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【核産業草創期の科学者たちの議論】 

 １９４５年４月、「未来のエネルギー革命」に夢を託したアメリカ・ルーズベルト政権の

要、大統領フランクリン・ルーズベルトが急死しました。後を襲ったハリー・トルーマン

は「未来のエネルギー源」である原子力に関し、その政治・社会に及ぼす影響を総合的に

判断するには全く不適格であり、そのことを懸念したトルーマン政権の陸軍長官、ヘンリ

ー・スティムソンは、「原子力エネルギー問題全体に関する、戦時の一時的な管理、後の公

式発表について研究・報告し、また戦後における研究・開発、管理問題に関する勧奨及び

調査、またこれら目的に沿った法制化について調査・勧奨する」ことを目的とした大統領

のための「秘密諮問委員会」である「暫定委員会」（Interim Committee）を急きょ編成い

たしました。当時大統領トルーマンが政策決定者という外観を取りつつ、この暫定委員会

が、事実上、原爆を含む「核問題」に関する 高意志決定機関となりました。 

 

 幸いにして暫定委員会の議事録を私たちは今読むことができます。そしてどのような議

論が当時おこなわれたかを知ることができます。今私たちの注目を引くのは、暫定委員会

の一つのクライマックスである１９４５年５月３１日委員会でおこなわれた議論でありま

す。当時は「マンハッタン計画」が進行中であり、「未来のエネルギー開発」はまず原爆開

発という軍事利用から開始されました。一つには当時アメリカは日本と交戦中だったとい

う事情もありますが、より積極的には「核の安全な制御」という観点からから見ると「軍

事利用」の方が、「産業利用」よりはるかに容易だったからでもあります。 

 

 この日第４番目の議題で「基礎的研究」という項目が立てられ、暫定委員会委員ではな

いものの、４人の科学顧問団の一人であるロバート・オッペンハイマーが「戦争の圧力下

で行われている現在の研究は、単にその前段階における研究の成果をもぎ取っているに過

ぎないと感じている。この分野における潜在性をもっと完全に取り出すためには、もっと
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ゆったりとした、もっと通常の研究環境を設立することが必要だと感じている。」と発言し

ます。そして次のように強く主張します。 

 

 「現在のスタッフは、相当数が大学に戻って、もっとこの分野で枝分かれした研究に携 

わるべきである、ある目的にだけ的を絞った現在の研究の仕方は、あまり豊かな成果 

を生み出さない」 

 

 このオッペンハイマーの発言を受けて、暫定委員会の委員の一人であり、トルーマン政

権の科学技術局長であり、政界・学界・産業界を結びつける扇の要と目されたバニーバー・

ブッシュも次のように発言します。 

 

 「現在は戦時であるから、狭い範囲での研究を強いられているが、平和時の研究の仕方

としては完全に誤っている」 

 

 さらに科学顧問団のメンバーであるアーサー・コンプトン、エンリコ・フェルミは、こ

れらの見解に全面的に賛意を示し、「完全な基礎的研究をなすまでは、この分野での大きな

可能性を保証することはできない」と口を揃えて指摘しました。 

 

 今私たちが真剣に考えなければならないのは、「核エネルギー開発」草創期の当時一流の

科学者たちのこうした指摘であります。 

 

「単にその前段階における研究の成果をもぎ取っている」、「ある目的にだけ的を絞った現

在の研究の仕方は、あまり豊かな成果を生み出さない」、「平和時の研究のあり方としては

全く誤っている」、「完全な基礎的研究をなすまでは、この分野での大きな可能性を保証す

ることはできない」、こうした指摘であります。 

 

【見切り発車の核利用】 

 「天皇制の存続保証（国体護持）」、「ソ連の参戦」、「日本への原爆使用」を経て、日本と

アメリカの戦争は終結し、戦後が訪れます。「平和時」となり１９５３年アメリカ大統領ド

ワイト・アイゼンハワーの「平和のための原子」演説を経て、いよいよ「核の軍事利用」

から「核の産業利用・商業利用」の時代が訪れます。問題は、１９４５年に指摘された研

究体制が平和時になって改まったか、という点であります。様々な議論や見方はあるでし

ょうが、結論からいって全く改まらなかったということが言えるでしょう。 

 

 「核エネルギー開発」は平和時になっても「目的を絞った幅の狭い応用研究」が先行し、

それこそ「成果を前段階でもぎ取り続けて」きたのであります。研究の仕方としては、「誤
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り」続けてきました。それは、原発の過程で発生する生物や環境に極めて有害な「核廃棄

物」の処理一つ、根本的解決法を見いださないままこれまで突っ走ってきたことを見ても

明らかですし、本来、完全に封じ込め、環境に放射能を放出せずに核施設を運営する技術

も確立しないまま、核の産業利用・商業利用が、いわば見切り発車的にスタートしたこと

を見ても明らかでしょう。 

 

 「完全な基礎的研究をなすまでは、この分野での大きな可能性を保証することはできな

い」という当時の科学者たちの予言はまさに今、的中しつつあります。 

 

 それに加えて人類の「核エネルギー開発事業」はその誕生から暗い影がつきまとってい

たことが指摘できます。それは軍事利用から始まったという歴史に由来します。１９４６

年「マンハッタン計画」がほぼそのまま衣替えをして誕生したアメリカ原子力委員会（AEC）

は、シビリアンコントロールの貫徹した非軍事委員会という建前にもかかわらず、主要な

スタッフは単に軍籍を離脱した「マンハッタン計画」スタッフが横滑りして占めました。

そして軍事機構独特の秘密体質・閉鎖体質を身につけたままスタートしました。本来科学

的議論は自由に、オープンにおこなわなければならないのに、全くその片鱗も見せないま

ま「核の産業利用・商業利用」へと突き進んでいったのです。 

 

【環境を汚染し続けた核産業】 

 全世界を覆う「核産業・電力業界」の秘密体質・閉鎖体質はそもそもその出発点に大問

題を抱えており、その体質をずっと遺伝子のゲノム情報のように、受け継いで来たのであ

ります。 

 

 その後、核の軍事利用は当然のこととして、核の「産業利用・商業利用」は地球上にさ

まざまな、単に文明史レベルではなく、地球史レベルで見ても取り返しのつかない問題を

引き起こし続け、生物環境を汚染し続けてきました。イギリスのセラフィールド事故、旧

ソ連のマヤック事故、アメリカのスリーマイル島事故、そして極めつけは１９８６年のチ

ェルノブイリ事故でした。 

 

 また核施設は前述のように、事故を起こさなくても通常放射能を環境に放出し、生態系

を犯し、人間の体を細胞レベルで蝕んでいきます。そのための健康損傷も数え上げればき

りがありません。アメリカのワシントン州ハンフォード工場、アメリカのイリノイ州ドレ

スデン原発、フランスのラ・アーグ再処理工場・・・。こうした核施設で働く労働者、そ

して周辺や風下に住む市民たちの間には夥しい数の放射線障害が発生し、ロシアの環境学

者アレクセイ・ヤーブロコフの表現を借りれば、核事故による低線量被曝も含め数千もの

科学的報告が寄せられています。 
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 １９５４年旧ソ連のオブニンスク原子力発電所が世界で 初に実用原発の操業を開始し

て以来、世界の原子力発電産業共同体に属する人々の主要な関心の一つは、人々に「放射

能はさほど危険なものではない」、「核施設から微量の放射能が出ているが、それは人体に

さほど危険なものではない」という考えを広め、周知徹底することでした。もしこの考え

方を人々が持たないとしたら、「放射線はどんなに低線量であろうが人体に危険である」と

いう考え方を人々が持って共通認識としたら、どのような形であれ、どのように金でほお

桁を張ろうが人々は原発の存在を許さなかったでしょう。「健康」こそ何よりも増して大切

なことだからです。自分の健康や生命と引き替えに手に入れる価値のあるものは存在しま

せん。 

 

【放射能安全神話】 

 「低線量であれば放射能は人体に害がない」とする言説をいま仮に「放射能安全神話」と

しておきます。「放射能安全神話」の萌芽は１９４５年にすでに見られます。「広島原爆」

における放射線障害の実態をウィルフレッド・バーチェットがはじめて世界中に知らせま

した。このためアメリカ国内でも放射能への不安が一般大衆レベルで広がりました。１９

４５年９月「マンハッタン計画」の軍側 高責任者だったレスリー・グローブズは、ニュ

ーヨーク・タイムズをはじめとする全米から選りすぐった３０人のジャーナリストを、そ

の年７月実施した 初の核実験場に招待し、「残留放射能はない。放射能は人体に影響がな

い。」というデマ記事を書かせ、全米に広めました。かたわらグローブズは、マンハッタン

計画の軍側副責任者で自分の片腕の、トーマス・ファレルを日本に派遣し、広島で「広島

には残留放射能はない。放射能で死ぬべきものは死に絶えた」というデマ声明を出させ、

日本の新聞を含む世界中の新聞に書かせました。 

 

 ついでにいえば、原子力産業共同体と大手マスコミの癒着関係の萌芽もこの時見られます。

というのは、このデマ声明を出す時、陸軍報道発表の原稿を書いたのは、ニューヨーク・

タイムズの科学記者だったウィリアム・L・ローレンスだったからです。L・ローレンスは

すでにマンハッタン計画と秘密の広報業務委託契約を結んでいました。（ずいぶん小粒には

なりますが、御社と広島の地元紙中国新聞の癒着関係とよく似ています） 

 

 １９４６年に成立した AEC は、放射能を「安全」に運用するため、特に放射線の被曝上

限値を、科学的外観を装って決定する必要性に迫られます。核兵器、原子力潜水艦、原発

など「核と人類を共存させる時代」はもうすぐ到来するからです。放射線の危険を十分に

知っていた当時の核産業共同体の指導者たちは、「危険な値」と「そうでない値」を決定し、

人々や核産業で従事する労働者を安心させなければなりません。こうして１９４６年、ア

メリカ放射線防護委員会（NCRP）が成立しました。NCRP の主要な任務は人々の被曝上
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限値を決定することにありました。それでなければ、核兵器産業、原発産業など人々が容

認するものではないことをよく知っていたからであります。 

 

 原子力産業共同体は、原発の世界展開を開始しました。しかし、そのためには NCRP の

国際版を作る必要があります。こうして１９５０年に成立したのが国際放射線防護委員会

（ICRP）でした。ICRP の主要な任務は、国際的に人々が許容できる被曝線量の上限を決

めることでした。かたわら ICRP の主要な別の任務は、世界の人々の頭の中に様々なチャ

ネルを通して「放射能安全神話」を刷り込んでいくことでした。 

  

もし世界の原子力産業共同体が、１９４５年の科学者たちの忠告に従って、自由、オー

プンで十分な基礎研究を行い、「放射能を一切出さない核施設建設」の技術開発に成功して

いたら、恐らく「放射能安全神話」は必要なかったでしょう。実際には放射性廃棄物の根

本的処理技術すら確立しないまま、見切り発車したわけですから、原子力産業共同体にと

って「放射能安全神話」は必須アイテムになったわけです。 

 

【低線量内部被曝の危険】 

原子力産業共同体はいまなおかつ、「放射能安全神話」を人々の頭の中に大手マスコミの

力を借りつつ刷り込み続けています。たとえば電力会社で構成する電気事業連合会が発行

した「放射線 Q & A」というパンフレットを見てみましょう。「放射線って役に立つの？」

という項目にならんで「原子力発電所や再処理工場から放射性物質が出ているの？」とい

う項目が立てられ「原子力発電所や再処理工場からは放射性物質（放射線を出す物質）が

出ています。しかし、それにより受ける放射線の量は自然放射線の量よりずっと少なく、

身体に影響はありません。」と答えさせています。また「放射線を受けたらどうなるの？」

という項目では「放射線による影響は自己修復されます。」と答えさせています。 

 

これらは、分子生物学がここまで発達した現在のレベルから見ると、不正確というより

も「デマ」と呼んだ方が適切な内容になっています。 

  

 １９７９年全米科学アカデミーの「電離放射線の生物学的影響」（BEIR）委員会の第三回

報告（BEIR Ⅲ）は人々の注目を集めていました。それは第三回報告のテーマが「低レベ

ル電離放射能被曝の集団への影響」だったからでもあり、また報告直前にスリーマイル島

原発事故が起こっていたためでもありました。エドワード・ラドフォードを委員長とする

「BEIR Ⅲ」は当初「“線形しきい値なし理論”に基づいて『低線量でも被曝に安全量はな

い』という考え方を打ち出し、低線量被曝にはそれまでの２倍のリスクがある」という報

告をまとめていました。もしこの報告が正式採択されると、それまでの原発から出てくる

放射能の上限値を１／２に下げなくてはならなくなります。原子力産業共同体にとってこ
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の報告が特に重要だったのは、全米科学アカデミーの報告が連邦政府の環境保護局（EPA）

の環境保護行政にすぐさま取り入れられる構造を持っていたからでもあります。 

 

 ラドフォード報告の内容が知れると原子力産業共同体からの猛反撃が始まりました。２１

人からなる「BEIR Ⅲ」委員会は真っ二つに割れ、やがてラドフォードは少数派に転落、

結局「ラドフォード報告」は不採用になり、翌年それまでのリスク体系を変更しない報告

がなされました。この事件を伝えるニューヨーク・タイムズはその記事のなかで原子力共

同体の利益を代表する委員のコメントを次のように報じています。 

 

 「もし指針レベルが彼（ラドフォード）の望むレベルに下げられれば、核産業などは存在

できなくなるだろう。」 

 

 このエピソードは、「放射能安全神話」が原子力産業共同体にとって不可欠であることを

端的に示しています。なおこれ以降、ICRP の科学者にとっても「線形しきい値なし理論」

や「放射線被曝に安全量はない」の科学原理が共通認識事項となり、健康に害がない安全

な被曝線量がある（しきい値あり理論）という言い方は全く非科学的とされるようになり

ました。 

 

 従来の「しきい値あり理論」に代わってさかんにいわれるようになったのは「被曝線量１

００ミリシーベルト以下の低線量領域では、放射線が健康に害があるという科学的証拠は

ない」という言い方です。これは「放射線被曝に安全量はない」という科学原理と整合性

をとった言い方のように見えますが、事実上１００ミリシーベルト以下の低線量域では健

康には害がない、という誤った認識を強く印象づけるものとなっており、「新しきい値論」

と名付けても差し支えない表現となっています。こうして「放射能安全神話」は今にいた

るも脈々と生き続けています。 

 

【低線量域では通用しない疫学的アプローチ】 

 「被曝線量１００ミリシーベルト以下の低線量領域では、放射線は健康に害があるという

科学的証拠はない」という言い方は実はその通りであります。ICRP や原子力産業共同体の

側に立つ科学者たちのアプローチは徹頭徹尾「疫学」でした。疫学で科学的に確認ができ

るのは１００ミリシーベルト以上の高線量被曝の世界が限界であり、疫学的アプローチは

１００ミリシーベルト以下の世界ではほとんど通用せず、放射線障害が細胞レベルの損傷

である以上、新たなアプローチ、すなわち細胞レベルの科学、分子生物学的アプローチを

もって対処しなければならなかったのです。ICRP を支持する学者たちは、分子生物学的ア

プローチを２０００年代に入るまで全く採用して来ませんでした。単に高線量被曝での結

果を低線量領域にまで延長し推測してきたに過ぎないのです。ですから「１００ミリシー
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ベルト以下の世界は科学的によくわからない」のは当然のことです。 

 

 しかしながら１９８６年に発生したチェルノブイリ事故による広汎な放射線障害の実態

は、事故から１５年以上も経って様々な分子生物学レベルの科学的事実を私たちに突きつ

けるようになりました。それに伴って様々な医師、物理学者、放射線物理学者、病理学者、

化学者、放射線環境学者、統計学者、経済学者などがさまざまな立場で、低線量放射線被

曝、特にその内部被曝の恐ろしさを科学的に立証してきました。結果、放射線障害とは細

胞の損傷であり、それにとどまらず損傷を受けていない細胞でも異常は起こりうること、

修復システムや監視システム、あるいは細胞間応答システムの破壊など全遺伝情報（ゲノ

ム）の伝達システムを破壊していく実態を明らかにしてきました。そして今、低線量内部

被曝領域では、従来の ICRP 的学説体系はまったく通用しない世界であることが解明され

つつあります。 

 

 それにしてもチェルノブイリ事故で引き起こされた広汎な電離放射線による健康損傷に

は凄まじいものがあります。その影響は広くヨーロッパ全体に及び特にチェルノブイリ原

発を真ん中に挟んだ形のウクライナ、ベラルーシ、さらにすぐ東側に隣接した南西ロシア

地方の被害は息を飲むものがあります。 

 

【チェルノブイリ大惨事の真の原因】 

 こうした被害の圧倒的大部分は、低線量被曝、特に内部被曝によるものでした。事故直後

の１９８６年半ば、国連の下部機関であり原発をはじめとする放射線の商業利用・産業利

用・医療利用などを国際的に推進する立場の国際原子力機関（IAEA）が示した被害実態や

予測は完全に外れていました。そればかりか、被害実態の過小評価と隠蔽に終始した旧ソ

連政府の予測をさらに１／１０に過小評価しようとさえしました。彼らが拠り所とする疫

学的アプローチの科学的限界と言うよりも、反原発の国際世論を何とか押さえ込もうとす

る非科学的希望的観測の世界でした。 

 

 しかしこのため、放射線災害に対する関係各国の対応は後手後手に回りました。 も顕著

に現れたのは出生の急減と死亡の急増です。ウクライナでは、１９９１年のソ連崩壊・現

ウクライナ共和国独立を挟んで、７年後の１９９３年には総人口５２１７万９０００人と

そのピークを迎えます。しかしその後は、坂道を転げ落ちるように人口が急減していきま

す。そして昨年２０１１年には４５６６万５２８１人とピークからみると約６５０万人の

人口が失われました。人口のピークを迎えたと見えた１９９３年にはすでにその徴候は現

れていました。 事故の起こった８６年に７９万２５７４人だった生児出生は、翌年早くも

約３万人の減少をみせています。１９８９年には７０万人を割り込み、ウクライナが成立

した９１年には６０万３８１３人と２０万人近い減少を見せました。その後生児出生は下
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がり続け、２００１年には３７万６４７９人とどん底を迎えます。その後、１９９７年の

放射能汚染食品・飲料規制（セシウム 137 について：飲料水 2Bq/㍑、野菜 40Bq/kg、乳児

用食品 40Bq/kg など）やその他の抜本的な反被曝対策の効果が徐々に現れ始め、２００２

年からは出生の改善が始まりました。２００９年には出生は５０万人の大台を回復したも

ののやはり一進一退を続けております。 

 

 死亡は、出生減少から４－５年遅れて増勢を見せ始めます。８６年チェルノブイリ事故の

年には５６万５１５０人でした。８０年代前半を通じて５０万人の半ばから６０万人で推

移していましたから、特に死亡が多かった年とはいえません。それが９１年には約６７万

人、９５年には７９万２５８７人とピークを迎えます。その後死亡数は一進一退を続けな

がらも緩やかに減少を見せますが、２００９年まで７０万人台を切ることはありませんで

した。２０１０年にはじめて６９万８２３５人とわずかではありますが７０万人台を切る

ことができました。遅くはありましたが、様々な反被曝対策が効果をあげてきたと見るべ

きでしょう。中でも放射能汚染食品・飲料の規制は大きな効果をあげたということが言え

ましょう。別なベラルーシ政府の報告では、ベラルーシにおける内部被曝の９４％までが

汚染食品摂取で発生したとのことでした。 

 

 人口規模や国内情勢が全く異なるベラルーシでも、ウクライナとうり二つの事態が発生し

ました。１９８６年ベラルーシの総人口は１００５万８０００人でした。それまでの増勢

は鈍りつつも９３年には１０２４万人とピークを迎えます。しかしその後は急減を見せ始

めます。そして２０１０年には ９４８万１０００人とピークからすると８０万人減少して

います。ピークを迎えたと見えた９３年にはすでにその徴候は現れていた点もウクライナ

と同様でした。すなわち生児出生は８９年にはすでに減少傾向を見せ１５万３４４９人（事

故の年は１７万１６１１人）、２００３年にはついに８万８５１２人にまで減少しました。 

 

 ベラルーシはウクライナに遅れること２年後の１９９９年に厳しい食品規制を敷くなど

抜本的な反被曝対策を打ち出しましたが、この効果は５年を経て現れはじめ、２００４年

からは出生数の改善を見せはじめ、２００７年には１０万３６２６人と１０万人の大台を

回復しました。しかしその後の経過は全く予断を許しません。一方死亡もウクライナと同

じ経過をたどっており、事故の年９万７２７６人だった死亡数は、２００２年には１４万

６６６５人に達しました。その後若干の改善を見せてはいますが、２０１０年でも１３万

７３０５人と１３万人台を切る徴候すら見せていません。 

 

 一国の人口変動の要因ですから、様々な複合要因で構成されていることは間違いありませ

んが、両国を貫く特徴は「チェルノブイリ事故による低線量内部被曝」要因であり、その

主たる原因因子が、放射能汚染食品や飲料の摂取によって発生していることはまず確実な
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事実といえましょう。    

 

 ２０１１年４月にウクライナの首都、キエフで開催された「チェルノブイリ事故後２５

年：未来へ向けての安全」（“Twenty-five Years after Chernobyl Accident: Safety for the 

Future”）と題する国際科学会でウクライナ政府緊急事態省が発表した「事故報告」を見て

みると、「事故によるその後の展開は、当初予測とは全く異なっていた」と率直に当初の極

端な過小評価を認め、その過小評価が深刻な被曝被害に繋がったことを示唆しています。 

 

 チェルノブイリ事故での教訓のうちその 大のものは、低線量内部被曝による健康損傷に

関し、従来の「原子力産業共同体」が作り上げた学説とそれに基盤を置く ICRP 勧告が全

く通用しなかったということだと思います。 

 

【中電島根原発の危険】 

 御社島根原子力発電所が操業を開始したのは、１９７４年３月でした。その後１９８９年

２月に２号機が操業開始。そして今出力１３７万 kW の３号機を建設中です。 

 

 操業開始以来どのくらいの放射能を環境に放出されたのでしょうか？ 

 

 独立行政法人原子力安全基盤機構の刊行する「原子力施設運転管理年報」が一つの参考に

なるとは思いますが、同年報２３年度版（２０１１年度版 ２００１年から２０１０年ま

での放出実績が記載）を見てみても、公表する放射性物質は「放射性気体廃棄物中の放射

性希ガス」、「放射性気体廃棄物中の放射性ヨウ素」、「放射性液体廃棄物中の放射性物質（ト

リチウム除く）」、「放射性液体廃棄物中のトリチウム」の４種別しか公表されていません。 

 

 ところが１９７８年（昭和５３年）９月２９日原子力委員会が決定した「発電用軽水型原

子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」という文書によれば、測定対象核

種は以下のように定められております。 

 

 気体 ガス状物質・・・放射性希ガス 

    揮発性物質・・・ヨウ素 131、ヨウ素 133、トリチウム 

    粒子状物質・・・クロム 51、マンガン 54、鉄 59、コバルト 58、コバルト 60、セ 

シウム 134、セシウム 137、ストロンチウム 89、ストロンチウ 

ム 90、全ベータ放射能、全アルファ放射能 

 液体・・・クロム 51、マンガン 54、鉄 59、コバルト 58、コバルト 60、セシウム 134、 

セシウム 137、ストロンチウム 89、ストロンチウム 90、トリチウム、全ベー 

タ放射能、全アルファ放射能 
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 従って原子力委員会が指定した測定放出放射能核種のうち、同年報は恣意的に公表して

いるという疑いがもたれます。特にコバルト 60、セシウム 134、セシウム 137、ストロン

チウム 89、ストロンチウム 90 など寿命が長く、毒性の強い核種については気体、液体の形

でどのくらいの放射能が出ているか全く不明であります。 

 

 私たち「変えよう！被曝なき世界へ 市民アライアンス」はさる２０１２年１月３１日

付で御社に質問書提出し、中で「１号機、２号機それぞれ運転開始以来暦年で毎年排出し

ている放射性物質の量を提示下さい。」という質問を提出しておりました。この質問に対し

て御社は同年３月２７日付けの回答で、 

 

『島根原子力発電所から放出された放射性気体廃棄物,放射性液体廃棄物の放出実績は,毎

年国に報告し,その値は原子力安全基盤機構が｢原子力施設運転管理年報｣として公表されて

います｡』 

 

とされていましたが、その実、質問に対する回答になっていないことが明らかであり、

依然として御社島根電子力発電所から、気体、液体の形で放出されている放射性物質の核

種とその総量は不明のままであります。 

 

 ともかく、わかっていることから言いますと、同年報によると「トリチウム」（三重水素）

は液体の形で、２００１年 5200 億 Bq、０２年 3600 億 Bq、０３年 5200 億 Bq、０４年

6300 億 Bq、０５年 6300 億 Bq、０６年 3000 億 Bq、０７年 6600 億 Bq、０８年 2800 億

Bq、０９年 2200 億 Bq、１０年 2300 億 Bq 放出されました。 

 

 トリチウムはベータ崩壊核種であり、半減期も１２．３２年と比較的長く、放射エネル

ギーは１万８５９０電子ボルトと比較的小さいものの、環境や人体にとって危険な核種で

あることにはかわりません。 

 

 カナダのトロントの東に位置するピッカリング原子力発電所から液体の形で放出するト

リチウムと隣接するオンタリオ州ピッカリング市（人口：約９万５０００人）の新生児死

亡率を調べた研究がありますが、放出トリチウム量と新生児死亡率の間には有意な相関関

係があることがわかっております。（１９８８年１２月発表） 

 

 また、アメリカのワシントン州ハンフォード（かつては兵器級プルトニウム工場があり、

現在は高レベル放射性廃棄物の処分場となっています）にある、アメリカ有数の軍需産業、

バテル記念研究所が運営する「バテル・ノーウェスト実験所」生態科学部で行なわれた研
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究では、極度に低い濃度のトリチウム 0.4 ミリシーベルトに、胎生期 初の２週間のニジマ

スを被曝させたところ、ニジマスに永続的な免疫組織の機能の抑圧が見られた、という報

告があります。さらに、免疫組織の機能の低下は、線量と直線的ではなく対数曲線的に相

関していた、このパターンは、細胞膜に対するフリーラジカルの活動が低線量時に急速に

増加し、高線量時に水平化するというペトカウ効果理論そのものであり、チェルノブイリ

後の全死亡率、スリーマイル島をめぐる発ガン率のパターンとまったく同じ、と報告者は

述べております。 

  

 またこの研究は、ICRP の主張する「線量・線量率理論」が検証されない仮説に基づく誤

りであることを示しています。 

 

 さらにこの報告者は、次のように続けます。 

 

 「この研究は現実的に重要である。なぜならトリチウムは、現在も将来にわたっても、 

核分裂・核融合のどちらの設計も含む原子力発電所とその他の核施設からの廃液中に 

出る、主要な放射性物質だからである。この放射性核種は通常の廃棄物処理方法では 

簡単に除去できない。そのため、 終的には生物学的体系に濃縮される不安が増大し 

ている。」（以上『人間と環境への低レベル放射能の脅威』2011 年からの抜粋引用） 

 

 原発から通常放出される放射性物質の中でもっとも人体に害がないとされるトリチウム

でも以上のような報告がなされています。ましてや放出量不明のまま放置される、コバル

ト 60、セシウム 134、セシウム 137、ストロンチウム 90 などの核種から環境や人体が受け

る影響はどのようなものとなるでしょうか？ 

 

 以上縷々述べて来たように、原子力発電所は完全に放射能を放出しないで運転すること

はできない危険な施設です。ましてやいったん核事故を起こせば何が起こるか、それはチ

ェルノブイリ事故や今回の東電福島原発事故が立証しています。 

 

 東電福島原発事故は単に地震や津波が原因で起こった事故ではありません。「広汎な基礎

的研究を怠り」「研究の成果を前段階でもぎ取り続けた」核産業が必然的に引き起こした事

故であります。 

 

【私たちの要求】 

 以上を踏まえ私たちは、次の「要求事項」を申し入れます。 

 

 １．危険極まりない核施設である「島根原子力発電所」をただちに閉鎖し、１号炉、２ 
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号炉を廃炉にすること。３号機建設はこれをおこなわないこと。 

  

２．危険極まりない核施設となる「上関原子力発電所」建設から完全撤退すること。 

 

 ３．これまで環境に放出してきた放射能を原子力委員会の決定に基づく測定対象核種ご 

とに、暦年で公表すること。 

 

 ４．島根原発付近住民の健康調査を実施すること。また島根原発操業以来暦年で周辺 

50Km 住民を対象とした疫学調査を実施すること。 

 

 ５．上記健康調査及び疫学調査実施にあたっては、信頼できる科学者、医師、医科学者 

及び市民からなる「第三者調査委員会」を編成し、その調査費用は中国電力が負担 

すること。 

 

 ６．もし、調査をおこなわないなら、中国電力は独自に、その放出放射能が環境・人体 

にまったく害がないことを科学的に立証すること。（中国電力の挙証責任） 

 

 以上要望いたします。 

 

市民グループ 「変えよう！被曝なき世界へ 市民アライアンス」 

代表：原田二三子 

事務局長：久野成章 

〒733-0022 広島市西区天満町 13-1-709 

ホームサイト：http://hiroshima-net.org/cat-crew 

 


