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原発を断念させる闘い

それぞれの願いの現段階 
は、どうなっているか？ 1原発を断念させる。 

2どうしても動かすのなら安全性を高めさせる。 （福島原発事故の教訓を十分生かす） 3損害を正当に償わせる。 

4　安全を守ることのできる被ばく対策をたてさせる。 
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彊傘虎干支粗糖扶真金請書着意二鰹節動馬鋤簾抑かこ伴う機動及び 麗瞳翼鮭ほろ原子力費矯湖東辺の安全簾健及び額擁傑条に能十訓亀起電に よ。6晴欄た－こ醐比重促し婦を霞の吋嘘藍′以下のときめであることを 離纏いたします。 

寧虞　年　月　隅　田＊慮子力桑電蝶薬毒祉 

l・白〉上溝照寄定によ。6市棚鋸だ朋凱こ鵬し高嶋廠私以下のとお りであ。ます， � �躍 � 
①真朋の繊飯び厳真説こ柑し・章的捌紬，ろとともi二、年東都こ 対し、繕鱒を述べ、電馨を支部－ら蟻環 

㊥事象都こ嬉し・協教会の疎意と着意する複軍 
⑱事業青桐し・健全鋤簾専一ごついでき鼻翼へ回線を農機する強飯 ④筆祭事に対し・迎細嶋葉と要義する強腰 

⑱事葉書母こ対し、婁亀務の身嶋軍鶏を要事する複競 （2）加えて拙磨たかでは、いわゆる裏地で購－こ嘱する重な類義じ、噺鴫定 による責亀の鰹纏や電着の重な嚢複葉鷺の実録 

迫地朗費　の虎の項　じた節を事竃に付けること により噺成意が実費動にいわゆる書着で章をn接した重度であることをふ。 

網目こ属すa銅食を鴨鴫として・靴着の草で批化いたし要しふ 

2・土色の撫髄の絡枇・鞍下のとお。であ。ます． （イ）拙淘こかで軌に帥秘剛こ能したr鱒離合の龍鍵職の縦」 は、無意所の動脈的重要勤岐揃う前に、6棚それぞれが筆筒隊農を癖 めることができる複廉を6購それぞれが継催したい、うことであ。、事業 澱にはそれらに成す貼じなけ丸はならないという重い纏糖をhわせたもの であること． 

旬彊この事的腿に射てはe市村それぞれが珊す班でとことん線 種を臓繕すること主事舞舌機種束させ質）のである－と 

（ハ）客らにその噛京の結実として6市村宅れ伽が舶都こ対して拗帥こ 勧賞と‾尊える轍を要求する繊恨事強促した一方・暮強者にはそれらIニ対 しきちんと枇しなけねエならないという卸、糞務を負わせたものである こと禽 

〇位　　教義サイト ������� � �基軸○∴；重篤細絡 ����　年後 の1ue裏書） �� 
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1 ���18711 7 ��書 
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遙 �‡ ��� � �，′－→● 」崖匡差置 山口蟻 ��阜 二軍 �豊 山口裏 ��� �止義） ���琉 

慮 �露語 ��語欝二三 亘鞘匿二「．‘：‘‾‾ ���� ���】調 教） 

議書 �� � �� � � �麺 � 豊艶 

讃 ����幾認鷺 → ��� � 
轟蔚霞 �� � ���� � tmM細． ��動蹟嬢 ��臆 �藷醗 ���� � 

国頭襲画壇LI e重賞機動をふう・21細筆く大‘事篤）輸血口重購劃 ⑪佐賀地霊Hz7・3・袖M的玄裏側義持棚番止）却下 ④喜美後置動け▲鋤簾宣鷹農置農勅書調書〇書籍卿 eg蝿置場細い27・4・2なま伽鵬億分）鵡下 ⑨病弁嶋tH27・臓・2倣定（喜編優持分教書）卿下 の大棚帆9億後置着分）農細山網剛岬。 ⑫富農裏書き篇支持HZs・4ie（川内傾虹分）抗告軍鶏 ⑲病○喜成8・d27臓篇MOM義持長月i差止伽差篤農卸 o蜘動議強が・山懐機軸醜め細動置場g富山糠南軸。 ⑪大震青農場・3・郷快足（喜腐蝕分卿鴫縦軸）聯・卸下 ⑫広置継基肥・，・30快足（伊方仮処分）鵡下 �『認諾学課舶 

