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要旨  

2011年 3月 11日東北地方太平洋沖地震（マグニチュード Mw: 9.0）の津波による震災が起こっ
てから、現在 15 ヶ月過ぎている。それ以降東京電力福島第 1 原子力発電所に、重大な破壊が引き
起こされている。震災以来原子力発電所（原発）近辺の大気、土壌、陸水、海水環境がヨウ素-131、
セシウム-137、セシウム-134等の放射性物質によって著しく汚染されている。原発から放出された
放射能汚染の湿性沈着と乾性沈着によって、環境と食品が汚染されている。原発周辺の土壌は高度
の放射性物質汚染に曝され、事故後日本の広い範囲が汚染され、原発から 170 km離れたつくば市
の大気中に低濃度の放射性物質が検出された。現在、原発事故により汚染地域から約 16 万人の人々
が避難している。放射能汚染への怖れから、多数の人々が原発から離れた非汚染地域へ逃避してい
る。 
放射線や放射性物質は多種のがんやある種の白血病（白血球のがん）の原因であることが知られ

ている。がん発症やがん死亡率に関する も重要な疫学資料は、広島・長崎の原爆投下被爆生存者
の生涯に渡る追跡調査である。さらに 近の研究は、チェルノブイリ原発事故による放射線と放射
性物質に高濃度曝露を受けた 60 万人以上のチェルノブイリ原発作業員の白血病発生率が、倍加し
ていることを報告している。 
将来に渡り多数の乳幼児、児童、母親が高い放射性汚染物質の地域に住むことになるため、健康

診断の徹底が必要である。 
 

Summary 
It is now after 15 months from the tsunami disaster caused by Tohoku Region Pacific Coast earthquake 

(magnitude Mw: 9.0) on March 11, 2011. The Fukushima Daiichi nuclear power plant of The Tokyo Electric 
Power Company (TEPCO) has been severely damaged since then. Since the disaster, radioactive pollutants 
such as Iodide-131, Cesium-137 and Cesium-134 have heavily been polluting the surrounding air, soil, fresh 
water and marine water. The environment and food products have already been polluted by the dry 
deposition or wet deposition of radioactive pollutants from the nuclear power plant. The radioactive 
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concentration in the soil environment around the power plant has become high and low concentration of 
radioactive substances in the air have also been detected in distant places such as Tsukuba city, which is 
170km away from the nuclear power plant. After the disaster, now about 160,000 people have been enforced 
to move out from the polluted areas. Still now, many people are trembled with fear and are evacuating to the 
non-polluted areas far from the nuclear power plant.  

Ionizing radiation and radioactive substances are well known cause of many types of solid cancer and 
certain types of leukemia (malignancy of white blood cells). The most important source of epidemiological 
data of cancer incidence and mortality was the life span study of the Japanese atomic bomb survivors in 
Hiroshima and Nagasaki, when they received an acute dose of ionizing radiation. Recent investigations on 
Chernobyl have also indicated that the leukemia incidence doubled more than 600,000 people (liquidators) 
by the exposure of highly ionizing radiation and radioactive pollutants from the power plant accident. 
	 Since so many infants, children and mothers are still living under the relatively high radioactive polluted 

environment in Fukushima area, it is our urgent mission to survey their health status.  
 

 
1.  原発過酷事故と住民避難  
地震は 4 大プレート境界に形成されている

日本国土の宿命であるが、2011 年 3 月 11 日
東北地方太平洋沖地震（マグニチュード Mw: 
9 .0）と津波により東日本大震災が引き起こさ
れた。東京電力福島第 1 原子力発電所（福島
第 1 原発）においては、14 時 46 分発生した
地震と 15 時 30 分頃襲来した 14 メートルを
超える津波により、原発 6 機のうち 4 機（1
号機～4 号機）の非常用電源を含む全電源が
喪失した。1 号機は 5 時間後には燃料棒が露
出し 15 時間後には原子炉の炉心溶融（メルト
ダウン）が起こり、翌 12 日 15 時 36 分 1 号
機の原子炉建屋が水素爆発を起こし過酷事故

が始まった。その後 2 号機、3 号機、4 号機
の原発が相次いで水素爆発と内部爆発を起こ

し、制御不可能な原発の過酷事故に至った。

いずれも GE 社製のマーク I（Mark I）という
沸騰水型原子炉であり、米国スリーマイル島

原発事故以来、安全性について問題点が指摘

されてきた原子炉である。1976 年当時欠陥

を指摘し辞任した GE 社のデール・ブライデ
ンボウ氏は「マーク I は冷却材の喪失など大

きな負荷を考慮してデザインされていない」

と指摘している。日本はこの古い設計のマー

ク I を使い続けたが、日本が改良された新し

い原子炉を福島第 1 原発に採用していたら、

過酷事故には至らなかった可能性が指摘され

ている。	 

東日本大震災以来 15 ヶ月過ぎているが、余
震は今も続いている。2012 年 3 月 1 日午前 7
時 32 分には、東海第 2 原発近くの茨城県沖
を震源とする地震があり、原発の立地する東

海村は震源に も近く 大震度 5 弱であった。
東海村の村上村長は福島原発事故後の政府の

対応を顧みて「人に冷たく無能な国で原発を

持つ資格はない」と国の姿勢を批判し、「東

海第 2 原発の半径 30km 圏内に 100 万人が住
み、避難計画策定は不可能」と原発の廃炉を

訴えている。実際 10km 圏に日立市、20 キロ
圏に水戸市も含まれ、10km 圏に 49.8 万人、
20km 圏に 85.1 万人、30km 圏に 106.6 万人
が住んでいる。  
福島第 1 原発事故により、原発周辺 20km

圏内にある警戒区域（双葉町、大熊町、浪江

町、富岡町、楢葉町、葛尾村、川内村、田村

市、南相馬市南部）と 20km 以遠にある計画
的避難区域（飯館村、川俣町、南相馬市の一

部）に居住する住民は、突如避難を余儀なく

された。事故後 1 年過ぎているが復興庁の発
表（2012 年 4 月 12 日）によると、160,317
人（福島県外・全国各県に 62,731 人、県内に
97,581 人）に上る住民が避難生活を余儀なく
されている。国会東京電力福島原子力発電所

事故調査委員会（国会事故調）（2012）によ
る「東京電力福島原子力発電所によって避難

を行った住民に対するアンケート調査報告

書」によると、「原発の立地自治体であって

も事前に原子力災害を想定した避難訓練を受

けていた住民は 15％以下、事故の可能性の説
明を受けたことのある住民は 10％以下であ
った」とされている。また「原発に近い地域

の住民ほど何度も避難しなければならないよ

うな避難指示のあり方は問題ではないか」と

指摘されている。今回の福島原発事故の教訓

として、適切な避難が如何に困難であるかが

実証されている。  
福島第 1 原発と東京都心部とのほぼ中間に

位置している茨城県東海村にある日本原子力

発電の東海第 2 原発は、東日本大震災で被災
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し原子炉が安定的に停止する状態になるまで

に 3 日以上かかった。日本原電の資料では津
波で非常用発電機の一部が停止し、炉内の水

温や圧力を下げるため、綱渡りの作業が続い

た。東海第 2 原発は 3 月 11 日の地震直後に
停電したため、非常用発電機 3 台が動き非常
用炉心冷却システム（2 系統）が起動したが、
地震から約 30分後に高さ 5.4メートルの津波
が襲い、そのため発電機のうち１台が停止し

非常用炉心冷却システムも１系統が使えなく

なった。このため炉心の冷却が十分進まず、

地震から７時間後になっても原子炉内の水温

は 200℃を超え圧力は 67 気圧で、炉心冷却
中にもかかわらず運転時とほとんど変わらな

い高温高圧状態であった。このように福島第

1 原発と東京都心部とのほぼ中間に位置して
いる茨城県東海村にある東海第 2 原発も、間
一髪の事態であったことが判明した。  
過去の 2002 年に国際原子力機関（ IAEA）

