
1 
 

第 40 回宮城教弘研究助成金贈呈式 2012 年 1 月 6 日記念講演 	 

	 	 「福島原発事故と子どもたちの未来」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 講師 	 みやぎ脱原発・風の会 	 代表 	 	 篠原 	 弘典 	 

	 

	 ご紹介いただきました篠原です。  
	 経歴にありますように、 1947 年生まれの団塊の世代ですから、 1966 年に大学に入学
しました。この 1966 年は日本で最初の原子力発電所、茨城県東海村にある東海原発 1
号炉が運転開始した年で、これからは原子力の時代だという事が言われていて、自分も

この夢の技術である原子力をやってみようかと思って原子核工学科に進みました。とこ

ろがそこで原子力を専門的に勉強するうちに、原子力という技術は今回の福島原発の様

な大事故を起こす可能性を孕んだ極めて危険な技術であるという事が、だんだんだんだ

ん解って来まして、今“原子力村”という言われ方がされていますが、その原子力村に

行くのはやめにしまして、それ以降この原子力問題に市民の立場から係るという事をず

っと 40 年近くやって来ました。その間今回の福島原発事故の様な大事故が起こるのを
なんとか防ごうと生きて来たのですが、残念ながら昨年福島原発事故が起こってしまい

ました。それからずうっとこの間無念さを噛みしめる日々を暮らしています。今日はこ

の会場で「福島原発事故と子どもたちの未来」という演題でお話をする機会を与えてい

ただいているのですが、これも私の歩んできた人生、その歴史の一つの巡り合わせだろ

うなと感じていますので、そういう人間の立場から今日はお話しをさせていただこうと

思います。  
 
	 さて昨年の 3 月 11 日あの巨大なマグニチュード 9.0 という地震が起こりました。皆さ
んそれぞれの場所であの激しい揺れを体験したと思いますが、その巨大地震によって引

き起こされた大津波が沿岸部を襲って甚大な被害をもたらしました。福島原発では福島

第一原発に電気を送っていた送電線の鉄塔がこの巨大地震によって倒壊し、交流電源が

失われました。そしてそれをバックアップするために非常用電源が立ち上がったのです

が、大津波でそれが破壊されて使えなくなってしまって、全電源喪失―ブラックアウト

と言われますがーに陥り、ポンプが動かせなくなりましたから、原子炉が冷却出来ない

状態に陥りました。原発が普通の火力発電所と違うのは、火力発電所では燃料の石炭や

石油を燃やすのをやめればその後は発熱はなくなるのですが、原発の場合は原子炉の中

に制御棒というものが挿入されて核分裂が止まっても、燃料棒の中に大量に溜まってい

た核分裂によって生成された核分裂生成物―死の灰が放射線を出すと同時に発熱してい

るわけなのです。電気出力 100 万キロワットの原発ですと熱出力はその 3 倍の 300 万キ
ロワットありますが、そのうちの 20 万キロワットはこの死の灰から出る熱―崩壊熱に
よるものです。核分裂が止まってもこの崩壊熱の 20 万キロワットは出続けますから、
なんとか冷却出来なければ燃料は高温になって溶けだすという事態に陥ります。今回の

福島の場合、燃料の冷却が出来なくなって燃料棒が高温になり溶け出してメルトダウン

するという状態まで進みました。メルトダウンすると同時に、高温になって溶けだした

燃料棒のジルコニウムという金属の被覆管が水と反応して大量の水素が発生しました。

その水素が原子炉建屋の方に入って行って、大量に溜まった水素が爆発し、建屋の外壁
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を吹き飛ばして鉄骨をアメの様にグニャグニャに折れ曲がらせました。この水素爆発で

原子炉の中にあった大量の放射能が上空に吹き上げられ、風に乗って広範囲に拡散して

行くという事態が起こりました。  
 
	 昨年 12 月 16 日に政府はこの原発事故の収束宣言を出しました。またこの原発事故は
1000 年に１回の大津波が原因で起こった事故だから、誰にも責任は無いという言われ方
もしています。しかしこの大きな地震の揺れによって原発内を通っていた配管が破断し