は）当初は裁判官も反省していた。裁判例もH28年までは措抗し 　ていた。 

（2）最近は、福島原発事故前に回帰しようとしているかのよう。 悪い傾向が出てきている。ただ、多くは、仮処分事件、仮処 分は・裁判官にとってはハードルが高い。 

⑱佐賀地象HZs・6・1娘定くま京伝億分）鵡下 ⑭船山継義H29．7．21快足は方便細分）却下 〇度〃喜細山柳は・1織豊‘持鵬が）職を耽・置構青嶋ttM劃 �〈3）輩罷縄轍藷鞠治①福井（大飯）、 

00－僻事巾，∪・eJプ網葉ノヽ調9m原書虹ノ叢窮‾9割〝。“建国“9°賀〇g細目○○魅 ⑰優後継後的0320隷定（重篤伝細分）如 �〈4）①はひどい。 

下 ⑲大間後閑0・3・30隷定（篇鴻ミサイル仮処分）割下 ⑲衛置喜裏書択細腕7■4（央簾沌）原器換放嬉・東却 ー⑲広き富農伽－9i35（す方細分病後）刷欽定取繍・却下 ⑦〉大分嶋義脚．9．舶（肋仮処分）却下 ⑫広重後置伽・10・j‘（e方購二凍伝匁か鵡下 　　　1 �②は基準適合性については判断回避 