が重大事故に対応する新たな防災対策として、

住民の被ばくを 小限に抑えるため原発の半

径 30 キロ圏を UPZ（緊急防護措置区域）に
設定して効果的な対策を講じる国際基準を作

成した。内閣府原子力安全委員会が 2006 年
3 月から UPZ の検討を始めたが、経済産業省
原子力安全・保安院は「我が国の防災対策の

現状に特に問題点が見いだされない。防災行

政に責任をもつ当院の意見、考え方を十分に

確認せず、一方的に防災指針について改訂の

検討を開始したことは誠に遺憾である」と文

書で改訂作業の見送りを要求した。この結果

福島原発事故に対応できなかったが、現在政

府は 30 キロ圏に重点防災地域（日本版 UPZ）
を設定し対応を始めている。  

 
2.  原発事故の経緯  
東日本大震災復興構想会議は「復興への提

言」の中で「原子力災害の大きさと広がりに

は、底知れぬ恐怖がある。人々はヒロシマと

ナガサキの原爆とフクシマの原発とを歴史の

軸の上に思い浮かべる。人々は原子力につい

ては、ことさら「安全」神話を聞かされるな

かで、疑う声もかき消されがちであった。」

と事故前後の原発を取り巻く状況を評価して

いる（東日本大震災復興構想会議、2 0 1 1）。
国会事故調の「被災地住民アンケート」にお

いても、着の身着のままの避難が続出したと

し「発電所が水素爆発した事がわからず、何

で避難するのか分からなかった。住民を軽く

扱っている。」との怒りの声が寄せられてい

る（国会事故調、2012）。  
福島第 1 原発の事故原因である長時間の電

源喪失について、原子力安全委員会の作業部

会は電源喪失の安全指針の見直しを電力会社

側の強い反発を受けて見送っていたことが報

道されている。原発の安全に関わる指針の見

直しが電力会社側の意向を受けて見送られた

ことについて、原子力安全委員会の班目春樹

委員長は「今回明らかになった報告書の原案

を電力会社に執筆させていたことは、明らか

に不適切で大変申し訳ない」と話している。

長年原発事業者と官・学側が安全性への配慮

を欠いたまま、原発の安全性を評価しようと

してきたことを示した事例となっている。  
福島第１原発事故後の放射性物質総放出量

については、3 機関から 3 種の推定が出され
ている。経産省原子力安全・保安院は原子炉

が停止する前にはヨウ素 131 が 610 万テラベ
クレル (TBq)、セシウム 137 が 71 万 TBq 原
子炉内にあったと予想し、放出量は 2011 年
6 月に 77 万 TBq と推定、その後 2012 年 2
月には条件を変え 48 万 TBq の推定値を出し
ている。これに対し内閣府原子力安全委員会

は 2011 年 8 月に 57 万 TBq と推定している。
東電は 2012 年 5 月 24 日に 2 号機、3 号機か
らの放出が約 40%ずつの約 90 万 TBq と推定。
2 号機の圧力抑制室が損傷し圧力低下した
2011 年 3 月 15 日 16 万 TBq が放出され、14
日水素爆発後 16 日に原子炉建屋から大量の
白煙が上った 3 号機から 3 月 16 日 18 万 TBq
が放出されたと推定している。また建屋爆発

時の放出は 5000 TBq、ベントにより 1400 
TBq、大半は格納容器の損傷部分からその後
長期間に渡り放出されてきたと推定している。

東電の総放出量予測は 1986 年のチェルノブ
イリ原発事故（約 520 万 TBq）の 17%という
膨大な量である。  
当時福島第 1 原発を指揮していた吉田昌郎

前所長（56）は「3 月 11 日から１週間は、『も
う死ぬだろう』と思ったことが数度あった」

と当時の危機的な状況を振り返っている。事

故 8 ヶ月後の原発の状況について所長は「原
子炉は安定しているが、作業する面では放射

線量も非常に高く危険な状態」と作業の困難
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さを伝えている。所長以下の原発作業者の献

身的努力により原発の制御不能な状況は徐々

に抑えられてきているが、放射能汚染の深刻

さは収拾していない。原発事故から 140 日過
ぎた昨年 8 月 1 日には、福島第 1 原発 1 号機
と 2 号機の原子炉建屋西側の排気塔下部配管
の表面付近で、事故後 高値の毎時 10,000
ミリシーベルト (mSv/hr)以上の放射線量率が
計測された。20 秒間被曝した際に通常の放
射線作業従事者の年間被曝限度である 50 
mSv を超え、被爆時間が 3 分 20 秒を超える
と被爆線量が 500 mSvを超え、急性放射線障
害が生じる非常に危険なレベルである。  

 
3.  放射線・放射性物質への高度被曝  
福島第 1 原発は明治三陸地震や昭和三陸地

震による津波の自然災害により、多大な被害

を出した地域に建設された原発である。斑目

春樹原子力安全委員長が「天災かと言われた

らノーである。これ（東電福島第 1 原発事故）
は人災である。」と反省を込めて述べている。

福島第 1 原発の被災直後の緊迫した中、手探
りの状況下で必死の格闘が行われた内容が、

2012 年 2 月 27 日公表の民間事故調査委員会
の聞き取り調査による報告に記載されてい

る。  
1 )	 吉田所長（津波による配電盤の冠水

などで全電源が喪失した 3月 11日、１号機
から４号機の状態が把握できない事態を前

に所長の声が響いた）：「何でもいいから

液体を持ってきてくれ」。  
2)吉田所長（水位の低下で原子炉燃料棒

露出の可能性が浮上した夕方）：「作業に

従事していない人は逃げて」と指示。その

時の原発内作業員：「誰も帰ろうとせず、

われ先に逃げる雰囲気ではなかった」。  
3)	 原発内作業員（午後７時過ぎ、原子

炉建屋に白い蒸気が充満しているのを見た

 

 
図 1)  国際原子力事故評価尺度 ( INES)でチェルノブイリ原発と同じ 悪のレベル 7 の福島第 1
原発の震災直後の衛星写真（右より 1 号機、2 号機、3 号機、4 号機）（共同通信、2011 年 3

月 18 日）  
 

運転員からの報告が入った時の状況）：「こ

の原発は終わった。東電は終わりだ」。  
この時所長以下危機的状況の原発事故制

御作業に携わった「福島 50 人と譬えられ

る」人々の努力が、「全面撤退」という

悪の無人化による原発の制御不能な暴走の

事態を避け得たと高く評価されている。核

燃料棒の完全冷却が困難な上に、1号機、3
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号機、4 号機の原子炉建屋が水素爆発で壊
れ、2 号機も内部爆発を起こしているため、
これからも長期に渡り放射性物質の放出防

止が必須である。メルトダウンした原発の

暴走を抑制するために献身的に作業してい

る原発作業者については、健康管理上の綿

密な配慮が必須となる。緊急時許容被曝量

の 250 mSv を超える被曝者が 9 名いると報
告されているが、30 代男性（内部被曝 590 
mSv、外部被曝 88 mSv 合計 678 mSv）、
40 代の男性（内部被曝 540 mSv、外部被曝
103 mSv 合計 643 mSv）については非常に
高い放射能被曝が報告されている。さらに

480 名が健康被害の憂慮される 100 mSv 以
上の被曝を受け、50 mSv 以上 100 mSv 未
満が 1,680 名いる。これらの人々の事例で
は内部被曝が外部被曝に比べ非常に重大な

被曝となっており、内部被曝防止が如何に

困難であるかを示している。厚生労働省が

6 月 7 日以降福島第 1 原発への立ち入り調
査を始めたが、これらの事例を含め原発作

業の現場では極端な被曝が多数存在すると

予想されるため、作業に携わる人の生涯に

渡る健康管理が重要と考えられる。  
原発事故時の放射性物質の放出に対し周

辺住民の多くは被曝が避けられなかったと

予想されるが、幼児・児童はヨウ素 -131 へ
の感受性が極端に高いので今後長期に渡り

健康面の追跡調査と適切な医学的対応が必

須と考えられる。放射性物質への被爆影響

は長期化するため、広大な被災地を守り放

射能被曝に対する生涯の健康被害予防の取

り組みを要望したい。  
福島第 1 原発に隣接し再稼動の可否も考

えられている福島第 2 原発 4 基は、震災の
津波へどのように対処したのか。震災時の

福島第 2 原発所長は「福島第１原発と同様
（メルトダウン）の事態まで、紙一重だっ

た」と述べている。襲来した 9 メートルの
津波により海岸近くにある海水ポンプの機

能が失われ、原子炉 4 基中 3 基が一時危機
状態に陥ったが、外部の高圧送電線が１回

線生き残り制御室で原子炉の温度や水位な

どの状態が把握できたため、震災４日後の

3 月 15 日までに全号機で冷温停止にこぎ着
け、放射性物質の外部放出を防げたとのこ

とである。福島第 2 原発所長は「（全電源

が失われ）原子炉の状態をつかめなかった

第１原発とは大きく違った」と指摘してい

る。まさに広域の原発が多重的に制御不能

に陥る間一髪の事態だったといえる。  
 
4.  米国の情報公開と日本の秘密会議
の落差が起こした課題  

	 2012 年 2 月 21 日、米国原子力規制委員
会（NRC）は大震災 2011 年 3 月 11 日から
10日間にわたる委員会内部の緊急会議のや
り取りを記した 3000 ページ以上の議事録
を公表した。原発事故発生から 3 日目の 3
月 13 日には原発周辺でセシウムなどが検
出されたため、原子炉の炉心損傷が起きて

いる可能性があるとして原発から半径

80km(50 マイル )圏内に避難勧告を進言し
ていた。3 月 16 日には NRC 委員長が「
悪の事態を想定すると 1 号機から 3 号機ま
での原子炉すべてメルトダウンする可能性

もある」（実際想定通りになった）と指摘

し、「同じ事態がアメリカ国内で発生すれ

ば、原発から 80km 以内には避難勧告を出
すのが妥当だと思われる」と述べて、日本

政府が福島第 1 原発の付近の住民に出した
半径 20km 圏内の避難指示よりも広い範囲
の避難勧告を行うよう委員会に提起した。

福島第 1原発 80km圏には、60km圏の福島
市や郡山市も含まれる。  
	 原発事故による高濃度の放射能汚染に曝

された福島県の佐藤知事は大震災後の 4 月
22 日、東電の清水前社長に「言っておくが
（福島第 1、第 2 原発の）再稼働はありえ
ない」と福島県民を代表した心情を明言し

