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四年目の「福島

山田耕作 渡辺悦司
2015 年 3 月 25 日
私たちは、原発と被曝に反対して闘っておられる皆さまに、上記の書籍について最大限
の注意を払うように呼びかけます。
この本は、福島原発事故の結果としてがん、鼻血、下痢、遺伝障害など「目に見える」
健康被害は出ないと評価し、それに対して脱原発の側が被害を「誇大に言い立て」ている
と主張し、さらにそのような「被害が大きければ大きいほどよい」という脱原発側の傾向
こそが被害者の「不安をあおり」
「多大なストレスを与え」て「放射線以上に」
「福島の人々
を苦しめている」とまで述べています。同書は、政治的性格が極めて強く、危険で深刻な
内容を含んでおり、著者たちが真意をいかに説明しようとも、原発と原発事故によって生
じた放射線被曝とくに低線量・内部被曝の危険性を指摘し訴える人々全体に対する、最も
控えめに表現しても虚偽の言説によるいわれなき不当な攻撃であると言わざるをえません。
現在、政府と原発推進勢力は、福島原発事故によって放出された放射性物質による健康被
害を全面的に否定し、重大事故が生じて被曝しても何の被害も問題もない、健康影響が生
じているとしても原発事故とは何の関連も確認できないと強弁し、将来の重大事故の発生
をいわば前提にして、この夏から原発を次々再稼働し、もんじゅや核燃料サイクルさらに
は最終処分場建設や原発新増設も含めて、原発を強行的に推進しようとしています。この
ような切迫した情勢の下で、政府・原発推進勢力と真正面から闘うべきまさにその時に、
このような本がしかも脱原発の内部から出版されたことは、衝撃であり、極めて遺憾であ
るのみならず、事態を深く憂慮せざるをえません。いま、脱原発を望み被曝の危険性に注
目するすべての人々が、同書の内容を共同して検討し、批判し、それに反論する必要があ
ると考えます。皆さまが、ぜひともこの点にご配慮いただくよう要請いたしたいと存じま
す。
同書の内容の簡単な紹介に入る前に、著者集団について言及しておきます。著者たちは、
3 名とも日本科学者会議原子力問題委員会の委員および委員長（代表）と記されています。
そのうちの１人（清水氏）は「福島県民健康調査検討委員会」の「副座長」であり、他の
１人（野口氏）は事故後に「福島大学客員教授」に就任するとともに「福島県本宮市放射
能健康リスク管理アドバイザー」を務めているとされています。その意味で、同著者集団
（少なくとも 2 人）は、被曝問題において基本的には行政側の当事者でありインサイダー
でもある点を指摘しておきたいと思います。
同書の社会的・政治的性格（著書の題名によれば「社会」の側面）に関わる基本的主張
の概略は以下のとおりです。煩雑にはなりますが、できるだけ原文を引用することにし、
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私たちのコメント（［

］内に記載）はできるだけ少なくします。科学的な（「理科」の側

面の）検討は別項に譲ることといたします。
１．福島原発事故によってがんや病気が目に見えて増えることはないという主張
「福島原発事故では、放射線被曝による病気が生じるかどうかは『これからの問題』で
す」が「将来、被曝による病気が生じない可能性があると私は思っています」（6 ページ）
。
「福島第一原発事故によって福島県民の皆さんがあびた放射線量と、そういった線量域で
細胞の中で起こることをふまえると、放射線被曝によってがんになる人が目に見えて増え
ることはないだろうと私は考えています」
（55 ページ）。
「私は福島原発事故に起因する放射
線被曝によってがんになる人が目に見えて増えることはないだろうと考えています」（173
ページ、この主張はそのほか 176 ページなど、何度も繰り返されている）
。
［この点で同書は、国連科学委員会および日本政府の見解と同一である。これらは ICRP
の集団線量の概念さえも否定している。
「目に見えて」という限定詞の具体的な意味は説明
されていない。このことから、がんは、被曝によっては「目に見えないほどわずかに」増
えるだけであって、現実にがんが「目に見えて大きく」増えた場合には、それは放射線被
曝によるものではないとする回避的論理が示唆されているのかもしれない。
］

