝として約8
00μSv/年としている。ICRPの等価線量の計算でセシウム137は経口
摂取で7万7000Bqが1mSv であるから、800μSvは6万1600Bqの摂取
である。1日200Bqづつ300日で摂取したとすると、ICRPによれば、2
万Bqほどが体内に蓄積する。体重60kgの人ならkg当たり330Bq/kg
のセシウム１３７が蓄積したことになる。これはベラルーシで内部被
曝のために「長寿命放射性核種取り込み症候群」で死亡した子ども
や大人の臓器のセシウム137の蓄積量に相当する。ベクレルで考
えると致死量になるのである。この致死量は動物実験からも推定さ
れている。この内臓への蓄積は個人差が大きいからより危険である。



セシウム137の多くの組織への取り込みによる症候群

セシウム137の臓器別分布ー心臓や脳にも



福島の内部被曝は私の子ども時代より低い
早野龍五

• [P98 測定の結果、子どもは100％、大人も99％で放射性セシウム
は検出されず、事故がもたらした内部被曝、全身で約4000Bqあるカ
リウム40による内部被曝よりも、一桁以上低いことが分かり、国連
の科学委員会の報告書に採録されました。]

カリウムとの比較は誤りである。

• [次の批判は、子どもの測定をするのに全身で300Bqの検出限界は
高すぎるというものです。]

300Bqの内部被曝は高すぎる。子どもには心電図に異常が出る可能
性がある。放射性微粒子の場合は少量の放射性物質でも危険であ
る。



BABYSCANの測定で下限が30Bqで1万人以上測
定して放射性セシウムが一人も検出されなかっ
たという 早野龍五

• BABYSCANの測定で下限が30Bqで1万人以上測定して放射性セシ
ウムが一人も検出されなかったという。しかし、斉藤さちこ、山内知
也（神戸大学海事科学研究科紀要第14号23－30，2017）によると
尿検査では7割の子どもにセシウムが検出された。最高値は0.3Bq /
Lであったという18）。これもWBCの検出限界が高いことを示している。



復興庁は「確認されていない」などのあいまいな言い
方を避け「安全」と言い切るよう指示している

• [P72 福島の人に「ここで暮らして大丈夫ですか」「子どもを産めま
すか」と尋ねられた時、「暮らせます」「産めます」と間髪入れず、自
信を持って答えるのだとおっしゃったのは、物理学者の早野龍五先
生です。科学的に根拠の出そろった状況なのだから、曖昧さを残す
ような言い方はだめなのだと。事実を踏まえた上で、寄り添うことこ
そ、人を幸せにするための言動と振る舞であるということを、深く教
えられました。] （松本春野氏の言葉）

• 問題はここでの早野氏同様「安全」「被害がない」という断言が正
しいかどうかである。後述のようにまさに早野氏の主張が「誤解」や
間違いであることの「科学的根拠は出そろっている」のである１3）



第3章 7年たって考える放射能・放射線
（１）測定と学習による確信の形成 （早野龍五） p94

[今回の事故で外部被曝と内部被曝を比較すると、事故初
期から現在に至るまで、外部被曝線量の方が高かったこ
とがわかっています。]

• 早野氏達ICRP勧告に基づく人たちは放射線の被害としてがん・、白血病・

白内障のみを考慮している。しかし、内部被曝と外部被曝は被曝の作用・

機構が異なる。内部被曝では放射性物質が体内の各臓器に蓄積し、内部

被曝は集中的、継続的に電離放射線を至近距離から浴びせる。チェルノブ

イリ事故以後「長寿命放射性核種取り込み症候群」と呼ばれる健康被害に

多くの人が苦しんでいる。



[講演会などで参加者に『内部被曝の１mSvと外部被曝の1mS
vではどちらがリスクが高いと思いますか』と質問しますと、大
多数が『内部被曝のリスクが高い』に挙手されました。

もちろん、どちらも同じです。」「しかし、これに疑問を呈し、『ICRPの内
部被曝の線量係数は不当に低い、ECRRを採用すべきだ』という主
張も多く聞かれました。] （早野）

例えばヤブロコフ氏達の「チェルノのブイリ被害の全貌」（岩波書店）には

がん以外のほぼ全身に及ぶ様々な健康被害が報告されている。この

ように、放射性元素や放射性微粒子による内部被曝は活性酸素やフリー

ラジカルの発生を通じて様々な病気を引き起こす。被曝による発がん性

のみを考慮する早野氏はもっとも危険な内部被ばくを理解していないので

ある。



[学校給食を測定する
P97 2012年からの全データを見ても、最大検出
値は2.53Bq/kgと極めて低い値です。]

