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シリーズ企画「３．１１大震災」 

福島原発事故と健康被害について 
児玉龍彦 東京大学アイソトープ総合センター長 

 
２０１１年９月３０日 

 

衆議院厚生労働委員会（７・２７）で、｢放射線の健康への影響｣について参

考人として説明に立った。週末、南相馬で除染活動に携わる、放射線の専門

家の立場から、国の対応の誤りや問題点を怒りを込めて指摘した。 

住民などの手による妊婦、子どもを守るための緊急除染に続き、専門家や企

業が行う家屋、田畑、森林などの恒久除染になるわけだが、その方法や人工

バリア型での保間場などについても紹介してくれた。除染の基本は総量を隔

離して減衰を待つしかないが、結局、場所は当該地処分しかないと思うとも。 

当初、SPEEDI の結果を公表しなかった政府責任、環境省の知見、認識不足

を指摘し、もっと民間の専門家の協力をもとめるべきだ、と主張した。報道

についても厳しい見方を隠さなかった。質問に答える形だったが、｢実は、国

会へまいったのは、マスコミに対する怒りからです｣と明かした。 

現場で、この問題に継続して関わっている一人の科学者としての立場での発

言、主張は真摯なもので、説得力もあった。それどころではないことも想像

できるが、それだけに専門でない人間（プレスも含め）にも、もう少し寛容

になって説明や啓蒙をしてもらえればありがたいとも思った。 
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児玉教授 きょうご説明したい内容は、福

島原発事故がどういうものであったかという

ことから始まりまして、健康被害の中で、どう

いう人を守ることをまず中心にしなくてはい

けないかについてです。 

除染というので、最初は緊急避難的な除染を

やったのですけれども、私はそれは最初から本

当の除染ではないということを申しあげてま

いりました。放射性物質を取り扱う上で、一般

の環境ごみと違う、ちょっと特殊な点がありま

す。それをご説明しながら、恒久除染というこ

とをいっています。汚染された国土をどのよう

にきれいにしていくか。 

いまご覧いただいているのは浪江の 20km 圏

の常磐自動車道の延伸工事部分です。これが大

体できあがっているのですが、ここの再開通の

ために、線量の測定に行ってとっているところ

なのです。山も空も森も抜けるように美しいと

ころです。これがかなりすごい量の放射線で汚

染されて、現在、人の住めない地域になってい

るわけです。 

国土というのは先祖から我々が受け継いで、

子どもたちへ残していくものです。非常に困難

な事業でありますが、どのようにしてきれいな

国土を取り戻すか。この美しいところに、ちょ

うど右下のほうに牛が何頭かいるのがみえる

と思いますが、そこに牛の子どもが野生に戻っ

たように生まれて、すくすく育っています。で

すけれども、ここの牛に、どういう放射線被害

があるかというのはよくわかりません。 

それで、これから私どもがここの地域を除染

していくときに、どういうことが問題になるか

ということをいろいろ考えていきたいと思い

ます。 

最初に、福島原発事故というのが何であった

か。私、国会で申しあげました。この問題を扱

うときに、政府がなぜ失敗したかということを

もう一遍反省してみたいと思います。現行の放

射性物質の規制法というのは、私どもも 30 年

ぐらいこれを扱っているわけですが、汚染や何

かが起こったときは、総量は少ない。ですから、

放射線密度、何マイクロシーベルトだとか、そ

ういうのをいえば、大体問題ないというふうに

考えられていたわけです。今回の場合の事件は、

全く違うということをまず申しあげました。 

 

放射性セシウムは広島原爆の 168 倍 

 

これは、セシウム 137など、それまで自然に

ないものが、広島原爆のウランに直しますと

20 倍、熱量で計算しますと 29 倍、政府発表で

いくと、放射性セシウムは広島原爆の 168 倍放

出されたということになっています。 

セシウム 137 は、よく 19 世紀ワインの鑑定

に用いられます。と申しますのは、1945 年の

核実験までは、地球環境中に放出されていなか

ったものであります。一番有名なのは、アメリ

カのジェファーソン・ボトル事件です。19 世

紀ワインとして流通されていたものの鑑定が、

セシウムが出たことによって否定されたので

す。19世紀まではセシウム137は自然にない。

それが広島原爆、それからその後のビキニ環礁

や、ソ連のツァーリ・ボンバ、中国のシルクロ

ードでの核実験などによって、地球上にかなり

出された。そして、それとはけた違いに多く、

今回、日本の国土にまき散らされた。 

これは特にマスコミの方にもお願いしたい

んですが、いろんな汚染事故が起こったときに、

「農家は強い責任感を」というような社説がた

くさんみられました。しかし、これは全く実情

に合っていない。環境に非常にたくさんのもの

が出ますと、それがどこで濃縮されるかという

ことを予測するのは、現実的にほとんど不可能

です。ですから、総量としてすごいものが出て

いるということを前提に、きちんと食品や土壌

の汚染を確かめ、それを除去するようにしなけ

ればなりません。除去の基本は、総量を隔離し

て減衰を待つというのしかない。それをご理解

いただかないと、今回の事態を正しく報道して

いただくこともできないのではないかと懸念

しております。 

そこで、なぜ子どもと妊婦の保護ということ

を国会でも申しあげたかということでありま

す。 
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子どもと妊婦の保護が第一優先 

 

放射線の人間の細胞に対する影響について、

2000 年以降、知見が劇的に変わってきており

ます。昔は、人間の染色体というのは複雑過ぎ

てよくわからないというものだったのですが、

いまは 30 億塩基対のすべてがわかっています。

そして、放射線被害が起こりやすいのは、細胞

が分裂したりしているところです。要するにＤ

ＮＡが 2本鎖を組んでいるときは、放射線によ

る切断などに比較的強い。けれども、それが 1

本になり 4 本になっていく過程があるわけで

すね。その 2本が 1本になったときには、放射

線に対する感受性というのはものすごくふえ

ます。 

それで、これは子どもとか胎児、それから大

人ですと増殖の盛んな髪の毛や白血球や腸管

の上皮というのが問題になる。脱毛、貧血、下

痢、こういうのが問題になる。 

それから、もう一つご理解いただきたいのは、

ゲノムが解かれてからよくわかってきたんで

すが、最初、放射線によって 1個ヒットがあっ

ても、それががんになるには 30 年ぐらいかか

る場合が多いということであります。このこと

がすごく事態を難しくします。かつてアスベス

トという問題がありました。私の患者さんで亡

くなってしまった方は、アスベスト除去にかか

わっていた方です。アスベストにかかわってか

ら20年とか30年かかってからがんになるとい

うために、非常に事態が複雑になりました。そ

れは、放射線被害においても同じです。 

私、国会で、一生懸命放射線の内部被曝の研

究をしていると申しあげました。なぜかと申し

ますと、私の仕事は、抗体医薬品というのに放

射性物質をつけて、がんの治療に当たるという

ことであります。 

それで、ここに 3つの写真がありますが、こ

れはアメリカの研究者のものを、わかりやすい

ので持ってきたのですが、免疫不全のネズミに

人間の大腸がんの細胞を肝臓に転移させるモ

デルがあります。一番右側は、従来の抗体医薬

品を打ちますと、肝臓への大腸がんの転移が防

げませんために、たくさんぶつぶつ出てきて、

肝臓がんだらけになります。 

それで、この抗体に、β線を出すイットリウ

ムというのをくっつけますと、これが非常によ

く抑えられます。ですけれども、完全には抑え

られません。それで、一番強い細胞を殺す効果

を持つのは、α線を出す放射性物質です。これ

を出すと、完全に転移したがん細胞をやっつけ

ることができます。 

私どもも、α線を使うものが一番がん治療薬

にいいんじゃないかと思って、いろいろ調べま

した。しかし、結論的にいってダメでした。昔、

日本とドイツでトロトラストというα線を出

す薬が人間に使われたことがあります。そうし

ますと、20 年から 30 年たって、ものすごい数

の肝臓がんや肝硬変や白血病が起こっている。

ですから、α線核種は使うことができない。 

それからもう一つは、がん細胞に与える影響

をみますと、α線は（細胞表面から）0.08mm

しか影響がありません。β線は 2mm しか影響が

ありません。こういうのでみますと、内部被曝

というのが放射線の影響で一番問題であり、そ

の場合、α線が最も強く、β線が次で、γ線と

いうのはかなりたくさん当てない限り問題な

いということがわかってまいります。 

さらに、それに続いて、私ども、チェルノブ

イリでのがんがどのように起こるかというこ

とを検討いたしました。1986 年の事故後、1991

年ごろに現地にお医者さんが行ったときに、日

本とアメリカの研究者は「ネイチャー」に論文

を寄稿して、86 年以前の統計データがないも

のは信用できない、と書きました。そして

4,000 人の甲状腺がんの子どもが出た後で、

2005 年に初めて低線量の被曝でも甲状腺がん

が起こるということが認識されました。これで

は、実際の事態の子どもや妊婦を守るというこ

とに全く役に立たないのではないか。ですから、

21 世紀の我々は、もっと違ったやり方を求め

られています。 

それでは、甲状腺がんの起こるメカニズムで

一番大事なのは何か。先ほどいいましたように、

放射線はＤＮＡを切断します。このＤＮＡを切
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断したときに、従来は修復機構があるから、低

