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１．電離放射線 （Ionizing Radiation)
電離作用を通じて生体の細胞を、原子・分子レベルで傷つけ、破壊する。原子から電子が飛び出せば、原子は不安定に

となり本来あるべき性質を保てない。細胞はこうした原子の結合体から
できており、細胞ももとの性質を保てない。またもしこの細胞が染色体細
胞であれば、染色体（遺伝子）が傷つき細胞再生産に異変が起こる可能
性がある。人間の細胞には修復機能や監視機能があるが、慢性内部被
曝状態では修復機能や監視機能までも破壊されることがある。１個の電
子を電離するエネルギーは１０電子ボルト程度といわれている。

電離放射線は、ガンマ線（光子）、中性子線（厳密には電離放射線で
はないが事実上電離作用があるので電離放射線に分類）、ベータ線
（粒子）、アルファ線（粒子）などという種類がある。それぞれ電離エネ
ルギーが大きく違う。

ガンマ線や中性子線は透過力（飛ぶ力。飛程力）は大きいが、電離
エネルギーは小さい。ベータ線は、飛程力はガンマ線より小さいが電
離エネルギーはより大きい。アルファ線は飛程力はさらに小さいが電
離エネルギーはもっとも大きく電離作用も大きい。

アルファ線核種やベータ線核種が体外にあれば、低線量ではさして
大きな健康損傷はないが、体内にあれば細胞破壊力は大きい。

体外被曝と体内被曝は、健康損傷という点では全く異なる
タイプの被曝。

結局電離放射線は、生体を細胞レベルで傷つけ、免疫性
やストレス耐性を衰えさせる。その意味では被曝とは人工
的老化現象（非特異老化）である。

放射線被曝に安全な線量などはない （全ての科学者の一致した見解）

- There is no safe dose of radiation –



２．体外被曝と体内被曝（内部被曝）
① 放射性物質が体の中にある時と体の外にある時とどのような違いがあるのであろうか？

放射性物質が体の外にあるときは、放射能から逃れることができる。体の中にある時は逃れることができない。（慢性被曝の状態）

被曝の種類とその健康損傷

（ECRR２０１０年勧告 第６章 日本語テキスト53pから引用）

上の表で、４－８までが内部被曝の状態。カリウム40は人間の体内に常に存在する放射性物質であ
るが、壞変は１回であり、内部被曝では大きな問題とはならない。これに対して「7.不溶性粒子」が体
内に入ると大きな問題おこる。極めて大きな電離エネルギーを出し続け細胞を傷つける。

上の写真は、肺組織内に付着したプルトニウ
ム酸化物。大きさは2ミクロン。（100万分の
2m）。星形に見えているのは放射線（アルファ

線）の飛跡で典型的な慢性被曝状態。体外に
排出されるか、完全に核壞変を終えるまで細
胞を攻撃し続ける。極めて危険である。

② 体外被曝と体内被曝のリスクは同じであろうか？

日本政府や原発擁護を目的とする科学者や医科学者の団体（たとえば国際放射防護委員会－ICRP）などは「体内被曝も体外被曝も同

じ線量であればリスクは同じ。被曝線量全体が問題だ」としている。しかしそうではないことは上記表をみれば明らかであろう。またいっ
たん体の中にはいってしまえば、慢性被曝状態となり、体外から一度被曝するのとはリスクが大きく違う。「生物学的損害係数」は同一
線量で生物が受ける損害を指数で表現したもの。だから同じ線量1μSvの被曝をしても、外部から１度被曝すれば１μSvに相当する損傷
だが、内部不溶性性粒子による損傷では最大ｿﾉ1000倍、すなわち1mSvに相当する損傷を受ける、と考える。もっともこの係数も学者に
よって様々な説がある。たとえば1970年アメリカの研究者タンプリンとコクランはプルトニウム酸化物ホット・パーティクル（ちょうど上記写
真の状態）による損害係数は「115,000」になる、とした。



