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お招きいただき光栄です
自己紹介を若干

1950年香川県高松市生まれ。大学院の専門は経済学（恐慌理論、その関
係で戦時経済）で、放射線被曝問題は専門ではありません

長く制御機器関係の民間企業に勤務しており、マニュアル翻訳や総務関
係の仕事をしておりました

早期退職後、翻訳をしながら、英語学校で翻訳科の講師として主に技術翻
訳を教えていました

原発事故以後、論文翻訳が縁で元京都大学の山田耕作先生と出会い、政
府側専門家が健康被害を全否定していることに気づき、私でも批判活動
が出来ると確信し、原発や放射線被曝について本気に学び始めました

市民と科学者の内部被曝問題研究会、京都市民放射能測定所、関東・東
北からの避難者の会（ゴーウェスト・カムウェスト）

のメンバーとして活動しています

どうかよろしくお願いいたします
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本日の講演の概要
1.福島原発事故放出放射能の健康被害をめぐる3つ

の基本的立場ー①政府・政府側専門家、②ICRPリ
スクモデル、③最新の科学的知見ーの対立関係

2.国際放射線防護委員会ICRPのリスクモデルによっ
て被曝の健康被害の危険がどこまで言えるか？

3.最新の科学的知見から見たICRPによるリスクの過
小評価とくに質的側面ー放射線感受性、非がん疾
患、酸化ストレス、放射性微粒子と内部被曝、ト
リチウム、非DNA標的(ミトコンドリア、イオンチ
ャンネル、炎症、神経系、造血系、免疫系等)、
遺伝子変異の「蓄積」、複合影響と世代間の蓄積

4.被害は統計に現れ始めていないのか？
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被曝を巡る状況―3つの立場の関係
• 政府と専門家の多数①：福島原発事故で放出された放射能に

よる住民の健康被害は一切「ない」という健康被害全否定論
（被害ゼロ論）；『放射線被曝の理科・社会』のグループな
ど反原発運動の中にも存在

• ICRPリスクモデル②：被曝量に応じて当然被害が「ある」と
いう立場（LNT）、日本では、小佐古敏荘元内閣参与、児玉
龍彦氏、葛西敬之氏(推進派)、津田敏秀氏、崎山比早子氏、
多くはない。ICRP勧告自体は①と②の中間的な立場にある

• 最新の科学的知見③：ICRPモデルの過小評価（量的および質
的な）を批判し、広範な被曝健康影響を最新の科学的知見に
基づいて解明しようとする立場：欧州放射線リスク委員会
(ECRR)、日本では故中川保雄氏、矢ヶ崎克馬氏、落合栄一郎
氏、松崎道幸氏、山内知也氏、野村大成氏、本行忠志氏、医
問研、市民と科学者の内部被曝問題研ほか「われわれ」とい
う場合の立場 4



われわれは③の立場、その内容が本に

• 渡辺悦司、遠藤順子、山田耕作
著『放射線被曝の争点――福島
原発事故の健康被害は無いの
か』緑風出版（定価3240円、ネ
ットはアマゾン以外で、本日は
2700円で販売）

• 皆さま、いろいろ議論・質問・
意見をいただき、ご協力ありが
とうございました。

• ①②③の立場を明確に区別し、
②を批判的に利用しながら、①
に対して批判を集中していくべ
きであるという立場に立つ
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第1部．福島原発事故が放出した放
射能の健康被害をめぐる3つの立場

　　①政府・政府側専門家
②ICRPリスクモデル

  ③最新の科学的知見

の基本的な対立関係
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第1部．福島原発事故が放出した放
射能の健康被害をめぐる3つの立場

　　①政府・政府側専門家(ゼロ)
②ICRPリスクモデル(ある)

  ③最新の科学的知見(深刻)

の基本的な対立関係
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① 政府と政府側専門家の立場：健康被害
全否定論（不可知論も含む被害ゼロ論）

