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企画書：「原子力災害の第二段階」を前にして 

2015年 11月 11日  

東北ヘルプ事務局長  

川 上 直 哉  

（牧師・神学博士） 

 

 

 

【要旨】 

１．定義 

 2015 年 3 月 11 日に起こった地震と津波によって、東京電力福島第一原子力発電所が爆

発事故を起こした。この際起こった被害は、徐々に明らかになった。避難時の不手際などに

よる悲劇を含めて、これを「原子力災害の第一段階」と呼ぶ。 

 「原子力災害の第一段階」において、たとえば予防原則に基づいて適切な措置が取られて

いれば起り得なかった災害が、今、起りつつある。それを「原子力災害の第二段階」と呼ぶ。 

 

２．転機  

「原子力災害の第二段階」が始まる転機は、2015年秋に認められる。 

  

３．社会的状況 

この 2015 年秋には、「福島安全宣言」に類する動きが活発化してきている。これは、震

災以後続いた体制の行き詰まりを示すものとも見える。 

 

４．見通し 

 2016 年中には、内外の惨状がある主の「閾値」に達し、原発事故直後に起こったと同様

の社会的変動が起こると見通せる。 

 

５．結論 

 キリスト教支援団体である我々は、上記の見通しの中で、自らの役割を果たす努力を更に

具体的に進める。それは、宗教の領域において可能な努力を尽くすことで、政治・経済・法・

報道・学問の各領域で同様の努力が進められることへの刺激となることを志してのことで

ある。そのように各自が「持ち分」を誠実に引き受け始めることによってのみ、未曽有の事

態に茫然自失しているこの国の再生が始まると信じている。 
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【本文】 

 

 2015 年秋は、大量の情報が流れ出た記念すべき時として記録されることだろう。それは

「原子力災害の第二段階」の始まりを画するものとしてまとめられる。以下、その報告をま

とめ、今後の流れを予測し、支援活動の方針を考える資料とする。 

 

１．「原子力災害の第二段階」とは 

 2011年 3月 11日に起こった東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所 1～４

号機は爆発事故を起こした。（国会での証言資料によると）セシウム 137だけでもヒロシマ

型原爆の 160倍程度の汚染が引き起こされ、（ある英語文論文によると）セシウム 134だけ

でもチェルノブイリ原発事故の 3倍程度の汚染が引き起こされ、（報道された限りにおいて）

プルトニウム 239 だけでも 32 億ベクレルの汚染が引き起こされ、（2014 年 11 月のドイツ

における日本人の研究によると）ヒロシマ型原爆の 7 万倍のプルトニウムが降下した。避

難時の不手際も続発し、多くの悲劇が起こった。また、（NHKの報道によると）東京電力福

島第二原発と東北電力女川原発においても、270 億～6200 億ベクレルの放射性ヨウ素が放

出された。これを「原子力災害の第一段階」と呼ぶ。 

 その際、ほとんどの地域で安定ヨウ素剤が配布されなかったことに始まり、諸々の「不作

為」が続いて現在に至る。たとえば、1986年の原子力災害において、特にその 5年目（1990

年）の 9月に開催された「第一回チェルノブイリ事故の生物学的、放射線医学的観点にかか

る国際会議」以降順次定められた「チェルノブイリ基準」に従えば、「移住の義務」を課せ

られる土壌汚染が無数確認される福島県中通地区においてすら、公的な除染の際に土壌の

汚染状況を計測することは、2015 年現在、全く検討されていない。その不作為の結果起こ

ってくる悲劇を、「原子力災害の第二段階」と呼ぶ。 

 現在、この「第二段階」の始まりが見えていると思われる。 

 

 

