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II ドイツに放射能汚染の影響はあるのか 
 

ドイツの農業団体は自らホウレン草の出荷を停止した 

チェルノブイリ事故は、これまでに体験したことのないはじめての出来事でした。ドイツ

市民は事故後すぐに食品を食べていいものかどうかたいへん大きな不安を抱きます。ドイツ

の食品業界にとっても、食品の放射能汚染はまったくはじめての体験でした。当時ドイツの

食品の流通業界、食品生産者が放射能汚染にどう対応したのか、ぼくはそれが知りたくてド

イツ最大の農業団体であるドイツ農民連盟（ＤＢＶ）に問い合わせてみました。すると、ド

イツ・エタノール経済会の事務局長ディートリヒ・クラインさんから電話がかかってきます。

当時、ディートリヒさんがドイツ農民連盟においてチェルノブイリ事故対策を担当していた

からです。２５年以上も前のことです。具体的な数字はもう覚えていない、当時の資料も手

元にないが、それでもいいならという返事でした。ぼくは早速、ディートリヒさんの事務所

を訪ねることにしました。 

 ディートリヒさんは事故後の最初の数日間、農業がどうなってしまうのか、農産物にどう

いう影響が出るのかまったく想像もできず不安な日々を送っていました。それがとんでもな

いことになると思ったのは、テレビニュースで農地の映像が放映されるのを見た時でした。

チェルノブイリ事故の影響は目に見えません。映像を命とするテレビは、事故の影響を映像

化する対象として農産物を選んだのです。ホウレン草畑の映像とともにホウレン草は安全か

というニュースが全国に流れました。 

ディートリヒさんは５月２日、ドイツ保健省を訪ねていました。ドイツ原子炉安全委員会

が２日前に今後の対策を検討する会議を開いていたので、その結果を聞くためでした。そこ

ではじめて放射能の強さを示す「ベクレル」ということばを耳にします。食品の放射能汚染

から市民を守らなければならないこと、食品汚染の規制値が設定されることもはじめて知り

ます。それを連盟に持ち帰って検討することになりました。すでにホウレン草など葉菜類が

放射性降下物によって汚染されていました。ベリー類、キノコ類の汚染度が高くなることも

わかってきます。しかし、事故の影響で食品がどの程度放射能で汚染されるのか、それに対

してどう対応すればいいのか、まったく予想もできない状態でした。過去の原発事故や核実

験による食品への影響について情報がまったくありません。「はじめての状況においては何

かラディカルな対策が必要なことだけはわかっていた」と、ディートリヒさんは語ります。 

そこでまず、市民の食生活にどうしても必要な農産物は何か、市民を安心させるために出

荷を停止できる農産物は何かを検討しました。その結果、５月２日のうちにホウレン草など

の葉菜類、ベリー類、ナッツ類、キノコ類など全体で７種類の農産物の出荷をすぐに停止す

ることを決定します。翌日は土曜日でした。ディートリヒさんは翌日自宅の机に座って、ド

イツ農民連盟の会長、政府の首相と農業大臣宛に送る手紙の草案を作成していました。手紙

の主旨は、農業団体は万一に備えて一部の農産物の出荷を停止して廃棄する用意がある、そ

の代わりに生産者を相応に補償してほしい、というものでした。農業団体がなぜ自ら農産物

の出荷を見合わせると決定したのか。それは、原発の重大事故という体験したことのない大

打撃から農業を守るためにはラディカルな対策を講じる以外に方法がないと判断したからで

した。「この決定が風評被害を封じる起爆剤になった」とディートリヒさんは振り返ります。

ドイツのメディアは農産物の放射能汚染を次から次へと報道していきます。しかし農産物の

出荷を停止するとした最初の決定が功を奏し、風評被害は心配するほど拡大しません。 

出荷停止は、汚染のない農産物は出荷するということではありません。消費者が汚染に敏

感になっている農産物は汚染の有無に関わらずすべて出荷しないということでした。チェル

ノブイリ事故直後はまだ食品の放射能汚染に関して規制値もなく、どこまでなら安全だとい

う判断基準もなかったので、汚染の危険のあるものはすべて破棄するしかなかったのです。 

 この最初の決定は、事前に地方組織と協議もせず、どの程度の損害が出るのかも検討せず、

どの程度補償されるかも交渉せずにディートリヒさんらが本部の判断として咄嗟に独断で決

めたものでした。この生産者側の迅速な決断が国を動かします。地方分権化されているドイ

ツでは食品の安全は各州の管轄で、州が食品安全に関して監督権、執行権を持っています。
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それにも関わらず、出荷停止された農産物は数週間も経たないうちに国の行政機関によって

補償されるようになりました。生産者は自己申告の形でたとえばホウレン草の栽培面積と廃

棄処分証明さえ提示すれば補償を申請することができました。 

出荷できなくなった農産物は、栽培農地でその上に土をかけるなどして埋めて処分されま

す。ディートリヒさんは「農業は輸送業だ」といいます。数千万トンにも及ぶ莫大な量の農

産物をどう処分するのか。まとめて処分するには莫大な敷地が必要になり、輸送中に放射性

物質が拡散してしまう心配があります。汚染度が極めて高いということでもないので、出荷

停止された農産物はそのまま農地に埋めてしまったほうが簡単で、安全でした。 

 汚染濃度を下げるために汚染農産物を汚染されていない農産物と混ぜるとしても、事故直

後には規制値がまだなかったのでそうする意味がありません。ホウレン草がすべて出荷停止

されていたので、消費者にはホウレン草に対して安心感がありました。そのため、冷凍食品

などにホウレン草が使われていても、事故前に出荷されたものあるいは他国で生産されたも

のであることを表示さえすれば消費者はそれを信用しました。 

 ディートリヒさんは事故後すぐに出荷停止を決断したことについて、「信頼を失わないと

いうことではなく、信頼を勝ち取ることだった」と振り返ります。放射能汚染に対して先手

を打って攻めることが重要だったのであり、「この違いは大きかった」とディートリヒさん

は語ります。 

 

ドイツを横断した放射性物質 

 チェルノブイリ事故後、ちょっと信じられないようなことが西ドイツで起こっています。 

次の項で詳しく書きますが、ドイツ南部のバイエルン州は事故後ドイツで最も放射性降下物

によって汚染されました。バイエルン州はチーズの生産地で、当時ドイツのチーズの３分の

２以上がバイエルン州で製造されていました。チェルノブイリ事故後牛乳に放射能汚染が検

出されたことから、バイエルン州政府は汚染が検出された牛乳をそのまま出荷するのではな

く、チーズ製造用の原材料として使うよう指導します。牛乳から製造されるチーズでは、放

射能濃度が汚染牛乳に比べてかなり減るからです。ドイツ連邦環境省はたとえ牛乳の放射能

濃度が高くても、チーズにすると放射性セシウムの濃度が１キログラム当り５０ベクレル程

度に留まったと報告しています。チーズ製造の過程では、牛乳から乳脂肪とカゼイン（タン

パク質の一種）を分離すると乳清（ホエイ）と呼ばれる液体が残ります。ヨーグルトの上に

液体が溜まっていることがありますが、それが乳清です。汚染牛乳の放射性物質の多くはこ

の乳清に残ります。州政府はその乳清を何とか再利用できないかと、専門業者ミグレ社に乳

清を粉状（ホエイパウダー）にするよう要請します。乳清から乳糖を分離してホエイパウダ

ーを生成しますが、粉状にすることによって放射性セシウムがさらに濃縮され、濃度は１キ

ログラム当り１８００から８０００ベクレルと高くなってしまいました。困ったのはその専

門業者です。はじめてのことなので、ホエイパウダーをどう利用していいのか、廃棄物とし

て処分していいのかも判断できません。そのためドイツ鉄道から使用されていない貨車を借

りて、貨車に汚染ホエイパウダーを保管しはじめます。チェルノブイリ事故後３ヶ月も経た

ないうちに汚染ホエイパウダーは５０００トンになり、約２５０両の貨車の中に仮貯蔵され

ていました。 

 

 
汚染ホエイパウダーを積んだ貨車、シュピーゲル誌の記事から（Der Spiegel Nr. 48/1987） 



 29 

 

