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巻 頭 言

原子力なしに気候変動対策の達成は不可能！
外交評論家

放射線の正しい知識を普及する会 代表理事・会長
岸田文雄内閣が発足すると、２０５０年までに二
酸化炭素（ＣＯ２）の排出をゼロにする目標に沿っ
た、第６次エネルギー基本計画が決定された。
新計画は太陽光、風力などの再生可能エネルギー
を大幅に増し、原子力については「可能な限り依存
を低減する」と、前第５次計画を踏襲している。
私見では、現在進んでいる気候温暖化は、古代か
らあった自然の大きな周期によってもたらされたも
ので、人間活動によるものではない。ＣＯ２による
温暖化説は仮説であって科学的根拠がないと、確信
している。だが、ここでは目をつむろう。
２０５０年までに「脱ＣＯ２」を目標として掲げ
ても、原子力に大幅に依存しないかぎり、達成する
ことはできない。計画は非化石エネルギーの割合を
６０％以上にすると定めているものの、太陽光、風
力ともに天候による変動が大きいうえ、原子力に
電源比率の２０～２２％を当てているが、国連国際
エネルギー機関（ＩＥＡ）の報告書（２０２１年５
月）によれば、太陽光発電に置き換えた場合に、東
京２３区の１２倍の面積を必要とする。太陽光発電
は代償として、おぞましい環境破壊をもたらす。
このまま、日本が２０５０年のカーボン・ニュー
トラルの目標へ向かって猪突猛進すれば、電力供給
の不安定化を招いて、経済が混乱し、国民生活が破
綻しよう。
福島原発事故は、惨事ではまったくなかった。広
範囲にわたる強制避難も、除染も必要なかった。強
制避難によって入院患者が死亡した他には、死者が
１人も発生していない。
政府をはじめ、国民が放射線について正しい知識

加瀬 英明

を欠いていたために、巨額の国費を浪費した。
第６次エネルギー計画では、２０３０年へ向けて
太陽光、風力などの再生可能エネルギーの比率を
３６～３８％としているが、電力の安定供給、安全
性、環境適合性、経済効率性の４つの要求を充たす
ことができない。福島原発事故の対応の大きな誤り
を、繰り返すこととなろう。
米国、ヨーロッパ諸国では、原子力が気候変動の
抑制のために、対策の中核にすえられている。米国
ではバイデン大統領が「２０３５年までに電力から
のＣＯ２の排出をゼロにする」と発表して、原発を
増設することに、民主、共和両党と国民の圧倒的多
数によって支持されている。現在、米国では原子力
が温室効果ガス（ＣＯ２）を排出しない電力の半分
以上を、供給している。
原子力は安全だ。日本でも次世代炉の新設を加え
て、原子力なしに気候変動対策を達成することはで
きない。

放射線の正しい知識を普及する会
〈 設立趣旨 〉
低線量放射線に対する科学的な根拠が希薄な誤った知
識が、これを政治的に利用しようとする勢力により世界
中の大手メディアに浸透しています。被災地に対しては
農業・漁業・畜産業に対して壊滅的な経済的打撃を与え、
国に対しては原発政策の過度な抑制によって毎年４～５
兆円の資源輸入負担増、消費者に対しては電気料金の値
上げ、電力事業会社に対しては収益の悪化…と、国益を
損なうばかりの施策がつづけられております。
この状況を改善し被災地人々の生活と経済の復興と、
国益に資するために「放射線の正しい知識を普及する会」
が平成 25 年８月に有志により設立されました。
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特 別 対 談

日本の原発政策は間違いだらけ、
国民に犠牲を強いつつ、
巨額な資源輸入代金を
海外に貢ぎつづける愚政！
代表理事・会長 / 外交評論家

加瀬 英明氏

うした放射線の正しい知識を、世に
なのに対応が間
広めてゆかなくてはならないという
違っています。
アパグループ代表の元谷外志雄氏
使命感から生まれたのです。
加瀬：原発事故
当会の加瀬英明代表理事
が起こった時は
もともと自然界にある放射線。ゼ
「もう東日本に
ロが安全という誤った主張をゴ
人が住めない」と叫ぶ専門家もいま
加瀬：当会は福島第一原発の事故を
リ押しするのは疑問だ
した。だが、私はそんなことには絶
契機に、渡部昇一先生が会長、私が
対にならないと言っていました。広
副会長として発足し、その後一般社
元谷：素晴らしいことですね。どん
島に原爆が投下されましたが、人々
団法人となりました。代表理事の渡
な活動をしておられるのですか。
は翌日から爆心地に入っていた。オ
部先生がご逝去されたために、私が
加瀬：この 10 年間でも 3 度、海外
バマ大統領が来日し広島平和公園を
代表理事（会長）を引き受けました。
から識者を招いて国際会議を開催す
訪れた時に、坪井直・原水爆被害者
当時の菅直人民主党政権は、周辺
るかたわら、毎年シンポジウムを憲
20 キロの住民を強制的に避難させ、 団体協議会代表委員が面会しました
かくしゃく
政記念館などで開催しています。こ
が、当時 96 歳で矍 鑠としてお元気
全ての原発を稼働停止しました。こ
でした。坪井氏は被爆地から
1.5
キ
のニューズレターを国会議員や地方
れに対して私たちは科学的な根拠に
ロの地点で、通学中に被曝されてい
議員に配布し、正しい政策を実施し
立って、
「低線量放射線は健康被害
ます。私はこれまで７０回以上も講
てもらえるよう働きかけています。
をもたらさない」
「強制避難も原発
演のために広島を訪れました。被爆
また、会員有志の中には東京電力の
稼働停止も必要ない」と訴えてき
者の方に何人もお会いしましたが、
株主となって、株主総会で「反核」
ました。元谷代表もまったく同じ主
勢力が総会の議決に不当な影響を与
張を APA の月刊誌『Apple Town』 皆さんお元気でした。2015 年の統
計では、18 万４千人の被爆者のが
えようとするのに、対抗したりして
で展開してこられた、まさに同志で
ん死亡率は一般国民より低く、平均
います。
す。
寿命が
88
歳でした。これは日本の
2013 年に私たちの同志の国会議
元谷：公益財団法人アパ日本再興財
員が平沼赳夫先生を会長に「放射線
団が行っている「真の近現代史観」 男性 80 歳、女性 86 歳という平均寿
命と較べて長命ということです。
の影響を科学的に検証する議員連盟
懸賞論文で、第四回の最優秀賞を獲
元谷：
「反核」運動をしている人た （放射線議連）
」を立ち上げ、当時の
得したのは、当時札幌医科大教授
ちは、どう思っているのでしょうか
民主党政権による科学的根拠を無視
だった高田純さんです。
ね。そもそも東日本大震災で多くの
した政策に国会で対峙しました。自
加瀬：高田先生は当社団法人の理事
方が犠牲になりましたが、その原因
民党が与党に返り咲いた 2013 年 3
です。
は津波です。放射能で亡くなった方
月 13 日の衆議院予算委員会では、
元谷：メディアは放射能の危険を煽
は、いまに至ってもたった一人もい
同志の西田譲議員が安倍首相に対し
る報道を繰り返す一方で、頻繁に許
ません。
「低放射線セシウムは科学的根拠に
可を得て立ち入り禁止区域に入って
加瀬：最新の科学的な検証によって、 照らして無害であり、民主党政権の
いるのです。高田さんは放射能の専
低線量放射線は健康に害をもたらす
住民避難措置は憲法違反の疑いがあ
門家として、研究のために現地に入
どころか、
むしろ「ホルミシス効果」
る」と、訴えました。
りたいと言っても福島原発の立ち入
といって健康に良い影響を与えると
元谷：確か、その質問を受けて高田
り禁止区域に入れない。本来は学問
いうことがわかってきた。当会はそ
純先生が 4 月 5 日の衆議院予算委員
的に放射能の調査・研究をするべき
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アパグループ代表

元谷 外志雄

会に参考人として出席したのでした
まり「比例」し
ね。
な い 結 果 が 出 て 「民主党の強制避難政策は明らかな失政。放射能で
加瀬：はい。高田先生は「成人１人
きているのです。 死者は出ていない、強制避難による関連死は数千
人も出たのが現実…」と語る元谷外志雄氏
からは、体内のカリウム等から約 4
LNT モデルは高
千ベクレルの放射線が発せられてい
線量での相関に
るので、100 名ほどいるこの予算委
ついては実験の裏付けがあるのです
全体では 3800 人に及びます。この
員会室は、40 万ベクレルの放射線
が、低線量については実験をせず
死は、地震や津波の天災によっても
の中にいる。自然界は放射線がゼロ
に、推定していたのです。そのため
たらされたのではない。必要のない
の世界ではない」
「放射線量をゼロ 「あらら（ALARA）
」＝ As Low As 「強制避難」という誤った政治決断
に近づけるべきだ」という誤った主
Reasonably Achievable ＝「放射線
によってもたらされた。
「強制避難」
張に反駁しました。
は『測定できる限り低い（ALARA）
』 をしなければ、この方々は原発事故
元谷：国立がん研究センターは、
「放
ほうが安全」という「神話」が広まっ
があっても生きていられた方が多い
射線と生活習慣によってがんになる
てしまったのです。
でしょう。放射能では１人の犠牲者
リスク」というデータを紹介してい
も出ていないのです。
ます。これによると放射線の線量
（ミ
元谷：日本の自然放射能被曝線量
福島原発災害での死亡者はゼロ、
菅直人首相の強制避難指示によ
リシーベルト / 短時間１回）が 100
は、平均 2.1 ミリシーベルトで、1
る死者は 3800 人
～ 200 は、野菜不足と同等。200 ～
ミリシーベルトを超えた所を除染す
500 は、 運 動 不 足、 肥 満。500 ～
るという基準も全くおかしい。世界
1000 が大量飲酒（毎日２合以上）
。 元谷：全く科学的な根拠がないにも
を見渡すと、自然放射線の線量の高
1000 ～ 2000 が喫煙者、
大量飲酒（毎
関わらず、菅直人首相は「強制避難」 い地域もあり、例えばイランのラム
日 3 合以上）となっています。放射
を実行したということですね。年間
サールでは、年間平均 10.2 ミリシー
線を浴びることによる「発がんのリ
100 ミリシーベルト以下の低線量放
ベルト（最高は 260 ミリシーベル
スク」は、生活習慣と比較するとそ
射線であれば、健康に被害がないの
ト）にも及ぶ放射線の下で 3 万人が
の程度だということがわかります。
に、被曝量が年間 20 ミリシーベル
暮らしています。この地域の人々は
加瀬：当会のニューズレターでは何
トという低すぎる基準によって、強
長寿で知られている。また、ブラジ
度も紹介していますが、いまの国際
制避難は行われてしまった。
ルのガラパリも５. ５ミリシーベル
的な放射線の「定説」は、LNT モ
福島原発での死者は放射能による死
トですが、人々は健康に暮らしてい
デルに準拠しています。LNT モデ
者がいなかったにも関わらず、福
る。国際線のパイロットや CA も放
ルは放射線は高線量になるほどがん
島県だけでも 2 千人もの「震災関連
射線量は高いし、宇宙飛行士もそう
が発生し、それは直線で比例関係に
死」が出てしまっています。年配の
です。しかし彼らがそうした職業に
しきいち
あり、
「閾値」はないというものです。 方や病院の重篤な患者まで強制避難
よって、ガンで亡くなる確率が高く
ところが我々の同志である科学者た
させ、移動中に亡くなるなど痛まし
なったということは聞いていない。
ちは、
「LNT モデルは間違っている」 い例も数多い。これは民主党政権の
加瀬：
「震災関連死」で亡くなられ
と主張しています。
政策判断のミスでしょう。
た方々は、菅直人首相の無知に発し
簡単に言うと、100 ミリシーベル
加瀬：その通りですね。菅直人首相
た決断によって殺されたようなもの
ト以下というような低線量では、放
の決断は万死に値します。
「震災関
です。福島第一原発が事故を起こし
射線を浴びると逆にがんが減る。つ
連死」で亡くなられた方は、被災地
ても、強制避難が行われなければ、