• 政府側専門家の発言（悪名高い山下俊一氏ら10名
程度）→事故直後から

• 安倍首相の発言（2013年9月7日）

• 環境省「中間取りまとめ」復興庁「風評払拭戦
略」「放射線のホント」文科省「副読本」など

• 被害ゼロに見せかけるための政府や行政による系
統的な操作の疑惑

• 被曝安全安心論の論理（比較リスク論）

• 現在主要な争点は、この①と②③との対立・敵対
＝健康被害が「ある」か「ない」か
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専門家たちは事故直後から被害ゼロ論の発言を繰り返す
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安倍首相：オリンピック東京招致
決定時の記者会見で外国人記
者の質問に対する回答として

「健康に対する問題は、今までも、現在
も、これからも全くないということははっき
りと申し上げておきたいと思います。」
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環境省「東京電力福島第一原子力発電所事故に
伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会
議」の「中間取りまとめ」（2014年12月22日）

• 「今般の事故による住民の被曝の線量に鑑みると」(つま
り被曝線量が100mSvに満たないので)「福島県及び福島近
隣県において」

• 「がん罹患率に統計的有意差をもって変化が検出できる可
能性は低い」→論理欺瞞(まず罹患率の上昇を特定すべき)

• 「放射線被曝により遺伝性影響の増加が識別されるとは予
想されない」→これも同じ

• 「不妊、胎児への影響のほか、心血管疾患、白内障を含む
確定的影響が今後増加することは予想されない」

• その他に影響は特定されていない→健康被害は全くない・
ゼロだという見解

14



復興庁 2017年12月12日

「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」

• 「健康影響は未だ結論が出ていない」というよ
うな「曖昧な表現」は「いたずらに不安を煽
る」ので「シンプルに発信する」→影響は「一
切ない」とだけ強調せよということ

• ①福島原発事故の放射線量では外部被曝・内部被曝とも「健康に影響
の及ぶ数値ではない」、②放射線被曝により「遺伝性影響が出ることはな
い」、③100～200mSvの被曝は「野菜不足や高塩分食品摂取」程度のリ
スクにすぎない、④福島県内の放射線量（空間線量率）は「大幅に低下」
して「全国の主要都市とほぼ同水準」であるので、福島への修学旅行・教
育旅行を広く実施するよう文科省・教師・旅行業者に要請、⑤福島県産
の食品は「安全性が確保」されており、学校給食で使うよう要請する方針
を示唆、⑥空間線量に乗算している現行の家屋遮蔽係数0.6は「3倍過
大」であり0.2に引き下げるべき

15



このウソの強権的押しつけによる支配
• 学校教育では：文科省が『放射

線副読本』(18年10月)を全生徒
に配布

• マスコミでは：「食べて応援・
行って応援」、健康被害が「あ
る」は「風評・デマ・復興妨
害」という大宣伝

• 政府側専門家は、マスコミや裁
判で被害者の主張を全否定する
ために動員され大活躍

• 多くの学者や専門家は、沈黙さ
せられている（例：大学で避難
者の講演を組織すると大学当局
が懲戒処分、被曝影響研究する
と研究費カットや解雇） 16



人々への被曝量をさらに増やす操作が「解釈」
によって行われようとしている

• 宮崎・早野論文の意図：係数操作による基準の引上げ

• 現行の空間線量と被曝量の関係：(空間線率ｰ事故前水
準)×0.6＝被曝量　

• ただし、0.6＝家屋遮蔽係数0.4×24h/16h（16時間屋内・
8時間屋外で生活という仮定）

• 早野氏ら：0.6は住民の実測（ガラスバッチで/半分程度し
か測定されない）に基づき0.15とすべき

• 規制委には0.6×0.15＝0.09→0.1とすべき(伴)もある

• 現行の1mSv/y＝0.23µSv/hをベースに1mSv/y＝1µSv/hとい
う意見もある(更田委員長)→1mSv/y＝8.8mSv/yと解釈

• 「影響がない」という「100mSv」を何とか実質1Sv（致死
量下限値）としようという明確な意図(20mSv×5年=100mSv)
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問題は単純、これらは全て虚偽･
デマ

• 福島事故の大気中放出放射能は、政府発表でも、
かなりの規模→チェルノブイリの約1割（INES
［Cs137+I131］で/実際はほぼ同規模）、広島原
爆の168.5発分(Cs137で/実際は約400～600発分)