 ドイツ政府は１９８６年７月末、突如としてホエイパウダーの汚染規制値を１８５０ベク

レル／kgに引き上げました。これは、チェルノブイリ事故後に規定された乳製品の規制値３

７０ベクレル／kgを単に５倍したにすぎません。それによって汚染ホエイパウダーの使い道

を広げ、１８５０ベクレル／kgを超えるホエイパウダーは流通させてはならないと規制した

のでした。汚染の上限を引き上げるとともに、ホエイパウダーを製造した業者に対して法的

に損害賠償請求権を認めます。それによって、ミグレ社には国から約４００万ドイツマルク

（約２億円相当）24が補償されました。 

その間、汚染ホエイパウダーを焼却処分するか、埋立て処分するかなど処分方法が検討さ

れました。しかし、ドイツ全国どこにもその引き取り手が見つかりません。世界中から汚染

ホエイパウダーを買取りたいとの申し出があったともいわれています。最終的にまとまった

のはドイツ人輸出ブローカとの取引です。ブローカは汚染ホエイパウダーを汚染のないホエ

イパウダーと混ぜ合わせてアフリカに売却して、たとえば家畜の飼料として再利用する計画

でした。こうして、法的に出荷してはならないはずの汚染ホエイパウダーも含めてホエイパ

ウダーの輸出が認められます。 

１９８７年１月末、汚染ホエイパウダーを積んだ貨車がドイツ北部の港に向かって動き出

しました。地元住民がすぐに貨車の行き先を察知し、行き先のブレーメン市当局に通報しま

す。そのため、汚染ホエイパウダーはブレーメン到着後すぐに押収されてしまいます。この

事件はメディアでもスキャンダルとして取り上げられ、たいへんな騒ぎとなりました。騒ぎ

を鎮めるため、バイエルン州の環境大臣が記者団の前で汚染ホエイパウダーを実際になめて

見せ、安全性をアピールします。しかしその直後、見るに見かねた国の環境省が汚染ホエイ

パウダーを買い取って国の管轄下におき、国防軍基地２ヶ所に分けて保管することになりま

す。 

汚染ホエイパウダーはその後どうなったのでしょうか。緑の党国会議員の質問に答え、ド

イツ政府は１９９０年末までに原発施設内でイオン交換器を使って放射性物質を取り除き、

家畜の飼料に再利用されたと報告しています。それまでにかかった費用は６６７０万ドイツ

マルク（約３３億円相当）１。すべて国家予算から支払われ、納税者負担となりました。 

ドイツの週刊新聞「ディ・ツァイト」が報じているところでは、汚染ホエイパウダーはド

イツだけの問題ではありませんでした。オランダやデンマーク、イギリスは汚染ホエイパウ

ダーをブラジルやフィリピンに輸出しています。オーストリアでは汚染ホエイパウダーをド

ナウ川に投棄していた可能性もあるといいます。シンガポールではヨーロッパから次から次

にたくさんの汚染食品が運び込まれてくるので、チェルノブイリ事故から６ヶ月の間だけで

ヨーロッパ産の汚染食品を２４隻の船でヨーロッパに送り返したといわれています。 

 

チェルノブイリ事故はまだ終わっていない 

チェルノブイリ事故によって放射性降下物がドイツ南部バイエルン州を中心に飛来してき

たのはすでに述べました（巻頭図２参照）。当時、事故直後の５月１日から６月２日の間に

バイエルン州全域で測定された空間線量率は０．０８から２マイクロシーベルト／時でした

（平均値０．３８マイクロシーベルト／時）。バイエルン州における通常の自然放射線量率

が０．０３から最高０．２５マイクロシーベルト／時で、場所によっては事故によって空間

線量率が２０倍にも上がったところがあります。バイエルン州環境局によると、事故後２６

年経った現在の空間線量はチェルノブイリ事故前と変わらないレベルにまで下がっています。

ほとんどの食品の放射能濃度も１ベクレル／kg以下になりました25。 

 しかし現在まだ問題なのは、半減期約３０年のセシウム137です。農地は定期的に耕され

るほか、収穫がある毎に収穫した植物が土壌中の放射性物質を吸収していくので、土壌の汚

染は次第に低減されていきます。バイエルン州の草原と農地は粘土鉱物を多く含んでいます。

                                                
24 当時の為替レートではなく、現在のユーロ／円のレートとドイツマルクがユーロに代わった時のレート（約２
対１）を使用して換算。 
25 バイエルン州環境局からの電子メールによる回答。２０１１年１２月２３日。 
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土壌中に沈んでいった放射性物質が粘土鉱物と結着するので放射性物質が植物の根から吸収

されなくなり、地上への影響が低減されていきました。しかし、依然として放射能汚染によ

る影響が見られるのはバイエルン州南部の森林地帯です。バイエルン州狩猟協会は、放射能

汚染の高い森林地帯ではチェルノブイリ事故から１５０年後の２１３６年になっても森林地

帯の土壌では２５０１から３７５０ベクレル／m２の汚染が見られると推定しています（表II

－１）。 

 

表II－１ 放射能汚染の高いバイエルン州森林地帯の土壌汚染推移予測 

年 放射能汚染の推移（Ｂｑ／ｍ２） 

１９８６ ８０，００１ ~ １２０，０００ 

２０１６ ４０，００１ ~  ６０，０００ 

２０４６ ２０，００１ ~  ３０，０００ 

２０７６ １０，００１ ~  １５，０００ 

２１０６  ５，００１ ~   ７，５００ 

２１３６  ２，５０１ ~   ３，７５０ 

（出所：バイエルン州狩猟協会） 

 

森林地帯で汚染が減らないのは、セシウム137のように半減期の長い放射性核種が森林生

態系の内部循環系に取り込まれてしまったからです。降下したセシウム137は直接森林土壌

に沈着したり、木の葉や枝にくっつきます。葉や枝にくっついたセシウム137は雨によって

洗い落とされたり、落葉や落枝によって森林土壌に移動します。セシウム137は特に表層の

腐食土壌に蓄積し、樹木やその他の植物の根から吸収されて葉に達します。植物は秋になる

と落葉するので、セシウム137は葉とともに再び土壌に移動し、再び根から吸収されます。

この循環サイクルが繰り返されるので、植物が生きている限りセシウム137の多くは森林生

態系の循環系の中に残ったままとなり、長期に渡って森林に残ってしまいます。そうなると、

人間は自然の循環に対して無力です。森林をいかに除染しても意味がありません。ドイツで

は当時、森林を除染すべきかどうかで科学的に分析されました。放射能濃度がかなり高い地

域では意味があるかもしれないが、放射性セシウムが生態系内で循環する前に除染しなけれ

ば意味がない。さらに除染した土をどこでどう処分するのか、除染するとしても莫大な労力

と経費でしか実現できないという理由から、最終的には森林の除染は「幻想」と判断されま

した。結局、ドイツでは森林の除染は行われていません。 

 カリウムを肥料として土壌に与えて人工的に土壌中のpH値を引き上げることも検討されま

した。そうすると植物がセシウムに似たカリウムを吸収するので、放射性セシウムが土壌の

中へ沈んでいって粘土鉱物と結着しやすくなり、植物に吸収されなくなります。しかしそれ

についても、森林生態系と地下水に影響を与える心配があるとして環境保護上の観点から断

念されました。 

セシウム137はまた、根から吸収されて木の外側の辺材（樹皮側）にも蓄積されます。セ

シウム137が木の中に蓄積さている限りは問題ありません。しかし山火事などで森林が燃え

ると、木の中に蓄積されているセシウム137が大気中に放出されてしまいます。この危険か

らは長期間に渡って逃れることができません26。放射性物質が一旦森林の生態系に入ってし

まうと、人間の力がいかに無力かがわかります。 

 

                                                
26 ２０１０年８月にモスクワ近郊において莫大な規模で森林の火事が起こっています。その時、チェルノブイリ
事故によって樹木の中に蓄積されていたセシウム137が大量に放出される危険がありました。 
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図 II－１ 森林生態系において放射性物質が内部循環する仕組み 

 