冷却水が失われる、原発では恐ろしい冷却材喪失事故が起こってしまっていたという指

摘もなされていて、完全に津波のせいには出来ない事故が起こったということ、そして

今原発の内部は、放射線のレベルが高すぎて入れませんし、配管がどうなっているのか、

格納容器がどうなっているのか、そして溶け落ちたウラン燃料がどうなっているのかを、

実際中に入って見ることも点検することも出来ない状態にありますから、まだまだ事故

の状況が確認出来ない現状で原発事故が終わったと言う事は、基本的に認識として間違

っていると思います。  
	 それだけでなく、放射能汚染で自分の住む所を追われて各地に避難して行った人々、

福島県内のみならず県外にも避難した人々が、強制的に避難させられた人々だけでなく

自主的に避難した人々も含めるとがまだ１５万人近くいると言われています。その人々

は今も住む所を失って日々塗炭の苦しみを続けているという状態ですから、とても事故

が収束したとは言えないと思います。  
	 そういう原発大事故が日本で起こってしまいました。過去にビキニ環礁での水爆実験

で第五福竜丸が被災した事例や、茨城県東海村の核燃料加工会社 JCO で臨界事故が起こ
って作業員が死亡し、周辺住民が被曝したという事例はありますが、今回の福島の原発

大事故は、広島・長崎の原爆投下による被災に続いて経験する２度目の大きな核被害で

す。１度目の広島・長崎は外からもたらされた被災ですけれども、２度目の福島は戦後

の日本で積み重ねて来た歴史の中で起こって、自ら招いた原子力による災害だという事

では、本当に反省しなければならないと私は思っています。  
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	 表１に原子力発見の歴史というものを載せています。人類が原子力と出会ったのは

1895 年、 19 世紀末の事です。ドイツのレントゲンが X 線を発見したのが始まりです。
その後数々の発見が続きますが、 1911 年のラザフォードの原子核の存在の確認から 20
年の歳月があって、1932 年に中性子が発見されウランに中性子を当てると核分裂が起こ
るという事が発見された 1938 年以降は、時代が第二次世界大戦に向かうという背景も
あって核兵器の開発に雪崩をうって入って行ったということで、1945 年 7 月にアメリカ
のアラモゴードでの核爆発の実験の成功を経て、翌月 8 月に広島・長崎への原爆投下と
いう悲惨な結果を作り出してしまいました。それが原子力発見の歴史の第一幕の結末で

す。  
	 本来ならばこの様な悲惨な体験をし被害を受けた国ですから、戦後原子力というもの

は核というものとイコールで、その本質は破壊のエネルギーだということを見抜く冷静

な思考が求められたのですが、原子力がもたらす巨大な利権に目が行き、それに群がる

人々が批判の声をブルドーザーのようになぎ倒して、これまで原子力開発を進めて来ま

した。原発推進の翼賛体制を作り出し、日本の原発では大事故は起こらないという安全

神話をも振りまいて来ました。その戦後の歴史が今回の事故を準備し、安全神話のため
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に事故に対応する能力を培ってこなかったことが、事故発生後の数々の誤った対応を生

んでしまっているのです。  
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	 さて何が起こったのか、起きているのかという事ですが、あの福島原発で水素爆発が

起こりました。1 号機では 3 月 12 日の午後 3 時 36 分、3 号機は 14 日の午前 11 時 1 分、
そして 4 号機は 15 日の午前 6 時 14 分です。  
	 この爆発によって吹き上げられた大量の放射能が、風に乗ってどのように拡散したの

かという点ですが、図 1 を見て下さい。この図は群馬大学の早川由紀夫教授が事故後の
早い時期に公表している図で、放射能がどの様に拡散して行ったのかを表す図です。こ

れはその後の調査から解る放射能の流れを良く捉えています。この早川教授は火山学が

専門の方ですが、風に乗るという事では火山灰と放射能の流れは類似しているのだと思

います。  
	 流れたルートは３つあります。最初の爆発があった 12 日には福島原発から海岸線に
沿って北上する風が吹いていて、一旦太平洋上に出た放射能が牡鹿半島を通って、宮城

県北部や岩手県南部を汚染しました。今栗原・大崎や一関付近が放射線レベルが高くな

っているのですが、このルートによって汚染されたものです。牛肉汚染の原因となった

稲わらの産地もこの汚染地帯にあります。  
	 2 番目のルートは 15 日の午前中だと思いますが、南の方に風が吹いていて、その南に
流れる風に乗って、一旦太平洋上に出た放射能が茨城県南部・千葉県北部で陸部に戻っ

