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なし崩し的なトリチウム未処理水の海洋放出は許されません！ 

大沼章子 

 

感染症パンデミックの歴史をたどると、感染死亡

者は1918年スペイン風邪で5000万から１億人、1957

年アジア風邪で100万人、1968年香港かぜで75万

人、2009年新型インフルエンザで14142人だったと

いう（ウイキペデイア「パンデミック」）。さて、

COVID-19は5月初旬で24万人超、どこまで行ってし

まうのか、まだ、先は見えない。一方、福島第一原

発事故炉の燃料デブリの位置が特定できない状況下

でもアンダーコントロールと言ってのけて誘致され

た東京2020は、国内でのCOVID-19パンデミックが見

え始めた3/24に1年間の延期となった。しかし、来

年予定されている２号機の燃料デブリ取り出しと東

京2020が重なることは避けるべきだ。放射能禍に加

えてCOVID-19の脅威にさらされる今、東京2020は中

止が妥当である。 

福島第一原発では容赦なく汚染水が溜り続けてい

る。セシウム-137やストロンチウム-90など63種類

の放射性物質を含む汚染水は、多核種除去設備ALPS

によって処理されてはいるが、トリチウムだけは除

去できず未処理のまま、除去しきれなかった他核種

と共に処理水の中に残っている。2020年3月末現在

その総量は110万㎥に及び、22年には 現行計画のタ

ンク設備では満杯だという。政府案の最有力は海洋

放出だが、なし崩し的な居直り対応は許されませ

ん。民間シンクタンク原子力市民委員会は大型タン

クの増設等による保管の継続を提言している。 

三重水素とも呼ばれるトリチウムは、環境中では

まさに水もしくは水蒸気等として存在する。トリチ

ウムは天然にも宇宙線によって生成され、天然水の

濃度はおおよ

そ1 Bq/Lであ

る。人工的に

は、大気圏内

核実験によっ

て地球規模で

放出され、日

本の降水中ト

リチウム濃度

は1963年に最

大90 Bq/L超であった。その後地下核実験となり、

2000年代には降水としてはほぼ天然レベルに戻っ

た。しかし、一方で、福島第一原発事故でも明らか

なように、原子力発電所の建設と共に、地球上には

トリチウムが増え続けた。とりわけ核燃料再処理施

設や核融合施設からの排水・排気による環境放出が

大きく、半減期12.3年のベータ線放出核種であるト

リチウムの生物影響は今も議論され続けている。 

海洋放出については、国連海洋法条約締結国とし

て、「利用することができる実行可能な最善の手

段」であることが求められ、かつ、国際社会に対し

て十分に理解される必要がある。国内的にも、福島

漁業者は「海を今よりよくしないと、われわれの産

業は衰退してしまう」と訴える。今、福島の漁業は

構造的・組織的に立ち上がれるか否かの瀬戸際にあ

る。これ以上の海への放射性物質の負荷は避けるべ

きである。単に、国際原子力機関（IAEA）による海

洋放出へのお墨付きで進めてはならない。 

いったん放出してしまった放射性物質とどう向き

合うのか、私達に問われている。その目安が国際放

射線防護委員会（ICRP）勧告や国内法で目安とされ

ている年間1 mSv以下に、さらには、放射線防護を

考慮する必要のない年間0.01 mSv(10 μSv)以下に

外部被ばくと内部被ばくの総量を保ち、限りなくし

きい値のない直線（LNT）モデルに沿った暮らしを

目指すことだ。 

 気になる食品・環境試料の測定に、C-ラボの測

定器をご活用ください。スタッフ一同、COVID-19

を注視しつつ、活動を継続しています。 

（福島第一原発の貯水タンク群） 

（福島第一原発の貯水タンク群） 
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つくられた放射線「安全」論のその後 

島薗進 

 

昨年12月8日に開かれたC-ラボ8周年報告会にて

島薗進氏の記念講演が行われました。 

講演では2013年に発行された著書、「つくられ

た放射線『安全』論」をもとに、チェルノブイリ

事故から福島原発事故に至るまで、さらにその

後、事態を収束させるために原子力推進派寄りの

科学者たちがどのように安全論を広めていったの

かが検証されました。 

島薗氏は講演後の質疑にも丁寧に応じられ、70

人を越える参加者からは「原子力を取り巻く真実

を知ることが出来た」「科学者の社会意識の変化

を情けなく聞いた」「お話、意見交換、ともに心

に響いた」などの感想がアンケートに寄せられま

した。 

今回ニュース11号の発行に際し、新たに講演内

容を補う論考を送って下さいました。 

 

放射線の健康影響と感染症の影響の評価 

福島原発事故以来、科学者や専門家が政治的な

利害関係に巻き込まれ、それが科学者の言明を偏

ったものにし、信頼性を失わせるという事態が続

いた。2013 年 2 月に刊行した『つくられた放射

線「安全」論』（河出書房新社）では、放射線の

健康影響の問題を中心に、なぜ、またいつから、

どのようにこのような事態が生じたのかについ

て調べたことを記述した。 

「つくられた放射線『安全』論」に対する学術

的な批判はあまりなかった。そこで示した事実関

係について誤りがあるという指摘は受けていな

い。だが、その後も放射線健康影響にかかわる科

学者・専門家をめぐる問題状況は変化していない。

むしろ悪化している感がある。 

 今年になって、新型コロナウイルス COVID-19

が流行し、再び、医学者・生命科学者の出番とな

った。ところが、当初から楽観論が優勢で、対策

の遅れが目立った。顕著な例は PCR 検査の少なさ

である。徹底的に検査を行った韓国とは著しい対

照となった。ドイツなども多くの検査を行って陽

性者を隔離し、感染の拡大を防いだ。 

 米国や英国は当初、楽観視が優勢で、検査も出

遅れたが、重症者や死者が増え出すと急速に検査

を増やした。ところが、日本は 4月になっても検

査数がきわめて少ない。とくに東京でそうである。

そして、日本では科学者が検査は少なくてよい、

数多く検査をすることは必要ではない、増やしす

ぎると医療崩壊を招くなどという趣旨の言説を

広めたのだった。 

当初、首相や都知事はあくまで東京オリンピッ

クを行うという姿勢を崩さなかった。東京オリン

ピックを行うために感染がたいしたことがなか

ったことにしたかったのではないか、と疑われて

いる。政治家がそのような意向を持つことは十分

ありうることだが、科学者はそれに従ったのだろ

うか。放射線の健康被害が「なかったことにする」

という福島原発災害後の科学者のふるまいを思

い起こさざるをえないものだ。 

 

宮崎・早野論文（2016−7）の問題 

『つくられた放射線「安全」論』の刊行後の展

C-ラボ 8 周年報告会 

（日本特殊陶業市民会館 第一会議室にて） 
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開については、多々述べたいことがあるが、ここ

では、今も続いている近年のことについて述べよ

う。 

2018 年になって原発事故後の放射能汚染の調

査研究に基づく論文について、重大な疑惑が露わ

になってきた。それは宮崎真氏（福島県立医大助

手）と早野龍五氏（東京大学大学院理学系研究科

教授・当時）によって書かれ、イギリスの科学誌

『放射線防護学（ Journal of Radiological 

Protection）』に掲載された二つの論文について、

放射線量の過小評価や伊達市民の個人情報の不

正利用などの疑いが生じ、実質的な論文執筆者で

ある早野氏も誤りを認めるという事態に至った。 

 疑惑の対象となった二つの論文は、同誌 2016

年 12 月刊行号に掲載された論文と 2017 年 12月

刊行号に掲載されたもので、今ではそれぞれ

「第一論文」と「第二論文」とよばれている。

それぞれ、日本語では「パッシブな線量計によ

る福島原発事故後 5 ヶ月から 51ヶ月の期間にお

ける伊達市民全員の 個人外部被曝線量モニタリ

ング: 1. 個人線量と航空機で測定された周辺線

量率の比較 」、「パッシブな線量計による福島

原発事故後 5 ヶ月から 51 ヶ月の期間における伊

達市民全員の個人外部被曝線量モニタリング: 2. 