 森林ではキノコやベリー類などの植物が生息しており、これらの植物はすべて表層の腐葉

土中から栄養素であるカリウムを吸収しようとします。放射性セシウムがカリウムに似てい

るので、 放射性セシウム（現在は半減期の長いセシウム137）をカリウムと間違えて根から

吸収します。野生のキノコ、ベリー類には食べることのできるものが多いので注意しなけれ

ばなりません。特に注意しなければならないのは、たくさんのカリウムを必要とするキノコ

です。１９９４年にバイエルン州で実施された調査では、キノコの種類によっては２０００

から１万５０００ベクレル／kgの汚染が検出されました。森林に生息する野生のシカやイノ

シシはこれら汚染されたキノコ、ベリー類をエサにしています。そのため野生のシカやイノ

シシも放射能に汚染されています。 

 

規制値には経済的な意味しかなかった 

それほど摂取量は多くはありませんが、ドイツではシカやイノシシ、ウサギなど猟獣の肉

を食べます。特にドイツ南部のバイエルン州では狩猟が盛んで、猟師数が約５万一０００人、

猟区面積は６８０万ヘクタールに上ります。この地域では狩猟業が営まれ、狩猟されたシカ、

イノシシ、ウサギ、狩猟鳥が食用に供給されています。バイエルン州で狩猟されるイノシシ

は年間約４万５０００頭、シカは２９万頭に上ります。 

猟獣の中で最も汚染されているのがイノシシです。イノシシが主に森林の中で生活し、汚

染濃度の高いキノコをえさにしているからです。イノシシの大好物であるキノコの一種ツチ

ダンゴが腐葉土の中に繁殖しており、イノシシは放射性物質を含む腐葉土に口を押し込んで

ツチダンゴを探します。ツチダンゴは汚染のひどい地域では、平均で２万６０００ベクレル

／kgFW（新鮮重）も汚染されています。それに対してシカは行動範囲が広く、森林ばかりで

なく汚染濃度の低い草原にも移動してえさを探します。そのため、シカはイノシシよりも汚

染濃度がかなり低くなっています。 

イノシシとシカでは行動範囲ばかりでなく、繁殖の時期、好物のえさの最盛期が異なるの

で、汚染濃度が高くなる時期も異なります。イノシシの汚染濃度が高くなるのは１２月から

５月、シカでは９月から１月に汚染濃度が高くなります。若い１歳以下のイノシシのほうが

母イノシシよりも最高２倍も汚染濃度が高いこともわかってきました27。放射能汚染によっ

て野生動物に奇形が発生していないかも気になったのですが、バイエルン州狩猟協会事務局

長ヨアヒム・レッデマンさんによると、野生動物では奇形が生まれても数日しか生存できず、

                                                
27 バイエルン州では、動物の場合セシウム137の生物学的半減期が約２５日だと確認されています。 
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肉食の野鳥にすぐに食べられてしまうので、奇形が発生しているのかどうか確認するのはた

いへん難しいということでした。 

 ドイツでは、肉の汚染規制値は放射性セシウムで６００ベクレル／kgです（表Ａ－１）。

バイエルン州で狩猟された猟獣のうちこの規制値を超えるのは年間平均で約２％程度にすぎ

ません28。しかし汚染濃度の高い地域では、３０から５０％の猟獣が規制値を超えてしまい

ます。ほとんどがイノシシです。現在でも放射能濃度が３万ベクレル／kgを超えるイノシシ

の肉が検出されています。ただ汚染濃度については一般化できず、イノシシそれぞれの好物、

行動範囲などによって汚染濃度に大きな差が出るといわれます。特に汚染の高い地区で狩猟

されたイノシシでは、汚染濃度が最も高くなる１月になると現在でも狩猟されたイノシシの

９０％で規制値を超えてしまいます。ドイツ環境省の下級官庁であるドイツ環境庁は、イノ

シシの放射能汚染はチェルノブイリ事故４０年後の２０２０年代中頃になってようやくピー

クに達し、汚染はそれ以降にならないと低減しないと推定しています。一旦放射能に汚染さ

れてしまうと、汚染が長期に渡って続くことを示すいい事例だと思います。 

バイエルン州ではチェルノブイリ事故後消費者がすぐに猟獣の肉を食べなくなり、肉の価

格が暴落しました。それに対処するため、バイエル州狩猟協会では独自に肉の汚染測定を行

うことにします。測定所はたとえば獣医の元などに設置されました。協会は当初州全体で数

カ所にしか測定所を設置していませんでしたが、それでは測定が期待したほど行われず、測

定所を各地に分散させて設置することにします。測定所を分散させる利点は、汚染に不安を

抱く消費者の目に見えるところで測定できるということです。それによって、測定に透明性

がもたらされます。これは食品全体にもいえることで、食品の測定を全国各地で行うことで

市民から信頼を得やすくなります。狩猟協会によって設置された測定所は現在バイエルン州

全体で８２ヶ所あり、測定結果は狩猟協会のサイトでも公開されています。 

 測定によって放射能濃度が規制値の６００ベクレル／kg以下であることが確認されない限

り、猟獣を解体して肉を出荷することができません29。検体の肉が規制値を上回ると、検体

を摂取した獣全体を州規定の動物処理場で処分しなければなりません。その場合猟師は、処

分証明書とともに申請すれば原子力法の規定にしたがって国から損害が賠償されます30。損

害賠償額は現在、１頭当り１歳の若イノシシで約１００ユーロ（約１万円相当）、その他の

イノシシで約２００ユーロ（約２万円相当）となっています。 

バイエル州狩猟協会を訪ねた時、測定をデモンストレーションしてもらうことができまし

た。使用されている測定器は独ベルトホールド社製のＬＢ２００。ヨウ化ナトリウムシンチ

レーション式のベクレルモニターです。この測定器は簡易型測定器で、検出限界が２０ベク

レル／kgと高くなっています。ただ規制値の６００ベクレル／kgを超えるかどうか検査する

程度なので、それで十分だと説明がありました。 

 検体にはできるだけ脂肪分のない筋肉を選びます。政府機関であるドイツ産肉研究所はそ

の中でも支持筋を推薦しています。測定する前に検体の生肉を駒形に切って測定容器にぎっ

しり詰め込みます。検体は５００グラム。足りない場合は測定値を後で計算で補正します。

測定時間は測定完了のブザーが鳴るまでで、測定にはだいたい５分から１０分かかります。 

測定結果は測定器付属の表示器に示されます。表示器に示される数値がそのまま放射性セ

シウムの値と見なされているのには、ちょっと驚かされました。表示器に表示される値には

放射性セシウムばかりでなくカリウム40も含まれていますが、わざわざ計算でカリウム40を

除外する必要はないと説明がありました。国に対する損害賠償の請求には表示器の示す値で

十分なので、国がいいといっているのだからそれで十分だという論理でした。 

 それほど食べるわけでもないイノシシの肉ですが、いつどこで汚染肉が出るかわからない

以上、地道に測定を続けるしかありません。ただこの程度の簡単でアバウトな測定を見てし

                                                
28 汚染されやすいイノシシが主にあまり汚染されていないバイエルン州北部に生息しているので、全体の汚染率
が低くなっています。 
29 個人で食べる場合、測定は必要ありません。 
30 ドイツ原子力法第３８条第２項は、第３国の事故によって影響を受け、事故当事国から損害賠償を受けるチャ
ンスがない場合、国が損害を賠償すると規定しています。 
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まうと、測定は単なるアリバイで、市民への健康影響を考えて測定が行われているとは思え