3

放射線の正しい知識を普及する会

News Letter15 号

加瀬 英明氏
犠牲者はまったく出ていなかった。
東京電力に対する裁判が行われてい
ますが、犠牲者や被害者を出した最
大の原因は、菅直人首相と民主党の
政治判断が間違っていたことです。
この点が全く追求されていないの
は、不思議というか。
「反核」グルー
プの訴えが、いかに偏向しているか
を露わにしています。
誤った判断をつづけ誤った指示
を出しつづけた民主党政権。そ
のツケは今も正せないでいる…。
元谷：民主党、そして当時の菅直人
首相の判断の誤りは、他にもあり
ます。初期段階で菅首相が現地調査
を行ったためにベント（内部の気体
を排出し圧力を降下させること）が
遅れ、高温下で燃料皮膜のジュルコ
ニウムが水と酸化還元反応を起こし
て、水素が建屋に溜まってしまった。
一号機、三号機、四号機と続けざま
に起こった原発建屋の水素爆発も、
例えば自衛隊にお願いしてヘリコプ
ターから銃撃するなどして建屋の天
井に穴を開ければ、空気より軽い水
素はそこから逃げて爆発を防げたで
しょう。まあ、放射能の拡散をため
らったのかもしれませんが、結果的
には爆発で放射能をさらに飛散させ
てしまった。
加瀬：除染も全く税金の無駄遣いで
した。そもそも広島も長崎も除染な
んかしていないのですよ。それなの
に、除染のために巨額の税金が湯水
のごとく使われた。
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菅直人首相はさらに、法的根拠が全
て施行されたものです。
くないのに、中部電力の浜岡原発を
元谷：これについては、読売新聞が
停止させた。そのことが全国に波及 「科学的知見を否定」
「
『絶対安全 結
して、日本中の原発が稼働を停止し
論ありき』識者批判」と題して、こ
てしまいました。民主党政権は
「CO2
の仮処分を批判していました。樋口
削減」とか「カーボン・ゼロ」とか
裁判長は、原発に絶対の安全性を求
一方で言っているのに、平然と原発
める『ゼロリスク』を基準にしてい
を停止させ、火力発電によって原発
るのですが、ものごとに１００％安
を補った。このことで、年間 4 兆円
全ということはない。福島第一原発
も余分に海外へ石油代を払わなくて
も千年に一度という大地震には耐え
はならなくなった。
た。しかし津波で電気系統が浸水し、
元谷：アメリカなどの石油メジャー
電源を失った原子炉が冷却できなく
は、日本への輸出を増加させて多
なった。この教訓を十分に反映した
額の利益を得ています。アメリカは
安全基準をも否定して、
『ゼロリス
1990 年代からシェールオイルの開
ク』を原発に求めるのは異常です。
発によって石油輸入国から輸出国へ
過剰なリスク対応に縛られて、原発
と転換してきた。このため世界の石
を再稼働させることで日本が得られ
油供給がだぶついて、石油メジャー
る国益を著しく棄損しています。
は大口の需
要先を求め
ていた。そ
ん な 時 に、
日本は全て
の原発を止
め、石油を
買わざるを
得ない状況
になってい
た。 ま る
で「ネギ鴨」
のような状
除染は全く必要なく、税金の無駄遣いだった
況です。
ゼロリスクを原発行政に求める
のは明らかに異常。世界の実状
から乖離しつづける日本。
加瀬：原発を再稼働させないことは、
国益に反しています。関西電力の高
浜原発の三・四号機の再稼働を福井
地裁が差し止めたことがありました
が、とんでもないことですね。樋口
英明という裁判長のようですが、
「原
子力規制委員会が策定した新規制基
準は緩やかにすぎて合理性を欠き、
適合しても安全性は確保されていな
い」というのです。この裁判長はど
うしてそんな判断ができるのですか
ね。原子力規制委員会の新基準とい
うのは、福島第一原発の事故を受け

加瀬：原発が稼働停止となった理由
は、
「原発が危険だ」というのが理
由でしょうが、東北の千年に一度と
いわれた大地震でも原発は無事だっ
た。電源設備が津波によって浸水し
冷却ができなくなったことが事故の
原因ですが、これは今後の対策は可
能でしょう。福島第一原発に近い日
本製の女川原発は地震に耐え、むし
ろ多くの人が原発に避難することで
津波から救われたのです。
『ゼロリ
スク』を原発だけに適用して、最も
安定的な電力供給源を運用しないこ
とは愚の骨頂です。日本は資源小国
ですから、エネルギーの安全保障の
観点からも、原発という選択肢があ
ることが日本の平和と安全に寄与す

るのです。

働です。事故を起こした福島第一原
発の原子炉は、40 年以上も前にア
日本製の原発の安全性は実証さ
メリカのゼネラル・エレクトリック
れている。資源リスクの安全保
社によって設計された古い型のもの
障にも原発再稼働が最優先。
でした。日本製の女川原発は、福島
第一原発よりも震源地に近い位置に
元谷：先の大戦でも石油を断たれた
あったのに、地震にも津波にも事故
ことが、開戦への大きな要因のひと
を起こすことがなかった。むしろ千
つでした。石油が何らかの理由で断
年に一度の大地震と大津波でも、日
たれたり、高騰して経済に大きな負
本の原発の安全性が証明されたとも
荷をもたらす事態が起こるリスクも
言えます。
あります。そんな時に原発によるエ
原発の安全審査は、原子力規制委
ネルギーの供給は国民の運命を左右
員会からの追加資料提出要請など
するでしょう。
で遅々として進まない。そもそも
いまの日本の原発停止の背景に
は、菅直人首相が脱原発を目指すた
は、石油メジャーが保有するサウジ
めに、再稼働を認めないことを意図
アラビアの石油がだぶつき気味だっ
して作ったような委員会です。メン
元谷 外志雄氏
たので、それを日本に買わせようと
バーを総入れ替えして、一日も早く
小型原子炉が開発されたと聞いてい
原発の再稼
ます。そうしたものもエネルギー安
働を行わな
全保障政策という観点から、将来の
いと、日本
エネルギー確保のためにも研究開発
経済に大き
をしっかりとしていかなくてはなら
なダメージ
ない。
「原発NO！」
と言ってるのでは、
を与えてし
ま い ま す。 米国や中国などにどんどん遅れをとっ
て日本は弱小国になってしまう。
今でも原油
加瀬：日本は原発を嫌って敵視して
や天然ガス
いるために、世界で電気料金が最も
の購入に毎
高い国となっています。電気こそ、
年 4 兆円以
みなもと
国力の源 です。原発を否定するの
上の税金が
は、日本が経済は強力な国であった
無駄に出費
放射線は安全なのに、強制避難措置による被害が甚大だった
のに、日本という鬼が金棒を取り上
されている
げるようなことです。ありがとうご
んです。
ざいました。
したとか、アメリカ、フランス、中
加瀬：いま OPEC が産油制限で原
国などの核保有国が「東京が危ない」 油価格をさらに釣り
と放射能の不安を煽って、全ての原
上げていますね。こ
放射線の正しい知識を普及する会
発を止めて、石油を買わざるを得な
れにより石油はもと
いように仕向けた謀略だという見解
よりガソリン代や電
〈 役員紹介 〉
もあります。
気 料 金 が 高 騰 し て、
会 長 加瀬英明（外交評論家 )
加瀬：広島、長崎への核攻撃を蒙っ
家 計 に だ け で な く、
副会長 中村仁信（大阪大学名誉教授 )
た、日本は世界で唯一の被爆国家で
日本の国際競争力に
顧 問 服部禎男（元電力中央研究所理事 )
理 事 高田純
( 札幌医科大学教授 )
す。それにもかかわらず、国民の大
大きなマイナスを及
理
事
茂木弘道
(「史実を世界に発信する会」会長代行
)
多数が放射線に対する知識を欠いて
ぼします。いまこそ
理
事
三浦小太郎（評論家）
います。学校教育の場で、放射線に
原発を再稼働すべき
理 事 / 事務局長 藤田裕行（国際ジャーナリスト）
ついて正しい知識を教えるべきだと
です。
理 事 羽田喜次
思います。福島原発事故によって、 元谷：安全性が確認
理 事 高山三平
１人の死者、重傷者も発生していま
された原発は、どん
理 事 濱須光由
せん。原発は安全です。
どん再稼働すべきで
理 事 東郷勇策
監 事 酒井富雄
元谷：今の日本にとって、経済政策
す。また十分に安全
（平成 30 年 2 月 19 日総会にて改選）
として最も急務なのが原発の再稼
性が担保されている
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当会理事 高田純氏が「最優秀藤誠志賞」を受賞した論文を再掲
アパグループ第４回「真の近現代史観」懸賞論文（2012 年）