た。また大震災時東海第 2 原発の非常事態
襲来を経験し政府の対応をつぶさに見てき

た東海村の村上村長は、原発事故後に細野

原発相、中川文科相と相次いで会談し「東

海第 2 原発は原発の立地条件として不適切
であり、また老朽原発であるため廃炉にす

べきでないか」と訴え、東海第 2 発電所の
廃炉を求める文書を直接手渡した。  
日本においては同時期、福島第 1 原発事

故後核燃料の処理を巡る「核燃サイクル政

策の見直し」を進めてきた内閣府原子力委

員会が秘密会議を開いていた。藤村修官房

長官は 5月 25日の記者会見で、核燃サイク
ル政策の見直しを進めてきた内閣府原子力
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委員会が電気事業者ら推進側とだけ秘密会

議を開いていた問題で、「会議は昨年 11 月
から今年 4月まで 23回開催された。委員長
は 初の 4 回参加した。」ことを明らかに
し、秘密会議という不透明な場で議論がさ

れたことについては「できるだけオープン

にされることが必要だ」と指摘した。また

政府のエネルギー・環境会議の議長である

古川元久国家戦略担当相は同日の閣議後記

者会見で、内閣府原子力委員会が電力事業

者らとの秘密会議で核燃料サイクルに関す

る報告書の原案を配布した問題について、

「疑義を招くようなやり方がされたことは

遺憾だ」と述べた。細野豪志原発事故担当

相も閣議後の記者会見で、事務局を務める

原子力政策担当室の体制を見直す方針を明

らかにし、「電力会社の皆さんにはしかる

べき段階で会社にお戻りいただくことにつ

いて検討している。少し前から問題意識を

持っていた。」と述べている。  
 

5 .  事故直後の放射性核種の拡散  
福島第 1 原発の過酷事故は、3 月 12 日 1

号機に始まり、3月 14日 11時 1分 3号機、
翌 15 日早朝 6 時頃 4 号機と次々に水素爆発
を起こし、同日 6 時 10 分 2 号機が内部爆発
と、連続した爆発が観測され核燃料棒の破

損による放射性物質の大量放出が起こって

いる。  
福島第 1 原発から 3.2km にある総合病院

の福島県厚生連双葉厚生病院の医療陣が、

当時の状況について次のように公表してい

る（重富､2012）。「地震後の津波に備えて
避難準備中に、病院で原発の爆発に遭遇し、

患者に付き添いながら白衣の姿のまま避難

に入った。途中放射能の除染作業を受け、

着の身着のままで帰宅も出来ず、避難生活

に入った。移送途中での様態の急変した患

者も出たが、移送が一段落した時点で病院

職員にも精神的限界が来て病院を離職する

人も出てきた。」  
このような異常事態の中でマスメディア

に登場する専門家は「現在の放射能汚染は

直ちに危険なレベルではなく CT（WHO で
は Whole  body CT scan の曝露評価は 12 
mSv、一方日本の病院の曝露評価は 5mSv
～7 mSv）や胸部レントゲン（WHO では

Chest  x-ray の曝露評価は 0.08 mSv）と同
様なレベルで安全」という表現を多用した。

「安全性」だけを強調していたが、放射能

汚染はヒトの 5 感で感知できないため、被
曝防止と影響低減化のためには早期の汚染

段階で適切に警告し、周辺住民の安全を

優先する必要があった。  
図 2）と図 3)に高エネルギー加速器研究

機構が高分解能のゲルマニウム検出器で測

定した大気中放射性核種濃度測定結果を示

す。測定は福島第 1 原発から南南東 170km
離れたつくば市の国立環境研究所において

ハイボリュウムエアサンプラーを用い石

英・活性炭濾紙で捕集し、原発事故初期に

大量に放出された放射性核種を高エネルギ

ー加速器研究機構が測定している。ヨウ素

-131、テルル -132、セシウム -134,  セシウ
ム -136,  セシウム -137、テルル -129m、ヨ
ウ素 -133、テクネチウム -99m 等の原発の
核燃料損傷に由来する核種を検出している。

先の論文（安藤 ,  2011）で報告したが、同
時期に産業技術総合研究所つくばセンター

災害対策中央本部も放射線測定を実施して

いる。  
（産業技術総合研究所つくばセンター、

ht tp : / /www.ais t .go . jp / ta isaku/ ja /measurem
ent / index.html）  
地上の放射線測定結果では 2011 年 3 月

15 日 13 時 30 分に、 高の汚染濃度の毎時

1.54µSv/hr（バックグラウンドを差し引い
た数値）であった大気中放射線濃度は、一

年後の 2012 年 3 月 6 日より 0.1µSv/hr を下
回る濃度までに低下している。原発事故初

期の汚染を起こした放射性核種はヨウ素

-131 であり、半減期が短いため放射線濃度
は急速に低下している。しかしその後の汚

染に寄与する主要核種はセシウム -134 とセ
シウム -137 のため、放射線量率の減衰は穏
やかになっている。  
高エネルギー加速器研究機構の放射線管

理室のある地域の放射線による線量率のバ

ックグラウンド値は 0.06µSv/hrである。屋
外大気を計測しているモニターハウスの線

量率は午前 3 時以降徐々に増加し、午前 9
時前後に 1.1  µSv/h と線量率のピークを示
している。福島第 1 原発を発生源とする放
射性核種を含む放射性プルームが北北東の
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風に流され、関東方面のつくば市に拡散し

大気中放射性物質濃度が急激に増加したこ

とを示している。午後には南南西の風に変

わり放射性物質の拡散方向が変化したため、

原発から関東地方への放射能の流入が少な

くなり大気中濃度は低いレベルに戻ってい

る。原発由来の放射性核種が、放出時の風

向によってその拡散が決定される事実を良

く反映している。図 3)に示すように、3 月
15 日から 16 日に至る高い大気中放射性物
質濃度はその後減衰しているが、3 月 20 日
から 23 日の午前中にかけて広域汚染され
た放射性核種の流入と降雨による湿性沈着

により、ヨウ素 -131 を中心に比較的高い汚
染濃度を示している。  
放射性核種の中で原発過酷事故当初に、

も高濃度の汚染を起こし健康へのリスク

の高い核種はヨウ素 -131 であった。その一
方、半減期が 8.0 日と短いため原発からの
新たな大量放出が無ければ時間経過ととも

に急減するため、原発過酷事故直後の被曝

さえ防止出来ればヨウ素 -131 への感受性の
高い幼児・児童のリスクを低減化できたと

考えられる。ヨウ素 -131 の大量放出が予想
される原発事故の緊急事態に、放射性物質

の大気中濃度および被曝線量など環境影響

を放出源情報、気象条件、地形データを基

に予測する「緊急時迅速放射能影響予測ネ

ットワークシステム (SPEEDI)」を適切に公
表し警告していれば、避難に際して被曝防

止に寄与することが出来たと考えられる。  
福島第 1 原発の過酷事故は 3 月 12 日 1

号機に始まり、3 月 14 日 3 号機、15 日 4
号機及び 2 号機と連続した爆発により放射
性物質の大量放出が起こっている。

SPEEDI の結果とつくば市の高エネルギー
加速器研究機構と産業技術総合研究所にお

ける大気中線量率の測定結果は一致してい

る。原発より 160km離れた高エネルギー加
速器研究機構モニターハウスで観測された

15 日の 1.1  µSv/hr と、170 km 離れた産業
技術総合研究所つくばセンターの 1.54 
µSv/hr に及ぶ汚染は、特に 2 号機、3 号機
の原子炉本体からの放射性物質の放出が大

きく寄与していると予想される。因みに放

射性物質の放出が抑制された 2011 年 12 月
時点のつくば市北部の空間線量率は、約

0.10 µSv/hr と 3 月 15 日のピーク時の 10
分の 1 以下に低減している。ピーク時に
89％を占めていたヨウ素 -131 等の短半減
期の核種の放射線量率が暫時急減し、代わ

って 11％を占めていたセシウム -134 やセ
シウム -137 の長半減期の核種が主に放射線
量率として寄与しているためと考えられ

る。  
 
6.  原発の危機的状況と放射性物質の

拡散  
SPEEDI の結果が示すように当初西風に

より太平洋側に吹いていた風は、3 月 14 日
深夜より主に北北東の風に変わり午前中に

放射性プルームを南南西の方面へ移送して

いる。風速は平均 3m/s～4m/s、 大 6m/s
～10m/s であり、関東地方から中部地方一
円への広域汚染を起こすには十分な風速で

ある。3 月 15 日・16 日以降では、3 月 20
日、3 月 21 日、3 月 22 日にかけて、高濃
度の放射性核種の流入と放射線量率の上昇

を計測している。この時期の 3月 21日には
降雨があり、首都圏を含む関東一円への放

射性物質の湿性沈着による寄与が大きくな

ったと考えられる。  
図 4)に示すように、福島第 1 原発事故を

受けて文部科学省は航空機モニタリングに

より地域毎に地表面から 1m の空間線量率
を測定している。3 月 15 日以降、間歇的に
北北東の風の流入した風下の首都圏から関

東圏、中部圏に至る広範な地域も高濃度の

放射性核種の汚染に曝されたと考えられる。

特に大気中放射性核種の高濃度流入時に降

雨や降雪があった地域については、湿性沈

着により放射性核種が地表に大量に降下し、

長期に渡り比較的高濃度の空間線量率を示

すようになったと考えられる。  
一方 SPEEDI の結果によると、福島第１

原発周辺では 3月 15日午前中に北東の風か
ら徐々に南東の風に変化していったと予想

されるため、原発周辺 20km 圏内の警戒区
域や 20km 以遠にある計画的避難地域が高
濃度の放射性核種で汚染される事態となり、

汚染はさらに近接した東北地方にも広がっ

ていったと予想される。原発の過酷事故後

3 週間経た 2011 年 3 月 31 日、北西から北
北西 16km～20km の浪江町の一部で 57.5  
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µSv/hr、32.3  µSv/hr、20.7  µSv/hr の高濃
度の空間線料率が測定されている。原発周