• 経済産業省原子力安全・保安院（当時）の2011年
8月26日の発表にある

• この規模の放射能によって健康被害が「全くな
い」という主張は、原爆被爆者寿命調査をはじめ
放射線影響に関するあらゆる科学的知見に反する

• 直接的被害を除くと、原爆・核実験の放射性降下
物によって何の健康被害も出ていないというに等
しい→「嘘は大きい方がよい」ナチスの論理
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福島原発事故は、過小評価さ
れた政府推計(Cs137ベース)で
も、アメリカのネバダ核実験場
での大気中核爆発の全出力
(2.5メガトン)とほぼ同等（2．
7メガトン）の長期的な放射能を
ばらまいた/写真：兵士を使っ
た人体実験（帰還政策は？）
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健康被害全否定論（ゼロ論）の別の意味
• 原発重大事故が再び「起こっても健康問題はない」という

原発事故容認論→福島事故級の事故再発を前提とした原発
再稼働論(モラルハザード：「起こってもよい」→現実化)

• 広島原爆168発分程度の核実験を(例:日本海)行っても何の
健康影響がないという核実験容認論

• 広島原爆168発分程度の核戦争が、日本の近隣地域(例:朝鮮
半島)で起こっても、直接の被害がなければ、何の被害も健
康影響もないという核戦争容認論 →トランプの新戦略(「使
える核兵器」)の一環としての核戦争準備

• 結局のところ日本の独自核武装容認論

• 付言すると、このような虚偽の暴論を、自民･公明政権だけ
でなく、日本の原水爆禁止運動（共産党系）のトップの一
部が、公然と主張している(野口邦和ほか『しあわせになる
ための「福島差別」論』)のが現状である 20



系統的な陰謀/データ隠蔽・操作・弾圧

• 事故の初期被曝の測定を行わなかった(甲状腺1315人のみ)

• 早い時期から福島事故の放射能放出量を小さく見せる工作

• 放射線測定器を低く表示するように操作している疑惑

• 福島の子供の甲状腺がんの放射線関連を認めない

• 事故放射能による健康被害が「全くない」/被曝しても「安
心・安全」だというデマによる支配・宣伝を組織

• 健康被害が「ある」とする主張を「風評を煽る」として非
難し、マスコミに圧力をかけ、鼻血により影響全てを否定

• 避難者の年間20mSv地域への帰還に向けた圧力＝避難者差別
と切り捨て、帰還推進キャンペーンを組織

• 汚染された除染残土やガレキを全国に拡散、汚染ガレキ焼
却により微粒子を拡散など国民への再被曝強要政策を組織

• 「事故が起こっても健康被害はない」として大規模再稼働
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福島原発事故による放射性物質の大気中への放出量
日本政府の当初の推計　事故から1ヵ月しか経過していない時

期での原子力安全・保安院（当時）の発表
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日本政府の放出量推計の疑問点

• 観測態勢の不備（地震、津波、停電、原発事故）
• 観測地点が日本国内に片寄っていること
• 爆発時に海側・太平洋方向に流れた放射性物質
がほとんどカウントされていない

• 放出量のほとんどが2号機によるもの（セシウム
137で14PBq93.3％、1・3号機は1PBq6.7％）

• 核実験の全世界観測網をベースとしたストール推
計(同37［20～53］PBq)が信頼度が高い

• 1・3号機も2号機と同様の放出量と計算すると
14×3=42PBq（ストール推計とほぼ一致）
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福島原発事故における放射性物質
（Cs137ベース）の放出の規模→小さくない

• 大気中放出量（チェルノブイリ大気中放出量の6割）

• 汚染水中（参考比較：チェルノブイリ大気中の3倍）

• 直接海中（大気中に放出された後に海洋に沈着した
ものを除く、参考比較：チェルノブイリ大気中の半
分）、注意：地下水中・地下水から海水中は不算入

• 大気中＋海水中でほぼ同等、汚染水中を入れると４
倍

• ヨウ素131放出量、『ネイチャー』誌チェイサン論
文でのI131/Cs137比率（世界的規模）と東電測定値
の比率（50倍）を採用→チェルノブイリの1.5倍

• 国際基準INES(大気中)でもほぼ同等（0.93倍）
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出典：『放射線被曝の争点』174ページ　日本の陸土沈着は27％で161発分程 25