③は特殊 

（与）本番はこれから 
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●・●　詰・当

l　　‘●

当面の判決“決定予定 

・大飯3、4号機仮処分（大阪地裁）

審理終結済み
いつ決定が出てもおかしくない。

〃伊方仮処分（山口地裁岩国支部）

3月15日決定
〃川内原発行政訴訟（福岡地裁）

6月17日判決

l i l i i �被告は三次元地震探 ��査をするべきである �� 

【芦田譲京大名誉教授，物理探査学会元会長】 

‾∴○後事細後置 〃〃一重細後置 �被告は二次元探査しかしていない。 

二次元はX線単純撮影、三次元は CT検査。解像度が全く違う。 

三次元探査の技術は1970年代か 
ら確立している。 

原発敷地で三次元探査をするべき 

器∴レン÷8 ��という提言を原発関係者は無禄して きた。 

新規制基準が地 条件●地盤が「水 �盤の三次元的把握を免除している � 
平“成層」である場合 

「∴ 

I i 障害を正当に償わせる闘。 

i I i 

I i 

i I i 

原発の安全性を高めさ 
せる闘い 

（福島原発事故の教訓に学ば 
ない事業者） 

l大飯原発敷地の反射法地震探査（二次元）結果l 

2．1地下構造の続董（反射窪地義旗套）∴∴∴∴：証 � �願 望 的 �I l 

∵較∴女王∴∴∴∴舶舶棚翻 　　　身． 

1i馨i葦雷　断誠途 

ゝ薬…　　　　　　　　　ニ′三襲撃 

録‾∵茎塁塗連繋露／蒙露頭聾塗蚤 
「二親嚢茎謀臣重要講鮮／三 　　　　ヽ二二二。主∴∴．． 嶋…　り　　／“－／．．日、、．＿＿誹でないi 

－： 

先行7判決についての米倉弁護士の評価 � 
【2018．7．28「原発と人権」第4回全国研究〃市民交流集会inふくしま】 

・なぜ、賠償額が低水準にとどまっているのか 

・原賠春の基本政策の誤り 

（1）避難指示と賠償をリンクさせる仕組み 

（2）損害の内容の理解 
●「地域社会の喪失」を賠償対象にしていない。 

・その結果 

・（1）区域外避難者の賠償額の低さ 

●　　－避難の合理性を短い期間しか認め7璃＼。 

・（2）区域内避難者の賠償額の低さ 

ー避難指示の解除によって損害が終了するというフィクション 

・（3）滞在者の賠償額の低さ 

・　　－20mSv諭を乗り越えられない。避難指示を基礎におく損害 

葺定。被害実態が評価できていない。 

3
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・・●　宗主当

番　　‘●

問題点⇒あまりに少ない �認容額 

・例えば原告⑮～⑫【⑭が母、⑪、⑫は娘（事故時⑪は10歳、

⑫は3歳）、伊達市在住】
・夫と男児3人との7人家庭。経済的に安定。夫が避難に反対

、2011年12月に⑲は⑪、⑫を連れて群馬の借上げ住宅に避
難。夫と離婚。群馬で得た仕事による給与が年100万円で経
済的に困窮。⑪は学校になじめず、ふさぎこむようになる。⑫
は兄に会いたいと毎晩のように泣く。⑱は、⑪）⑫を線量の高
かった伊達で10か月間も生活させてしまったことに対する不

