人の社外取締役を置くこと

理事の山口香氏︑第一興商 い﹂と指摘している︒

とによる甲状腺内部被ばく

や呼吸でそれを取り込むこ

←原発5㌔圏対象外

←19歳未満に絞る

﹁制度自体未成熟仲良しクラブの延長﹂

東京電力福島第一原発事故でとりわけ問題だったのは︑行政側が被災者向けの
甲状腺被ばく測定をサボったことだ︒チェルノブイリでがんを多発させたのか甲
状腺内部被ばくたったのに︑測定器をのどに当て︑被ばくの程度を調べたのは千

ても︑規制妻が﹁あくまで

つまり仮定の置き方次第

わせたようにも思える︒

う︑巧妙な仮定で漆を合

るわけだ︒そうならないよ

要﹂という結論にもなりう

では﹁広い範囲で測定が必

︒
る

ると︑空間線量と甲状腺被
ばく線量の比は簡単に大き
くなる︒空間線量が比較的
少ない場所でも甲状腺被ば
くは多くなりうる﹂と語

こうした値を変えて計算す

沈着速度も遅くなりうる︒

より多くなることがある︒

ウ素の割合は規制庁の想定

被ばくをもたらす放射性ヨ

︵物理学︶は﹁甲状腺内部

機構の黒川真一名誉教授

高エネルギー加速器研究

い
た
︒

たちまで測ればいい﹂と導

欝未満に﹂ ﹁この地域の人

科﹂ ﹁屋内にいれば安定ヨ
ウ素剤の服用基準の五〇㍉

腺被ばくが最大七十数㍉

その結果︑﹁空間線量が
毎時二〇語群の地域は甲状

量をはじき出した︒

一時的な値﹂と言い張れば

避難や測定には至らない︒
避難した全員を測るわけ

でもない︒採用された案で
は﹁発がんリスクが高い人
を測る﹂として十九歳未満
と妊婦らに対象を絞った︒
原発の五㌔圏の住民も対象
外とした︒﹁原発で異変を
察知したらすぐに避難を指

示する﹂ ﹁早く避難を終え
る﹂という前提に立つため

︒
だ
そもそも﹁測定対象は空
間線量で毎時二〇詳腎に達
する地域﹂という線引きも

首をかしげたくなる︒

規制庁は﹁原発が放出す
る放射性セシウムは一〇0
−㌢騰﹂ ﹁他の放射性物質も
同程度﹂ ﹁放射性物質が地

面に落ちる沈着速度は毎秒

う空間線量や︑空気の汚染

ニ㍉㍍﹂などと仮定し︑各
地の地面の汚染やそれに伴

空間線量20第蒜で線引き疑問

八十人だけだった︒これは反面教師にすべきだが︑一一月に原子力規制委員会の検

だから福島原発事故時の
福島市のように数時間にわ
たって毎時二〇詳斜に達し

︒
だ

続的に空間線量が高いと高
リスク﹂という理由から

︵榊原崇仁︶

討チームが決めた方針では︑サボる意思が巧妙に踏襲されたようだった︒なぜそ

んな話になるのか︒

福島原発事故から的年
﹁活発に意見をいただ
き︑ありがとうございまし

倍の値だ︒採用案に従え
ば︑ある地域が汚染されて

二〇藷群なら必ず避難や

放射線が飛び交っても﹁た

︒
る

原発からの放射性物質は

測定というわけでもない︒

風に乗って広まり︑通過地

ビデオ会議形式で開かれた原子力規制委
員会の検討チーム会合＝東京都港区で
∴∴∴：∴∴l

測りたくない﹂という思惑
をひしひしと感じた︒
空間線量は︑その場を飛

った﹂三百倍や四百倍では

ぶ放射線の程度を示す︒毎
時二〇藷欝は平常時の五百

た﹂︒二月十八日の原子力
規制委員会の検討チーム会
合で伴信彦規制委員はそう
締めた︒しかし資料の説明
を除けば︑専門家の議論は
質疑中心で二十分程度︒原
子力規制庁が元した事務局

避難も測定も対象外とな

このチ上ムの名称は﹁緊

案があっさり採用された︒

急時の甲状腺被ばく線量モ
ニタリングに関する検討チ

で甲状腺被ばく測定の対象

急上昇した際の値ではな

ーム﹂︒議題は﹁次の事故
をどうするか﹂だった︒か
ねて国の指針は﹁空間線量
が毎時二〇詳群で避難﹂と
しており︑この避難者を測

く︑しばらくしてからの値
で規制妻が判断する︒﹁継
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サボり﹁踏襲﹂巧妙な仮定

域では一時的に空間線量が
急上昇する︒ただ国の指針
によれば︑避難の必要性は
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平瀬友彦長官官房放射紡護グループ脚線醍鋼誠・＊
菊池∴清隆長官官房脚紡護ループ監視播部課食通は

