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放射線による被ばくリスクと放射線防護をどう考えたらよいか？
－福島の復興と，人々の尊厳を守るために，我々は何をすべきかを考える－
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CPD実行委員会における技術士フォーラム2013開催にむけた取り組みと，講演の概要について報告する。
The Professional Engineer's FORUM was held in November 25, 2013. This paper shows supports
of CPD committee and summary of lectures in FORUM 2013.
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はじめに

しない技術士から，実際に被災地の復興支援に携
わる中で必要な
「福島の放射線被ばくの現状」
「低

2011年3月11日の東日本大震災に伴う大津波

線量被ばくの健康影響」等の情報が欲しいとの多

により引き起こされた東京電力福島第一原子力発

くの意見があり，教材より議論が先ではないかと

電所
（以下
「東電福島原発」
と記す）
事故によって，環

の意見も聞かれた。ただし，2012 年の時点では

境に多量の放射性物質が放出された。その結果，

整理されていない情報も多く，原子力／放射線へ

事故から3年を経た今でも，多くの福島県民の方々

の嫌悪感，政策／事業者への不信感から起こる反

が事故前の生活基盤を失い，経済的・精神的に多

応も懸念された。そのため，当委員会の活動とし

大な心労を負っている。日本技術士会では，防災

ては，特定の分野に絞った情報提供として
『第

支援委員会や原子力・放射線部会
（以下｢原・放部

111回技術士CPD中央講座
（2012年7月14日）

会｣と記す）
等が，様々な支援活動を現在も継続中

放射線の農林水産物への影響
（中西友子教授
（東京

であるが，CPD実行委員会でも，技術士会全体と

大学）
）
ら』
を開催するにとどまった。本フォーラム

して避けては通れない本課題に取り組んでいる。

は，教材作成時の宿題も念頭に，原・放部会の協

当 委 員 会 の 取 り 組 み は， 事 故 後 1 年 を 経 た
2012 年 3 月，原・放部会にて実施された『原発
事故と技術士の役割』と題する意見交換会へ委員
長の笹口が参加して以降，具体化する。この催し

力の下，企画したものである。
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フォーラムの企画策定

（1）
テーマの絞り込み

により部門を超えた議論や連携が必要との共通認

講演の目標は，福島の現状を理解するための情

識を持つに至り，これが部会長会議や CPD 教材

報を提供することで
「被災地の復旧・復興のあり

作成趣旨に賛同した部会の代表者との議論を経て

方はどう考えるべきか？」を技術士自らが考え行

『原子力・放射線の整理と検討のための資料～

動してもらうことである。実は，事故から 2 年を

3.11 福島第一原子力発電所事故について共に考

経た頃には，関係者の努力により，福島における

える～』の作成に結実した。本冊子には，10 部

汚染の実態，環境への影響，人の健康影響等に関

門の技術士が投稿し，第 1 編で原子力・放射線の

する種々の事実が積み上げられ公表されてきてい

基礎知識を，第 2 編で直面する課題に対する検討

た。しかし，これらの情報を関係省庁や福島県の

内容や活動状況を各部門の切り口でまとめた。

ホームページから探し当てるのは困難で，例え

一方，編集過程では，原子力・放射線を専門と
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ば，経産省で緊急時／復旧時／平常時の目安とな
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る線量基準の混乱解消のために一般向けにまとめ

表1

●放射線被ばくによる健康影響のメカニズム
（物理過程⇒ DNA ⇒細胞⇒組織⇒健康影響）

た「 年 間 20 ミ リ シ ー ベ ル ト の 基 準 に つ い て
1）
（H25/3）
」も世の中に浸透せず，報道も汚染水

問題や再稼働問題等の特定の情報しか大きく取り

①

上げなかった。結果として数値だけが呪縛とな

●低線量被ばくの健康影響
（～100 mSv の癌発症リスクの確率論的な意味）

●線量基準値の算定手順（シナリオ評価の方法等）
（他国と日本の考え方／基準の比較）

そこで，講演の柱を
「放射線被ばくリスクを他の
②

2）
リスクの相場観」
を得るための情報を提供するこ

●内部被ばくと外部被ばくの違い，算定方法
（影響の違いの有無も）
● 1 mSv/y の数字の根拠，ALARA の解釈
（1 mSv/20 mSv/100 mSv の数字の意味）