福島は広島にもチェルノブイリにも
ならなかった
～東日本現地調査から見えた真実と福島復興の道筋～
本誌でもお馴染みの当会理事・高田純氏は 2012
年アパグループが開催している「真の近現代史観」
懸賞論文コンクールで「最優秀藤誠志賞」を受賞さ
れました。その後高田純氏は第一回「アパ日本再興
大賞」
（2018 年）においてもその著書「誇りある日
本文明」
（青林堂）が特別賞に選出されていますが、
今回は 2012 年に受賞された論文「福島は広島にも
チェリノブイリにもならなかった」全文を紹介いた
します。当時の民主党政権の対応、放射能被害に対
する人々の認識、知識人やメディアの対応…等々、
現在も実に多くの課題を日本に突きつけています。

菅直人が核の〝危険〝で火を焚き、左翼リベラル
と日和見の学者が手伝い、一部だが多くのメディア
が炎上させ、心理的な火あぶり状態となった福島県
と放射線集団ヒステリー日本。震災の五ヶ月後にも、
福島のセシウムは広島核の百六十八倍と無意味な数
字で、新聞は不安を煽ったが、昭和二十年にセシウ
ムで死んだ人は一人もいない。三十年の長半減期の
核種からの線量は無視出来るほど少ない。放射能は
半減期に反比例するので、秒、分の短い半減期の核
からの放射線が危険だったのだ。こうした核爆発災
害のイロハも知らない原子力安全・保安院の話を鵜
呑みにするようでは、新聞のレベルが低いと言わざ
るを得ない。
現代史では、広島の自虐に満ちた碑文問題に象徴さ
れている通り、常に、核の現実から日本国民の目を
そらし、欺いてきた〝平和運動
〝により、国政が翻弄
されてきた（※ 1）
。今回の福島核事象でも、同じこ
ととなっている。すなわち誰一人として健康被害を
受けない放射線問題の不安を煽り、国と世界の進む
べき方向を負の方向へ向けさせる力学が働いている。
広島・長崎から六十五年を経過し、エネルギーと医
療で、核放射線技術の先端を走る国が、今世界の笑い
ものになろうとしている。これまで何も起きていな
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いドイツとイタリアは、第
二次世界大戦と同様に、先
に降参している。国民よ目
を覚ませ、強い心で国難に
対処せよ！福島では、放射
線と放射能で誰も死んでは
いない。復興に向けて、放
射線防護学に基づいた正し 札幌医科大学名誉教授
高田純 氏
い対処をすべし。
菅に止められた原子力発電所を、早急に稼働させ
て、国のエネルギーの土台をまず整えなくてはなら
ない。それが、フランスをはじめとしたＩＡＥＡに
結集する責任ある国家の立場である。その上で、大
津波対策を短期、中期、長期で打て。今が、世界一
の核エネルギー安全技術を開発する絶好のチャンス
である。ピンチの後に必ずチャンスはくる。諦めた
ら敗北しかない。平成の国民は負けない。
本論文では、戦後の反核平和運動の嘘を証明しつ
つ、福島の真実＝健康被害が生じない低線量事象を
示し、復興の道筋を示す。
暴走した 総理菅直人 一九八六年四月二十六日ソ
連邦ウクライナ共和国チェルノブイリでは、原子炉
内の核反応が暴走し爆発したため、運転職員や消防
士らが急性放射線障害を受け三十人が急死した。一
方、二〇一一年三月十一日、福島第一原発では巨大
な地震マグニチュード九・〇のＳ波が到達する前に、
核分裂連鎖反応が自動停止したため、原子炉の暴走
は無かった。そのため急性放射線障害となった職員
はいなく、その原因での死亡も無かったのである。
日本で暴走したのは、自身の総理大臣の席を死守
するために政治暴走した菅直人だけだ。官僚機構を
使いこなせない総理は、当然のごとく日本の放射線
防護力、緊急被曝医療体制を使いこなせなかった。
そればかりか、素人判断で、福島県民を苦しめ、
国民の不安を煽り、国内外の風評被害の原因となる
話題を振り撒いた。その人的・経済的被害は甚大で

ある。国を守る心ない〝総理
〝が、
地震被害の増幅器となった。全
国の電力不足も、その影響のひ
とつである。
筆者は、世界の核災害地を調査
してきた放射線防護学の専門科学
者である。核エネルギーとは何か、
核の脅威とは何か、核被災地はど
うなったのかと、自問しながらの
調査を続け、多数の意外な事実に
気が付かされた。九・一一米国を
狙ったテロ以後、日本の国民保護
のための核防護研究を中心に取り
組んでいる。
今回の三・一一東日本大震災後
の福島核事象も、現地調査を、
四月上旬を皮切りに、六、七、
2012 年の表彰式風景 向かって前列中央に高田純氏、右が審査委員長の渡部昇
八月と行った。チェルノブイリ 一先生。後列には田母神俊雄氏、馳浩氏など。
原子炉事故とは全く比べものに
ならない低線量で、しかも福島県民にさえ健康被
島・長崎を遥かに超えるシルクロード楼蘭周辺での
害はないとの結論を早々に引き出している（※ 2）
。
未曾有の核爆発災害を隠ぺいしてきた勢力である。
それは、日本の軽水炉の高い耐震性能、強い格納容
これが、広島・長崎・第五福竜丸事件後に、台頭し
器と、火災の原因となる黒鉛がなかったことにある。
た、偽装反核平和運動であり、戦後の日本を歪ませ
東京電力の場合、津波対策に不備があった模様だが、
てきた。
日本の技術陣ならば、大津波の防護対策技術を今後
必ず開発できるはずだ。そのヒントは、より震源に
ダモクレスの剣と愛国の心 隣国中国は核武装を
近かった東北電力女川原子力発電所の生き残りの検
完成させ、いつでも我が国に向けて核ミサイルを撃
証から得られる。
てる状態にある。一メガトン威力の核一発で、東京
一方、菅政権を震源とした国内の知的・心理的大
攪乱が起こった。しかも日本社会は容易にその影響
を受けてしまった。広島・長崎があっても日本人は
何を勉強してきたのか。戦後六十五年以上も経って、
広島・長崎の核の科学も理解せず、福島の放射能で
アレルギー反応を起こしているのが平成の日本。広
島の自虐史観に満ちた碑文がある限り、真っ当な精
神にはならない。真の驚異を直視し、現実的な対策
を打たなくては駄目だ。
広島・長崎の時は復興を目指して頑張った。でも
福島は復興どころじゃない、逃げろと。何もプラス
のことを福島県民にしない菅政権は、自分の故郷を
捨ててどっかへ行けと言った。それに合わせて意図
的に国民の恐怖を煽るようなメッセージを発信する
一部の知識人がいる。国民に信頼されていない総理
にぶら下がった御用学者たち。どちらも、北朝鮮拉
致事件や九・七尖閣事件など国家問題に沈黙し、広

は壊滅し、三百五十万人が死亡する（※ 3）
。その
核を二百七十メガトンも実戦配備し、吉林省など東
側に日本や台湾に向けてミサイル基地を配置する中
国。この日本列島の真上にぶら下がったダモクレス
の剣を話題にもせず、ＮＨＫをはじめ朝日、毎日な
どの新聞は、三月十二日以来、誰も死なない低線量
の福島核事象を大騒ぎした。
昨年の九月七日、尖閣諸島海域で起こった中国漁
船の衝突、政府は接触事故という風に片付けようと
したけれども実は体当たりだった。中国の領土、領
海拡大政策、まさに二十一世紀の帝国主義国家。こ
れを隠蔽しようとしていたのが何故か国を守らなく
てはいけない日本政府だった。最大の脅威に沈黙す
る政府に加え、重要なポイントはメディアの隠蔽に
ある。
隠蔽に加担していない産経新聞などは少数派だ。
私は大学院博士課程時代の広島黒い雨の調査を原
点に、チェルノブイリ原子炉核分裂暴走災害、カザ
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フスタン・ビキニ・楼蘭での核爆発災害を調査した
（※ 4）
。そのなかで世界最悪の核災害は、ＮＨＫが
長年古代ロマンのみを報じてきた楼蘭周辺のシルク
ロードである。
広島の核の千三百七十五発分に相当する二十二メ
ガトンを炸裂させ、兵士も含むウイグル人たちが殺
されている（※ 5）
。地表核爆発で環境に飛び散っ
た放射能の総量は、チェルノブイリの八百万倍。少
なく見積もっても十九万人が死亡、漏えいした機密
文書によれば、七十五万人が殺されている。天山山
脈の北側に位置するカザフスタン国境の街は爆発地
点から千 km も離れていたが、少なくとも二回、中
国からの核の砂によって百ミリシーベルト以上の線
量を受けている。これは、カザフスタンと筆者の一
致した調査結果である。
昭和三十九年十月の東京オリンピックの開催中に
始まった中国の核爆発は、平成八年まで続いた。Ｎ
ＨＫの大型番組に誘導されてシルクロードを観光し
た日本人は二十七万人と推計される（※ 6）
。日本
人旅行者たちの被害は甚大にちがいない。今、少し
ずつだが、その情報が筆者の行うシルクロード科学
プロジェクトに寄せられている。この時から、ＮＨ
Ｋは中国の国家犯罪の隠蔽に加担するようになっ
た。放送法違反行為だ。
その間、日本にもその核の黄砂を降り続いた。セ
シウム、ストロンチウムが偏西風に乗って日本列島
に降り注ぎ、外部被曝のみならず、飲料水の他、野
菜、牛乳、米からの食物連鎖で、全国民が顕著な内
部被曝線量を受けた。筆者は、ストロンチウムが骨
格に沈着する内部被曝の研究を文部科学省の科研費
を受けて、平成二十一年から三年計画で、この種の
研究をしている。
筋肉に蓄積するセシウムの人体中での実効半減期
が百日であるのに対し、骨格中のストロンチウムの
実効半減期は十五年と長いのが特徴である。多量に
取り込んだソ連テチャ側での事例では、白血病が多
発している。昭和四十年代生まれと、その時代に育
ち盛りの中高生だった日本人の骨格に、顕著な量の
放射性ストロンチウムが沈着していることが、長年
の放射線医学総合研究所の解剖死体の骨の分析から
知られている。その放射能の値から筆者が、内部被
曝線量を計算すると、四千 km 離れた日本人は一～
七ミリシーベルトを受けている。
嘘の反核運動 反核運動や左翼運動を盛にした団
塊世代の背骨や、今の四十代の骨格には大目にメ
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イドインチャイナの放射性ストロンチウムが沈着し
て、彼らの骨髄が毎日ベータ線被曝している。ただ
し、そのベータ線で白血病にはならないと、私は判
断している。数ミリシーベルトの線量では健康に影
響を与えないのだ。世界一の長寿国が数ミリシーベ
ルトの骨髄被曝が問題ないことを証明している。
私はビキニ第五福竜丸事件のあった昭和二十九年
に生まれた。こどもの頃、雨が降ると濡れるな、頭
が禿げるぞと盛んに言われたが、だれも禿げた友達
はいなかった。福竜丸船長は、米国の核実験海域の
場所を知っての上で、禁止海域の境界に近づき、核
の灰を受けた。とんでもない危険行為だった。乗組
員二十八人全員がベータ線熱傷を受けた状態で、母
港の焼津に戻った。肝炎ウイルス汚染した売血輸血
の治療を受けた彼らは、十七人が肝臓障害となった。
そして最も症状の重い無線長の久保山愛吉氏が亡く
なった。同様な被災となった現地のマーシャル諸島
を調査した私は、現地で急性肝炎になった被災者が
いないのを知っている（※ 7）
。日本の原水禁運動・
反核運動の源流には嘘があった。
福島に健康被害はない 武田邦彦氏は、被災住民
の年間限度を二十ミリシーベルトに政府が上げたこ
とを問題視している。そして、
「小児がんは、チェ
ルノブイリの事故では、被曝の四年目から出てい
ます」と言う（※ 8）
。これは明記されていないが、
甲状腺がんを指している。あたかも、その程度の低
線量で発生しているような誤解を読者に与えている
のは大問題だ。
現地での甲状腺線量は、最大五十シーベルト、多
くが数シーベルトを受けたために、こうした病気が
発生したのである。ベラルーシでは、小児人口十万
人年間あたり、四年後に四人、九年後に十三人と最
大になり、その後減少に転じた。
福島の場合、県民の甲状腺線量は、チェルノブイ
リに比べ、一千分の一から一万分の一以下と低い。
私が検査した六十六人の最大が八ミリシーベルト。
線量から判断すると、福島県民の甲状腺がんリスク
は年間一千万人あたり一人以下となる。しかし福島
県の人口は二百万人なので、だれも、この低線量で
甲状腺がんにならない。素人知識で福島県民や国民
を脅すのもいい加減にせよ。
全身の外部被曝では、チェルノブイリ三十 km 圏
内からの避難者の最大線量は、七日間で七百五十ミ
リシーベルトの高線量を受けていた（※ 9）
。それ
に対して、福島二十 km 圏内からの緊急避難者たち
の線量は、当時の屋外空間線量率の推移から想像し

