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CPD 行事から

2015 年 7 月 24 日開催，原子力・放射線部会 7 月度講演会から

福島第一原子力発電所事故に関する放射線防護上の課題と提言
Issues Associated with Radiation Protection after Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Disaster

山外

功太郎

Yamasoto Kotaro

福島第一原子力発電所事故に関する事故調査報告書が，政府，国会，民間，東京電力から相次いで発表さ
れた。日本保健物理学会は，これらの報告書を放射線防護の視点で検証し，第二期提言報告書として国内外
社会に向けて発表した。これらの報告書から見出された放射線防護上の課題とは何か？ 原子力事故時におけ
る放射線防護体系の目指す方向性とは何か？ これらの検証の結果，現在の原子力防災体制に多くの課題が存
在することが見出された。
Various analysis reports focused on Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster have been
published from government, national diet, private group and Tokyo electric power company. Japan
Health Physics Society（JHPS）analyzed these reports on perspective of radiation protection, and
has reported towards the national and international society as“second-order recommendation
report”. What are radiation protection issues that have been found from these analysis reports?
What is the direction of the goal of radiation protection system at the time of nuclear accident?
From the results of these analyzes, many challenges have been found in current nuclear disaster
prevention system.
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1

放射線防護上の課題と提言の策定

1.1

はじめに

日本保健物理学会（JHPS）は，放射線安全・
放射線防護に関する研究，開発，管理実務等に関
わる者によって構成され，学術的な立場から放射
線安全・放射線防護の問題に取り組んでいる組織

写真 1

ご講演中の服部隆利氏

報告書によって，事故の真相解明，当時の様々な

である。
福島第一原子力発電所の事故後，JHPS に所属

事実関係，再発防止と被害の軽減に向けた提言等

する多くの放射線防護の専門家が事故対応に奮闘

が明らかとなってきた。しかし，放射線防護の専

する状況のなか，JHPS は「福島第一原子力発電

門家の関与が事故調査委員会において不十分であ

所事故に関する放射線防護上の課題と提言」

り，これらの報告書を放射線防護分野から検証す

（以下，「第二期提言報告書」という）を国内外社

る必要性が，有識者から指摘された。そのような

会に向けて発信した。本報告書を草案した服部隆

背景のなか，JHPS は，社会に対して福島第一原

利氏に，その概要についてご講演をいただいたの

子力発電所事故後の放射線防護に係る提言を続け

で，その概要について報告する（写真 1）。

ていく責任を負っている立場から，第二期提言報

1）

告書の策定を開始することとなった。
1.2

日本保健物理学会提言策定の経緯

福島第一原子力発電所事故から一年を経て，事
故対応に係る事故調査報告書が，政府，国会，民
間，東京電力から相次いで発表された。これらの
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2

第二期提言報告書の目指すもの

2.1

第二期提言報告書策定の方針

第二期提言報告書では，先般の事故対応からの
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課題を抽出することの他，それらの課題を克服す