ません。測定は基本的にバイエルン州狩猟協会の負担で行われていますので、猟師から徴収

される会員費で負担されています。そのため、獣肉を測定しても業界全体にとって経済的に

大きな負担とはなりません。国にとっても、規制値が６００ベクレル／kgと高いので補償す

る件数自体が少なく、補償の負担も軽くなっています。狩猟業界にとっては、測定を続けた

ほうが消費者の信頼を得やすい上、肉の汚染濃度が規制値を超えた場合に国から補償される

ので痛くもかゆくもないということです。経済的に見ると、獣肉の汚染測定がたいへん合理

的に行われています。経済的な合理性は規制値が高いから成り立つのであって、規制値が低

く設定されると、出荷できない獣肉が増え、国の負担も増えます。こうして見ると、規制値

が経済的にいかに大きな意味を持っているかがわかります。 
 
ドイツの有機農民はこう戦った 

ディートリヒ・パックスさんは開口一番、チェルノブイリ事故後に農業を続けるのは「挑

戦だった」といいました。ディートリヒさんは現在、バイエルン州北部に位置するコーブル

グ郊外で有機農業を営み、農産物を産地直売しています。１０年ほど前にヴァルドルフ学校

（シュタイナー学校）の農場で有機農業をしながら学校で有機農業を教えないかと誘われ、

コーブルク郊外に移ってきました。１９８２年に有機農業をはじめ、当初から神秘思想家ル

ドルフ・シュタイナーのアントロポゾフィーの原則に基づくバイオダイナミック農法を実践

しています。ディートリヒさんはチェルノブイリ事故当時、ミュンヒェン北西部に位置する

アウグスブルク（巻頭図２参照）近郊で有機農業を営んでいました。アウグスブルクはバイ

エルン州南部に位置し、バイエルン州の中でも最も放射性降下物の影響を受けた地域の一つ

でした。 

ぼくがディートリヒさんの直売店に着いた時は、すでに薄暗くなっていました。犬と猫が

放し飼いにされている敷地を通って木造平屋建ての自宅へと案内されます。室内はすべて木

造のどっしりとした家具ばかり。分厚い板という感じの机の前に座りました。 

ディートリヒさんを訪ねたのは、有機農業を営む農民が特にチェルノブイリ事故で大きな

打撃を受けたのではないかと思ったからです。バイオダイナミック農法では家畜の飼育が義

務付けられ、野菜の肥料ばかりでなく家畜の飼料も自分の農場で生産しなければなりません。

有機農民が放射性降下物で汚染された農地でどう有機農業を続けることができたのか、ぼく

にはたいへん興味がありました。 

 バイオダイナミック農法は１９２０年代中頃に神秘思想家ルドルフ・シュタイナーによっ

て提唱された農法で、宇宙、土壌、植物、動物の相互作用の下で農業を行い、特殊な調合剤

を使って有機農業を行います。調合剤の効用については科学的な根拠がないとされますが、

ドイツでは約１６００人の農民がバイオダイナミック農法を実践しています。バイオダイナ

ミック農法で生産された農産物は「デメーター」という商標で販売され、他の有機農産物よ

り多少割高ですが、ぼくはデメーターの農産物はどれも味が濃くてたいへんおいしいと思っ

ています。 

 ディートリヒさんは事故最初の年、農産物の出荷停止の補償として国から１万４０００ド

イツマルク（約７０万円相当）の一時金を受け取りました。そのおかげで、最初の１年は経

済的に大きな打撃を受けずに農民として生活することができました。この補償は「たいへん

寛大だった」と、ディートリヒさんは今も評価しています。野菜の栽培は事故の翌年から再

開します。農地の土壌は入れ替えず、放射性物質が混入したままでした。栽培を開始するた

め、まずバイオダイナミック農法で使用される調合剤を散布して土壌をよく耕しました。散

布したのは、雌牛の糞を水で薄めたものと石英を水で薄めたもの。糞は土の中の生態系を活

性化させ、石英は植物の成熟を促進させます。こうして作付けの準備をしました。 

ディートリヒさんは当時から農産物を産地直売していました。農薬を使用していない信頼

できるおいしい作物だけに、ディートリヒさんにはたくさんの顧客がいました。しかし顧客

は、作物を買いたいが放射能汚染も恐いと不安を抱いていました。「放射能汚染に関して情

報が隠蔽されているのではないかと不安だったので、消費者はそれだけより不安になってい

た」と、ディートリヒさんは振り返ります。顧客の不安を取り除くため、ディートリヒさん
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は何度となく顧客と直接電話で対話をします。直接安全をアピールして説得しないことには

丹精込めて育てた作物を買ってもらえません。逆に、安全だからと大量に買い占められる心

配もありました。ディートリヒさんは顧客一人一人と話をして、買い占めをしないように説

得します。農産物の安全を確認するため、放射能に汚染されていないか測定する必要もあり

ました。しかし個人経営のディートリヒさんには、信頼できる検査ラボに測定してもらうだ

けの資金上の余裕がありません。そのため顧客を説得します。顧客に共同で資金を出し合っ

てもらって農産物の放射能汚染を測定するための基金を造りました。測定してもらったのは

販売している２０種の農産物すべて。最初の頃はキログラム当り１００ベクレルを超える高

い汚染が検出されましたが、汚染濃度は次第に２桁台に下がっていきます。 

 ディートリヒさんは今も、食品の汚染規制値を規定するのは政治的なことでナンセンスだ

と思っています。むしろ、個人が自分で食品汚染の目安を決めて判断するしかないと主張し

ます。たとえ規制値があっても、ある人はそれで安心するし、ある人はより不安になります。

農業を営んでいくには、規制値云々よりは生産者と消費者の間に信頼関係があるかないかが

一番重要だと、ディートリヒさんは語ります。そのため、ディートリヒさんはいつも顧客と

直接対話するよう心がけてきました。  

ディートリヒさんは放射能汚染と戦いながら、バイオダイナミック農法が放射能に汚染さ

れた土壌で農業を続けていくのにたいへん効果があることを確信していきます。植物が土壌

から吸収する物質を選択できるようになり、放射性セシウムを吸収しなくなるのです。この

効果は、汚染を減らそうと試行錯誤しているうちにはじめて気がつきました。「植物に汚染

を減らそうとする能力があることは長い間農業をしていれば自然に気づくものだが、現代の

農民は植物にそういう自然の力があるのを見失ってしまっていた」と、ディートリヒさんは

残念がります。いつの間にかディートリヒさんの農産物は、他の農場で生産された農産物よ

りも放射性セシウムの汚染濃度が少なくなっていました。他の農場で生産された農産物の中

には、汚染濃度が１０倍から２０倍も高いものがありました。 

たとえ植物が放射性セシウムで汚染されていても、それを堆肥肥料として使うこともでき

ると、ディートリヒさんはいいます。特に堆肥では、カリウムとカルシウムの割合が適切か

どうかがポイント。カリウムとカルシウムの割合に注意すれば、汚染堆肥でも放射性セシウ

ムを吸収しないように植物を育てることができると説明します。「放射性セシウムを吸収し

やすい植物と吸収しにくい植物があるのは植物に両方の力があるということ。放射性セシウ

ムを吸収しないほうの力を育てればいい」とディートリヒさんは語ります。特に植物の根の

伸びる方向に注意する必要があるといいます。ディートリヒさん自身は実践していませんが、

卵の殻と石灰を使って農産物の放射性セシウム濃度を減らした有機農家もあります。ある農

家では、肥料として使われる石粉を飼料に混ぜて牛に与えていました。それによって放射性

セシウムが排泄されやすくなり、牛乳の放射性セシウム濃度が減りました。 

こうして放射性セシウムを減らしてきた成功例は科学的に説明できるのでしょうか。ディ

ートリヒさんは「それはどうでもいいことだ」と語ります。汚染度が低くなったという事実

のほうが大切で、その事実を真剣に受け止めるべきなのだと強調します。科学的に説明でき

ないことは事実ではないと考えることが、むしろ現代社会の問題なのです。「農業には科学

で解明できないことがたくさんある。野菜を栽培するにしても、家畜を飼育するにしても農

民は自分個人の判断でしか農業はできない」と、ディートリヒさんははっきりした口調で語

ります。 

ぼくが日本ではひまわりなど放射性セシウムをたくさん吸収するといわれる植物を栽培し

て土壌を除染することが考えられているようだというと、ディートリヒさんは猛反対しまし

た。「放射性セシウムを吸収した膨大な量の植物をどう処分するのか」と聞き返します。デ

ィートリヒさんは除染の目的で植物に放射性セシウムを吸収させていると、植物の成長に必

要な他の物質まで土壌から除去されてしまい、土壌が荒廃して農産物を栽培できなくなると

警告します。 

 一つ気になったのは屋外での農作業時間です。ディートリヒさんは汚染された農地で作業

することに特別不安はなかったといいました。しかし屋外で農作業する時間を自分で管理し、

屋外での作業が半日以上にならないように注意していました。最近、バイエルン州南部で同
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じく有機農業をしていたディートリヒさんの知人夫婦が立て続けにガンで亡くなってしまい

ました。「当時、２人は屋外で長い時間働きすぎたのかもしれない」と、ディートリヒさん

はしんみりと語ります。 

 