い線量では問題がないのではないか、というこ

とがいわれてきました。 

しかし、2007 年に、日本人の Tanaka 

Hisashi(Fred Hutchinson Cancer Research 

Center 所属)先生という方が、切断後に、

inverted repeat という再帰的な配列がありま

すと、修復が誤って両側に遺伝子をつくってし

まう、パリンドローム増幅という変異があると

いうことを、人間の細胞で証明されています。

これが実際にチェルノブイリの子どもの甲状

腺がんでもみつかっております。チェルノブイ

リでふえた 4,000 人の子どもの中の――実際

にここで調べたのは 40 例ぐらいだったと思い

ますが――3～4割の子どもに染色体の7911と

いうところが、普通 2個しかないはずの遺伝子

が 3 つになっているという現象が証明されま

した。 

普通、我々は父親と母親から 1つずつ遺伝子

をもらっているはずであります。ところが、切

れた後の修復でエラーがあると、父親か母親か

の片方が 2 コピーになってしまいますので、3

コピーになってしまう。今日では、これが甲状

腺がんの子どもにかなり、チェルノブイリだけ

の例にみられておりますので、放射線障害の一

つの足跡ではないか、というふうに考えられて

おります。 

実はこの問題が深刻なのは、甲状腺がんを引

き起こす、最初のヒットを起こすヨウ素 131

の半減期が 8日だからです。ということは、主

たる健康被害は最初の 8日間に起こります。 

 

最初の 8 日間でのヨウ素１３１被曝 

 

私は現在、南相馬の支援に行っておりますが、

最初の 8 日間の間に南相馬の住民のかなり多

くが避難しろといわれて、浪江や飯舘に避難い

たしました。しかし、その後、9日目ぐらいに、

ＳＰＥＥＤＩという予測機械の結果が発表さ

れましたところ、浪江や飯舘に一番放射線のヨ

ウ素が拡散していた。そして、予測されていた、

と。 

私のもう一つの仕事は、スーパーコンピュー

タによる薬の設計ですが、私の使っているのと

同じタイプのスーパーコンピュータがＳＰＥ

ＥＤＩに使われております。事情はよく存じて

おります。地震と停電の危機の中で、私どもも

スーパーコンピュータを動かすのに非常に苦

労をしておりましたが、ＳＰＥＥＤＩも完全に

動くように技術者は全力を挙げて努力をし、デ

ータを出しておりました。 

ところが、128 億円かけて国費でつくられた

ＳＰＥＥＤＩの結果は、発表されませんでした。

そのことに対して、後で政府から、私が最もび

っくりする言い訳文書が出てまいりました。Ｓ

ＰＥＥＤＩに入れるべきデータが足りなかっ

た。私どもは、データが足りていたら、それは

実測といいます。いまの予測のデータというの

は、少ないパラメーターの中でいかに正確にす

るかということで、スーパーコンピュータその

他を使っています。人間で及ばないところを確

立するために使われております。 

こうしてすでに多数の子どもがヨウ素 131

に被曝してしまっている可能性がある中で、そ

れが人為的なエラーに基づいて、人為的な責任

に基づいて起こっているときに、今後は、それ

以上の放射線被曝を子どもと妊婦に決して及

ぼしてはならない、というのが科学者の責務だ

と私は思いました。 

ここに映しているのはちょっと前のデータ

になるのですが、私どもがやっているゲノム全

体の解析というのは、どういうふうにやってい

るかというと、染色体の 1 番から 22 番、Ｘ、

Ｙまですべての遺伝子につきまして、そのコピ

ー数を同定するやり方を開発しております。ま

た今回発表された、ウクライナ、ミュンヘン、

ロンドン、ハマースミスのグループも同じやり

方でやっています。 

スクリーンの画像の上が対象地区の子ども

の甲状腺がんで、下がチェルノブイリの子ども

の甲状腺がんです。放射線によらない甲状腺が

んと、チェルノブイリの甲状腺がんのコピー数

変異の起こり方の違いを示す場所を探します。

そうすると、1カ所だけ、7911というところだ

けに、上は真っ白で、下は緑がある。こういう
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変異が出るという格好で特徴的な差異がわか

るということであります。 

では、甲状腺がん以外のその他のがんという

のは、どのようなものが出ているかということ

を私どもは調べました。国立の日本バイオアッ

セイ研究センターの福島昭治所長という――

日本の中で化学物質の被害に対して最もすぐ

れた研究者――の意見もうかがいました。非常

に物静かな方で、ほとんどご自分からは発言さ

れない方ですからご存じない方も多いかもし

れないですが、現在、化学物質の人体における

影響というのは、この方が一番日本で権威とい

っても過言でない科学者であります。人格も高

潔な方で、私も個人的に非常に尊敬しておりま

す。 

その福島先生は、セシウムは尿から出て安全

だといわれているけれども、化学物質で尿から

出るというものはかなりのものが尿路系にさ

まざまな障害を起こすので、尿路系のものをき

ちんと調べてみたいといわれました。 

しかしながら、尿路系のデータをきちんとと

るというのは非常に難しいものですから、ウク

ライナのお医者さんと相談されて、前立腺肥大

――がんの患者さんを入れてしまうとまた複

雑な問題があるということで――良性の前立

腺肥大の患者さんの手術をやるときに一緒に

とれてくる膀胱の上皮というのを検討される

という作業を始めた。一般に私どもが研究をす

るときに、血液をとるというのは比較的簡単に、

最大 1 万人まで集めることができるのですが、

膀胱の上皮を集めるというようなことをやる

となると、これは非常に大変です。 

 

セシウム１３７の病理組織学的な検討 

 

それで、福島先生たちは、現地のお医者さん

と協力して、500 例までこの組織を集めました。

これは、恐らく時間的なものからみても、二度

と行えないような貴重な病理組織学的検討で

あります。病理学の世界というのを、我々は“最

後の審判”といっております。いわゆる「白い

巨塔」で、外科の財前先生と内科の里見先生が

争うときに審判を下すのが病理の大河内先生

という図式だったのはご存じのとおりです。人

間の組織をみて判定されますから、ある意味で、

病気のことわりをみるうえで最も大事なもの

になります。 

そこで、福島先生たちは驚くべきことを発見

されました。驚異的な数で、増殖性の膀胱炎と

いうのが、6 ベクレル/リッターと微量ではあ

りますが、汚染が長期間続いている住民にみら

れた。前がん状態が広範囲に起こっている、と

いうことを示されたわけであります。 

この福島先生たちの作業は、恣意的な作業で

はありません。化学物質の専門家が、尿から排

出されるという場合になぜ問題かというと、腎

臓の糸球体というものから化学物質が排出さ

れますと、大体その多くは尿路系の上皮で再吸

収されまして、また血液に戻ります。そして、

尿中に出るのは 100 回ぐらい循環した後だと

いうのが、この専門家のみているセシウムや何

かの代謝です。ですから、尿路系の上皮に問題

が起こるということを予測されて、実際にどの

ようなことが起こっているかをみるために、

500 例の膀胱組織を現地のお医者さんを回っ

て集めて、それがこういう結果になっている。 

この数値をみたときに、私、愕然としました。

ちょうどそのころ、日本じゅうの母乳を検討さ

れた 130 例の研究班の結果というのが出てま

いりまして、福島とか二本松のお母さんの母乳

の中に 2～13 ベクレル/リッターの汚染がある

ということが報告されました。これは 15 年た

ったら、増殖性膀胱炎が起こったという前の研

究のグループ 1と全く同じレベルであります。 

ですから、国会へ参ったときに、妊婦と子ど

もを守るために、私どもはやはり緊急のことを

しなくてはいけいなのではないかというふう

に思いました。 

放射性物質をご理解いただくときに、半減期

という問題が一番大きいのです。放射性物質か

ら身を守るためには、隔離して半減期を持つと

いうことが基本になります。放射性物質は化学

物質と違いまして、化学反応によってこれを解

毒するということができません。放射性物質は
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実際にどうやってなくなっていくかというと、

ヨウ素 131 は 8 日で半分、16 日で 4 分の 1 で

す。一月で大体 10 分の 1 になります。そうす

ると、そのまま消えてしまうのではなしに、二

月で 100 分の 1、三月で 1000 分の 1 というふ

うになります。 

いま問題になっているセシウム 137 は 30 年

で半分ですから、60 年で 4 分の 1、90 年で 8

分の 1、100 年で大体 10 分の 1、200 年で 100

分の 1、300 年で 1000 分の 1 ということです。

1960 年代の核実験によって日本の国土という

のは一時250ベクレル/kgまでなっていました。

それが、さまざまな科学者や反核の運動の成果

として、大気圏中の核実験が禁止されて、現在

は 10～20 ベクレル/kg となっています。 

今回まき散らされた地区では、5000 ベクレ

ル/kg 以上のところは、一応耕作禁止となって

いるのです。そういうところが 10 ベクレルと

なるためには、100 年、200 年という期間、待

たなくてはならないということになります。 

 