て霞ヶ浦周辺を汚染しました。一時期東京の水道水からヨウ素が出た、神奈川・静岡の

お茶からセシウムが出たということが大きなニュースになりましたが、この汚染をもた

らしたのは南に向かうこの 2 番目のルートです。  
	 そして一番大きな汚染をもたらしたルートは 3 つ目の飯舘村に向かうルートです。福
島原発から 15 日の午後位だと思いますが、北西に向かう風に乗った放射能雲（放射性
プルームとも言われる）が飯舘村から福島市の方に流れて行きました。そして福島市辺

りまで行った放射能が、今度は南西に向きを変えた風に乗って郡山市から那須塩原を汚

染して、群馬・長野県境付近まで至っています。この 3 番目のルートが今放射能汚染の
最もひどい状況を作り出している流れですが、この北西に向かった風向きがもし途中で

変わらなければ、宮城県南部、丸森町や白石市などはこのルートで汚染されていますが、

放射能雲は宮城県中央部にも達して高濃度に汚染される事態になっていました。  
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ところでこの放射能雲が何時頃宮城県に到達したのかという点ですが、それを示すグ

ラフがあります。それが図 2 と図 3 です。図 2 は女川原発の敷地境界周辺に 6 台設置さ
れているモニタリングポストで測定された空間線量の連続データの記録です。この記録

によると 3 月 13 日の午前 1 時 50 分にピークになっています。 1 時間当たり 21 マイク
ロシーベルトというかなり高い値になっていますが、これが女川での記録です。それと

もう１つの図 3 は宮城県が県南の方に空間線量を測る測定器を毎日持って行って測定し
たデータです。仙台を含めて記載されている県南の 10 地点の測定記録をグラフにした
ものです。これによると 3 月 16 日にピークが記録されています。この測定は連続測定
ではなく 1 日 1 回測定器を持って行って 10 分程度測った記録ですから、正確にその所
にピークがあったのを捉えているとは言えませんが、そのあたりに放射能雲が到達した

と推察されるグラフにはなっています。  
	 そういう様に県北部の女川が 13 日にピーク、県南部の山元町が 16 日にピークと、北
の方が先になっているというのは、福島原発からの距離を考えると順番が逆の様に思わ

れますが、先にお話ししました様に放射能雲の流れには 3 つのルートがあって、それが
時間的に差があるためにこういう結果になっているのです。  
 
さてここで問題なのは、この放射能雲が到達した時にどのような放射能がどの位の量

含まれていたのかという記録・データがないことです。本来原発に大事故が起こって大

量の放射能が放出された場合大切なのは、とにかく放射性物質の種類と量を測ってデー

タを取り記録する事です。それを知ることによって対策を検討することも出来ますし、

被曝量を算定するためにも必要です。ところが宮城県は震災前にゲルマニウム半導体検

出器という 3000 万円から 4000 万円もする性能の高い放射線検出器を含めて、かなりの
数の測定器を所有していたのですが、その全てを女川町にあった県の原子力センターに

置いておいたために、大津波で原子力センターが壊滅的に破壊されてしまい、持ってい

た全部の測定器を流されてしまったのです。つまり肝心な時に、本来ならば放射線をき

ちんと測って対策を考えなければならない時に、ぜんぜん測定器がないという状態に陥

っていたのです。ですから宮城県には大事なデータが残されていないという状態にあり

ます。  
ここには宮城県の原子力行政の問題点が象徴的に表れています。本来なら原子力の危

険性から県民の命を守るという立場に立てば、測定器を県全域をにらんで分散して配備

すべきだったのに、原発問題は地元女川町・石巻市だけの問題だという誤った認識で原

子力行政を進めて来たために、全ての測定器を失う結果になったのです。そしてこの体

質が後に牛肉のセシウム汚染の原因となった、県北の稲わらの放射能汚染を見逃す結果

にも繋がりました。  
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この様に放射能雲が流れた結果、福島県はもとより宮城県も広範囲に放射能によって

汚染されてしまいました。福島原発事故で放出された放射能の総量は、昨年 6 月に国が
IAEA 閣僚会議に提出した報告書では、セシウム 137 が約 1.5×1016 ベクレル、ヨウ素

131 が約 1.6×1017ベクレルとなっていて、セシウム 137 の量では広島原爆の約 140 倍、
チェルノブイリ原発事故で放出された放射能量の約 16％と見積もられています。この数
値は後で若干の修正が加えられていますが、現在でも国の評価はこうなっています。  
ではどの様な汚染状況になっているかという点ですが、図 4 が福島県と宮城県の放射