３．健康損傷はがんや白血病だけではない

健康損傷例 ICRP ECRR

致死ガン する する

非致死ガン しない する

良性腫瘍 しない する

遺伝性損傷 する する

幼児死亡 しない する

出生率低下 しない する

低体重出産 しない する

IQ低下 する する

心臓病 しない する

一般的健康損傷と
非特異老化

しない する

低線量被曝におけるICRPとECRRのリスク評価比較表

フクシマ放射能危機で、低線量内部被曝による健康損傷は、各種臓器
がんや白血病ばかりが強調される。が、実際には様々な病気が体全体
に現れている。
左の表は、低線量被曝で発症する健康損傷のＩＣＲＰ（国際放射線防
護委員会）とＥＣＲＲ(欧州放射線リスク委員会）の学説比較である。
ＩＣＲＰは致死性がんと遺伝子損傷（動物実験による）、ＩＱ低下し
か放射線損傷はないとしているが、低線量被曝によって、ＥＣＲＲは
幅広い健康損傷が認められるとしている。

『電離放射線被曝がもたらす健康上の結果は、体細胞や生殖細胞
の損傷に伴うものである。したがってほとんどの疾病が含まれ
る。』

『本委員会は、放射線被ばくの唯一の確率的影響がガンであると想
定しているところについてはICRP に従わない。成人の心臓病、幼
児死亡や胎児死亡を含む、非ガンの結果に及ぼす放射線の一般
的な効果に、本委員会は関心を向ける。』（ECRR２０１０年勧告）

１９８６年のチェルノブイリ事故による健康損傷の実情は２０００年代にはいってますます具体的に明らかになりつつあ
る。２０１１年４月ウクライナの首都キエフで「チェルノブイリ事故後２５年：未来へ向けての安全」と題する国際学術会議
が開かれウクライナ政府緊急事態省が包括的な報告を行った。（以降「ウクライナ・レポート」）この報告の中で緊急事
態省は、「ウクライナ領土の75%が、事故前の２倍以上のセシウム137に汚染された」（36p）と述べ、深刻な汚染は
「800万ヘクタール以上にのぼり60万人のこどもを含む320万人以上が暮らしていた」(64p）としている。そこではがん
以外の様々な病気が発症し、特にチェルノブイリ発電所の30km圏内から避難してきた子どもたちの間で、内分泌系疾

患、精神障害、神経系疾患及び感覚器官疾患、循環器系疾患、呼吸器疾患、消化器系疾患、泌尿生殖器疾患、皮
膚・皮下組織疾患、筋骨組織及び関連組織疾患など幅広い疾患が発生し、時には死に至っている」（121p）と報告して

いる。様々な証拠や研究から見て、低線量被曝の健康損傷が「がんや白血病」だ、という学説は今や完全に破綻して
いる。

ウクライナ緊急事態省報告 （2011年4月 キエフ）

（ウクライナ・レポートの表紙）



４．多くの内部被曝は放射能汚染食品摂取

チェルノブイリ事故後25年の結果を振り返ってみると、一般市民の内部被曝の多くは放射能汚染食品の無警戒な摂取で起
こっている。農業国であり事故後汚染された土壌から取れた食品や加工食品が多く出回ったベラルーシではそれが特に

で発生している

無警戒で情報を与えられなかった一般市民
事故直後、ウクライナもベラルーシも旧ソ連の体制下にあり、
放射性物質の危険を全くと言っていいほど知らされていな
かった。ベラルーシの病理学者でチェルノブイリ事故での健
康影響を調査研究したユーリ・バンダジェフスキーは「放射
線生態学上の問題」（2008年）という論文の中で次のように
述べている。『軍事面や経済面で西側諸国に追いつき追い越そ
うとするあまり、旧ソ連の指導者たちは環境に対して、従って人々
の健康に対して命にかかわるほど有害な影響をもたらす産業技術
を不可避的に導入した。とりわけソ連邦によって実施された核実験
をその考慮にいれるべきである。２０世紀の６０年代に始まったベラ
ルーシ、リトアニア、ラトビア、エストニア、ウクライナ及びロシアの
広大な領土内での放射性元素による汚染はそのような所業の結
果である。これら諸国の人口集団は、存在する放射性要因に関し
て何の情報もなかった。そして当然のごとく、その影響から自らを
防護するなんらのすべももたなかった。 』