ドイツでの食品の放射能汚染はどうだったのか？ 

チェルノブイリ事故後のドイツでは、食品はどの程度放射能に汚染されていたのでしょう

か。ドイツで最も汚染されていたバイエルン州の環境局が同州産の農水産物の汚染状況を追

跡し、事故後２０年となる２００６年にその結果を報告しています。報告書は農水産物の種

類毎に１９８６年から２００５年までに行われた約１３万件の測定結果を元にまとめられた

もので、バイエルン州における農水産物の汚染の推移を示しています。測定対象には加工食

品は含まれておらず、出荷前に検査されたものです。加工食品を含めた食品全体の汚染状況

の推移については農水産物だけの汚染状況と多少の違いが見られますので、それについては

次章の「食品汚染は全国に広がる」の項で簡単に述べます。 

バイエルン州の報告書の結果を信頼していいのかどうか心配なので、『放射線テレック

ス』のトーマスさん、ミュンヒェン環境研究所のカリンさん、『ディ・ルーペ』のエリザベ

ートさんの３人に相談してみました。３人は報告者は信頼できるだろうといってくれたので

すが、報告書のデータを本リポートで使うことには３人とも賛成してくれません。３人は、

ドイツのデータが日本のデータと比較されたり、日本でもドイツのようになると思われるの

はよくないと主張します。ドイツはチェルノブイリの事故現場から１５００キロメートルも

離れています。チェルノブイリとフクシマでは原子炉のタイプ、事故の状況も異なります。

ドイツの汚染データはあくまでもドイツ特有のものでしかないと、３人は強調しました。報

告書の対象となっているバイエルン州の州都ミュンヒェンで測定を続けているカリンさんは、

報告書の結果はカリンさんたち独自の測定結果と極端に大きな違いはないが、同じ地域のデ

ータでも測定地点が違えば違う結果が出てくると説明してくれました。報告書には測定結果

の平均値しか示されていませんが、トーマスさんはデータをより正確にするには、測定結果

の最低値と最高値を一緒に表示すべきだったと指摘します。食品の放射能汚染はいつどこで

出てくるか予想もつきません。ドイツで測定していた３人からすると、ドイツのデータに惑

わされず、食品を実際に食べるところで、それもできるだけ食卓に近いところで地道に測定

を続けて汚染食品を見つけていくしかないというのが基本なのだと思います。 

ぼく自身も本音はドイツの３人と同じ考えで、詳しいドイツの食品汚染データを本リポー

トで取り上げないほうがいいと思っています。しかし日本からはドイツではどうだったのか

知りたいという強い希望もあり、ここで取り上げることにしました。 

 ただ以下のデータは、あくまでもドイツ・バイエルン州特有のデータにすぎません。日本

では日本固有の結果が出てくるので、日本でもそうなるとはいえないことを改めて強調して

おきます。 
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・ガンマ線の空間線量率 

 
図 II－２ バイエルン州におけるガンマ線空間線量率の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
図中横軸のJahrは年数のこと。年代下の数は測定件数。 

縦軸の単位はマイクロシーベルト／時 

 

バイエルン州では通常、自然放射線量率は毎時０．０３から０．２５マイクロシーベルト

となっています。バイエルン州はドイツでも森、山の多い地域でウラン系列核種やトリウム

系列核種などが地殻に含まれている地域があり、そうした地域では空間線量率が必然的に高

くなっています。 

 チェルノブイリ事故後の５月１日から６月２日の間、バイエルン州では約５００地点でガ

ンマ線の空間線量率の測定が行われています。その結果、空間線量率は毎時０．０８から２

マイクロシーベルトを記録しています。当時の州全体の平均値は０．３８マイクロシーベル

ト／時ですが、場所によっては空間線量率が通常の２０倍になったところもありました。こ

の平均値が１年間続くと想定して年間線量に換算すると、約３．３ミリシーベルトになりま

す。翌１９８７年になると、年間の平均線量率は０．０８マイクロシーベルト／時に急激に

下がります（図II－２参照）。最大値は０．２９マイクロシーベルト／時でした。空間線量

率が下がったのは、ヨウ素131など半減期の短い放射性核種が崩壊したほか、セシウム137な

ど半減期の長い放射性核種が地中深く侵入していったからだと見られます。 

 ガンマ線の空間線量率はその後次第に下がっていき、１９９３年以降州全体の年間平均値

は約０．０６マイクロシーベルト／時程度と、ほぼチェルノブイリ事故前のレベルに戻って

います。 
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・野菜類、穀類の放射能汚染 

 
図 II－３ バイエルン州における野菜類、穀類のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

緑色（Ackerboden 0-30cm：農地、表層30cm、Bq/kgDW（乾物重）） 

紺色（Getreide：穀類）、 

ピンク色（Kartoffeln：ジャガイモ） 

黄色（Würzelgemüse：根菜類） 

水色（Sprossgemüse：もやし類） 

紫色（Fruchtgemüse：ナス、カボチャ、キュウリ、ズッキーニ、トマト、ピーマン等） 

茶色（Blattgemüse：葉菜類） 

 

放射性物質の降下によって農産物が直接外部汚染されたのは最初の数日だけで、農産物の

汚染のほとんどは農産物が土壌から放射性セシウムなどの放射性物質を吸収することで起こ

っています。グラフから見ればわかるように、表層３０センチメートルまでの土壌の汚染は

わずかに減少しているものの、２００６年まで大きな変化を示していません。これは、農地

が事故後に何度となく耕されて土壌の汚染が均一化されたからだと予想されています。農地

は現在も平均で３５ベクレル／kgDW（乾物重）の汚染を示しています。 

それにも関わらず野菜類や穀類の汚染が急激に低減していったのは、放射性セシウムが土

壌深く侵入して土壌中の粘土に結着するほか、カリウムを含む肥料をやることで放射性セシ

ウムが植物の根から吸収されにくくなっていったからだと推定されています。 

グラフから、野菜類や穀類の汚染が事故後数年で１ベクレル／kg以下になったことがわか

ります。 

 穀類を種類毎に詳しく見ると、穀類の種類、製粉の仕方によって汚染度が異なります。１

９８７年９月１７日の放射線テレックスは、ライ麦粉のほうが小麦粉よりも５倍放射性セシ

ウムに汚染されていたと報告しています。さらに、製粉のグレードが低い、つまり原料の麦

がより多く残っている粉のほうが汚染が低いこともわかりました。  

 同じく１９８７年９月１７日の放射線テレックスによると、同じ小麦製品でも粒の硬い硬

質小麦を使うパスタ類のほうが粒の軟らかい軟質小麦を使う小麦粉やクッキーやケーキより
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も汚染されていました。小麦粉の放射性セシウムが７や１０ベクレル／kgなのに対して、加

工されるとパスタ類では放射性セシウムはスパゲッティで３９ベクレル／kg、ニョッキで５

２ベクレル／kg、細長いリボン状のタリアテッレで１０５ベクレル／kgと、放射性セシウム

の濃度が高くなります。 

 

・くだもの類 

 
図 II－４ バイエルン州におけるくだもの類のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Haselnüsse：ヘーゼルナッツ、一部断線していることに注意） 

ピンク色（Sternobst：核果） 

黄色（Kernobst：ナシ状果） 

水色（Himbeeren：ラズベリー） 

紫色（Brombeeren：キイチゴ） 

茶色（Erdbeeren：イチゴ） 

緑色（Johannisbeeren：スグリ） 

青色（Stachelbeeren：セイヨウスグリ） 

 

 くだものでは、モモ、サクランボ、プラム、アーモンドなどの核果、リンゴ、ナシなどの

ナシ状果はともに汚染が早く収束していきます。 

それに対して、ヘーゼルナッツでは比較的汚染が長続きします。 

 ラズベリーの汚染も早い段階で下がっています。１９９３年に急激に汚染が上がったのは、

検体数が少なく、検体の中に汚染度の高いものがあったからだと、バイエルン州環境局は説

明しています。 

 同じベリー類でも、コケモモ、ブルーベリーになると、汚染がなかなか下がらず、長期化

します。コケモモ、ブルーベリーなどはジャムなどとして加工されますので、その結果ブル

ーベリージャムなどから長期に渡って結構高い汚染が測定されていたことがわかっています。 
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図 II－５ バイエルン州におけるコケモモとブルーベリーのセシウム１３７汚染平均値の推