安と、自分の独りよがりの考えで家族皆を不幸にしてしまった
のではないかとの後悔で苦悩している。

・－この慰謝料額が、⑲は30万円、⑪、⑬は50万円

東電からの既払金を控除して、認容額は、3名とも29万円

適切な被ばく対策をたてさ
せる闘い

／

「1mSv」の意昧内容をなし崩 �し的 

に改憲する画策 � 

・福島原発事故前1mSv／年は0．114uSvl時だった。 

（100時Sv÷365日÷24時） 

・福島原発事故後1mSv／年を0．19uSv／暗く自然放射能をプラ 

スすると0．23山〟時）に増やした。 

【16時間は家屋内にいることとする。遮蔽係数は0．4（事故前 
は0．9だった）】【0．11〟0．19＝0．6】 

・更に、早野論文を使って、その4倍に増やそうとしている（放 

射線審議会で議論中） 

戴々の研究は、個人織馳主局逆鱗鐘に比倒し、その比鯖係数は咋0．15まくは）書である。この � 

研究で求められた係数は政府が採用している係鼓0．6の0．25蘭である．困難たちはr221 

早野第一論文（黒川直一高エネルギー加 
連勝研究機構名筆赦按による日本語訳） 

・僧の集団的な競凄手続

（1）艦腹が先行し、その鋸某を鶴衰えて基準が定められたもの

トンネル重鵬、B塾、c璽肝炎、アスベスト筆（責任原田について義網所
の手続がめ要）

（2）継勘の動向も霞みながら定められているもの

交竃事故における自照責保機会、任意保機番書

く3）義和と全く禦報係に定められたもの

る豊艶醗酵顆淵離籍既続筋の膿に封する田鹿忙よ
“中軸指針類書「当事竃による自主的な銅賞に費する一触的な糟鯖」義

精強筒でないことは照らか。しかし、義真言には事実上の絢意力拙いて
いる

●収まっている大部分の複緩さたちとの公平？

○裏ている千綿こしてしまう？

蟻酸謀殿鶉譜艶艶韻醍鵜野
欠。

なし崩し的に改悪されている � 

・年1mSv一年20mSv（最近の避難指示解除は年20mSvとも 

言わない） 
・年1mSv基準を変えることができないので、年1mSvの意味 

内容を変えようとしている。 

1mSv／年＝0．119uSv／時－0．23uSv／時－0．恥S〝時？ 

・将来の原発事故では避難させない。 

チェルノブイリの際の避難に対する非難 

福島でも避難させすぎた（避難したことによるストレスの強 
瑚）。区域外避難者の支援に対する冷酷な仕打ち（区域外遊 
難は得策でないと市民に印象付ける政策） 

屋内退避措置の過度の強調 

i �H31工25　第143回放射線審議会 � 

「東京電力福島第一発電所事故の教訓を踏まえた緊急時被 
ぱく状況及び現存被ばく状況における放射線障害防止に係る 

技術的基準の策定の考え方について」 

空間線量率と実効線量が関係付けら 
れている基準（1mSv／年＝0．23uSv／時） 

は、元々安全側に立った仮定が唇か 
れていたが、結果としてさらに相当程 
度の裕度があったといえる。 

詔
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●・●　点・当

l　　‘●

匡薙針の改正（＿H30・10・1回 改正前　　一改正録 

・全面緊急事態一確定的影響を 回避し・確率的影響のリスクを 低減する観点から、迅速な防 離誼を実施する必要がある ・事態の規模、時間的な推移に 応じて・UPZ内においても、PA 醍酪灘幾謀防 ●PAZとは“・・確定的影響を回 掌講義め〝““防護縄を準備 �・全面的緊急事態一重篤な確定 的影響を回避し又は最小化す るため、及び確率的影響のリス クを低減するため、迅速な防護 彊畳を実施する必要がある段 ●UPZ内においては、屋内退避 を実施するとともに、事態の規 模、時間的な推移に応じてPA …籍艶麗鶉課的肪 ”諾難読欝播諜許 �l 

●UPZとは・“・確率的影響のリス 急罷鰹認諾講評 �”淀議長欝的影響のリス 

書手力録農事輸着後の篇章にまけ、て後置すべき 後置のあや事について 　平成30年10月17日 　原子力禦章要具食 5・融の臓び帥伽蝕されている扶方を綿え、事的帥やす韓 重は・劉耽り匝l00曲の相とする。なお・輔の0航基づく間脳 t紬削こ靴ること棚・棚節電の娘が憂げ義ぱく請は、事 勝義桝す標章糾分下回ることとなっている○鵬】⑰、②展的離 農） 書棚搬棚議書は駒雑穀捌日高的脚強請と冊 �固ま・おそらく原則として避難でき可 

・事故後1週間の被ばくの目安－100mSv（原 子力規制委員会2018．10．17） 

100mSVl週間＝59叫SV時 

【屋内退避（家屋遮蔽係数0・4）すれば、空間 線量1488uSV時までOK】 

胸など綱馳駆搬鵬もので畦上のた硝醐胱 く脚軸‥よ鵬師絶間意し伽妙の桝する。 �福島原発事故で原発敷地外で計測された 最高の線星は1590uSv／時（3・12午後時双葉 町上羽鳥） 

巨のご都合主計 ●100mSvは生涯線亘だというと、長期の100mSvは短 期の100mSvよりリスクが小さいという。しかし、数値 は言わないo「DDREF＝2」にはロをつぐむ。 ・子ども・妊婦の放射線感受性には口をつぐむ。 ・被ばく影響の個人差にも口をつぐむ。 ●内部被ばくの議論はしたがらない。 ・不溶性放射性微粒子の議論も避ける。 ●司法の流れも一進一退。 」． �［露悪輩］ ・内部被曝については，無祝することができる程度のものに すぎないと輔する文献もあるが・他方で呼吸．飲食等を 通じて体内に取り込まれた放射性核種が生体内における 輔等を通じて身体の特定の部位に対し輔的な被曝を 引き起こし陣を引き起こす機序を指摘する科学文献も少 謙譲露語藷・、諜詳絹端 も科学的に鯛“実証されておらず現状においては．これ らの科学文献の説くところが科学的知見として確立してい るとはいい難い状況にあるものの・研究途上というべきで 激憤翳諌慮しない審査の方針には疑問が 