• セシウムの検出下限値が１Bq/kgであり、多くのデータが測定限界
近くにある。子どもの放射線感受性が高いことを考えると安心でき
る値でない。ウクライナは飲料水の基準が2Bq/kgである。その値に
してやっと、出生率の低下を止めることができた。膀胱がんは1リッ
トルの尿中数ベクレルのセシウムで発生する。生殖系の被曝を考
えると子どもたちの安全には少なくとも福島原発事故以前の値（例
えば米では0.01ベクレルくらい）以下が必要と思われる。

• 飯館村では50Bq/kg以下を安全としている。（NHKの放送）



全身で300Bqの検出限界

• [福島の内部被曝は私の子ども時代より低い]

• [P98 測定の結果、子どもは100％、大人も99％で放射性セシウム
は検出されず、事故がもたらした内部被曝、全身で約4000Bqあるカ
リウム40による内部被曝よりも、一桁以上低いことが分かり、国連
の科学委員会の報告書に採録されました。]

• [次の批判は、子どもの測定をするのに全身で300Bqの検出限界は
高すぎるというものです。]



「全身300Bqの検出限界が高すぎるという批
判は当たりません」。早野龍五氏
• [P99しかし、2012年の時点での福島の内部被曝は図3.3に示すように、1

960年代前半、核保有国が行った大気圏内核実験によって、日本及び世
界の大半の農畜産物が汚染された時代よりも、低いレベルだったのです。
全身300Bqの検出限界が高すぎるという批判は当たりません。]

• これは反論ではない。大気圏内核実験によって多くの胎児・乳幼児が死
亡したことがスターングラス博士らによって指摘されている。核実験も汚
染したが福島原発事故も汚染したということである。それより低いから被
害がないことにはならない。比較すべきは被曝量と被害の関係である。
膀胱がんは尿1リットル当たり数ベクレルのセシウム137で発生する。そ
れ故、検出限界300Bqは安全ではないのである。核実験時でも300Bq以
上は530Bq（1964年）と400Bq（1965年）の2度しかない。



セシウム１３７体内蓄積量と心電図異常との相関性

低線量セシウム137で子どもの心電図異常



体内セシウム137量の増加により子どもの健康が損なわれる
健康被害を心電図によりチェック出来る



3-2 内部被曝の機構

• 「報告」や「差別論」はICRPなどと同様内部被曝を過小評価している。
ICRPは歴史的にも、内部被曝を外部被曝に換算して実効線量とし
て被曝の被害を評価してきた。

• 人体内部の微細な構造を捨象した「ファントム」という死んだ物体で
評価するという非科学的な方法である。このようなモデルで安全性
や危険性を評価することができない。もはや、科学ではない。

人体は多くの臓器や筋肉さらにそれらは幾兆もの細胞からなり、細胞
は細胞膜やミトコンドリア、細胞核等からなる有機的な活動体であ
る。



3-3 内部被曝とペトカウ効果

特に胎児を含む子供は生殖系、免疫系、内分泌系など脆弱
なシステムを持ち、放射線で直接に、より多くは放射線で生
じた活性酸素・フリーラジカルによって攪乱され、破壊され、
傷つけられ、それが蓄積する。

例えば遺伝子の発現時に放射性原子核が崩壊して放射線を
出すと多数の活性酸素が発生し、ホルモン作用が攪乱さ
れ、遺伝子が正常に発現できなくなる。チェルノブイリでは
体力や免疫力の弱い子どもが多い。自然死産率の増加は
胎児の正常な発育が妨げられたことを示している。

化学物質との複合汚染（レーチェル・カーソン）



 



低線量放射線は活性酸素（･OH,･O2
-）などを発生させ、細胞内

の器官を傷つける
ミトコンドリアについては遠藤順子氏の論考参照

http://nukecheck.namaste.jp/ronbun/1711endo.html#11

ほぼあらゆる疾患が起こり得る



４．ガラスバッジによる個人線量の過小評価
2.25μSv/hの被曝地あり、これは年間２０mSv/y

• 「福島県の市町村では、子ども・妊婦を中心として個人線量
計による被ばく線量の把握が行われ、概して空間線量率か
ら推計された追加線量よりも個人線量計での計測値が少な
いことが確認された」。（学術会議報告）

• ガラスバッジによる個人線量の測定には疑問が多く信用で
きない。その報告論文宮崎・早野論文は率を平均する間違
いや不正確な部分がある。詳細は以下のブログを参照。