２．福島原発事故の規模はチェルノブイリ事故に比較して極めて小さい（70 分の 1 から
数千分の 1 を示唆）という主張
同書は「国連科学委員会 2013 年報告書」を引用して「チェルノブイリ原発事故の大気放
出量と比較すると、福島原発事故ではヨウ素 131 は 10 分の 1、セシウム 137 は 5 分の 1 と
推定されています。これから、福島原発事故ではチェルノブイリ原発事故の 10 分の 1 また
は 5 分の 1 の放射性物質の放射能が放出されたと考えるとすれば間違いであり、チェルノ
ブイリ事故を著しく過小評価することになります。あるいは福島原発事故を著しく過大評
価することになります」と述べる。具体的には、
「ストロンチウム 90 はチェルノブイリ原
発事故の 70 分の 1、プルトニウムは数千分の 1 と推定されています」として、日本政府や
国連科学委員会のようにセシウムとヨウ素を中心としたスケール（INES）ではなく、スト
ロンチウムやプルトニウムの放出量をベースにすべきであり、福島事故はチェルノブイリ
の 70 分の 1 から数千分の 1 の規模と評価すべきであると示唆している（73～74 ページ）。
「福島第一原発のごく近傍を除けば、ストロンチウム 90 沈着量は過去の大気圏内核実験の
フォールアウト由来のストロンチウム 90 沈着量と大きな違いはなく問題にならないと考え
てよいでしょう」
（79 ページ）
。
「福島原発事故によりプルトニウムが放出されたことは間違
いのないことですが、その沈着量は同原発近傍であっても過去の大気圏核実験由来のプル
トニウム沈着量と大きな違いはなく、すでに述べたストロンチウム 90 の場合と同様に決し
て問題になるものではありません」
（81 ページ、ほかに 44 ページも）
。
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［著者たちは、こうしてセシウム 137・134 の危険性を無視しており、セシウムによって促
される心臓疾患の増加についても、とくに福島における心筋梗塞による死亡率の急速な上
昇（日本で最高である）についても、まったく取り上げていない。また甲状腺がんの議論
においても、ヨウ素 131 放出量（同書に引用されているデータによっても福島事故は最大
でチェルノブイリの約 3 割になる）にまったく触れていない。福島の放出量を低く印象づ
けるために、恣意的に放出量の少ない核種を選んだ可能性が否定できない。しかも、プル
トニウムとストロンチウムについても過去の核実験由来の残存沈着量と同程度の降下量が
「問題になるものではない」というのだから、福島だけでなく核実験の残存放射能も「問
題になるものはない」というのである。
「問題になるものではない」という表現も曖昧であ
るが、結局、
「被害が出ない」という意味付与をしているようである。著者たちは福島原発
事故によって放出された放射性物質が全体として「問題になるものではない」すなわち「被
害は出ない」と評価している、と考えざるをえない。また、汚染水中に流出した、あるい
は海水中に直接流出した、放出量も無視されている。福島原発事故による放射性物質の放
出量およびヨウ素 131 の放出量については、私たちの論文を参照いただきたい。論文は
http://blog.acsir.org/?eid=29、http://blog.acsir.org/?eid=35 から見ることができる。］

３．内部被曝は問題にならないという主張
「内部被曝は、事故直後から食品の放射能監視体制を整備して検査にあたってきた日本
ではほとんど問題になりません」
（83 ページ）
。
「福島県内といえども、避難指示地域を除く
居住地域においては食品の摂取に起因する内部被曝は問題にならないといってよいのでは
ないでしょうか」
（123 ページなど）
。呼気による放射性微粒子の吸入についても、
「ホット
パーティクルによる（内部）被曝と発がんとの因果関係に否定的な結論が下されています」
「ホットパーティクル説は疫学調査により否定されたと思います」（いずれも 43 ページ）。
「粒子状であるから特段に危険になる理屈はないと思っています」（46 ページ）
。
［放射性微粒子とその健康影響の問題については、以下のサイトにある私たちの論文を参
照のこと。http://blog.acsir.org/?eid=31