移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Maronenpilze：ニセイロガワリ） 

ピンク色（Birkelpilze：ヤマイグチ） 

黄色（Steinpilze：ヤマドリタケ） 

水色（Pfifferlinge：アンズタケ） 

紫色（Preiselbeeren：コケモモ） 

茶色（Heidelbeeren：ブルーベリー） 
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・ハチミツ 

 
図 II－６ バイエルン州におけるハチミツのセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Honig：ハチミツ）だけを使用 

ピンク色（Rohtabake：タバコ） 

黄色（Pflanzl. Ausgangsstoffe：植物性化学物質 

 

 ハチミツはそれほど摂取量が多いわけではありませんが、汚染度は比較的高くなっていま

す。長期に渡って汚染が続き、汚染濃度は緩やかにしか下がっていきません。 
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・肉類の放射能汚染 

 
図 II－７ バイエルン州における肉類のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Schweinefleisch：豚肉） 

ピンク色（Rindfleisch：牛肉） 

黄色（Kalbfleisch：子牛肉） 

水色（Hausgeflügelfleisch：訳＝鳥肉） 

紫色（Hühnereier：卵） 

 

肉類のほうが野菜類、穀類よりも汚染濃度が下がるのに時間がかかっています。豚肉より

も牛肉のほうが汚染濃度が高いのは、牛に与える干し草が汚染されていたからです。１９８

８年１２月１５日の放射線テレックスは牛の飼料となる干し草に３６５ベクレル／kgの放射

性セシウムを検出したと報告しています。豚肉の汚染が事故翌年に高くなったのは豚の飼料

に事故年秋に収穫された産物が使用されたからではないかと推定されます。 

鳥肉には、鶏肉、鴨肉、ガチョウ肉、７面鳥肉が含まれます。放射線テレックスによると、 

１９８８年１２月までベルリンで購入して市民測定所で測定してきた鳥肉には放射性セシウ

ムの濃度が２ベクレル／kgを超えることがなかったとしています。グラフからもわかるよう

に、鳥肉のほうが牛肉、豚肉よりも安全だったことになります。 
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・乳製品の放射能汚染 

 
図 II－８ バイエルン州における乳製品のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Weideboden 0-10cm：牧草地の土、0-10cm） 

水色（Rindfleisch：牛肉） 

紫色（Kuhmilch：牛乳、単位：Bq/l） 

茶色（Käse：チーズ） 

 

 乳製品を代表して、牛乳とチーズの汚染濃度の推移です。いずれも農場ないし製造工場段

階で測定した結果です。比較のために牛肉の推移も入れてあります。牛乳とチーズでははじ

めは牛乳のほうが汚染されていましたが、数年経つと汚染濃度に大きな違いが見られなくな

ります。乳製品よりも牛肉のほうが汚染濃度が高いこともわかります。 
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・キノコ類の放射能汚染 

 
図 II－９ バイエルン州におけるキノコ類のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Maronenpilze：ニセイロガワリ） 

ピンク色（Birkelpilze：ヤマイグチ） 

黄色（Steinpilze：ヤマドリタケ） 

水色（Pfifferlinge：アンズタケ） 

紫色（Preiselbeeren：コケモモ） 

茶色（Heidelbeeren：ブルーベリー） 

 

 取り上げたニセイロガワリ、ヤマドリタケ、アンズタケは日本では手に入らないキノコで

すが、キノコ類が食品の中でも最も汚染され、汚染が長期に渡って続くことを知ってもらう

ために挙げました。いずれも食用です。ニセイロガワリはパスタに和えたり、肉に添えたり

して食べます。ヤマドリタケはユーロッパでは日本のシイタケの代用キノコのようにいわれ

たりしますが、日本と違ってパスタなどに和えて食べます。アンズタケは次章の「食品汚染

は全国に広がる」の項で具体的な汚染事例を挙げていますが、ドイツではクリームソースで

ソテーにして食べます。 

グラフからわかるように、キノコ類では汚染が下がらずに延々と汚染が続きます。次章の

「食品汚染は全国に広がる」でも述べますが、依然としてベクレル値が４桁台のキノコが店

頭に出ていることがあります。 
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・魚類の放射能汚染 

 
図 II－１０ バイエルン州における魚類のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/kgFW（新鮮重）、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Flussbarsch：ペルカ（淡水産スズキ類）） 

ピンク色（Hecht：ノーザンバイク） 

黄色（Aal：ウナギ） 

紫色（Regenbogenforelle：ニジマス） 

茶色（Bachsaibling：カワカマス） 

緑色（Karpfen：コイ） 

青色（Brachsen：ブリーム） 

 

バイエルン州は内陸部にあるため、淡水魚の汚染データしかありません。魚の汚染濃度は

魚の種類、生息地によって大きく異なります。淡水魚では、一般的に湖沼に生息する魚のほ

うが河川で生息する魚や養殖魚よりも汚染濃度が高くなります。ニジマスの汚染濃度が低い

のはニジマスが川に生息するほか、養殖されたものであるからです。 

 バイエルン州環境局によると、魚の生息する水中のカリウム含有量が少なければ少ないほ

ど魚の汚染濃度が高くなります。カリウムは魚にとって必要な成分の一つですが、放射性セ

シウムは化学的にカリウムに似ています。淡水ではカリウムの含有量が少ないので、魚がカ

リウムの代わりに放射性セシウムを吸収します。 

それに対して海水には塩化カリウムが含まれているので、海水魚は放射性セシウムをカリ

ウムの代わりに吸収する必要がありません。その結果、海水魚のほうが淡水魚よりも汚染濃

度が低くなります。 

１９８８年９月１日の放射線テレックスは、表II－２のようにその違いを示しています。 
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表II－２ 海水魚と淡水魚の放射能汚染 

魚 放射性セシウムの汚染濃度 

（ベクレル／kgFW（新鮮重）） 

海水魚  

タラ      ４未満 

サケ      ７ 

サバ      ４未満 

タイ      ４未満 

カレイ      ４未満 

淡水魚  

ユーロピアンパーチ31     ２１ 

マス      ５ 

コイ      ７ 

ウグイ      ９ 

（出所：放射線テレックス第４０号、１９８８年９月１日） 

 

表の測定値は、チェルノブイリ事故後２年半近く経った１９８８年８月に西ベルリンで販

売されていた魚の測定結果です。ミュンヒェン環境研究所は、同じ時期にバイエルン州で獲

れた淡水魚のシナノユキマス（サケ科、湖で捕獲）に２６ベクレル／kg、ウグイ（河川で捕

獲）に１５ベクレル／kgの放射性セシウムを検出しています。同じ時期にミュンヒェン西部

の湖で捕獲された魚には、４０１ベクレル／kgとかなり高い放射性セシウムが検出されまし

た。 

 ドイツ保健庁放射線衛生研究所32の１９８８年８月の報告書は、魚の放射性セシウム汚染

では事故後２年以上経った１９８８年７月時点でも淡水魚で４４ベクレル／kg、海水魚で４

ベクレル／kgが「代表的な汚染値」で、淡水魚のほうが海水魚よりも１０倍以上も汚染され

ていたとしています。 

 『放射線テレックス』のトーマスさんによると、 海底に生息する平魚や海藻、貝類など

も汚染濃度が高いと見られますが、ドイツでは食生活の違いから店頭に並ぶ実質量が少なく、

それを立証するだけの十分なデータがありません。それに対して、日本ではカレイなどの平

魚、海藻、貝類をよく食べますので、今後も地道にこれら海産物の測定を続けていく必要が

あります。 

 

                                                
31 WEB魚図鑑によると、スズキ目パーチ科に属する淡水魚。流れの緩やかな河川や湖沼に生息しています。ドイ
ツでは、ムニエル、オーブン焼きなどにして食べる代表的な食用淡水魚の一つ。 
32 保健庁は現在存在せず、その放射線防護部門は現在ドイツ放射線防護庁の管轄下に置かれています。 
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・水道水と地下水の放射能汚染 

 
図 II－１１ バイエルン州における水道水と地下水のセシウム１３７汚染平均値の推移 

（出所：バイエルン州環境局 、「チェルノブイリ ‒ ２０年後のバイエルン」（© 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tschernobyl – Bayern 20 Jahre danach. Augsburg, 
2006）） 
折れ線グラフ縦軸の単位Bq/l、横軸は年数。折れ線のうち、 