• http://blog.torikaesu.net/?eid=65 http://blog.torikaesu.ne
t/?cid=8

http://blog.torikaesu.net/?eid=65
http://blog.torikaesu.net/?cid=8


「膨大なデータから得られた換算係数0.15であら
ためて計算すると、約0.8μSv/hが年間１mSvに相
当します」。 児玉一八

• [宮崎真と早野龍五は、福島県伊達市で2011年8月から市民を対象
にして行われているガラスバッジによる個人被曝線量の測定結果と
航空機モニタリングで測定されたその人の居住場所の空間線量率
を比較して①実測された個人の外部被曝線量は、航空機モニタリン
グの調査における居住する場所の空間線量率によく比例しており、
その比例係数はおよそ0.15だった。②得られた比例係数0.15は、航
空機モニタリングの実施時期が違ってもほとんど変化せず、…空間
線量から年間実効線量を推測される0.6は4倍程度過大であった。]



Boxand-whisker plots of the individual dose r
ates vrsus grid dose rates 2.25μSv/hもある



週刊金曜日6月30日号

• ．宮崎・早野論文は伊達市の市民に持たせたガラスバッジで測定し
た外部被ばく線量と、航空機モニタリング調査で測定した空間線量
は比例関係にあり、その係数は0.15倍で国が示していた0.6倍より
も住民の被曝量は4倍少ないと主張している。しかし、黒川氏は「論
文中に書かれている『この研究は個人の線量は周辺の線量に0.15
±0.03をかけ合わせたものであることを示す』という宮崎・早野氏の
主張は明白な誤りです。私が検証したところ、70％の住民の被曝線
量はこの範囲外にあります。分析が十分に行われていない論文の
結論として出された0.15倍という数字が独り歩きし、大きな被曝をし
ている人が切り捨てられることを憂慮しています」と述べている。



ガラスバッジに関してはこれまでも以下の批
判があった
（１）．『福島への帰還を進める日本政府の4つの誤り』（旬報社2014
年）の第1章で松崎道幸氏が個人線量計：内部被曝測れず、外部
被曝も大幅割引

P32 「ガラスバッジでは、体が受けている放射線量のおそらく10％程
度しか測れないと考えられます」と警告している。

まさに宮崎・早野論文は過小評価になる値を15％であることを示した
例に相当すると思われる。つまり、明らかに機器の欠陥から過小に
測定されたガラスバッジの値をあたかも住民の現実の外部被曝量
として、被曝被害が少ないことを証明した科学論文とするところが問
題である。



福島市に住むN氏からの報告

• 「ガラスバッジによる被曝線量の評価については、2通りの
立場がある。

• (A)ガラスバッジによる測定値は「実測値」、これが正しい・
実際の値である。避難場所からの帰還にあたつては、この
値を参考にすべきである。

• (B)ガラスバッジは、放射線(ガンマ線)の感知にあたって指
向性があり、必ずしも全方向からのそれを受け取つている
のではない。従つて、被曝線量を小さく測定してしまう」。こ
の問題意識で、屋外で携帯したガラスバッジと屋内で定置
したそれとで線量を測定した。



「結果は予想に反して、「携帯の測定値」<
「屋内の測定値」だつた。何故?

• 一般的に屋外の空間線量は、屋内のそれに比べ、高い。
だから屋外に持ち出す「携帯」の測定値の方が大きくなると
思つた。しかし、結果は逆。その理由は、携帯の場合は測
定器を首から胸前に下げるので、身体による遮蔽のため
測定器が受ける放射線が小さくなるためだろう(B見解)。屋
内外の空間線量の差と遮蔽量の大小を定量的に確かめて
はいないが」。

• この証言はガラスバッジによる測定の指向性と信頼できる
測定の困難さをよく示している。



現行の帰還居住基準20mSv/年は実質133mSv/
年になる。児玉氏も年間１mSvが約0.8μSv/hに相
当するという。

• 1mSv/年の正しい値は0.114v/hであるから7倍の過小評価となる。
つまり、7倍も浴びてよいとするのである。

• しかし、ここで科学的に考えてほしい。空間線量は測定手段には不
変な客観的に空間に飛び交う放射線量である。測定器によって値
が異なるとすればそれは測定が間違っているのである。ここではガ
ラスバッジの測定が間違っているのである。外部被曝としては空間
線量の値を被曝していると考えるべきである。85%の遮蔽効果はあ
りえないし、ガラスバッジで空間線量が正しく測れるはずがない。



宮崎・早野論文には単純な数学の誤りがあ
る―比率を平均している
• その第一式が次の式である。

• The mean coefficient c , the average ratio of the individual dose rate to the 
grid dose rate was