］

４．福島の被曝量では鼻血は出ないという主張
「鼻血が出た人はいるだろうし、もしかしたら増えていたのかもしれません。問題は『被
曝によって鼻血が出た』のかということです」
（61 ページ）。
「どれくらいの放射線をあびる
と、血小板の減少にともなって鼻血が出るなどの症状がでるようになるのでしょうか。…
血小板がほとんどなくなるのは、かなり大量に放射線を浴びた時です。どのくらいの被曝
かというと、2Sv（2000mSv）以上と言われています」（63 ページ）。下痢については「7
～10Sv という大量被曝です」
（68 ページ）と述べた後に、
「福島原発事故による被曝で鼻血
も下痢も起こらないことは明らかです」
（69 ページ）。
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［致死量に近いほど大量の放射線を浴びるのでなければ、鼻血も下痢も起こらないという
のである。
］

５．福島原発事故により遺伝的障害は生じないという主張
山下俊一氏や今中哲二氏ら「50 人の専門家」による広島・長崎の被曝二世の調査結果で
は「親の放射線被曝の影響は確認されなかった」となっており、
「50 人の研究者が共謀して
真実を隠蔽していると考えるような政治的ないし党派的な見方をしない限り、この調査結
果の信憑性を否定すべき理由はありません。瞬間的に高い被曝線量を浴びた被曝者のケー
スにあってさえそうであるならば、長期間にわたって低線量放射線を被曝している福島の
被災地ではなおさら、遺伝的障害を心配する根拠は希薄だと言うべきです」
（134 ページ）。
６．低線量の確率的影響は「分かっていない」
、だから「分かっている」高線量の確定
的影響だけを認めるべきだという主張
「高線量の放射線被曝が急性障害を引き起こすケースにあっては議論の生じる余地はほ
とんどありません。しかし低線量被曝の影響となると…なかなか見解の一致を見ることが
できません。…マスコミなどでは、この件（放射線の影響）については『分かっていない』
という扱いにするのが一般的です。…ジャーナリズムで『分かっていない』という言葉が
好んで使われる理由は、ひとつにはそう言っておけば何の責任も生じないからでしょう。
もうひとつの理由は『分かっていない以上、リスクを大きく見込んで対処するのが正しい』
という主張が、そこに成立するからだと思います」
（8 ページ）
。
「住民が迫られているのは、
大きなマイナスと小さなマイナスとの（放射線被曝のリスクと住民避難にともなうリスク
との［どちらが大でどちらが小かははっきりしない］）間の選択です。…そのときに頼みの
専門家が『分かりません』では困るのです。
『分かっていない』で済まされるんだったら世
の中に学者なんかいりません。学者の仕事は『どこまで分かっていて、どこからが分かっ
ていないか』を明瞭に示すことです」
（9 ページ）
。
「まだ分かっていなくて論争が続いてい
るのは、低線量領域での確率的影響についてです。…すでに分かっていることまで無視し
て、
『分かっていない』と片づけるのは、科学の冒涜であり、福島原発事故の被災者の不安
を煽るものでしかありません」
（69～70 ページ）
。
［この議論は、「（すべてが）分かっていない」とするジャーナリズムの見解を批判する形
で展開されており、極めて曖昧で分かりにくいが、要するに、高線量被曝による確定的影
響だけを「分かっている」として認め、低線量被曝による確率的影響は「分かっていない」
のだから提起してはならない、それにもかかわらず低線量被曝による確率的影響を提起す
る者は、
「分かっていないこと」をことさらに論じて「被害を誇大に言い立てている」ので
あるという主張であるようにしか読めない。また「予防原則」もこの議論の中でジャーナ
リズムの無責任な態度として「福島原発事故の被災者の不安を煽るもの」として否定され
ている。結局、被曝の問題はすべて、
「分かっていない」低線量被曝を排して「分かってい
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る」高線量被曝による確定的影響に還元すべきであるということになるのだが、さらに同
書では、この「分かっていない」がいつの間にか「影響がない」ということにされる。文
面では「閾値なし直線（LNT）モデル」を認めているが、実際には高線量と低線量の境界
で「閾値」が設定されていることになる。また著者たちは、避難中に死亡した「関連死」
と被曝との関連を認めておらず、それを主に避難にともなうストレスによって説明し、ジ
ャーナリズムと脱原発派が低線量放射線の危険性を強調し住民の避難を求めていることも
「関連死」の一因だと示唆している（159 ページ）。
］