楽観的で非科学的な当初の放射能汚染食品規制

事故直後、ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告に基づく
非科学的な食品規制値が示された。全く有効ではなかった。

当てはまる。『ベラルーシの被曝の９４％は食品摂取から発
生している』(ベラルーシ政府報告）またウクライナ・レポー
トでは次のように述べている。『25年間の後、1986年や1991
年に比較すると、放射線生態学上の状態はかなり改善されて
いる。その一方で、ゾーンⅢ（今日約200の人口集中地域が含
まれている）域内では、地元で生産する食品の消費による公
衆の吸収被曝を削減する措置が依然として必要とされる。
（ウクライナは汚染地域をゾーンⅠ－数百年間立ち入り禁止、ゾーンⅡ
－強制的移住、ゾーンⅢ－自発的補償移住、ゾーンⅣ－放射線高度監視地

域の４種類に分けている）（ウクライナ・レポート英語テキスト39p）』



５．ウクライナの惨状
こうしてウクライナでは、放射線の被害のため様々な病気が発生し、死亡が激増した。また出生自体も減少した。これが
ウクライナの「人口統計学上の大惨事である。」ウクライナ・レポートは次のように言う。『1991年から2009年の間、ウ
クライナはこの全国規模の人口危機の結果、ほとんど６５０万人の人々を失った。』（同185p）

低線量電離放射線が主として食物摂取を通じて体の
中に入り込み、がんや白血病などといったものでは
なく様々な健康損傷を起こした。そのためまず出生
が減少した。さらに死亡が増加した。出生の減少・
死亡の増加が同時におこれば、これは人口の激減を
招かざるを得ない。

次のグラフは１９６０年から２０１０年までの人口増減を示している。

ここで出生と死亡だけに注目すべきではないだろう。
というのは出生と死亡という表面上の数字の背後に
は厖大な数の様々なレベルの健康損傷と失われた
「生活 の質」が存在し、それはこのグラフでは全
く表現できていないからだ。実際ウクライナでは大
量の流産や人工中絶の数が報告されている。

ることを示していた。影響確率論（stochastic effects）では、身体症及び心身症（somatic and psychosomatic 
diseases）の形で極めて幅広い非腫瘍性形態で全てのカテゴリーの犠牲者が健康低下を見せていることを示した。そのほ
とんどのケースで、疾病や死亡の原因となった。
２００１年異なるグループの犠牲者を１５年間観察した結果、ウクライナの科学者は、WHO（世界保健機関）、UN SCEAR
（原子力放射線の影響に関する国連科学委員会）、 IAEAやその他の機関からの専門家たちと共に、将来にわたる健康損傷
を予測し最小化するための勧告を開発した。それによると、それから１０年間（すなわ ち２０１０年まで）、病気発生数
に関する傾向は、様々に多くの形での疾病、がんの可能性、これには影響を受けた人口集団の自然加齢を含んで、が増加
しうる。』（同報告書第７章５節第１項「大惨事の健康結果の最小化」＜ Minimization of the Health Consequences of the Catastrophe

＞p292）

ウクライナ・レポートは次のように言う。『 チェル
ノブイリ事故の後１０年間の間になした基礎的研究
を分析し要約してみると、チェルノブイリ大惨事の
健康影響は当初予測していたものと大いに違ってい

フクシマ放射能危機を目の前にして私たちはよほど調べ考えなければならない



６．ベラルーシの惨状
ベラルーシでも事情はほぼ同じだった。

特にソ連の崩壊で経済混乱が発生して以来の死亡はチェル
ノブイリ事故発生の１９８６年から見ると２０００年代半ばまで
に１．５倍に達している。逆に生児出 生はほぼ半分にまで落