て、ミリシーベルト程度とチェルノブイリの百分の
一以下だ。だから、
チェルノブイリの健康被害を持っ
て、福島県民やそれ以外の日本国民の健康影響を脅
すことは犯罪に近い。
女性の卵巣の放射線影響は六百五十ミリシーベル
ト以上で起こることがわかっている。だから、チェ
ルノブイリ三十 km 圏内からの避難者は厳しい状態
にあったのは事実だ。しかし、そうしたリスクは福
島にも他県にも絶対ないと断言できる。
私は、年間二十ミリシーベルトに達する福島県民
はほとんどいないと考察している。筆者自ら行っ
た調査時の個人線量計の積算値から推定する現地の
三十日間線量は、四～五月、六～七月で、それぞれ、
二十 km 圏内と周辺が一・〇ミリシーベルト以下、
会津～福島が〇・一〇ミリシーベルト以下であった。
以上から福島県民の平成二十三年の年間外部被曝線
量は、十ミリシーベルト以下、多くは五ミリシーベ
ルト以下と推定する。
科学的評価は、子どもから成人まで、個人線量計
の装着でわかること。ただし、政府災害対策本部は、
線量の比較的高かった初期の三～五月にそれをしな
かった。とんでもない杜撰さである。当時、飯舘村
など屋内退避勧告をしていたにも関わらずである。
以上の個人線量計による実測値から、私は福島県
民の多くは平成二十三年の外部被曝が数ミリシーベ
ルトと暫定評価している。
除染センターを建設し復興させる 内部被曝につ
いては、筆者は、放射性ヨウ素による甲状腺線量と
体内セシウムによる線量を現地で検査している。こ
れまでに百人以上の希望者について、二本松、福
島、南相馬、いわき市、郡山で検査した。検査した
六十八人の県民の甲状腺線量は八ミリシーベルト未
満。八月までの乳児、幼児を含む五十二人の県民の
セシウム検査では、ほとんどの内部被曝が〇・一ミ
リシーベルト未満である。特に子どもたちのセシウ
ム内曝は今のところ全員が〇・一ミリシーベルト以
下である。この内曝その場評価方法は、筆者は旧ソ
連の被災地でのロシア科学者との共同調査などを通
して独自に開発したものである。
小さな子どもたちは大人に比べて放射線影響が三
倍くらい大きいので、注意が必要である。これまで
の調査結果は、飯館村などで大人の外曝が仮に三ミ
リシーベルトとしても、三倍で子どもは九ミリシー
ベルト相当となる。これなら安全範囲と言える。実
際には、個人線量計を政府が装着させていないので、
本当の値は分からないのだが。

日本の放射線防護の科学力では、外曝と内曝のど
ちらも、正確に評価できるのだが、菅政権はその科
学力を活用しなかった。これが一番の問題である。
そのため、非専門家たちの想像力で怪しい過大な線
量値が多数の県民と国民を不安に陥れてしまった
と、筆者は見ている。
今後、筆者が実施している福島県民に対する科学
的な放射線衛生調査を、国の責任で希望者に対して
行うべきである。間違っても、県民をモルモット扱
いしてはならない。低線量を、それぞれの県民が知
ることにより安心することが目的である。また、特
に二十～三十 km の農業や酪農を復興させるための
科学プロジェクトを早急に立ち上げ、住民の個人線
量が年間一ミリシーベルト以下になり、作物のセシ
ウムが基準値以下となるように、表土の除染を国の
責任でする。さもなければ、福島の農業は崩壊する。
これが、七月二十七日都内での福島支援のシンポ
ジウムでの筆者の基調科学講演での提言である（※
10）
。直後に、総理官邸へ意見として送信した。野田
佳彦新総理には、福島復興に強い姿勢を期待したい。
二十 km 圏内に、表土除染センターを複数建設し、
住民らに働いてもらう。その事業の結果、農業・酪
農が再建することになる。そのためには、一兆円、
二兆円かかっても良し。世界に日本の科学力と強い
意思を示そうではないか。
福島は広島にもチェルノブイリにもならなかった
事実を、復興という形で世界に発信するのだ。これ
が、戦後日本の歪んだ姿勢を改めることになる。
［参考文献］
※ 1 高田純 広島平和公園の碑文は撤去すべし、
アパグループ第 3 回「真の近現代史観」懸賞
論文優秀賞、2010
※ 2 高田純「核と刀」明成社、2010
※ 3 高田純「福島 嘘と真実」医療科学社、2011
※ 4 高田純「世界の放射線被曝地調査」講談社、
2002
※ 5 高田純「中国の核実験」医療科学社、2008
※ 6 高田純「核の砂漠とシルクロード観光のリス
ク」医療科学社、2009
※ 7 高田純「核爆発災害」中公新書
※ 8 武田邦彦「子どもを放射能汚染から守りぬく
方法」主婦と生活社、2011
※ 9 L・A イリーン。チェルノブイリ 嘘と真実
長崎・ヒバクシャ医療国際協力会、1998
※ 10 高田純・福島支援シンポジウム・基調講演・
福島を人道科学で支援する会、2011
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LNT モデルの不確実性

低線量放射線は
長寿と制癌に有効
ＳＡＲＩ会員

3.11 後に現地で放射線量測定にあたるなどしな
がら著した「福島へのメッセージ放射能を怖れない
で！」
（幻冬舎ルネッサンス新書 2017 年刊）など
放射線被害について流布する誤った言説や政府対応
すとう しずよ
に警告を発しつづけている須藤鎭世氏から貴重な寄
稿を頂きましたので、以下紹介させて頂きます。
（須
藤氏のプロフィールは末尾に掲載）
1. 研究のいきさつ
2011 年 3 月 11 日、東京電力福島第一原子力発電
所は地震に反応して自動停止したが、地下においた
発電機（設計ミス）が浸水により機能せず、燃料棒
の冷却に失敗し、水素爆発により建屋が爆破された。
20 km 圏内の警戒区域の住民は緊急避難を余儀なく
され、貴重品等の回収等のため、一時帰宅が計画さ
れた。帰宅者の汚染検査が必要となり、ボランティ
アが募集された。私は学生実習で使うガイガーカウ
ンターを持参し、1 週間ほど汚染検査に従事した。
約 28,000 世帯、78,000 人のうち 43% が一時帰宅を
した。除染が必要な者は 0 であった。福島県では地
震、津波による死者は 1,600 余名であったが、避難に
伴う死者は 2,000 を超えた。放射線から人を守るとい
いながら、放射線による死者は０なのになぜかくも
多数の人を犠牲にしたのか。いろいろと考えた末に、
諸悪の根源は直線閾値（いきち）なしモデル（Linear
no-threshold model、
LNT と略）にあると思い至った。
LNT を支えるのは広島・長崎の被爆者の生涯調査
に基づいた米国科学アカデミーの報告書である。よ
く調べると、これには瑕疵があり、短命で癌リスク
が高いと考えられていた被爆者は、平均すると長寿
で癌リスクが低いのであった。LNT は放射線規制の
基礎として、Gold standard とされているが、科学的
に確実なモデルではないといえる。
2. 放射線の中で生きている私たち
我が宇宙は 138 億年前にビッグバンで誕生した。
星の生々流転が繰り返され、46 億年前に太陽系が作
られた。そのとき、現在よりもはるかに多くの放射
性物質が作られ、今も残っている。一次天然放射性
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核種と呼ばれ、ウラン -238 やカリウム -40 が代表で
ある。カリウム -40 は生体の重要な構成成分で、人体
内で毎秒 4,000 発が崩壊している。ラドン -222 の半
減期は 3.8 日であるが、ウラン -238 の子であるから
ウラン -238 があるかぎり、無くなることはなく、二
次天然放射性核種と呼ばれる。トリチウム -3 や炭素
-14 は誘導天然放射性核種と呼ばれ、大気中で絶えず
生成され、我々の体の成分となっている。炭素 -14 は
体内で毎秒 2,500 発が崩壊している。人工放射性元素
の例は フッ素 -18 で癌の診断などに活用されている
カリウム -40 や炭素 -14 はあらゆる食品に含まれて
いる。その線量は（Bq/kg）は魚や牛肉には 100、ほ
うれん草やわかめには 200、干し椎茸には 700、干し
昆布に至っては 2,000 とされる。日本人の被曝線量は
2.1 mSv/ 年とされるが、そのうち 0.99 mSv は食品
由来である。Sv と Bq の換算表から 0.99 mSv はほぼ
9,500 Bq となる。2.1 mSv では単純比例計算で 20,151
Bq となる。我々は体の内外から毎秒 20,000 発の放射
線を浴びていることになる。我々自身が放射生物体
であり、母親が子を抱くと互いに放射線を照射し合
うことになる。その線量はバナナ半分を食べるほど
のものだから、何ら心配はいらない。
3. 分子生物学的考察
1）活性酸素の消去
我々の体の 3/4 は水で、低線量放射線は主に水を電
離し、ラジカルを含む活性酸素 (ROS) を作る。ROS
の生産は呼吸する方が通常の放射線より圧倒的に多
い。100 億個 / 細胞 / 日で、通常の放射線の 107 倍も
形成される [1]。しかし、生体は ROS を消す物質や
機構を有している。低分子化合物としてグルタチオ
ン、システイン、尿酸などの生体分子、食物由来で
はビタミン C、ビタミン E、βカロチン、アスタキ
サンチンなど、タンパク質としてトランスフェリン、
フェリチン、メタロチオネインなど、抗酸化酵素と
してスパーオキシドデスムターゼ、カタラーゼ、グ
ルタチオン S- トランスフェラーゼ、グルタチオンペ
ルオキシダーゼなどがある。自然放射能による ROS
は呼吸に比べ無視できるほど少ない。