７．福島でいま生じている小児甲状腺がんは放射線被曝に起因するものではないという
主張、および被曝による小児甲状腺がんは事故後 10 年間は出ないという主張
「
（小児甲状腺がんが）ベラルーシでは…小さな子供に集中して発症していることが見て
とれます。…（これに対し）福島では 5 歳以下の患者は 1 人も出ていないのです。このこ
とを持ってすれば、いま福島で見つかっている小児甲状腺がんは放射線被曝に起因するも
のではないと言ってまず間違いない、と私は判断します」（156 ページ）
。「被曝が原因で甲
状腺がんが発症に至るまでに要する期間に関しては…平生からヨウ素の摂取量の多い日本
人であればおよそ 10 年を要するということです」
（157 ページ）。
「事故から 10 年後に、事
故当時幼かった子供たちの甲状腺がんも当然ふえるでしょう。それが被曝の結果なのかそ
れとも無関係なのか…福島事故では被曝量が小さいぶん、その判断が難しくなるでしょう」
（157 ページ）
「数千人の子どもが甲状腺がんになるということは、日本ではあり得ないと
予想して差し支えないと思います」
（158 ページ）
。
［著者たちによれば、小児甲状腺がんの潜伏期間は 10 年であるが、
「10 年後に」小児甲状
腺がんが増えたとしても被曝が原因かどうかはおそらく判断できないであろうというので
ある。ちなみに、アメリカ疾病予防管理センターによると小児甲状腺がんの潜伏期間は 1
年である。この点についても私たちの放射性微粒子に関する論文を参照のこと。
http://blog.acsir.org/?eid=31

同書が採用しているヨウ素 131 放出量と LNT モデルからは、

同書の引用している放出量をベースにしても、チェルノブイリのおよそ 2 割から 3 割程度
のがんが発生する可能性があることは容易に推測されるが、この点はまったく伏せられて
いる。］

８．県民調査の信頼を落としたのはマスコミの罪だという主張
「
（県民健康調査について）マスコミの批判の『罪』のほうは、専門家に対する信頼を回
復不能なまでに失墜させてしまったことです。調査の内容や結果を冷静にどう見るかとい
う以前に、調査そのものに対する不信感が、一種の先入観として社会に根を張ってしまい
ました」
（152 ページ）
。
「概して危険を重視するサイドにマスコミや世間の同情は集まり、
リスクを甘受せざるを得ないと判断して生活しているサイドはまるで加害者であるかのよ
うな視線を浴びることさえあります」（185 ページ）。
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［県民調査の信頼が失墜したのは、あくまで放射線の影響を認めない「専門家」の方では
なく、マスコミが批判したことに責任があるというのである。
］