生涯にわたる追加実効線量の予測および個 人 線

量にたいする除染の効果の検証」と題されている。

https://www.iwanami.co.jp/kagaku/hibakuhyok

a.html   

この二つの論文では、伊達市の住民がどれほど

の被ばくをしたかについて、市民自身がガラスバ

ッジによって行なった計測の結果を用い、推計し

たものである。第一論文ではガラスバッジで測定

された各市民の個人被ばく線量と航空機で測定

された空間線量の間に見られる相関を分析した

もので、各市民の個人被ばく線量は空間線量の

0.15 の値になり、政府が定めた 0.6 という値の

4 分の 1になると結論づけたものだ。これまで想

定されてきたほどの被ばくはないので、これ以上

の除染は必要がないという政策にもつながるこ

とになる。また、第二論文はガラスバッジで測定

された 425 人の市民の個人の、事故後 7 ヶ月か

ら 38 ヶ月までの累積被ばく線量を推計したもの

で、それほど高くない数値なので除染はすでに十

分効果をあげているということになる。 

 

宮崎・早野論文と科学者の信頼性 

 この二つの論文に対して、物理学者の黒川真一

氏（高エネルギー加速器研究機構名誉教授）や谷

本溶氏（ローマ大学トル・ベガータ数学科）らが

詳細にわたる批判を展開し、『科学』誌（岩波書

店）に論文として発表したり、『放射線防護学』

誌に「レター」が掲載されたりした（黒川眞一「被

曝防護には空間線量そのものを使うことが妥当

である――信頼性なく被曝線量を過小評価する

宮崎早野第１論文」『科学』2019 年 3月号、黒川

眞一・谷本溶：「インテグリティの失われた被曝

評価論文：宮崎早野第 2 論文批判」『科学』2019

年 4 月号など)。それらの論考で、黒川氏らは二

つの宮崎・早野論文では、伊達市住民の被ばく線

量が大きく過小評価されていることを明らかに

した。黒川氏らの批判的検討によれば、ガラスバ

ッジ計測によって住民の被ばく線量評価が下が

ったというようなことはなく、従来の空間線量に

基づく推計を下回るようなことはないとされる。 

 黒川氏らの批判はこうした宮崎・早野論文の内

容への批判にとどまるものではなく、研究に用い

たデータが市民の個人情報を断りなく用いたこ

となど、研究倫理にもとる点がいくつもあること

にも及んでいる。伊達市の政治的な意図にそって、

住民の意思を確認することなく、これまでの除染

の効果を印象づけ、これ以上の除染なく地域に居

住できることを根拠づけようとしたものとも捉

えられた。「人を対象とする医学系研究について

の倫理指針」違反を多くの項目にわたって指摘し

たのである。 

 こうした批判を受け、早野氏は 2019 年の 1月

8日に線量評価が 3分の 1に小さくなるよう過小

評価があったことを認め謝罪する文書を出しは

したが、黒川氏らが指摘した多くの批判的論点に

対する科学的な応答はしていない。宮崎氏の所属

https://www.iwanami.co.jp/kagaku/hibakuhyoka.html
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/hibakuhyoka.html
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201904_Kurokawa&Tanimoto.pdf
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201904_Kurokawa&Tanimoto.pdf
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201904_Kurokawa&Tanimoto.pdf
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/Kagaku_201904_Kurokawa&Tanimoto.pdf
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先である福島県立医大と早野氏の所属先である

東京大学はそれぞれ倫理委員会で検討し、2019

年 7 月 19 日に「研究倫理違反はなかった」との

審査結果を発表した。この倫理審査の内容を受け

て、早野氏はツイッターで 1 月 8 日の文書を撤

回すると述べている。 

 

伊達市の除染政策との関わり 

この調査結果を受けて、倫理違反についての論

文を黒川氏とともに執筆した伊達市民の島明美

氏は「今回の論文は、伊達住民を置き去りにした

まま、きわめて不透明な経過を経て書かれた。伊

達市前市長の要望による論文であったことや、市

の文書に改ざんがあったことが明らかになるな

ど、政治的な背景があることが浮き彫りになって

いる。」とし、「本調査の過程も結果も、非常に不

透明かつ不誠実であったことを、非常に残念に思

う」と伊達市民への説明を求めたという。 

（Our Planet TV 2019 年 7 月 19 日http://www.o

urplanet-tv.org/?q=node/2413 ） 

なお、この問題は伊達市行政が除染を限定的

にしか行わないことを正当化するという政治的

意図と結びついていたのではないかと疑われて

いる。東日本大震災後、伊達市は低線量放射線

の評価と除染について、特殊な対応をとったこ

とが知られている（黒川祥子『心の除染――原

発推進派の実験都市・福島県伊達市』集英社文

庫版、2020 年、初刊、2017 年）。一つは、2011

年 6 月から 12 年 12 月にかけて「特定避難勧奨

地点」というものを設けたこと、また、市域を

A、B、Cの三つに分け、比較的線量が低い C地

域については除染を行わないことにしたことだ。

これによって国から交付された除染交付金を水

面下で返還することができた。さらに大きな事

柄は、6 万人の市民に個人線量計（ガラスバッ

ジ）を装着させたことで、その値が宮崎・早野

論文に利用されたのだが、そもそもそこに政治

的な意図があったことも疑われる。 

 

 