と」
と
「福島の現状に関する科学的な情報を整理し
て提供すること」
との 2 点に絞り込んだ。

●広島・長崎の疫学調査を基礎とした線量基準
（100

mSv が基準である意味，確定的／確率的影響）

●健康影響と放射線防護のための線量の違い
（一度の被ばく≠低線量率の被ばくの累積）

り，福島の復興の障害となったままである。
リスクに対し正しく位置づける，すなわち
「放射線

放射線影響の理解のための項目

③

ただし，
「相場観」
は，自らの経験や情報を参照す

●福島の汚染状況の実態と評価
（チェルノブイリとの比較，空間線量率の推移等）
●福島の健康影響の実態と評価
（チェルノブイリとの比較，福島県民健康管理調査等）

る過程で身に付くもので，主観に基づくものであ

された人々の帰還に向けた整備に取り組んでいる先

る。一方，放射線は感受できず，専門家を除けば，

生は，福島の反省を踏まえた今後の放射線防護の考

放射線被ばくの健康影響に関する偏りない情報に接

え方にまで話題を深化させたいとの意向を示され，

する機会も少なく，不安感や恐怖心が先行し，
「安

筆者も感銘を受けた。このため，放射線衛生学や医

全といわれても安心できない」
という拒絶反応が生

療放射線の利用と防護の研究者で，厚生労働省の薬

じる。ここには，リスクコミュニケーションという

事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策

別の課題もあるが，今回の主な受講者は，原子力・

部会で食品中の放射性物質の基準策定に関与された

放射線が専門でなくても科学的リテラシーを有する

国立保健医療科学院の山口一郎氏に，基準値の意味

技術士であるため，科学的根拠に基づき論理的に判

等，従来の放射線防護に関する講演を依頼した。

断する
「安全」
と，主観的判断に基づく
「安心」
は切り

一方，③の説明には，現場の第一線で復興支援

離して考えられると想定し，その統合は各自で図っ

活動にあたられた方の情報が必須と考え，長崎大

てもらうように宣言した。併せて，感情論に発展し

学の山下俊一氏に依頼した。先生は，放射線の健

がちな原子力政策の賛否を問う話題も避けるととも

康影響の研究やチェルノブイリへの医療協力をさ

に，東電福島原発サイト内の話題も除外した。

れ，震災直後には直ちに福島に入り支援にあたら

なお，技術士各々が自ら考えてもらうことが最も

れた。しかも，情報が混乱し，原子力・放射線の

大切と考え，講演では専門家の見解を押し付ける印

専門家の多くが口を重くする中でも信念を持って

象を持たれることのないように，以下のようにテー

矢面に立ち，多大なご尽力をされた方である。

マの絞り込みと講演者の選定には特に配慮した。
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（2）講演者の選定

講演の概要

福島の現存被ばく状況下の放射線影響を理解す

フォーラムには技術士は137名，技術士以外5名

るために必要な情報を，①放射線による身体影響，

の142名が出席した。原子力・放射線の専門家は35

②放射線防護の考え方と基準値の意味，③事故直後

名，原子力・放射線を専門としない受講者は75％と

から現在に至る汚染状況や住民への健康影響，の3

いう構成であった。以下に各講演の概要を記す。

つに絞り込み，具体的に表1に示す項目に展開した。
講演者の柱は，国際放射線防護委員会
（ICRP）

（1）東 電福島原発事故と医療人：非常事態から
現存被ばく状況における対応と社会的責務

の主委員会
（Main Commission）
委員で，震災直後

山下俊一氏
（長崎大学理事・副学長，福島県立

には放射線審議会会長もされていた福島県立医科大

医科大学副学長：写真1）
は，長崎大学の組織的な

学の丹羽太貫氏を候補に据え，放射線防護全般の講

支援活動について，事故直後の緊急被ばく医療支

演を依頼した。しかし，自身も福島に在住し，避難

援とその後の県民健康管理調査事業を中心に講演
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された。
東電福島原発事故直後，初
期被ばく医 療を担うべき相
馬・双葉地域の医療体制が崩
壊し，福島県立医科大学が混