2）DNA 修復
放射線は活性酸素のみならず、より直接的な作用
で DNA に損傷を与えることがある。塩基切断、塩
基修飾、鎖切断、架橋などである。進化の歴史を通
して、こうした損傷に対応した修復系が獲得された。
傷ついた塩基に対してそれを取り除いて修復する塩
基除去修復、ヌクレオチド単位であればヌクレオチ
ド除去修復、誤った塩基の取り込みにはミスマッチ
修復、二本鎖切断に対応した組換え修復などである。
3）アポトーシス（計画的自死）
p53 は RB などと共に癌抑制遺伝子の 1 つである。
DNA に傷がつくと p53 などが働き、細胞周期を止
め、DNA の修復を促す。修復不能となればアポトー
シスが作動し、
細胞は自死に追い込まれる。こうして、
将来に禍根を残しそうな細胞は前もって生体から除
去される。癌抑制遺伝子は放射線から我々を守る役
割を果たしており、その一環として生体防御機構と
してのアポトーシスがあるといえる。
4）免疫系
臓器移植や HIV/AIDS で免疫能が落ちた患者の
癌のリスクは大いに高まる。これはとりもなおさず、
正常な免疫系が発癌を抑制していることの証である。
老化して免疫能が衰えると癌リスクが高まること
と軌を一にする。呼吸により 100 億個 / 細胞 / 日で
ROS が作られても、上記のような生体防御機構をく
ぐり抜けて DNA の傷として残るのは 1 変異 / 細胞 /
日と見積もられる [1]。
4. 生命体の積極的防御策：適応応答（ホルミシス）
上記 3. 1) 〜 4) では、活性酸素ができれば消す、変
異が生じれば修復する、修復できなければ殺す、癌
細胞が生じれば免疫系が抑制するというような、い
わば受け身の生体防御機構について略述した。しか
し、生体系の特徴は、危険信号を捉えれば将来に備
えて積極的に生体を強化するという反応を示すこと
にある。これは適応応答（ホルミシス）よばれる。
耐えうる程度の負荷や刺激は生体を強くする。これ
はワクチンを接種しておくと、やがて病原が来襲し
てきた時に、軽微あるいは未然に防ぐことができる
ことを考えると理解しやすい。これについては章を
改めて後述する。
4. 直線閾値なしモデルを検証する
1）基本的 3 つのモデル
閾値に関し、基本的に 3 つのモデルを図 1 に示
す。 直 線 閾 値 な し モ デ ル (LNT) は 放 射 線 は い か
に微量であれ線量に応じて有害で、線量率に依ら
な い ( 蓄 積 性 が あ る ) と す る。 現 在、 放 射 線 規 制

の基礎となっている。直線閾値モデルは閾値以下
で は 無 害、 そ れ 以 上 で は 有 害 と す る。 放 射 線 ホ
ル ミ シ ス モ デ ル は 低 線 量 で は 有 益、 高 線 量 で は
有 害 と す る。 有 益 性 と 有 害 性 の 間 に 閾 値 が 設 定
で き る の で、 実 証 で き れ ば LNT を 否 定 で き る。
2）マラーとロックフェラー財団による直線閾値な
しモデル（LNT）の導入
1927 年、マラーはショウジョウバエに高線量の X
線を照射し、遺伝的な影響を見出した [2]。この論文
には実験材料と方法、実験データ、引用文献がなく、
検閲もなかったようだ [3]。後に実験内容を開示した
が、それによると 42 分間に 30 Gy という自然線量の
20 万倍を照射し、自然頻度の 150 倍の変異が生じた。
ロックフェラー財団（RF 財団）はスタンダード石
油を母体とする。原子力エネルギーが将来、石油・

図 1.

閾値に関する 3 つのモデル
・直線閾値なしモデル（LNT）
：鎖線
・直線閾値モデル（LNT）
：細線
・ホルミシスモデル：太線
（J 字型あるいはシグモイド状）

石炭に取って代わるだろうとの予測に危機感を抱き、
放射線は限りなく危険と唱えるマラーを味方につけ
ようと、ことあるごとにマラーを支援した。1943 年
のマンハッタン計画では原爆製造のほか、放射線の
生物影響も詳しく調べられ、閾値ありのデータが得
られた。通常、
モデルが実験データを説明できない時、
モデルが誤りとして新たなモデルを立てるが、マラー
はモデルを守るため、データの方が誤りとして切り
捨てた。原爆投下の翌 1946 年、
RF 財団の支援もあり、
彼はノーベル賞をうけた。受賞講演では閾値ありの
データを無視して、放射線の遺伝的影響に閾値がな
いと断言した [4]。
RF 財団は共和党と懇意で、
1953 年、
アイゼンハワー
が大統領になるとネルソン・ロックフェラーは側近
となり、放射線を貶める計画を練った。米国科学ア
カデミー (NAS) の議長、ロックフェラー大学の学長、
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RF 財団の理事であるブロンクに実施を委ねた。彼は
NAS 内に遺伝学委員会を設けた。委員にはマラーの
友人や弟子が多く、委員会はマラーが牛耳った。RF
財団は NAS や有力なメンバーに巨額の資金を提供し
た。1956 年 6 月 12 日、委員会は LNT を勧告した [5]。
翌 6 月 12 日ニューヨークタイムズ紙は 1 面で放射線
は危険、人類の遺伝子が危ないと報じた。他紙も追
随した。NAS は LNT の根拠を求められたが開示を
拒否した（もとよりデータはなかった）
。
3）米国科学アカデミー（NAS）による LNT を支
持するという BEIR VII 報告の検証
2006 年、NAS は広島・長崎の被爆者の生涯調査
結果が LNT を支持するという BEIR VII 報告書を発
表した [6]。その報告書には幾つかの誤りがみられる。
１）原爆後に入市した人々を 0 被曝、0 リスクとし
て比較の対照としているが、入市者は残量放射線を
かなり浴びているので [7]、対照とするのは根本的に
誤っている。2) 白血病も固形癌も用量相関は直線 - 二
次曲線に従うが、直線との間に有意差がないから直
線であると我田引水を行なっている。3）2 Sv 以上で
は癌になる前に死亡することがあるので、癌リスク
も低減傾向を示す（ダウンターン）が、これを隠匿
するように 2 Sv 以上は図示していない。
4）100 mSv 以下をまとめて 1 点で表し、あたかも
0 点に収斂するかのような印象を与えている。一まと
めにするのは統計学の初歩的なまやかしの常套手段
という。
比較対照群を設けることなくデータを次々と加え
て行き、結果から原因を推定するベイズ法により被
爆者の生涯調査を解析すると、閾値もホルミシスも
見られる [8]。したがって、BEIR VII 報告書は LNT
を支持するとはいえない。
5）科学に基づかない LNT がなぜ維持されるのか
広島・長崎の生涯調査は 20 万人の犠牲者を伴っ
た世界唯一の貴重なデータである。その結果は閾値
もホルミシスもある、すなわち、LNT は誤りである
ことを示している。NAS は 1956 年に LNT を勧告し
た。これを死守すべく BEIR VII 報告を発表したが、
これはデータを曲解しているといえる。
何故、LNT を死守しなければならないのか。放射
線規制の基本とされる LNT の誤りを認めると、こ
れまで築き上げてきた体制、組織、職場、権威が崩
壊するからであろう。では何故、死守できるのか？
NAS は科学界の最高権威であるからだ。放射線規制
の元締めである国際放射線防御委員会（ICRP）は国
連の報告を重視し、国連は NAS の見解を重視する。
関連委員会の中心人物達は NAS の傘下にあり、委
員の重複もあり、LNT は維持されている。各国は
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ICRP の規制に従い、日本もこれをうけて限界線量を
1 mSv/ 年としている。これに基づき、福島の事故で
は強制避難が実施され、多くの死者をだした。
5. 適応応答（ホルミシス）
１）生命体による積極的防御策：適応応答（ホルミ
シス）
ホルミシスが働くとき生体は低線量では有益な応答
をするが、防御機構を破綻させられるほどの高線量
では有害となる。その本質は危険 / 刺激信号をうけ
とると、将来に備え準備をすることにある。40 億年
の進化の歴史をとおして生体は防御機構を構築して
きた。現に我々は毎秒 20,000 Bq の被曝をうけている
ので、準備ができており、多少の放射線にはびくと
もしない。
耐えうる程度の放射線は生体を強化する。類似の
例としてワクチン接種をあげた。転ばぬ先の杖とし
て、筋トレを考えると分かりやすい。格言では可愛
い子には旅させろとか、艱難辛苦を汝を玉にすとか
いう。
２）いくつかの適応応答（ホルミシス）の例
図 2 は Cs-137 のγ線を原生動物である繊毛虫類の
テトラヒメナに照射した時のホルミシスを示す [9]。
γ線を遮蔽すると増殖が阻害され、照射すると細胞
活性が増す。
図 3 はショウジョウバエにγ線を照射したときに
みられたホルミシスを示す。X 線を照射しても同様
にホルミシスがみられる。図 3 はマラーの実験およ
び LNT を否定する。
図 4 はマウスに生涯にわたりγ線を照射したときに
みられたホルミシスを示す [11]。自然放射能の 170 〜
1,700 倍の連日照射でマウスの寿命は延びる。
図 5 は室内ラドン濃度が高いほど肺癌での死亡率
が下がることを示す [12]。LNT を支持する人達は
このデータを無視する。日本でもラドン温泉は人気
があるが、欧米でも愛好者がいる。ギリシャ神話で
イカロスが墜落したといわれるイカリア島は、ギリ
シャ、ローマ時代から湯治場であった。ラドン濃度
が高く [13]、30% 以上が 90 歳以上まで生きるという
[14]。
放射線影響研究所から被爆者の生涯調査の結果が
報告される。そこの報告書から被爆者の癌死亡率を
抽出し、一般日本人と比較をした（表 3）[15]。原爆
後入市した者（残留放射線を被曝）の死亡率は被爆
者達（原爆の放射能と残留放射線を被曝）より低く、
その被爆者の死亡率は日本人の平均より低かった。
この LNT の予測と矛盾した結果は、ホルミシスの効
果と考えるとすぐに理解できる。癌リスクの閾値と
想定される 0.5 Gy 以上を被曝した人数は約 5%、95%

は 0.5 Gy 以下、
すなわちホルミシス領域の被曝であっ
た。5% は癌リスクが高く短命となるが、95% は癌が

図 2.

