
100mSvで0.5% 癌死リスクが高まる
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年間被ばく線量平均

0.15μSv/hの土地に住み、毎日20Bqのセ
シウムCs137を１年間摂取したら
大地 0.6 + 食品 0.1 = 0.7

追加
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日本
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日本は、通気性のいい家に住むためラドン吸引による被爆が少ない。魚介類やその内臓
を食べるためポロニウム摂取の被爆が多い。医療被爆は世界平均の6倍。

2100mSvの被ばくでガン死リスクが0.5%高まる
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被ばくの形態
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プルームが頭上を通るときは、放射性物質の付着、吸引、照射に注意
プルームが通り過ぎた後は、地面からの照射、飲食物摂取の被ばくに注意



粒子の降下 vs ガスの通過または照射
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急激に上がって急に下がる場合と
すぐ下がらない場合がある

なぜか？



観測された空間放射線量率

1号機爆発 3/12/15:36 3号機爆発3/14/11:01 4号機爆発3/15/06:14 

➢ 県内８箇所で１時間ごとに空間線量を測定

➢ 南相馬といわきでは通過し、福島市と飯舘村では定着

➢ 通過／定着の理由は放射性希ガス（キセノン・クリプトン）

か、粒状（ヨウ素、セシウム）かと降水の有無による

15th 6PM
Fukushima12th 9PM

Minamisoma

15th 4AM
Iwaki

Iitate

Iitate

１号機ベント 3/12 14:30 

2号機が15日大放出の原因
とするのが定説だが、３号
機が原因とする説もある
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放出ルート推測：内陸への降下は12日と15日

15日11AM
44μSv/h

15日6PM
24μSv/h

12日5PM
900μSv/h

15日3PM
12μSv/h

12日の汚染は1号機から、15日の汚染は2号機（通説）または3号機から
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空間線量率の推移
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避難地域の変遷

2017年4月2016年7月
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セシウムの動態

セシウム137は土壌表面にとどまる
有機物に付着したセシウム

粘土鉱物に付着したセシウム水溶セシウム

強風下では土とともに空も飛ぶ
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燃えない

フレコンバッグ1400万㎥を搬入し中間貯蔵

分別施設 土壌貯蔵施設

減容化施設

2018 – 1.8 百万m3

2017 - 0.5百万m3

中間貯蔵施設に搬入する除染土量計画

計14百万m3

焼却灰

2019 – 4百万m3



中間貯蔵施設に30年保管
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帰還困難区域周辺で基準を超える可能性がある食品
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基準値を超えることもある 普通に基準超え

帰還困難区域境界の
ユズ

タケノコ コシアブラ マツタケ

130Bq/kg 20000Bq/kg

日本の放射性Cs基準
一般食品100Bq/kg
乳児用食品50Bq/kg
牛乳50Bq/kg
飲料水10Bq/kg

世界のCs基準
USA 1200Bq/kg
カナダ1000Bq/kg
EU 1250Bq/kg

セシウムCs137を摂取すると90日で半減する
100Bq/kgの食品を1kg食べると生涯で1.3μSv内部被ばくする



日本の商用軽水炉 as of February 2019

4  –事故廃炉
17  –事故後に廃炉決定
3  –事故前に廃炉
10  –再稼働
3  –建設中
23  –停止中
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• 双葉病院では、338人の入院
患者のうち45人が避難のため
に死亡

• 双葉厚生病院でも７人が死亡

原発事故の困難性：要介護者を助けられない

サンライトおおくまでは９０
人全員が避難できた
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双葉病院事件・・・避難で40人超が死亡

双葉病院では避難により41名の患者が死亡した。また、事故の 1 
か月後、4 人の患者が病院で死亡しているのが発見された。

地震発生時、病院には 338 人の患者と 149 人のスタッフがいた。
209 人の患者は自力で歩けたため、3 月 12 日にバスで避難した。
14日午前には34人の患者がバスで搬送された。 3月14日夜、 90 人
の患者が残っていたが、 2号機が非常に深刻な状態であったため、
彼らは患者を残したまま避難した。自衛隊が翌朝、患者90人を発
見し、16日0時半までに運び出した。

3 月 16 日までに 21 人の患者が死亡し、 3月末までに約20人が死
亡した。 4月に病院で4人の遺体が発見された。一人の患者が行方
不明。
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原発災害のダメージ
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何がいちばん残念？
＜物語＞

narrative

• 反原発のために福島を利用する人

• 福島が不幸であればあるほど喜ぶように見える人

• 福島の悲劇をねつ造して金を稼ぐマスコミ

• 弱者救済はウケる→弱者と悲劇をねつ造・強調



家族と地域の崩壊が最大の被害

17

家族が崩壊 ３世代同居が分散して高齢独居、高齢夫婦世帯が増加

地域が崩壊 少数の高齢世帯だけ帰還し、集落が消滅の瀬戸際

福島で甲状腺がんが50倍増

放射線障害は遺伝する

３号機の粉じんで南相馬のコメが汚染

福島のモミの木で奇形が多発 自然放射線より人工放射線は毒性が高い

医療被ばくは有益だが無駄な被ばくは有害

福島に来ると鼻血が出る

国・県・東電はウソつき

猪と豚が交配して強大なイノブタが発生

福島は安全 福島は住めない

ストレス＝健康被害 みんな論争に疲れた



人口減少が最大の課題

14,200→4,300

21,400→1,900

7,100→0

11,500→380

15,900→2000

8,000→4,200

300→140

380→200

1,500→470

6,500→1,500

1,200→350

避難12市町村で88,000人の人口

2022年6月で15,500人

避難指示ない地域が過半の南相
馬市でさえ６５歳未満人口が激減
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南相馬市の人口
2018 &2011