写真 1

山下俊一氏

乱に陥った際，いち早く現場の放射線状況を検討
し，放射線被ばくの健康リスクに関する情報を病院

写真 3

山口氏の prezi とカードを用いた講演風景

示形式で行うユニークな講演をされた。
（写真3）

スタッフと共有し，医療体制の再建を援助した経緯

山間で採取される貴重なきのこである
「いのはな

を説明された。一方，一般住民に対しても知識の

（香茸）
」
を事例に展開しながら，諸外国との基準値

普及にあたっていたが，ある時期から，原発事故=

の比較も行い，基準値が異なるようでも放射線リ

原爆=がん・白血病=死など短絡的思考による先

スクに関する考え方の基本は同じで，評価計算の

入観，政治の混乱や一次情報の確認不足，誤報

シナリオの違いが基準値の差を生むだけであるこ

道，国際的な権威への信頼が揺らいだことで，正し

とを解説された。また，内部被ばくと外部被ばくの

い見解が伝わらなくなった経緯についても静かに

違いや評価計算の方法を実際に示された。一方

語られた。

で，食用するか否かの判断は，功利主義的な考え

これらの原因として，原子力・放射線の専門家

方に親和性を持つ専門家でさえも前提となる家族

に対し，放射線に関する基礎教育への現場貢献の

構成などにより変わることも確認させ，我々自身の

不備と，放射線の健康影響と放射線防護の違いに

リスクの受容に対する振れ幅まで気付かせた。

関する説明責任が果たされていないことを指摘し

最後に，放射線が理解できても問題解決しない

た。また，平時のリスクコミュケーションと非常事

と，リスクコミュニケーションの観点も講演に含め，

態におけるクライシスコミュケーションの違いに対

不信の連鎖を断ち切るためには立場が異なる方と率

する関係者の理解と準備の不足を指摘された。

直に対話しよう，学べることも多いはずとまとめた。

県民健康管理調査 の中間報告に加えて，福島県
3）

民を対象としたホールボディーカウンタによる測定

（3）
東 電福島原発事故後の福島の状況を踏まえ
た，今後の放射線防護の考え方

Csの被ばくによる実

丹羽太貫氏
（福島県立医科大

効線量を一生涯分積算した値，平成23年6月～平

学特命教授，ICRP主委員会委

成24年3月）
等を示し，内部被ばくによる健康影

員，京都大学名誉教授：写真

響がほぼないことを数値で示された。子供の甲状腺

4）
は，放射線による健康影響

超音波診断結果では，チェルノブイリにおける

の基礎から，被ばくリスクの評

結果
（体内摂取した

Cs，

134

137

I

131

による甲状腺がん発症の因子を軸に，福島では線量
の違い等から影響がほぼないことを解説された。

写真 4

丹羽太貫氏

価，今後の放射線防護の在り方へと展開された。
放射線による健康影響の考え方は，原爆被爆者

最後に，避難地区のこころの健康や生活習慣病

の疫学研究を中心に解説され，各集団
（調査母集団

等も含め，長期にわたる県民の健康を見守る体制

（12万人）
，胎児で被爆した集団
（3 600人）
，被爆
二世集団
（7.7万人）
）
の特徴や調査内容，障害の発

の構築を目指したいと締めくくった。
（2）放射線による身体影響の整理と基準値の算定

症時期や頻度等を具体的に示した。
まず，大量被爆者の急性障害，胎児影響や白血

方法，従来の放射線防護の考え方
山口一郎氏
（国立保健医療科

病は数年以内迄に増加が確認されたがその後減少

学院 生活環境研究部上席主任

したこと，これらには閾値があることを示され

研究官：写真2）
は，食品中の

た。遺伝的影響に関しては，被爆二世集団の調査
結果から，奇形や男女比はもちろん，DNA 鑑定等

放射性物質の基準を中心に，
赤／青のカードを用いた意思表
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写真 2