辺の極端な高濃度汚染に加え、東日本全域

が湿性沈着による局地的な高濃度汚染地域

を含む深刻な放射能汚染に曝されていった

と考えられる。  

 
図 2)  高エネルギー加速器研究機構と国立環境研究所による大気中放射性核種濃度測定結果  

2011 年 3 月 15 日 14:39 -  3 月 15 日 17:34
（ht tp : / / legacy.kek. jp /quake/radmonitor /GeMonitor6 .h tml）  

 

 
図 3)  高エネルギー加速器研究機構と国立環境研究所による大気中放射性核種濃度測定結果  

2011 年 3 月 15 日～4 月 11 日にかけ測定した空気中濃度の経時変化を棒グラフで示している。  
縦軸は濃度（Bq/cm 3

）（ht tp : / / legacy.kek. jp /quake/radmonitor /GeMonitor6 .h tml）  
 

図 5)に政府が 2012 年 4 月 22 日発表した
2012 年 3 月末時点（図 5-1）と、20 年後の
2032 年 3 月末時点（図 5-2）における原発

周辺の極端な高濃度汚染空間線量率の予測

図を示す。原発事故後一年経過した 2012
年 3 月時点においても、福島第 1 原発の北
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西から北北西に掛けた帯状の地域では、150	 
µSv/hr を越える高濃度の空間線料率が測定
されている。警戒区域や計画的避難区域以

遠の周辺自治体においても、原発事故時 20	 
µSv/hr から 25 µSv/hr の高い空間線量率を
示していたが、一年経過後は大部分の地域

において数 µSv/hr 以下に治まりつつある。
放射性物質の半減期による減衰を考慮する

と、20 年後には 50 µSv/hr 以上の極端な高
濃度汚染空間線量率を示す地域は観測され

ないと予想されている。  
原発事故時約 225 km 離れた東京の 23 区

内の新宿においてすら、原発周辺自治体の

約 30 分の 1 であるが約 0.8  µSv/hr の空間
線量率の上昇を示した。3 月 21 日の降雨に
よるヨウ素 -131 の湿性沈着は河川水や浄水
場の汚染に反映し、後述するように東京都

においては水道水が高濃度のヨウ素 -131 の
汚染を受けた。当時ヨウ素 -131 の汚染に気
づかず何の防備もせず出歩いていた人も多

かったと予想されるが、3 月 11 日の事故後
3 月中は風況によっては広い範囲に著しい
放射性物質汚染が起こっていたことを示し

ている。  
現在ヨウ素 -131 の新たな放出は抑制され

ており、半減期の長いセシウム -134 とセシ
ウム -137 の汚染が主であるため、原発直近
の高濃度地域を除いて現在大部分の地域は

0.1  µSv/hr～0.51 µSv/hr の汚染範囲に収ま
っている。しかしながら図 4)の地表面から
1m の空間線量率（µSv/hr）が示すように、
微量ではあるが汚染域は南西方向約 250km
の広域に拡散している。原発事故が発生し

た場合、汚染の被害を受ける自治体は 大

250km 圏まで入ることを示している。100 
km～150km 圏までの自治体住民について
は、放射性物質の汚染に対する適切な教育

と広報活動が必要と考えられる。因みにチ

ェルノブイリ原発事故による放射性物質の

1.5 メガベクレル (MBq)/m 3の高濃度汚染地

域は 300km圏であり、汚染の被害を受けて
いる地域は 大 600km圏にまで及んでいる。
原発事故後一年経過した現在は、ヨウ素

-131 への新たな被曝は無視できる一方、セ
シウム -134 は 4 分の 3 に減衰しているので、
セシウム -137 が健康リスク上重要な核種に
なっている。  

マーク I 型の原発である 4 号機には 1535 本
37 メガキュリー (MCi)の使用済み核燃料が、
堅牢な原子炉内ではなく上部水槽に貯蔵さ

れているため、余震による崩壊が も危険

視されてきた（マーク I 設計米国原子力技
術者アーニー・ガンダーセン氏および元ス

イス大使村田光平氏）。4 号機については
震災時の電源消失で冷却能が失われ貯蔵プ

ールの水が蒸発し、使用済み核燃料が貯蔵

プール内でメルトダウンした場合、さらに

悲惨な事態が起こったと予想されている。

幸い震災前に終了する予定のシュラウド取

替え工事が震災時も継続し、原子炉ウｴル

と DS ピット内の約 1000 トンの水が貯蔵プ
ール内へ補給されたためメルトダウンを免

れたとされる。使用済み核燃料として福島

第 1 原発内に 336 MCi、セシウム -137 とし
て 134 MCi 貯蔵されており、規模の大きな
余震等による貯蔵プール崩壊への対策が急

がれている。セシウム -137の半減期は 30.2
年であるので、貯蔵プールの崩壊によりセ

シウム -137 等長寿命核種による高濃度の環
境汚染が引き起こされた場合、汚染が回復

するには数世代 100 年以上の時間経過を必
要とすると予想される。「関西電力大飯原

発の再稼動」が対策不十分のまま急がれ、

拙速な再稼動への危惧と不安が広がる中、

全国の原発稼動のモデルとして実現されよ

うとしている。しかしながら も急ぐべき

は、福島第 1 原発事故の検証、安全な廃炉
処理過程の迅速化、事故後の周辺地域の環

境の回復・保全であり、そこに全力を傾

注・実施することが求められている。  
 

7.  低線量被曝による発がんに関する
研究  
放射性物質汚染による人の被曝に関して

は、過去の重大な歴史がその背後に存在し

ている。広島・長崎の原爆被曝者の生涯リ

スク、第五福竜丸に代表される原水爆実験

被爆者のリスク、チェルノブイリ原発事故

による被曝者のリスク、医療被曝によるリ

スク等である。原爆障害調査委員会

(ABCC:放射線影響研究所 RERF の前身 )が
広島・長崎の原爆被爆者を対象に、放射線

の生涯に渡る健康影響を調査した結果が、

放射線被曝による健康影響の も広範囲な
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貴重な調査である。しかし原爆投下後

29km x 15km の広い楕円形の範囲に降った
黒い雨による残留放射性物質汚染による被

曝影響や、原爆後入市し被爆した人の健康

影響は未解明とされている（郷地  2011）。  

放射線影響評価については、生化学的研

究、動物実験、人集団を扱う疫学研究の総

合的検討が必要とされている。健康調査に

基いた疫学的研究は必須であるが、疫学的

 

 
図 4)  文部科学省公表の地表 1m の空間線量率（µSv/h:  10 月 13 日換算値）文部科学省による
航空機モニタリングの結果（2011 年 11 月 11 日発表）（文部科学省、2011）  
（ただし天然核種による空間線量率も含む）  
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図 5-1)   2012 年 3 月末時点における原発周辺の高濃度汚染空間線量率  

(1μSv/hr 以上~150μSv/hr 以上 )の予測図（日本政府 2012 年 4 月 22 日発表）  
 

手法は方法論的に検出感度が低く撹乱要因

も多いため、影響を検出するためには生涯

に渡る被曝者を対象とした健康調査が欠か

せない。「慢性的に年 100 mSv 以下の被曝

が続いたとしても危ないとは言えない」と

低線量被曝容認の意見が流布されている。

後述するように原理的に放射線被爆には遺

伝子損傷が避けられないため安全域はない。
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その一方生体には防御機構が存在するため、

放射線の障害に対する修復作用が存在する。

しかし修復作用は個人差が大きくかつ不完

全なため「生涯に渡るがんのリスクの増加

  
図 5-2)   20 年後、2032 年 3 月末時点における原発周辺の高濃度汚染空間線量率  
(1μSv/hr 以上~150μSv/hr 以上 )の予測図（日本政府 2012 年 4 月 22 日発表）  

 
を避けるため放射線・放射性物質への被曝

は出来るだけ避ける」のが正しいリスク削

減法と考えられる。  
放射線障害としては被曝後死亡に至る事

例が発生する急性影響と、晩発性影響のよ

うに生涯に渡る影響もあり、がん化が誘発

された場合治療経過が思わしくないと死亡

に至る事例もある。1957 年創設された国
際原子力機関 ( IAEA)は原子力発電を促進
する立場から、原発の安全、ウラン等の管
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理、放射性物質の利用や作業従事者の安全