２．転機 

 「第一段階」から「第二段階」の転機は、小児甲状腺癌の多発が確認されたところに認め

られる。それは、10 月 8 日の外国人特派員協会における津田俊秀氏の会見が具体的な契機

となる（この会見内容については、既に英語でも報道されている）。 

 この秋には関東地方での小児甲状腺の異常が報道され、茨木県北茨木市での甲状腺異常

が報道された。その後、2011 年時点で未成年であった千葉県柏市民 173 名の内 11 名が甲

状腺癌およびその疑いであることが発表された。柏市の未成年者数はおよそ 7 万人程度と

推定されるので、「11人」という数字は、極めて高い値を示している。 

 上記は、2011 年の原子力災害が 1986 年のチェルノブイリ原発による原子力災害の後を

追いかけていることを示している。1986年の原子力災害の場合、6年目・7年目にかけて、

各種の疾患数が爆発的に増加している。来年 6年目を迎えるのが 2011年の原子力災害であ

る。各種の疾患数はどうなっているのかを確認することは、意味あることだと思う。 

http://xfs.jp/nvUeG
http://japanfocus.org/-Eiichiro-Ochiai/4382/article.html
http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-6314
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-emitted-67000-times-plutonium-241-japan-atomic-bomb-fallout-nuclear-lab-events-fukushima-resulted-plutonium-contamination-large-areas-oceans-officials-molten-fuel-particle
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-emitted-67000-times-plutonium-241-japan-atomic-bomb-fallout-nuclear-lab-events-fukushima-resulted-plutonium-contamination-large-areas-oceans-officials-molten-fuel-particle
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791145470996454&set=a.205401416237532.41447.100003030251344&type=3
http://xfs.jp/0rICF
http://xfs.jp/0rICF
http://josen-plaza.env.go.jp/decontamination/qa_01.html
http://josen-plaza.env.go.jp/decontamination/qa_01.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4371.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3265462/Children-living-near-Fukushima-nuclear-plant-diagnosed-thyroid-cancer-rate-FIFTY-times-higher-youngsters-elsewhere.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=736245383171887&set=a.378161588980270.1073741834.100003592970431&type=3&theater
http://lite-ra.com/2015/08/post-1430.html
http://lite-ra.com/2015/08/post-1430.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061500/p025145.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061500/p025145.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/020800/p008853_d/fil/2-8.xls
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/020800/p008853_d/fil/2-8.xls
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21da6b2a3cfd68c221aff81c58e11c4d
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/21da6b2a3cfd68c221aff81c58e11c4d
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 実際、日本においては、例えば急性白血病の診療実績が右肩上がりに増えている。ただし、

福井県、大阪府、和歌山県、鳥取県、香川県も大幅に上昇していることは注意が必要である。

このことは、二つの可能性を示している。一つは、がれきや土砂等の移動による被ばくの拡

散という可能性、もう一つは、そもそも 2011年の原子力災害の被害は本州全域に影響を与

える規模であったという可能性である。2013・14年のお茶とキノコから行政が確認した放

射能の数値を整理すると、静岡県や長野県における汚染の高さがわかる。各地の行政が発表

した空間線量の報告を集めてみると、愛知県県境の西側付近で震災前の二倍以上の放射線

量を確認している場所があることがわかる。 

 1986 年の原子力災害の後、甲状腺癌については、子どもよりもむしろ大人の発症数が爆

発的に増え、その発生率も永続的に右肩上がりとなることが報告されている。例えば甲状腺

単科の専門病院である伊藤病院の外来件数の推移（現在は 2014 年まで公開・2010 年比は

微増）に、今後注目することが有益と思われる。 

 

 