緊急除染と恒久除染を区別して 

 

くり返しますが、除染というのはどういうこ

とかというと、まず基本的な問題として、緊急

除染と恒久除染というのを分けて考えるべき

です。緊急除染というのは、子どもとか妊婦が

こういうものに接触してしまう可能性を回避

するために、そういう人たちと接触しないよう

にする、いわば緊急作業であります。本格的な

病気の治療みたいなものではありません。恒久

除染というのは、専門家や企業が行い、コスト

が非常にかかるものです。 

また除染を住民主体で行うためには、住民に、

一つは自分の家と地域がどうなっているか、も

う一つはどのような除染技術があり、どう除染

するかということが明らかになっていないと

できません。 

除染の原則というのは、一言で申しあげます

と、隔離して減衰を待つということであります。

環境中の土や水や森林にまかれた放射性セシ

ウムを、環境中に残しておけば、水で洗い流し

ても別のところへ集まります。 

ご存じのとおり、カドミウムによるイタイイ

タイ病というのは、鉱山がカドミウムを水で洗

い流した後に田畑に行った二次被害として発

症しています。 

ですから、我々が幼稚園を水で洗った場合、

セシウムが農業用水に多く流れておりますと、

それは本当の意味での除染ではありません。で

すから、土の中へ埋めるというのも、本当の意

味の除染ではありません。これは環境から隔離

して、そうしておいて、100 年待てば 10分の 1

になります。200 年待てば 100 分の 1 になり、

300 年待てば、現在の、福島原発以前の日本の

国土と大体同じレベルになるということであ

ります。 

私ども、南相馬へ行きまして、まず最初に発

見しましたのは、測定してみますと、地域で放

射性の汚染というのが全くばらばらであると

いうことでした。南相馬の場合は海側が津波で

やられておりまして、山側に放射線が多い。海

が東で、山が西側であります。ところが、政府

の避難区域というのは南北で切られています。

20km 以下のところは立入禁止、20～30km のと

ころは学校は休校、病院は休診、30km 以降の

ところへ学校やなんかを移しなさいというこ

とでした。南相馬へ行って、真っ先に教育委員

会から訴えられたのは、こういうことでした。

20km の海側の線量の低い学校から、1,700 人の

子どもが毎日、100 万円のスクールバス代を払

って、30km 圏のやや山側に近い、線量の高い

学校に移動するということを、政府によって強

制されているということでした。 

私はアイソトープの専門家として、このよう

な事態をすぐ内閣総理大臣に報告いたしまし

た。その後、曲折がありましたが、細野担当大

臣が奔走されて、そういう事態を回避するとい

うふうになった。本日、20～30km 圏の緊急時

避難準備区域は解除されております。 

現地へまいりましたら、もう一つ、この 20

～30km 圏というのが住民に非常に複雑な対立

を巻き起こしておりました。参議院の国会質疑

で、当時の海江田経済産業大臣と、東京電力の
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清水社長が強制避難のところは補償します、と

いう答弁をされております。これが政府の公式

見解かどうかはまだ定かではありませんし、細

野大臣は、いや、現在避難している人は戻るま

で補償はちゃんとしますということをおっし

ゃっていらっしゃいますが、住民の中に非常に

大きな分裂をつくっておりました。子どもを避

難させるより、すぐ学校をやれるようにしてほ

しいという親と、いや、いま補償が出ているか

ら何とかやれている、補償がなくなったら困っ

てしまうと言う人たちがいたわけです。 

 

健康被害と補償問題は分けて議論を 

 

それで、国会で話したとき、補償の問題と健

康被害の問題をすぐ分けて、この避難のあり方

と補償の問題は分けて考えていただくように

お願い申しあげました。が、残念ながら、今日

まで、この健康被害の問題と補償の問題という

のを、さまざまな格好で分けて議論して、健康

被害の問題にまず対応できるようにする、とい

うことはなされておりません。 

それで、南相馬へまいりまして私どもがとり

ましたのは、自分たちが避難してほしいとか、

自分たちが除染しますというのでなしに、市長

と相談しましたところ、小さい子どもを守るた

めの施策をやってほしいということだったの

で、教育委員会の要請に従ってやるという態度

を東大のアイソトープセンターはとりました。 

それで、教育委員会からの要請で、測定をし

て除染をするということを指導してほしいと

いうことだったので、測定をいたしました。そ

ういたしましたところ、今度は、同じ一つの幼

稚園の中でも、校庭が 1マイクロシーベルトで、

滑り台の下は 5～10マイクロシーベルト、屋根

の上は 33 マイクロシーベルトというようなば

らつきがありました。 

そのころ、文科省では、1マイクロシーベル

トのところはどうするか、20 マイクロシーベ

ルトのところはどうするかという議論が行わ

れていましたが、いまの幼稚園は一体何マイク

ロシーベルトといったらいいのでしょうか。 

私は、科学者というのは 4つのことをすべき

だと思っています。第 1番目に、事実を正しく

住民に伝えること。2番目に、その意味をわか

りやすく伝えること。第 3番目に、自分の意見

を決して強制しないこと。第 4番目に、住民の

自主的な判断を応援すること。 

いま、行政や科学者の一部にある態度、マス

コミの一部にある態度、さまざまな社会運動家

の中にある態度は、こうした原則を逸脱して、

自分たちの見方から、こういう方策が正しいと

いう議論が非常にたくさん行われています。し

かし、現地に入りますと、住民の願いや希望と

いうのは全く違ったところにあるという事実

にすぐ気づかれると思います。 

最初に除染した鹿島幼稚園に先週行ってま

いりましたが、校庭が 5.8 ミリから 0.8ミリま

で下がっております。しかしながら、教室の中

が 1.2 ミリぐらいと、まだ下がりが悪い。それ

は、先週行ったときに、屋根に上って線量計を

下へ向けてみますと低いのですが、上へ向ける

と高い。屋根もまだ 0.5 マイクロシーベルトと、

落ちが悪い。ですから、屋根をやらなくてはい

けない。緊急除染で土を変えたり、いろいろや

りました。ですけれども、それは次の除染のス

テップへ、やっぱり慎重にやっていかないと、

本当に子どもと妊婦を守るということには、ま

だまだ課題がある。だけれども、緊急除染によ

って黒くインクがまかれたような地域に、子ど

もが安心できる白い点をつくれたと、私どもは

思っております。 

最初は、いくつかの南相馬の幼稚園だけやっ

てもどうかと思っていたんですが、教育委員会

の方たちがあっとう間に南相馬のすべての幼

稚園や小学校の除染をやりました。そして、南

相馬だけではなく、福島でも、あらゆるところ

で除染が行われました。 

さらに、私どもがびっくりしましたのは、柏

や流山や我孫子、こういう東京近郊のまちでも

除染というのが行われました。主にお母さんた

ちが中心になって、学校に要請し、学校の先生

がそれを受けて――そのときに文科省は、それ

まで 1 ミリシーベルトだった基準を 20 ミリシ

ーベルトに上げるということをやっていまし
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た。お母さんたちが動いたときに自治体が動き

ました。6市は、その除染費用を東京電力にい

ま請求しております。そういう中で、文科省は

突然また、20 ミリシーベルトを 1 ミリシーベ

ルトに下げました。 

ですから、南相馬や福島で始まった、汚染し

た地域の中に小さな点をつくるということが、

小さな点から除染ができるということを住民

に確信を与え、それが東日本じゅうの汚染地域

に一気に広がったという驚くべき現象を私ど

も目撃しました。それに引きずられるように、

教育委員会、市、政府が次々と基準を変えると

いうことが起こるのを目の当たりにいたしま

した。これが緊急除染のスタートであります。 

 

住民による除染のために情報開示を 

 