宮崎・早野論文の新たな疑惑 

 2020 年になって、宮崎・早野論文にはさらに

重大な疑念が生じるに至った。『科学』3 月号電

子版に掲載された黒川真一氏の論文「大規模被曝

データ解析論文の新たな問題」によれば、およそ

4 年間の線量計測データに基づく分析のはずな

のだが、そのうち 1年分が実際には提供されてい

なかったらしいという。にもかかわらずその時期

のデータも分析に組み入れられている。実際、そ

の時期の図には、配布されたガラスバッジ数より

も多い分析数が示されているなど、極めて不自然

な点が複数指摘されている。（昨年 7 月に福島医

大と東大から発表された、伊達市民からの申立に

対する調査結果は、多数の疑問点のうちのごくわ

ずかしか取り上げておらず、またここで紹介した

論点は新たなものである。） 

 この批判に対して正対した応答が著者からな

されることを期待したい。だが、そもそも学術論

文にこうした何重もの疑念が投げかけられるこ

とは異様である。伊達市出身のライター黒川祥子

氏は、その背後に強く政治的意思が働いているの

ではないかと問いかけている。 

 大学では原子力工学を専攻し、事故後いち早く

伊達市の放射線アドバイザーに就任し、さらに初

代の原子力規制委員会委員長となった田中俊一

氏が、当初から伊達市独自の除染ポリシー形成に

携わった。その田中俊一氏の指導の下で、伊達市

は市民の個人線量計装着を押し進めた。黒川祥子

氏は伊達市に関わる 3人の科学者が、6万人の個

人線量計のビッグデータによって、被曝線量の国

際基準を緩和する方向に動かそうとする、壮大な

ゴールを達成しようとしたのではないか、と述べ

ている。（OurPlanet-TVの報道によれば、早野氏

は田中氏のために論文出版前に主要解析結果の

説明資料を作成したことを認めている。） 

宮崎・早野論文には 1年以上前から立ち入った

批判がなされているのに著者からの学術的にか

みあった応答がない。今後、早期に疑惑をはらす

反論がなされるのかもしれない。そうあってほし

い。そうでないとすれば、これは科学スキャンダ

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2413
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2413


6 

 

ルとしても際立ったものになる。政治的意思にそ

って科学を歪めて偽りのデータ処理を重ねると

いうようなことはあってはならないことだが、東

大名誉教授や原子力規制委員会初代委員長がそ

れに関与していたということになれば、その社会

的影響も大きい。事態の展開を見守りたい。 

 

沈黙による拒否と学術的な問いかけの継続 

この間、黒川氏らは早野氏らに学術的な問いか

けを行ない、応答を求め続けている。しかし、こ

れに対して、早野氏は沈黙を守り続けている。学

術的な問いかけに対しては、同じく学術的な場で、

また学術的な内容をもって応答するというのが、

研究者のもっとも基本的な倫理的姿勢であろう。

ところが、早野氏は 1年以上にわたってそれを拒

み続けているのである。放射線健康影響をめぐっ

て、福島原発事故以後に人々が科学者や専門家に

抱いた不信感は、2020 年 2 月の段階で収束へ向

かっているとはとても言えない。むしろ、ますま

す深まっていると言わざるをえないだろう。 

 福島原発事故後、日本学術会議では放射線の健

康影響について、対立する立場の研究者が同じ場

で論じ合う機会がまったくもたれなかったわけ

ではない。2014 年 2 月に日本学術会議と日本医

師会の共催で公開シンポジウム「福島原発災害後

の国民の健康支援のあり方について」（於日本医

師会講堂）が行われた。そのあらましについては、

拙著『原発と放射線被ばくの科学と倫理』（専修

大学出版局、2019 年）の第一部第二章で紹介し

ている。 

 また、日本学術会議の機関誌ともいうべき『学

術の動向』では、何度か放射線の健康影響に関す

る特集がなされている。『学術の動向』2014年 11

月号では、「福島第一原発事故にともなう放射線

健康不安と精神的影響の実態および地域住民へ

の支援」と題された特集がなされ、異なる立場、

異なる分野からのやりとりが何ほどかなされて

いる。また、『学術の動向』2017 年 4 月号では、

「福島原発災害後の環境と地域社会――放射線

の影響に関する研究を中心に」と題された特集が

なされ、ここではかなり広い範囲の異なる分野の

研究者が論じ合っている。さらに、『学術の動向』

2020 年 3 月号でも「福島原発災害による放射線

被ばくとその健康影響の評価をめぐって」が特集

され、健康影響はない、あるいは乏しいという見

解をめぐって、活発な議論が行われている。 

 このような方向で議論が継続され、開かれた学

術的討議が深められていくとともに、多くの被災

者や市民の疑問に応答していくことができるよ

うな方向での展開が望まれる。 

 

【島薗氏プロフィール】 

 1948 年生まれ、宗教学者。東京大学名誉教授。上智大学大学院実践宗教学研究科教授・同グリーフケア研究

所所長。原子力市民委員会委員。 

医学者の家系に生まれ、東京大学理科三類に進学するも、文学部宗教学科に転じ、卒業後は宗教学をベース

に、死生学や様々な社会問題など境界を超えて幅広い活動を展開している。 

 

【おもな著書】 

★つくられた放射線「安全」論 --科学が道を踏みはずすとき（2013年） 

★日本仏教の社会倫理――「正法」理念から考える （2013年） 

★国家神道と戦前・戦後の日本人「無宗教」になる前と後 （2014年） 

★いのちを“つくって"もいいですか? ”生命科学のジレンマを考える哲学講義

（2016 年） 

★原発と放射線被ばくの科学と倫理 （2019年） 

★明治大帝の誕生 帝都の国家神道化 （2019年） 

他多数 
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スイス・フランス スピーキングツアー報告 

大沼淳一 

 

フランス脱原発ネットワークの招き

を受けて、ローザンヌの IOC 本部で東

京オリンピック 2020の中止要請をした

後、ローザンヌ、リヨン、パリの集会で

日本の放射能汚染状況を報告してきた。

旅の途中でフランスに二つある市民放

射能測定所のひとつであるクリラッド

CRIIRAD を訪問し、施設見学させても

らうとともに意見交換する機会に恵ま

れた。 

 

IOC本部に対する東京オリンピック

2020 中止要請行動 

2 月 26 日、この日は今冬で最も寒い

日になるとの天気予報が出ていたので

精いっぱいの厚着をしてローザンヌの

IOC 本部に向かう。ヨーロッパのあち

こちから駆け付けた人々がプラカード

や横断幕を持って集まり、まずは IOC

本部の前庭で集会。ローザンヌは IOC

の城下町で、人が集まりにくいとのこと

だったが、なんとか 60 人ほどの方々が

参加。IPPNW(反核医師の会) ドイツ支

部、同スイス支部の人々は白衣を着て黒

い診療カバンを持っている。パリやスイ

ス東部の町であるクールやルツェルン

に暮らす日本人も来ている。             

スイスの反原発連合の代表の挨拶から始まり、

社会民俗学者フランソワーズ・ブロックさんの

迫力満点の演説があり、筆者も夕方からの講演

の概要を杉田さんの通訳で話す。ブロックさん

は、IAEA に屈して低線量被曝による健康被害問

題の究明に消極的な WHO に対して、独立して

WHO 本来の仕事をするべきだと呼びかける看

板を持って WHO 前で無言のスタンディングを

毎日 10 年間つづけた「Independent WHO」の

中心メンバーである。昨夜から今夜まで２晩泊

めていただくジョージさん＆オディーレさんご

夫妻もこの団体のメンバーである。ジョージさ

んは現役時代、国連難民高等弁務官事務所のス

タッフとして世界各地の難民救援現場で働いて

きた方である。尊敬すべき緒方貞子さんの下で

働いたこともあると言っておられた。 

集会後、IOC 本部の玄関に入り、集会宣言や

被団連からのメッセージに加えて、みんなのデ

ータサイト刊行の「図説・土壌放射能測定マップ

+読み解き集」と英語ダイジェスト版を手渡した。

続いて事前連絡してあったので、4 名限定だった

が会議室に入って、45 分ほどの意見交換するこ

とが出来た。IOC 側はエグゼクティヴ・ディレ

ク タ ー （ Directeur Exécutif des Jeux 

【フランスの原子力施設】 



8 

 