す項目に対し，全 46 件の課題を抽出し整理し

るための方針を提言することによって，将来的に

た。また，各課題に対し放射線防護の観点から全

原子力事故時における放射線防護体系が目指すべ

61件の提言を行った。第二期提言報告書は 200

き方向性を示すことを目指す。事故調査報告書の

頁以上に及ぶため，ここでは一部しか紹介できな

検証においては，事故対応の事実関係を次の 6 項

いが，報告書の詳細は以下のホームページから

目に分類し，分析を進めた。

閲 覧 で き る（http://www.jhps.or.jp/jhp/wp-

・環境放射線モニタリング

content/uploads/2014/12/2ndteigen_

・放射性物質の拡散予測

j.pdf）
。

・住民の避難
・放射線被ばく

（1）環境放射線モニタリング
環境放射線モニタリングの目的は，放射線測定

・一般公衆へのコミュニケーション

器による事故周辺地域の放射線量の測定や土壌や

・原子力防災対策

海水等の環境試料中の放射性物質濃度の分析をす

放射線防護の考え方では，防護方策を決定する

ることで，環境に放出された放射性物質の分布状

際の利害関係者の関与が推奨されている。上記の

況やその移行による時間的変化を把握することで

項目に対する検証は，限られた専門家で行うので

ある。得られた情報は，避難指示や飲食物の摂取

はなく，シンポジウムを開催することによって，多

制限等の判断を行うための基礎となる。

数の関係者が関与する機会を設け，その場での意

・地震と津波の同時発生という未曾有の大震災

見交換の結果を踏まえる手続きが取り入れられた。

は，原子力施設及びその周辺地域の主要なイ
ンフラのほとんどを破壊した。その結果，環

2.2

国際社会の一員としての責任

境放射線モニタリングに必要な移動手段や通

国際的には，原子力事故の影響の重大さを示す

信手段が限定されることとなったことから，

レベル評価に，放射性物質の原子力施設外への放

これらの障害の発生を予め想定した代替手段

出量や原子力施設の損壊の規模を考慮した国際原

や協力体制を整備するべきである。

子力事象評価尺度が用いられている。福島第一原

・環境の広範囲に拡散した放射性物質は，気象

子力発電所事故は，チェルノブイリ原子力発電所

状況や人の活動に応じた様々な移行挙動をと

事故と同等の“深刻な事故”レベルとして位置づ

る。放射性物質の移行によって，農畜産物や

けられた。世界的にみても，先般の事故のような

海産物には飼料を介した放射性物質の取込み

環境への放射性物質の大量放出を伴う原子力事故

や食物連鎖による濃縮が起こり，その発生時

への対応の経験は極めて少ない。

期も異なることから，それを予測・制限する

JHPS は国際放射線防護学会に加盟する我が

ための方法を整備するべきである。また，森

国唯一の組織であり，第二期提言報告書の内容を

林，河川底土，海水及び海底土におけるモニ

国内で占有することなく，海外の放射線防護の専

タリングの必要性の認識不足があったことか

門家と情報を共有する努力を続ける義務があるこ

ら，環境中の移行挙動を考慮に入れたモニタ

とを認識している。そのため，海外の放射線防護

リング手法の確立が必要である。

の専門家がそれぞれの立場で提言の内容を理解し

（2）放射性物質の拡散予測

自主的に活用することを念頭に，報告書の英語版

放射性物質の分布や被ばく線量等の予測は，放

を公開するとともに，様々な国際会議の場で情報

射性物質の放出点周辺の地形や気象データに基づ

共有を行っている。

き，事故直後から開始される。人の立入りによる

3

放射線計測が困難な場所も含め，短時間で広域を

原子力事故対応の課題と提言

第二期提言報告書では，（1）から（6）に示

予測可能であることから，このようなシミュレー
ション結果は，環境モニタリング同様に避難範囲
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の決定や飲食物の摂取制限の迅速な判断のために