能汚染地図です。この汚染地図は文部科学省が航空機を使って行ってきたモニタリング

によって作成されたものです。最初は米国・エネルギー省の協力で福島原発から８０キ

ロメートル圏内で行い、次には宮城県の要請を受けて宮城県の防災ヘリコプターを使っ

て県内全域に調査範囲を広げて行ったものです。現在では青森から愛知・福井までの東

日本の汚染地図が出来上がっています。  
 
	 この汚染地図を見てもらって解る様に、この赤や黄色の部分は極端に汚染が高濃度の

地域ですが、ここには飯舘村という所もあります。カラーの資料でセシウムの蓄積量が

30~60KBq/m2すなわち 1 平方メートル当たり 3 万～ 6 万ベクレルと書かれているくすん
だ緑色の地点が、県南部は勿論県北部の栗原市や大崎市そして気仙沼市などに、高濃度

に汚染された地域があるという事が解って来ています。さらに福島県境付近には、それ

以上の 6 万ベクレルから 30 万ベクレルの地域も広がっています。  
	 放射線障害防止法という法律があって、その法律には放射線管理区域という規定があ

ります。その放射線管理区域というのは、例えば私たちが病院に行った時に、レントゲ

ン室に入ろうとすると、扉に危険という黄色のマークが付いていますが、一般人が立ち

入るのを制限している場所です。その汚染の程度は、空間線量では 0.6μSv/h 以上、床
面というか地表面というか、その汚染度では 4 万 Bq/m2以上の場所です。図 4 の汚染地
図では 30～ 60KBq/m2のくすんだ緑色以上の地域がこの放射線管理区域に相当していま

す。すなわち県南部・県北部に放射線管理区域に指定しなければならない地域があると

いう事です。その様な放射能で汚染された地域で今人々が暮らしているという状態です。

これは放射線障害防止法という法律に違反する状態ですが、非常事態だということでそ

れが許されている、そうせざるを得ないという事になっています。日本は法治国家です

が、今いろいろな法律違反が行われていて、これもその 1 つの事例なのです。  
 
	 福島原発事故で放出された放射能によって、この様な汚染状況が作られてしまってい

ます。現在汚染の主役になっているのはセシウムという放射性物質ですが、このセシウ

ム 137 は半減期が 30 年で、半分になるのに 30 年かかります。そしてそのまた半分にな
るのに 30 年、30 年と 30 年で 4 分の 1 になるのに 60 年かかります。このセシウムが私
たちの住む環境から無くなったと言えるのは、半減期の 10 倍を考えればいいですから
300 年後のことです。ですから私たちはこの放射能で汚染された環境の中でしばらくは
生活していかなければなりません。それを先ず知ってもらいたいと思います。  
 
そしてこの様な汚染状況が作られてしまった中で、事故発生以来放射線と被曝につい
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て色々な事が言われて来ました。例えば「直ちに影響の出るレベルではない」とか「 100
ミリシーベルト未満の被ばくにより発ガンのリスクが増えたというデータはない」とか、

さらには「 20 ミリシーベルト以下では避難指示は出さない」などなど、様々な言われ方
がされて来ました。  
しかしこれらは人類が原子力と出会って、いろいろな被曝も体験して、放射線被曝が

どの様な被害をもたらすのか、そういう調査・研究がずっとなされて来たのですが、そ

の歴史と人類が放射線被曝を現在どの様に理解しているのかという到達点、それらに反

している発言です。  
 
先程も言いましたように、人類が原子力と出会ったのは 19 世紀末です。100 年位前の

ことですが、その当時は放射線が人間の命にどういう影響を与えるのかについての知識

は勿論ありませんでしたし、被害も数多く発生しました。その象徴的な例がキューリー

夫人です。娘さんが書いたキューリー夫人伝が有名ですが、放射性物質ラジウム・ポロ

ニウムの発見者です。その放射性物質を危険性も解らずにポケットに入れていて被曝し、

晩年は車椅子生活になって白血病で亡くなりました。  
その後も放射性物質を扱う病院や工場で起こった被曝事例や、核兵器開発のマンハッ

タン計画での放射線被曝、何よりも大きな症例は広島・長崎への原爆投下による放射線

被曝によってどの様な症状が起こったのかその事例、そしてチェルノブイリ原発事故で

被曝した人たちの事例などなど多くの事例があり、放射線被曝による被害が発生して来

ました。その調査・研究を通して放射線の人間に対する影響が段々解って来ました。  
その調査・研究を通して現在人類が放射線被曝に関して到達している認識が、「被曝は

どんなに低線量であっても何らかの健康被害をもたらす。しきい値はない。」というもの

です。しきい値とはこれ以下だったら安全という量ですが、それは無いということです。

アメリカの科学アカデミー委員会が 2005 年 6 月 30 日に出した報告書（BEIR 報告）に
は「被曝のリスクは低線量にいたるまで直線的に存在し続け、しきい値はない。最小限