９．被曝問題では原発賛成の人々の見解が科学的であるという主張
「
（私たちは）原子力発電に対して明確に批判的な立場に立っている」
（5 ページなど）が、
「健康被害の有無・大小の問題は、原発の是非の問題とは切り離して客観的・科学的に論
じなければならない」と言う。
「私（同書著者）自身ははっきりと原発には反対の立場なわ
けですが、放射線の問題については、原発賛成の立場の人とも科学的な見解を共有するこ
とがあっても何ら問題ないと考えています」
（177 ページ）。
［これも曖昧である。この表現は、原発賛成の立場の人の主張にも「科学的な見解」が一
面的あるいは断片的にではあれ含まれている場合がありうるという内容とも解されるが、
そのような自明の理をわざわざ一般的に確認しているだけであるとは考えられない。また、
「原発賛成の立場の人」には、当然、安倍首相も自民・公明政権も経産省も環境省も電力
会社や原発メーカーも含まれることになる。したがって、著者の述べている通りだとする
と、放射線被曝の問題については、著者たちが「見解を共有」しているのは、安倍政権と
原発推進勢力とであり、政府と原発推進勢力の見解こそが「科学的」であると認めて「何
ら問題ない」と考えていることになる。また次に見るように、実際に、国連科学委員会の
健康被害は「ない」という福島事故評価（したがって日本政府の評価）を高く評価してい
る。
］

10．脱原発派が、被害が「なかった」と言ってほしいと願う被害者の「心情」からかけ
離れ、放射線被曝の影響を「誇大に言い立てている」という主張
「原発の再稼働に反対しそこからの撤退を求める人たちの中に、放射線被曝の影響を誇
大に言い立てる傾向が顕著です。…それ（こうした傾向）は被害者の心情からかけ離れて
います。低レベル放射能の汚染地域に多くの人々が現に居住しています。それらの人々は、
放射線の健康被害については『なかった』という形で決着することを心から願っています。
それは当たり前のことです。ですから、たとえば世界保健機関（WHO）や国連科学委員会
（UNSCEAR）が福島事故の放射線影響に関して比較的楽観的な観測をしているといった
報道は、福島に居住している多くの人々にとって朗報です」
（7 ページ）
。「国連（科学委員
会）イコール推進派という政治主義的な公式だけで一刀両断にするような行為は正しくあ
りません。あまりそういうことばかり言っていると『反原発派は福島の被害が大きいこと
を望んでいるのか』と被害者の反発を買うのは必至です」（7 ページ）。
「脱原発を実現する
ために放射能被害は大きくなければならないという歪んだ発想を、捨てるべきだというこ
とです。そのことをはっきりしない限り、『反原発』はいつまでたっても被災者の心からの
支持を得られないでしょう」
（136 ページ）
。
「原発に賛成する人たちも反対する人たちも、
同じテーブルについて肝を据えた議論を行う必要があると思います。このことを行う上で
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大きな壁になっているのが、
（反原発の人々にある）「『放射線影響が大きければ大きいほど
脱原発にとって都合がいい』という心理です」
（177 ページ）
。
［脱原発の立場に立つ人々は、福島事故による被害が「現実として」大きいということを
主張しているのであって、決して「被害が大きいことを望んでいる」とか「被害が大きけ
れば大きいほど都合がよい」と主張しているのではないことは明白である。著者たちの主
張は、明らかに脱原発・反被曝の運動に対する虚偽の非難であり、誹謗中傷と言っても過
言ではないであろう。他方では、著者たちは、願望と真実とを取り違え、真実であってほ
しいと願っていることを真実そのものと思い込みあるいは人々に思い込ませようとし、欺
瞞と自己欺瞞に陥り、それによって真に責任を問われるべき東電・政府・原発推進勢力を
免責し、賠償や裁判その他における被害者の真の利害に背反し、かえって被害者の素朴な
心情をもてあそぶ結果をもたらしていると批判されても仕方がないであろう（135 ページで
著者たち自身がこれらの批判に直面していることを認めている）。
］