政府が放射線測定値・測定器を人為
的に低く操作しているという疑惑

• 被曝量の計算の中に、チェルノブイリでは外部被曝の3分
の2と計算されている内部被曝が算入されていない

• 家屋の遮蔽効果を60％と過大評価、当初の評価は10％だっ
た(戸外8時間/屋内16時間)→恒常的に60％に過小評価

• 日本製放射線測定器が米測定器に比して50～70％に過小表
示である疑惑―福島に派遣の米除染専門会社員の証言

• 測定ポイント用/アルファ通信への文科省の圧力（1.4倍過
大=約7割にせよ）、バッチ/千代田テクノル証言（身体の
遮蔽により6～7割しか表示しない）

• 市民と科学者の内部被曝問題研究会の独自調査、モニタリ
ングポストでおよそ5割しか表示していない

• 全体としておよそ3割程度しか表示していない、測定値
×2倍～×3倍程度が現実であろうと推測される 26



日本政府がWHOに圧力をかけ甲状腺被
曝推計を1/3～1/100にさせた疑惑

朝日新聞GLOBE 2014年12月7日報道

WHO2013年報告では、浪江町は63～122mSvに（つまり1/5～
1/8に）、東京・大阪は1mSv未満に（1/100に）引き下げた
http://natureflow1.blog.fc2.com/blog-entry-450.html
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日本政府の推計
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米国防総省が推計した甲状腺被曝線量

WHO2013年報告で1mSv未満とされた東京圏の1歳児
の被曝量について、米国防総省の推計は
■東京都心（米国大使館など）14mSv
■横田基地（東京都）14mSv
■厚木基地（神奈川）12mSv
■横須賀海軍施設（神奈川）12mSv
■キャンプ富士（静岡）6mSv
■百里基地（茨城）27mSv
このことからも、元々のWHO草案では東京1歳児で
10mSvを超え、浪江町などで300～1000mSvのレベ
ルであったという報道は信頼できる

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1475 29



被曝安全神話により何が起こっているか？

• 被曝被害が「ない」のだから、安全性をアピール
するために、子供や若い夫婦から始まって、天
皇、首相、政治家、著名人、有名スポーツ選手、
有名歌手、有名タレント、有名キャスター等々を
次々と被曝リスクの高いイベントに参加させる

• 8年も経つと、これらの人々の中で、被曝関連が
疑われる健康の悪化が次々と起こっている

• それが「当たり前の現実」として宣伝されている

• 典型的な事例が皮肉なことに復興・環境関連の
閣僚等である
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復興・環境関係の元閣僚等が相次いで死去

• 愛媛県（3区）選出の白石徹元環境大臣政務官、2017年3月
17日、悪性リンパ腫により60歳で

• 新潟県（5区）選出の長島忠美氏（元復興大臣政務官・復興
副大臣）同年8月18日、多臓器不全（脳卒中）により66歳で

• 再処理工場（実験稼働）がある青森県（旧4区）選出の木村
太郎氏、同年7月25日、膵臓がんにより52歳で

• 松本龍元環境相・復興相が18年7月21日肺がんにより67歳で

• 大阪12区選出の北川知克元環境副大臣が18年12月26日、腹膜
炎により67歳で、15年ごろからがんを患っていた

• ここまで重なると、単なる偶然と言えるだろうか？
31
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島、木村、松本、
北川の各氏



平成天皇・皇后福島県川内村の除染現場を視察

●「除染をする作業員たちはマスクを
装着し、防護服を着ていたが、両陛下
は『付近の放射能レベルは問題はな
い』というご意向を示され、防護服や
マスクを着用されることはなかった。ま
さに並々ならぬ決意で臨まれたご視
察だった。」『週刊女性セブン』2012年
11月1日号。
●「『除染をしっかりやって子供たちが
戻れる環境を早く作ってください』　除
染作業を視察された天皇皇后両陛下
から心温まるお言葉をいただきました」
政府原子力被災者生活支援チーム
『ふれあいニュースレター』第21号
●これが国際原子力マフィアの日本の
国家元首に対する扱いである