３．社会的状態 

 しかし、上記のような事態にもかかわらず、社会は反応していない。むしろ、5 月 15 日

には「『福島安全宣言』実行委員会」が組織され、9月 23日には 6号線を中高生に清掃させ

るイベントが行われ、10月 12日には南相馬市でサーフィンの全国大会が開かれた。 

 他方で、東北ヘルプの「短期保養」支援プロジェクトは 2013 年から 2015 年 10 月まで

に 560 回を超える面談を東北・関東で行い、子どもの健康被害を訴える親たちの声を拾っ

てきた（報告書「東北ヘルプ「短期保養支援」の面談結果について」および「保養面談報告

書」を参照）。この声と、上記の動きと、両者の間にある乖離は激しいものとなっている。 

 ただし、上記の「『福島安全宣言』実行委員会」の代表である矢内筆勝氏は「幸福実現党」

の総務会長 兼 出版局長であり、会の事務局所在地は「幸福実現党福島後援会」の住所と同

一である。またこの会の顧問には田母神俊雄氏が就任している。予断を敢えて記せば、この

運動はむしろ、今後健康被害が隠し切れなくなった時の「トカゲのしっぽ切り」のために、

憎悪の対象を明示する作業が行われている、とも見える。 

 沖縄・辺野古における基地建設を巡る政府の動きも、また、所謂「アベノミクス」の現状

も、現体制の行き詰まりを如実に示しつつある。そうした中で「原子力災害の第二段階」が

現在進行している。 

 

４．見通し 

 以上を踏まえて、今後、大きな社会変動が起こることが予想される。具体的には、数千万

人の規模での人々の移動が起こるだろう。その混乱はどのようにして起こるか。上記の情報

と、現在東北ヘルプが担っている支援活動、とりわけ 562 回の面談を行い 126 世帯（大人

299人、子ども 307人）の状況を定期的に聴いて得られた情報とを総合すると、以下のよう

な見通しが示され得る。 

 

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4254.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6391.html
http://xfs.jp/eJ1yu
http://xfs.jp/eJ1yu
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65733586.html
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65733586.html
http://www.ito-hospital.jp/07_results/results.html
http://www.ito-hospital.jp/07_results/results.html
http://www.ito-hospital.jp/07_results/results.html
https://fukushimaanzensengen.wordpress.com/
https://fukushimaanzensengen.wordpress.com/
https://www.minpo.jp/news/detail/2015092325504
https://www.minpo.jp/news/detail/2015092325504
https://www.youtube.com/watch?v=7YFEoko92R4
http://xfs.jp/QZpuM
http://xfs.jp/f90os
http://xfs.jp/f90os
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（１）2015 年度中に政治的状況が激変する。 

 2011年の原子力災害の結果、ある昆虫（ヤマトシジミ）においては、「骨格」に相当する

部分の異常が 5 世代目をピークに増加することが、既に実証されている。2013 年 3 月 25

日には、福島県飯館村では馬の不審死が相次いでいると、フォトジャーナリストが報道して

いる。また、放射能の強い地域のモミの木に異変が起こっていることを報告する論文（英文）

も 2015年 2月にされた（なお、この報道においては、2011年の原子力災害の方が 1986年

の原子力災害よりも深刻な状況にあることが示唆されている）。 

元外務官僚である原田武夫氏は、2015 年 11 月 1 日公開の「安倍晋三総理大臣への公開

書簡」において、同年 12月には日本経済に行き詰まりが起こり、そして「福島第一原子力

発電所を巡る健康被害の実態」が明らかにされる、としている。この書簡は実名で公開され

ていることから、注目に値する。経営学の専門家（大学教授）と外交の専門家（元大使）に

この内容についての評価をお願いしたところ、以下のように回答を得た。 

 

「興味深い内容であり、出鱈目を述べていると断ずることはできない。外交関係について

の記述については、確かな情報源をもっていることがうかがわれる。経済的な記述について

は、6割方、正しい記述である。ただし、中小企業と組んだビジネスに絡んで議論がなされ

ていることが気になる。また、日銀の量的緩和についての理解については、根拠が示されず

に私見が前面に出てきている。中小企業に対する大手銀行員の理解・態度については、現在

のトレンドを提示していない。これらの点が、説得力を減じている。」 

 

 2015 年 10 月 26 日の報道によると、事故当時、事故現場から 20 キロ圏内で避難誘導を

担当した自衛官など、約三千人の内、38パーセントが、作業中に「1ミリ㏜」以上の被ばく

をした。この人々の健康被害が明らかになるというのが、上記原田氏の議論であった。 

川上の周辺に、癌および脳・心臓の血栓を患う人が増えてきている。保養相談においでに

なった方のお一人のご友人は、都内の幼稚園の経営者の立場で、奇形・体調不良の入園者が

増加していることに恐怖を感じ東京を去って九州へ転居した、という。こうした動きが、ど

こまで広がるか。その流れ次第で、比較的早い段階（年度内）で大きな変化が訪れることに

なるかもしれない。 

 