立崎英夫国立研究聯法人軒禅師期難

年7月、東京都内で ①現在
は甲状腺被ばく測定を担当す
る原子力規制庁の山本哲也氏
原子力規制委員会の
検討チームの名簿

り方に関する議論を長らく

十年を前にようやく示した

先送りしてきた︒事故から

しているようだった︒規制

案も﹁サボります﹂と宣言

検討チームも︑あっという

庁の面々に専門家を交えた

これは﹁さもありなん﹂

間にゴーサインを出した︒

敗を掘り返してほしくない

とも言える︒事故対応の失
であろう人が規制庁や検討

も﹁根拠がない﹂と門前払
いされかねない状況にあ

る山本哲也調整官は福島原

規制庁でこの件を担当す

チームにいるからだ︒

る︒事故後に甲状腺がんが
多く見つかっているが︑被
ばくの全容がはっきりしな
た︒地域的に大きな偏りが

八日と短く︑放出から二カ

や規制庁は︑福島でなぜ測

しく分析でさすにいる︒

く片山啓氏︒事故対応の中
核を担ったのが両名だ︒
検討チームのメンバーで

︒
だ

月ほどで消えるため︑体内
に入った量や甲状腺内部被

らなかったのかを検証し︑

は︑国際医療福祉大教授の

子力安全委貴会に行き︑住

鈴木元氏は事故直後から原

制庁ナンバー2の次長に就
ばくの程度はもう調べられ

ないよう対応策を考えるべ

次の事故で同じ事態を招か

しかし規制庁は測定のあ

きだ﹂と語る︒

先の島田さんは﹁規制妻

を受けたか︑よく分からな

ない︒誰がどれだけ被ばく

発事故の発生直後にオフサ

あり︑人数もごくわずか

いため︑放射線の影響か詳

十人を調べただけで終え

放射性ヨウ素は半減期が

力会社に補償を求めように

ぱくを受けた﹂と行政や電

外部専門塞く五十音順、談称略）

イトセンターに赴き︑政府
の原子力災害現地対策本部
で総括斑長を務めた︒東京
の原子力災害対策本部の総
括班長だったのが︑今は規

前川∴莱一長官官房放嫡防護グループ監弼覗擬

くなっている︒その結果︑
被災した側が﹁望まない被
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放射性ヨウ素は体内に入
ると甲状腺に集まって被ば
くをもたらす︒体内には呼
吸だけでなく︑飲食でも取

り込まれる︒だから野菜や
状腺内部被ばくが起こりう

山田知悉菅看官涜核腕一枚脱線賂帝都

発から北西や南に三十五〜

＝11年8月、石川県内で

①原子力規制庁ナンバー2に

副センター長

水が汚染された地域でも甲

象になるとすれば︑飲食物
小野∴祐二長軽房放船艦ループ溺鯛離職受
本間俊秀長節房放醐防授グループ舶鯛運命輔舶
山本哲也長官官房脚紡接グループ放脚護企輔倒
三橋∴康之長官官房放繭寝グループ鯛細島金線企

四十五㌔離れた地域で千八

就いている片山啓氏㊨＝2015

鈴木∴元言郵聖人醸聯祉大学クリニック輯
高原∴省五回立研究聯法人繭千九弼瀬上
リスク評価・防災碕グループグループり

るが︑空間線量が継続的に
高い地域の人だけが測定対

に多くの放射性ヨウ素が含

まれると分かっても空間線
量が低いと対象外となる︒
市民団体﹁避難計画を案
ずる関西連絡会﹂の島田清
子さんは﹁対象外になる人
る人はごくわずかになるの

ばかり︒実際に測定を受け

その甲状腺被ばく測定は

東急時の甲状腺枝はく線量モニタリングに関する板前チ￣ム

測定をサボった︒政府は原

原子力規制客質．全
件 信彦 旗手力規制委員会寄掛
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今回の案策定福島事故対応中核の面々も

／図食べると
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ではないか﹂と疑問を呈
︒
す

て︑甲状腺に集まった放射

通常︑のどに測定器を当
性ヨウ素が出す放射線の状
況をつかんだ上︑被ばくの
程度を導くことになる︒

本来なら︑できるだけ多

ない︒被ばく自体が実害な

くの人を測らなければなら

のだから︑誰がどんな被害
を受けたか︑丁寧につかん
だ上で補償などにつなげる
べきだし︑被ばくのせいで

ば手厚い医療支援も不可欠

がんになったと分析できれ
になる︒避難しなくてよか
ったか︑早く避難できたか
も︑被ばくの程度を測らな

いと確認できないはずだ︒
しかし福島原発事故では

加害責任うやむや懸念

当時の検証が不可欠「同じ事態招かぬ対応策を」