ち込んだ時期がある。この異常は明らかにベラルーシ全土
に蓄積した（濃淡の差は大きいものの）様々な放射線核種、
特に長期的にはセシ ウム137の影響である。特に事故当時

も今もそうであるが、ベラルーシは農業国家であった。しかも
ウクライナ同様、住民には放射線の危険についてなんの告

知も警告もされなかった。放射線に対する知識はまったくゼ
ロだった。従って放射能に汚染された大地から取れた農産
物、狩猟や採取で取れた動植物を無警戒に 摂取した。この

ため食品摂取を通じての放射線体内被曝（内部被曝）のた
め、上記惨状となったものである。

次のグラフは１９６０年から２０１０年までの人口増減を示している。

ユーリ・バンダジェフスキーはその論文「放射線生態学
上の問題」（前出：2008年）の中で次のように述べてい
る。

『１９８６年のチェルノブイリ事故は、すでに（核実

験のために）存在していた幾つかの欧州諸国におけ
る人口集団に対する放射線の影響をかなりの程度強
めた。とりわけベラルーシに対してそうであった。

『その結果として、人口動態インデックス（demographic index。バンダジェフスキーは出生率と死亡率の差違、と論文中で説明し
ている）は１９９４年以来マイナスとなった。すなわち２００３年では-5.5%、２００５年では-5.2%にまで落ち込んでいる。人口
集団における高い死亡率は、心臓血管系の異変（cardiovascular pathologies）及び悪性腫瘍（malignant neoplasms）に大きく関係して
いる。それらの着実な増加が毎年認められる。出生率の減少は男性・女性間の再生システムの異常（male and female reproductive 

system disorders）及び子宮発達異常（intrauterine development pathologies）が原因である。

セシウム137の人体各器官への蓄積が決定的に重要なシステムに悪影響を与えていることが判明している。決定的に重要なシステム
とは主として、心臓血管（cardiovascular）、内分泌物やホルモン再生産器官（endocrine reproductive）、消化器系、泌尿器系
及び免疫系（digestive, urinary and immune systems）、視覚器官（organs of sight）、胎児期の子宮発達（intrauterine 
development of the embryo）などである。』

1９６０年代を手始めとして、ベラルーシの死亡率は 常に上がり続けてきた。その一方で出生率は常に下がり続けてきた。』



７．ウクライナ 食品制限の根本的改善
ウクライナは独立後の１９９７年に根本的な放射能汚染食品制限を打ち出した。

自前の食品制限

ウクライナ政府が自前で独自の放射能汚染食品許容制限
値をもうけることができたのは、ソ連崩壊後（１９９１
年。同年ウクライナ共和国が成立した）６年も経った１
９９７年６月のことである。この規制は２００６年に強
化され、現在の「PL-2006」（Permissible Levels of 
137Cs and 90Sr radionuclides concentration in food 
and drinking water－食品と飲料水に集積するセシウム
137とストロンチウム90核種の許容レベル－２００６年）
が成立し現在に至る。

セシウム137とストロンチウム90に照準

セシウム137とストロンチウム90に照準を合わせた規制と
なっている。これは長期的に見るとこの２核種が最も危険、
とチェルノブイリ事故の影響で判明したからである。

それまでの規制に比べると飲料水を2ベクレル、野菜（40
ベクレル）やジャガイモ（60ベクレル）、パン・パン菓子
類（20ベクレル）とするなど、日常大量に摂取する食品を
厳しく規制している。さらに画期的なことは乳幼児用食品
を設けてこれを40ベクレルとした点である。

さらに９７年の規制と２００６年の規制を比較すると、
気がつくのはストロンチウム90の規制品目がきめ細かく
なっていることだ。これは９７年から２００６年の運用で、
規制品目がまだまだ足りない、ということが指摘されたも
のと考えられる。