紺色（Trinkwasser：水道水） 

ピンク色（Grundwasser：地下水） 

 

 バイエルン州環境局によると、バイエルン州の水道水の９５％は地下水です。この傾向は

ドイツ全体についていえ、各地に地下水を取水するための水保護地域が設置され、土を自然

フィルターとして利用しています。さらに、上水施設も地下ないし屋内に設置されている場

合が多くなっています。そのため、ドイツでは水道水はほとんどチェルノブイリ事故の影響

を受けていません。 

 水道水の汚染濃度が事故年の１９８６年に極端に高くなっていますが、それについてバイ

エルン州環境局は、事故年の５月はじめに検体を摂取した一部の貯水槽の水に汚染濃度が極

端に高いものがあったかったので平均値も高くなったと説明しています。 

 

・ドイツの状況をまとめると 

パンの原材料となる麦、牛肉、豚肉などの肉類、乳製品、野菜など一般に摂取量の多い農

産物では、事故後数年経つと半減期の長いセシウム137の値が事故前の値とほとんど変わら

なくなりました。それに対して、セシウム137の汚染が長期化したのはキノコ類、ブルーベ

リーなどの一部ベリー類、ハチミツ、パスタ、イノシシなどの野獣肉、淡水魚と摂取量の少

ない産物です。 
 摂取量が少ないからといって安心はできません。産物によってはチェルノブイリ事故後２

６年を経てもセシウム137の値が４桁になるものも出てきます。ミュンヒェン環境研究所の

カリンさんが食品の汚染状況は依然として変わらないというのは、今もって汚染食品がいつ

どこで出てくるかわからない状況だからです。常に測定して食の安全を管理していかなけれ

ばなりません。 
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放射性ストロンチウムに要注意 

前項では、農水産物におけるセシウム137など放射性セシウムの汚染状況についてだけ見

ました。放射性セシウムはガンマ線を放出するガンマ核種です。ガンマ線は透過力が強く、

鉛や鉄、コンクリートなど比重の重い物質でないと遮蔽することができません。そのため直

接測定しやすいのですが、防護しにくいという問題があります。 

 それに対し、ベータ線は薄いアルミ板や厚さ１センチメートル程度のプラスチック板で遮

蔽することができますが、透過力が弱い分ガンマ線と違って測定しにくいという問題があり

ます。ストロンチウム90はこのベータ線だけを放出するベータ核種です。原発では核分裂に

よってストロンチウム90が生成されますので、原発からの放射性降下物の中にはストロンチ

ウム90が含まれています。ストロンチウム90の放射能の強さが半減するまでの半減期は２９

年弱で、セシウム137の半減期約３０年とほぼ同じです。ただ植物にはセシウム137よりも水

溶性のストロンチウム90のほうを簡単に土壌から吸収してしまう傾向があり、農産物を通し

てストロンチウム90が体内に入って内部被曝する危険があります。 

 透過力が弱いので、農水産物に吸収されたストロンチウム90も体内に入ったストロンチウ

ム90も簡単には測定できません。農水産物中のストロンチウム90を測定するには、その濃度

に応じて１検体当り１０キログラムないし１０リットルも必要になるほか、化学的にストロ

ンチウム90だけを分離して測定しなければならず、高度な技術と時間が要求されます。その

ため、市民で測定することはできません。人体に摂取されたストロンチウム90は人体組織を

透過できないので、体内の放射性核種の量を測定するホールボディカウンタを使っても体内

のストロンチウム90を測定することはできません。ホールボディカウンタでは、ガンマ線を

放出する放射性物質しか測定できないのです。体内に蓄積されたストロンチウム90は、たと

えば歯（特に乳歯）に蓄積されたストロンチウム90の量から体内に蓄積されていると見られ

る量を推計する以外にその他にはあまり適切な方法がありません。 

 ストロンチウム90は化学的にカルシウムに似ていることから、体内に摂取されるとその多

くが骨に蓄積されます。骨に蓄積されたストロンチウム90が体外に排泄されてその量が半減

するまでには約５０年かかるともいわれます（生物学的半減期）。その間、ストロンチウム

90によって骨の中にある赤色骨髄が被曝し、造血幹細胞が障害を受ける可能性があります。

造血幹細胞は血液を構成する赤血球、白血球、リンパ球、血小板の元となる細胞です。造血

幹細胞が障害を受けると、赤血球、白血球、血小板が減少する再生不良性貧血や出血症、免

疫性障害、アレルギー、ガン、白血病などの原因となる可能性があります。 

 ストロンチウム90は前述したようにその多くが骨に蓄積し、生物学的半減期が約５０年と

長いのでその間ずっーと骨に留まります。そのためごく微量のストロンチウム90しか食品中

に含まれていなくても、ストロンチウム90を含む食品を摂取し続けると骨に蓄積するストロ

ンチウム90の量が長期に渡って増加し続けます。すでに述べたようにストロンチウム90の測

定が難しいので、ストロンチウム90が体内にどれくらい蓄積されているのか簡単には推測で

きません。それだけにストロンチウム90は把握しにくい、たいへん危険な放射性物質だとい

わなければなりません。ドイツ保健庁放射線衛生研究所33はストロンチウム90の毒性を骨表

面において１歳までの乳幼児でセシウム137の最高１１１倍、成人で最高３０倍だと試算し

ています。特に成長時において細胞への影響が大きいと見られるので、子どものために長期

に渡ってストロンチウム90に最大限の注意を払う必要があります。 

ベルリンの市民測定所のトーマスさんはこのストロンチウム90の危険性に早い段階から注

目し、『放射線テレックス』の紙上で食品に含まれるストロンチウム90の量を公表してきま

した。ストロンチウム90は市民には測定できないので、トーマスさんは公共のベルリン市放

射線測定室の測定結果とオルデンブルク大学物理環境分析グループによって測定された結果

をまとめて食品中のストロンチウム90の量を市民に知らせてきました。表II－３に、その測

定値を抜粋しておきます。 

 

                                                
33 前項の脚注３２を参照。 
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表II－３ 食品中のストロンチウム90の測定値（単位：ベクレル／kgないしl） 
食品 検体摂取月 ストロンチウム90 セシウム137 セシウム134 放射性セシウム 

１９８７年      

原乳 ３－４月 ０．１４ １０．４  ４．１  

      

１９８８年      

牛肉 ３－８月 ０．０２    １１．９ 

原乳  ４月 ０．１     ５．９ 

イチゴ  ７月 ０．１１     ０．１３ 

サラダ菜  ７月 ０．０６     ０．１４ 

ジャガイモ  ７月 ０．０５     ０．５５ 

原乳  ８月 ０．１１     ２．１１ 

ハシバミ  ９月 １．３９   ２３７．７ 

チーズ  ９月 １．２     １．９ 

ネギ １０月 ０．１４     ０．１３ 

アサツキ １０月 ０．２９     ０．３２以下 

ホウレン草 １０月 ０．１６     ０．１３ 

タマネギ １０月 ０．１９     ０．０８ 

原乳 １１月 ０．０５８     ８．３ 

ウグイ １２月 ０．６１  ５．６  １．４  

パン（トルコ産）  １．２１    ５８．１ 

      

１９８９年        

リンゴ  １月 ０．０４     １．０ 

原乳  １月 ０．０５８     ８．３ 

牛肉  １月 ０．０２以下 ６２．１ １４．７  

タラ（ノルウェー

産） 

 １月 ０．０３５ ２８．０  ６．０  

原乳  ３月 ０．０９  ４．０９  ０．８５  

キャベツ  ０．２５  ０．２１以下  ０．２以下  

      

１９９１年      

原乳  ２月 ０．１１  ０．１８   

サラダ菜  ６月 ０．２１  ０．２８  ０．０３２  

ニンジン  ８月 ０．２４  ０．０６以下  ０．０６８  

プラム  ８月 ０．２４  ０．７９  ０．１５  

原乳 １０月 ０．１８  ０．１２以下  ０．０４  

ブロッコリ １０月 ０．２８  ０．０５７  ０．０５８  

ホウレン草 １０月 ０．２１  ０．１０  ０．０６７  

      