Olympiques）の Christophe DUBI 氏、医学お

よび科学部長リチャード・バジェット医師、広報

担当（responsable des Relations Médias）マイ

ケル・ノイエル氏の 3 名。こちら側は、筆者と

スイス人医師、今回のツアー全体のコーディネ

ーターであるコリン・コバヤシさん、通訳の杉田

くるみさんである。 

筆者からは外の集会で話したことを少し詳し

く 15 分間ほど話した。福島市の野球とソフトボ

ール会場の放射能汚染は重大とは言えないが、

聖火リレーのコースにはホットスポットが沢山

確認されていること。福島原発事故によって深

刻な放射能汚染が起きたにもかかわらず、日本

政府は数々の過ちを犯し、多くの人々を被曝さ

せている。このような日本政府にオリンピック

の開催資格はないという話をする間、DUBI 氏

とバジェット医師はうなずきながら丁寧にメモ

を取っていた。しかし、DUBI 氏は開口一番「中

止はありえない」と言い、みなさんからの要望は

上に伝えるというものだった。東京オリンピッ

クが開催されれば、世界中からやってきた人々

に対して皆さんの考え方を知らせる良いチャン

スになるのではないかとも言った。 

この日の夜はローザンヌ市内のフリースペー

ス POLE-SUD にて杉田くるみさんの通訳で講

演会を行い（参加者は 40 数人）、その後軽食を

食べながらの交流会があった。筆者の講演の前

に原発事故被害者団体連絡会（ひだんれん）共同

代表であり東電経営者刑事告訴団長である武藤

類子さんによるビデオメッセージがフランス語

字幕付きで映写された。類子さんは IOC や世界

中のアスリートに向けて、東京オリンピックを

開催するお金があるのだったら、それを原発事

故被災者のために使ってくださいと呼びかけて

いる。 

 

講演のタイトルは「日本国は東京オリンピ

ック 2020 の開催資格はない」 

ローザンヌでは 1 時間、リヨンとパリでは 1

時間半の講演時間をもらったが、通訳をはさむ

ので正味はそれぞれ 30 分と 45 分しかない。1

ヶ月前にパワーポイントをフランスに送ってフ

ランス語にしてもらっていた。パワーポイント

のノート欄に図や写真の解説文を書き込んでお

いて、これもフランス語訳を付けてもらってい

る。 

★以下講演概要 

 2011 年 3 月 11 日、巨大地震と津波によって

東京電力福島第一原子力発電所は全電源喪失と

なり、1～3 号基が炉心溶融を起こし、1～4 号基

が相次いで水素爆発した。これによって放出さ

れた大量の放射能は、プルームとなって人々を

襲い、太平洋と陸域を深刻に汚染した。 

 日本政府は事故発生後に数々の過ちを犯した。

プルームの拡散を予測するシステムとして準備

していた SPEEDI の計算結果を市民に提供しな

かったことにより、避難者の多くがむざむざプ

ルームの向かった方角へ移動したために不必要

な被ばくを被った。準備されていたヨウ素剤を

配布しなかったために、ヨウ素-131 から甲状腺

を防護することができなかった。スクリーニン

グの基準であった避難民の体表面線量密度基準

13,000 cpm を 100,000 cpm に書き換えて、大

量に放射能を浴びた人々を放置し、除染などの

適切なケアを放棄した。 

 

非人道的な基準・年間 20 mSv 

 ICRP 勧告に従って設定されていた公衆の被

ばく限度 1 mSv/ 年を 20 mSv/ 年に書き換え、

この非人道的な基準で避難指示区域境界を設定

した。このため避難指示区域とされたエリアの

住民約 15 万人は避難したが、本来なら避難する

べき 100 万人以上の市民が高濃度汚染地域にと

どまって被ばくを重ねた。その中には子供も妊

【屋外集会でスピーチ】 
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婦も含まれている。指示区域外からの避難者は

「自主避難者」と位置づけられて、わずかに避難

者住宅補助金を得ただけで、賠償金もなく悲惨

で不安な避難者生活を強いられている。避難指

示区域避難者についても 2017 年 3 月には避難

指示区域を次々と解除し、賠償金と住宅補助を

打ち切り、避難者に帰還を強いている。 

 しかし、強いられた帰還に従わざるを得なか

った人々よりも、従わなかった人々の方がずっ

と多い。とりわけ、事故炉に近い太平洋沿岸域地

方では旧住民の帰還率は 10％以下にとどまり、

原発廃炉作業員の町と化している。 

 2011 年 12 月に当時の野田首相は事故炉の冷

温停止を理由に終息宣言をあげた。2013 年には、

安倍首相がブエノスアイレスで行われた IOC 総

会で 2020 年オリンピック候補地として東京が

名乗りを上げた際に、福島第一原発については”

Situation is under control”という嘘の演説を

した。しかし、非常事態宣言は解除されないまま、

非人道的基準 20 mSv/ 年は 9 年後の今でも継続

されている。 

 20 mSv の根拠となったのが、ICRP 勧告

Pub.109（2008 年)「緊急時被曝状況における

人々の防護のための委員会勧告の適用」だ。いま

改めて勧告を見直してみると、被ばく防護計画

の策定に当たっては当局者、対応者、公衆など広

くステークホルダー（利害関係者）との協議が不

可欠だと書かれている。さらに、「一般に、緊急

時被ばく状況で用いられる参考レベルの水準は、

長期間のベンチマークとしては容認できないで

あろう。通常このような被ばくレベルが社会的・

政治的観点からは耐えうるものではないからで

ある。」と書かれている。しかし、日本政府はこ

れまで市民・住民の意見を聞こうとしないまま

20 mSv/ 年を継続している。 

 

8,000 Bq/kg 以下は普通ゴミという無茶苦茶 

 さらに、原子炉等規制法によって「100 Bq/kg

を超えたもの」はドラム缶に入れて厳重保管す

ることが定められていたのに対して、放射能汚

染対策特別措置法によって事故由来放射能汚染

物質については 8,000 Bq/kg 以下なら非放射性

廃棄物と同等の通常廃棄物として焼却処分や簡

易な埋め立て処分が出来るとしたために、放射

能汚染物質は全国に拡散し始めている。道路の

路盤材などとしての再利用さえ推進しようとし

ている。 

 

賠償額を決めるのは下手人の東電？ 

 損害賠償については、政府が設置した原子力

損害賠償紛争審査会が所管する原子力損害賠償

紛争解決センター（ADR）が窓口となって和解

の仲介をおこなっている。しかし、その勧告を東

京電力が拒否する事案が多発し、勧告の賠償水

準が被害者に不利になっていく事態となってい

る。そもそも、政府審査会が策定した損害の範囲

の判定に関する指針が劣悪で、加害者・東電に有

利なものとなっている。被害者はやむなく日本

各地で損害賠償訴訟に踏み切っているが（約 30

件）、国が示した被害判定指針を根拠とした不当

判決が相次ぎ、各地で控訴審が始まっている。 

 