㌻



原爆症認定却下処分取消請求

原子爆弾由来の放射性物質による内部被曝の影響は人体
の健康への影響という観点から重視する必要がないとする
被告の主張についてば必ずしも科学的な根拠に裏付けら
れたものではないのではないかという疑問をなお払拭でき
ないというべきである。

内部被曝については・場合によっては外部被曝よりも人体
に大きな影響を与える可能性があることを否定することが
できず被爆者の被曝線量を評価するに当たってば当該
被爆者の被爆状況一被爆後の行動，活動内容，被爆後に
生じた症状等に照らして・放射性降下物及び誘導放射化さ
れた物質を体内に取り込んだことによる内部被曝の可能性
がないかどうかを十分に検討する必要があるというべき

・内 接 は 低 も に 期 （甲 と， み 外 原 を 33 し い �大阪地裁H30工23判決 �らず 纏 え れた より 鯛 義 あり いこ と る き ス」 Al 標 と 「： 

（原爆症認定申請却下処分取消）⊥認容 

競技場の複劇こついては必ずしも穐学的に禦嘱“実臆されてお た鴨後置譲精機による 
ー継続的鞭農が寄集量放射録の矩時 よりも諜報な教書を引き纏こす可能性について精練する霊鳥（ 原子力安全妻具会の放射簾議書防止基本書H部会に膿重さ 錨鵠瑠璃経議漕認諾諮輔髄畢 織機の情報が伝わるバイスタンダー効果．蔓延突然要具後塵の こわたる上鼻というゲノム不要定性筆の可能性を槽繍する。）が A139）‾のよ‾な科学 

，一つ的知具を－抑＿東嶺する」とはできな 緩記（6）のとおり・大高持場著書に技射線鞭録による意憧摩 れる慶状が一定寄合生じているとの調査鋸果があり，推定さ 龍嶺農機重だけではあずしもこれを十分に説罪し持ないこと．広 投下的こ高放射能を持つ青書物置を含む意重と思われる「ガ った書は「庸子左」がひどいといわれるとの報告がある－と（ 

ー中 書に照らすと・接種継霊の欝劃こ当たって，内競技場葉書は 鵠鶉隷書るとしてこれを尋表しなし、ことには棚があ 

漢書臆百百百百百百iiiiiiiiiii雪国雪国EEE雪雪星 

f（原爆症詑薄認諾露盤下。棄却！ �！梅暗篤鰭灘認諾欝芋類求事件）！ 

・原告らは・内部被曝は・集中的・継続的に被曝するのでより高 い線量の被曝が生じる旨の主張をし，その主張に沿う証拠を挙 げる。 ・しかしながら“（ア）のとおり・「ホットパーティクル仮説」 については疑問が呈されている上，原告らの主張に対して有力 な反対証拠（第2事件乙B79）があるほか，指摘の証拠によ っても・原告らの主張が・いまだ一般的な科学的知見に至って いるとはいい難く・極めて自然な考えなどということもできな いoJCRPTL同委員会の公式文書であるICRP刊行物59におい て・肺や皮膚の発がんリスクは均一な被曝よりも非常に不均一な 被曝の方がずっと古いという考え方が「ホットパーティクル仮説」とし て知られてきたが．その考え方が支持されないことを明らかにして いる。 「「 �〝護綴離籍議騒鶉鑑籍騒 乏しい． 