飲料水2ベクレル、乳幼児用食品に規制

人口状態が改善に向かう

前出の人口グラフを見ると、97年の規制以来、出生・死亡
とも改善が見られる。



８．ベラルーシ 食品制限の根本的改善
ベラルーシも独立後の１９９９年に根本的な放射能汚染食品制限を打ち出した。

自前の食品制限

ウクライナ政府も自前で独自の放射能汚染食品制限値をもう
けることができたのは、ソ連崩壊後（１９９１年。同年ベラ
ルーシ共和国が成立した）８年も経った１９９７年４月のこ
とである。この規制は２００１年、２００６年と強化され、
現在に至る。

一目見てウクライナの規制より甘く、ストロンチウム90に対して規
制品目がまだ粗い。しかし、パン（40ベクレル）、穀粉（60ベクレ
ル）、果物（40ベクレル）、飲料水（10ベクレ ル）など日常大量に

摂取する食品については、かなり厳しい制限値を設けている。特
に乳幼児用食品は37ベクレルとウクライナよりも厳しい。

乳幼児用食品37ベクレル

人口状態が改善に向かう

ウクライナ同様、前出のグラフを見ると99年の規制以来出
生・死亡とも改善が見られる。これもウクライナと同様だが、
この改善は「食品規制」のためばかりではない。前出のウクライ
ナ・レポートを読むと、全国レベルでの医療システムの改善や健
康損傷監 視システムなど被害を最小化するための様々な努力が

報告されている。こうした努力全体の成果がこの人口グラフの改
善の結果になって現れていると見るのが妥 当であろう。しかし、

その様々な努力の出発点であり、基礎が「食品規制」だった、と考
えるのも的外れではなかろう。どんなに改善努力をしても食品摂
取で体 の中の放射能が増加してしまっては、効果が薄いからだ。

放射線被害対策はまず根元から取り組まなければならない。

ベラルーシの問題点－民衆の健康を最優先とする政府の必要性

ベラルーシでは長い間民衆の健康より、自身の政権維持や治安優先の独裁政権が続いている。バンダジェフスキーは「子どもたちの臓
器におけるセシウム137の慢性的蓄積」（2003年）の中で次のように指摘している。『汚染地域における学童たちは学校の食堂において
放射能汚染されていない食品を無料で提供されまた毎年クリーンな環境で、サナトリウムで１月間は過ごした。経済的な諸理由によっ
て毎年のサナトリウム滞在は短縮されている。また幾つかの汚染地区の地域社会は、「クリーン」だと分類されている。このようにし
て国家からの「汚染されていない食料」の供給は終わりを告げつつある。』放射線問題に対応するにはまず民衆の健康を最優先とする
政府が必要だ。これは日本にも特に良く当てはまる。



９．日本の食品暫定規制値
日本の厚生労働省は福島原発事故直後の2011年3月17日、省令で「放射能汚染された食品の取り扱いについて」（食安発０３１
７第３号 ）を発表した。これがいわゆる現行の「暫定規制値」である。

年間被曝線量 5mSvが基準

この基準の基になっている考え方は、食品で年間被曝線量5mSvを摂取する
ことを前提としている。だから一目見て極めて過大な摂取量となっている。
年間5mSvは、現在の公衆被曝線量1mSvという法律の規定にも違反している。
こうした非人道的な規制値が1年間にもわたってまかり通ってきたことを私
たちは忘れるべきではない。

風評被害とは

ここで規制されている「基準値」以下の放射能汚染食品はあたかも安全な
食品としてすでに市場に出荷されてしまっていることを決して忘れるべき
ではない。またこの規制値に疑問を抱き異議を唱える論調は「風評被害を
助長する」として圧殺されてきた。それに手を貸してきたのが大手新聞・
TV放送局であることも決して忘れるべきではない。「福島を支援するため
に福島の産品を買おう」という大合唱は、決して「福島」を助けることに
はならない。フクシマの人たちに放射能汚染食品摂取を強制し健康損傷に
拍車をかけることになる。