失われた生業（なりわい）を返せ 

 避難者や被曝しながら汚染地に留まって暮ら

す人々が失ったものは取り返しがつかないもの

が多い。長い年月をかけて育ててきた土壌が汚

染され、それに依拠して営んできた農業や牧畜

などの根幹が揺らいでしまった。里山の恵みで

あるキノコや山菜、野草、シカやイノシシなどの

ジビエ類を採集・捕獲して食べたり分かち合っ

たりする暮らしも失われた。地域共同体も崩壊

している。家族がバラバラにされ、破たん崩壊し

てしまったケースも少なくない。事故前に享受

していたこれらすべての生業が破壊・喪失した

ことに対する賠償がほとんど認められていない

のである。また、被曝によって健康リスクが増し

たことに対する賠償もほとんど認められていな

い。 

 

廃炉作業は被曝労働、汚染水放流の企み（略） 

  

被曝による健康被害を認めず（略） 

  

放射能汚染の現況 

 政府は福島県以外の土壌汚染調査をしようと

していない。これに対して全国 34 カ所の市民放
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射能測定所が参加するネットワークである「み

んなのデータサイト」が行った 17 都県 3400 地

点土壌放射能汚染調査によれば、深刻な汚染は

福島県だけでなく岩手県南部、宮城県南部、千葉

県北西部などに分布し、100 年後でも人間が住

めない高濃度汚染エリアがあることが明らかに

なっている。このエリアからは、水圏・気圏を経

由して放射性物質が常時周辺に供給されている。

畑や水田で収穫される作物についてはカリウム

の大量施肥など栽培方法の工夫によって放射性

セシウムの吸収が低く抑えられるようになった。

しかし、激甚汚染地域でなく、すでに避難指示が

解除されているエリア、あるいは、避難指示が全

くなかったエリアでさえ山菜、野草、キノコ、シ

カやイノシシなどのジビエ類については依然と

して 100 Bq/kg 超の放射能が検出され続けてい

る。畑や水田でも、カリウム施肥が継続されなけ

れば、作物の汚染が再発する危惧もある。このこ

とについて、政府や地方自治体の取り組みは不

十分であり、測定体制も不備である。汚染地域で

暮らす人々の放射線被曝防護教育も全く行われ

ていない。 

 東京オリンピックの最大の問題点は、以上述

べてきたように日本政府が国民を被曝から守る

ための努力に欠けてきたこと、原発政策を推進

してきた責任をとろうとしていないこと、オリ

ンピック開催を機に原発事故と放射能汚染をな

かったことにしようと工作していることである。            

★以上講演概要 

 

クリラッド CRIIRAD 訪問と意見交換 

 チェルノブイリ原発事故が起きた時に、フラ

ンス政府はフランス上空に高気圧があるために、

放射性プルームは国境を越えないというウソの

発表をした。（プルームが福島県境を越えていな

いかのごとき汚染対策に終始している日本政府

とよく似ている）このウソが契機となって２つ

の市民放射能測定所が誕生した。CRIIRAD とア

クロ ACRO である。福島原発事故が起きて、両

方の測定所は日本に測定機などの提供、技術支

援、そして現地汚染調査を行っている。 

 CRIIRAD は 2011 年 5 月、空間線量計や個人

線量計など 10 台の測定器を携えて福島県や茨

城県など汚染地の測定を行っている。測定器は

誕生したばかりの CRMS 福島測定所（現在「福

島 30 年プロジェクト」と改称）にプレゼントさ

れた。福島測定所スタッフをフランスに招いて

技術研修も行っている。 

 CRIIRAD はリヨンの南 100 km ほど、ローヌ

川に沿ったヴァランス Valence という小都市に

ある。フランス政府が高速増殖炉スーパーフェ

ニックスを建設した場所クレイ村・マルビル村

に近い。レマン湖から流れ出したローヌ川の沿

川にはスーパーフェニックス以外にも複数の原

発が稼働していて、トリチウムの常時排出があ

るので、その監視も必要である。CRIIRAD はこ

の町の郊外、工業団地の一角に建っていた。木造

平屋建てだがけっこう大きい。事務棟と測定棟

がコの字型につながっている。スタッフは 20 名

で、そのうち測定担当は 7 名である。予算の 50％

は会費とカンパ、30％が委託事業、20％が地方

自治体からの助成金だそうである。委託事業と

して、ローヌ川沿岸 10 自治体の委託で放射能監

視調査を続けている。中央政府からの委託事業

は一切受けないことを基本ポリシーにしている。 

 研究部長のブルーノ Bruno CHAREYRON さ

んの案内で所内を見学。ゲルマニウム半導体核

種分析装置が 2 台、河川水中のトリチウムを測

定するための液体シンチレーションカウンター

1 台、浮遊塵の放射能を連続監視しているサンプ

ラーが軽い音を立てて動いている。さらに緊急

事態の時に使う移動測定車などしっかりした設

備が整っている。ストロンチウム-90 などは前処

理をして、他の研究所へ測定依頼をしている。 

CRIIRAD が発足当初に名声を得たエピソー

【CRIIRAD 市民放射能研究所】 
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ドがある。エソンヌ県にあるブシェ施設の処分

場に保管されていたウラン加工残渣からフラン

ス政府原子力本部発表の 30～40 倍、最大 1 万

4,000 Bq/立米のラドンガスをとらえ、原子力本

部との論争にも勝利した。その後、同じくエソン

ヌ県のサントバン処分場で土壌中からアメリシ

ウム 241 を検出したことから処分場に持ち込ま

れるべきでないプルトニウムが存在することに

気が付き、ブレーメン大学に分析を依頼してプ

ルトニウム-239 および 240 が 2,153 Bq/kg も検

出されたことから一気にスキャンダルとなり、

サクレ核研所長が解任されることになった。日

本の市民放射能測定所とはちょっとレベルの違

う技術水準と実績である。この CRIIRAD にし

て最近の委託事業の減少傾向に困っているとい

うことであった。 

 見学後にブルーノさんと 5 時間におよぶ意見

交換をした。まず今回の講演ツアーのパワーポ

イントに関してていねいな質問が続いた。続い

て、福島原発事故後に CRIIRAD が実施した現

地調査や聞き取り調査の記録に関するパワーポ

イント、および制作中の映画の映像を観ながら、

今秋にも再調査で日本に入りたいこと、9 年前に

インタビューした人々への再インタビューをし

たいことなどが話された。さらに、来年発災後 10

年の節目に、フランスか日本で公開フォーラム

が出来ないかとのアイデアも提案された。 

 