ロ）
。これも含めて被爆者の線量—反応相関はホルミ
シスに典型的な J 字曲線を示した（図 6, ハ）
。Y 軸と
の交点が閾値とみなされ、閾値はほぼ 0.5 Gy と見積
もられる。残留放射線を考慮すると、1 Gy 程度が閾
値と思われる。図 6, イ , ロ , ハはある程度の放射線を
浴びた方が長生きであることを示しており、放射線
と寿命の関係にはホルミシスがあるといえる [15]。
イギリスの放射線医の 100 年間（1897–1997）の癌
およびそれ以外の死因が解析された [16]。1920 年に

原生生物テトラヒメナに対する
放射線の影響 [9]
・放射線を遮蔽すると分裂が抑制され、
放射線を照射すると分裂が刺激される。

図 4 . γ線のマウスの寿命に対する
影響 [11]
・自然放射能の170 -1,700倍の連日照射でマウスの
寿命は延びる。
大量の照射では寿命は短縮する。

図 3 . ショウジョウバエに対する放射
線の影響 [10]
・γ線を照射すると、変異頻度はホルミ
シスに典型的な J 字型の用量相関を示す。
抑制されるので、平均するとホルミシスの効果が勝
り、癌リスク日本人平均より低くなる。
放射線の影響を知る指標として、癌より寿命がよ
いといわれる。寿命は戸籍で確かな情報が得られる。
原爆被爆者の被曝線量と寿命の関係を図 6 に示す。
非被爆者のうち 1 ヶ月以内の入市者 ( 図 6, B) は、そ
れ以降の入市者 ( 図 6, A) より多くの残留放射線を浴
び、長生きだった（図 6, イ）
。0.005 Gy 以下の被爆
者は正確に分類できないので、爆心地からの距離で
4 群（図 6, C-F）に分けた。すると、爆心地に近くよ
り多くの放射線を浴びた者ほど長生きだった（図 6,

図 ５ . 室内ラドン濃度と肺癌による
死亡率 [12]
・LNT の予測とは反対に、ラドン濃度が
高いほど、死亡率は低下する。
英国 X 線安全委員会ができ、X 線の弊害に注意が喚
起されたので、その前後に分けて要点を抽出して表
4 に示す。1920 年以前は癌による死亡が多かったが、
癌以外の死亡が減ったため、全体として死亡率は少
なめである。1920 年以降は癌死が増えず、それ以外
が減少したため。全体としての死亡率は減っている。
それ以降は増えていない。
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表 ３ . 原爆被爆者の固形癌死と日本人
の癌死の比較 [15]
報告者
Preston ら

報告年
2007

被爆者数
癌死数
［入市者］
（%）
105,427
17,448
（16.6）
［25,427］ ［3,994（15.7）
］

調査期間
1958 ‒1998
日本人平均癌死
（%）
21.4
（1958‒1998）

アメリカの原子力造船所で働く労働者の死亡率が調
査された [17]。対照は同じ職場の事務系の人たちであ
る（表 5）
。被曝者をさらに 0.5 〜、1 〜、5< に 3 分
類すると 1,000 人あたりの死者は 6.7、6.6 、5.9 となり、
やはり高被曝者で低くなった。被曝者は全体に死亡
率が 24% 低くなり、寿命は 2.8 年延びた。このデー
タは LNT には真っ向から反するものである。
6. 適応応答（ホルミシス）の臨床応用
東北大学の坂本澄彦教授 [18] は X 線を全身あるいは
半身に照射するとリンパ腫に有効なことを見出した。
この方法を応用してアルツハイマー病の女性とパー
キンソン病の夫に CT を施したところ、著効が認め
られた [19]。小島ら [20] はラドンの吸入療法が結腸癌、
子宮癌、癌肺、肝癌に有効なことを述べている。膵

7. 考察
LNT は放射線はいかに微量であれ線量に応じて有
害であり、被曝した線量は蓄積するとする。低線量
の放射線の効果は蓄積しないことを、直感的な例で
示す。(1) 睡眠薬 100 錠を飲むと死ぬが、LNT は 1 錠
ずつ 100 日飲むと死ぬ、あるいは 100 人が 1 錠ずつ
飲むと 1 人が死ぬと予測する。1 錠飲んで翌日トイレ
にたてば、体はほぼ飲まない状態と同じに戻る。(2)
6 階から落ちると死ぬが、LNT は階段を 1 段ずつ降
りても死ぬと予測する。位置エネルギーは小出しに
すれば蓄積されてゆかない。LNT は 1 Gy を 100 人
に照射すると 5 人が癌で死ぬという。0.1 Gy を 1,000
人に照射するとやはり 5 人が癌で死ぬと予測する。
実際には 0.1 Gy の照射で癌リスクは減り、寿命は延
びる（図 6）
。

表 ４ . 1897 ‒ 1997の100年間における
英国放射線医の癌とそれ以外の死因 [16]
死因
・全癌
・癌以外
・合計
死因
・全癌
・癌以外
・合計

観測値
（O） 予測値
（E）
60
34.20
230
266.30
290
300.50

O/E 比
1.75***
0.86*
0.97

1920‒1997 年
観測値（O） 予測値（E） O/E 比
168
161.89
1.04
574
666.74
0.86***
752
828.63
0.91**

対象は英国、ウエールズの放射線医以外の医師
*p<0.05; **p0.01; ***p0.001.

図 6.

被曝者の過剰相対致死率

A: 1 ヶ月以降入市の非被爆者
B: 1 ヶ月以内入市の非被爆者
C̶F：被曝線量が 0.005 Gy 以下で爆心からの距
離が 7-10 km (C)、3-7 km (D)、2.8-3 km (E)<2.8
km (F)
C̶M：異った被曝線量群、
N：線量不明。A-N の上の数値は人数。
X: C-D (n = 25,524) の、Y：被爆者 C-F (n = 34,064) の、
Z：E-F (n = 8,540) の過剰相対致死率の平均。0 点より
上に行くほど短命で、下にくると長寿となる。

臓癌にも有効らしい。最近、1 日２回、1.35 Gy を 22
回照射したところ、黒色腫瘍が治癒したという報告
がなされた [21]。
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生体には防御機構があり、放射線の作用を瞬時に
無害化し、
算盤でいうところの「ご破算で願いましは」
の状態に戻す。よって、作用は比例せず、蓄積しない。
それどころか、ホルミシス効果で健康増進、治療に
役立つ。
LNT は罪深い。
（1）人々の命を守るためと称し、
不要の低線量を規制し、多数の死者をだした。LNT
擁護派の人達は放射線を厳しく規制する分には弊害
はないと主張するがとんでもない話で、無害なもの
を規制することの愚かさ、危険性をしっかりと認識
すべきである。
（2）LNT が医学会の公的見解であり、

表 ５ . 原子力造船所の労働者の死亡率［17］
（5 mG＜）

（5 mG＞）

低線量

対照

労働者数
27,872
死亡数
2,215
死者 /1,000 人
6.4
対照が1の時の 0.76
比率

10,348
973
7.1
0.81

32,510
3,745
9.0
1.00

高線量

放射線ホルミシスを利用したアルツハイマー病、パー
キンソン病、痴呆、癌などの治療法の開発を妨害し
ている。これからの老齢化社会に向けて、低線量放
射線の持つ有益性を積極的に追求すべきであろう。
（3）LNT は放射線恐怖症を助長し、風評被害を初め、
膨大な政治的、経済的、社会的な損失を齎している。
例えば、トリチウム水の貯蔵問題や、韓国の魚介類
輸入禁止、使用済み燃料の保管の問題等である。
LNT 問 題 で い つ も 考 え る こ と は、 限 界 線 量 の 1
mSv/ 年であれこれと心配するが、イランのラムサー
ルでは 260 mGy/ 年の自然放射能環境下で先祖代々
平気で生活していることだ。これも含め、詳しくは
文庫本にまとめた [22]。
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須藤鎭世（すとうしずよ）プロフィール
1942 年横須賀市生まれ。東大薬学部卒業後、
（株）野
村総合研究所、経済産業省産業技術研究所等を経て、
2003 年より就実大学薬学部教授、2015 年より同大学
名誉教授。2011 年 7 月、福島において一時帰宅した避
難者の放射線汚染測定に従事した。放射線取扱主任者。

新刊紹介
須藤鎭世先生の著書「放
射線は地球と人類の長い
友達」が本年 8 月、幻冬
舎から電子出版されまし
た。概 要 は 下 記 の 通 り。
価格は 1,100 円 ( 税込 )
で 、Amazon 、Yahoo
ショッピング他のネット
通販各社で取り扱われて
い ま す。12 月 よ り
Amazon からプリントオ
ンデマンド版で印刷体が
利 用 で き ま す。価 格 は
2,400 円 ( 税別 ) です。
放射線は有害どころか生体活動に必須で、かつ有益である ー
放射線はどんなに微量でも危険という「直線閾値なしモデル」
が放射線規制の基礎となっているが、これは石油業界が原子力
産業を陥れるために捏造した神話である。これを資料に基づき
実証する。放射線療法がコロナに有効という臨床治験が少なか
らず出ている。炭酸ガス放出を減らすには原子力を利用する他
はない。このまま高いエネルギー料を払い続ければ、日本は貧
しい国に成り下がる。子孫のためにも原子の火を絶やしてはな
らない。(※本書は本文横書き )
I.