について査察・勧告するが、放射能汚染の

健康影響については主に国際放射線防護委

員会 ( ICRP)が報告している（ ICRP,  2007）。
原発や放射線利用の立場の IAEA や ICRP
の健康影響の調査結果は、疫学手法の限界

と政治的立場のために、旧ソ連のチェルノ

ブイリ原発事故の被災地のベラルーシ、ウ

クライナ、ロシアの健康調査に比べ健康被

害を著しく過小評価していると指摘されて

いる（UNDP and UNICEF,  2002）。  
ベラルーシ、ウクライナ、ロシアにおけ

る幼児・児童の甲状腺腫瘍の発生率は、チ

ェルノブイリ原発事故 3～4 年後以降に増
加が始まっており、ヨウ素 -131 への被爆が
主要な原因であるため、原発事故により大

量のヨウ素 -131 が放出された日本において
も細心の注意が必要である（ IARC･ARCH, 
2011）。同時にチェルノブイリ周辺の放射
性物質汚染地域の児童の健康状態が悪化し

ていると指摘されており、生涯に渡る健康

診断が欠かせない。成人についても、チェ

ルノブイリ原発の事故処理作業者において

事故 4 年後以降健康状態の悪化が報告され
ており、福島第 1 原発の事故処理に携わっ
た作業者については生涯に渡り健康診断を

継続する必要がある（原子力問題情報セン

ター､  1987）。  
ベラルーシの事故処理作業者についての

健康調査では、全がん、腎臓がん、膀胱が

ん、甲状腺がんについて汚染の少ない地域

と比較して、がん発症率が有意に高いこと

が報告されている（Yablokov e t  a l .  2009）。
これらの事例はいずれも適切に医学的対処

を行えば、死亡を抑制することが可能であ

る一方、非特異的であるため放射線障害と

して分類されにくい。このため原発事故を

起因とする死亡数については、ベラルーシ、

ウクライナ、ロシアの報告と IAEA や
ICRP の報告の死亡数は大きく異なってい
る（ IAEA, WHO, e t  a l .  2006）。  
発がん機構について遺伝子の解析が進み

その全容が明らかになってきたが、がんは

細胞の遺伝子の変異により引起こされた変

異した幹細胞由来の細胞集団である。遺伝

子の変異を引起こす原因は多種多様である

が、代表的因子としては放射線、発がん物

質、生物因子、紫外線等が身近に存在する。

発がんに至るプロセスも多様性に富むため、

発がんを抑制するのは非常に困難と考えら

れるが、 良の方法は発がん因子の曝露予

防と考えられる。  
放射線の場合、遺伝子への重大な影響と

しては DNA の単鎖切断や二重鎖切断があ
る。二重鎖の切断に対する組み換え修復機

構は染色体転座を起こし易く、がん遺伝子

の活性化やがん抑制遺伝子の不活性化が起

こる。また放射線は生体中の水と反応し、

反応性と毒性の非常に強い水酸化ラジカル

（HO･）を生成する。水酸化ラジカルは
DNA との反応性も非常に高いため、変異
原性や発がん性が強力なラジカルである

（近藤､1974）。また水酸化ラジカルは炎症
反応や酸素ラジカルの生成を引き起し、生

成した過酸化水素は Fenton反応や Harber  -  
Weiss 反応により、さらに水酸化ラジカル
を生成する。放射性物質を長期間摂取する

ことは、水酸化ラジカルを始め多くの酸素

ラジカルの生成が継続することになる。こ

のため遺伝子をコードしているエキソン

（EXON)部分の変異により、遺伝子の変
異を引き起こすとされている。遺伝子変異

によりがん遺伝子の活性化やがん抑制遺伝

子の活性阻害が起こると細胞が変異しがん

化する可能性が出てくる。  
その一方有害な放射線に暴露して直接的

にあるいは酸素ラジカルを介して細胞の

DNA が変異しても、DNA 修復酵素が変異
した塩基の除去修復機構により活発に遺伝

子の修復を行う。この活発な除去修復機構

により、DNA の変異が蓄積し発がんにま
で到る人は少なくなる。しかし遺伝的に除

去修復機構の活性の弱い感受性の高い集団

も存在しているため、変異原に対する曝露

は努めて避けなければならないとされてい

る。  
 
8.  放射線被曝と白血病に関する研究  
放射線や放射性物質は多種のがんや白血

病（白血球のがん）の原因であることが知

られている。がん発症やがん死亡率に関す

る も重要な疫学資料は、広島・長崎の原

爆投下後被爆生存者の生涯に渡る追跡調査

である。さらにチェルノブイリ原発事故に
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関する 近の研究は、事故後の放射線と放

射性物質に高濃度曝露を受けた多くのチェ

ルノブイリ原発作業員の白血病発生率が、

倍加していることを報告している（ECRR, 
2006）。  
広島・長崎においては、原爆被災後の調

査により生存者の間に急性白血病と慢性白

血病の急増が観察された（広島市・長崎市､

2005）。さらに医療用放射線の X 線高度被
曝患者の中に、白血病の多発が観察されて

いる。放射線被曝の主要な遺伝子障害の一

つである二重鎖の切断に対しては、細胞は

組み換え修復の修復機構により対処する。  
表 1)に示すように組み替え修復機構は染

色体転座を起こし易く、染色体転座に伴な

う遺伝子変異によりがん遺伝子の活性化が

引き起こされる。急性白血病の急性骨髄性

白血病を引き起こすがん遺伝子 EVI1 と
AML1 は、染色体転座により活性化される。
慢性白血病の慢性骨髄性白血病を引き起こ

すがん遺伝子 ABL と BCR も、染色体転座
により活性化される。さらに乳児白血病を

引き起こすがん遺伝子 MLL も同様に、染
色体転座により活性化される。白血病発症

が放射線被曝と深く関連付けられている理

由は、このような遺伝生化学的背景が解明

されているためである。このため放射線作

業従事者については、詳細な血液検査が義

務付けられている。  
チェルノブイリ原発事故後 1986 年から

1997 年の間について、成人における白血病
発症率の調査がベラルーシにおいて行われ、

事故以前の 1979 年から 1985 年の間の発症
率と比較検討されている。その結果急性白

血病と慢性白血病の発症率が、事故以前の

発症率に比べ有意に増加していることが実

証されている（Yablokov e t  a l .  2009）。こ
のため福島県の全住民、中でも放射線への

被曝が心配される浜通り、中通地域に居住

する住民については、健康診断と詳細な血

液検査が生涯に渡り実施される必要があ

る。  
DNA 修復酵素の活性や生体防御系には、

年齢差、性差、遺伝的差が存在するため、

感受性の高い集団が存在する。図 6)に示す
ように、特に乳幼児・児童を含め若年齢の

世代は放射線に対する感受性が著しく高い

ことが報告されている。放射線の影響を予

測した疫学研究も、放射線被曝により乳幼

児・児童を含め若年齢の世代のがん発症と

死亡のリスクが成人に比べ著しく高いため、

一生涯に渡る厳重な健康管理が必要と報告

されている。放射線は遺伝子変異を起こす

ため、若年層の細胞分裂の盛んな細胞が標

的になり易いためと考えられる。成人では

細胞分裂が活発に起こる赤色骨髄の感受性

が高く、白血病のリスクの原因となってい

る。さらに乳がんや子宮がんを発症する女

性のリスクが男性に比べ高いのが特徴であ

る。  
これら遺伝子変異を起こしたがん細胞が

肉眼で確認できるがん細胞集団まで成長す

るためには、強力な免疫系の防御システム

の攻撃を回避し増殖する必要がある。免疫

系細胞には好中球、リンパ球、マクロファ

ージ、B 細胞、NK 細胞など免疫系細胞の
ネットワークがこの働きを行うが、がん細

胞を主に攻撃するリンパ球の NK 細胞の活
性についても、個人差が著しい。  
ヒトは日常的に自然の放射線や紫外線を

含め多くの発がん要因に日々曝され遺伝子

の変異を起こしているが、がん抑制遺伝子

の働きと活発な遺伝子修復の機能や活発な

免疫系の防御システムにより、がんの進展

が防がれている。表 1 に示すように、ほと
んど全てのがんに対するがん抑制遺伝子で

ある P53、リンパ球性白血病症候群のがん
抑制遺伝子である ATM、乳がん、肺がん
のがん抑制遺伝子である RB は、いずれも
染色体転座により不活性化され、発がんが

促進される。  
がん化を予防するこれら生体の防御系も

個人差が著しい一方、防御系の活性には比

較的余裕がないとされている。さらに免疫

系細胞のネットワークを形成する骨髄や胸

腺は、放射線に感受性が高い組織である。

このため骨髄や胸腺への放射線の過剰な暴

露は可能な限り避ける必要がある。福島原

発事故に際しては専門家集団の「安全」宣

言が、被曝防止対策への機会を失してしま

ったきらいがある。超低線量の放射性物質

を無暗に恐れる必要はないが、今後長期化

する環境汚染に対しては過剰な被曝を避け

る賢明な生き方が求められる。  
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原発の過酷事故初期に放出された放射性