リヨン集会 

 昨夜はブルーノさんの自宅に泊めていただき、

遅くまで話し込んだ。今朝はブルーノさんご夫

妻に TGV の駅まで送ってもらって、リヨンに移

動。今夜の集会で通訳をしてくれる中條千晴さ

ん（リヨン大学教員）と昼食。午後はフランス脱

原発連合の事務所を訪問した。この時期のフラ

ンスは冬休みでスタッフが休暇中ということで

閑散としていた。スーパーフェニックス反対運

動の盛り上がりがあって、主たる事務所はリヨ

ンに置かれ、パリにも事務所があるということ

だった。加盟団体は 500 に及ぶそうであるが、

フランス政府が 1998 年にスーパーフェニック

スを廃炉にし、後継機炉とされた ASTRID から

も撤退してからは、脱原発運動も下降線をたど

っているそうである。 

 夜、エコロジーハウスというスペースで講演

会が行われた。参加者約 40 名。比較的若い人が

多かったのが印象的だった。タヒチから来たと

いう恰幅の良い男の人から、ムルロア環礁で行

われたフランスの核実験でも被害者は泣き寝入

りだったとの発言があった。 

 この夜は、脱原発ネットワークのメンバーで

あるブリジットさんのお宅に泊めてもらった。

リヨンはローヌ川とソーヌ川が市内で合流して

船運に恵まれ、絹織物の産地として発展した街

である。その絹織物工場を住宅に改造した建物

で、壁は石積みで天井が高く太い梁が走ってい

る博物館のような住居だった。 

 

キュリー研究所（L'Institut Curie） 

 TGV でリヨンからパリに移動。今夜から泊め

てもらう小森さんと落ち合って昼食。彼女の話

では、パリでぜひ見学したかったキュリー研究

所が明日も明後日も休館日になっているという。

重い荷物を背負ったまま早速出かけた。 

 地下鉄を降りてしばらく歩くとピエール・マ

リー・キュリー通り（Rue Pierre et Marie Curie）

にぶつかり、それを右に進むとすぐキュリー研

究所の入口だった。受付で「大人二人」と告げる

とにっこりと「無料です」の答え。重い荷物も預

かってもらえた。 

 館内は広くはないが興味深い展示物が満載で

ある。本で見たことがあった放射線検出装置、こ

んなものでノーベル賞受賞対象となったポロニ

ウムとラジウムの発見をしたのである。放射線

による電離作用で生まれた電位とバランスする

電位を分銅の重さで測るようにした道具である。

キュリー夫妻は鉱石をすりつぶして酸で溶かし、

化学的な分離分画を行って、放射線が強い画分

を分画するという操作を繰り返して、新元素を

単離したのであった。他にも霧箱やエックス線

発生装置などが展示されている。当時はラジウ

ムが入っているというと付加価値が付いたよう

で、カミソリ、タバコ、釣り用のリールなどにも

ラジウム入りのシールが貼ってあった。ラジウ

ム入り美容クリームを世界中に販売して研究所

の費用としたが、その時のポスターが貼られて
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いた。キュリー夫人は放射線被曝の害を認めよ

うとしなかったと言われている。 

 キュリー夫人の使っていた実験台や実験ノー

ト、ドラフトを備えた実験室などもそのまま見

ることができるが、残念ながらロープが張って

あって中には入れず覗き込むだけであった。（古

い訪問記には、ノートや実験台に浸みこんでい

る放射性物質によって被曝しても構わないとい

う承諾書をとられたと書かれているものがある

が、現在では何もなかった。） 

 

パリ集会 

 キュリー研究所の見学を終えて、地下鉄でパ

リ第 2 区の区役所近くの喫茶店で通訳の皆さん

と打ち合わせ。今日の通訳者もまた豪華だ。ドミ

ニク・パルメ Dominique Palmé さんは、青山

学院大学のフランス語の教員だった方で、数々

の翻訳や映画の字幕を手掛けてこられた方。最

近では、三島由紀夫「仮面の告白」を翻訳して話

題になっている。もう一方の飛幡祐規さんは、翻

訳家でありエッセイストでもある。お目にかか

ってすぐに彼女の才気かん発ぶりに圧倒された。 

 今夜の集会場はパリ第 2 区区役所の小ホール

だった。パリ市で唯一緑の党が区長になってい

る区である。参加者は 40 名。ここでも若い人が

多い。フロアから出た主な質問は以下のとおり

である。①福島原発事故で死んだ人は一人もい

ないという報道があったがどう思うか？ ②小

児甲状腺がんの多発はスクリーニング効果だと

いう説があるがどう思うか？ ③土壌汚染マッ

プのための調査費用はどうやって調達したの

か？ ④この調査に対して政府からの支援はあ

ったか？ ①と②は日本の原子力ムラ側の言い

分であるが、フランスにも届いているらしい。④

は日本では絶対に出ない質問である。 

 集会後、近くのレストランで打ち上げ。フラン

ス在住の日本人で福島原発事故被害者にカンパ

などを送っている人々が多かった。 

 

旅の終わりに 

 今回のスピーキングツアーを企画・進行して

くれたコリン・コバヤシさんが住むブルターニ

ュ半島を訪問し、コリンさんの案内でゲランド

の塩田を見学することが出来た。最高時速 300 

km の TGV でパリから約 3 時間。車窓の風景は

どこまでも平らな耕地だった。フランスは食料

自給率 127％（カロリーベース）の農業大国なの

である。 

 あいにく塩田は冬季のため稼働していなかっ

たが、広大な干潟の陸域に近い部分をしきって、

まるで水田のような長方形に畔で仕切られた池

が一面に広がっている状況を確認できた。動力

を一切使わず、大潮の満潮時に水門を開いて取

り込んだ海水が、次の大潮までの間にたくさん

の池をゆっくりと流れて、収穫池でついに塩の

華 fleur de sel が析出するというなんとも優雅

な製塩技術である。夏に稼働している様子は、塩

田博物館を訪問して、映像やパネルで見ること

が出来た。 

 この塩田が地中海沿岸の生産効率の良い塩田

に負けて壊滅状態だったところへ、1970 年代学

生運動に参加した若者たちがやってきて、老い

た塩職人に教えてもらいながら塩田を復活させ

た一部始終を記録した「ゲランドの塩物語」（岩

波新書）は、コリン・コバヤシさんの著作である。 

三ツ星レストランとして有名なポール・ボキュ

ーズなどがゲランドの塩の良さを認めてくれた

ことなども手伝って、今では大繁盛している。塩

職人組合には大きな即売館が出来ていて、夏に

は大勢の観光客も訪れるらしい。日本でも高級

レストランとして名高い「オテル・ド・三国」が

この塩を使っているらしい。実はわが家でもコ

リンさんとの出会い以来、ずっとこの塩を食べ

ている。 

【塩の収穫風景（塩田博物館のビデオから）】 
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～海外情報～     電力の世界需要と再エネ  文責 安藤直彦 