灘蟻醗醗蟻 いる（乙118）． ”籠麗蘭灘欝 
・鼠上によれば土管の尖か車重重義び船井重賞庫裏立された構簾的具I基づくものとはいえな い● 

・低 と、 �子供脱被ばく裁判にお �21 日 る。 

ける戦略 

線量被ばくについて－法律等の 彼らの主張の矛盾を明らかにす 

・内部被ばくについて－不溶性放射性徴 
－　セシ　ム′ミール。′、ツトパーティ 

ル）の問題を中心テーマにする。 

漢 

原告の求釈明と国の回答 ���� 

隷無鯛 ��l　　　　　　　　　　　回答 ���� 

・隼1mSv規制の趣旨は何 　　か ��崇 �僚子力災書を防止し、公共の安全を図ることである。 

国 �低纏重被ばく）こよる傭廉影書の可能性i珊学的に否定できない乱 筆1mSvは度会と危機の境界を示す標章ではない。 

放射線管理官纏綿館の趣 　旨は何か ��禦 �放射線果糖を行う労億者の安全朗的として定められたもの 

因 �低廉重被ばくによる健廉影書の可能性は科学的に 年5・2mSYは安全と危験の境界を示す繍量ではなし ��否定できないが、 lo 

霜18廉に葉たない舌が放 射復讐埋区域に立ち入るこ ��田 �回答据否（放射復讐駐韓細と20mS龍知は性格積にするもの であるから、これらを単純に比較することは不竃切である。） 

とは練止されているのか 

5．2mSvの被ばくで白血病 の労災駐足された事例をど 　う考えるのか ��禦 �労災実需Iこおいて放射簾被ばくと疾病との因果関係をどのように標定 するかの闇瞳と・原子力無賃所事甜こ対する国あるいI地方公共団 体としての対応は別個の問題であり、同的こ考えるべきものとは言え ない。 

国 �年間5mSv以上の 単的知見あるLlは �放射線被ばくをすれI純血病を舞症するといった科 匡学鮭峻別に佳鯉した‡lよな＼ 
ー　　　＿Iので　ふし 

左



〝　l

内部被ばく、子どもの放射線感受性につい ���� 
ての国、福島県の対応 

内部被ばくについて ��県 �lc剛砺部被ばくによ訓スクを実効線重で駆価していることについて特に 

争わ �ない。内部被ばくが、同一の実効線量の外部被ばくよ脚よるかに甚大 

である点について争っ。 

国 �内部 �棚くの影響についての酷らの意勝た晒価については輔の限 
りで �よない。 

子供、妊操の放射 線感受性について ��黒 �子 こと �もが大人よりも放射能に封する感受怪が軌、ことが一般的な鰹節である 

輔に争わない。 

国 �原告らの指摘する齢の内容は縛める。ただし、原告らの指摘する違令の線 「 l　　b　＝ 

ける放射線鵬の基準であって、安全と危険の境界を示す鯨重ではない。 

！分かってきたこと！ 

（1）九州大学手鞠白滝顔綾の研究 

2011年3月15日に東京で採集したエアフィルターの分析では、放射 能の80－89％は不溶性の高濃度セシウム含有微粒子である。大きさ はlum程度。 

（2）萩城大学新村氏らによる研究 

タケノコ、椎茸に含まれている放射性セシウムは粒子状で不溶性。 イオン状態ではないので土壌鉱物に閉じ込められず、土壌粒子に物 理的に付着している。風によって、微細な土壌粒子に付着した状態で 、あるいは粒子単体で容易に再浮遊する。 