山口一郎氏

の調査においても確認できないこと
（多量の放射線
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治療を受けた小児がんの生存者でも同様）等を説

の尊厳を守るために，我々は何をすべきか」
に対し

明された。身体影響の晩発障害のうち被爆後数十

ては，いずれの先生からも
「放射線リスク」
を正しく

年を経た後の固形がんの発症では，がんの過剰相

理解することの大切さが繰り返されるとともに，

対リスク
（被ばくしていない人と比較した増加割

・福島に住む人は，
「自尊心を失わず，放射線に

合）は1シーベルト
（Sv）を一度に被ばくした場合

負けずに前向きに生き」
，

の 死 亡リスクで1.5 倍
（ 低 線 量 の 累 積 なら そ の

・福島以外の人々は，
「福島の状況を正しく理解し」
，

1/2：1.25 倍と仮定）となる傾向を示したが，

・専門家には，
「今こそ，放射線と福島の現状理

100 mSv
（影響が同じと仮定して外挿した死亡リ

解のためのリスクコミュニケーションに努め，

スク1.05 倍
（低線量率なら1.025 倍）
）ではリス

危機管理体制も整備しなさい。人々の立場に

クが小さすぎ，個人差や地域差，統計誤差に隠

立って，現場に敬意を払い，疑問に徹底的に付

れ，有意差が確認できないことを説明された。

き合いなさい」

福島で生活することによる放射線リスクは，こ

という強いメッセージを感じる講演であった。

れまでの調査結果を紹介した上で，年間 1 mSv

最後に，本フォーラムの演題は，当初
「放射線リ

～2 mSv の外部被ばくと内部被ばくの調査結果

スクの相場観」
であった。委員会内で
「相場」
や
「相場

（ほぼなし）から，福島に生涯在住しても追加線量

観」
の与える印象が議論の末に，今回の演題に修正

は 25 mSv を下回り，急性影響，遺伝的影響，

された。また，低線量被ばくによる健康影響に関

胎児影響はありえず，固形癌発症による死亡リス

し，講演者が中立的ではなく反対意見の講演者を採

クも，増加したとしても検出できないほど小さな

用しない限り開催を延期すべきとの外部意見もあっ

値であることを説明された。

た。これも委員会内の丁寧な議論と対応により解決

一方，健康影響に基づく線量限度ではなく防護

が図られた。様々な専門分野の技術者で構成される

のための目安線量であった 20 mSv が制限値と

委員会でこその成果である。関係者に感謝したい。

して使われたことで，放射性物質の汚染を受けた

「福島の尊厳を守ろう」
という取り組みはこれか

地域において医療／福祉／産業／商工業／教育が

らも続き，技術士の役割はますます増していくと

崩壊し，今でも 13.5 万人もの住民が長期避難生

思われる。本フォーラムを契機に，一人ひとりが

活を余儀なくされ，多くの震災関連死も引き起こ

放射線被ばくリスクへの理解を深め，正しい社会

し，住民の誇りと尊厳を奪った。コミュニティ崩

的合意形成のためにご尽力頂ければ，開催者冥利

壊による影響はチェルノブイリの経験からも示唆

に尽きる。なお，本フォーラムには，リスクコ

されていたが，福島の状況を考えると放射線防護

ミュニケーションに関する積み残しがある。次の

における社会的リスクの扱いはさらに大きく考慮

機会に試みたい。

すべきであると主張された。
これらを踏まえて，今後の放射線防護は，個人
の価値体系をもっと重視し，住民の生活を破壊す
ることなく自助を支援できるような仕組みが必要と
し，さらに住民も，空間線量率のみを基準に受身で
臨むのではなく，例えば，個人が線量計を付け，被
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ばく線量を自ら管理したり，放射線以外の健康リス
クを気遣うことによる放射線に負けない能動的な

佐々木

放射線防護もあるのではないかと締めくくられた。
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本フォーラム全体を通して，
「福島の復興と人々
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