スタンフォード大の 91 人の研究者からなる１

３の独立したグループが 47 編の査読論文をまと

めた報告によると、電力の世界需要は今世紀半ば

までに再生可能エネルギーによって賄うことが

できる。全てのケースで政治がその気になれば

100％再エネでやれる技術があることがわかった。

すでに大気汚染で 700万人が亡くなり 1.5℃の気

温上昇がおきている。この研究は 2050 年までに

再エネを 100％にし、効率化と貯蔵問題の解決を

求める。また、遅くとも 2030 年までに 80%の転

換を求めている。また全体のエネルギー消費は

57.1%まで減少し、コストも同じだけ低下。長期

的には 2 千 800 万人の雇用が創出される。（スタ

ンフォードここまで） 

 さて日本はどうか。環境エネルギー研究所によ

ると 2018 年の再エネ割合は 17.4%でカナダの

70％を別として、ドイツ 38%、英国 31%そして中

国の 26%にも及ばない。2030 年の目標も欧州全体

で 32%だが、デンマーク、スペインは 100%、ドイ

ツ 65%に対し日本は 24%とスタンフォードの掲げ

る 80%にはるかに及ばない。理由はいろいろ考え

られるが、スタンフォードが示唆するように「政

治がその気に」なっていないことが大きな要因と

考えられる。 

出典：Climate News Network Feb. 20, 2020 12:15PM EST  “RENEWABLE ENERGY”By Paul Brown 

https://www.ecowatch.com/renewable-energy-global-potential-2645202002.html 

日本の数字は https://www.isep.or.jp/archives/library/11784（環境エネルギー研究所） 

 

 

ベルギー人が研究した日本の市民科学・市民放射能測定所  2020/2/7 

 

日本の市民が原子力災害にどの様に向きあっ

ているのか、ベルギーと日本の共同研究のため

ルーヴェン大学の大学院生であり、ベルギー原

子力研究所に所属しているヨーク・ケーネンス

さんが C-ラボを訪れたのは一昨年の 11月。スタ

ッフ 4 名が聞き取り調査に応え、市民科学等に

ついてのアンケートも求められました。ヨーク

さんは他にも 14 か所の市民測定所、6 か所の自

治体を訪れて様々な視点から分析を重ねたそう

です。今回は、調査結果をまとめた論文の概要を

各測定所に報告するため再来日。共同研究の日

本側の研究者である、総合研究大学院大学の水

島希（みずしま のぞみ）助教と共に 2 月 7 日、

C-ラボを訪れました。（C-ラボ応対はスタッフ 8

名） 

 まずは淳一氏お手製のカレー、スパゲッテ

ィ、F さんが用意したデザートで和やかにラン

チ。その後、会議室でスライドを映しながら報

告会が開かれました。 

「日本における市民科学：市民放射能研究所」

と題された研究結果は、外国人とは思えない見

事な日本語で、図と共にパワーポイントに要約

されており、まずベルギーでは大気汚染調査に

市民が参加する取り組みがなされ、市民科学が

自治体に誘導された例として挙げられていまし

た。日本の市民運動は７０年代の公害問題や反

原発運動から盛んになり、福島事故の後は子供

達の生活に直結する問題として若い母親達も放

射能測定活動に参加している事。そして現在、

人々の記憶が薄れていく中で、福島が忘れられ

ないようにとの活動に変化してきた事。さらに

自治体との関係などを分析。訪問した各自治体

（小金井、那須、南相馬、福島、会津若松）で

は概ね快く迎えられ、データの方向性を案じつ

つも市民測定所をある程度評価していたとの

事。今後は市民測定所の国際的な協力関係につ

いて模索するなど、これからの市民科学のあり

かたを考えるという形でしめくくられました。

帰国後これを博士論文にし上げた上、日本語に

も訳すとのことです。    （田中保子記）
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原発事故の記憶とあの日からの道のり 

ボランティアスタッフ 阿部里香 

 

東日本大震災当時、私は夫

の転勤でアメリカに在住し

ていました。朝起きてテレビをつけると、地震と

津波で破壊された地域の映像がどの局でも流れ

ていました。信じられない光景にテレビの前で

固まり、涙がこみ上げました。原発事故が起こり、

すぐに思い出したのは、小学生の頃に起こった

チェルノブイリ原発事故。事故の後、しきりに母

親が「絶対に雨に濡れるな」と言っていました。

いま自分も母親になって思うのは、母は当時、必

死だったということ、そして同じレベルの事故

がまさか日本で起こるとは、彼女には想像もつ

かなかっただろうということです。 

アメリカで様々な報道を追いました。私の記

憶では、水素爆発によって建屋から煙が立ち上

がる無音声の映像が、英語メディアでは流れて

いるのに、日本語メディアではなかなか流れま

せんでした。大きな疑問と恐怖を感じました。そ

の後も、福島の子どもたちの甲状腺異常が明ら

かに増えているのに、「事故との関連性はない」

とする「専門家」の発言や、政府の対応、原発再

稼働差し止めの判決が出るも、その後必ず覆さ

れることなどに対し、なぜ？という疑問と怒り

が膨らんで行きました。 

2016年10月、７年間のアメリカ生活を終え、

日本に帰国すると同時に妊娠。内部被曝を避け

るための食品の選び方など、生活面での注意事

項をアメリカでも調べていましたが、子どもが

できて意識がガラッと変わりました。子どもた

ちを守ろうと立ち上がり、行動しているお母さ

ん方にも出会い、自分の危機感の低さと無知さ

を痛切に感じました。 

Ｃ－ラボのボランティアに登録したきっかけ

は、内部被曝や次の原発事故への対策を各地の

講演会で伝えている江崎正孝さんが、市民測定

所へ勉強に行くよう勧めていたことでした。ボ

ランティア講習会や親子カフェ、Ｃ－ラボでの

皆さんとの会話、棚や壁に所狭しとならぶ書籍

や貼り紙から貴重な情報を得ています。 

現在、三重県いなべ市への移住を考えている

こともあり、同市藤原町にある太平洋セメント

藤原工場周辺の土壌を測定しています。同工場

では震災瓦礫や放射能汚染土などを受け入れて

いません（同社と市に確認しました。同社の他の

一部の工場は受け入れています）。土壌測定でも

汚染は確認されません。しかし、これから除染土

の再利用が問題になってきます。また最近は、指

定廃棄物を誤って移動させたり工事に使ったり

したというニュースを目にします。このような

放射性物質の拡散はあってはならないと考えま

す。バックグラウンド測定として平常時の放射

能レベルを測り、動向を注視していきたいと考

えています。旧小野田セメント時代に同工場周

辺で発生したカドミウム汚染問題において、大

沼淳一さんが原告の方々と長期にわたり尽力さ

れたことを知り、不思議な縁を感じています。こ

の件に関しても、大沼さんから多くを学んでい

ます。 

先日、三重

県津市で開催

された芦浜原

発計画白紙撤

回２０周年イ

ベントに参加

し、反対闘争

に関わった方々の話を聞きました。私は三重県

鈴鹿市出身ですが、今の今まで芦浜原発計画の

ことを知りませんでした。安心して幼少時代を

過ごせたのは、命をかけて反対してくださった

方々のお陰だと、感謝しています。原発事故をき

っかけに、米軍基地問題についても学ぶように

なりました。大学で日米関係を専攻したにもか

かわらず、基地問題や日米地位協定などについ

て、重要な事柄を何も知らなかったことにショ

ックを受けています。良い成績を取るための丸

暗記勉強法に埋没した結果だと思います。 

このように、原発事故の記憶は私の中で日に

日に色濃くなっています。あれだけの事故を起

（芦浜原発白紙撤回記念講演） 
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こし、多くの人々の健康と、住みたい場所に安心