• ＜ｃ＞＝＜individual dose rate/ grid dose rate＞＝＜ci＞ (1)

• ここで最後の等式は山田の理解に基づくもので

• ci=individual dose rate/grid dose rate  for the i-th person and the i-th grid．

• これが論文の中心となる式である。つまり、個々のガラスバッジの被曝量
のその地域の空間線量に対する比がｃiである。（1）式はそのciの平均を
取ることを表している。そして論文の結論は＜ｃ＞＝0.15±0.03であった
というのである。



５．健康被害の実態

• 急性心筋梗塞

• 悪性リンパ腫・白血病

• 胃がん

• 甲状腺がん 大人

• アルツハイマー病

• 自然死産率、周産期死亡率



低レベル放射線曝露と自覚症状・疾病罹患の関連に関する
疫学調査

• 津田敏秀、中地重晴、鹿嶋小緒里氏など岡山大、広島大、熊本学
園大グループ

• ―調査対象地域３町滋賀県木之本町、宮城県丸森町（福島県の中
央北に隣接）、福島県双葉町での比較と双葉町住民内での比較―

• 以下の図は児玉順一医師作成、（提供感謝）



2012年11月調査 左から体がだるい、頭痛、
めまい、目のカスミ、鼻血、吐き気、疲れやすい



左から肥満症、うつ病・心、喘息、消化器、皮膚



高血圧症、脳卒中、狭心症、循環器、鼻炎、呼吸器、
痛風、前立腺、更年期障害、血液





避難は実際に多くの人々を心臓など一連の急性疾患やそれによる死
から救った可能性が高いと言える。



急性心筋梗塞による死亡率





６．子供の甲状腺がん

• [これまで見つかった甲状腺がんは、原発事故が原因で
ないことが国際的なコンセンサスになっています。]（早野龍五）

• これら国連科学委員会UNSCEAR2013の報告に対して批判が強まってい
る（『科学』岩波2018年2月号）。「放射線被ばくの知見を生かすために国
際機関依存症からの脱却を」川崎陽子氏の批判。

• さらに国連科学委員会に対する批判としてキース・ベーヴァ―ストック氏
の「福島原発事故に関する「UNSCEAR2013年報告」に対する批判的検
証」（岩波 『科学』Nov. 2014年、Vol.84 No11 1175）がある９）。彼は言う。
「UNSCEARに専門家を派遣しているのは、ほとんど原子力を利用してい
る国である。いわば、密猟者と猟場番人が同一人物という形なのである」。



• 事故後

3年と4年で

年齢分布を

見るとよく

一致してい

る

図 ウクライナと福島の甲状腺がん症例数の比較





福島第一原発からの距離と
甲状腺がん罹患率比の単回帰 （山本英彦氏より）

R2=0.90

F=35.3>F(0.995)=31.3

P=0.004

Y= -0.036X+4.8

傾き; 2.4から7.2
切片; -0.07から-0.002

G1

G4

G2

G6

G5

G3



福島第一原発からの距離で6群にわけた時の
甲状腺がん罹患率比とセシウム土壌線量との回帰

G1

G4

G2

G6

G5 G3

R2=0.89

F=32.7>F(0.995)=31.3

P=0.005

Y=1.7X+0.003

傾き；0から0.006

切片;0.23から3.26

距離で6群分けした時土壌セシウム線量と甲状腺がん罹患は容量反応関係を示す



3地域の罹患率の比較
（ ）内は95％信頼区間の下限値と上限値 宗川吉汪氏より

3地域 先行検査 本格検査

13市町村 浜通り
高線量 1.3（0.8－2.0） 4.1（2.2－6.8）

12市町村 中通り
中線量 1.2（0.9－1.7） 2.9（1.9－4.4）

34市町村 その他
低線量 1.0 1.7（0.9－2.9）



表３ 悪性ないし悪性疑い発見率：10万人年対
及びその比 福島県立医大による

表３上段が発見率、下段が比率である。この違いは汚染度の違いに
対応している。

避 難 区 域
等

中通り 浜通り 会津地方 全福島県

21.4 13.4 9.9 7.7 13.4

2.78 1.74 1.28 1.0 1.74



高汚染都道府県の自然死産率
2011年12月の変化、オッズ比=1.129、p=0.0075
茨城県、福島県、宮城県、岩手県



汚染11都道府県の死亡率、
2011年12月の変化、オッズ比=1.052、p=0.00
97



避難7町村の「白血病・悪性リンパ腫」
年齢調整死亡率の推移





アルツハイマー病を死因とする死亡率
人口動態統計/厚生労働省 より



胃がん 福島県男性 統計的に有意な増加
明石昇二郎氏の解析による （週刊金曜日3月9日）

 