 

（２）2016 年 3 月に社会的状況が反転する。 

 「真実を探すブログ」といった個人のブログは、これまで、多くの情報を整理してきた。

しかしそこには編集の作業や反証の検討において、不足が多々見られる。これをもって「移

住」といった大きな決断ができる人は、決して多くないものと思われる。 

現在、内外から数多くのジャーナリストが原子力被災地を取材している。「国境なき記者

団」の某記者から直接聞いたところによると、ジャーナリストにとっては「日付・年数」の

数字が重要であるとのこと。つまり、「5 年経過したフクシマの 3 月」といったキャッチコ

ピーを付すことができるまで、今調べていることを発表することをしない（できない）のが、

https://www.youtube.com/watch?v=woA5G52oM2o&feature=youtu.be
http://w3.u-ryukyu.ac.jp/bcphunit/fukushimaproj.html
http://mphoto.sblo.jp/article/64060043.html
http://www.nature.com/articles/srep13232
http://www.nature.com/articles/srep13232
http://xfs.jp/3bPpD
http://haradatakeo.com/?p=60502
http://haradatakeo.com/?p=60502
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015102602000227.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-100.html
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ジャーナリストである。それは経済的な理由による動かしがたい現実である、とのことだっ

た。 

 10 月 20 日に白血病を発症した廃炉作業員に労災が認定された、というニュースが報道

されながらも、11 月 6 日の共同通信は汚染地帯を中高生に清掃させたことへの批判を「誹

謗中傷」と報道した。このように、現状は、各ニュースが付き合わされることなく陳列され

ている状況にある。これはジャーナリストの作業が顕在化していないことを端的に示して

いると言えるだろう。 

 ということは、現在進められている内外のジャーナリストの調査が世界中で一斉に報道

される可能性があるのが、2016年 3月、ということになる。それは、日本の空気を一変さ

せる可能性がある。 

 川上は支援の現場で「5年が限度」と感じている母親たちの多くいることを見聞きしてい

る（報告書「東北ヘルプ「短期保養支援」の面談結果について」および「保養面談報告書」

を参照）。今年になってから、「離婚してでも」子どもを移住させようという思いが、母親た

ちの間に強くなっている。夫への絶望がそこに見られる。そうした中で、現在曖昧とされて

いる事柄が整理され提示されたなら、2011 年 3 月 11 日以降の数週間の間に起こったよう

に、母親たちが一斉に行動を起こすかもしれない。 

 