放射線は長い友達

II. 「直線閾値なしモデル」は政治的に作り上げられた誤った仮説
III. ホルミシスは生物に普遍的
IV. 放射線療法は新型コロナに有効
V. 火というエネルギーが人を進化させた
VI. 原子力エネルギーは温暖化防止に必要不可欠
VII. 新しい原子力発電：小型モジュール炉（小型炉）
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福島原発事故から10年、黒い雨訴訟にみる実態
被爆線量は過小評価、発がんリスクは過大評価

最も信頼されるデータも
低線量での発がんリスクは不明
代表理事・副会長 大阪大学医学部名誉教授 彩都友紘会病院長
広島への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る訴
訟は、政府が広島高裁判決を受け入れ、上告を断念
した。すなはち、原告全員が被爆者と認められ、被
爆者健康手帳が交付される。政府の対応としては遅
きに失するが、英断である。
広島の原爆は約 600 メートル上空で爆発し、その
エネルギーは光熱線（35％）
、衝撃波（50％）
、放射
線（15％）として放出された。その超高熱で家屋、
樹木は瞬時に燃焼した。同時に河川の水は大量の水
蒸気となって、煤、灰燼とともに竜巻のように急上
昇、上空で冷却されて凝縮し、爆発から 20 ～ 30 分
後に黒い雨となって数時間降り注いだ。黒くコール
タールのような雨には高い放射能が含まれており、
井伏鱒二の小説「黒い雨」には、
”万年筆ぐらいの
太さの棒のような雨”と記されている。特に広島は、
昨今の水害でもわかるように川筋が多いため、大量
の水蒸気が発生して黒い雨となったと思われる。ち
なみに長崎では、一部の地域を除いて黒い雨はほと
んど降らなかったとされるが、風評被害を怖れて
大っぴらにしなったとも考えられる。
国は、広島の爆心地の北西部（南北 19km、東西
11km）を、
黒い雨が強く降った地域「援護区域」とし、
在住者に被爆者手帳を交付した。しかし、援護を受
けられなかった原告の一人（当時 5 歳）は、援護区
域のすぐ外側で黒い雨を浴び、沢の水を飲んでいる。
雨は時間経過とともに、爆心地から西の方に移動し
ており、境界線を引く方が不自然である。実際、広
島市は 2008 年に 3 万 6 千人を対象に大規模なアン
ケート調査を行い、黒い雨が降った地域は援護区域
の６倍に広がる可能性があることが分かった。広島
地方裁判所は、黒い雨が援護区域よりもっと広い範
囲で降った事実を確認できるとしたのである。
原爆放射線は原爆全エネルギーの 15％で、初期
放射線が 5％、残留放射線が 10％とされてる。初期
放射線には即発放射線も遅発放射線も含まれる。黒
い雨を主体とする残留放射線は、初期放射線の 2 倍
であり、初期放射線の到達限界を超える地域（爆心
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中村 仁信

地から 3 ㎞以上）でも残留放
射線による急性放射線傷害が
みられた。非被爆地から広島
市内に入市した人たちの調査
でも、3 日以内に入市した人た
ちの癌死亡が多い。於保報告
大阪大学名誉教授
（日本医事新報 1957）でも、市
中村仁信 氏
内への立ち入りの有無、原爆
投下日からの期間が有症率と関連している。では、
残留放射線による被曝は、公表されている被爆後生
存者の被曝線量に加えられているのであろうか。否、
実のところ、まったく計算に入っていないので、実
際の被曝線量はずっと多いのである。
原爆被爆者の被曝線量推定の根拠となったのは、
ネバダ砂漠での核実験のデータであったが、地上爆
発であったため適切でなく（地上 500 メートルの爆
発は 2.5 倍の威力）
、ネバダ砂漠に 510 メートルの
鉄塔を建てての模擬実験（原子炉に代えて 1200Ci
の Co 60 を使用）が行われ、その計測値が被爆者の
線量推定の根拠となった（T65D：1965 年の暫定被
曝線量推計体系）
。しかし、こうして推定された被
爆者の線量は、あくまで爆発後 30 秒以内の初期の
空中放射線量からの推定であり、残留放射線は計算
されていない。ネバダ砂漠は水がないので、黒い雨
は降らない。T65D はその後 2、3 回修正されてい
るが、大きな差があるわけではない。
以上より、原爆被爆者の被曝線量には、砂漠の実
験から推定した線量に残留放射線による被曝線量が
加えられなければならない。そしてその線量は、多
くの場合 2 倍以上になると考えられる。すなはち、
被爆者の線量は過小に評価されており、その分、発
がんリスクは過大に評価されている。
原爆被爆者の被曝線量とがん発症相対リスクのグ
ラフ（Pierce 2000）は、低線量放射線の発がんリ
スクに興味のある人なら一度は見たことがあるで
あろう。ある成書には、「これだけ大規模で信頼性

の高いデータはおそらくこの先も現れない。60 ～
100mSv 以上でリスクが増加するかもしれないが、
それ以下ではわからない」とある。その、最も信頼
できる資料とされてきた原爆生存者の被曝線量でさ
え、このような不備がある。またこのグラフは、そ
の後の新しいデータではリスクはずっと低くなって
いるが、
長年に亘って直線しきい値なし仮説（LNT）
を示唆するものとして使われてきた。
「原爆被爆者
のその後の調査が示すように、低線量でも発がんの
リスクがある」という言葉を何度も聞いてきた。し
かし実際には、その被曝線量は、少なくとも 2 倍
以上なのである。前述の成書においても、
「120 ～

海 外 情 報

200mSv 以上でリスクが増加するかもしれないが、
それ以下では不明」とされなければならない。
「む
しろ低線量ではホルミシスの証拠が多数ある」こと
も理解されやすい。ハーマン・マラーのショウジョ
ウバエの実験が LNT を証明するものでない（低線
量の実験は行われていない）ことは、ここでは詳し
くは述べないが、いずれにしても LNT が根拠のな
い仮説であったことは明白である。
本原稿は、須藤鎮世著「福島へのメッセージ 低
線量放射線がもたらす長寿と制癌」
（幻冬舎 2019 年）
を参照した。

IAEA（国際原子力機関）
特別報告書

原子力エネルギーは
低炭素電力の確固たる供給源
「原発安全宣言」というと、当会副会長の中村仁信
先生が、故渡部昇一先生と上梓した共著のタイトル
だが、COP26（国連気候変動枠組み条約第 26 回締約
国会議）が本年 10 月 31 日～ 11 月 12 日が英国・グ
ラスゴーで開催される中、編集部が注目した情報を
ご紹介しよう。
１．IAEA（国際原子力機関）特別報告書
COP26 開催に先駆け IAEA が発表したのは、
「ネッ
トゼロ（温室効果ガス排出量実質ゼロ）のための原
子力エネルギー」と題した特別報告書だ。同報告書
は「パリ協定の目標を達成するには、原子力エネ
ルギーが重要な役割を担っている」と宣言したうえ
で、
「低炭素電力の確固たる供給源としての原子力発
電は、石炭やその他の化石燃料に取ってかわるのに
非常に適しており、熱と水素を供給して、産業や運
輸などのセクターを脱炭素化できる。原子力発電は、
パンデミック後の世界的な経済回復のための最も効
果的な投資のひとつであり、エネルギー、経済拡大、
気候変動に関する国連の持続可能な開発目標に直接
貢献できる」と訴えている。具体的には「石炭発電
の 20％を 250 ギガワットの原子力発電に置き換える
と、CO2 の排出量は２ギガトン―電力部門の年間排
出量の約 15％が削減される」としている。IAEA の
グロッシ事務局長は、
「過去 50 年間に原子力発電は
累積で約 70 ギガトンの CO2 排出を回避し、毎年１
ギガトンを超える CO2 排出を回避し続けている。科
学的な実証に基づいた決定を下し、原子力への投資

IAEA グロッシ事務局長

を増やす時だ」と強調した。
２．
「福島では放射線では誰も死んでいない」COP26
で IAEA グロッシ事務局長が訴え
このことは米一流経済紙『Forbes』も報じ、タイ
トルでは、IAEA Boss Statement Met With Laughter
At COP26 と「発言は嘲笑をかった」ことも補足し
ていた。
“No one died from radiation at Fukushima,”Grossi
said, provoking laughter from the audience.“I don’t
know why you’re laughing, it’s a fact. Thousands
of people died because of the tsunami but there
were no deaths attributable to exposure to radiation.
People died also because of the evacuation, it was
very traumatic,”he continued.“We’re taking this
very seriously. This is not a laughable matter.”
「福島では多くの犠牲者を出した」という現実が、
メディアの「原発関連死」
「震災関連死」などの表現
によって、国際的にも歪曲されて流布している。国
際的にも、
「数千人が原発事故で死亡した」と曲解さ
れているのだ。
「原発関連死」と言っても、それは民
主党菅首相の強制避難という政治判断の犠牲によっ
て死亡したもので、福島第一原発事故の放射線によ
る死者は、現在に至るも 1 人もいない。グロッシ事
務局長の言うとおり、このことは真剣に取り上げら
れるべきことで、笑いごとではない。いやらしいの
は、
『Forbes』が毎日新聞の報道を引用して、
「グロッ
シの主張は事故以来ずっと事実と信じられてきたが、
しかし 2018 年にそうではなかったことがわかった」
（20 面につづく）
（という書き方をしているところだ。
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寄 稿 低すぎる日本の原発電力供給量、経済・生活に多大な弊害！

原子力発電再稼働は「世界的潮流」である
理事
武漢発生コロナ感染症により、日本でも緊急事態
宣言が敷かれ、また欧米諸国などではロックダウン
などの処置がとられた。それ自体の是非はここでは
論じないが、その結果、経済活動が停滞し、多くの
人々の生活が追い詰められることになった。
同時に、社会、生活のあらゆる分野で必要とされ
る電力の維持は、特に病院や福祉施設など、社会的
弱者を守るためには絶対に必要である。
「再利用エ
ネルギー」や「太陽光発電」などはここ近年しきり
にマスコミをにぎわす傾向があるが、様々な新しい
エネルギーを開発研究するのは結構であるが、病院
で治療を必要としている患者さんを含め、必要とし
ているすべての人への電気を安定的に、かつできる
だけ安価に供給できる体制を守ったうえでのもので
なければならない。
◇
◇
◇
私は科学的な知識には全く疎い人間である。しか
し、常識でものを言わせてもらえば、太陽光や風力
エネルギーはどう考えても現時点の技術ではこの目
的を満たすものではない。
空が曇りがちな季節、もしくは風力が弱い時期は、
風力発電も太陽光発電も極めて弱い電力しか発電で
きなくなるだろう（東京に住む私にとって今がその
寒い時期である）
。その場合は、どう考えても、不
足分を化石燃料などによる第二の送電システムで補
わざるを得ないのではないか。したがって、その補
助設備もまた建設、維持しなければならなくなり、
エネルギー問題の解決とは程遠いことになる。
また、風力や太陽光が漸弱な季節は、そのわずか
なエネルギーをより効果的に発電のために、過剰な
発電施設を造らざるを得ないし、逆に、豊富な季節
になれば、過剰な電力供給を防ぐために、多くの施
設を休ませなければならなくなる。こんな非合理な
システムはない。
まず、安定的なクリーンかつ安価な電力を保障し
ようとすれば、まず原子力発電所の閉鎖をやめるこ
としかない。現状での技術では、
再生可能エネルギー
でそれを代替することは不可能である。
先日、気候変動に関する国際会議「COP26」に合
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評論家