胃がん 福島県男 SIR(標準化罹患率比) 全国を 100 とする。 

 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患数 1279 1366 1500 1391 1672 1659 

SIR 88.3 94.1 101.1 92.2 110.6 110.9 

 

福島県 男 胃がん SIR の 95％信頼区間 

年 08 09 10 11 12 13 

上限   106.33   115.67  116.29  

SIR  88.3 94.1 101.1 92.2  110.6  110.9  

下限   96.03  105.06  105.56  

 



 

胃がん 福島県女 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患数 602 640 700 736 774 767 

SIR 86.6 94.2 100.9 100.9 109.2 109.9 

 

福島県 胃がん 女 SIR の 95％信頼区間  

年 08 09 10 11 12 13 

上限   108.71 104.68  116.83 117.67 

SIR 86.6 94.2 100.9 100.9 109.2 109.9 

下限   93.60 90.51  101.40  102.04  

 

胃がん 福島県 女性



福島県甲状腺がんの増加

年 08

男
08

女
09

男
09

女
10

男
10

女
11

男
11

女
12

男
12

女
13

男
13

女

罹患数 31 93 43 101 43 100 39 110 49 164 69 190

SIR 62.2 65.8 75.0 66.3 69.0 64.9 70.8 68.2 89.9 100.1 103.1 107.2

20歳以上 31 93 42 102 42 99 38 108 44 152 49 162

25歳以上 31 93 41 102 42 99 38 104 43 147 48 154

甲状腺がん 福島県



 

福島県男 悪性リンパ腫 急増 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患数 130 172 186 195 177 250 

SIR 60.4 83.3 78.9 85.4 69.7 110.7 

 

福島県女 悪性リンパ腫 急増 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患数 128 153 165 180 203 187 

SIR 76.1 78.3 94.4 96.4 106.2 93.5 

 

悪性リンパ腫の増加



白血病の増加

 

白血病 福島県男 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患数 68 81 110 97 100 120 

SIR 61.2 70.0 99.0 83.4 84.5 107.9 

 

 

白血病 福島県女 

年 08 09 10 11 12 13 

罹患率 52 52 73 57 61 82 

SIR 64.5  62.6 87.9 65.5 75.0 99.1 

 



まとめ（１） 本書の著者共通の間違いとして以下の
５点が指摘できる。

• １．「福島原発被曝被害」を「福島県差別」としていること。原発事故
被害はもっと広範で世界中、日本全国、関東・東北に及ぶ。

• ２．「人的被ばく被害は全くない」という現実に反するデマ宣伝をして
いる。そのため被曝被害の領域を決めることができない。その結果、
「福島県差別」の風評被害を煽っている。

• ３．内部被曝をほとんど無視できるという誤った認識と誤った評価方
法で被曝の科学的評価を不可能にしている。



まとめ（２）

• ４．人工の放射性物質セシウム134、137やヨウ素131、Sr などと天
然の放射性物質カリウム40とを意図的に混同、同一視をして、放射
性物質の体内蓄積効果の危険性を無視している。

• ５．本書は、ガラスバッジによる個人線量の過小評価を演出し、そ
れによって、住民に実質100mSv/年を超える高い被曝を強要する
危険極まりないものである。



問題提起

• 本書の政治的役割

被曝被害ゼロという主張は核戦争における死の灰の危険性を無視
するもので核戦争の敷居を下げる。戦術核の使用の軍事的圧力が
強まっている時代にそれに協力するものである。

• 帝国主義国間の熾烈な闘争の現在において、帝国主義国間の闘
争の手段としての核兵器と原発、被曝被害の役割。特に他国の弱
体化の手段としての被ばく被害

（UNSCEARの福島原発事故被害過小評価の隠された意図）



最後に現実の被害で苦しむ人たちの悲鳴や訴えをぜひ聞い
ていただきたい。以下の文献を紹介しておく

• 『私達の決断 あの日を境に…』原発賠償京都訴訟原告団編 耕
文社 2017年9月

• 『3.11避難者の声』東日本大震災避難者の会 2017年3月

• 『子ども脱被ばく裁判意見陳述集I』（子ども脱被ばく裁判の会編、
ママレポ出版局、2017年）

• ここにも「国や県の不作為により子供の被ばくを回避してやれなか
った親たちの後悔の念と、憤り、そして、子の将来を案ずる愛情が
詰まっている」 （井戸謙一）