（３）2016 年中に国際的環境が厳しさを増す。 

 2015年 10月 25日の新聞において、除染で使用した道具が、2012年以来、「一般のごみ」

としてコンビニなどに廃棄されていることが報道された。 

2014年 12月 31日の新聞で、東京電力が、福島第一原子力発電所の解体作業に際し使用

していた放射性瓦礫飛散防止剤を 10倍に希釈していたことが報じられた。この年の夏まで

の間、南相馬市の農家から「放射性物質が飛散している」との指摘を受けた日本国政府と東

京電力は、一年がかりの調査の結果「三号機から大規模な放射性物質の拡散がなされた」と

いったん発表したが、すぐにそれは「再計算」によって訂正・撤回され、結局この問題は「飛

散の原因は不明」とされていた（経緯のまとめはこちら）。 

2015年 10月 29日、東京電力は記者会見を開き、格納容器外の場所で最大 9.4㏜毎時を

計測したと発表した。それは 45分で人が死ぬ空間放射線量であるという。つまり、2014年

12 月 31 日の報道は、そうした現場の粉塵飛散防止がなされないままに原発周辺のがれき

撤去作業が行われた、ということを伝えていることになる。 

 上記は、放射性物質による環境被害が継続して拡散している可能性をうかがわせる。国内

では、このことへの批判は弱い。しかしこれが国際社会を相手にした場合、どのようになる

か。 

 米国の FM局のサイトは、2015年 10月 31日、福島第一原子力発電所事故現場から毎日

300トンの汚染水が流出していることを伝え、その影響について詳細に報道した。 

 2015年 9月 25日の NHK国際放送は、2号機の核燃料のほとんどは格納容器の中に残さ

れていないことを、名古屋大学の森島邦弘教授が結論付けたと報じた。また、環境中に核燃

料が露出している危険性を、2015年 7月の英語版の日本の新聞は、はっきり指摘している。

http://www.j-cast.com/2015/10/21248533.html
http://www.47news.jp/CN/201510/CN2015103001001936.html
http://xfs.jp/QZpuM
http://xfs.jp/f90os
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015102501001264.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S11531890.html
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/dac21ef13cd0628b2873f676fd94bbf9
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102901005
http://www.superstation95.com/index.php/world/item/493-surprise-you-re-eating-fukushima-radiation-bloody-cancerous-tumors-in-fish-seafood
http://enenews.com/tv-experts-conclude-fuel-left-inside-fukushima-reactor-total-meltdown-highly-conducting-tests-determine-down-corium-leaked-photos-video
http://enenews.com/ap-biggest-question-fukushimas-melted-fuel-asahi-fuel-mainichi-one-fuel-experts-nuclear-cores-hit-groundwater-could-melted-ground-world-never-case-like-fukushima-fuel-melted-fell-video
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2011 年の事故後、放射性物質の排出量は当初の想定よりもはるかに多く、また、はるかに

長期間にわたっていることが、東京大学や九州大学の調査で明らかにされたと、英語で 2014

年に報じられている。しかし日本でこのような報道は、ほとんどなされない。 

 2014 年、米国では、原子力災害に携わる日本の高級官僚が「平気で」放射性物質を拡散

させていることを告発する番組が放映され、また、フランスでは、海洋および大気における

汚染を検証する番組が放映された。福島県のある地域に住む女性の証言によると、カナダへ

書籍その他一般的なものを郵送する際でも、送り元に Fukushimaの文字を入れると、徹底

的な検査を受けて送付先には届かず、それではと、Fukushimaを書かずに送ると、そのま

ま届く、という。これは、世界の危機感を伝える一つの証言である。 

キログラム当たり 5万ベクレルを超えるマッシュルームの画像情報が、2015年 10月 29

日に英語のサイトにおいてアップロードされた。10月 20日には、廃炉作業員の白血病発症

に労災が認定されたことも英語で報道された。9 月 15 日にはポーランド語と英語で福島県

内の状況が詳細に報道されている。以前にも、たとえば 2012年 4月に、米国で流通する日

本産の海苔の放射線量が高いことが米国の環境団体のサイトで報告されていた。今後、こう

した情報が五月雨式に出、噂レベルでの関心は強まるだろう。 

日本は海洋法に関する国際連合条約の締結国である。締結国各国は自国の排他的経済水

域の環境について管理する権利を有している（56条）。原発事故現場から排出される汚染水

についての評価は、各国が主体的に判断するものであって、日本国政府の指示に従うもので

はない。 

従って次のように結論付けることができる。仮に、2015 年度中に健康被害の顕在化が政

治的影響をもたらさず、2016年 3月の報道によって社会が変化しなくとも、その両者は国

際的な影響（外圧）となって日本に押し寄せることになるだろう。2015年 11月 5日の Japan 

Times紙は、「2020年オリンピックからの名誉ある撤退」を求める記事を掲載し、すぐ、英

語でそれに続く報道がなされている。こうした動きは今後強くなり、2016 年には大きな影

響を日本全体に与えるものと思われる。 

 

 