いま問題となっておりますのは、長期の除染

のステップであります。先ほど申しあげたよう

に、この除染というのが住民の生活に深くかか

わるとすると、除染というのは住民により主体

的に計画が作成されるべきものであります。そ

うしますと、住民が判断するためには、まず自

分の家だけではなしに、自分の住んでいる地域

がどうなっているかという情報が正確に与え

られることが必要です。それから、どのような

技術がどのように有効で、どれくらいかかるか

ということが正確に与えられる、そのうえで初

めて住民主体の計画が作成されます。 

恒久除染になりますと、住宅地、畑、森林の

除染、特に汚染物の除去をどうやって隔離をす

るか。そして、保管法。きょう申しあげたいの

はコンテナ埋め立てと、人工バリア型保管です。 

まず、住宅の除染について述べたいと思いま

す。子どものいる住宅での除染の目標は、一応

いま現在のところ、さまざまな関係者が一致す

るのは、室内で 1年に 1ミリシーベルト以下と

いうのを目指すという基本的な到達目標があ

ります。ところが、現実には 1回の除染で 50％

程度です。 

いまハウスメーカーとご相談しているので

すが、ハウスメーカーのつくる屋根というのは、

金属と、それ以外になります。寒冷地はかなり

金属のものが多いので、これは落ちがすごくい

いです。ところが、福島では、大体金属のもの

とそうでない、その他の材質が五分五分です。

先ほど申しあげた幼稚園の屋根はその他の材

質のほうへ入るものであります。 

本当の除染をやろうとすると、それを建てた

建築業者と、それから材質に詳しい方のノウハ

ウがないと、有効なものができません。これは

二本松市がゼネコンやハウスメーカーに聞い

て作成した二本松モデルです。敷地 60 坪、建

物 2階建て 30 坪、庭 30 坪、駐車場、コンクリ

ート 10 坪で、見積もりが 560 万円というのが

出てきております。費用の内訳をみますと、実

際には囲いをつくって除染をする費用は 230

万円ですが、その他の調査費 40 万円、それか

ら放射性汚染物の廃棄物処理 140 万円、作業員

の管理・安全など 60万円など。 

我々の東京大学においても、例えばある部屋

をアイソトープ施設で使っていて、それを除染

する場合、大体倍掛けでみます。2,000万円で

除染工事ができると、放射線の安全管理その他

が 2,000 万円かかって、4,000 万円。このモデ

ルもコスト構成の内訳をみると、大体直接費用

が 230 万円なのに対して、その倍かかるという

結論です。 

 

田畑の土壌汚染への対応は 

 

次に、田畑です。田畑は、現在、表面に近い

土壌汚染にとどまっておりますので、そのまま

剥離して保管するのが線量削減にいい。さまざ

まな田畑からのセシウムの回収方法というの

がいわれるのですが、実際にはセシウムは原子

炉の中で気化したものが雲となって、さまざま

なところへ拡散し、それがエアロゾルとなって

雨と一緒に落ちて、そして 2つの形態で存在し

ています。1つは、水溶性のものと、もう 1つ

は路上の中のケイ酸塩に結合しているもので

あります。このケイ酸塩は粘土層に非常に多く

あります。粘土は 2ミクロン以下の非常に小さ

なサイズの二次鉱物で、このケイ酸塩のところ
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にセシウムがスポッとはまってしまいますの

で、一度ついてしまうと非常に離れにくい。 

土壌についたものを田畑でどう評価するか

というときに、現在はトータルで何ベクレルと

いう格好がいわれていますが、これが主に食物

に移行するのは、水溶液中のセシウムです。で

すから、総量でみましてもダメで、要するに、

水に溶けたセシウムがどこに入り込むかによ

って、田んぼごとに全く違う様相を呈します。

一つの田んぼの中でも全く違う。何が問題かと

いうと、粘土にくっついたセシウムでなしに、

水の中に溶けているセシウムの動態の追跡と

いうのは非常に難しい。ですから、いま問題と

なっているお米の問題でも、二本松では、土壌

調査で、3,000 ベクレルだったところで、500

ベクレルのセシウムが出ております。 

富山新聞によりますと、金沢大の名誉教授が 

飯舘村の土を持っていって調べたところ、セシ

ウムがもみのほうに出てしまって、わらより高

いぐらい出ているというような報告もある。そ

うすると、結局、入口のほうで規制するだけで

はどうも無理で、出口のお米を全品検査するし

かないと思っています。 

それで、田畑の除染を進めながら、同時に食

品の測定というのが一番問題になる。食品に出

ておりますものを分析しますと、当初はヨウ素

131 やテルル 129 も検出されていましたが、半

減期が短くて、現在では検出できません。 

検知器には 3 つの種類があります。1 つは、

ゲルマニウム半導体検知器を使うもの。これは

スペクトラムをみるために使われますので、実

際には長いスペクトラムを全部追いかけてい

きますから、非常に時間がかかります。結晶の

シンチレータを使うものでは、ＮaＩシンチレ

ータとＧＢＯシンチレータという結晶の種類

で、2 種類あります。ＮaＩシンチレータにつ

いては、富士電機がすでに段ボールで 12 秒の

検出器をつくっております。ＧＢＯ検知器とい

うのは、人のがん検診のＰＥＴに使用されて、

γ線の検出に最も高い感度を示しますので、現

在、島津製作所がこれを用いて、10 秒間で 30kg

の米袋を検出できる機械を開発中であります。

この機械が 10 台あれば、二本松市の生産する

1 万トンの米を 10 日間で測定できますので、

このことを、私ども、経団連と経済同友会にお

願いしました。いずれも積極的に進めるように

参加企業に対応を勧めてくださるということ

で、経済界も前向きに現在検討してくださって

おります。 

 

汚染地域の 7 割を占める森林への対応は 

 

次に、森林です。森林は、汚染地域の 7割を

占めます。循環を繰り返しまして、チェルノブ

イリのケースでは想定よりセシウムの減少ス

ピードが遅いということが考えられています。

そこで、私ども、三菱化学の方々と、それから

王子製紙の方々と検討したのですが、一番いい

のは、大体 30 年ぐらいで計画的に樹林を伐採

して、焼却処理とともに、バイオマスとして持

続可能な林業のための林道基盤整備などをす

る。フィンランドでは、再生可能エネルギーの

2割から3割を森林バイオマスでやるというこ

とで、森林の中にバイオマスプラントをつくる

ということをやっております。そういうことを

やるというのが、福島の森林の解決に一番いい

のではないだろうか。 

その場合、林道をつくるけれども、ガードレ

ールはつくらない。だから、いままでの基準と

違う林道にするとか、それから、植える木をス

ギ、ヒノキから広葉樹にするということが必要

だと考えられています。 

時間の関係がありますので、以下、ちょっと

はしょらせていただきます。 

住民の要請によりまして、常磐高速道の測定

をいま、ずうっとやっておりますが、常磐高速

道の延伸工事はすでに終了しております。これ

は比較的遮蔽と除染が簡単にできます。それか

ら、かつてのＪＣＯ事故の反省から、原発から

6km 離して通っておりますので、原発直近の常

磐道と常磐線の開通はなかなか早期には難し

い問題があるのと比較しまして、早期に開通で

きます。 

保管場に関しては、東大での経験で、ほかの

場所へ放射性物質を移すということに対する
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住民理解は得るのが非常に難しい。私の経験は、

1950 年代にビキニ環礁事件で洗浄に使われた

ものが東大構内の中庭にあったのですが、90

年代になりまして、文科省の指導により、それ

をドラム缶に移しました。最初、10 本の予定

が、掘れども掘れども出てきて、ドラム缶 200

本になりました。その当時、どこも引き受けて

いただけずに、東大病院の駐車場の地下の洗濯

場であったところに置いて、かぎをかけて先端

研に移った、というのが、私の経験であります。 

そういうところから、仮置きではなくて、長

期管理できるようにして当該地処分、個人家庭、

事業所、田畑ではコンテナか容器に入れて、自

治体では人工バリア型の保管場に入れるとい

うことが基本だと思っています。 

コンテナについて、ひとこと申しあげておき

ますと、コンテナの日本最大のメーカーは、日

本フルハーフです。日本フルハーフの方の検討

によりますと、20 フィートのコンテナが一番

いい。日本の道路では、24 トンまで可動が可

能なので、土を 20 トン入れると 1.2ｍですか

ら、高さの低いコンテナができます。このコン

テナですと、いままでの汎用のＩＳＯ規格のす

べてのコンテナ移動設備が使えます。20 トン

の 1.2ｍですと、船積みや何かでも倒れないよ

うなものですから、地震が来ても大丈夫な格好

で 9個まで積めますので、敷地の 1％を当てれ

ば、これを置くことができます。 

 

人工バリア型での保管 

 

保管に関しましては、人工バリア型というの

を、これは世界で 1,000 の文献と 600 の特許が

ありますが、地球快適化インスティテュートの

山口祥司先生ほかがすべての文献をみまして、

これが最適であるとしています。要するに、セ

シウムのように比較的低レベルのものの保管

に関しましては、人工バリア型の保管場で、上

から水が入らないような設備を置き、下から水

が流れないような設備とする。さらに、立ち入

りは禁止だけど、住民が見学可能にして、出て

くる水を必ずチェックできる、水チェックシス

テムをつくる。こういう人工バリア型保管場に

するのが一番いいだろうというふうに考えら

れています。 

そうした例は、アメリカ、フランス、日本、

すべてのところであります。ただし、日本で現

在ある低レベルの廃棄物処理センターである

六ヶ所村には、ドラム缶 300 万本分しかありま

せん。これは 12 ㎞ 2で 10 ㎝の土を取ったら終

わりです。南相馬で、いま概算で 70 ㎞ 2 必要

だということになりますと、六ヶ所村 5つ分の

処理場が必要になるということになります。私

の考えでは、やはり当該地処分の格好でいくし

かないのではないかと思っています。 

これらの困難な除染活動を行うためには｢技

術力｣が決め手になります。日本は、世界最高

の環境技術力を持っております。例えば、南相

馬で相談しておりますと、東レの人からは、1

日 50 万トンまでの水のセシウムを除く施設は

簡単にできるという回答をいただいておりま

す。ですから、よく「森林から出てくる水の処

理は不可能です」ということが安易にいわれて

おりますが、必ずしもそうではない。南相馬の

場合には、森林から出てくる水はいったん用水

池にたまっております。そこから農業用水と工

業用水が出ておりますので、それはコントロー

ルが可能です。こうした日本の最高の環境技術

はそのほとんどが民間のものであります。 

横浜で、例えば汚泥の処理というのが出てま

いりました。あそこの汚泥の処理の計画が出ま

したが、埋立地に行くということで否定されて

しまった。あの計算というのは、実は私どもと

一緒に研究会をやっている仲間が行っており

まして、一応遮蔽は十分にできているのです。 

私どもが勧めましたのは、あの水を完全に除

いて、バリア型であるということをはっきり住

民にみせて、同意を得ないと無理ですよ、とい

うことを申しあげました。が、横浜市は一応そ

のまま行くということで、環境省が 8,000 ベク

レル以下は決めていいということだったので

す。それまで 100 ベクレルだった基準を、事故

後に突然 8,000 ベクレルという数値をいった

ために、住民の理解が得られず、いまペンディ

ングになっています。 
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人工バリア型の処分場の場合、ご理解いただ