（3）帝京大学飼本数投の研究 

土壌粒子は、50um以下なら南洋遊する傾向が強い。再浮遊の原 因としては、風のほか、除染工事、山火事、自動車連行、建設工事、 農作業等がある。 

放射性降下物の多くは再浮遊によるもの ������� 

平成28年度月間降下物環境放射能測定結果（福島県） 

場所 �期間 ��核種濃度（Bq／高） �� 
134cs �13705 

福島市方 木田 �H28． �11，1－H28．12．1 �2．2 �13 
H28．12．1－H29．1．4 ��3 �18 

H2 �．1．4・－H29．2．1 �4．9 �30 

H2 �．2．1－H29．3．1 �16 �100 

H2 �．3．1－H29．4．3 �7．5 �i　　　49 

伊達市喜 　成 �H2 �1．1－H28．12．1 �7．2 �1　　　41 H28 �2，1－H29．1．4 �6 �36 

H2 �1．4－H29．2．1 �3．2 �18 

H2 �〟2．1－H29．3．2 �16 �100 

暗合；書町 田島 �H28． �1．1－H28．12，1 �NDl �ND H29 �2．1－H29工4　l　　ND ��ND 

H2 �．4●●H29－2．1　i　　　N胡 ��ND 

HZ �．2．1－Hz9．3．1　I　　N胡 ��0．75 

i �分かってきたこと（5） � 

内部被ばくの危験 

畿議案書書起＿＼斐－ 　∴∴一一十 u14～3IlSに筑波市で挑放された不溶性合題徽組子（セシウムl軸、137 ウランを含む） 

轄鞠尉徽握手leに含まれる妙ウム肝競（ある境では21 
不瀞櫨の金賞組子が脚こ付着すると、書棚二は擁出されない． 

今なお、土種のセシウムボールが幕淳遺し、これを吸入する懇ねがある。 

土壌汚染マップ（2014．10－2017．9） � 
みんなのデータサイト 

●－子　●●○○、∴ 

一編　　＿素餐繋一藩　　　　一議綴 
一∴∴亨∴ 　　● 

＝‾懲軽装i＿一議罷露盤 　審一課÷∴∴ 　義「∴ 蓉∴∴∴筆書醗蟻輩 

0000∴　　t○○●●●、∴ 

不溶性放射性微粒子による内部被ばくのリスク 生物学的半減期の考え方が意味をなさない（体液に溶けない） ��������� 

‾享・京封1、‾士＼鮎．接辞二部主人油土敦鍋物賀私的門／一義丘粧・心事′＿呼 魚用・んかiは議‾撤なさ一着や∵高∴i一二鍬0号億線書手を1㌧二言白日工助辞はふ手跡 �������環境省「放射 線による健康 

十十千十・〇m∴十十すら●千→言曹一言●一一∴↓「子ら言．裏1：置●∴．十千∴ 

いl‾上即高み即妙嬉駒崎勤評蛤や点状朝潮摘出細部l言質尋 

rY‾i、‾／‾‾二‾－i‾ri“「∵請rT揃 ����11韻語　讃1 
ーI重 セシウムIl†「毒手 　一義I裏 �〇着I● �●〃 �i能書さ � 

‥M● lh● �持，輸寄 

I　録持寄 
一合ot � �t）e �筒細）a ��影響に関す る統一的な 基礎資料」 

軍費 すう裏I｝Ist ∴／＼．＿，∴∴十十人＿ �iM●● �11〃 �ヽl書 

持寄　l �●●e　l 

＿＿一点皇（、＿、」～～寝旦レ」 

九州大学宇都宮膳助教授（「緬嶋原発炉内の反応と環境問題一最先錨ナ ノ●ミクロスケール分析で挑む－jJGLlも3所収） 直桂 ������� 

1－2仰のセンウム不溶性徴組子の放射能の密度は10の1 ������1乗ベクレルIg 
Oi58～2・0回のセンウム不溶性微粒子を種田吸引すれば、20－25％が肺胞に、 10％以下が気警吏に沈着する。その生物字的半農軸は徽十年 
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”　●