2012年10月13日の報道（民主党政権）
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テレ朝ニュース・オンライン　2019年4月14日
https://www.youtube.com/watch?v=dd0KYbOZRwk

安倍首相の事故原発視察　マスクもせずスーツのまま
向かいに爆発した3号機が見える(100μSv/h超であろう)



被曝被害「ゼロ」論の論理の必然的帰結：

そのデマを人々に信じ込ませるために、可
能なかぎり著名で社会的地位の高い人々

を、可能なかぎり多くの人々を、日本だけで
なく世界の人々を、可能なかぎり大きな被

曝リスクに曝すことを必要とする

この典型的事例が東京オリンピックである

34



ICRPリスクモデルの立場/LNT

35

• 「約100mSvを下回る線量において
は、ある一定の線量の増加はそれ
に正比例して放射線起因の発がん
・遺伝性影響の確率の増加を生じ
るであろうと仮定する」（閾値な
し直線モデルLNT）

• 「LNTモデルが『予防原則』(UN

　　ESCO 2005など)にふさわしい」

• ただし、低線量域では線量線量率
係数DDREF=2で、リスクを1/2に操
作している



ややこしいのでグラフにしてみよう

ICRPはこれ

日本政府・専門家はこれ

普通の閾値ありモデルはこれ：仏科
学・医学アカデミー/100mSv閾値
ではなく、24～36ｍSvの閾値

本来のLNTはこれ

36



ICRPの矛盾した性格

• 本質：原発推進・核利用のための国際複合体の中核機
関の一つ、「被ばくを人民に押しつけ利益は原子力産業
と支配層にもたらすための国際的委員会」(中川保雄
氏)→これが基本、特に放射線防護の政策的側面

• しかし、同時に、放射線科学の最新の発展や放射線防
護という基本的立場を完全には無視できない、「科学
的装い」の必要(同)→矛盾：「ある」が過小評価する立場

• 被曝すれば被曝量に応じて影響は「ある」という立場。日
本政府の健康被害全否定論(ゼロ論)①の立場とは本質的
に違う→この点が重要つまり①vs②③が基本的対立

• もちろん、現実のICRPは、とくに政策面では、①の立
場との間を常に動揺しており、今後は分からないが、
少なくとも今までは（2007年勧告までは）①とは違う
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政府側の刊行物であるにも
かかわらず、被曝に反対す
るためにも「役に立つ情報
満載の本」(竹野内真理
氏)医療科学社(2012年)。

その162ページに次のリスク
総括表がある→世界の主要
な放射線防護関連機関が同
様なリスクモデルを採用し
ていることが分かる

政府傘下の放射線医学総合研究所が出版して
いる書籍もICRPリスクモデルを踏襲している
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種々の報告による10万人が0.1Gy（100mSv）被曝した場合の生涯リスク＊１

― ―

―――――――――――――――――――――――――――――――――

米環境保護庁

― ―

39
426～1460/1万人・Svということ



集団線量（万人・Sv）とは何か？

• 被曝線量×被曝集団の人数=集団線量(予測の基礎)

• 1万人・Sv（10万人・100mSv）あたりのがん発症数
および致死数の予測値（リスク係数）

• 各種のがんとその合計についてリスク係数が与えら
れている→遺伝性を除いて発がん約1700～2000人、
致死性約400～500人

• 生涯期間：成人50年、子供70年におけるリスク

• 「不確実性」という限定がついている→極めて大ま
かな概数

• 広島・長崎の原爆被爆者の寿命調査（LSS）が基礎
となっている→LSS調査にある被害の過小評価をそ
のまま受け継いでいる
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ICRPリスク係数設定の基本的流れ

原爆被害LSSのリスク（基礎となるデータ）
↓

各種補正（死亡率・罹患率の経年変化など）
↓

低線量(100～200mSv以下)について
DDREF(線量・線量率係数)で1/2に操作
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記載されている全て
のがん種について放
射線影響を認めてい
ることに注意！

注：分子が致死リスク／分母が発症リスク
42