物質は、甲状腺への蓄積性の強いヨウ素

-131 が主要な部分を占めていたため、知ら
ずに吸入し高濃度の内部被曝に曝された住

民も多数に及んだと予想される。ヨウ素

-131 への被曝は甲状腺がんの発症率の増加
をまねくことが、チェルノブイリ原発事故

後の放射性物質の高度被爆地住民について

確定されている。特に乳幼時から児童、学

童までの成長期の世代と女性の甲状腺がん

へのリスクが高いため、福島県の高濃度汚

染地域を中心に居住地域毎の被曝量推定と

生涯に渡るきめ細かい健康診断を行う必要

があると考えられる。甲状腺がんの多くは

早期の適切な治療により完治するため、健

診の有効性が指摘されている。放射性物質

により高濃度汚染された地区の乳幼児から

成人まで幅広い年齢に渡って被曝予測とと

もに、甲状腺がんリスク把握のため生涯に

渡る甲状腺に関する精密健診が今後必要と

考えられる。  
 
9.  放射性物質の内部被曝と健康に関
する研究	  

内部被爆には主に吸入被爆と経口被爆が

あるが、食事や飲用による内部被曝は国民

全体に及ぶので、厳しい規制と配慮が必要

とされる。チェルノブイリ原発事故による

放射性物質汚染の著しいベラルーシの

Gomel 地域や原発 30km 圏の子供について
は、リンパ球の染色体異常の頻度増加が報

告されている（Yablokov e t  a l .  2009）。放
射性物質への感受性の高い乳幼児・児童の

健康を守るためには、広大な国土の汚染を

受けたベラルーシやウクライナの内部被曝

防止の取り組みに学ぶ必要がある（バベン

コ   2011）。基本は土壌や食品の放射性物
質汚染の測定を徹底し、農産物汚染の防止

と汚染した食品摂取の制限を徹底すること

である。  
日本においては福島第 1 原発事故後ヨウ

素 -131 の放出と流入が続いていた 3 月 21
日には、降雨によるヨウ素 -131 の湿性沈着
が河川水や浄水場の汚染に反映した。

225km 離れた首都圏においても、東京都葛
飾区の金町浄水場の水道水が高濃度の汚染

を受けた。このため 3 月 22 日と 23 日の水

道水は 210Bq/kgと 190Bq/kgのヨウ素 -131
濃度を示し、当時の乳児の飲用の暫定規制

値 100Bq/kg（2012 年 4 月以降は 10Bq/kg
に改定）を超えた。このため給水区域の東

京 23 区と周辺自治体に対して、緊急対応
として 550ml 入りのペットボトル 24 万本
を、約 8 万人に及ぶ乳児のいる家庭に乳児
１人当たり 3 本を提供する事態となった。
適切な緊急対応であったが、放射性物質の

汚染が広域化した場合如何なる事態が生じ

るかを実証した貴重な事例となった。初期

のヨウ素 -131 の放出が抑制されてからはセ
シウム -137 とセシウム -134 の残留汚染が
中心で、緊急時の原発事故による放射性物

質の大量放出という 悪の汚染状況は、現

在抑制されつつあると考えられる。  
表 2)に示すように、現在原発事故当初の

非常事態における規制値 (1)は廃止され、4
月から新たな規制値 (2)が設定されている。
規制値については「国民を放射能汚染の危

険に曝していないか」との厳しい検証が欠

かせない。今後は放射性物質の食品中残留

を可能な限り原発事故以前のレベルに近づ

ける努力が必須である。それと同時に、全

く理由も無く突然放射性物質汚染に曝され

た農漁村地区の農漁業を如何なる方法で支

え復興させるかの工夫が必要である。  
表 2)の事例に示すように、摂取した放射

性物質の量 (Bq)  と核種毎の実効線量係数
(mSv/Bq)に年間摂取量 (g)、市場や調理に
よる減少を補正して預託実効線量 (mSv)を
計算出来る。2011 年 3 月 11 日の福島第 1
原発事故から一年間の旧規制値は異常に高

い放射線の残留を許容しており、原発事故

による放射能汚染に曝された住民のみでな

く、多くの国民を不安に陥れた。2012 年 4
月からの新規性値になり始めて規制値の

50％濃度の摂取による被曝量が自然放射線
の約 1.5%となり、感受性の高い乳幼児・
児童・妊娠可能年齢の女性にとっては厳し

いが、中高年男性や高齢者にとっては比較

的安全域と考えられる低線量被曝の状態に

辿り着けつつあると考えられる。  
も確度の高い疫学的実証データーは、

1950 年 10 月以降米国主導でなされた日米
共同の「広島・長崎の原爆被爆後の生存者

の生涯渡る追跡調査」である。しかし原爆
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投下後  の 5 年間についての現地調査は、広
島市と長崎市の独自調査が も信頼性のあ

る結果である（広島市・長崎市､2005）。「広
島・長崎の原爆被爆後生存者の生涯追跡調

 

表 1)	 DNA修復・組み換え修復機構とがん遺伝子・がん抑制遺伝子

 

 

図 6)	 乳がん（左上図）・骨がん（左下図）・甲状腺がん（右上図）・白血病（右下図）の発症に

及ぼす年齢別の放射線(Gy)生涯寄与リスク－乳幼児・児童の感受性が著しく高い（USEPA, 2008）
 
 

生体の修復機構と発がん  
(1)DNA修復とがん遺伝子	 

組み換え修復機構→染色体組み換え→染色体転座→がん遺伝子の活性化	 

	 

	 がん遺伝子	 	 疾病	 

	 EVI1	 	 	 急性骨髄性白血病	 

	 AML1	 	 	 急性骨髄性白血病	 

	 ABL	 	 	 	 慢性骨髄性白血病	 

	 	 BCR	 	 	 	 	 	 	 慢性骨髄性白血病	 

	 MLL	 	 	 	 	 	 	 乳児白血病	 

	 

(2)DNA修復とがん抑制遺伝子	 

	 組み換え修復機構→染色体組み換え→遺伝子欠失→がん抑制遺伝子の失活	 

	 

	 がん抑制遺伝子	 	 疾病	 

	 P53	 	 	 	 	 	 ほとんど全てのがん	 

	 ATM	 	 	 	 	 	 リンパ球性白血病症候群	 

	 RB	 	 	 	 	 	 	 乳がん、肺がん	 
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表 2)	 飲料水、食品、農畜産物の残留放射性物質の基準値 (ベクレル Bq/重量 kg)  
飲料水・農畜産物・食品基

準値(ベクレル Bq/重量 kg) 

(1) 旧規制値*1 

放射性ヨウ素 

(1) 旧規制値 *2 

放射性セシウム 

(2) 新 規 制 値  *3 

放射性セシウム 

飲料水 300(乳児用 100) 200 1 0  

牛乳・乳製品 300(乳児用 100) 200 
5 0 （ 乳 児 用 食 品

5 0 ）  

野菜類 2000 500 1 0 0  

穀物類 500 500 1 0 0  

魚介類 2000 500 1 0 0  

(*1)既に検出が認められない理由で放射性ヨウ素についての新規制値は設定していない	 

(*2)放射性ストロンチウムを含む	 (*3)放射性ストロンチウムとプルトニウムを含む	 

事例（市場や調理による減少の無い事例の試算）：【新規制値の半分のセシウム -137(50Bq/kg)
を 含 む 野 菜 類 ・ 穀 物 ・ 魚 介 類 を 毎 日 100g 、 365 日 摂 取 し た 場 合 、 内 部

被曝量を表す預託実効線量 (mSv)は、一般人の被曝線量限度年間 1mSv の 50 分の 1：年間約
0.02 mSv(0.024 mSv)と自然由来の放射性物質のカリウム -40 摂取の約 1/15、日本の自然放射
線被曝量 (1 .5mSv)の約 1/62 になる。】  

 
査」の疫学結果についても、重要な初期調査未実

施に由来する不確実さを伴なっている。さらに

多数の集団について放射線の個人被曝量測定は

困難である上、内部被曝に関する被曝線量の測

定は予測困難な不確実さを持っている。これら

の不確実さに加え、被曝した人に関しても年齢

差、性差、遺伝的差異、高感受性者に対する不

確実さが存在しており、福島原発事故に関して

は今後詳細な調査研究が必要とされている。 

 