きたいのですが、処分場ごとに捨てられる量は、

濃度ではなくて、総量で決まります。ですから、

何マイクロシーベルトのものを捨てていいで

すよという格好ではなしに、お考えいただくと

すぐわかると思うんですが、この処分場には総

量でどれぐらいの放射性セシウムが埋められ

ます、ということしか決まらないです。それが

この処分場の上限を決めます。 

放射性物質の総量が問題で、環境から隔離し

て減衰を待つということが問題のときに、だれ

でも考えればすぐわかるのですが、いま非常に

愚かなことが、さまざまな焼却場でもやられて

います。環境省が 2つの線引きを設けたために、

本当はきちんと焼却して、焼却場はセシウムの

ところをブロックするフィルターがついてい

ますから、汚染物の量を一番きちんと焼けば減

らせます。ところが、減らすと線量がふえるた

めに捨てられない、という間違った考え方が出

ております。私、環境省には放射性物質のノウ

ハウが全くないと申しあげましたのは、具体的

にはこの人工バリア型処分場と、そこにある基

本的な考え方を理解していないということで

あります。 

最後に一つだけ申しあげたい。かつて日本は

250 ベクレル/kg の放射性物質の汚染に見舞わ

れました。そのときに、猿橋先生という立派な

科学者が、アメリカの第一人者、世界的権威か

ら否定された技術を持ってアメリカに渡り、6

回の公開実験を行い、太平洋の海水が 100 倍汚

染されている、ということを世界の常識にかえ

る立派なお仕事をなされました。 

科学者というのは、世界の権威以外のことを

いっていけないということではなしに、事実に

基づいて、純粋な心で国民に正しい解決策を示

すというのが責務と思っております。以上です。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会（瀬川至朗企画委員） ありがとうご

ざいました。それでは、質疑に入りたいと思い

ます。きょうは記者会見ということですので、

ご自身の意見の披露というよりは、簡潔な質問

という形でまずお願いしたいと思います。 

 質問 3 つほど質問があります。先ほど、補

償と健康被害の問題のところをおっしゃって

いましたけれども、いま環境省で、5マイクロ

シーベルトを一つの基準として、除染を分けよ

うかという案が出ているようなんですけれど

も、これについては、どうお考えになるか。 

児玉教授 一つずつにしてください。私、

その環境省のは、すぐに撤回されると思ってい

ます。いまの事態を“お母さん革命”と呼んで

います。茨城県の守屋市の話として聞いたんで

すが、お母さんが市役所に抗議に行ったときに、

お父さんの市役所職員が出てきて、「それは私

ども、よくわかりませんので、県に聞いてみま

す、国に聞いてみます」といったところ、お母

さんが線量計を買ってきて、はかり出して、「高

いじゃないですか、だから除染しましょう」と

いった。そうしたら、先生が動いて、教育委員

会が動いて、市役所のお父さんも動いて、今度

はお父さんが東電に請求する動きになった。 

横浜がこの 9月 13 日に、汚泥を捨てると。

海に捨てると誤解された面があると思うので

すが、そうしたら、市役所が一瞬のうちにお母

さんで埋まってしまった。市の職員が答えよう

とすると赤ちゃんが泣いてよく聞こえない。そ

れで、市役所が 1時間後にそれを停止というこ

とをやっています。 

環境省が8月に1ミリシーベルトといったの

を、いかなる理由で 5ミリシーベルトに上げた

か、私はよく存じておりませんが、それはおそ

らく不可能であろうと思っております。 

質問 その不可能と思われる理由を教えて

いただけませんでしょうか。 

児玉教授 環境省がなぜもともとあった基

準を変えて、生命と健康を危険にさらすことが

できるのか。それは、おそらく従来できたのは

パターナリズム――我々が、わからない国民に

対して、決めて、ガイドラインをつくってあげ

る――という考え方に基づいていると思って

います。 

私は内科の医者ですが、この 10 年間、セカ
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ンドオピニオンということで、繰り返し考え方

を変えるようにいわれてきました。教えてやる

という目線で、例えば健康に被害があっても、

財政上不可能だから、この辺で折り合いなさい

ということをいい出しても、きっとそれは通ら

ないのではないかというのが、いま起こってい

る事態だと思うからです。 

質問 ありがとうございます。では、2点目

を教えてください。中間処分場についても、8

都県でつくられるということの方針が出され

ているようですけれども、先生が、この中間処

分場に対して求めるものということを教えて

いただけないでしょうか。 

児玉教授 私、そこら辺の言葉の定義がち

ょっと混乱しているのではないかと思うんで

す。いま問題になっているのは、いわゆるごく

低レベルと我々は呼ぶんですが、土壌とか、そ

の他、非常に低いレベルの放射性汚染物のこと

が主です。原発関係のごみのことは全然別扱い

に、ひとつ考えてください。 

ごく低レベルでしたら、先ほど申しあげた人

工バリア型の保管場というのが、世界の 1,000

の文献と 600 の特許を調べますと、普遍的なや

り方であります。いまいわれている中間とか最

終とかいうのは、実は原発の高いレベルのとき

に使われている概念です。今の事態に対して、

適切な概念をもう少し明確にするのが大事だ

と思っています。 

質問 きょうの夕方に、緊急時避難準備区

域が解除されるということなんですけれども、

この時期の解除をどう受けとめられるのか。 

児玉教授 実は 20km圏、30km 圏というのは、

私どもは放射線管理で習っている、危機管理で

は絶対やってはいけないことだったんです。危

機管理の基本は、線引きを明確にして、あいま

いなゾーンを残さないということなんです。で

すから、20km 圏というのは非常によくわかり

ます。これは原発事故があったときに、直接的

な被害が及ぶかもしれないから、避難しなさい

ということで策定されたところであります。と

ころが、20km から 30km 圏というのは、これは

原子力安全委員会が思いつきで突然出してき

たものです。しかも学校は休校、病院は休診な

どというのが想定問答集に載っているという

格好で指導されているという、一番だめな格好

の危機管理なんです。一体だれが避難して、だ

れが残るかもない。線量の測定もない。何の目

的かわからない。 

ですから、住民が全部逃げた南部の地域、住

民が残って測定や除染をやっている北部の地

域、これが一つの地域に入っています。さらに

悪いことには、海江田万里経済産業大臣と清水

正孝東京電力社長がこれを参議院の答弁の中

で補償に結びつけてしまいました。 

ですから、私の考え方では、この 20km 圏、

30km 圏なるものが出てくるようなところが、

現在の原子力安全委員会の最も無責任なとこ

ろであると、ずうっと思っております。一刻も

早く原子力安全委員会にかわる、国民の信頼で

きる、清新で、ベストでブライテストな機関を

つくらない限り……。健康被害の問題、除染の

問題、廃棄物処理の問題、これは日々判断が変

わっていくことが求められております。 

例えば汚泥にしても、どこにピークが来るか

わかっていません。それをお役所に任せますと、

一つの線引きでずうっと行ってしまいます。

20km、30km 圏だとか、8,000 ベクレルだとか

5,000 ベクレルだとか。それぞれの事態に対応

して、きちんと専門家の委員会を設けて、緊急

の、線量の高いところはどのように避難するか、

いったん避難した人が戻る場合の除染の基準

はどのようにあるべきか。こういうもののリコ

メンデーションをきちんとつくるということ

がないと、いまのご質問のように、住民の中に

混乱を招く。 

私、最初にまいったときから、この 20km圏、

30km 圏の問題で、住民の中に対立が起こって

いるのを目の当たりにみまして、ものすごく胸

を痛めてまいりました。南相馬の場合には、住

民は地震に耐え、津波に耐え、放射線被害に耐

え、さらに無定見な政策によって被害を受けて

いる、というのが私の率直な感想であります。 

ですから、20km 圏、30km 圏の問題というの

は、これにかわるべき指標をきちんとつくると
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いうことを一刻も早くやらない限り、解決でき