÷こ‾1 �河野益近先生の調査結果 ��s 　●i〇十〇●lo 　　　童 

嘉納の録饗連竃上にある土（1筒叩n以 ‾一一？一‾－’一丁‾～．一一‾＝｛単‾＝吋モー‾｝言レ” �下）に含まれる厳粛使 

言 ．i一一∴：＿ ∴∴●∴、・∵∴∴ ∴一‾－〃差 ��裏書意義 霊… 、．←＿＿一、．＿＿．＿＿† ＿－詳密詫認諾…“き 

∴章一∴∴ ��犠－＿重義▼m　事 へ、、㌣：－““‾‘：∴∴† 、．＿＿∴一、．－＿∴† ‾‾’書誌達予言－‾ニ‘皇 

－ ��－：∴ ∴三∴一∴ ‾／」＿ �〇一一○○嘉一●－ン●●jir→●＝一一：／了 　重 　裏 　う 　ミ 　享 

÷∴∴∴・一、，．＿　‾一撃 もi ���喜 一 i i f 

三二、．1 、∴｛一瞥一 高㍉∴i＼－＿j 　∴∴ 

遥己」一字　‾ 

●ノ �不溶性放射性セシウム微粒子の衝撃 �タ －ナード〃グラムポウ教授（日本原子力研究開発機構先端セン 

グループ長） 

「人間に吸入されるセシウム微粒子の吸入線量を評価する 
方法にも変化をもたらす可能性があり、不溶性のセシウム粒 
子の生物学的半減期は水溶性のものに比べて長いと思わ 
れる。」 

・奥 表 �辺健太郎氏（日本原研）、松本政雄氏（放射線科学研究所）の発 （2017．12，2iCRP敵影研、日本保健物理学会ワークショップ） 

照諾露擬謹漑醗寵盤蒜 
されない。」 

く く く �農機に（蘭書義軸の重義） � ）「夢をもう一度」戦略の根幹の 
をつぶす。 

）原発関係者に本気で原発の安 
性を図る動機付けを与える。 

）原発ゼロの日本を目指す様々 
な運動を励ます。 

（4）この国に倫理を取り戻す。 

学校近くの土（道路上の土）中の放 �ーi 
射性セシウムの溶出試験結果 

寧芸詫言黒一議繋＿言募 ざ一〇〇小事築く置き簾か∴∴∴¢額爪接T　　／∞●1mで 
ー‾3∵00義手整復㈱一一，＿／＿　‾o調練T∴‾　　　r　‾／／響龍”中畑一　　　〇il薄紅事 

主務総裁主∴、、一一一誌離∴∴∴課題∴／一三／／一　二二一言窓器 
二等一二電話発続発主一言一端灘二　∴怒欝∴＿一一一＼∴　一塁離‡ 

…－／／，認諾鵠諾＝－／一二一一富叢器　∴／∴璃＿二・・細∵∵」蒜謎 

諒麗騒繁一一線二葦　一二i撥 
tt　oomかee郵l　l的母で∴∴∴：∵吻∵”0鶴　　　　lや嬉T 

霊∵務琵務掻ふ∵認諾‾‾；霊宝子i繋∴＼＼瀦縛 

98％以上が不溶性であることがわかった！ 

i �鯛教幕・細雛全体に亘る抜取織豊の平均化が �彼らは、どう 主張するの 

遁一切ではない甲能」隆のあるもう1一つの秋波 

は、雛滴一社の比放射龍…の蕎い粒子が、鱒轄・ 

細織の一部，のみを熊村するときに出穏する。 �か？ 「放射性物質によ る内部被ばくにつ 
しぼしぼ、この技子は千ホットパーティクル‾ 

と呼ばれろで　このような被ばくの特徴は、放 

射性粒子の周囲のごく小さい限られた領域 
で、吸収綾言霊が蝿is総書綿l織の平蔵7吸収織豊よ 

りも著しく拭くなることである舶このような 

ま穏合、放射性継ぎ手の周囲の磯雄こが細胞擬を舐 

発する縞‥豊を†引陣も超える薄い鐘：となる可 
升孟虻清い臨書●“　ニl　　　〇　一　　　′　　　一　　　　対　　・ 

う。束た、その放射性1睦子と同じベクレルの 

放射‡生物賃が均一に分三嶋している鱒境i・細繊 �いて」2011．9，9 lCRP国内メンバー 

よりもリスクを考慮すべき放射線を受けた 

細胞の…陵が少なくなることから、IC鼠Pは、 �丹羽大賀、中豊道朝、 
農ホットパーティクル当こよるがんの競豊能 �酒井一夫ほか 

辞は、平均抜取縞纏からの推窓と同じかそれ �（日本アイソトープ協 

よっ）も低いと考えている。これまでに雪盲われ �会HP） 
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