11．福島の健康被害の主因が脱原発運動側にあるという主張
「いま福島の人々を苦しめているのは、事故による放射線そのものである以上に、放射
能の影響に関する見方の差から生まれるさまざまな対立や摩擦です」
（185 ページ）。「チェ
ルノブイリ事故にともなう健康被害や死亡の原因を、放射線被曝よりも『放射線への恐怖』
に求める見解があります。放射線への恐怖が過度にあおられたせいで、あたら落とさなく
てもいい命を落としたり、生活が荒れて病気になったりした人がいっぱいいるという『情
報災害』への警告です。これがどの程度あたっているか明確には判断できませんが、福島
の経験からしても、十分にあり得た話というべきでしょう」
（159 ページ）
。
［すなわち、著者らは、
「福島の経験」では、脱原発運動による反被曝の主張こそ被災者の
健康被害や死亡の主因であるとする見解が「あたっている」というわけである。その通り
読めば、福島事故による健康被害や死亡は、放射線被曝「よりも」
、放射線被曝の危険性を
指摘する人々が主要な原因であるという主張になっている。また上記の内容と合わせると、
著者たちのいう「原発賛成の立場の人」には当然安倍首相も自民・公明政権も経産省も環
境省も電力会社や原発メーカーも含まれるのであるから、放射線被曝の問題については、
著者たちは、安倍政権と原発推進勢力と「見解を共有」し、それに基づいて健康被害の主
因であるところの、脱原発の内部にある「放射線被曝の影響を誇大に言い立て」
「放射線へ
の恐怖を過度にあおる」傾向に対し、政府や原発推進勢力と共同して対抗するとしても「何
ら問題がない」と読まれても仕方のない表現になっている点に、とくに読者の注意を喚起
したい。しかし、このような虚偽の論理によっては、
「美味しんぼ」批判の際にはっきり現
れたような、著者たちと安倍政権との間の、
「風評被害防止」を名目とする、脱原発運動と
それに近いジャーナリズムを攻撃するための協力関係を正当化することはできない。
］

12．国民的議論の結論であれば原発推進の容認もあり得るという主張
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同書は、
「原発をどうするのか、…エネルギーや電力をどうするのか、国民が肝を据えて
議論しなければならない」
「原発に賛成する人も反対する人も、腹を割って真剣に議論して、
もう十分にものは言った、だから結論は自分の最初の思いとは若干違っているかもしれな
いが、みんなで議論して決めたのだから最終的にはその結論を尊重する」
「最終的に出た結
論で手を握れる」
（176 ページ）と述べている。
［つまり自分たちは「原発に反対だ」と言いながら、条件によれば（つまり国民的な議論
の結果原発推進が決まるならば）原発推進での協力もありうると示唆しているのである。］

以上が同書のざっと見た概略ですが、どうか原著にあたってご確認いただき、ご検討く
ださるようお願いいたします。
ただ、お読みになる際の注意点として、同書の記述上の特徴が、一貫して、概念を明確
に規定せず、あいまいなままに議論し、自分の依拠する典拠をはっきり明示せず、さらに
他者を批判する際には、自分が批判する対象の文章をそのまま引用せず、自分が少し極端
化したり、ゆがめて紹介し、それを批判する傾向にあることなどに留意していただければ
よいかと思います。たとえば、概念の曖昧さについては「目に見えて増えることはない」
「問
題になるものではない」
「分かっていない」などのところですでに述べました。典拠の不備
の一例としては、何の典拠も示さずに「2 ミクロンぐらいのセシウムボール」は「大部分が
鼻腔粘膜にはほとんど付着することなく」したがって「鼻血が起こることはない」と断定
している箇所（46 ページ）があります。
「鼻腔粘膜にはほとんど付着しない」という点は明
らかに事実と異なります（私たちの放射性微粒子に関する前掲論文をご参照ください）。ま
た、歪曲の例としては、内部被曝の強さが距離の 2 乗に反比例するという議論があります。
著者らは、内部被曝を強調する人は「距離ゼロまでそれを用いて無限大の強度としている」
と批判しています（41 ページ）。しかし極限として例を示すとしても、誰も原子や細胞の大
きさより小さい距離をまじめに議論することはないと思われるにもかかわらず、一面化し
て戯画化してみせるのです。
お読みいただきご検討いただければ、この本の持つ危険性はおのずと明らかになると思
います。ご検討や議論の結果など、ぜひお知らせいただければ幸いです。
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