の被曝であっても、人類に対して危険を及ぼす可能性がある。」と書かれています。  
	 ですから先程言いました様に、事故後に被曝について様々に言われて来ていることは、

歴史的に積み重ねて来た学問の到達点を無視した、非常事態が起こって住民を避難させ

られないために言われている  
政治的判断に過ぎないと言えると思います。  
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この放射線被曝に対する調査・研究の歴史は、いわゆる許容量―被曝限度と言った方

が正しいですがーどの位放射線を浴びてもいいかという被曝量が、歴史的にどの様に変

わって来たのかという点にも現れています。図 5「いわゆる放射線許容量の変遷」とい
うグラフがそれです。職業人の許容量が右側に下がっている矢印に乗って下がって来て

いて、戦後 1950 年以降に一般人の許容量が現れて、右下にかたまっています。  
原子力と出会った 1900 年頃の職業人の許容量が 50000 ミリシーベルト /年、つまり

50 シーベルトというとんでもない高い所に点が打たれています。現在被曝した人の半数
が死ぬ線量―半致死量が約 4 シーベルトと解っていますので驚きますが、放射線被曝の
調査・研究が進むにつれて段々と引き下げられて来ました。この被曝限度は国際放射線

防護委員会（ ICRP）の勧告を受けて、法律に組み込まれているものですが、 1950 年以
降 1970 年代半ばまで職業人が 50 ミリシーベルト、一般人が 5 ミリシーベルトという時
代が長く続きました。ところが調査・研究が進むにつれて、この職業人 50 ミリシーベ
ルト・一般人 5 ミリシーベルトではあまりにもリスクが高すぎるということが解って来
て、 1980 年代から 90 年にかけて被曝限度は職業人 20 ミリシーベルト・一般人 1 ミリ
シーベルトに引き下げられました。職業人は「 5 年間で 100 ミリシーベルトしかもどの
1 年間も 50 ミリシーベルトを超えないこと」という規定になっていますが、年間で 20
ミリシーベルトです。ですからこれがずっと積み重ねて来た研究の結果、被曝はこの限

度で抑えなければならない、でなければあまりにもリスクが高すぎるということで勧告

され日本の法律でも定められている数値なのです。  
ところが福島原発事故が起こって、非常事態だということで、職業人 250 ミリシーベ

ルト・一般人 20 ミリシーベルトに引き上げられ、その数値が独り歩きしています。非
常事態だからと言って人間の放射線に対する抵抗力が高まるわけでもなく、これはあく

までも学問的なものではなく政治的な判断なのです。そういうことで福島県の人々は勿

論宮城県の私たちも、放射線に被曝する状態に置かれています。ここでも法律に違反す

ることが行われているのです。  
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それでは現在福島県・宮城県の放射線量がどうなっているのかという点ですが、図６

にその数値を示しています。これは河北新報に毎日掲載されている放射線量ですが、昨

年 12 月 21 日の空間線量です。先程お話ししました様に、現在放射能汚染の主役はセシ
ウムという放射性物質になっていまして、セシウム 137 の半減期は 30 年ですから、短
時間ではほとんど減りません。ですからこの数値は微妙な増減はありますが、ほとんど

変わらない状態です。原発のある双葉町は勿論高いですし、飯舘村も高いままです。福

島市や郡山市の線量は示されている通りですし、宮城県でも県南は高く、女川町が高い

のは前に述べた放射能雲の流れのためです。これは 1 時間当たりの線量ですが、この線
量を年間被曝線量になおすと福島市が 8.1ミリシーベルト、郡山市が 6ミリシーベルト、
仙台市は 0.6 ミリシーベルトの被曝量になっています。後で述べますが子どもの放射線
に対する感受性が大人の 4~5 倍である事を考えれば、 8.1 ミリシーベルトや 6 ミリシー
ベルトは大人にとってはそういう数値かもしれませんが、子どもにとってはこれが 4 倍
にも 5 倍にもなるということで、福島市や郡山市の現在の線量は、子どもを住まわせて
おく環境ではありません。それなのに疎開させないのは、福島市・郡山市の人口の全員