ない問題が残ると思っています。現行の 20km

圏、30km 圏は直ちに撤廃するべきです。 

質問 そうすると、いまの緊急時避難準備

区域が解除される、この区域全般をこの時点で

解除してしまうということ自体は、先生として

はどういうふうな……。 

児玉教授 ですから、もともとこういうあ

いまいなゾーンを設けてはいけないんです。危

機管理の基本がわかっている人であったら、危

機管理というのは、住民に、もし住むとしたら、

住んでいいけど、学校はだめです、病院はだめ

です、線量の低いところから高いところへスク

ールバスで 1,000 人移しなさい、というような

ことは絶対にやってはいけないんです。 

最初は間違いがあることはあります。最初に

間違いかあったら、直ちに改める専門家委員会

がないといけないわけです。 

質問 関東近辺で、統括地域や、東京の東

部とか埼玉でいま除染の動きが、行政を含めて

始まっていると思うんですけれども、行政のほ

うで、理由として、放射線による健康被害とい

うよりも、住民の安心にこたえるためだという

ふうな説明がされています。除染の動きが実際

に必要なのかどうか、それと健康被害ではなく

て、安心に対応するという、この行政の考えに

ついて、どういうふうにお感じになるか。 

児玉教授 私、30 年間、放射性物質にかか

わってまいりました。1ミリシーベルト以上被

曝させたら始末書を書かされます。100ベクレ

ル以上のものを出したら怒られます。何回怒ら

れてきたかわかりません。東京大学の大学評価

は、放射性物質を出すことによってワンランク

下げられました。 

なぜ、東電事故が起こったからといって、安

全基準を変えるのでしょうか。国民の安全にか

かわる新しい知見があったのでしょうか。いま

になって安全基準議論をやっているというの

は、私は全く意味がないと思っています。 

ですから、1ミリシーベルト以上は、除染す

るのが当たり前と思っております。長年、始末

書を書かされてきた身としては、それが基本的

……。そうしない限り、行政は信用されません。 

質問 いま、下水の汚泥等が焼却されて、

東京の場合は東京湾のふ頭に埋め立てられて

いるわけなんですけれども、先ほど、人工バリ

ア施設等のお話もありましたけれども、緊急避

難的にというか、いままさに集まっている放射

性物質を帯びた汚泥、これをいまどうしたらい

いのかということについて……。 

児玉教授 例えば横浜が計画をつくるとき

に申しあげたように、遮蔽計算が十分できてい

るんです。だから、人工バリア用の設計にして、

まず水をくみ出してすぐ使えば、使えるものだ

と私どもは計算しているんです。だから、設計

思想が間違っている。 

環境省は、100 ベクレルを突然 8,000 ベクレ

ルとしました。だけど、ちょっと考えればわか

りますが、1 キロ 1 万ベクレルがあったら、2

キロにすれば 5,000ベクレルですよね。そした

ら、拡散しているだけですよね。ですから、き

ちんと、人工バリア型の処分場の場合には、濃

度ではなくて、先ほどから申しあげているとお

り、この程度の遮蔽だったら、この程度の総量

までしか、ということが計算できます。それは

上に盛りつける土のカバーの量が変わるから

ですよね。それでやればいいだけの問題だと思

っています。 

そこに、例えば見学は可能だとか、水がチェ

ックできるとか、そういうきちんとした公開性

に対する担保というのはすごく大事だと私は

思っています。それで、100 年から 300年の保

管というのを主に念頭に置いて考えていくと

いうことであります。 

質問 ＤＮＡですか、切断された場合の修

復機能のお話がちょっとありましたけれども、

完全に切れる場合と、ちょっとだけ傷がついた

場合と、当然違うと思うんですけれども、完全

に切れたらこうなるとか、半分ぐらいだったら

こうなるとか、そういうのはデータみたいなも

のがあるんですか。 

児玉教授 なかなかそれが難しくて、セシ

ウムに関してはまだほとんど出ていないです。

いまゲノム時代になって、我々、一番研究が進
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み出しましたのは、先ほどのようにどこが切断

されているかということを、コピー数でみるこ

とです。パリンドローム変異という、inverted 

repeat という反復配列が反対向きにある、回

文構造みたいなものがあるんですが、タケヤブ

ヤケタみたいな配列があると、両方に同じよう

に間違えて修復しちゃって、2コピーになっち

ゃうというのがわかってまいりました。それで

チェルノブイリを調べたら――これがアメリ

カで公式に発表されたのはことしの 6 月です。

だから、いま、ものすごく進んできている。 

だから、放射線被害に対して、20 世紀型は

わからなかったわけです。21 世紀型では、す

べてのポイントを決めることができるように

なっていますから。例えば、我々のところには

高速のギガ・シークエンサー、1 回に 10 億塩

基読めるのが 3 台ありますから、30 億の人間

の塩基配列というのをかなり決めていくこと

ができるわけです。これからは、低レベルの放

射線がどういう障害を与えるかということを、

決定論的に解明していくことが大事だと思っ

ております。 

いまのＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）な

んかをみていますと、ゲノムの専門家とか、全

然入っていません。いまの勧告というのは、大

体 2006 年とかのあれで、いま申しあげたよう

なデータは全然入っていない。ですから、もっ

と最先端の知識と、診断法と認識を用いるべき

だと申しあげています。 

質問 先生のお話を聞きますと、大変危機

感を感じます。ですけれども、一般的な生活の

レベルでは、少なくとも東京では、そんなには

感じないと思います。というのは、先生がおっ

しゃる、20 年、30 年後はなかなかどうなるか

はわからないからですね。 

ですから、先生にお聞きしたいのは、このま

まで行くと、日本あるいは近隣諸国、世界――

このままで行くと、ということですが――どん

な状況になるのか、できれば具体的にお願いし

たい。 

児玉教授 私は、東京の一部の東部のほう

での除染や何かが必要なところを除いては、そ

れほど危機感は持っておりません。東京の線量

でしたら、ほとんどの地域が 1ミリシーベルト

以下ですし、また食品汚染も、かなりのものが

現在のところはブロックされている。はかって

いるデータを一部拝見しておりますが、お米等

においても、大体のところはかなり低い、検出

されない、25 ベクレル以下のものが多くなっ

ています。 

それで、現在、最も問題だと思っております

のは、福島の被災者たちが中心であります。さ

らに、それ以外のホットスポットと呼ばれる領

域の人たちであります。ですから、問題を明確

にしていただきたくて、いたずらに東京から避

難しなさいとか、そういうことを申しあげるつ

もりはありません。 

福島の被災者の場合には、2つの問題を抱え

ております。1つは、地域全体が汚染されてい

るために、すでに被曝量も多く、またさまざま

な土壌の汚染やちりやほこり、その他、それか

ら自分たちの周りでつくった野菜なども汚染

されているかもしれない、という特別の問題が

あります。 

それを除きますと、もう 1つは、全般的な食

物の汚染の問題というのが出てまいります。こ

れが全量検査がまだできるようになっていな

いという状態がありますので、全量検査ができ

るようにならないと、やっぱり安心できるよう

にならない。それで生産者も困ってしまうとい

う問題があります。 

ですから、私が主に考えておりますのは、今

回の事態の中での危機感は、福島を中心とした

放射線被害の被災者の支援をまず優先するべ

きである。そうした場合には、被災者の立場を

正確に理解して、その人たちの願いをよく理解

して、緊急の対応をするということが最も大事

なのではないかと思っています。 

質問 いま、福島の被災者、緊急の対応が

必要だということなんですが、私も現地に、郡

山とかへ行ってきたんですが、子どもさん、実

際に学童集団疎開という訴訟も起こっていま

して、結局、年間 1ミリシーベルトを超えてし

まうところがあるということで、14 名の子ど
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もさんが原告になって、逃がしたらいいんじゃ