５．結論 

 我々はキリスト教に基づく支援団体である。以上の見通しは、我々の支援のためにあえて

獲得するものである。 

 以上のような見通しの中で痛む魂への配慮こそ、我々の課題である。我々の課題は、政治

的変革でも、経済的利益の追求でも、法的正義の確保でも、情報の公開でも、真理の追究で

も、治療・衛生でもない。 

「魂」の語をもって、「精神（霊）」と「肉体」の総合を指す。全人的な支援を担うために、

上記の見通しに従って、以下の支援を行う。 

 

a. 原子力被災者の尊厳を守る。そのために、被災者各位の自己決定のそれぞれを尊重する。

あらゆる宗教的立場（キリスト教を含む）・政治的立場（反原発を含む）については、常に

http://enenews.com/fukushima-released-13000000000-times-neutrons-initially-estimated
http://enenews.com/japan-experts-fukushima-reactor-cores-active-releasing-neutrons-many-months-radioactive-sulfur-measured-atmospheric-sample-very-high-levels-detected-tokyo
http://www.bing.com/videos/search?q=vice%20news%20fukushima&qs=n&form=QBVR&pq=vice%20news%20fukushima&sc=0-0&sp=-1&sk=#view=detail&mid=1464016E7906C08188921464016E7906C0818892
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYvKm04fXg&app=desktop
http://fukushima-diary.com/2015/10/photo-52339-bqkg-of-cs-134137-still-measured-from-mushroom-in-fukushima/
http://www.abc.net.au/news/2015-10-20/first-fukushima-worker-diagnosed-with-cancer-offiical-says/6870940
http://www.podniesinski.pl/portal/fukushima/
http://www.enviroreporter.com/2012/04/japanese-seaweed-radiation-doubles/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwiR0pmi5PzIAhVDqqYKHaXUDkc&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fdepts%2Flos%2Fconvention_agreements%2Ftexts%2Funclos%2Funclos_e.pdf&usg=AFQjCNEIbPwVYkXZEoDCYvidOjPyhLyfNw&sig2=AXP4zh6sQFAafBm_N10VbA
http://xfs.jp/sCmKI
http://xfs.jp/sCmKI
http://ryuma681.blog47.fc2.com/blog-entry-1656.html
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中立を旨とする。以上を理解し賛同するチャプレンを派遣し、絶望から人々を保護する。 

 

b. 原子力被災地に留まりたい、留まろう、と志す人に対しては、「減災」のために必要な情

報を提供する。具体的には、内部被ばくを避けるための食事レシピや短期保養のための情報

や資源を提供し、土壌と食品の放射能計測を行う。 

 

c. 原子力被災地から避難したいと志す人に対しては、その避難を支援する。そのために、 

 

c-1. キリスト教のネットワーク（YMCA、YWCA、「友の会（羽仁もと子の系統）」、等）

に、避難者を保護するための各地の市民活動を、つなげる。このネットワークを活用

し、米国黒人奴隷解放運動のために作られた「地下鉄道」の故事に倣い、避難したく

てもできない人々のために可能な奉仕を行う。 

c-2. 非難希望者が避難のイメージを具体的に描けるように、避難した体験談を提供す

る。 

c-3. 避難希望者が避難の契機をつかめるように、今後の見通しを日々更新しつつ提供

する。 

 

以上を実行するために、以下のような体制で支援活動を展開する。 

 

（１）本部事務局の維持管理：年額約 600万円 

 （事務局長 1名・職員 2名・事務所家賃・自動車維持費・通信費・その他雑費） 

 

（２）放射能計測所の維持管理：年額 400万円 

 （職員 2名・計測機器維持管理） 

 

（３）支援活動費：年額 1000万円 

 （チャプレンによる訪問傾聴・チャプレンの連絡協議・集約された情報の発信） 

 

（４）短期保養支援費：年額 500万円 

（年間 250回の短期保養を支援） 

 

現在、国内の献金でおよそ 1500万円が確保できる体制にある。今後、上記（３）（４）を獲

得するために、国内外の諸団体に、合計 1000万円の資金申請を行うこととする。 

 

（以上） 