して住むという基本的な権利を奪い、他の国々

にも迷惑をかけたのですから、無関心には到底

なれません。同じような事故を起こさないため

に、放射能汚染をこれ以上広げないために何が

出来るか、模索し行動していきたいと思います。 

 

スタッフ レポート  市販の腐葉土からセシウム検出  吉田弥生

 

JA あいち尾東・瀬戸店で購入

した腐葉土から セシウム 137 

が 25.4Bq/kg 検出されました。 

国（農水省）が定めた、畑などの

土壌にすき込んでも良いとした

腐葉土の放射性物質の規制基準

値 は 400Bq/kg なので JA としては撤去・回収した

りはしないそうです。尚、JA では 20Bq/kg を内部

基準として、独自に検査はしているとのことでした。

産地は「海外」となっていたので販売業者の（株）

JA 東海グリーン（安城市）に聞いてみると、インド

ネシア・ベトナム・タイ・バングラディシュの 4 カ

国で、この商品は愛知県内のみでの販売だそうです。

生産者は栃木県鹿沼市の廣田商店とありました。そ

の住所を Google Earth で検索してみると、広い敷

地いっぱいに工場らしき建物が立ち並び、屋外に腐

葉土が積まれている様子はありませんでした。 

その後、JA あいち尾東・日進園芸センター、およ

び長久手グリーンセンターでも同じ包装の腐葉土

を購入して測定した結果は下記のとおりでした。

（単位は Bq/kg） 

JA あいち Cs-137 Cs-134 134/137 比 

瀬戸 25.4   

長久手 26.6 1.30 0.05 

日進 26.2 1.49 0.06 

Cs-134 が検出されているので、福島原発由来の

放射性セシウムです。事故直後に 1：1 だった Cs-

134/Cs-137 比が 9 年を経て 0.06：1 になっている

ことともよく一致しています。 

何故、福島第一原発事故由来の放射性セシウムが

検出されるのか？と自宅近くの瀬戸店の職員に問

うと、「栃木県で生産しているので汚染地域から飛

んで来たのではないか？」と言うのです。驚きまし

た。飛んで来たとするとそれはそれで大問題ではな

いでしょうか。そもそも、廣田商店の工場では腐葉

土が野積みされている様子はありません。飛んでき

た放射能で腐葉土がこれほど汚染するとしたら、そ

こに住んでいる人の健康が心配になります。 

何故、福島第一原発事故由来の放射能が混入して

いるかを突き止めようともせずに、余りにもいい加

減な JA 職員の対応発言に呆れてしまいました。 

 私は家庭菜園などで、一般的に手軽に入手出来

る堆肥や腐葉土に汚染があってはならないと思い

ます。農薬や化学肥料を使わず、少しでも安全な野

菜を育てている多くの人々の思いを裏切っている

と思います。月刊「むすぶ」（ロシナンテ社）No.591

の 9 ページに飯館村で土壌や山菜、作物などの放射

能を測り続け、御自身の被曝線量を記録・公表しつ

づけている伊藤延由さんの手記には、、柏崎刈羽原

発構内の土壌を測ってみたら 22.5Bq/kg とありま

した。深刻な事故さえ起らなければ原発構内の土壌

さえ 20Bq/kg 程度なのです。それと同等のレベルの

放射能汚染腐葉土が、一般家庭や農家さんには知ら

されることなく利用されることに危惧を感じてい

ます。 

 畑でお手伝いしたり芋掘りしたりする子供たち

のささやかな楽しみを奪いかねません。そして、汚

染のない豊かな自然を守ることは、未来世代へバト

ンを渡す時の大人の義務ではないかと思います。 

 政府（環境省）は除染土壌の再生利用と称する放

射能ばら撒きをしようとしています。これをやらせ

てはなりません。そもそも原子炉等規制法で

100Bq/kg 超なら厳重保管と定めているのに、福島

事故由来の汚染物なら 8000Bq/kg 以下は普通ゴミ

扱いというでたらめな基準を改めさせる必要があ

ります。 

次の世代にどうつなげるのか？多くの人たちに、

この放射能汚染腐葉土発見を契機として、除染土壌

再生利用の問題を知ってもらい、考え、立ち向かっ

てもらいたいと思います。 
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Ｃ-ラボ 9周年報告会のお知らせ 

日 時  2020年 11月 29日（日） 13時半～ 

場 所  名古屋市中小企業振興会 吹上ホール 第 7会議室 

記念講演；講師 アーサー・ビナード氏（詩人・絵本作家） 

＊ COVID-19の蔓延状況によっては変更する場合があります。 

詳しくは追ってホームページ等でお知らせします。 

 

 

 

 

 

☕ Sho～koさんカフェ  大沼章子 （第１水曜日 13：30～） 

測定器にかける際の効率補正について 

☕ ＡＮちゃん雑学カフェ 安藤直彦 （第 3水曜日 13：30～） 

表現の不自由展 ZOOMカフェ試運転 

☕ サイエンスカフェ   大沼淳一 (第 4水曜日 13：30～) 

ウィルスとは何か～生物と無生物の間～ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ-ラボカフェのご案内   ～最近とりあげられたテーマ

～ 

 

＜あとがき＞ 

今回の C-ラボニュースは全頁カラーの豪華版です。いつもは表紙部分だけを印刷会社に発注し、あとは市

民活動推進センターの印刷機を借りて、スタッフ数人で裏表を気にしながらワイワイ賑やかに印刷するので

すが、新型コロナ対策でセンターの印刷室が閉鎖されてしまいました。そこで ZOOMでの運営委員会で話合

った結果、清水の舞台から飛降りるつもりで全て外注することにしました。楽なうえに綺麗な仕上がりで良

いのですが、やはり顔を合わせておしゃべりしながらの作業の方が私達には合っていると改めて思います。

「ソーシャルディスタンス」なぞ気にせず、仲間が集って活動が出来る日が早く来ますように。（T＆H） 

未来につなげる・東海ネット 市民放射能測定センター 

住   所： 〒467-0058 名古屋市瑞穂区関取町 146     電話・FAX : 052-836-3116    

開 所 日： 毎週水・木・金 11：00～16：00（祝祭日休み） 

E-mail  :  tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp 

Website  :  https://tokainet.wordpress.com/hsc/ 

読み解き集がバージョンアップ！ 

発行から 1年 4カ月。 

「こういう本が欲しかった！」 

4000人の市民が協力して調べ、作り上げた市民のためのデータ+解説集です。 

C-ラボで取り扱っています。 

☎ 052-836-3116 までお問い合わせください。2,750円（税込み） 

 

 

＜C-ラボへの寄付とボランティアのお願い＞ 

C-ラボは皆さまのご寄付とボランテイアで運営されています。よろしくお願いします。 

銀行からは：（ゆうちょ銀行）店名二一八  （預金種目）普通 (口座番号) 5484719 

（口座名）未来につなげる・東海ネット市民放射能測定センター 

 

 

（アーサー・ビナード氏） 

mailto:tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp

