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奈良・市民放射能測定所４周年記念セレモニー� 2017年３月26日

川根眞也さんによる記念講演
3.11から６年、被ばくの今と測定所の課題

日　時 :2017年３月26日
場　所 : 奈良市西部公民館５階
講　師 : 川根眞也さん

さいたま市の落ち葉は何ベクレル？

こんにちは。今日は私の話を聞いていただいてあ
りがとうございます。

最初に、私も身の回りでいろんなものを測ってい
るので、これをお見せします。

さいたま市の落ち葉。私はさいたま市の中学校に
勤務していますが、浦和には「浦和」のつく名前の
駅が四つあります。浦和駅、南浦和駅、北浦和駅、
そして東浦和駅。東浦和駅からバスでだいたい15
分くらいのところです。

さて問題です。2012年５月。落ち葉を集めまし
た。何ベクレル /kg くらいあるでしょうか？

私の持っている線量計でずっと空間線量を測り続
けて記録していますが、そのノートは現在109冊
目になりました。私の行った場所はすべて、車で移
動中も信号待ちのたびに記録をしています。

左にあります白い線量計。これは RADEX といい
ま す。RADEX1503。 右
側 が TERRA の MKS-05
というもので、今はベー
タ線モードでベータ線だ
けを測っています。

さて、ビニール袋の上
に RADEX を置きました。空間線量が0.26マイクロ
シーベルト / 時あります。

ところで0.23という数字をご
存知ですか？　0.23マイクロシ
ーベルト / 時とは何の数字でしょ
うか。国の除染の基準ですね。国
が、これは年間１ミリシーベルト
に相当するからこれを超えたら除
染をするということで、さいたま
市でも何か所もときどき除染をしています。東京も
そうです。それを超えているんですね。ときどき、

0.45マイクロシーベルト / 時ありました。
2013年に私はベラルーシに行ってきました。そ

こで空間線量0.4マイクロシーベルト / 時というの
を測っています。チェルノブイリ原発そのものはウ
クライナにあります。その北側に拡がっているのが
ベラルーシ。その東側に広大に拡がっているのがロ
シアですね。この三国が、チェルノブイリ原発事故
で主に被災した国です。この中でベラルーシが最も
汚染されたと言われています。その汚染地帯のゴメ
リにも行ってきました。そこでは、空間線量が0.2
や0.4マイクロシーベルト / 時のところは廃村です。
村に住んではならないと決めています。

特に、「直ちに住民が避難しなければならない」
という40キュリー /k㎡という場所がありますが、
今使われている単位のベクレルに直しますと、148
万ベクレル /㎡、ということになります。そこの空
間線量を測りました。本当は立ち入り禁止なんです
が。野呂美加さんは「私は何度も入ったからもうい
い」と言って車から降りませんでした。そこの空間
線量が0.4マイクロシーベルト / 時でした。

さて、さいたま市の落ち葉の線量は、放射性セシ
ウム合計5170ベクレル /kg です。乾燥して、非常
に濃縮しているわけですね。落ち葉というのはだい
たい前の年の葉が落ちたものを集めますから、おそ
らく2011年の３、４、５月に青々としていたのが
乾燥したものが残っていたんだと思います。
「内部被ばくを考える市民

研究会」のメンバーに、さい
たま市役所の目の前に住んで
いる人がおりまして、そのメ
ンバーがジップロックに落ち
葉を集めたものを持ってきました。そのジップロッ
クの上に線量計を置いたくらいでその場の空間線量

〔第１部〕講演
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が上がるんですね。じゃあ袋いっぱいに集めたら絶
対に空間線量が上がるよ、と言って大きなビニール
袋に集めてもらった落ち葉です。5170ベクレル /
kg。さいたま市の中心地、さいたま市役所の前が
こんなレベルです。

林野庁の通達では

『調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定
について』という、2011年11月２日付の林野庁
の通達があります。薪は、40ベクレル /kg 以下で
ないと使ってはいけない。木炭は280ベクレル /kg
以下でないと使ってはいけない、ということを言っ
ています。何を言いたいのかというと、林野庁は、
薪の放射性物質のうち、せいぜい２パーセント以下
しか食品に移行しない、と書いています。

しかし、さいたま市の落ち葉は5000ベクレル /
kg 超え。まったく放射能汚染がない、ゼロベクレ
ル /kg のサツマイモを、このさいたま市の落ち葉
で石焼き芋にすると、5000の２%、つまり100ベ
クレル /kg の放射能汚染石焼き芋の出来上がりで
す。残念ながら、さいたま市でもボーイスカウトの
人たちが2011年も普通に焼き芋をやっていました。
それが私たちの現状なんですね。

僕が測った放射線量

こちらは私が2011年３月15日に測った空間線
量のグラフです。RADEX1503で測りました。こう
いった空間線量計がなぜ私の中学校にあったのかを
お話しします。

だいたい、2011年の段階で線量計を持っていた
のは、チェルノブイリ原発事故のときと同じような
事故が日本でも起きるに違いないと思っていた方だ
と思います。私も、チェルノブイリ原発事故のとき
に高木仁三郎さんのお話を聞いたことがあります。
原子力資料情報室に行ったこともあります。そのあ

と教員試験に受かったので非常に忙しくなりまし
た。原発問題を十分考えることもなく、あっという
間に過ぎてしまいました。線量計も持っていません
でした。ではなぜこれが私の中学校にあったのか。

現在の自民党政権の前の前の民主党政権のとき、
「2030年までに日本のエネルギーの50パーセント
を原子力発電所でまかなう」という政策が決まって
いました。しかし日本というのは、ヒロシマとナガ
サキという原爆の被爆体験を持った国です。放射能
に対してアレルギーがあるわけです。それを払拭す
るために彼らが考えたのは、小中学校くらいから放
射線を測ってみて「自然放射能が案外あるんだね、
安全なんだね」という刷り込みをさせようというこ
となんですね。それに私たち理科の教員たちを動員
すると。だから、学校の教科書を変えたわけです。

2010年の段階では新しい理科の教科書ができて
いました。2012年からは、中学校の理科の教科書
でも、原子力発電所だけでなくベクレルやシーベル
トを教える、ということが決まっていました。

そして私の勤務しているさいたま市の教育委員会
は考えました。教科書でベクレルやシーベルトを教
えることになっても、先生たちは忙しいからやらな
いに違いない。しかし実験器具を与えれば、面白が
って授業で扱うに違いない。そこでさいたま市内
58校の理科室に、放射線を出す放射能鉱物…ウラ
ン残土まで入ってるんですよ…北投石（ホクトウセ
キ）、サマルスキー石などの放射性鉱物５点セット
と線量計をセットで配りました。2010年の段階で。

私はそのとき理科の主任をしていましたので、放
射能鉱物と放射線空間線量計があるのがわかってい
ました。ウランの近くには行きたくありませんでし
た。教育委員会に行って「鉛の遮蔽体はないのか」
と聞いたら、「放射線量は非常に少ないので遮蔽な
んか必要ない」というふうに言いました。しかし私
は近づきたくないので、理科室に暗室があるのでそ
の奥に閉じ込めておいたまま１年間、一回も開けま
せんでした。そして2011年３月11日に東日本大
震災が発災し、福島第一原子力発電所がすべての電
源を喪失し、その日のうちに１号機ではメルトダウ
ンが始まっています。３月12日11時36分、１号
機が爆発しました。

13日がなくて、14日に３号機が爆発。15日朝
６時、２号機爆発。そして核燃料の入っていなかっ
た４号機も爆発しました。

私は全電源喪失になった時点で、原発が危ない、
万が一メルトダウンした場合にはさいたま市にも放
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射能がやってくると思っていました。
３月11日は金曜日でした。12日土曜日に爆発し

ましたが、私の家もさんざんなありさまになってい
て、テレビは倒れその上に本がぶつかってテレビは
アウト。その頃はもう１号機は爆発していたわけで
すけれど。13日日曜日は外に一歩も出ませんでし
た。

14日月曜日。学校にも行きたくなかったんです
が、その翌日、３月15日が卒業式でした。私は中
学校１年生の担任だったので卒業式を準備する側で
す。やむを得ず学校に行き、ああここに空間線量計
があったな、と思ってスイッチを入れたのが３月
14日からです。そのときは緊張感がなかったので
１日４回くらいしか測りませんでした。

そして３月15日。朝の７時から８時くらいにか
けて、0.11、0.12マイクロシーベルト / 時ですね。
11時までは測っていません。卒業式だったので。
11時になって卒業式が終わったので測ると、0.23 
に上がったんですよ。

先ほど言いました。0.23というのは、そうです、
国の除染基準値になってしまったんです。さいたま
市中学校の職員室がです。

私はそのとき、線量計のスイッチを入れて２日目
だったので、0.23という数字が高いのか低いのか
よくわからなかったんです。ところが午後１時から 
0.2、0.51、1.02、0.90、最後は1.41まで上がりま
した。このグラフの、丸がついているのは川口市に
戻る車の中で測った数値です。ガンマ線というの
は、２メートルのコンクリートも平気で貫きます。
車の中にいようが、ガンマ線というのは入ってきま
す。

私はこのことを校長に告げました。空間線量がど
んどん上がってますよと。３月12日に１号機は爆
発していて、14日つまり卒業式の前日には３号機
が爆発して、卒業式当日朝には２号機が爆発してい
ます。

もう１人、女性の教員が震災が発災してから４日
目だったのでメールでニュースをチェックしていま
した。そしたらさいたま市で放射線量が通常の40 
倍になっているというニュースが流れました。その
女性の教員もそのことを校長に伝えました。そした
ら校長は自分で判断をして、よし、今日の屋外の部
活は中止にしよう、屋内だけにしようと。そして３
月19、20、21日。今年と同じように３連休だった
んですが、これも屋外での活動はなしにしようと決
めました。

同じ頃、さいたま市の教育委員会に、保護者から
「今日の部活動は外でやっていいのか」「小学校のク
ラブ活動は外でやっていいのか」という問い合わせ
が来ていたんですね。ところがさいたま市の教育委
員会は「埼玉県は安全だと言っているし、文部科学
省も何の指示も出していないから通常の教育活動を
やってかまわない」と言いました。

私の中学校の近隣の学校はほとんど、屋外で部活
動をやってました。それがかなり被ばくをさせたの
ではないかと思っています。

通常の放射線量はどのくらいか。原発事故前の自
然放射線量は、0.034マイクロシーベルト / 時です。
こちら、奈良のほうは空間線量は高いですね。だい
たい0.05から0.06はあると思うんです。それから
してもこの異常な、１マイクロシーベルト / 時を超
える空間線量が2011年３月15日にあったわけで
す。

パーベル・ヴィドヴィチェンコさん

私が恩師と考えているのは、パー
ベル・ヴィドヴィチェンコさんで
す。2011 年の４月 25 日に来日さ
れています。ロシアの放射能汚染地
帯から来て、話をしてくれました。

彼がなぜ来たのかというと、実は2011年、日本
に東日本大震災が発災し、原発震災が起きた年、そ
れはチェルノブイリ原発事故の25周年でした。も
ともと原子力資料情報室が、パーベルさんを25周
年記念行事にお呼びする予定でした。そしたら３月
12日から日本の原発が次々に四つも爆発した。本
当に彼は悲しんでいました。

彼はロシアで「ラージミチ」という、チェルノブ
イリの子供たちが安全なものを食べて健康を守るこ
との大切さを学ぶ組織を作っています。子供たち
に、自分たちの健康を守るためには村でとれた野菜
や肉、果物を食べてはならないと彼は教えているん
です。

４月25日のその記念行事で誰も質問しなかった
ので、私は彼を引き止めて質問しました。彼はその
とき54歳ですが、原発事故は25年前ですから事故
当時おそらく29歳。高校の社会科の教員をしてい
ました。

移住権利のある地域に住んでいたんですが、政府
はお金がなくなってしまって、移住ができなくなっ
た。それ以降彼は25年間汚染地帯に住んでいます。
パーベルさんに私は「あなたは元気そうに見える
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が、ではあなたはいったい何を食べているのです
か？」と聞いてみたんです。そしたら彼の答えは

「週１回、100キロ離れたスーパーに行って食べ物、
肉を買って来るのです」。これが彼の放射能防御対
策でした。

実は私も学校給食を食べていません。牛乳も飲ん
でいません。かみさんは原発事故当時「もう日本人
みんな被ばくしちゃったんだから」と開き直ってい
たので、しょうがない。私が毎朝２人分のお弁当を
作って今も学校に持って行っています。

野呂美加さん

私のもう一人の師は、
野呂美加さんです。『チ
ェルノブイリへのかけは
し』という団体をやって
おられます。

チェルノブイリ原発事故当時、彼女には小学校４
年生の娘さんがいました。「同じことが日本で起き
たらどうなるんだろう？」と彼女は本当に子供たち
を可哀想に思い、なんとか救いたいと思っていろい
ろ文献を調べました。そしてドイツの資料に、保養
といって、放射能がまったくない地域に子供たちを
連れていくということを見つけました。安全な空
気、安全な水、安全な食べ物をとると徐々にだけれ
ど放射性物質が体から出ていき、それによって健康
を取り戻せる、という論文でした。

そして彼女も、原発事故６年か７年後から北海道
の北見市へ子供たちを保養に連れてくるようになり
ました。周りからカンパを集め、多いときは26人
くらいの子供たちが生活しました。

こんなことを野呂さんは言っていました。チェル
ノブイリの子供たちは、来たときにはまず目の下に
くまがあると。実はこのあいだ、埼玉県三郷市に調
査に行ってきたんですが、もしもみなさんが三郷市
に行かれたら、住民の顔をよく見て下さい。目の下
にくまがある人が多いですよ。20代、30代、40
代くらいでも。こういった症状はもう出ているのか
な、と思います。

あと、チェルノブイリの子供たちは日本の子供た
ちに比べてかけっこができない。心臓がバクバクし
て痛くなるんですね。老人のような心臓になってし
まっているんです。食が非常に細くて、バナナ１本
食べられない。そういった子供たちを野呂さんはだ
いたい３週間くらい保養させます。そうすると、２
週間目くらいから子供たちの食が改善してきて、１

人でバナナを７本も８本も食べるようになります。
そうなると二十何人いますから、近所の果物屋さん
３軒くらいのバナナを全部買い占めてこないと足り
ません。

そして、女性ホルモンが出なくなるからでしょう
か、髪がぜんぜん伸びない女の子がいる。それが
２、３週間たつと髪が伸びるようになる。そして自
分の祖国、ベラルーシのゴメリに戻る頃になると日
本の子供たちと一緒にかけっこができるようになっ
ている。

私は2011年５月に初めて野呂さんの講演を聞き
ましたが、野呂さんはこんなふうに言っていまし
た。福島市や郡山市、二本松市、伊達市など１マイ
クロシーベルト / 時を超えるような場に、チェルノ
ブイリでは人を住まわせてはいないと。2011年９
月に私も郡山市に入りましたけれども、木の下で２
マイクロか３マイクロシーベルト / 時ありました
ね。福島市もそうですよ。2013年に入ったときも、
駅前で0.6とか0.8マイクロシーベルト / 時ありま
した。

そして野呂さんはこんなことも言っていました。
チェルノブイリで奇形の子供たちが生まれたのは、
原発事故数年後ではない。ピークは15年後。なぜ
15年後なのか。小学生、中学生の子供たちが15年
間、何も気にしないでものを食べていたからです。
15年経って、彼らが20歳、30歳の結婚適齢期・
出産適齢期になって第１子を産むと、体の中の放射
性物質が全部第１子に行く。そして奇形になるとい
うことですね。放射能に汚染された食べ物を食べ続
けていくということはほんとうに危険なんですね。

みなさん、胎児性水俣病をご存知ですか？　水俣
病でも同じなんですね。メチル水銀で汚染された魚
を食べ続けたお母さんが手が震えたり髪の毛が抜け
たりといろんな症状があって、水俣病の症状です
が、そのお母さんが子供を産むと、子供には片足が
なかったり片腕がなかったりする。または、水頭症
といって、脳が水で圧迫されてほとんど成長しな
い。そういう頭の形で生まれてきます。水頭症の子
供は長く生きることはできません。数時間で亡くな
ったりします。

実はこの胎児性水俣病には非常に恐ろしいところ
があります。赤ちゃんを産んだお母さんの体は元気
になるんですね。つまり母体というのは最良の栄養
素を自分の胎児に伝えます。そのときメチル水銀も
栄養素として胎児に受け渡すんです。なので胎児が
発育の段階で正常な細胞分裂ができなくなって、プ
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ログラムを壊されてしまい、そして奇形で生まれて
くる。ところが第１子を産んだ母体は元気になりま
す。水銀が体から抜けますから。第２子をつくる
と、そこそこ健康で生まれてくることが多いそうで
す。

私はチェルノブイリでも同じことを聞いていま
す。なので、長い長い闘いです。まだ原発事故６年
目です。実はこれからが健康被害が明らかになって
くるときなんですね。これからも長く食べ物の問題
を追って放射能を測り続けていく必要があります。

僕が学校給食で牛乳を飲むのをやめたわけ

私は学校給食の牛乳を飲むのをやめたんですが、
これはそのわけが載った新聞です。2011年５月19
日、朝日新聞夕刊です。

夕刊の１面があって、
ぺらっとめくった２面の
こちら側のほうに色がつ
いていたので目に入った
のです。この記事 1 を見
て私はほんとうに激怒し
ました。何に怒ったの
か。まず、日付です。５
月19日付。なんの記事
かというと、ピンク色に
塗られた16都県で牧草
を検査したと。すると、
赤いポチポチのついた地
域からは汚染牧草が出
た。この汚染牧草は、１
年間刈ったまま捨てても
いけない、焼いてもいけない。１年間保管しろとい
う指示を農林水産省が出したんです。

1　〈朝日新聞 2011 年５月 19 日夕刊記事〉『東京電力福島第一原発の
事故を受け、放射能に汚染された牧草を早期に刈り取り、その後に生え
てくる牧草を牛のえさにしたり、放牧に使ったりするよう指導する方針
を、農林水産省が決めた。刈り取った草は、放射性物質の拡散を招く焼
却や埋却を避け、まとめて牧場そばに保管するよう求める。農水省は、
放射能汚染された牧草を食べた牛の原乳や肉から基準以上の放射性物質
が検出されることを防ぐため、利用できる牧草の基準を４月中旬に設定。
牧草の汚染が疑われる東北・関東などの 16 都県に調査を依頼した。18
日までの各県の検査結果では、岩手から千葉までの８県で基準を超えた。
基準を超えた地域は放牧や牧草を牛に与えることをやめ、輸入飼料など
を使っている。だが、現在生えている牧草をどうするかが問題になって
いた。農水省は刈り取りが可能な高さ（30 センチ程度）まで育った牧
草はなるべく早期に刈り取るよう求める。一部は乳牛や肉牛用でない繁
殖用の牛などに与えることを認め、残った大半の牧草は円筒形にまとめ
て発酵や乾燥させ、当面保管するよう指導する。現在の汚染の主な原因
は３月中旬の原発水素爆発と農水省はみている。大気中の検査結果など
から、原発近辺を除いて最近の汚染はひどくないとしており、刈り取り
後に生える「二番草」を牛に与えることは可能と考えている。ただ、利
用前に検査で安全性を確認することを求める考えで、近くこうした内容
の通知を各都県に出す。（大谷聡）

これをほんとに守るんですかね。一切補償がない
んですよ。で、通知を出したのが４月下旬なんです
よ。じゃあこの牛からとれた牛乳を５月上旬に私が
学校給食で飲んだ分は、安全なんですか？　ダメだ
ったと思いますよ。

また、このことを載せたのは朝日だけだったと思
います。読売も毎日も東京も載せてない。４月下旬
に通知を出してからも２週間、政府と各地域の自治
体は、平気でこの牛乳を子供たちに学校給食で飲ま
せ続けたんです。この国はもうダメだなと私は思い
ました。

もうひとつ。牧草だけが汚染されるということは
あるんですか？　その地元の野菜はどうなんです
か？　平飼いの鶏が餌を食べて、その卵、鶏肉は大
丈夫なんですか。ダメに決まってるじゃないです
か。そんなものを平気で流通させているわけです
よ。「牧草の検査対象の16都県（ピンク）のうち、
基準を超える結果が出た８県（赤い水玉）」。その８
県とは、岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉・群
馬、そして私の住んでいる埼玉です。私は、少なく
ともこの８県の食材は学校給食で出すべきではない
と、どこでも言っています。

放射能の単位シーベルト

放射能の単位についても簡単に勉
強しましょう。

シーベルトという単位のもとにな
ったのがシーベルトさんです。ロル
フ・マキシミリアン・シーベルト

（1896年５月６日−1966年10月３日）。スウェー
デンの物理学者で、シーベルト・チャンバーという
放射線測定器を作ったことで有名です。『放射線防
護の父』と呼ばれています。

シーベルトとは簡単に言うと、〈がまん値〉です。
これくらいの放射能の影響を、人間は、生物はがま
んしろと。この単位がシーベルトで、決して安心し
てはいけない数値です。放射線が生物に悪さをする
単位ですね。

シーベルトにはシーベルト（Sv）、ミリシーベル
ト（mSv）、マイクロシーベルト（µSv）の三つの単
位があります。シーベルトをミリシーベルトに直し
たり、ミリシーベルトをマイクロシーベルトに直す
ことができるかどうか。

まず、復習をしましょう。シーベルトの前に、メ
ートルの復習をします。メートル（m）と、ミリメ
ートル（mm）と、マイクロメートル（µm）。マイ
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クロはギリシャ文字の m。ミューのことです。µ と
書きます。マイクロは、昔はミクロンと呼ばれてい
ました。

１メートルの長さに腕を広げてみてください。次
は、１ミリを指と指の間で広げてみてください。１
ミリは１メートルの何分の１でしょうか？　1000
分の１ですね。ミリメートルからマイクロメートル
も同じです。大きい単位、中くらいの単位、一番小
さい単位ということで、マイクロが1000分の１で
す。

ここで問題です。１メートルは何ミリメートルで
しょう？　1000ミリメートルですね。次は、中く
らいの単位から一番小さい単位に行きますよ。１ミ
リメートルは何マイクロメートルでしょうか？　単
位をつけてお答えください。1000マイクロメート
ルですね。

シーベルトと、ミリシーベルトと、マイクロシー
ベルトもまったく同じです。ミリシーベルトはシー
ベルトの何分の１でしょうか？　1000分の１です
ね。マイクロシーベルトはミリシーベルトの何分の
１でしょうか？　1000分の１ですね。

ここでまた問題です。１シーベルトは何ミリシー
ベルトでしょうか？　1000ミリシーベルトですね。
では１ミリシーベルトは何マイクロシーベルトでし
ょうか？　1000マイクロシーベルトですね。

これは覚えておいていただきたいんですが、放射
線の専門家がこの単位の説明はリスクコミュニケー
ションでも言うかもしれませんが、これから話すこ
とはまず言わないですね、日本の専門家は。シーベ
ルトと、ミリシーベルトと、マイクロシーベルトの
意味です。

シーベルトとは、人が死ぬ単位だと思ってくださ
い。急性放射線症で、人が死に至る単位です。具体
的に言います。２シーベルト浴びると、５パーセン
トの方が亡くなります。100人中５人。４シーベル
ト浴びると、50パーセント。８シーベルト浴びる
と 100 パーセント。100 人中 100 人が亡くなる、
と言われている数字です。

1999年９月30日、東海村の JCO 事故で、３人
の原発労働者の方が被ばくしましたね。３人のう
ち、大内さんと篠原さんはそのあと急性放射線症で
亡くなっています。彼らが浴びた線量は17シーベ
ルトから23シーベルトと言われています。

ウランの廃液を一つのバケツに集めてしまった。
ウランがある量たまって臨界を迎えてしまうと勝手
に核分裂を始めてしまいます。そこから出てくるガ

ンマ線、アルファ線、さらには中性子線を彼らは体
に浴びて、大内さんが83日後に、篠原さんが211
日後に亡くなってしまいます。千葉県の放射線医学
総合研究所で治療を受けて、長い間輸血を受けるわ
けですけれども、彼の身体は急性放射線症によって
細胞分裂ができなくなっていた。肉と骨とがバラバ
ラになり、身体が崩れるようになって亡くなってい
ったと言われています。東海村の葬儀屋さんを私は
知っています。その方が言うのには、ほんとうに見
るも無残なご遺体だったと。

2015年のノーベル文学賞を、ベラルーシの作家
であるスベトラーナ・アレクシェービチさんが受賞
されましたが、彼女の作品『チェルノブイリの祈
り』をまだお読みでない方はぜひ読んでいただきた
いと思います。

冒頭に、チェルノブイリ原発が爆発炎上したとき
に、着の身着のまま防護服もつけずに多くの消防隊
員が屋根に登り、鉛やセメントを足で蹴落としなが
ら火災の中に突っ込んでいく記述があります。その
消防士の奥さんが、旦那さんが被ばくして倒れて治
療されている病院に行きます。ところが病院の看護
師さんもお医者さんも、その奥さんに、旦那さんに
近づいてはだめと言うんですね。旦那さんはもう小
さな原子炉になったのよ、と。だけど彼女は愛する
夫の近くに行って、懸命に看護を続けます。お医者
さんはそんな彼女を引き止めようとして、あなたは
まさかお腹に赤ちゃんがいないでしょうね、と尋ね
ます。奥さんは、いませんと答えます。それは嘘
で、実はそのとき身ごもっていたのですね。

この消防士も亡くなるときは、背中から血がどん
どん流れてくるので、ふいてあげようと思って彼の
身体を奥さんが持ち上げると、ボキボキッ、ボキボ
キッと、骨が崩れていく音がし、口から内臓があふ
れ出そうになるのを手で押し込めて入れるという光
景も出てきます。彼が亡くなったあと、彼女は出産
をするんですね。ところがその赤ちゃんは、肝臓ガ
ンになっていた。妊娠中に胎児が肝臓ガンを発症し
ているわけですよ。赤ちゃんは生まれて数時間後に
亡くなりました。

今回の原発事故で、作業員は誰も亡くなってはい
ないということになっていますが、ほんとうにそう
なのでしょうか？　私は疑問に思っています。

さて、年間１ミリシーベルト。これは一般人の年
間被ばく線量の上限ですね。１マイクロシーベルト
/ 時というのは、2011年３月に埼玉県川口市で観
測された値です。
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放射線の単位　ベクレル

シーベルトのほかにもうひとつの単位、ベクレル
（Bq）。実はこれが非常に大事だと思っています。
マイクロシーベルト / 時では、本当の健康影響はわ
からない。

ベクレルの名前の由来は、アン
リ・ベクレル（1852年12月15日
−1908年８月25日）。フランスの
物理学者で、放射線の発見者です。

大阪・兵庫で2011年５月に流通
した牛肉の最高値が4350ベクレル /kg ですね。こ
の牛肉、１回だけなら食べてもいいと思いますか？　
嫌だ、という人？　ベクレルの意味がよくわからな
いですね。ベクレルの意味を説明できる方おられま
すか？　わかりやすく言いますとこういう感じです。

放射線は、見えません。その目に見えない放射線
がこの牛肉から出てきます。4350ベクレルだと、
１秒間に4350発出ます。これがベクレルの意味で
す。ただし、セシウムの場合は最初にベータ線が出
ます。ベータ線が出たあとにガンマ線が出ます。つ
まり２倍出ます。

単純に、4350発ということで話を進めると、牛
肉を１kg は食べませんね。でも100g くらいなら
食べると思いませんか？　そうすると、100g は１
kg の何分の１ですか？　10分の１ですね。そうし
たら放射線は何発出ますか？　435発ですね。

100g のステーキを食べて、40分くらいで肉は消
化すると言われていますが、胃がもたれていて、例
えば１時間たったとする。その間に放射線がバババ
ババッと出る。放射線だから本当はバババと音はし
ませんが。そして私は全然舌が回っていません。１
秒間に435回、ババババと言わなくてはならない。
なかなかできるものではありませんが。それが腸管
から吸収されて、脳や心臓の細胞に回ったとした
ら。ずうっと放射線を出し続けるわけですよね。

みなさんは、あと何年生きたいですか？　例えば
みなさんがあと10年、20年生きたいと言ったとす
る。心臓や脳にセシウムが蓄積されていたら、その
間ずうっと放射線を出し続けるわけですね。その影
響というのを本当に深刻に考えないといけないと思
います。

兵庫県「暫定基準値を超えた
稲わらを与えられた牛の肉について」

兵庫県はこの4350ベクレル /kg の牛肉のことを

なんと言っているでしょう？
「暫定基準値を超えた稲わらを与えられた牛の肉

について」。

この4350ベクレル /kg の牛肉を150g 食べた場
合、健康上の問題は過度に心配する必要はありませ
ん、なお、この牛肉を数回食べた場合も同様です、
ということを言っています。数回だったら食べても
大丈夫、とまだホームページに書いてありますよ。

なぜかというと、4350ベクレルに0.15kg、1.6
に0.00001を掛けると、0.01ミリシーベルト。

4350Bq/kg × 0.15kg ×（1.6 × 0.00001）
=0.01mSv

つまり、一般人の被ばく許容線量が年間１ミリシ
ーベルトだから。あと何回食べられますか？　100
回食べてもだいじょうぶ、とここに書いてある。

なぜ「放射性セシウム4350ベクレル /kg で汚染
された牛肉を数回食べても大丈夫」になるのか？　
これはどこが間違っているでしょう？
（会場から答え）
そう、線量係数がおかしいんです。牛肉を100

回食べるとしますが、他のものも食べますよね。そ
こがまずおかしい。また、このからくりについて説
明します。

１掛ける１はいくつですか？　１ですよね。１掛
ける10はいくつですか？　10ですよね。ところが、
１に0.1を掛けたらいくつですか？　0.1です。１
に0.01を掛けたら0.01ですね。つまり、同じ１な
のに、１に掛けるのが１、10、と上がっていけば
高くなりますけど、0.1、0.01とどんどん下がって
いけば小さい数字になるんです。小さい数値を掛け
れば、小さい被ばく量が出てくるというからくりです。

この、0.00001というのは、国際放射線防護委員
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会（ICRP）が決めた実効線量係数です。この、国
際放射線防護委員会は民間団体です。放射線の専門
家が集められた民間団体に過ぎません。国連機関で
もなんでもありません。原発を推進するために、原
発を運営するために、一所懸命に放射線の防護理論
を立てているグループです。

この基準が世界中で使われています。原発労働者
の被ばく管理に使われているし、そして今回の福島
第一原発の事故についても、被ばく管理のすべてに
使われています。文部科学省、環境省もこの ICRP
の防護モデルを正しいとして使っています。

本の紹介

こちらの本をご紹介します。ちょっと難しいので 
ひとりで読むのは厳しいかもしれませんが。

●『放射線被ばくによる健康影響とリスク評価』
欧州放射線リスク委員会（ECRR）編（2011.11.30）
明石書店　2800円

欧州放射線リスク委員会（ECRR）はヨーロッパ
の独立の科学者たちです。ECRR が、ICRP の放射
線防護理論は間違っている、住民を放射線から守る
防護理論になっていないと批判しています。

ECRR は、ICRP の放射線防護理論は少なくとも
300倍からウランやプルトニウムの場合1000倍も
間違っていると言っています。0.01ミリシーベル
トを300倍したら３ミリシーベルトですね。つま
り、4350ベクレル /kg の牛肉を１回食べたら0.01
ミリシーベルトと政府は言っていますが、実は３ミ
リシーベルト被ばくすることになるかもしれないと
いうことです。

1000倍間違っている、とは何か？　それは、ウ
ランとかプルトニウムを評価する場合です。ウラン
とかプルトニウムに対する ICRP の評価は非常に低
いんです。過小評価です。

今日、一冊の本を持ってきました。
●『ヒバクシャになったイラク帰還兵─劣化ウラ
ン弾の被害を告発する』佐藤真紀著、JIM − NET
協力（2006.8.4）大月書店　1400円

JIM − NET とは鎌
かま

田
た

實
みのる

さんが
代表をされている『日本イラク
医療支援ネットワーク』という
団体です。今、IS 国に支配され
たり占領されている地域である
シリア、イランといったところ
には白血病の子供たちがたくさ
ん出ています。小児ガンの子供たちも出ています。

そういった子供たちに、薬や治療など医療支援をや
っているグループです。

この本に出てくるジョン・マシューさん。彼は湾
岸戦争のあとイラクに入っています。アメリカは湾
岸戦争のときに劣化ウラン弾をイラクのファルージ
ャなどで使いました。

劣化ウラン弾とは何か。ウランというのは天然
の、自然界の中で最も重い、正確に言うと密度が大
きい物質です。だから普通の、鉄を中心とする金属
でできた砲弾が戦車にぶつかっても、今の戦車は鋼
鉄製ですからへこむくらいでなかなか壊すことはで
きない。ところがウランは最も密度が高いので、鋼
鉄製の戦車の装甲を貫通して、そしてまた燃えやす
いので戦車の中でボーッと燃えます。そうやって中
の兵士を焼き殺す。そういったことができます。

劣化ウラン弾の弾頭には最初はプルトニウムを抽
出するために作られた残りを使っていたようですけ
れども、最近では原発の使用済み核燃料が劣化ウラ
ン弾の中に入っています。

原発の使用済み核燃料は世界中で処分に困ってい
ます。最終処分場がない。アメリカにもありませ
ん。スウェーデンやフィンランドが候補地を作った
くらいです。そこで核産業は考えた。使用済み核燃
料を兵器の材料としてアメリカ国防省に売り込めば
使用済み核燃料の在庫がなくなります。一石二鳥で
す。国防総省はそのあとどんな健康被害が起きるか
を考えることなしに、この劣化ウランを砲弾の弾頭
に入れました。

ロシアが巡航ミサイルをシリアに撃ち込みまし
た。あの巡航ミサイルも実は劣化ウラン弾である可
能性があります。「非常に強力な爆弾だ」という報
道だけがされましたけれど。いわゆる IS の拠点が
地下にあった場合、この劣化ウランを使った弾は地
下のコンクリート製のシェルターまで貫通するぐら
いの威力がある。「強力なミサイル」というのは実
は劣化ウラン弾かもしれない、ということを覚えて
おいてください。

そしてこのジョン・マシューさんは湾岸戦争に従
軍したわけではなく、そのあと
に残った戦車や武器の後片付け
に携わった方です。

彼が従軍したのは、2000年代
です。後片付けをした彼は頭が
痛くなり、皮膚にブツブツの疾
患ができました。彼がアメリカ
に戻って奥さんとの間につくったビクトリアちゃ
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ん。その子には指が２本しかありません。なぜか。
ウランの残りがイラクの砂漠の砂に混じっている、
それを彼が吸ったことによる内部被ばくです。そし
て彼が知らない間に軍服につけてアメリカの自宅に
持ち込んだ砂ぼこり。これが胎児の奇形を誘発した
のです。

そのくらい、ウランやプルトニウムを吸い込むと
いうことは本当に危険です。ICRP の言っている放
射線防護理論はまったく成り立っていません。彼ら
は何ミリシーベルトの被ばくで胎児に奇形が起き
る、なんていう言い方をしています。ウランとかプ
ルトニウムとかではわからないくらいの小さなほこ
りを吸い込んだだけでも奇形を引き起こします。

私の身の回りでも、南相馬であるとか福島のほう
に被災地の応援に入られた方がいます。本当にリス
クがあるということを承知で入られるんならいいと
思いますが。リスクはあります。私は、南相馬はプ
ルトニウム汚染だと思っています。

2011年当時、福島市や郡山市の空間線量は高か
ったんですが、枝野幸男幹事長は普通の防災服で入
ってます。マスクもつけてません。ところが南相馬
市に入るときはフルフェイスマスクです。白い防護
服を着てマスクつけて。呼吸器が三つついているも
のです。手袋をして、袖口はぐるぐるテーピングし
て、そういう姿で南相馬市を訪問しているんです
ね。現地の方は作業服にマスクをしただけで普通に
顔を出して握手していますが。

プルトニウムに汚染された場所に行くというのは
本当に危険です。野呂さんは、チェルノブイリで
1986 年、87 年、88 年と、原発事故から１、２、
３年以内に入った科学者の何人とも会っていまし
た。今年31年目ですが、彼らはほとんど亡くなっ
ていると言われています。20代、30代の若手の研
究者も40、50歳で亡くなってます。

それが、原発事故の周辺に行くということです。
今回の震災は、原発震災です。津波による震災では
ない。それが今までの日本の震災とはまったく違う
ところであり、被災地の応援もほんとうに困難を極
めていると思います。

2012年　埼玉県さいたま市立中学校前、
私の職場の中学校前のバス停にて

2012年５月、埼玉県さいたま市、私の勤務する
学校の前にあった奇形ネコジャラシです。真ん中の
は穂が三つ又に分かれています。右側のものはだん
ご三兄弟のようにくびれています。

私の中学校の校庭の真
ん 中 で は、 セ シ ウ ム
134、137が114ベクレ
ル /kg で す。 こ れ は だ
いたいどのくらいかと言
いますと、原発事故前の
土壌にどのくらいの汚染があったのを知る必要があ
ります。
「土壌（０〜５㎝）中のセシウム137の調査地点

と測定値（2009年度年間平均値）を一覧にしまし
たのでご覧ください。

さいたま市桜区は4.8ベクレル /kg ですよ。セシ
ウム137だけの数字です。ところが2012年のさい
たま市立中学の校庭の土壌は114ベクレル /kg で
す。約20倍になっています。そして側溝。側溝に
は泥が溜まって、水が蒸発して濃縮しています。
461ベクレル /kg です。簡単に言うと100倍です。

私は、原発事故前と後との比較が大事だと思って
います。空間線量についても同じです。さいたま市
の発表だと、市内の空間線量は0.05マイクロシー
ベルト / 時くらいだから正常値だと言っています
が、嘘です。今0.05なら昔はいくつだったんだと。
昔は0.034マイクロシーベルト / 時です。埼玉県さ
いたま市の空間線量は1.5倍になっています。

関東地方で空間線量を測ったことがある方はわか
ると思いますが、0.1マイクロシーベルト / 時とい
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うところはたくさんありますよ。では0.1マイクロ
シーベルト / 時とはどういうことかと言いますと、
原発事故前のさいたま市の３倍ということですね。
ここ、奈良や京都で0.06マイクロシーベルト / 時
あるのは高いですよ。でもこれは、天然核種である
ウランの子供たちがこちらの地方に多いわけですか
ら。私は天然核種については危険ではないと思って
います。同じようにアルファ線、ベータ線、ガンマ
線を出しますけれど。

こういうふうに、その場所の空間線量を測るので
あれば、原発事故前の空間線量と比べて何倍になっ
ているのかということを考える必要があります。埼
玉県、神奈川県、千葉県、東京などで0.1マイクロ
シーベルト / 時あるというのは、自然放射能の３倍
の空間線量になっているということです。

中国が放射能汚染されているかもしれない車に輸
入規制をかけています。世界中、放射能汚染された
車は輸入禁止です。放射能や毒物で汚染されている
車や工業製品は輸入させません。中国の場合のスト
ップのかけかたは、現地の空間線量の３倍です。つ
まり、中国現地の空間線量が0.03であり、車が0.1
マイクロシーベルト / 時あるものだったらアウトで
す。しかし日本政府が決めた除染基準は0.23マイ
クロシーベルト / 時なので、東京や関東地方では
0.23が安全値だと思われています。安全値ではあ
りません。0.23はもう非常に危険すぎて直ちに除
染しなければいけない状態であって、東京や関東地
方で0.1マイクロシーベルト / 時あれば私は非常に
危険なレベルだと思っています。

2016年　私の職場の近くの駐車場にて

2016年、私の勤務する中学校の目の前の駐車場
で奇形ネコジャラシが大量発生しています。二又。
三つ又。きれいに四つに分かれたもの、四つ以上に
分かれたのもありました。

これはぐちゃぐちゃ。これはく
びれていますね。虫に食われたの
かと思ったんですが、虫に食われ
たネコジャラシを見てみると、食
われた部分が白くなるんですよ。
でもこれはその部分だけが凹んで
いて、その周りは青々としていま
す。これは奇形です。空間線量は

0.13マイクロシーベルト / 時くらい。ベータ線を
測っていますが、ベータ線はゼロでした。

2012年に奇形ネコジャラシを見つけてからずっ
と、ネコジャラシが生えていたらだいたい見ていま
す。仮説として、農薬の影響じゃないか？　もとも
とのネコジャラシの遺伝的影響じゃないか？　と考
えました。両方とも違うと思います。

農薬であれば、次に出てくるネコジャラシも同じ
ようになるはずです。ネコジャラシは３週間くらい
で枯れたあとまた新しい穂が出てきます。５月から
11月くらいまで繰り返します。ところが、同じ場
所で同じような奇形ネコジャラシは出てこないんで
す。2012年に正門の前で見た奇形ネコジャラシは
その翌年には出てきませんでした。だから遺伝的な
影響ではない。農薬にしても同じですよね。農薬を
まいた場所なんだから、また同じようにして出てく
る可能性がある。でも出てきません。

結論はこういうことです。原因は上から降ってき
た。放射能ではないか。

ネコジャラシをよく観察していて思ったんです
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が、雑草は芽が出てきて大きくなって、花芽が出て
穂ができます。でも、ネコジャラシは小さい芽が
出たときからもう穂があります。地面すれすれの
所にある小さな穂に土ぼこりやいろんな放射性物
質がぽんとついて、ベータ線やガンマ線を浴びたた
めに奇形ができるんじゃないか、と私は考えていま
す。

植物の細胞と動物の細胞はぜんぜん違います。動
物の細胞は、切って培養すると、たとえば指の筋肉
は指の筋肉にしかならない。神経細胞は神経にしか
ならないし、骨の細胞は骨にしかなりません。私た
ち人間は誕生したときは受精卵という１個の細胞で
した。それが細胞分裂を繰り返してたくさんの細胞
になります。そのあと魚の形になり、そして亀のよ
うになり、だんだん人間らしい形になっていくんで
すが、その中で細胞のひとつひとつが、あなたは脳
の神経の細胞になりなさい、あなたは骨、あなたは
筋肉の細胞になりなさいと分化していきます。目の
網膜細胞は目の網膜になります。

植物の細胞は万能細胞です。考えてみてくださ
い。茎を切って植えると、根が出てきます。茎の先
から枝が出てきて、枝から葉が出てくる。そして茎
の先端からいつのまにか花芽が出てきます。１個の
細胞が根にも茎にもなり、そして花にもなります。
ネコジャラシの穂も花です。花ができる瞬間に、放
射性物質がついて遺伝子を切ってぐちゃぐちゃにし
てしまうとこういった奇形ができるんじゃないか、
と考えています。

浜岡原発に反対する人たちが、桜の花の奇形を調
べています。浜岡原発の近くの桜の花を毎年調べ
ておられます。花は、がくがあって花びらがあっ
て雄しべがあって、真ん中に雌しべがありますが、
ときどき雄しべが花びらに変形したものがあるん
ですよ。花の中に、雄しべ形の花びらができてい
る。原発の周辺で桜の花を調べることで、微量の
放射性物質が出ていることを突き止めておられま
す。

2016年５月、６月
埼玉県産ニンジンから3.4ベクレル /kg

去年の５月、６月に、埼玉県産ニンジンから3.4
ベクレルの放射性物質が検出されて、びっくりしま
した。私はずっと放射能汚染のデータを見ています
が、原発事故以降ニンジンに放射能汚染が出たのは
久しぶりです。2013年くらいからないんですね。
昨年、一番最後に出たのは埼玉県所沢市産のニンジ

ンから10ベクレル /kg です。
この原因を考えたときに、最初はホットパーティ

クル（高放射能微粒子）かと思いました。『食品と
暮らしの安全基金』2 という NPO 法人の調査団がウ
クライナに健康被害の調査に入っています。そのと
き、放射能の専門家のラーザレフ博士の協力を得て
います。ウクライナの方で、ストロンチウム90の
分析ができる専門家です。そのときの彼のロシア語
の講演を日本語に直すのに協力したので、彼の講演
録を読みました。ホットパーティクルとは、原発か
ら出てくるチリで、真ん中がウランの粒子です。

PM2.5 って言いますが、これは粒子のサイズが
2.5マイクロメートル以下の粒子という意味です。
１ミリの1000分の１がマイクロメートル。そのく
らい小さくなると、北京から奈良まで飛んで来ま
す。じゃあ原発からウランは飛んでこないんです
か？　放射能の専門家はよく言います。ウランやプ
ルトニウムやストロンチウムは密度が大きいから飛
んでこない。嘘です。PM2.5のような小さいもの
は、北京から3000km 飛んで来ます。風向き次第
では奈良にも来ます。

NHK の『サイエンスゼロ』という番組で、2014
年の12月20日かな。『謎の放射性粒子を追え』3 を
放送しました。セシウムの小さい粒子で、ちょうど
2.6マイクロメートル。気象研究所の足立光司さん
が研究した、という内容です。セシウムボールとい
うのは、セシウムがたくさん含まれた金属の球だ
と。なかなかいい番組でした。ところが肝心な、中
心部分にウランがあることを、その番組では言いま
せんでした 4。

東京理科大学の中井泉さんという方が、同じセシ
ウムボールを調べています。エックス線蛍光分光分
析法というやりかたがあって、エックス線をかけて
物質から出てくるガンマ線を分析すると、何という
元素でその粒子ができているかわかります。中心は
ウランでした。これも時間をかけると溶けて分解し
ていきます。

去年ニンジンに放射能汚染が出た原因のひとつと

2　『放射線被害の真実』食品と暮らしの安全基金（2013 年 12 月 21 日）　
700 円

『放射能被害の希望』小若順一（2014 年４月 26 日）700 円
『人への影響と対策』食品と暮らしの安全基金（2015 年４月１日）
1000 円
3　2014 年 12 月 21 日の放送、NHK「サイエンス ZERO」シリーズ原
発事故（13）http://www.nhk.or.jp/zero/contents/dsp489.html
4　「内部被ばくを考える市民研究会」サイト資料の項より。

「セシウム・ボール」はホット・パーティクル（高放射能微粒子）NHK
謎の放射性粒子を追え !（2014 年 12 月 21 日放映）が隠した真実
内部被ばくと健康被害 | 内部被ばくを考える市民研究会
http://www.radiationexposuresociety.com/archives/5412
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して考えたのは、原発事故から５年たって、ホット
パーティクルが分解し始めてセシウムが出てきたの
かと。これが仮説１です。

仮説２。去年は福島第一原発のがれき撤去をやっ
ていました。壁のパネルを全部取って、１号機の使
用済み核燃料プールにある何百本もの燃料を取り出
すために、がれきを撤去した。その際のフォール・
アウトつまり放射性物質の降下、沈着のためではな
いか。

そして仮説３。今年になって気がついたのです
が、福島第一原発２号機の格納容器を調査するため
に、昨年１年かけて除染をしてたのではないか。

今年の１月30日から２号機の調査に入っていま
す。あの調査もめちゃくちゃです。なんのために格
納容器があるか。高さが５階建てビルほどの、
16m のだるま型の格納容器。格納容器の中に圧力
容器があって、ここでウランの燃料が燃えていた、
つまり核分裂をしていました。

圧力容器から放射能は出てはいけない。原発は、
出さないという約束なんだから。だけどちょっと漏
れてしまう。それを閉じ込めておくのが格納容器で
す。なのに格納容器に穴を開けたんですよ。穴を開
けて、鉄の棒を突っ込んで、ロボットを入れて調査
をした。放射性物質が外に出ないわけがない。その
前は、２号機も１号機も内部の放射線量が高すぎ
て、作業ができなかったんです。

ではどうしたか。風の強い日に扉の両側を開け
て、風に吹き流させる。2016年に何度も建屋内除
染をやっていたのではないかと思っています。

これは私の推測だけではなくて、2012年に『市
民科学者国際会議』が行われたとき、南相馬市の理
髪師さんが言っていました。
「みなさん。建屋の中で作業ができないくらい放

射線量が高くなったらどうするか知っていますか。
山側の扉と海側の扉を開けて、風で流すんですよ」。

私は線量計を持ち歩いていますが、埼玉県では変
に線量が上がるときがあるんですよ。今は0.11マ
イクロシーベルト / 時くらいですが、0.2を超える
ときがあります。年に何回かあります。この結果、
どこかに放射能汚染地帯を作っていると思います。

2013年に南相馬市のお米に100ベクレルを超え
た汚染が出ました。それが10月に報道されました。
その直前には福島県が安全宣言を出していました。
2013年のお米には、ひとつも100ベクレル /kg を
超えるものはありませんでした、と。福島のお米は
安全ですと言ってしまった。そしたら南相馬市のお

米から120ベクレル /kg 出た。このときは読売新
聞、毎日新聞、東京新聞も報道しました。そしたら
１週間後には今度は150ベクレル /kg 出た。この
ときは報道したのは福島民報、福島民友だけでした。

さらに2013年12月。今度は180ベクレル /kg
出た。今度は福島民報、福島民友も報道しなかった
んです。インターネット上のニュースでもなし。フ
ァイナンシャル・グリーン・ウォッチ（FGW）と
いうニュースサイトだけが報じたのを私はたまたま
ツィッターで見つけました。

なぜ福島民報、福島民友が南相馬市の旧太田村の
お米の汚染を報道しなかったのか。その日が福島県
産あんぽ柿の解禁日だったんです。

福島県知事が東京まで来て、福島県産のあんぽ柿
おいしいですよ、放射能も検出されていません、と
言った日だったからです。

2013年。その年に何があったか。８月19日、
福島第一原発の作業員の頭から放射性物質が検出さ
れて、アラームが鳴ってしまった。その人は何をや
っていたか。３号機の屋上に上がって、がれきの撤
去をしていたんです。放射性物質が舞い散って、そ
の一部が南相馬市の旧太田村に落ちたらしいんです
ね。その証拠を農林水産省と福島県は押さえていま
す。イメージングプレートといって、放射性物質を
写真で見えるようにする方法があります。

稲穂をエックス線の乾板の上に２、３週間くらい
放置します。そうすると放射線が出てきてエックス
線の乾板を感光させます。黒い斑点になって、ここ
に放射性物質があるとわかります。

その前の年に中通り、おそらく福島市だと思いま
すが、採れたお米がだいたい150ベクレル /kg。そ
れはイメージングプレートに載せてみても放射性物
質がどこにあるかわからない。黒いポチポチはな
い。だけど汚染されている。これは、経根摂取とい
って、根から吸収された放射性物質が稲の実に入る
から150ベクレル /kg が薄く全体的にあるため見
えないのです。

ところが南相馬の放射能汚染が出たところのお米
は、穂に黒いポチポチがついている。葉っぱにもつ
いています。どういうことかというと、上から降っ
てきたからです。だからはっきりした黒い形になっ
て現れていたのです。つまり、2013年産南相馬市
産のお米の放射能汚染は、３号機のがれき撤去の影
響です。同じように、２号機の格納容器の除染のた
めに埼玉県所沢市に落ちてきたとしてもおかしくな
いと私は思います。証拠はありません。推測でしか
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ない。しかし我々の置かれているのは、そういう環
境だということです。

福島　年間20ミリシーベルトまで住民帰還

今年３月31日から浪江町は住民帰還です。年間
20ミリシーベルトまでは。
『DASH 村』が浪江町

にあったのをご存知です
か？　政府は「復興のシ
ン ボ ル と し て DASH 村
を再開させたい」といっ
ています。フレコンバッ
グの積んである飯舘村は
2017 年 ３ 月 31 日 で 住
民避難指示解除です。

私は「４月１日から、放射能汚染は日本全国てん
こ盛りになります」と言います。なぜか。飯舘村に
住民を帰します。農業を再開しませんか？　浪江、
南相馬に住民を帰還させます。漁業を始めません
か？　100ベクレル /kg までは安全なんですよ、こ
の国は。４月から放射能汚染された食品が大量に流
通すると思ってください。だけど福島県産としては
なかなか売りづらい。どうするか。外食産業にまず
流れます。コンビニに流れます。私はずっと前から
コンビニの弁当、もしくはお弁当屋さんのお弁当は
一切食べていません。放射能のリスクがすごく高い
からです。

九州のセブン−イレブングループは福島県産応援
ですから、九州の人たちがセブン−イレブンのお弁
当を買うことで内部被ばくをします。そういった構
造があります。

東京新聞記事「山菜食べる日常　遠く」

東京新聞が2016年７月７日に載せてくれた記事
です。

コシアブラ。調理前は９万2783ベクレル /kg、

調理後は３万9573ベクレル /kg。調理方法は天ぷ
ら。続いてもうひとつコシアブラ、調理前は３万
4602ベクレル /kg、調理後は１万4181ベクレル /
kg。３分の１に減りました。30パーセントです

（笑）。

ちなみにこちらは除染の済んだ場所で採取したも
のです。コゴミ。天ぷらにして、1384ベクレル /
kg から582ベクレル /kg に。

フキノトウ。炒めてみそあえ、195ベクレル /kg
から195ベクレル /kg のまま。

ワラビ。５時間あく抜き、914ベクレル /kg から
190ベクレル /kg に。

タラの芽。天ぷらにして95ベクレル /kg から59
ベクレル /kg。これは黒字表記されています。なぜ
か。政府の基準値は100ベクレル /kg で、100以
下ですから。

ウド。５分間ゆでて、135ベクレル /kg からから
45ベクレル /kg に。除染したところで採ったウド
は、16ベクレル /kg が７ベクレル /kg に。

こちらの測定所の記録で、岩手の牛乳が1.6ベク
レル /kg でしたね。なぜ出るのかわからない、と
のことでしたが、岩手の宮古市に呼ばれて講演した
ときに私は、そのわけを教わりました。岩手は、安
全な牛肉を作るためには牛が健康でないといけない
と、アメリカや海外の遺伝子組換えや化学物質だら
けの飼料を食べさせず、放牧で健康な牛乳と牛肉を
作ろう、ということで放牧がメインです。実は今そ
れがアダとなっていて、岩手のあちこちで汚染牧草
が出ました。ちなみに当時の牧草の基準値は、
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3000ベクレル /kg です。それを超えました。現在
の基準は100ベクレル /kg です。我々の野菜と同
じ。それ以下だったら牛に食べさせていい。だから
岩手の牛肉から出るんです。逆に言うと、出ない牛
肉や牛乳は、アメリカの輸入飼料で作られた牛のも
のということになります。どちらも危険なんです。
放射能が出ないから安全というわけではありません。

避難区域の変遷について

「帰還困難区域」とは、年間50ミリシーベルト超
えの地域です。これはさすがに政府も避難指示解除
してませんが。
「居住制限区域」とは。
年間20ミリシーベルト超えで、50ミリシーベル

ト以下の地域です。
そして「避難指示解除準備区域」とは、年間20

ミリシーベルト以下のところです。
「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」、こ

れはいずれ20ミリシーベルト以下になるだろうと
いうことで両方とも避難指示解除にしています。

ここで問題です。年間20ミリシーベルトとは、
空間線量にすると何マイクロシーベルト / 時でしょ
う？　10秒でお答え下さい。

これは、計算しなくても実は報道された数字で
す。3.8マイクロシーベルト / 時です。3.8マイク
ロシーベルト / 時という数字がどのくらい異常な数
字なのか、感覚的にはわかりますか。おかしいで
す、はっきり言って。

2011年に私が福島に行ったとき、空間線量は
0.4か0.5マイクロシーベルト / 時でした。木の根
元に置くと、１とか２マイクロシーベルト / 時いき
ますが、福島市でも３はありませんでした。もっと
も、飯舘村では30とか40マイクロシーベルト / 時
ありましたが。

私は鮮明に覚えています。2011年４月20日。
学校の校庭を何マイクロシーベルト / 時までなら開
放して使っていいかを文科省が決めて、指示を出し
ました。そのときに、文科省は年間20ミリシーベ

ルトまでは大丈夫だと言い切って、政府の参与だっ
た小佐古敏荘という人が涙の抗議をしました。「私
は子供に20ミリシーベルトを強要することはでき
ない」と言って辞任しました。そのときの校庭の開
放基準がこれ。3.8マイクロシーベルト / 時。

年 間 20 ミ リ シ
ーベルトまでは住
民を帰す、という
のはこの国の方針
です。ちなみにチ
ェルノブイリは５
ミリです。

年間５ミリシー
ベルトまでは、住
民を移住させる。
日本は20ミリシーベルトまでは大丈夫だと言って
住民を戻す。

問題をもう一つ。政府も「帰還困難区域」にして
いる、つまり原発事故後５年経っても下がらないた
め、帰還できないとする、年間50ミリシーベルト
とは、空間線量率だと何マイクロシーベルト / 時で
しょうか？　10秒でお答え下さい。

さすがに政府は、原発事故後５年たっても50ミ
リシーベルトを超えるところの居住を禁止していま
す。50ミリシーベルトを超えないところは避難指
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示が解除されます。では、年間50ミリシーベルト
は、空間線量にすると何マイクロシーベルト / 時で
しょうか？　正解は9.5マイクロシーベルト / 時で
す。

私は見たことがない数字です。ここに復興拠点を
作ると言います。大熊町と双葉町の真ん中に。ここ
だけ除染します。ここに作業員や一部住民を住まわ
せて、職場に行くと線量が高いから、復興拠点に戻
って息をつく、というような。

そんなことにお金をかけるんだったら、大熊町を
新しい場所に作ればいいじゃありませんか。島根県
であるとか、北海道とか。奈良県の中にも、村がで
きるところはあるんじゃないでしょうか。そのため
にお金を使うべきでしょう。

政府は、年間20ミリシーベルトまで安全だと福
島への住民帰還を進めています。

ここで書籍と資料を紹介します。
●『ベラルーシ・プロジェクト報告』内部被ばく

を考える市民研究会（2013.7.13改訂）700円
これは2013年３月に私が野

呂美加さんと一緒にベラルーシ
の汚染地帯であるゴメリに行っ
たときの報告です。この中に

「子どもの家」というのが出て
きます。スモルニコワさんとい
う方が活動されている拠点で

す。ゴメリの子供たちの身体の中にセシウムがたく
さんたまっていますので、保養に行かせる取り組みを
しています。この「子どもの家」の門柱のところの土
壌の上に、空間線量計を置いてみました。何マイクロ
シーベルト / 時あったと思いますか？　0.071マイク
ロシーベルト / 時です。汚染地帯ゴメリでこんなも
のです。廃村になっている村の線量も、低いところ
では0.1マイクロシーベルト / 時です。

ストロンチウムの汚染はベータ線を測らないとわ
からない世界です。みなさんがお持ちの空間線量計
はほとんどがシンチレーション式だと思います。そ
れだと、例えば0.03や0.04マイクロシーベルト /
時と表示される。自然放射能のレベルです。ストロ
ンチウム90のベータ線の汚染がすごく高いので、
そのようにガンマ線しか測らない空間線量が低くて
も、ベータ線汚染で廃村のところがあります。ベラ

【資料】
チェルノブイリ事故の際の放射能汚染の区分（土地）

第
１
区
分

強制避難区域
居住禁止ただちに強制避難。立ち入り禁止。
土壌 22,769Bq/kg 以上
148 万 Bq/㎡以上（セシウム 137 が 40 キュリー /k㎡以上）
空間線量 5.2µSv/ 時 以上

第
２
区
分

義務的移住区域
義務的移住の区域、農地利用禁止。
土壌 8,538~22,769Bq/kg
55.5 万 ~148 万 Bq/㎡（セシウム 137 が 15~40 キュリー /k㎡）
空間線量 2~5.2µSv/ 時
年間 5mSv 超え

第
３
区
分

移住権利対象区域
国家補償による移住の権利。
土壌 2,846~8,538Bq/kg
18.5 万 ~55.5 万 Bq/㎡（セシウム 137 が 5~15 キュリー /k㎡）
空間線量 0.66~2µSv/ 時
年間 1~5mSv

第
４
区
分

放射線定期監視居住区域
不必要な被ばくを避けなければならない。
土壌 569~2,846Bq/kg
3.7 万 ~18.5 万 Bq/㎡（セシウム 137 が 1~5 キュリー /k㎡）
空間線量 0.13~0.66µSv/ 時
年間 1mSv 以下

・1 キュリー /k㎡ =37000 ベクレル /㎡ =3.7 万ベクレル /㎡
・原子力安全委員会による換算式 土壌汚染（ベクレル /kg）×

65= 土地汚染（ベクレル /㎡）
・４万ベクレル /㎡という数値は、『放射線管理区域』（原子炉建屋

など）の基準になる値。４万ベクレル /㎡よりも高くなってくる
とどんどん危険になるので気をつけなさいということ。

 ―筑波大学アイソトープ総合センター・末木啓介准教授
・土地 3.7 万ベクレル /㎡⇒土壌汚染 569 ベクレル /kg……ほぼ日

本の『放射線管理区域』に相当 0.13µSv/h
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ルーシのストロンチウム90の汚染マップも載せて
あります。

この他、甲状腺ガンの診断と治療の実際を勉強し
てきました。ホットパーティクルのことも載ってい
ます。セシウムで汚染された食品を食べるのをやめ
て安全な食べ物に切り替えたら、健康状態が良くな
ったという報告も。1.1ベクレル /kg で痛みが出た、
という報告。ほか、歩けなかった男の子が、放射性
物質を抜いたら歩けるようになったという報告など
です。

●『なぜ私は町民を埼玉に避難させたのか』井戸
川克隆・佐藤聡（2015.4.13）駒草出版　1998円

私が応援している井戸川克隆さんの健康被害を取
材したものです。井戸川克隆さんの腕には白斑があ

ります。浪江に「希望の牧
場」という吉澤さんという
方がやっておられる牧場が
ありますが、あそこの牛に
は白斑がありますよね。同

じように、人間の身体に白斑があるんですよ。井戸
川さんの腕の白斑は初期に出て、もう硬くなってい
ます。本当に彼の健康状態が心配です。井戸川さん
の健康状態を川根が取材して書きました。

井戸川克隆さんがなぜ国と東電
を訴える裁判を起こしたのか、と
いうことと、彼の裁判への思いが
書かれています。アナンド・グロ
ーバーさんという方が報告を書か
れてますが、その内容を彼が抜粋
したものがあります。

●『厚生労働省・食品放射能汚染データ』A ４サ
イズ、一般の方400円、避難者の方は200円

今、日本の食品の放射能汚染の状況がどうなって
いるかの調査の結果です。QR コードを読み取って
いただくと PDF が読めます。きのこについて73 ペ
ージ、一般の食品について214ページあります。

全国47都道府県から、食品の放射能汚染データ
が厚生労働省に集まります。それを１年分、2016 
年９月までを私がまとめたものです。１日２万件か
ら３万件のデータが集まりますが、だいたい不検出
です。だけど、毎月800件とか600件、検出され
たデータがあります。その中にやはり、岩手県産の
牛乳の汚染が毎月のように出てます。千葉県産のタ
ケノコは20から30ベクレル /kg 汚染されていま
す。椎茸は静岡県はだめです。そういったことが全
部載っています。

尿検査結果から

尿中のセシウム137のデータです。私たちも協
力している、ちくりん舎という東京都西多摩郡日の
出町にあるグループ（http://chikurin.org/）がゲル
マニウム半導体検出器を２台持っています。そこが
測定した、福島県や関東の子供たちのデータです。
セシウム137が、１ベクレル /kg 近い子がいます。
とんでもないレベルです。

琉球大学名誉教授の矢
ヶ崎克馬さんが、尿の濃
度と、身体の中のベクレ
ル 数 は だ い た い 150 倍
と推計しています。もし
尿に0.1ベクレル /kg の
セシウムがあれば、その
子の身体には15ベクレ
ルあるということになり
ます。もし１ベクレルあ
れ ば、 体 内 に は 150 ベ
クレルも蓄積しているということです。宮城県の子
供たちの中にも、セシウム134、137 があります。
高い子で0.6ベクレル /kg。栃木県も0.6ベクレル /
kg。

東京・埼玉はほとんど
の子供たちが０から0.1
で す が、0.1 か ら 0.2 の
子供もいます。

私も尿検査を受けまし
た。私は ND でした。検
出下限を0.1ベクレル /
kg まで調べて、私には
セ シ ウ ム 134 も 137 も
出ていません。

私の放射線防護

基本的には私は外食はもう放射能汚染されている
と思っていますので、できる限り、１週間に１度だ
けにしています。６日間は家食で、昼は弁当を持っ
ていきます。そういう食生活です。
【川根の放射線防護（１）】

◦週２回、九州産、北海道産の野菜を買い物。豚肉
はスーパーで鹿児島の黒豚、鶏肉は青森県産。

◦学校給食を食べず、牛乳を飲まず、お弁当。逆浸
透膜浄水器で調理。水筒にコーヒーを入れて持
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参。学校の水道水は飲まない。
◦外食はできる限り、週１回に。食材は選べないので。
◦週１回ほどスーパー銭湯で、チムジルバン（岩盤

浴）に。
【川根の放射線防護（２）】

◦外出時は濡れマスク。
◦外食でも、きのこ、川魚、栗、レンコンは食べな

い。
◦帰宅後はすぐにシャワーを浴び顔を洗う。
◦シャワーヘッドに、天然ゼオライト＋活性炭およ

び人工ゼオライトのフィルターを2016年11月か
ら設置。放射性セシウムを除去。

埼玉の子供やおとなの健康状態について

埼玉の子供たちの現状についてお話しします。
まず、お腹が痛くなる子が多いですね。授業中

に、お腹が痛いのでトイレに行かせてほしい、とい
う子が、多いときでは１時間の授業で３人、４人い
ます。１人はだいたいいるという感じです。

みなさんは小学校や中学校の頃どうでしたか？　
ないでしょう？　今はそういう子がいて当たり前で
す。これは放射能の影響だけではなく、遺伝子組み
換え作物のせいかもしれないですね。

インターネットの動画で、『遺伝子組み換えルー
レット』という10分くらいのものがあります 5。

モンサントという会社が、遺伝子組み替え作物
「F1」の種を世界中に売りつけています。ラウンド

5　『遺伝子組み換えルーレット』の 10 分ほどの動画は現在では閲覧で
きなくなっています。ごく短いものはこちらでご覧になれます。
予告編 | 遺伝子組み換えルーレット　http://geneticroulette.net/preview
DVD がこちらで販売されています。
オーディオ・ビジュアル│ PARC NPO 法人アジア太平洋資料センター
http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/gmo.html

アップという農薬を１回だけまくと、その後害虫が
一切つかない。トウモロコシについた害虫が死にま
す。どうやって死ぬのか。腸が溶けるんですね。そ
ういう毒物を出すトウモロコシを人間が食べても大
丈夫なのでしょうか。その動画の中に、モンサント
の種の販売の伸びと、アメリカにおける胃腸疾患の
増加の統計が非常によく似た形であることが紹介さ
れています。

もう一つ、突然死について。
私の知り合いに、埼玉県の大宮の教員がいるんで

すが、ここ２年間で30代半ばで２人亡くなってい
ます。突然死です。放射線量が高くて除染したとこ
ろなんですが、同じ小学校に勤務していた人たちで
す。誰も放射能の影響とは言いません。ただ、前後
関係を知っている人は本当に移住したい、避難した
いと言っています。

あと、電車がよく止まりますね。急病の方が出
た、ということで。倒れる方が身の回りでもいま
す。56歳で早く辞められた美術の先生で、これか
ら悠々自適に焼き物を作って個展をやりたい、と言
っておられた矢先に脳梗塞で突然亡くなりました。
非常に訃報が多いです。あんなに元気だったのに、
という方が脳梗塞などで亡くなっていく。埼玉県内
でも私の身の回りでも多いですね。

2011年や2012年で私が聞いたのは、膵臓破裂。
膵臓ガンですね。会津若松市のほうの方もいました
し、東京でもよく聞きます。

放射性物質にはいろんな種類があります。甲状腺
ガンの原因になるのは、ヨウ素131だと言われて
います。ストロンチウム90はカルシウムと似てい
るので骨にたまって、骨ガンや白血病の原因になり
ます。ストロンチウム90はベータ線を出して、イ
ットリウム90になります。イットリウム90は膵臓
にたまるんです。膵臓ガンの原因になり、糖尿病の
原因になります。

アメリカは、糖尿病大国ですよね。アメリカの糖
尿病は、単に食生活だけが原因ではないと私は思っ
ています。アメリカ国内でたくさんの核実験をやっ
ています。コロンビア川など、プルトニウム汚染で
水が飲めなくなった川も作り出しています。相当の
ストロンチウム90をまき散らしているはずです。

ストロンチウム90がイットリウム90になり、膵
臓にたまって糖尿病を引き起こしている可能性があ
ります。

埼玉県川口市 : 水道水（シャワー）２カ月間の放射能
2016 年 11 月 28 日〜 2017 年１月 28 日使用
㊧人工ゼオライト　埼玉県川口市 : 水道水（シャワー）
２カ月間の放射能。2016 年 11 月 28 日〜 2017 年１月
28 日使用
㊨ 天 然 ゼ オ ラ イ ト ＋ 活 性 炭　 放 射 性 セ シ ウ ム 合
計 159.62Bq/kg。11,900 リ ッ ト ル の 水 道 水 で 換 算 
0.0134Bq/kg
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保養はあくまで予防です

野呂美加さんが講演で話されていることです。
【汚染地で暮らす子供たちに何が起こっている

の？】
―チェルノブイリ・エイズ―

放射能（外部・内部被ばく）による、抵抗力の低
下。
◦子供たちは顔色が悪くなり体力が落ちて、走り回

れなくなります。
◦さらに、集中力がなくなって、授業は25分単位

で行われています。
◦汚染食品がもたらす胃腸障害で少量しか食べられ

なくなります。
◦子供たちが集団で、具合が悪くなってたくさんの

村が閉鎖されました。（子供が放射能カウンター
がわり）

◦目の下に大きなクマが入るようになります。（甲
状腺の機能低下）→すぐ疲れる。

◦急激な視力低下が起こり、黒板の字が見えなくな
る。

　　→初期：移住の対象→後に救済放棄
◦一見、風邪のような症状がずっと直らない。風邪

を引いてもすぐに肺炎など重症化する。
◦精神的な落ちこみがあると、重大な病気へ一気に

傾く可能性があります。
◦白血病、小児癌などは、氷山の一角。そこに至る

前に無数の「病気の花束」を抱えた子供たちがい
ます。

◦放射能に慣れる感じがする。そして、忘れた頃に
一気に、症状が噴出する。

◦大人と同じように心筋梗塞（セシウム汚染）や脳
梗塞、骨粗鬆症（ストロンチウム）になる子もい
ます。

◦放射能は母親から子供へ移動する。二世、三世は
生まれながらに病気を抱えている。

◦放射能による抵抗力の低下は、避難と食物の改善
で抵抗力をあげる。

◦頭痛薬・腹痛薬・風邪薬ではなおらない。
こちらはチェルノブイリ・エイズと呼ばれている

図です。
東京くらいの汚染で、半年から１年くらいの保養

が必要です。だけど甲状腺ガンのように、病名がつ
いてしまったらもう保養では治りません。

チェルノブイリのお母さん100人以上に野呂さ
んが聞き取ったものをまとめると、こういう症状が

出ています。
【大人でもこのような症状はありませんか】
次第に慢性化していきます。
―なかなか抜けない症状―

◦めまい
◦吐き気、嘔吐
◦腹痛（胃のいたみをはじめとして）、食欲不振
◦頭痛
◦だるい
◦下肢のむくみ
◦唾液の分泌異常（口のかわき、にがみ、鉄や金属

の味）
◦急な衰弱（体力低下、疲れやすい、眠気など）
◦皮膚のトラブル（傷が治らない、グズグズする、

かゆみ）
◦睡眠障害
◦自律神経失調症
◦心臓のいたみ
◦高血圧
◦関節の痛み
◦集中力の低下により、考えがまとまらない、計算

がしにくい、脱力感
◦鼻血
◦耳鳴り
◦風邪がなおらない
◦皮膚のちりちり感
◦高熱
◦のどのいがら、甲状腺の腫れ
◦消えない口内炎

医師は、こうした被ばく症状を体験していないの
で、たいてい「風邪」「疲労」として、薬を出され
て終わりです。あるいは、事故の精神的ショックと
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診断されるかもしれません。それらも含めた上で、
総合的に事態が進行していきます。慢性的に放射能
の含まれたものを吸入したり食べたり（内部被ば
く）、土壌汚染のある地域に居住したり、放射能に
触れたりする（外部被ばく）と、知らず知らずのう
ちに抵抗力が落ちていきます。

体調が戻りにくく、回復が遅いなと感じていませ
んか？　あるいは、今までかかったことがないよう
な病気や症状が出てきたなど、このような症状は、
抵抗力をあげないと治りません。

―放射能が原因の頭痛は、頭痛薬を飲んでも治
りません。

●『子どもたちを内部被ばくから守るために親が
できる30のこと─チェルノブイリの体験から』

野呂美加著（2011.10.10）筑摩書房　952円

保養の効果ビフォー&アフター

これが、『チェルノブイリのかけはし』の野呂美
加さんのところに保養に来た子供たちが保養18日
後に、尿中のセシウムがどのくらい下がったかとい
うデータなんですね。

一番高い子で0.89ベクレル /kg の子が、0.268
に下がりました。この子は福島の子供ではありませ
ん。千葉県の子です。食べているものによっては、
福島の子供たちよりも、千葉県のホットスポットの
子の方が放射能汚染されている、ということです。

保養によって0.2ベクレル /kg くらいまで下がる
らしいんですが、0.2以下にはなかなか下がらない、
ということも言われていました。

保養のおきて

野呂美加さんの Facebook（2013年12月16日）
から転載したものです。

子どもたちを保養に招くときの警告（保養のおきて）
お互いが被ばくをしないように配慮すること

①ついたらすぐにお風呂にいれて、シャンプーは２

〜３回
②衣類・靴などの持ち込み（着替え）をしないよう

に制限すること（衣類・靴は洗濯しても放射能が
とれるかどうかわかりません）

③受入側では、子ども達の衣類・靴などを用意し
て、保養中は「放射能から完全に遮断された環
境」を用意すること

④リサイクル衣類は関東・東北のものは使用しない
⑤農産物、物資などの送付物に関しても、あける時

は表面のホコリなどで咳などが出ることもあるの
で、室内であけないことが望ましい。

⑥移住・避難の時は汚染地域から物品を持ち出さな
いこと

⑦車の除染：タイヤの限界は0.3µSv/時。それ以上
の車は進入禁止。（ロシアは輸入禁止にしていま
す）

⑧食べ物などの持ち込みは禁止すること
⑨お土産のお菓子などを持たせないように、しっか

り言うこと
⑩趣旨を説明することをおそれないこと

　本当の信頼関係を築くことそのものが保養の意
味でもあります。そして、このような環境に子
どもたちや被災者を置いていることを、魂に刻
んで、差別にならないように配慮すること

今でも放射能が降り注ぎつづけ、チェルノブイリ
の子供達を受け入れていた時よりも、子どもたちの
環境が悪化しています。
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〔第２部〕質疑応答

《質問 : どんな魚が安全でしょうか》

こちらの図をご参照ください。
2011年３月12日から５月１日まで、放射性物

質が非常にたくさん出たときですね。積算線量とい
うことで、茶色が濃いところには10万ベクレル /
㎡が落ちています。

１平方メートルは大きめの座布団くらいと考えて
ください。それを外に出しておく。本来はゼロベク
レルです。ところがこの３カ月外に出しておいた
ら、１メートル×１メートルの座布団で10万ベク
レルになってしまう。つまり、イチ、と数える間に
10万発のガンマ線が出てくるような座布団になっ
た、というのがこの茶色い地区ですね。

一番少ないところでも100ベクレル /㎡です。茨
城県では３カ月合計で１万9300ベクレル /㎡にな
ったと。福島県ではありません、茨城県です。

福島県は推定不能です。宮城県もそうです。岩手
県盛岡市で、1420ベクレル /㎡です。そして、こ
の半分以上はどこに落ちてますか。海に落ちていま
す。この地域の魚は食べてはいけません。

10半減期という言葉があります。半減期という
のは、無くなるという意味ではありません。半分に
なるだけです。ヨウ素131はあっという間になく
なると言われていますが、例えば1000ベクレル /
㎡のヨウ素131があったとすると、８日間で半減
期を迎えます。

３月12日、１号機が爆発したときにヨウ素131
が1000ベクレル /㎡出たとします。３月20日には 
500ベクレル /㎡になる。そこから、３月28日に
なるとさらに半分の250になる。４月５日にはさ
らに 125 になる。こういうふうに減っていきます
よ、ということですね。あっという間になくなりま
すけれど、それに対してセシウムは半減期は30年
です。ずーっとあります。

半減期というのは、２分の１になる時間のことで
す。２分の１を10乗すると1000分の１になりま
す。10半減期とは、最初に出た放射性物質が1000
分の１になるまでの時間ということです。

セシウムは半減期が30年だから、30年を10倍
してください。何年になりますか？　300年です
ね。300年たつと、ほぼゼロになる、ということで
す。海に落ちたセシウムも。わかりますか？

2011年から300年たつと、2311年ですね。す
ると、1000あったセシウムが、１になります。放
射能の専門家が、海は広いので薄まりますよ、とい
うことを言っていますが、実は海にもたまる場所が
あって、海のホットスポットができているのではな
いか、ということが言われています。

魚はどこが危ないか。太平洋一帯がもう危なくな
りつつあると私は思っていますが。では、今私は魚
を食べていないかというと、食べています。日本海
も、旧ソ連が日本海で汚染物の海洋投棄をしていま
す。その影響が多少はあると思いますけれど、調べ
てもそんなにたくさんは出てきてはいません。石川
県産、瀬戸内海産、長崎県産の魚などを食べています。

私が関わっている、『飲食セーフティーネットワ
ーク』というのがあります。ゼロベクレルの料理、
食材を提供したいというお店のネットワークです。

（ツイッター @inshokunet）
『飲食セーフティーネットワーク』に載っている

いくつかのお店は、魚料理を出しています。それ
に、半蔵門の『エリオ ロカンダ イタリアーナ』と
いう店があります 6。

6　おいしい本格イタリアンレストラン『エリオ ロカンダ イタリアーナ』　
http://www.elio.co.jp/restaurant/
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ゼロベクレルの料理を提供したいということで、
魚の放射能汚染を測っています。魚の放射能汚染は
なかなか検出が難しいんです。どうするかという
と、オーブンを60度くらいの低温にして、８キロ
くらいあるカンパチなどを８時間低温加熱すると、
水が飛んで重量は８分の１か７分の１くらいになり
ます。その状態にしてからゲルマニウム半導体検出
器 7 で長時間測定します。

すると、0.1ベクレル /kg もない。重量が７分の
１になっていますから、汚染度はその７分の１、つ
まり0.01ベクレル /kg 程度という測定結果を出す
ことができます。

ちなみに、なぜ『エリオ ロカンダ イタリアーナ』
がそこまで測定しているかというと、もともと原発
事故のときに、その店は３月12日から２週間くら
い従業員に休みを取らせています。関東圏からも逃
げろ、ということで。

エリオ ロカンダさんはイタリア人です。イタリ
ア人はチェルノブイリを経験しています。店が再開
してからも、魚もキノコも産地がどこなのか、全部
をお客さんのイタリア人は聞きます。ひとつひとつ
答えられないようでは商売できない。じゃあ自分た
ちで調べようということになりました。

今のところ長崎県沖の魚からは数ベクレルも出て
いないということなので、魚問屋から直接取り寄せ
ているそうです。またそこで、長崎県産の魚から出
たということになればお知らせしたいと思います。

そのときは、私のツィッター @shinchann2008 
を見てください。

《牛乳についてはいかがでしょうか？　産地を問
わず飲まない方がいいですか？》

私は１年間分の厚生労働省の資料を産地別・品目
別にまとめましたが、正直に言って、牛乳の汚染デ
ータが出たものは少ないです。出ているのはすべて
岩手県です。一ノ関、雫石。0.49 ベクレル /kg、
0.34ベクレル /kg というデータが出ています。埼
玉県産の牛乳でも、2013年くらいまでは0.2ベク
レル /kg くらいのデータはありました。岩手県以
外はなかなかゲルマニウム半導体検出器で0.1ベク
レル /kg のレベルまで測ってくれていないのでわ
からないのです。

7　ゲルマニウム半導体検出器　厚生労働省の定める公定法に記載。重
量 1.5 〜２トン。価格 1500 〜 2000 万円。液体窒素または電気装置に
よる冷却が必要。長時間測定可能で、0.0001 ベクレル /kg まで測定可能。

NaI シンチレーション検出器というのは、ヨウ化
ナトリウムという結晶を検出器に使っています。高
価なものでも250万円から600万円くらい。常温
で測定可能。検出限界は２〜３時間の長時間測定で
２〜３ベクレル /kg くらい。

ゲルマニウム半導体検出器というのは1500から 
2000万円。ちくりん舎が入れているのが、850万
円くらいですね。鉛の遮蔽が必要で、その重さが１
トンから２トンもあります。

これはフランスのアクロという団体が提供したも
のです。あなた方も日本政府と丁々発止と渡り合う
にはゲルマニウム半導体検出器くらいは必要だよと
言って、ヨーロッパで募金を集めて買ってくれまし
た。今は西多摩郡日の出町にあります。ゲルマニウ
ム半導体検出器ならば長時間測定で0.01ベクレル /
kg まで測定できます。

《東北、関東は現在旅行に行っても大丈夫？　住
んでも大丈夫？》

東京・関東に行ってはだめか。南相馬に行くより
はいいかな。プルトニウム、ウランがたくさん散っ
ているところに行くよりはいいでしょうが、長居は
しないほうがいいですね。

岡山に避難された三田茂先生 8 という方がいらっ
しゃいます。私も参加している『放射能防御プロジ
ェクト』におられるということでよく存じ上げてい
ます。東京の小平で開業医をされていました。とこ
ろが、これは私も以前から聞いていたんですが、関
東の子供たちの血液に異変が現れたら私も避難する
と言われていました。

三田先生自身、信州大学で放射線治療を勉強され
ています。そのため「私はすでに初期被曝をしてい
る、だから関東の子供たちの血液データに異常が出
たら私は避難する」と前から言っていました。

三田先生は2014年３月に医院を閉めて岡山に移
住され、そこで開業されています。これは2014年
の３月に三田先生が東京の品川区で講演 9 をされた

8　三田茂先生の医院ウェブサイト http://mitaiin.com/
2014 年４月 21 日　開業しました | 岡山市中区門田屋敷の内科医院、
三田医院です。
9　三田茂先生の講演録
① 2014 年 ３ 月 22 日（ 土 ） 三 田 茂 医 師 講 演 会・ 品 川 文 字 お こ し 
| 品 川 区 の 子 ど も た ち を 守 る 会 https://yashiochildren.wordpress.
com/2014/05/12/2014 年３月 22 日（土）- 三田茂医師講演会・/
② < 白血球異常 >「前は２回測ってもいなかった地域の子から異常が出
始めるようになった」~ 関東の子どもたちの異常について （４）~
２/14 三田茂医師（文字起こし）- みんな楽しく Happy ♡がいい♪
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3565.html
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ときの資料ですが、正常なリンパ球と異型リンパ球
があります。異型リンパ球というのは、核の形が変
です。血液の中の、末梢血液像という血液の検査方
法があります。

血液検査というと普通は、タンパクが出ていない
かとか糖が出ていないかとか、そういった項目だけ
です。白血球には分画といって、好中球とか好酸球
とか好塩基球、単球、リンパ球など、白血球の種類
ごとの数を調べる検査があります。どんな種類が何
パーセントあるかを調べて、何個の白血球があるか
を種類別に計算します。それが末梢血液像という検
査方法です。原発労働者も、被曝検査を定期的に受
けなくてはいけなくて、この末梢血液像を測定しま
す。その中で、異型リンパ球が多いものは被曝の影
響があると考えています。

三田先生の医院で、2011年の末から2012年の
春までに異型リンパ球が観察された患者の居住地の
データがあります。三田先生は普通の開業医なんで
すが、放射能問題については当初から発言されてい
た方です。

彼の医院に来るのは、健康な子供たちです。病気
の子供たちではありません。しかし、放射能の影響
があるのではないか、と親が血液検査を受けに子供
を連れて来たんです。すると、見かけ上は健康な子
供たちが異型リンパ球を持っていました。

ただし、異型リンパ球というのは、インフルエン
ザにかかったり、破傷風にかかったときにも増えた
りしますので、必ずしも被ばくの影響なのかはわか
らない。問題なのは、健康な子供たちに異型リンパ
球がある、ということです。

当初その子供たちの居住地はホットスポットでし
た。ところが、2013年秋〜 2014年春の検査結果
では、ひどく汚染された地域以外にも異型リンパ球
の子供たちがいる地域は広がっていました。東京全
体、私の住んでいるさいたま市でも同様です。これ
はもう危ない、と三田先生は言って、岡山への避難
移住を決意されました。

《川根さんご自身の体調、避難移住の可能性につ
いて》

私の話をしますと、私は去年３月に奈良へ保養に
来たんですね。今回は多少体調が悪い、ということ
でかみさんも一緒に来ました。

2015年、私は３回、38度の熱を出しました。そ
れまで20年近く、38度の熱を出したことはありま

せんでした。私はだいたい、高熱を出すときは身体
の節々が痛くなるか喉がものすごく痛くなって、ガ
ラガラして声が出なくなります。そのどちらかの症
状があって高熱を出す、というのが私にとっては普
通なんですけれども、一昨年の発熱は喉も痛くなく
頭痛もしないんですね。

ただ身体がフワフワして、熱を測ると38度ある。
１日半くらい寝ていると治るんです。そういうのが
３回ありました。そのうち一度は、病院でウイルス
性胃腸炎だと言われました。でも、ウイルス性胃腸
炎というのは、吐いたりものすごく腹痛を起こして
下痢をする、というのが普通です。ところが私はた
だ透明な水っぽい便がずっと出るだけでした。おな
かが痛くもない、吐き気もない。脱水症状になった
くらいです。

2015年にはクラスにもこういう生徒がいました。
38度くらいの熱が出るんだけどインフルエンザで
はない。風邪だ、と言われます。どういう子に多い
かというと、身体が弱い子ではありません。サッカ
ーの選手で、韓国遠征に行くとか、トライアスロン
のような十種競技というのをやっていて2020年の
東京オリンピックの候補選手、プラチナキッズとい
うのに選ばれる子などがいきなり38度の熱を出す。
１日２日たつと戻ってくる。インフルエンザだった
の？と聞くと違うという。原因不明でした。

あとは、宮崎から転校してきた子も。宮崎では高
熱なんか出したことはないのに、さいたま市に来た
ら年３回くらい高熱を出したと言っていました。

こんな話を野呂美加さんにしたら、「川根さんは
熱何度出た？」と聞かれました。38度と答えたら、

「惜しかったわね。39から40度出るとガン細胞が
死ぬのよ」と言われました。

だからなんらかの体調の異常は起きているんじゃ
ないかと思って、去年は３日間休みがとれればとに
かくさいたま市を離れるようにしました。年３回く
らい。１回はこの奈良県に来ました。あと岐阜県の
中津川市。そんなことで昨年１年間は、一度も38 
度の熱は出ませんでした。

周りは倒れてます。特に職場ではインフルエンザ
が猛威をふるい、８クラスのうち３人の担任がイン
フルエンザに倒れました。去年の４月がピークでし
た。入学式という子供に対面するときに、主任クラ
スの先生がインフルエンザにかかって休みました。
ありえないことです。部活動の顧問をされている先
生でした。

年度末にその部は側溝の大掃除をやるんです。先
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生が休むということがちょうど６年前の４月８日
と、去年2016年の４月８日にぴったり重なりまし
た。そういうことから私はさいたま市で生きるとい
うことも厳しいなと思っています。

では私は避難をしないのか、と。
私は避難ではなく、かみさんの調子も悪いので、

近々移住したいと思っています。私にはやりたいこ
とがあります。そのときは中学校の教師を辞めま
す。保養所を建てたいんです。

ベラルーシでは、年間４万人くらいの子供たちが
保養に行っています。国のお金です。３歳から18
歳くらいかな。ベラルーシ国内で50カ所くらいの
保養所があります。

よもぎ蒸しってみなさんわかりますか？　韓国
の、ダイエットやお肌がきれいになると言われてい
ます。縦１メートル50センチ、横１メートルくら
いの箱に入ってよもぎの葉っぱで蒸気をあげて蒸さ
れるものです。ベラルーシの保養施設ではこれと似
ている、二酸化炭素風呂というのをやるんです。箱
から子供が頭を出して、首から下は二酸化炭素風呂
です。それをやるとたくさん汗をかいて、血行が良
くなる。

セシウムはメインは尿から、そして汗から排出さ
れます。たくさん汗をかくほどセシウムは出て行き
ます。

あとは岩塩風呂。岩塩でできた壁があって、水が
流れている水風呂です。そこに入って深呼吸をす
る。ウランやプルトニウムが怖いのは、呼吸で吸い
込んで肺の奥に入ることです。PM1、つまり直径
１マイクロメートル以下の粒子が最も危険です。肺
はたくさんの気管支に分かれていますが、その先は
ブドウの房のような、肺胞という粒々の形をしてい
ます。そこで空気中の酸素と、血液中の二酸化炭素
を交換するということが行われていますが、直径１
マイクロメートル以下の粒子は、この肺胞の奥まで
入ってしまいます。それより大きいと咳き込んだ
り、繊毛運動といって、ものを外に出す仕事で排出
されますが、小さいと入ってしまう。するとそこに
くっついたままアルファ線を出して細胞を壊し、肺
ガンの原因になる。岩塩風呂に入って深呼吸するこ
とが、ウランやプルトニウムを出す方法らしいで
す。

そういったサナトリウムを作るために、いずれ私
は教員を辞めます。かみさんを連れて、それをやり
たいなと思っています。以上です。

《岐阜の核融合実験施設の危険性についてどう思
われますか》

核融合実験によって出されるトリチウムの量は非
常に微量だとは思うんですが、トリチウムとは、簡
単に言うと水素です。水素ですが、中性子が多い水
素です。中性子が陽子に変身するときにベータ線と
いう電子を出します。ベータ線しか出さないのがト
リチウム。
「原発村」の人たちは、このベータ線の電子のエ

ネルギーは非常に小さいから人体にはあまり影響な
いんだ、という言い方をします。ところが、水素と
は水の材料なんですね。我々の体の60パーセント
以上は水からできています（胎児は90%）。

DNA も必ず水素結合していますから、DNA にも
いろんな場所で水素があります。これがベータ線を
出すと何に変わるかというと、ヘリウムです。水素
でくっついていたものが、その部分がヘリウムに変
わりますから、切れます。簡単に言うと、DNA だ
とか、いろんな場所が、細胞膜の一部分まで含めて
穴が開いたり切れてしまうということです。トリチ
ウムが私たちの体に取り込まれたときに、どんなに
危険か。

放射線防護委員会（ICRP）の理論はトリチウム
はエネルギーが低いから大丈夫と言っているにすぎ
ない。トリチウムが我々の生きている体の中に入っ
てきたときどんな振る舞いをするか。それを実験で
突き止めるのはまず無理です。ただし、トリチウム
汚染があるところには子供のガンが増えるという研
究報告がいくつかありますので、やはり非常に危険
だろうと思います。

トリチウムとは実験が失敗して漏れる、というの
ではなくて、実験をやり続けている間、恒常的にト
リチウムを出すということです。玄海原発でもそれ
が問題になっています。

六ヶ所村の再処理工場を2018年までに完成させ
る、という話になっています。原発に反対していら
っしゃる方は多いかと思いますが、実は原発だけ止
めようとしたって、原発は止まりません。2011年
に野田政権が一旦原発ゼロ政策を言いましたが、そ
の政策はあっという間に潰れました。なぜか。それ
は、アメリカとの日米原子力協定があるからです。

世界の核保有国はどこもプルトニウム抽出をやっ
ています。アメリカも中国もロシアもやっていま
す。北朝鮮もやって、核保有国になりましたけれ
ど。
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日本は、非・核兵器保有国です。世界で、非・核
兵器保有国でありながら使用済み核燃料の再処理で
プルトニウム抽出の権利を持っているのはたったひ
とつ日本だけです。それを認めているのが日米原子
力協定です。アメリカが日本にプルトニウム抽出を
許可している。それが来年 2018年７月に、有効期
限が切れます。この協定を保持すれば、日本は使用
済核燃料からプルトニウムを抽出し続けることがで
きるのですが、この協定を破棄すれば、日本はプル
トニウムをすべて返して再処理をやめることができ
ます。

青森県六ヶ所村には日本中のあちこちの原発から
運ばれた使用済核燃料があります。プルトニウムを
抽出するまでの、一時的な処置として預かっている
だけなので、原発をやめたら、すべての使用済核燃
料をそれぞれの原発に戻さなければならない。日本
中の原発がとんでもないことになるんですね。保管
する場所がありませんから、「トイレなきマンショ
ン」、という形でずっと動かしているのですから。

そして日本が原発をやめるとなると、使用済核燃
料からプルトニウムを取り出す必要がなくなりま
す。それでも日本がプルトニウムを抽出するという
ことは、核兵器を作る意志がある、ということを世
界中に表明することです。それが来年７月に迫って
います。

六ヶ所村の再処理工場を動かす、と言っています
が、そんなことはやめるべきだし、日米原子力協定
は破棄すべきです。そして、アメリカにプルトニウ
ムを差し上げればいい。イギリスにも。日本が本当
の意味で非・核保有国になればいいんです。これ
は、日本は決して核兵器を作らない、という宣言に
もなります。北朝鮮に対して、日本は核ミサイルを
持たないよ、さらにはアメリカの核兵器も入れない
よ、だから北朝鮮も核ミサイルをやめてくださいと
いう話ができるようになる。だけど日本がいつプル
トニウムから核兵器を作るかもしれない能力と条件
を持っていながら、北朝鮮の核実験だけ禁止しろな
んて都合のいい話をしています。

六ヶ所村の再稼働は実はそういったことと絡んで
います。やはりプルトニウム抽出をやめる、という
ことが原発に使わないということであり、では今ま
でにたまったプルトニウムをどうするかというと、
二足三文で売ればいいんです。日本から出すべきで
す。それを日本はまだ持ったままです。六ヶ所村の
再処理工場を動かして、原発も動かして。それが日
本の現状です。原発に反対するんだったら、日米原

子力協定もやめにしなければならない。
最もトリチウムが出るのは、この使用済み核燃料

を切ったときです。大量に出ます。よく、トリチウ
ムは宇宙線が当たって水がトリチウムに変化するも
ので、自然界にあるものだという言い方をします
が、とんでもない。その何倍もの量が一つの核燃料
を切っただけで出ます。最もたくさん出たのは大気
圏内核実験のときだったんですけれども、現在では
加圧水型原子力発電所を動かしたときと、もっとひ
どいのはプルトニウムを取り出すために使用済み核
燃料を切ったときに大量のトリチウムが出ます。

そういったことにつながるような、岐阜県の核融
合実験施設でもトリチウムが日常的に出る。量その
ものは、原発に比べて低いと思いますね。ただ、７
月７日までの月曜から金曜、15分置きにやると言
っていますから。３月７日から岐阜県土岐市でもう
行われています。

この核融合実験施設でまたもう一つ厄介なことが
あります。これは今までの加圧水型・沸騰水型原発
ではだめだ、では次は核融合だ、というもう一つの
エネルギーを作り出すための実験につながるもので
すから。また「原発村」が彼らの利権を守るため
に、目新しい核融合施設で発電もできるんだよと宣
伝するためにやっています。そういう点もまた問題
だと思います。10

《小中学生に対する放射能関連の教育について
小中学生（義務教育中で）に対して副読本 11 など

を使い、放射線・放射能の教育が大阪（特に堺市）
でされるようになっています。親の問い合わせをシ
ャットアウトして、隔離してなされていると聞きま
した。このような教育は全国的にはどのような動き
でしょうか。そうした市のやりかたとは逆に、先生
方はこの世代に対して授業の中あるいは課外でどの
ような教育をされていますか》

副読本というのは実際にご覧になったことがある
方が少ないのではないかと思います。文部科学省が
2011年に配った副読本がいつできたか、といいま
すと、2010年にできています。2030年までに日
本のエネルギーの50パーセントを原発でまかなう、

10　トリチウムの環境動態
阪上正信 核融合研究　第 54 巻第５号 1985 年 11 月解説　より
| トリチウム | 内部被ばくを考える市民研究会
http://www.radiationexposuresociety.com/archives/3434
11　新しい放射線副読本 : 文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1344732.htm
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という方針が出ていて、そのために放射線教育をや
るということが2010年から動いていて、できた副
読本です。

そして「財団法人・日本原子力文化振興財団」に
丸投げをした副読本が最初にできました。

とんでもない内容で、福島第一原発の事故に一切
触れず、エックス線やレントゲン、ジャガイモの芽
が出ないようにするための放射線照射、そういった
放射線の有効性についてだけ触れたものです。

ところがその後で2014年にできたのが、この副
読本です。この副読本を作るために私は文科省と交
渉しました。横浜の教員と一緒に、「放射線教育を
考える会」というものを作りまして、こういったこ
とを入れろ、ああいった内容を入れろと交渉しまし
た。だからこの副読本にはほんのすこしですけれど
もいいところがあります。保養の話が少し入ってい
ます。そして、この副読本は他の団体に丸投げする
のではなく、文科省の担当者が、自分が全部書くと
言っていました。その方はある大学教授に、保養に
ついて１時間半のレクチャーを受けています。

そして、福島の郡山市の子供たちの話で、放射能
で汚染されたところから離れて、心身ともにリフレ
ッシュする移動教室、という名前で保養のことがこ
の副読本の中で紹介されています。
「福島県の未来を担う子供たちの育成に向けた取

り組み」、「この福島県の子供たちは日常生活に大き
なストレスを抱えています。子供たちがより良い環
境のもとでのびのびと学んだり遊んだりしながらリ
フレッシュを図ることはとても重要です」というこ
とで、移動教室に参加しています。

もう一つは、最初に放射能汚染地図を載せろと交
渉しました。事実として原発事故があったではない
かと。これでは原発事故がなかった国の副読本じゃ
ないかということで批判したところ、ちゃんとこう
いった放射能汚染マップが載りました。ですから、
この副読本を使って、ちゃんと放射能教育をやれば
いい。

ただし、この副読本の問題は国の安全基準 100
ベクレル /kg までは安全だから食べろという内容
になっているところです。だからこの副読本を使い
ながら放射能汚染の実態を学び、移動教室などの保
養が必要なんだ、ということを教えながら、100ベ
クレル /kg 以下でも危険なんだよという授業がで
きることが最も理想です。

今年の２月に、新潟で組合の勉強会があったんで
すね。理科教育の分科会で私が子供たちを放射能か

ら守る放射線教育をやろうと提案をしました。２年
前にも同じテーマで発表をしています。ところが、
私が埼玉県のにんじんの汚染のことだとか、ネコジ
ャラシの奇形のことを話して、こういったことをみ
なさんご存知でしたか？と、30人くらいいる司会
者、共同研究者、発表者に聞いたら、誰一人手が上
がらないわけですよ。簡単に言うと、今日お話をし
た内容が初耳だった人ばかりです。ですから議論が
成り立たない。これが今の、組合レベルでの理科教
育の実態です。

横浜では放射線教育を理科の教員だとか担当者を
集めてみっちりとレクチャーをしました。５年前、
2012年の２月。なぜか。横浜でセシウム汚染牛肉
が学校給食で出たからです。多いところでは３回使
われてしまった。なんでセシウム汚染牛肉が使われ
たか。学校に食材を納入している業者に日本ハム系
列があり、それが警戒区域内の牛肉を大量に学校給
食に横流ししたからです。そのために、汚染牛肉を
３回くらい食べさせられた小学生がいる。セシウム
汚染牛肉のことで保護者から抗議や質問がくる、批
判がある。なので、このくらいのセシウムは安全で
す、という内容で、横浜市の教員を集めてレクチャ
ーをやりました。100ベクレル /kg までは食べても
大丈夫なんだと。それが横浜市の実態です。

福島県ではどういった教育が行われているかとい
いますと、「カリウム詐欺」の授業です。

天然の放射能で、カリウム40という物質があり
ます。バナナ１本食べると、13ベクレルくらい入
っています。体重60kg の大人で、体内に4000ベ
クレルはカリウム40の放射能が入っています。

どうですか、そう聞いて。バナナにも放射能が入
っている。バナナを食べて寝られますか？　バナナ
を食べすぎるとガンになりますか？　カリウムをた
くさん取りすぎてガンになったとか、甲状腺ガンに
なったとか聞きませんね。
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カリウム40とセシウム137、ヨウ素131。これ
らは同じ種類の放射線は出します。ベータ線、ガン
マ線。でも人間に対する影響は違います。私は、天
然放射能は安全だと思っています。安全だというよ
りは、安全にするように、生物はいろんな工夫をし
ている。例えば、カリウムというのは、カリウムの
中に0.01パーセント、放射線を出すカリウム40と
いう物質があります。カリウムっていうのは、細胞
を作るために絶対必要な成分です。細胞膜を作りま
す。我々の体じゅうカリウムだらけです。そのカリ
ウムの何パーセントかはカリウム40といって放射
能を持っているのですが、このカリウム40の出す
ベータ線やガンマ線から我々の DNA を守らなくて
はいけない。DNA とは生物の体の設計図ですから。
そのために生物がやっていることっていうのは、そ
の場所にとどめない、ということです。

長い時間ずっととどめておくと、ベータ線、ガン
マ線が出ますね。その近くにある DNA を傷つけて
しまいます。とどめなければいいのです。どうやっ
ているか。

細胞死、アポトーシスといいますが、細胞が自動
的に死ぬメカニズムが私たちには備わっています。
で、細胞が死んで空きができます。それを埋めるた
めに横の細胞が細胞分裂をして新陳代謝をするわけ
です。

私たちは、食べ物を食べながら、同時に新しい細
胞で体を新しく作っています。みなさん、うんちは
何だと思っていますか？　食べ物の食べかすだと思
っていませんか。うんちは 80% が水分です。残り 
20% の内訳は、40% が腸の粘膜細胞がはがれ落ち
たものなんです。そして消化されなかった食べかす
が 20%。そして、あとの 40% が、１日24時間で
細胞がどんどん死んでいって新しい細胞ができるの
で、体のあちこちの死んだ細胞です。

そうすることで細胞は同じ場所にカリウムをとど
めない工夫をしています。だいたい２年間たてば私
たちの体を作っている原子は全部入れ替わる、と言
われています。

だから安全な場所で、安全な空気、安全な水、安
全な食べ物を食べて保養すると、子供たちの体は新
しい物質に入れ替わるので、セシウムが少なくな
り、健康を取り戻すことできるのです。

それを福島の放射線教育ではカリウム40を持ち
出して、こんなに放射能があるんだからセシウムは
このぐらい大丈夫、という教育が行われています。
それが福島県の実態です。

ほかの都道府県はどうか。副読本を使わずほった
らかし。放射線教育なんて理科の先生は知らない、
というのが実態です。そして埼玉県のさいたま市に
変わった教員がいて、そいつだけが放射線教育をや
るべきだと言って、セシウムの健康被害、1.1ベク
レル /kg でも危険だと言っている、というのが実
態です。

ただ、今回２月に新潟に行ってうれしかったの
は、２年前に私の発表を聞いた千葉の先生がいて、
以前私が持って行った岩波書店の『調査報告・放射
線被害の全貌』という500ページくらいある本を
読破して授業をしたということでした。しかし、そ
の授業後、子供には事情はよく理解できましたが、
保護者から抗議が来た。あれ食べちゃだめ、この産
地はやめてくれ、と子供が言うんです、と。その先
生は、僕の授業を聞いてないから保護者にはわから
ないんだよね、と言っていました。

だから私も、実は中学校３年生の最後の授業でこ
の放射線防護教育の授業をやります。1.1ベクレル
/kg 食べても危ないと。ウランやプルトニウムが舞
い散っているような場所に行くと、ほんとうに子供
が奇形になるような内部被ばくをする危険があると
いうことを、給食が終わったあとの３年生の授業で
やっています。

学校給食はどこの都道府県の自治体でも、基本、
地産地消なんですよ。埼玉県は埼玉県産小麦で学校
給食のパンやうどんを作っています。で、埼玉県産
の牛乳です。だからこの授業は日常的になかなかし
づらい。私は食べてないし飲んでない。子供たちは
日常的に食べてるし飲んでいる。決定権は子供たち
にはありません。保護者にあります。保護者が理解
しないと、この現状は変えられません。

ずっと私は保護者に向けて、この地域の食材は学
校給食に使ってはいけないと言い続けているんです
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が、なかなか変わらない。保護者の運動が成果を結
んでいない、というのが現状です。

《流通や再稼働などで、ますます汚染が広がる中
で、私たちがこれからどうしていくべきか、どう子
供を守っていくべきか、先生の見解をお聞かせいた
だきたいです》

まずは、手をつないでほしいということです。あ
と、行動してほしい。行政を動かしてほしい。その
ためにやはり学んでほしいと、私は思っています。

私は「命のバトン」ということを考えています。
自分の遺伝子をまず守る。そして、子孫の遺伝子を
守る。私と、私につながる子供たち、孫たち、それ
につながる子供たちの遺伝子を守るということが大
切だと思っています。

放射性物質は、ほんのちょっとでも有害だと思っ
ています。100ミリシーベルトなんてでたらめで
す。福島を食べて応援、というのも間違いです。き
のこ、山菜、川魚は産地を調べないと危険です。

奈良ではまず食材の産地に気をつけてください。
栗、さつまいもは関東、東北産です。恵那栗、とい
うのは岐阜ですね。こちらは栗の産地はどこです
か？　丹波栗がありますか。丹波栗以外は食べない
くらいでないと、全部、茨城県産ですよ。サツマイ
モは千葉県産、茨城県産、埼玉県産です。シェアが
非常に多く、安いです。レンコンはまず茨城県産。
産地をよく見てください。

結局、関西の食材が関東に行っています。そして
関東の食材が関西に来ているんです。スーパーに行
って、安い野菜があって産地が書いてなければ聞い
てみてください。ほとんど関東産のはずです。向こ
うで売れないものがこっちに来ているんです。

被災地の応援は、保養
の支援や食材の支援でや
ってほしい。そのために
は放射能汚染地帯の実態
をよく学んでほしいと思
います。

そして、原発の再稼働
を止めるしかない。伊
方、川内。ここをまず止
めるしかない。大きな地
震が来そうです。そして
高浜原発が狙われていますので、ここの再稼働を止
めるべきです。

基本は、汚染地図の色がついていない地域のもの
を学校給食の食材にするべきです。

これは子供たちにも学ばせないといけない。小学
校、中学校、高校で。色がついた地域の食べ物を食
べるということは、徐々にだけれど身体の中に放射
性物質がたまっていく、ということだと。

食べるということは、命をいただくということで
すから、自然の中で命のありかたを考えて身体に良
いものをとってほしい。農薬、遺伝子組み換え、合
成保存料、果物の防腐剤。そして放射性物質と。大
手チェーン店、スーパーで安く買えるものは、まず
基本的に疑ってください。

産地のわかる食材で、家で食事をしてください。
ミネラルをたくさんとってください。ミネラルにつ
いて「食品と暮らしの安全 12」が冊子 13 を作りまし
た。

セブン−イレブンのお弁当、ワタミの「まごころ
御膳」という仕出し弁当に入っているものをすべて
分析しました。１検体の分析に数万円かかっている
と思います。

それらはカリウム、銅、亜鉛といったミネラルの
含有量が推定平均必要量に比べてすべて低いです。

推定平均必要量というのは、安全値ではなく、こ
れを満たさないと100人中50人が病気になる数値
です。それの30%、20% 以下しかありません。

簡単に言うと、セブン−イレブンのお弁当を１日
３食食べると病気になります。それが平気で売られ
ている。さらに放射能が加わっている。

カリウムにはセシウムと似た性質がありますの
で、カリウムをきちんととっていればセシウム摂取
量は減りますが、カリウム不足の身体にはセシウム
は入って来やすいんです。

カルシウムとストロンチウム90はよく似ている
ので、ストロンチウム90はカルシウム不足の身体
に入って来やすい。カルシウムをちゃんととってい
れば入りにくい。ミネラルをきちんととるというこ
とは、放射性物質が入りにくい身体になるというこ
とです。

福島のみならず、東北・関東の子供たちの保養を
ぜひとも進めてほしいと思います。被災者支援者、

12　NPO 法人「食品と暮らしの安全基金」が発行する月刊誌。食品と
暮らしの安全 | 月刊誌ご案内
http://tabemono.info/gekkan/gekkan.html
13　『心身を害するミネラル不足食品』
食品と暮らしの安全基金発行、2017 年２月、1080 円
食品と暮らしの安全 | 月刊誌バックナンバー '17
http://tabemono.info/gekkan/back17.html
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友人の輪を広げて、つながりを強めていただきた
い。

すべての原発を廃炉にするためには、脱原発派の
都道府県知事を出すことが必要です。鹿児島の三反
園知事みたいな裏切りもありますので、本当に吟味
していただいて、行動そして学習を。

子供たちが安心して暮らせる未来を準備していき
たいと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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〔補遺〕

「講演で言い足りなかったこと」として、後日、
川根さんより以下のメッセージをいただきました。

１．セシウム137で1.1ベクレル/kgで健康被害

ウクライナでは、非汚染地帯と呼ばれるところで
も、住民に頭痛、鼻血、めまい、足や関節の痛み、
などが出ています。

25人中１人が足痛を感じた村の食品の汚染はセ
シウム137で1.1ベクレル /kg でした。1.1ベクレ
ル /kg の食品を数年間（５年以上か）食べ続けて
いくと、上記のような痛みを感じます。
（編集より。川根先生の別の講演で使われた資料ですが、

関連しますのでつけさせていただきます）
ノヴィ・マルノヴィッチ村　住民25名
10年生、11年生（15歳〜 17歳）と父母
●足が痛い人１人（11歳から）
─この子は

「頭が痛い」「自律神経失調症」「鼻血が出る」でも手を挙
げた。キノコはよく食べる。

●頭が痛い人18人（72%）
●自律神経失調症の人５人（20%）
●鼻血が出る人13人（52%）
●風邪をひきやすい人12人（48%）
●風邪でよく学校を休む人８人（32%）

コヴァリン村 キリレンコ・ナスチャち
ゃん（14歳）

手足の痛みで寝られなかったナスチャ。
肺に腫瘍も。キノコ、川魚を禁止し、放
射能の少ない肉・牛乳を提供する「食事
プロジェクト」。2012年11月から2013
年３月まで実施。「手足が今は痛くなくて、

いい感じ。肺の具合も良くなって、以前あった詰まった感
じがなくなり、呼吸しやすくなりました」。

２．日本の核武装計画と原発

日米原子力協定が破棄または更新されるのは、
2018年７月。日本が原発をやめようとした、2011
年９月野田政権。１カ月もしないうちに、日本の原
発ゼロ政策がなしになったのは、アメリカの要望。

「日本が原発をやめたら、使用済み核燃料からプル
トニウムを抽出する権利は放棄するのか？」と。
MOX 燃料を作るから、という名目で日本は使用済
み核燃料からのプルトニウム抽出を IAEA によって
認められています。IAEA、事実上はアメリカです。
世界広しと言えども、核保有国（米ロ英仏中）以外
で、使用済み核燃料からプルトニウムを抽出する権
利を認められているのは、日本だけ。

なぜ、日本か？　アメリカが日本に原爆を投下し
た、その代償に原発を輸出。逆に、アメリカの核戦
略を、原爆被害国である日本が支持するという取引
を行っているからです。

更に、日本の保守層には、いつかは日本も核兵器
を持ちたい、という願望があります。

アメリカから、米核戦略の支援要請、日本の保守
層の独自核武装論、この二つを解決することなしに
は、日本のすべての原発の停止はありえないので
す。

３．次に原発事故が起きるとしたら、どこか

1979年アメリカ・スリーマイル島原発事故。初
めての核燃料溶融事故。メルトダウン。

化学肥料を生徒の家庭
に提供、カリウム複合
肥料でセシウムを抑制
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1986年ソ連　チェルノブイリ原発事故。１基の
原発が爆発炎上。火事は10日間続いた。

2011年日本　東京電力福島第一原発事故。４基
の原発が爆発。放射能の大量放出は３月12日〜３
月25日までの約15回。 ─フランス IRSN14

７年、25年置きに世界を汚染する原発事故が起
きています。平均16年。現時点で東電福島第一原
発事故から６年目ですから、あと10年前後で世界
を震撼させる原発事故が起きる危険性があります。
それはどこかと、ちくりん舎の方々と話したことが
あります。

川根は、2020年までに原発をアジアに100基作
るとする中国 15 か、日本と同様原発事故隠しが行わ
れている韓国か、エネルギーの50% を原発でまか
なっている原発大国フランスか、といいました。

ちくりん舎の青木一政さんは、「いやいや、福島
の事故をまったく反省もしないで原発再稼動してい
る日本が一番危ない。地震も多いし」と。

もし、日本がもう一度、深刻な原発事故を起こし
たら、日本は大量に放射能汚染されることは間違い
ないです。それも西日本だったら……。

川内（１、２号機稼働中）、伊方（３号機稼動中）、
玄海（今夏再稼動か？）、高浜（今年５月から再稼
動工程か？）、大飯（今年８月から再稼動工程か？）。

２度の原発事故が日本で起きたら、日本は世界中
の使用済み核燃料のゴミ捨て場になるのではないで
しょうか。使用済み核燃料の処分場はどこにもでき
ていません。スウェーデンとフィンランドが最終処
分場の建設地を決定していますが、建設しているわ
けではありません。

世界の原発国が使用済み核燃料の最終処分場を探
しています。その中、二つの原爆を投下され、福島
に次ぐ原発事故で汚染された日本、そして年間20
ミリシーベルトまで住民を住まわせることができる
国。これほど最適な国はない、となるのではないで
しょうか。

そんな話が持ち上がるまでに、日本は日米原子力
協定を破棄し、持っているプルトニウムをアメリ
カ、イギリスなどに譲渡すべきです。独自核武装の
夢を捨てるべきです。そうでなければ、原発をやめ

14　放射線防護・原子力安全研究所（Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire、略称：IRSN）
フランスが 2002 年に組織した原子力安全と放射線防護を目的とした商
工業的公施設法人。
15　『アジア諸国、今後 20 年間で原発 100 基を新設へ。うち中国は
56 基―在大阪中国総領事館』
http://www.recordchina.co.jp/b69829-s0-c20.html

られない、そして、いつかまた、原発事故を繰り返
すことになるでしょう。

奈良・市民放射能測定所　４周年記念講演
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