ないか、という訴訟が起こっているわけです。

1ミリシーベルトを超えるようなときは、先生

がいかれているほうは、大体 27 万人ぐらいで

すか、児童生徒がいるわけですけれども、どう

したほうがいいというふうにお考えか。 

児玉教授 私は、ですから、先ほど申しあ

げたように、自分のとる立場として、4つの原

則でいっております。 

第 1番目に、危険性を含めて、正確な事実を

伝える。第 2番目に、それをわかりやすく伝え

る。第 3 番目に、特定の解決策を強要しない。

第 4番目に、住民の決定がそのとおり実行でき

るように、いまの場合でしたら、1ミリシーベ

ルト以上の地域で避難を希望される方がいた

場合は、政府と東電の責任ですべて支援する。

汚染された農作物は、政府と東電がすべて買い

上げる。以上です。 

質問 低線量被曝による膀胱への影響なん

ですけれども、放医研のほうでは、セシウム

137 が、膀胱がんに発展する膀胱炎を引き起こ

すことはエビデンスとして採用されていない、

というような声明を出しているんですけれど

も。 

児玉教授 その声明というのはよく存じな

いんですが、何でエビデンスとして採用されて

いないと書かれているんですか。 

質問 ＷＨＯ（世界保健機構）並びにＵＮ

ＳＣＥＡＲ（原子放射線の影響に関する国連科

学委員会）の報告で、そう結論づけられている

ということを根拠にいっているんですけれど

も。 

児玉教授 私も、実はコレステロールの仕

事をやっておりまして、世界動脈硬化学会とい

うのでいろんな仕事をやっております。そうす

ると、世界動脈硬化学会でもいろんな指針を出

します。ですけれども、それが学問的に正しい

なんていうことを申しあげたことは一度もあ

りません。世界の各学会から名誉会長のような

方が集まって、きちんと議論してやる会はあり

ます。だけれども、それは、例えば医療費の政

策とか、いろんな面でこうだとか――あ、それ

よりも、コレステロールがこの辺が妥当である

ということを、いろいろ出したりすることはあ

ります。だけれども、いろいろな研究成果が出

たときに、これが正しいとか間違っているとか、

そこに書いてあるとか、書いていないとかとい

うように権威でやるというのは、科学者の態度

ではありません。 

先ほどから申しあげているとおり、科学者と

いうのは、基本的事実に基づいて、その当否を

争うから、楽観論とか悲観論とかいう色づけも

ないし、親原発か反原発かとかいう色づけもな

い、共通の土俵があるわけであります。 

今回のことで、私、原発とか、放射能の問題

で、一番やってはならない議論というのが、実

は学会と大学の中で行われたと思っています。

東京大学でも、それから気象学会でも、正しい

測定法でないものは発表しないようにとか、き

ちんとした権威に支えられていないものは発

表しないようにということが、この問題の初期

に繰り返しいわれました。ところが、その当時

テレビに出ていた東大教授はおしなべてメル

トダウンするはずがない、と申しておりました

が、2カ月たったら、その人たちがいっていた

ときにすでにメルトダウンしていたというこ

とがいわれました。 

それから、ＳＰＥＥＤＩがなぜ隠されたのか、

私はいまだもって責任ある回答をみたことが

ありません。 

これらの情報統制と情報操作というのが、民

主主義においては決してあってはならないこ

とだと思っています。ある権威にオーソライズ

されていない議論だからといって、論文を批判

することはできません。例えば福島先生の論文

の最も貴重な点は、500 例の組織の病理を集め

てみた点にあると申しあげております。その点

に関しては、声明というのは何かいっておられ

ますか。病理組織学的研究だということに関し

ては。 

質問 例えば、ちょっと紹介しますと、被

曝線量の評価がなされていないということと

か、それから、該当する……。 

児玉教授 だって、被曝線量がわからない
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から病理組織学的検討をやっているんじゃな

いですか。何を批判しているんですかね、その

人たちは。病理組織学に関しては、そこには書

かれていますか。方法論です。要するに、資料

があって、方法がある。それに対する批判だっ

たら、批判になります。だけど、国際的権威で

ない、などという批判は学問ではありません。 

司会 その放医研のそれをちょっと持って

きていただけますか。 

質問 いまお持ちします。 

司会 これはいつオープンにされたものな

の？だれがいつとか書いていないでしょうか。 

児玉教授 あ、ここに書いてありますね。

チェルノブイリ……ちょっと済みません。 

福島昭治、日本バイオアッセイ研究センター

長らが行ったもので、汚染地区と非汚染地区の

住民から得られたホルマリン固定膀胱組織を

用いた組織化学的検索であり、疫学的研究とい

えるものではない云々ですね。 

だから、この方のおっしゃっているのは、疫

学方法論でなければ学問でないということを

おっしゃりたいんでしょうか。放医研の見解と

して、私、理解できません。一体放医研のどな

たがこのようなことを書かれているのか知り

ませんが、私にとっては、答えるべき相手にも

思えません。 

司会 はい、では、次の質問。 

質問 放射線の話からちょっと離れますけ

れども、児玉発言というのは、日本のマスメデ

ィアの歴史の中で非常に特筆されるべきよう

な反響があったと思います。それは、日本の新

聞が、ほとんど先生の当時の発言をフォローで

きずに、ネットに流れて、我々も衝撃を受けた。

さて、後追いをしようと思っても、それもほと

んど難しかったという、そういうわけで、マス

メディアとしては恥ずかしい一面がありまし

た。 

それについて、先生のところにさまざまな後

追いの質問とか、連絡とか、取材があったと思

いますが、それらを含めて、現在のマスコミ状

況について、ご感想があったら、ぜひお聞きし

たいと思います。 

児玉教授 いまのマスコミに欠けている最

も大きいものと思いまして、私が国会に行って

――実は私、国会に参ったのは、マスコミに対

する怒りからであります。 

私、7 月 9 日に、セシウム牛が出たときに、

南相馬におりました。ちょうどそのときに、東

京から、セシウムが牛から検出されたというこ

とが出てきた。南相馬の門馬経済部長という、

非常に明るくて、みんなを引っ張って、地域の

津波と闘い、地震と闘い、放射性被害の闘いの

先頭に立っている方がいらっしゃいます。その

方が悄然として、「私も津波と闘い、地震と闘

い、放射線と闘ってきたけれども、もう私の力

ではだめかと思う」と肩を落とされておりまし

た。 

そのときに私、申しあげました。「今回の放

射線の放出の膨大な量というのを考えたらば、

これは決して皆さん方の責任ではない。南相馬

の牛から最初に出たかもしれないけれども、日

本じゅうの牛から検出されるような事態にな

っております」。 

ところが、7月 12 日のある新聞は、「農家の

うそ」と書きました。それは、農林水産省が 3

月 19 日に、「えさは汚染されていないもの、水

等も注意するように」という通達を 1枚出した。

それをもとにいろいろ聞き取り調査をやった。

そして、肉牛を飼育していた農家がそれにこた

えずに、汚染したわらを与えたからいけないん

だ、という言説が一部にありました。 

しかし、3 月 19 日の南相馬の実情は、皆さ

んもよくご存じのとおりであります。食料はな

い、ガソリンはない、人間が生きていけるかど

うかということで、市長が痛切な助けを訴えた

のはその後であります。その真っただ中に、フ

ァクスが 1枚来て、どこまでそれが伝わってい

たでありましょうか。 

また、酪農家は、私どもはよく知っているん

ですが、飼料は全部外国から買い、水は、それ

までの雨水やなんかはやめて、福島では結構雨

水をためる槽があるんですが、そういうのも使

わずに、地下水のものに切りかえたりして、毎

月 80 万円の費用やなんかも自分たちで出して
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おります。そして、去年刈ったりした稲わらが、