10. 生態系汚染による生物濃縮と食の安全

に関する研究  

福島第 1原発１号機、2号機、3号機の原子炉

内存在量はヨウ素-131が 610万 TBq、セシウム

-137が 71万 TBq程度と公表されている。水素爆

発、蒸気の放出（ベント）、格納容器からの漏れ

などから、原子炉メルトダウン後大気中に放出

されたヨウ素-131とセシウム-137を合わせた放

射性物質の量は、48万～90万 TBqと報告されて

いる。ヨウ素-131とセシウム-137等に加えスト

ロンチウム-90や猛毒のプルトニウム-239の汚染

まで起こっており、「内部被爆」防止のため 善

の対策を実行する必要がある。原発から大量の

放射性物質が放出される緊急事態に際して行わ

れるべきであった汚染大気の吸入による曝露予

防は出来ていない。今後は樹木や土壌等からの

再飛散による吸入防止と、食を通じた経口によ

る曝露予防に取り組む必要がある。 

放射性物質の吸入や経口摂取による内部被曝

は外部被曝と異なり体内で放射線が放出される

ことになり、飛程が短く外部被曝では比較的リ

スクの低い α線や β線の被曝まで重要になるため、

可能な限り放射性物質の摂取を抑え被爆を避け

る必要がある。放射線への感受性の高い乳幼

児・子供・女性への被曝影響は可能な限り減ら

す必要がある。相対的に感受性の低い中高年男

子や高齢者は、細胞分裂の盛んな骨髄の被曝によ

る白血病等のリスクに注意する必要はあるが無

暗に恐れる必要はなく、自己責任により過剰摂

取を避けながら健康に配慮しつつ福島県の産地

振興のため摂取することが求められる。	 

「低線量放射線被曝は影響無い」「かえって身

体に良い（ホルミシス効果）」と強固に主張し原

発推進を進める人達は、自ら率先して福島県農

漁業振興のため積極的に摂取し主張を実践して

欲しい。	 

一般の人はチェルノブイリ原発汚染地住民に

学び日常的に放射性物質汚染の少ない食品を選
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定し、過剰な放射性物質の多量摂取を避けるよ

うに注意しながら、正確な情報に基き暮らして

いく必要がある（スウェーデン政府､2012）。放

射性物質により広範な生態系が汚染されている

ベラルーシのベルラド放射能安全研究所の報告

は、食品の安全性と安全な調理法について示唆に

飛んでおり、以下に示す要点については日本で

も実行する必要がある（バベンコ、2011）。 

①	 放射性物質に汚染された森林原野に立ち入ら

ない－「生態系汚染は除染が不可能なため」	 

②	 汚染地に生育する野生のキノコを避ける－

「ある種のキノコはセシウムを濃縮するため」	 

③	 汚染地に自生する山菜、果実、筍は避ける－

「野生の山菜、果実には濃縮する種があるため」	 

④	 汚染地に生息する魚介類を含め野生生物の肉

は避ける－「汚染した植物を摂食するため」	 

⑤	 も大切なことであるが、農水産物が予想外

に放射性物質を蓄積している可能性があるため、

規制値を超えていないか十分な検査体制の構築

と公表、汚染管理が必須である－「安心・健康の

食糧生産」	 

	 

11. 福島原発廃炉と全原発の将来  

2012年 6月 28日東電の下河辺和彦新会長と広

瀬直己新社長が福島県庁を謝罪に訪れた際、佐藤

雄平福島県知事は、「福島第 1、第 2原発の全基

廃炉、事故の完全収束、全被害者への迅速な賠償」

を求めた文書を手渡している。この要請は福島

県民を代表した心情と考えられる。先に述べた

ようにマーク I型の原発 4号機には 1535本 37MCi

の使用済み核燃料が原子炉ではなく上部貯蔵プ

ールに貯蔵されているため、地震に対して も

脆弱とされている。さらに福島第 1原発内に貯

蔵されている使用済み核燃料中セシウム-137の

134MCiを含む 336MCiの長寿命核種の大規模余

震による貯蔵プール崩壊と放出が危惧されてい

る。警告を発し続けているマーク I設計技術者の

アーニー・ガンダーセン氏等の指摘を吟味し、

早急に福島第 1原発の事故処理を万全の対策で

実施する必要がある。福島第 1原発の 6機の原発

の廃炉に向けた取り組みと、第 2原発の 4機の原

発の廃炉の検討が始まっているが、並行して制

御できないリスクに対処していかなければなら

ない。 

全国で自然災害発生への関心が強まっており、

特に耐震性の弱い老朽化した原発への不信が非

常に強いため、全原発廃炉に向けての具体的検

討を開始する必要がある（小出､ 2011）。今後原

発依存から脱皮した復興策を示すことが、放射

能汚染に曝され避難を余儀なくされ不安を抱え

ている住民に将来展望を与え、被災自治体の再生

に繋がると予想される。 

ドイツ政府は 2011年 5月 27日福島第１原発の

事故を受けて、安全検査のため一時停止してい

た老朽化した原発７基を廃炉にすることを決定

した（因みに福島第 1原発 1号機～4号機はいず

れもドイツの廃炉の範疇に入る）。さらに遅くと

も 2022年までに全原発 17基を廃炉する予定であ

り、原発の占める電力供給量 24%を埋め合わせ

るため、風力や水力などの再生可能エネルギー

の割合を 2020年に 35％に引き上げる予定である。

イタリアではチェルノブイリ原発事故を受けて

1987年の国民投票で原発廃止を決め、既に全国

4基あった原発は 90年までに稼働を停止した。

しかしベルルスコーニ前政権はエネルギー需要

の 80%以上を輸入に頼ることから、新規建設を

含む原発再開を表明し国民投票を実施した。

2011年 4月 12日、13日に原発再開の是非を問う

国民投票が実施され、福島原発事故直後のこと

もあり反原発票が 94.4%に達し「原発開発を中止

し太陽光発電など自然エネルギー分野で一層の

努力をする」こととなった。 

図 7)の写真に示すように、原発事故による放射

能汚染に苦しむ福島県の浜通り地区は、原発建

設以前は豊かな農業と漁業の盛んな農漁村地区

であった。原発事故後一年以上経過した 2012年
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4月 16日に南相馬市では立ち入り禁止区域が

20km圏から 10km圏に狭められたが、津波跡の

残る 10km圏から 20km圏内の農村風景は厳しい

ままである。津波で多数の漁協組合員と家族を

失った相馬双葉漁協は、原発事故後の放射能汚

染により一年以上経過した 5月時点でも出漁出

来ず漁船は港に係留されたままである。原発事

故被災地の農漁業と地域社会を再生させるため、

全国的支援の取組みが求められている。 

	 	 放射性物質の汚染対策は「発生源対策が基本」

である。原発が放射性物質の汚染源であるため

全国の原発について、廃炉工程を国民に公表す

る必要がある。福島県民は福島原発第 1原発 6機

の原発と第 2原発 4機の原発について廃炉を要求

している。この県民の意思を尊重する必要があ

る。現在 4機については廃炉されることになっ

たが、今後残り 6機についても廃炉する必要が

ある。全国にある原発についても、国民に対し

て廃炉工程を示す必要がある。原発事故時に際

して被害だけを受ける周辺自治体や広域自治体

の住民への配慮が欠けており、原発に関する資

金使用について公平さを欠いている。「汚染者負

担の原則」により、生活環境を汚染し沈着してい

る放射性物質の除染に取り組む必要がある。 

再び原発災害を起こさず復興するため日本に

おける優先的課題は以下の課題と考えられる。 

①東電福島第 1原発 1号機、2号機、3号機、4

号機、5号機、6号機と福島第 2原発の即時廃炉 

②1970年代稼動の「老朽化原発」と徹底した再

度の地質調査に因る「地震・津波等自然災害リス

クの高い原発」は廃炉へ即移行－[日本原電東海

第 2原発、敦賀 1､2号機、関電大飯 1､2､3､4号機、

美浜 1､2､3号機、高浜 1､2号機、中部浜岡 3､4､5

号機、中国島根 1号機、四国伊方 1号機、九電玄

海 1､2号機、川内 1､2号機、東電柏崎刈羽 1､2､3､

4､5､6､7号機]。全国の原発について計画的廃炉

工程の準備と公表 

③生活環境の詳細放射線マップの作成と児童保

護・住民健康優先の除染－除染の住民参加によ

る評価と効果判定 

④福島県民の生涯健康診断と原発事故時 18歳未

満児童・生徒の甲状腺精密検査の生涯実施 

⑤福島県の農漁業の復興と放射能高度汚染地区

の自然エネルギーによる健全な地域社会の復興 

 

12. 送電と配電の分離  

福島第 1原発の安定した事故収束と周辺自治

体の地域社会の復興が達成されていない状況で、

新たなリスクを背負うことになる「関西電力大飯

原発の再稼動」が計画されている。原発事故後の

地域住民の生活保障も全く見通せない現状を放

置し、災害リスクを精査せず拙速に再稼動を行

う状況には無い。原発事故後 1年を経て避難を

余儀なくされてきた半径 20kmを超える警戒区域

については、立ち入り禁止の地域指定が解除さ

れたが長い避難生活により地域社会と環境が崩

壊しており、これから時間を掛けて建て直す必

要がある。しかし原発事故以前の地域社会の確

立と生活・環境を取り戻すのは容易ではない。 

今日まで原発は国策として強引に推進してき

たが、その主な理由は原発のエネルギー利益率

（EPR－エネルギー収支比:回収エネルギー/投入

エネルギー)が水力並みに高いことであった。石

油ピークを過ぎ化石エネルギー資源の制約が強

まりつつある中、石油・石炭の代替エネルギー源

として注目されてきたが、致命的リスクに向か

い合う事態を先延ばししてきた感がある。厳密

なリスク評価求める関係者を排除し、「原子力ム

ラ」と称される身内で固めた閉鎖的な体質が、事

故予防への対応を手抜きしてきた。福島原発過

酷事故に至り始めて地域社会を破壊し人の生存

を許さない状況を作り、EPRが極度に低下する

ことを実証する事態となった。 

原発の電力の供給先は原発の立地する地域では

なく遥かに離れた大都市で、福島原発の場合

225km先の首都東京が原発の主な電力の供給先
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である。被害を受けた福島原発周辺の市町村は、 東北電力から配電され東電の福島原発から電力	 