あいまいなターゲット

一見きめ細かに、また包括的に規制しているように見えるが規制のターゲッ
ト核種があいまいである。チェルノブイリ事故で明らかになったことは、危
険な核種は事故初期ではヨウ素131、中長期的にはセシウム134、セシウム
137、ストロンチウム90、プルトニウム239であることがはっきりしている。
ターゲットはこうした核種に絞るべきである。一体これだけ広範な核種を
いったい誰がひとつひとつ検査しているというのか。

経済界の「経済的健康を守る」ことが主眼

致命的なことは、規制数値が高すぎて規制になっていない、ということだ。これは一般市民の健康を守ることが主眼ではなく、経済界
の「経済的健康を守る」ことが主眼となっているからだ。しかし長い目で見れば、それは「経済界の経済的健康」すら守ることにはならない。
というのは「経済界の経済的健康」にとってもっとも重要な財産は、「健康 で安定した家庭を営み、元気で労働できる」一般大衆の存在だからだ。
彼ら（といっても私を含んで私たちのことなのだが）の存在こそが経済界の冨の源泉なの だ。経済界は近視眼的に対応して彼らにとっての「金の

卵を産む鵞鳥」を絞殺しつつある。それは彼らにとっても自殺行為であるはずだ。



１０．日本の新基準値

年間被曝線量 1mSvが基準

この基準の基になっている考え方は、食品・飲料水でで年間被曝線量1mSv
を摂取することを前提としている。セシウム以外は2011年3月省令のままで
ある。飲料水を10ベクレルとし、新たに乳児用食品を設け50ベクレルとし
た点は評価できる。恐らくはチェルノブイリ惨事を厚労省なりに研究した
ものだ。
相変わらず「放射性セシウム」のまま

ターゲットをセシウム137に絞り切れていない。セシウム134と合算である。
中長期的にはセシウム137が大量に残り、毒性も電離エネルギーもセシウム
137がはるかに危険である。ウクライナもベラルーシもセシウム137に苦し
められつづけている、といって過言ではない。「放射性セシウム」ではあ
いまいすぎる。

ストロンチウム90が規制の対象外

依然としてストロンチウム90が対象の外に置かれている。ストロンチウム
90は核壞変が進むにつれてこれからどんどん増えてくる。ウクライナ、ベ
ラルーシもこれを規制の対象としている。また電離エネルギーも大きい。
経済界の「経済的健康」に配慮したものと考えられる。

最大の問題は抜け穴

この新基準には「経過措置」という抜け穴が用意されている。「米・米製品」は今年9月末まで500ベクレルでいいのだ。9月末までに
は日本の稲作は刈り入れは終了する。2011年の新米はすでに500ベクレル以下のものは市場に出荷されてしまっている。小売りの末端
ではブレンドされてしまっているので産地表示だけではわからない。この手を今年の新米にも適用しようということだ。さらに大豆・
大豆製品は今年12月末まで500ベクレルでいい。12月末までには今年の大豆の取り入れは完了する。代表的な大豆製品は味噌・醤油・
豆腐である。これも米同様、今年の取り入れまで500ベクレルで流通させようということだ。

日本の厚生労働省は2011年12月」乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格
基準の一部を改正する件（食品中の放射性物質に係る基準値の設定）等について（概要）を発表し、2012年4月1日から実施
するとした。

放射性セシウム 厚労省新基準(2012年4月1日実施予定）

大ざっぱすぎる一般食品規制

一般食品は100ベクレルと大ざっぱにくくっている。日本の食生活では大量
に摂取するものとそうでないものがある。ウクライナ・ベラルーシに倣っ
て大量に摂取する食品は規制を厳しくすべきだ。