三浦 小太郎

わせ、日本の若者らが、彼
らは日本政府に対し石炭火
力の早期廃止を求める訴え
を街頭で行った。私は、若
者たちが彼らなりにエネル
ギー問題に関心を持ち、訴
えることを何ら否定しない。
理事・評論家
しかし、彼らがよりクリー
三浦 小太郎氏
ンなエネルギーを求めるの
なら、原子力発電の再稼働を要求するのが最も合理
的な道だろう。
果たして CO2 の増加が環境破壊の源であるかど
うかについては、私は科学的な知識はないため断定
は避ける。しかし断言できることは、現在日本は原
発再稼働を停止したことで、
、燃料費が増え、電気
料金が上がったことだ。国内の製造業が支払う電気
代は震災前に比べ年 1 兆円も増えたとされ、これは
製造業全体の人件費の 4％に相当する額となる。こ
れは日本経済に大きな打撃を与えている。
◇
◇
◇
もしも岸田総理が、国民を重視した新しい資本主
義を実現したいというのなら、この原発再稼働はそ
の一環として即時行われるべきことだ。岸田総理の
言う新しい資本主義はまだ性格がはっきりしていな
いが、仮に、新自由主義が陥りがちな、競争に勝利
した強者が優先されるような世界を改めたいのであ
れば、万人が必要としている電気料金を減らす努力
をすることで、社会的弱者や中小企業の負担を少し
でも減らすべきである。
なお「世界は脱原発に向かっている」というのな
らば、2018 年時点で稼働している原子力発電所は
443 基、建設・計画中は 152 基あるという現実にも
目を向けるべきだ。
総発電量に占める原子力の割合（2017 年実績）
によれば、フランスは約 72％を占めている。次い
で韓国が約 27％、米国が約 20％と続き、
「脱原発」
を掲げるドイツは約 12％で、日本は約 4％である。
「世界水準」に日本も一刻も早く向かうべきだろう。
（終）

寄 稿 総会屋でもここまでの要求はしないであろうひどいレベル

東京電力株主総会での反核勢力の「株主提案」
理事・事務局長
毎年、東京電力の株主総会では、同志ボランティ
アがこのニューズレターを会場に入る東京電力の株
主に配布している。反核勢力にもかなりのダメージ
をこのニューズレターは与えているようだ。さらに
東京電力の株主となっている会員有志が、実際に総
会に出席し株主として発言、反核グループに対峙し
ている。反核勢力はグリンピース・ジャパンなどの
左翼組織と個人だが、彼らは「株主提案」の権利を
行使して総会に影響力を及ぼしている。本年 6 月 29
日（火）午前 10 時から東京江東区有明の東京ガーデ
ンシアターで開催された総会では、第２号から第 9
号まで８つの「定款一部変更」の議案が、株主総会
で議事にかけられた。各議案の概略を紹介する。
■各議案の趣旨と提案理由■
第 2 号議案．アルプス処理水（汚染水）の協議委員
会のメンバーに福島などの農林水産業者および住民
を加える
加害者として被害者の住民や関係者の話を聞くのは
当然。関係者の同意なしに汚染水の処分の決定は許
されない。現在、漁業者、林業者、住民が汚染水の
海洋放出に反対している。反対を押し切ればわが社
の信用が落ちる。流さないことが合理的な選択だ。
第３号議案．柏崎刈羽原発の再稼働工事を中止し廃
止の準備に入り、原子炉施設以外の敷地などは自然
エネルギーのために活用する
2021 年中に安全対策工事を完了し再稼働するという
が、
「事故原因」
「原発事故の健康と生活に及ぼす影響」
「万が一の避難方法」の新潟県の検証は続いていて再
稼働の見通しはない。原発としては閉鎖し、付属発
送電設備は自然エネルギー設備に転用する。
第４号議案．本会社は原発事故被害者への賠償に係
る時効を主張せず、賠償判決が下った場合、迅速に
賠償と弁護士費用節約の観点から、本会社は控訴を
行わない
昨年 10 月の生業訴訟仙台高裁判決は、賠償金を上積
みし賠償対象を広げるなど画期的な内容だったが、
わが社は不服として不誠実に控訴した。2014 年に策
定した賠償指針「３つの誓い」を忘れたのか？まる
で住民の泣き寝入りを待つかのようだ。真摯に対応
せよ。
第５号議案．福島第一原発の事故収束作業に従事す
る全ての作業員の健康を維持するための環境を整備
する
わが社は事故時の緊急作業に従事した作業員も含め、
生涯にわたる健康管理を行っていかなければならない。
第６号議案．本会社は事故を教訓とし、後世の検証
に資するため、事故に関わる全ての資料を保存・記録・

国際ジャーナリスト

藤田 裕行

管理し無償公開する
（１）全ての資料を閲覧でき
る資料室を東京もしくは首
都圏内に設置せよ（２）世
界中の人が閲覧できる主要
言語に翻訳しインターネッ
トで公開せよ（３）資料内
容は事故後に判明した事実
など随時アップデートせよ
事務局長
藤田 裕行氏
（４）本会社から独立した管
理運営委員会を設けよ（５）
管理運営委員会のメンバーは一般市民と学識経験者
などで構成し、半数は原子力発電所に反対・慎重な
立場の人とする
世界を震撼させたわが社には知り得た一次情報を全
て公開する責務がある。その資料は世界中から閲覧
できるようにすべきだ。
第７号議案．電源開発株式会社（J パワー）が建設中
の大間原発の受電契約を破棄し、必要な処置を行う
J パワーは大間原発の発電原価明細を公開していな
い。割高が明白な受電契約は、コロナ禍で苦しむ顧
客と株主への裏切りだ。建設自体が大間違いの大間
原発からの受電契約を、わが社は破棄すべきだ。
第８号議案．既存の水力発電所を有効活用し、地産
地消型の自然エネルギーを推進する
水力発電所は多くが減価償却が済んでいる。原発事
故で 22 兆円もの税金が投入されているわが社は資産
を有効利用せよ。
第９号議案．個々の取締役及び執行役員の報酬・賞
与その他の職務執行対価は、遅滞なく公表する
金融庁は昨年 3 月、有価証券報告書の役員報酬金額
の根拠の記載が法令や投資家の期待を満たしていな
いとして上場企業 1000 社に改善要求をしている。現
在わが社には毎月巨額の公的資金が投入されており
全国民が株主のようなもの。報酬が適正か説明責任
がある。
総会屋でもここまでの要求はしないだろう。反核
勢力は得体のしれない「社会正義」の代弁者を装い、
「わが社のため」と主張する。ここでは紹介する紙幅
がないが取締役会はごく常識的な理由によって、全
ての「株主提案」に反対した。株主全員による議決
（多数決）では、我々の同志の発言や「議案への反対」
挙手も功を奏し、全ての「反核勢力」の「株主提案」
を葬り去ることができた。
それにしても、これが東京電力の株主総会のほと
んど全て（第一号議案は、
取締役 13 名選任の件）とは、
憂慮すべき現実だ。
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（17 面からつづく）
For years since the disaster, Grossi’s statement
held true. But in 2018, the Japanese government
recognized the death of one Fukushima plant worker
to be attributable to radiation exposure, disbursing
compensation to his family. The worker, a man in
his 50s who had spent nearly 29 years working at
nuclear stations in Japan until September 2015, was
in charge of measuring radiation at the Fukushima
plant. In the period of December 2011 and September
2015, the amount of radiation he was exposed to more
than doubled from roughly 34 millisieverts to around
74 millisieverts, as the Japanese newspaper Mainichi
reported. The maximum level of radiation exposure
workers should be exposed to is 100 millisieverts
every five years—an annual exposure to that level of
radiation is linked to an increase in cancer risk. The
worker was diagnosed with lung cancer in 2016 and
died of the disease.
「日本政府は、原発作業員が 1 人放射線の影響で死
亡したことを recognize した」というが、この 50 代の
男性は 2015 年まで 29 年間日本の原発で作業にあたり、

2011 年 12 月から 2015 年 9 月まで福島原発で放射線量
の測定にあたっていたが、2016 年に肺がんと診断され、
死亡したという。
「福島での作業期間に浴びた放射線
量は 34 ミリシーベルトから 74 ミリシーベルトと 2 倍
になった。放射線を浴びられる最大値 5 年間で 100 ミ
リシーベルトとされている。
」と書いているが、たと
え年間 74 ミリシーベルトの放射線を浴びたとしても、
それが原因で 5 年後に肺ガンで死亡することは、あり
えない。福島第一原発の作業員が肺がんで 1 人死亡す
ると、それは問答無償に福島第一原発事故の放射線が
原因とされてしまう。実に愚かなことだ。そもそもこ
の作業員の任務は福島第一原発の放射線量の測定で、
その作業は極めて安全に配慮された環境で行われてい
た。それにそうした測定にあたったり、その現場にい
た他の作業員が福島第一原発の放射線で同様にガンを
患い死亡しているのか？そうでないなら、この男性が
肺がんとなった理由は他にある。

▷株式相場には「腕力相場」という言葉があっ
て、豊富な資金量に物を言わせてその企業の実
際の価値や収益力とはかけ離れた相場が形成さ
れてしまうことを言い表します。事の真相など
より現実に今そこに起きている相場がすべて、
という株式市場ならではの言葉と思いきや、放射能被害の真実を問
題とせずに、その判断と政策の世界的な押付けや強要と何やら似て
見えます。武漢からのコロナウイルス拡散、疑問だらけのアメリカ
大統領選挙、
マスクとワクチンの全世界での強要、飲食店規制…など、
ウムを言わさぬ政策判断の押し付けを見ていると、根っこはみんな
一緒のように見えてきます。情報規制と国家対応の世界統一があま
りにもファッショ的で露骨な時代となってきました。（編集部・安仲）
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