福島で甲状腺がんが50倍に増えたというが

19チェルノブイリは被ばく感受性のグラフと一致

年齢別
被ばく
感受性

福島は震災前の甲状腺がん症例分布と一致

震災前

甲状腺がんの
年齢別分布



甲状腺がんの発生と汚染濃度の関係もみられない
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全部の子どもたちを検査したから甲状腺がん症例が増えた

甲状腺がんは生命にかかわることがまれな癌で全員検査はすべきでないとの勧告がある

結婚できないかもと心配して生きる子どもと親御さんがかわいそう

学校での半強制的な検査でなく、希望者のみの検査に切り替えてほしい



震災前SPEEDIで避難区域を設定し避難訓練していた
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事故進展を予測
原子炉の圧力、温度、
排気塔の放射線量な
どのデータをSPEEDIに
伝送 ERSSの事故進展予測データを元に、気象庁の風予報と

地形データに照らして放射性物質の拡散を予測。
震災前はSPEEDI予測で避難区域を設定し訓練していた

事故前に想定されていた
SPEEDIの役割

SPEEDI予測

に基づき避
難指示区域
を決定



今回事故時はERSSからのデータは来なかった
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事故時、原子炉の圧力、
温度、排気塔の放射線
量などのデータは取れな
かった

１時間に１ベクレル漏れ出たと仮定
して予報を作成



３月１２日

9AM
３月１２日

10AM

３月１２日

11AM

３月１２日

12AM

３月１２日

4PM

３月１２日

3PM３月１２日

2PM

３月１２日

1PM

３月１２日

5PM
３月１２日

6PM
３月１２日

7PM

３月１２日

8PM

9AMベント指示

3:36PM 1号機爆発2:30PM １号機ベント

17.08μSv/h 
南相馬で観測

県に届いたSPEEDI定時予報のFAX→避難に活用しえないのは明白

双葉町で900μSv 23



このSPEEDIは逆推定であって予測じゃないよ

24これは実測した放射線量に基づいて３月２３日に逆推定し作図したもの



SPEEDIを避難に活用するのは無理
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原子力保安院平岡次長
◆ ３１１のときSPEEDIを使えないのはわかっていた
◆ １０年近く前からSPEEDIは実際には役に立たないだろうと気づい
ていた（しかし、多忙で見直しする暇がなかった）

◆ 役に立たないものを役に立つようなふりをして避難訓練してい
たのが誤りだった

ゼロリスクを求める大衆の声に応じて平時につくるシステム

実戦で試行錯誤や失敗ができないものは役に立たない

• COCOA
• J アラート
• 地震予知（311後に予知はできないとして警戒宣言を断念）
• ミサイル迎撃システム



安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム）の服用

安定ヨウ素剤は甲状腺に先乗りして放射性ヨウ素が入りにくくする

放射性ヨウ素の摂取時間とヨウ素剤服用時間・・・その効果
摂取24時間前から摂取直後に服用・・・90%抑制

摂取後8時間に服用・・・40%抑制

接種後24時間に服用・・・7%抑制

ヨウ素剤服用は原則１回限り

ヨウ素剤は72時間ですべて体外排出される

服用量
13歳以上・・・2丸100mg

3-13歳未満・・・1丸50mg

1月-3歳未満・・・32mg

新生児・・・16mg

副作用

稀で懸念の必要なし

保存期間

3年だが、10年でも影響少 26

原価10円程度のもの
原発3km圏内の住民用には
備えられていた

外国ではサプリとしても販売

飲むタイミングがわからないか
ら毎日飲むべき。連続服用は
原子力規制委員会が認めると
きとされるが、避難者がその
判断を知りえないこともある



震災を経験して思うこと

• 平時のヒマなときに考えた「できもしない対策」で本当
の危機は乗り切れない
＝詳細すぎる防災マニュアルはおそらく機能しない

• 震災の態様と深刻度は震災により大きく異なる。今必要
なことはなにかをその時にその場で判断して動くことが
重要＝簡単ではない

• 福島県は発災最初の数日間、災害対応業務を担当部に担
わせた→大規模災害なら即座に全庁体制にすべきだった

• 完璧は望むな。片手片足を失っても命を残せるように考
える
→原発の完全な防波堤は建設不可能。「津波はない」と
逃げずに、空冷式非常用発電と冷却系モーターだけ用意
し、電源盤の水密化をしてほしかった。
→予測によって放射能汚染から完全に逃げ切ることは不
可能。ある程度の汚染を容認して、汚染を最小限にすべ
き
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