を疎開させられないという政治判断だけです。子どもたちはこの政治判断によって大き

なリスクを抱えてこれから成長していかなければならないのです。  
 
ところで今起こっているのは集団被曝です。被曝には個人被曝と集団被曝というもの

があって、個人被曝は例えば病院に行ってレントゲン検査を受けたり CT スキャンを撮
ったりということですが、それを受けることによるリスクがありますが、レントゲンで

骨折の状態が解ったり CT スキャンで脳の血管の状態を把握出来るという利益もあって、
その危険と利益を比較して判断して個人が選択出来るのが個人被曝です。今起こってい

るのは集団被曝で、住む環境が放射能で汚染されてしまっていて、全員が被曝するとい

う状態ですから、選択が出来ないのです。そしてそれによる被害は必ず発生します。  
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放射線被曝研究の歴史の中には集団被曝がどの位のリスクを与えるのかという研究も

なされていて、具体的な数値も出されています。表２がその数値です。これは集団被曝

のガン死危険度というもので、一万人・シーベルトの集団被曝量で発生するガン死者の

数を表しています。集団被曝線量は人・シーベルトという単位で表されますが、一万人

あるいは十万人といったある人間集団があった時、その各々が浴びた線量の総和です。

一万人が 1 シーベルトずつ浴びれば一万人・シーベルトですし、 100 ミリシーベルトの
場合は十万人いれば一万人・シーベルトになります。  
国際放射線防護委員会（ ICRP）は国際的に権威のある団体だとされていますが、その

ICRP の評価が表 2 に 2 つあって、1977 年の勧告では一万人・シーベルトの集団被曝で
125 人がガン死するとなっていますが、1990 年の勧告になると同じ線量で 500 人が死ぬ
と変更されています。要するに 4 倍の被害になると見直されています。これもずっと放
射線被曝の研究を積み重ねて来て、危険性が大きいのだということが解って来て見直さ

れた例です。これは先程の一般人の被曝限度が 5 ミリシーベルトから 1 ミリシーベルト
に見直された事と対応しています。  
	 表の中にゴフマンという人の評価があります。ゴフマン博士は放射線を研究していた

アメリカの物理学者でお医者さん（故人）ですが、私たちはその研究を高く評価してい

て、集団被曝のリスク評価をする時にはその数値を使って被害評価を行っています。そ

のゴフマンの評価を使うと、 1 ミリシーベルトという線量は 2500 人に 1 人のガン死者
が出る線量ですし、 20 ミリシーベルトは 125 人に 1 人のガン死者が出る線量になりま
す。さっきも言いました通り、放射線にしきい値は無い、どんなに低線量であっても何

らかの健康被害をもたらすというのは、そういう事なのです。今 100 万都市仙台の空間
線量は 1 時間当たり 0.07 マイクロシーベルトで、年間被曝線量では 0.6 ミリシーベルト
になりますが、100 万人がこの線量を浴びると集団被曝線量は 600 人・シーベルトです
から、ゴフマンの評価を使うと 240 人のガン死者が出るということになります。100 万
人のうち 240 人だから大した事はないなと思うのか、それともやはり犠牲者は出るのだ
なと感じるのかは感性・感受性にもよるでしょうが、とにかく汚染の程度の低い仙台で

も被曝による影響は現れてきます。  
 
	 さてこの様な放射能で汚染された環境の中で育って行く子どもたちの未来はどうなる

でしょうか。人間が外部被曝であれ内部被曝であれ放射線を浴びた場合、その放射線は

細胞を傷つける、細胞の中心に核というものがありますが、その中にある染色体・DNA
を傷つけるという力を放射線は持っています。そしてそこにある情報をくるわせます。

それは人間の細胞の分子を結び付けているエネルギーに比べて放射線の持つエネルギー

が 10 万倍から 100 万倍も大きいためです。そういう放射線が人間の細胞に入ると、分
子結合を容易に切断・破壊し、遺伝情報・生命維持の情報をズタズタに切り裂いてしま