彼らはそれがセシウムに汚染されていたとい

うことを知らなかったわけで、これは過失であ

るかもしれないけれども「うそ」とはいっては

いけないと思います。 

その同じ新聞は、原発さえなければといって

酪農家が自殺したことを大きく報道しており

ます。新聞にそう書かれた酪農家の親族は、「皆

様に申し訳ないことをした」といって頭を下げ

て回っております。一体、彼の何が過失でしょ

うか。うそでしょうか。うそというのは、知っ

ていて行ったことを「うそ」というべきであり

ます。新聞は、この「うそ」と書いたことに対

して、何らかの責任をとったでありましょうか。

反省をしたでありましょうか。 

その後に、同じ新聞は 14 日に、「農家は強い

責任を持て」という社説を書きました。記事は

無署名です。社説も無署名です。以上です。 

質問 今後のことなんですけれども、私も

取材しておりまして、家の線量がなかなか下が

らないというのを現地の方が嘆いておりまし

て、学校が下がっても、家が下がらないので、

子どもを帰すことができないということをお

っしゃっている人が多い。いまハウスメーカー

さんと研究をされているということですが、家

屋の線量を下げるということで、何か新しいア

イデアがあれば。 

児玉教授 ハウスメーカーに聞いたら、全

然簡単でして、屋根はふきかえてしまえばすぐ

にきれいになる。それで大体線量が落ちますか

ら、あとのところは大体きれいになります。 

質問 じゃ、屋根に関してはふきかえるし

かない、そういうところは……。 

児玉教授 はい。削るか、ふきかえですね。

あと、雨樋も一緒にかえちゃったほうがいいで

す。 

質問 高圧水で洗うのではなくて…。 

児玉 金属か、材質によって全然違うので。

ハウスメーカーの協力が必須です。 

質問 福島市でかなり線量の高いところは、

除染をしてもまた上がってしまう。山から水が

流れてきて、除染しても、またしばらくすると

少し上がるというようなところもあるらしい

んですが、そういうところは何か……。 

児玉教授 いや、いま山から出てくる水で、

そんなに高い線量はないと思うんです。それは

言説をよくチェックされたほうがいいと思い

ます。除染されていけば、中通りでも、学校は、

やったところは大体4分の1ぐらいまで下がっ

ています。それは、いろんな数値がきちんと福

島市から出ていますから、そういうことをおっ

しゃるときに、新聞記者の方にお願いしたいの

は、本当に丁寧に調べて、やっていただきたい

と思います。 

質問 海水の汚染の問題に絡んで、お伺い

したい。要するに食物連鎖ですね、フードチェ

ーンの問題があって、小さなものから大きな魚

のほうへ濃縮されて汚染されますね。この問題

は、あまりいわれていないような感じがするん

ですが、その点についてはどうお考えですか。 

児玉教授 その点は、私、資料を持ってお

りませんので、むしろ海洋の専門の方がいま一

生懸命調べていらっしゃいます。ですから、東

大の海洋研の方とか、水研、生物の方とか、い

ろんな海洋研究所の方に聞いていただいたほ

うが、きっと詳しいと思います。 

質問 もう一つ、ちょっとすっとんきょう

なことを申しあげますけれども、原爆と原発と、

どう違うんですか。 

児玉教授 我々が扱っている、放出された

放射線の減衰の仕方やなんかでみると、原爆の

一つの核分裂の仕方というのは、爆弾としてや

りますから、高空で、エネルギーを瞬時に中性

子線なんか主に変えていくようなものが中心

で、放射性物質の飛散も比較的早期に減衰しま

す。が、原発の場合は、もともとが長い時間で

核分裂反応を起こすようになっていますから、

いったん外に出た場合に、放射線被害がけた違

いに強いです。放射線障害からみるとそういう

ことがいえます。 

質問 原発のほうが強いんですか。 

児玉 原発のほうが全然強いです。一説に

よると、大体、年間での減衰が、原爆の場合は

1年で 1,000分の 1になるんですが、原発の場
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合は 10 分の 1 にしかならないという資料もあ

ります。 

質問 いまの野田政権が、お話しになった

ような段取りで、ちゃんと除染をうまくやって

いけるかどうかについての見立てと、それから、

チェルノブイリの反省が一つあると思うんで

すが、そこから、結果的に得られた知見をどう

使っていくのかということについて、お伺いし

たいと思います。 

児玉教授 野田政権への要望として、私は

科学者の立場からとしては、繰り返し申しあげ

ているのは、｢清新で、ベストでブライテスト｣

を、と。例えば水の洗浄だとか、処理場の建築

だとか、森林の経営も含めて、そういうのに詳

しい日本企業というのはいっぱいあります。そ

ういう民間の専門家がかなり入らないと、うま

くいかないんじゃないかと思っています。これ

が繰り返しお願いしているベスト・アンド・ブ

ライテストな、国民がみて非常に安心して、納

得できる……。 

もちろん、いろんな意見があると思うので、

国会の法律で決めて、国会の審議過程なんかも

オープンにして出して、いろんな意見が並列し

ていて、ここを選んだという過程もわかって、

うまくいかなかったら次に変えていくという

のができるようなのが大事だと思います。 

チェルノブイリに関しては、私自身が専門で

はないので、もっとよくご存じの方に聞かれた

ほうがいいと思います。 

質問 実際、チェルノブイリで起こったこ

とを考えると、福島の住民に健康影響が出てく

るという可能性も、これから 5 年、10 年先の

話になってくると思うんですね。実際に、チェ

ルノブイリの場合は、その間に診断を受けられ

なかったりしたことで、非常にたくさん、ある

意味では予防できたものだとか、治療の可能性

のあった患者が置き去りにされてきたという

ことがあったと思うんです。 

そうしますと、先ほどの放射線疫学というこ

とで、影響ということを考えていくという、そ

の方法自体がなかなか困難なところに来てい

るのではないか。そういうことを考えていった

場合に、これから日本で起こってくることに対

して、どういう枠組みをつくって、これまでの

経験というのを引き受けていくのか、という点

についてお願いいたします。 

児玉教授 どこの立場でのお話ですか。 

質問 科学者としてということは、先ほど

からいろいろとお話を伺いました。ですから、

そういう意味では、学会ですとか、制度をつく

っていくという側の問題になるかと思うんで

すけれども。 

児玉教授 ちょっとうまくいえないんです

が、結局、今回の事態で私自身が感じています

のは、パターナリズムの終焉みたいな、“お母

さん革命”といっていたような事態がいま出て

きています。 

それで、もう一遍、医療の世界ではセカンド

オピニオンということで、この 10 年間そうい

う議論が随分行われて、先ほど申しあげたよう

な情報の開示の仕方、強制をやってはいけない

とか、住民主体の問題という考え方が非常に出

てきています。そういうとこから物事をもう一

遍深く考えるみたいな……。 

私、幸いなことに、何でこういうことを話せ

るかというと、東大の先端研は、以前の所長が、

最先端へ向かうお金が出たときに、人間の内側

へ向かうのがこれからの科学だといって、福島

智先生という盲・聾の方を先端研の教授にお迎

えしています。それで、私どもがいままで申し

あげているようないろんな考え方は、大体、福

島先生から教わった考え方であります。 

例えばサリドマイドのときに、足で書類を扱

う人が出たときに……。それで、科学者が一生

懸命義肢をつくった。だけれども、それは被害

者を二重に苦しめた。被害者は手が使えないか

ら、足で書類を使わざるを得なかった。マスコ

ミはそれに違和感をいうのではなしに、その人

たちがそうやって生きている大切さを伝えて

ほしかった。 

それで、実際に義肢はいっぱい開発されたけ

れども、患者さんはあまりそれを使いたがらな

い。かえって疲れて大変で、本来、彼らが一番

使えるはずの足を使うことをかえって問題に
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されたことで、深く傷ついてしまった。 

一つの事柄を取り扱うときに、やっぱり当事

者主権、だれが苦労して……。ですから、今度

の福島原発の問題で、いろんな意見をいう方が

いらっしゃいますが、例えば浪江とか大熊とか

双葉を強制収容して、ここに処分場をつくれば

いいということを民主党のプロジェクトチー

ムがある時期いっていました。それで、私、「強

制収容」という言い方は、絶対にやめてくださ

い、と。被災者にまた新たな動揺と分裂を、こ

れ以上生み出す言葉でしかない、というふうに

一生懸命菅総理にもお願いしました。結局、当

事者主体の……。 

ですから、パターナリズム、私がいいことを

やってやるよという立場ではなしに、それを

我々は“障害学”ということで、先端研の教授

から、福島智先生からしょっちゅう聞かされて

いますから、災害支援においても、我々が行く

のは教育委員会の要請に従うこと以上はやら

ない、というふうに決めてやっていったら、途

中からは教育委員会がこっちを追い越してど

んどんやってしまう。そして、初めて本当の復

興につながっていく。 

だから、支援のあり方、復興支援のあり方、

復興報道のあり方の中で、いままでよりももう

一歩踏み込んで、被災者のためにどうやってや

るかというと、やっぱり徹底した現場主義から

みていかないと……。 

いまの社会は、情報も非常によく流れますし、

ですから、かえってお母さんたちから一蹴され

た横浜の汚泥処理みたいなことになってしま

うのではないか。多分、環境省の人も一生懸命

考えて、1ミリから 5ミリとか、やったのかも

しれないですが、そこの考え方の過程に、もう

一遍住民主体で考えた場合に、間違ったことが

なかったのかどうか。 

その点で、いわゆる除染法やなんかで、相変

わらず 56 条といいまして、除染の細かい点を

決めるのは原子力安全委員会がやるという条

文が入っている問題とか、それから、除染の経

費は原子力機構を通さないといけない。だから、

自治体が民間企業とやることを禁止している

問題だとか、焼け太りみたいな現象がすごく…。

失敗した人が権限を持ち、にわかにお役所が除

染を始めるというのは、私、非常に違和感を持

っております。そこには技術もノウハウもない

から、結局、予算もどんどん無駄なことに使わ

れてしまう。 

そういう意味で、ちょっと考え方を変えて、

もう一遍国民を信頼して、国民の意見に従って

政治の機構を考えていく。これができていくと、

バブル以降、失われた 10 年、失われた 20 年と

いう中で首相がころころ変わって、ＧＤＰが下

がり続けて、あっという間に世界一位だった太

陽電池が低迷していったり、科学技術力の評価

がどんどん落ちたりという、日本のデフレスパ

イラルに歯どめをかけて、新しい社会の希望が

みえてくるんじゃないか。 

もし本当に福島の大地を次の世代に残すた

めに、さらに宮城や岩手の被災者のところを美

しい国土とすばらしい田園や漁港に復興する

ことができていったら、新しい日本の礎になる

ことができるのではないか。そして、実際に被

災者と一緒にやっていて、そういう希望をみて

います。 

ですから、その人たちを傷つけるような報道

は絶対になさらないようにお願いしたいと思

っております。よろしくお願いします。 

司会 児玉さんの書かれた本、『内部被曝の

真実』の中に、これは見出しですが、「危険を

危険だとはっきりいうのが専門家だ」という言

葉があります。このことをきょうもお話しいた

だきましたし、これはメディアにもおそらく通

じることだと思います。 

きょうはいろいろお話をいただきましたの

で、皆さん、ぜひお伝えいただきたいと思いま

すし、その中の一部に、マスコミに対するご意

見もありました。これもぜひ記者会見の一部と

して報じていただきたいというふうに思いま

す。児玉さん、きょうは本当にありがとうござ

いました。 

児玉教授 どうもありがとうございました。 

（拍手） 

（文責・編集部） 