困難を極め，病状の悪化や死亡する事例が

重要な情報として用いられる。

あった。そのような医療機関，老人ホーム，

・原子力事故初期の避難等の検討には，緊急時

福祉施設等の自力での避難が困難な社会的弱

迅速放射能影響予測ネットワークシステム

者に対して，必要な通信手段や避難体制を準

（SPEEDI）を用いた大気拡散予測結果を活
用することとなっていた。しかし，放射性

備するべきである。
（4）放射線被ばく

物質の放出源情報を得られず，実際の放射

事故直後から，緊急作業者や公衆を防護するた

線量を予測することができなかったため，

めの様々な防護基準が導入されてきた。それら

SPEEDI の予測結果が事故初期に活用，公

は，学校や水浴場の利用基準，食品中の放射性物

表されることはなかった。予測結果の不確実

質濃度の基準，緊急作業従事者の被ばく線量限度

性の情報とともに，地元自治体や住民に対し

等の多岐にわたる。このような基準は人の生活と

判り易い方法での早期の公表・伝達が必要で

密接に関係することから，意思決定の前段階での

ある。

利害関係者の関与の必要性が求められる事例が多

・人への被ばくを考えた時，海域では人が常時

くあった。

生活しないという理由で放射性物質の海洋拡

・スクリーニングレベル（放射性物質の除染の

散シミュレーションシステムが原子力防災体

要否のための判断基準）について，汚染レベ

制で整備されてこなかった。しかしながら，

ルが時間の経過とともに減衰することを考慮

中長期的な海洋汚染の海産物への影響を評価

し，事故後の進捗に応じて段階的に低い値を

するためにシステムの完備が必要である。

設定していくべきである。

（3）住民の避難

・土壌等の汚染（学校の校舎・校庭，水浴場等

放射線防護上，住民の屋内退避や居住地域から

の利用，災害廃棄物等の処理）に対する基準

の避難は，地域住民への過大な放射線被ばくを避

の考え方がそれぞれ異なり，各基準の整合性

けるために実施される。避難指示は住民の生活を

についての説明が困難となった。専門家の協

大きく制限することから，その期間や避難方法の

力のもと利害関係者（地元住民等）の十分な

決定，指示の伝達方法が課題となった。

関与と理解を得てから決定するべきである。

・防災指針では，屋内退避を長期にわたって行

・食 品中に含まれる放射性物質の濃度の基準

うことを想定していなかったことから，屋内

は，利害関係者（生産，流通，消費に係わる

退避圏内で物流が止まり生活に支障をきたす

者）と議論を尽くした上で決定するべきであ

事例があった。公衆の生活の維持に必要なイ

る。

ンフラ確保とのバランスを考慮し，短期間に

・地域の放射線量の高い警戒区域への一時立入

適用する比較的緩和された基準とその後の長

りの対象者には高齢者も含まれる。防護衣や

期間に適用する基準のような段階的な基準の

保護具の長時間の着用は身体への負担が大き

採用も検討するべきである。

いことから，対象者の健康へのリスクや利便

・今回の事故後に初めて導入された計画的避難
区域は，年間被ばく線量に対し時間的余裕の
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性のバランスを考慮した柔軟な運用とする必
要がある。

ある避難形態であることから，地元自治体と

・緊急作業従事者に対する被ばく線量の限度に

十分な協議を行ってから決定するべきである。

は，国際的に容認される推奨値（救命作業：

・現地対策本部が設置されるべきオフサイトセ

制 限 な し， そ の 他 の 緊 急 の 救 助 作 業：

ンターが機能しない場合，現地対策本部の機

1 000 mSv 又は 500 mSv，その他の救助

能をどこが担うか明確にするべきである。

作業：100 mSv）よりも低い 250 mSv が

・避難対象区域の病院の入院患者などの避難は

採用された。人命救助のような緊急性及び重
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要性の高い作業の妨げとならないような新た

・原子力防災対策は，最新の知見，技術及び指

な線量限度を検討すべきである。

摘等に基づき，定期的かつ早急に見直しの検

（5）一般公衆へのコミュニケーション

討を行うことを常とする体制を整備し，対策
の硬直化や陳腐化を防止できる風土を構築す

緊急時においては，被災した人々に対し，政府

ること。

が実施する防護対策の正確かつ十分な説明が必要
である。説明者の多くは防護対策を理解していて
もコミュニケーションの専門家ではなかったこと
が課題となった。

4

講演会に参加して

政府，国会，民間，東京電力という立場からの

・政府が用いた「（被ばくが）直ちに人体に影

事故調査報告書を横並びにして，放射線防護の専

響をおよぼすものではない」という表現は，

門組織の視点から検証が行われた結果，現在の原

放射線による人体の影響は心配ないという意

子力防災体制に多くの課題が存在することが見え

味と，長期的には人体に影響が生じるという

てきた。

意味のどちらにもとれる表現であり，意図が

原子力防災に限らず，深刻な事故に直面した時

不明なまま使用され続けた。その結果，公衆

にその収束に向け身を投じるのは人であり，人は

は未知の災害に対して不安や不満を残すこと

その立場によってお互いに利害関係を有してい

となった。公衆に対しては，長期的な視点で

る。ある一つの事柄を検証した結果も，各々の立

放射線に関する国民的知識レベルを向上させ

ち位置によって見え方が異なることが自然であ

る取組みが必要であり，また安全か危険かの

る。それら検証結果に横串を刺して眺めたとき，

二者択一でない考え方を理解できるような場

共通して得られている結果が，本質をついている

が必要である。説明する側に対しては，緊急

のではないだろうか。今後は，第二期提言報告書

時に曖昧な表現は避けるべきであり，放射線

の提言内容を原子力防災体制に実装させることが

防護を平易に判り易く一貫した説明を，コ

目標となり，そのためにも継続した努力が必要で

ミュニケーションの専門家の支援のもと実施

あると感じた。

できる体制を整備するべきである。

原子力の技術を利用する者の責任として，公衆

・事故後初期段階では，公衆からの質問内容は

の安全確保に係る啓発を継続していく理念の下，

放射線影響等の素朴なものが多い。事故の段

今回の CPD 行事が実現された。今回の講演内容

階が中長期になるにつれ，質問内容は国の発

である事故対応で得られた課題やその改善のため

表内容への疑問，規制基準値や測定結果の解

の考え方は，現場を伴うあらゆる分野に共通して

釈等の多岐にわたる傾向にあった。日々進展

応用できると考える。本講演内容を各々の技術士

していく最新情報に精通するコミュニケー

が解釈することによって，将来の安全管理・防災

ションの専門家を派遣できる体制を整備する

体制に活かす契機となることを切に願う。

べきである。
（6）原子力防災体制
原子力防災体制は，事故時に迅速かつ適切な活
動ができるよう，継続して改善していく必要性が
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