相馬双葉漁業協同組合談：津波から
漁船退避中に組合員1,100名中101名
死亡した。寄港後家族の死亡を知っ
た組合員も多い。原発事故後一年以
上経つが放射能汚染で出漁出来ない
2012年5月 現在岸壁係留中の漁船

2012年5月原発被災地津波跡水田

 
図 7)	 2012年 5月時点の福島県太平洋岸浜通り原発事故被災地の農漁村状況と放射線量率 

左下図：南相馬市の 10km-20km圏の立ち入り禁止解除直後の田圃の漂着物の惨状 

（放射線空間線量率計の測定値：左上―10km付近道路上の放射線量計は 0.540μSv/hrを示している	 	  

中央上―道路直近の原野は一段と汚染が酷く放射線量計は 0.927μSv/hrを示している） 

右下図：休漁中のため相馬双葉漁協の漁港に係留中漁船群－多くの組合員を津波で家族を失っている 

（相馬双葉漁港付近の地表の放射線量計は 0.103μSv/hrと陸上の汚染が少ないことを示している。 

 
は供給されていない。福島原発事故の直後

電力不足を補うために東電が 初に行った

ことは、首都圏を含む関東一帯の送電を地

域毎に強制的に止めてしまう「計画停電」

である。東電本社の存在する首都東京の 23
区の殆どは「計画停電」から除外されてお

り、この時停電の被害をまともに受けたの

は東京以外の地域である。このような発想

に結び付くのは電力会社が地域独占企業の

故である。『発電と送電とを分離』し、電

力会社による地域独占を止めさせ、合理的

な発電と節電に取り組ませる必要がある。

多くの企業が発電事業に参入し低エネルギ

ー社会への道を開くことが、原発事故によ

る放射能汚染と同時に示される電力不足の

不安から開放される道である。  
放射性物質の汚染対策は発生源対策が基

本である。原発が放射性物質の汚染源であ

るため、全国の原発について廃炉の工程を

国民に公表する必要がある。福島県民は福

島県にある福島原発第 1 原発 6 機の原発と
第 2 原発 4 機の原発について廃炉を要求し
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ている。この県民の意思を尊重する必要が

ある。現在爆発した第 1 原発の 4 機につい
ては廃炉への工程に入っているが、今後残

り 2 機と第 2 原発の 4 機について廃炉にす
る必要がある。  
全国にある残り 44 機の原発についても、

地震・津波等の災害リスクの高い原発から

国民に対して廃炉工程を示す必要がある。

原発立地の立地自治体は税金である電源開

発費や電力会社からの資金が流入する仕組

みが出来上がっており、資金により原発に

対するリスクが麻痺している。被害だけを

受ける周辺自治体や広域自治体の住民への

配慮が全く欠けており、税金を含め原発に

関する資金使用について公平さの回復が必

要と指摘されている（内橋､  2011）。  
 

13 .  原発事故被災地福島の健康の再生  
福島第 1 原発の事故は地域住民に様々な

苦痛を与えたが、健康への影響は事故当初

から現在まで長く続いている。原発から

3.2km の福島県双葉郡には、農村地域の医
療を支える厚生連の双葉厚生病院が存在し

ていた。しかし震災と原発事故の二重の災

害に見舞われ、重症患者まで避難しなけれ

ばならない事態に追い込まれた。病院は福

島第 1 原発の 10km 圏以内にあったため、
原発が事故により制御不能になるに際し避

難地区に指定され緊急に避難した状況が報

告されている（重富､  2012）。地域社会に
とって必須の医療施設の再建は、今後の復

興に際して重要な課題となっている。  
福島県は原発事故が起こるまでは農業・

漁業の生産が活発な地域で、2009 年の統
計では農業生産額で 2450 億円に上り、米
の生産高では全国生産の 5.3％の第 4 位
（948 億円）、きゅうりの生産高は全国生
産の 8.7%の第 4 位（115 億円）を占める一
大生産地であった。漁業も盛んで津波と放

射能汚染の影響を受け一年以上休漁が続い

ている相馬・双葉漁港は、原発事故以前は

近海産の魚介類の水揚げが年商 60 億円か
ら 70 億円に上っていた。福島県の基幹産
業の一つである農漁業と関連産業を守り生

活を復興するためには、放射性物質の混入

を削減し規制値を可能な限り下回る食糧生

産に努力を傾注する必要がある。食の安全

に 大限配慮した姿勢ときめ細かな測定に

より消費者との信頼関係を確立し、生活環

境の保全に配慮しつつ地域社会を再生させ

ていくしかないと考えられる。  
	 原発事故後 15 ヶ月過ぎた現在も、福島県
内の主に浜通り地区と中通地区は放射性物

質の汚染に曝されている。その汚染状況は

地域や場所によって全く異なり、原発に比

較的近い浜通りの相馬市の相馬双葉漁協の

漁港や南相馬市においても、0.1µSv/hr  ~  
0 .3µSv/hr 前後の比較的低い空間線量率を
示している。その一方原発から 60km 離れ
比較的安全な中通の福島市において、場所

によっては 0.4  µSv/hr  ~  1 .3  µSv/hr の比較
的高い空間線量率が計測されている。福島

の子ども達はこのような地域や場所によっ

て著しく異なる空間線量率の世界に暮らし

ており、母子の不安は大きいと考えられる。

子どもを「外遊びさせられない」ないし「2
時間に制限している」との発言は、子ども

達が如何に過酷な状況に置かれているかを

物語っている。幸い大学・生協・ユニセフ

を中心に「福島の子ども保養プロジェクト」

が生み出され、子どもと保護者を県内外の

安全な場所で十分に外遊びさせようという

取組みが進んでいる。農産物の場合と異な

り女性においても全国的規模での支援が可

能であり「福島の子ども保養プロジェクト」

への有形無形の支援が求められている。  
原発に依存することは原発過酷事故に際

して地域社会崩壊のリスクを抱えるだけで

はなく、核廃棄物 終処分のため将来の世

代に危険かつ莫大な処理費を負担させるこ

とになり、現世代の身勝手な論理といえる。

フィンランドのオンカロ（ONKALO）では 18

億年前の安定した地層の地下 500 メートに

核廃棄物の 終処分場を建設中である。オ

ンカロのドキュメント映像では「ウランの

再処理はすべきでない」「未来の人類が処

分場を発見してしまう危険性」が真剣に議

論されている。日本は地震や火山活動が活

発で数千万年前の砕け易い地層が大部分で

あるので、10 万年に及ぶ安定した 終処分

場は建設さえほとんど不可能と考えられる。

福島第 1 原発の事故によりメルトダウンし

た燃料棒と膨大な量の高レベル放射性廃棄

物の処理を考慮すると、エネルギー利益率
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(EPR)は非常に悪く発電法としての原発の

メリットは消失したと考えられる。原発過

酷事故が示したように原発は暴走した場合

被害が甚大で、現代社会が適切に制御でき

ない。	 

自然エネルギーは分散型エネルギーとし

て地域社会で開発使用されれば、巨大地

震･津波や重大事故等の災害リスクに対し

て強い面がある。今後暫時原発廃炉を促進

する必要があるが、そのため太陽光、小水

力、地熱、風力、バイオマスなど日本に豊

富な自然エネルギー開発を急ぎ、原発依存

から脱却する必要がある。放射能汚染地に

ついては「汚染を防ぎながら農漁業生産を

実現する取り組み」「自然エネルギーモデ

ル地域として地域社会を興し支える取り組

み」が考えられる。エネルギー消費を減ら

し地域社会がエネルギーを自給し、自然エ

ネルギーによる復興へと進むことが「未来

への復興」に繋がる。原発事故汚染に曝さ

れている広大な農漁村社会復興のためは、

医療や介護等の生命の尊重、農漁業の生産

活動、自然エネルギー開発普及を全国的協

力支援により実現していく必要がある。	 
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（脚注）  
 
・放射能の量：（毎秒の原子核崩壊量；単

位 Bq ベクレル）  
・吸収線量：（単位 Gy グレイ  J /kg）  
・等価線量： （吸収線量  x  放射線荷重係数） 
[放射線荷重係数：β 線・γ 線は 1.0、α 線は
20、中性子線はエネルギーに因り 5～20 ]

（単位 Sv シーベルト）  
・1Ci：（1 キューリー：1g のラジウムの放
射能―1Ci=3.7x10 1 0Bq）  
・実効線量：Σ (等価線量 x 組織荷重係数 )  
[組織荷重係数：組織毎の放射線感受性を評
価 ] (単位 Sv シーベルト )  
・預託実効線量：（内部被曝を放射性物質

の半減期と生物学的半減期を考慮し、大人

50 年間、子供 70 年間における総被曝量を
摂取時に受けたと想定した放射線量）	 (単
位 Sv シーベルト

 