１１．放射能汚染食品規制のあるべき姿
ドイツ放射線防護協会の会長セバスチャン・プフルークバイルとやはりドイツの研究者トーマス・デルゼーは、食品監視市民グループ
「フードウォッチ」から委託された調査研究報告「あらかじめ計算された放射線による死：EUと日本の食品放射能汚染制限値」の中で次

のように述べている。

『 現在有効なEUと日本の制限値は、健康障害に対して決してより安全な保護をもたらすものではない。その反対に、EUと
日本の制限値は人間を政治的に計算されたリスクにさらし、放射線障害から発病したり、死亡するリスクをもたらす。
消費者は安全性で揺れ動いている。
政治が制限値のリスクに関する疑問をオープンに解明してくれないからだ。政治は、人間がどういう保護を期待してい
るのか、どういう保護が可能なのかに関して議論しようとしない。
原子力関連施設の平常運転時に関するドイツ放射線防護令の規定も、十分な安全性をもたらすわけではない。しかしド
イツ放射線防護令は、事故時に関するEU指令と比較すると、障害のリスクをかなり低減する。放射線防護令はドイツで
有効な法だが、以下ではドイツ放射線防護令（第47条）の考え方を取り入れた場合の食品内の放射性核種の制限値を演
繹してみることにする。』

2001年に成立したドイツ放射線防護令は公衆の年間被曝線量を0.3mSvとしている。プフルークバイルらは0.3mSvを食品から摂取す
るものとして計算した。ただし年齢による放射線の感受性、生物損害係数や放射線損害係数はICRPの勧告によるものではなく、ドイツ

放射線防護令の定める係数である。ドイツでは食品規制が甘く、ドイツ放射線防護令の規定と矛盾をおこしている。（「経済界の経済的健康」

はドイツでも顕在である）このためプフルークバイルらは推奨制限値を作成することになってものだ。

セシウム137の項目で、青少年（１２歳超から１７
歳以下）が１kgあたり上限5.7ベクレルともっとも
厳しい値となっているのは、この年齢層がもっとも
放射線に対する感受性が高いためのではない。容易
に想像されるように、この年齢層がもっとも大量に
食物を摂取するからだ。セシウム137の体内蓄積は
比率ではない。絶対値だ。大量に食物を摂取すれば
それだけ大量にセシウム137の蓄積が大きくなる道
理である。放射線に対する感受性はあくまで年齢が
低くなればなるほど高くなる。

「放射能フリー食品」が本来望ましいのだが、許容値を求めるとなれば上記の制限値だろう。

放射線被曝に安全な線量などはない （全ての科学者の一致した見解）

- There is no safe dose of radiation –



１２．私たち市民は何をなすべきか？
市民が力を合わせて、市民を守るための「放射能汚染食品規制」を政府に実行させること。（私たちの生存
権問題）

１．

政府に迫るだけではなしに、地方自治体（広島県や広島市など）に独自の放射線防護行政を実行させること。
「放射能フリー」給食の実施や自治体独自の検査体制の整備など。（これが本当の地方分権であり、地方自
治）（すでに実施している自治体がある）

２．

市民が科学的根拠に基づいてあるべき「放射能汚染食品規制」を示すこと。（良心的科学者との連携）３．

政府・地方自治体に迫るだけでなしに、食品小売り店、卸業者、食品メーカーにも自主的検査、自主的判断
を求め、市民の健康を守る立場からの営業政策を要求する。（すでに福岡に本拠置く「グリーンコープ生協」は、独自
に放射線測定室を設け、食品1kgあたり10ベクレルを自社基準としている）

４．

上記良心的な食品企業を応援支援する。逆に検査を行わず、あるいは検査しても「厚労省の基準値内です」
としている小売店、食品メーカーは、市民の健康を守るより自社利益を優先させる企業として排除する。

５．

私たちができること、なすべきことは
もっともっと沢山あると思います。
今日の「お話し会」で話し合って見た
いと思います。

放射線被曝に安全な線量などはない
- There is no safe dose of radiation –

変えよう！被曝なき世界へ