います。その傷ついた細胞が増殖して白血病になったりガンになったりするだけでなく、

例えば原爆被爆者の場合には原爆ぶらぶら病と名前が付けられたり、放射線を浴びなが

ら原発内で働く労働者の場合には原発ぶらぶら病と呼ばれる様な症状が起こって来る、

倦怠感・脱力感に襲われて働けない体になるのも、生命維持の情報が傷つけられるから

です。  
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	 そしてこの放射線の影響は細胞が分裂しようとしている時に特に大きくなります。細

胞が分裂しようとする時は対になって結び付いている DNA が一旦離れ分裂してコピー
を作り、それが又結び付いて 2 つに分かれるという過程を繰り返しますが、その DNA
が分かれた時が最も放射線の影響を受けやすいのです。ですから成長過程にあって細胞

分裂が盛んに起こっている子どもの体の方が、放射線に対する感受性が高くなっていま

す。大人と子どもでどの位影響が違うのかというと、図 7 に放射線被曝で受ける危険の
年齢依存性が示されています。これもゴフマンの研究の成果ですが、一万人・シーベル

ト当たりのガン死数が全年齢平均で 3731 人であるのに対して 0 歳児は 15152 人と 4 倍
になっています。どの年齢と比較するかによりますが、子どもは大人の 4 から 5 倍の危
険度になっているのです。国は 20 ミリシーベルト以下では避難指示は出さないとして
いますが、大人も子供も同じ基準で規制するのは、この年齢依存性のことを考えれば、

そもそも間違っています。先程の福島市の年間被曝線量 8.1 ミリシーベルトというのは、
子どもの放射線感受性が大人の 4~5 倍という事を考えれば、子どもたちにとっては 20
ミリシーベルトを超える被曝量になっているのです。この様に放射線によってより大き

な被害を受ける子どもたちが、放射能汚染された環境の中で成長して行かなければなら

なくなりました。  
 
	 この子どもたちの事を考えると最も気にかかるのは、やはり昨年 3 月 13 日から 16 日
に福島原発から飛来した放射能雲の中に、どの様な放射性物質がどの位の量含まれてい

て、それを子どもたちがどの位体内に取り込んでしまったかということです。測定デー
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タが残っていれば推測できるのですが、おそらく宮城県には測定データは残っていませ

ん。先に触れました昨年 6 月の国の報告書では、福島原発から放出されたヨウ素 131 は
約 1.6×1017ベクレルとセシウム 137 の約 1.5×1016ベクレルに比較して 10 倍放出され
ていますから、この放射性ヨウ素を子どもたちがどの位取り込んでしまったのか気にな

ります。ヨウ素は甲状腺に溜まりやすく、放射性ヨウ素を取り込むと甲状腺ガンを引き

起こします。取り込まない様にする為には、ヨウ素剤を服用するという方法があります

が、福島県の三春町やいわき市で配られた以外には、適切な対応は取られませんでした。

それが後々重大な事態を引き起こすのではないかと懸念されます。  
 

 
	 

	 チェルノブイリ原発事故の時にはどうだったのかということを、図 8 に示してありま
す。原発周辺のベラルーシ・ウクライナ・ロシアでの小児甲状腺ガンの発生数の推移で

すが、事故が起こったのは 1986 年ですから、4 年後から明らかに甲状腺ガンの発生が増
加しています。同じ事が日本で起こらないのか心配しています。  
 
広範囲が放射能で汚染されてしまって、これからいろんな事が起こって行くと思いま

すが、私たちはこれから子どもたちの健康には十分に注意を払って行かなければなりま

せん。そして起こってしまった被曝はもう取り返しがつきませんが、これからの被曝を

出来るだけ低く抑える努力を、原発大事故を起こしてしまった大人の責任として果たし

ていかなければなりません。  
広範囲にわたって継続的に健康診断を行ってデータを残し、子どもたちに注意をむけ

ることが必要だろうと思います。甲状腺検査や尿検査も受けられる体制を整えられれば
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いいがとも考えています。宮城県の子どもたちも尿検査をすると、セシウムが検出され

ています。東松島市で津波被害に会い大和町に避難している幼い子どもと乳飲み子を抱

えたお母さんが、心配になって子どもの尿検査を放射能測定の専門機関に依頼したとこ

ろ、セシウムが検出されたという報告を受けて、子どもの尿からセシウムが出るようで

は自分のおっぱいからも出ているだろうと思うと怖くて母乳がやれないと涙ながらに話

しているのを聞きました。尿の放射能検査は内部被曝を知る手段ですが、医療行為では

ないので病院では行えず、専門の検査機関に頼むと万単位のお金が掛るのが現状で、行

政の方で簡単に受けられる体制を整備するといいのだがと思います。  
	 これからの被曝をいかに抑えるかという点ですが、放射線防護の 3 原則というのがあ
ります。それは高い放射線量の場所があった場合、そこから離れること・距離をとるこ

と、滞在する時間を短くすること、そして被曝しない様に遮蔽をするということです。

とにかく放射線量を測って対策を考えることです。福島市の子どもたちは被曝線量を測

って記録する為に、胸にフィルム・バッチをつけています。昨年 9 月から 3 カ月試みて
被曝量のデータを残すということの様で、いずれ結果が出ると思いますが、この様に一

人一人の被曝量を測って把握する、そして周辺環境の放射線量も測るという事が大切で

す。また内部被曝を抑えるためには、子どもたちの食べる食料についてもきちんと検査

するという事をやっていくべきです。  
	 仙台などは比較的線量が低いですから神経質になる必要はありませんが、国や県は

色々な対策を取ると不安感を煽ってパニックが起こるとして、情報を隠したり対策を遅

らせたりしていますが、そうではなく子どもたちの命を守るためにやるべきことは積極

的に取り組んで行った方が良いだろうと考えています。  
 
	 昨年 10 月宮城県は有識者を集めて「健康影響に関する有識者会議」を開きました。
その会議で「福島原発事故による宮城県民の健康への影響はない」との結論を導き出し

たのですが、そこでどの様な議論が行われたのかを知りたいと思っても、会議の要旨が

公開されているだけで、その会議の全体の記録は作成していないし、録音した IC レコ

ーダーのデータも消去していると宮城県は述べています。  
子どもたちの健康に対する専門家の議論が記録されておらず公開もされないのでが、

長年原子力問題に関わって来た私から見れば、原子力ムラのまったく無責任な体質その

ものだと思います。今回の様な事故を起こした人たちの無責任な体質が、今も色濃く残

っています。福島原発事故が起こった直後にテレビの番組に出て来てコメントを述べて

いた専門家と言われる人々の発言を聞いていて、ヒドイもんだな、質が低いなと私なん

かは思いましたが、昨年の 8 月になって原子力ムラの中心の原子力学会が政府の「福島
原発事故調査・検証委員会」に対して個人の責任を不問にするように求める声明という

ものを出して問題になりました。深刻な原発事故が起こって、15 万人の人々が住む所を
追われて塗炭の苦しみを味わっている今も事故が継続しているそういう時に、最も責任

のある人たちが誰も責任を取ろうとしない、責任逃れをしようとしている、日本はこん

な社会になってしまったんだなと思います。こんな頭脳が育って来たんだこんな人間性

を育てて来たんだなと強く感じます。原子力の技術は高度なもので、それに取り組む人々

は高い教育も受けたこの国のトップの頭脳であるはずだと考えるのですが、その人たち
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が責任を取ろうとする倫理観もない人間性に育っている、その事に寒々としたものを感

じます。  
 
今日は教育に携わっている人たちの集まりですから、敢えて言いたいのですが、どう

してこういう社会が出来あがってしまったのか、どうしてこういう人間性が育ってしま

ったのか、この事故を鏡としてもう一度考えてみてほしいとお願いしておきます。  
 
そろそろ時間ですので終わりにしますが、広島・長崎の原爆投下を経験してから 66

年が経過しますが、今もなお被曝の後遺症で苦しむ人々が数多くいます。そういう人々

を抱えている日本が戦後の歴史の積み重ねの結果、自らの手で福島原発事故を起こして

しまいました。福島の人たちは勿論宮城の私たちも、これからの長い年月放射能汚染さ

れた環境の中で生活し、起こって来る様々な被害と向き合って行かなければなりません。

この 2 度目の核被害を本当に歴史の教訓として反省して、こういう事を今後絶対に起こ
さないと決意し新しい社会を作る覚悟をしなければ、また第 3 の核被害を作り出してし
まいます。未曾有の大災害を経験して、今も苦しみのなかにいる人々が数多くいる中で、

今度こそ新しい社会を作って行く決意をすべきですし、皆さんにもそうしていただきた

いと思います。  
私の話はこれで終わりにいたします。ご静聴ありがとうございました。  