１９９２年      

原乳  ２月 ０．０３  ５．７  ０．４３  

ホウレン草  ４月 ０．０９  ０．０８４  ０．０８０  

原乳  ７月 ０．０７  ０．５１  ０．０３  

リンゴ  ８月 ０．０５  ０．３０  ０．１８  

原乳 １０月 ０．０２  ０．８８  ０．１１  

ジャガイモ １０月 ０．０３  ０．１４  ０．０６７  

      

１９９３年      

原乳  ４月 ０．０５  ２．０  ０．０１２  

ホウレン草  ５月 ０．０９  ０．１７  ０．０７１  

サラダ菜  ５月 ０．１  ０．０７８  ０．０６  

アサツキ  ６月 ０．５１  ０．１９  ０．０９  

トマト  ７月 ０．０２  ９．２  ０．５４  

原乳  ９月 ０．０５  ０．１１  ０．０６０  

パセリ  ９月 ０．８１  ０．１１  ０．１０  

ジャガイモ  ９月 ０．０３  ０．０５９  ０．０５３  

マス １０月 ０．０６  ３．１  ０．１６  

原乳 １２月 ０．０４８  ０．１３  ０．０６１  
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１９９４年      

原乳  １月 ０．０３９  ０．０４３  ０．０４０  

原乳  ４月 ０．３４  ０．０４３  ０．０２５  

ネギ  ４月 ０．２１  ０．０３０  ０．０２５  

ホウレン草  ６月 ０．２５  ０．０５９  ０．０５０  

イチゴ  ６月 ０．１３  ０．０５７  ０．０５２  

パセリ  ７月 ０．９６  ０．１１  ０．１１  

ニンジン  ７月 ０．１９  ０．０５２  ０．０５３  

小麦  ８月 ０．１０  ０．１７  ０．１７  

アンズタケ  ９月 ０．１２ ２９０ １２  

原乳 １０月 ０．０６０  ０．０２２  ０．０２４  

ジャガイモ １０月 ０．０９３  ０．０８５  ０．０６２  

原乳 １２月 ０．０６９  ０．０９２  ０．００６  

      

１９９５年      

原乳  １月 ０．０３９  ０．０６０  ０．００５  

ネギ  ３月 ０．０９２  ０．１０以下  ０．１０  

マス  ３月 ０．０６７  １．６  ０．１０  

原乳  ４月 ０．０２８  ０．０５８  ０．０２３  

ホウレン草  ４月 ０．１８  ０．０４０  ０．０４０  

アサツキ  ５月 ０．２２  ０．０６１  ０．０６０  

イチゴ  ６月 ０．０７９  ０．０６６  ０．０７０  

トウモロコシ  ８月 ０．０８３  ０．０８０  ０．０８４  

原乳 １０月 ０．０４５  ０．１３   

セロリ １０月 ０．８８  ０．１１   

原乳 １２月 ０．０３４  ０．０６６   

      

１９９６年      

原乳  １月 ０．０６０  ０．０４４  ０．０２５  

原乳  ４月 ０．０５３  ０．０６８   

マス  ４月 ０．０３２  １．０   

ホウレン草  ５月 ０．４２  ０．１７   

アサツキ  ６月 ０．８６  ０．４３   

イチゴ  ７月 ０．０６８  ０．０３３   

ニンジン  ７月 ０．０９１  ０．１２   

ジャガイモ  ８月 ０．０５５  ０．０８以下   

原乳  ８月 ０．０４３  ０．１以下   

（出所：放射線テレックスに掲載されていた測定値からの抜粋） 

 

１９６０年代の大気圏核実験によって放射性物質が降下した経験から、ストロンチウム90

が放射性セシウムに比べて食品に混入するまでに時間がかかることがわかっています。ドイ

ツ北部ハンブルク市当局がチェルノブイリ事故２年後の１９８８年にコメントしているとこ

ろでは、ストロンチウム90が体内に入り込む主な摂取源は牛乳、乳製品、穀類です。摂取量

が多いからだと見られます。ただ表からもわかるように、野菜、くだもの、肉、魚などほと

んどすべての農水産物にストロンチウム90が検出されています。ハンブルク市のデータによ

ると、事故２年後の段階でストロンチウム90は平均で食品中に放射性セシウムの２から３％

の量が含まれていました34。母乳にも平均で放射性セシウムの１．３％相当のストロンチウ

ム90が検出されました。 

チェルノブイリ事故後には、ドイツに飛来した放射性降下物に含まれるストロンチウム90

の比率はセシウム137の１から３％程度と推計されています。ハンブルクで検出された食品

におけるストロンチウム90の平均比率を見る限り、食品中のストロンチウム90の比率はほぼ

放射性降下物での比率にほぼ一致します35。 

                                                
34 チェルノブイリ事故の時は、ドイツで食品中に含まれていた放射性核種の比率はセシウム137：セシウム134：
ストロンチウム90＝１００：５０：１と推計されていました。 
35 この時期には、１９６０年代の大気圏核実験の影響がまだ残っていた可能性もあります。 
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表II－４ 西ベルリンの土壌中のストロンチウム90の測定値（単位：ベクレル／m２） 
土壌 検体摂取時 ストロンチウム90 セシウム137 セシウム134 放射性セシウム 

野原、表層６cm ８８年５月 ３．６０   ５０．３ 

農地 ９２年１０月 １．９ １１．７ ０．５５  

土 ９５年７月 ２．３ ２３ ０．３８  

（出所：放射線テレックスに掲載されていた測定値からの抜粋） 

 

 ただ表II－３を見ればわかるように、農水産物を個別に見るとその比率がかなり異なりま

す。セシウム137とストロンチウム90の比率がほぼ１対１と同じになるものから、ストロン

チウム90のほうが多くなっているものもあります。ただストロンチウム90の推移を一般化す

ると、年月を経るにしたがってセシウム137の量が低減してもストロンチウム90の量が低減

するテンポがセシウム137よりも遅く、セシウム137に対するストロンチウム90の比率が全体

的に増加していくということです。この傾向は放射能濃度が微量であればあるほどより顕著

になります。それに対して西ベルリンで採取した土壌の測定値を見ても（表II－４）、セシ

ウム137とストロンチウム90の比率には年月を経ても大きな違いが見られません。ストロン

チウム90とセシウム137の半減期にはそれほど大きな違いがないにも関わらず、農産物の中

でこうした変化が起こっていることはたいへん不思議です。農産物中のストロンチウム90の

量は土壌の汚染状態にそれほど影響を受けないので、農産物毎に測定していかないことには

農産物中のストロンチウム90の実態がわからないということになります。 

 たとえばチェルノブイリ事故１０年後の１９９６年において、ホウレン草とアサツキに１

キログラム当りそれぞれ０．４２ベクレルと０．８６ベクレルのストロンチウム90が含まれ

ていました。ストロンチウム90の毒性は前述したように乳幼児の場合骨表面においてセシウ

ム137の最高１１１倍なので、その毒性はセシウム137でいえばそれぞれ４７ベクレル／kgと

９５ベクレル／kgに相当します。いくら微量といってもストロンチウム90のほとんどが骨に

沈積されて約５０年残りますので、ストロンチウム90に汚染された食品を摂取する毎に沈積

量が増え、ほぼ一生低線量被曝状態に曝されます。 

 ドイツではストロンチウム90の体内沈積量を調査するため、ミュンヒェン大学教授のロー

ランド・ショルツさん、エドムント・レンクフェルダーさんのイニシアチブで１９９２年２

月に抜けた乳歯と抜歯された歯を集めて歯中のストロンチウム90の量を調査する試みが開始

されました。しかし残念ながら、十分な結果が出ないままに終わっています。そのため、チ

ェルノブイリ事故後にドイツにおいてストロンチウム90がどれくらいヒトの体内に沈積し、

どのような健康影響を与えたかを評価するデータがありません。 

すでに述べたように、ドイツ放射線防護協会は事故初期の日本からのデータを分析して食

品中のセシウム137とセシウム134、ストロンチウム90、プロトニウム239の比率を１００：

１００：５０：０．５として、ストロンチウム90の比率をチェルノブイリ事故後のドイツで

の比率（脚注１１）の５０倍に推計しています。日本の場合、フクシマ事故現場に近いだけ

に当時のドイツの場合と違ってかなり多くのストロンチウム90が降下している可能性があり

ます。それだけに、土壌からストロンチウム90がどの程度食品中に吸収されているのか注意

しなければなりません。 

 しかしこれまで日本では、食品中のストロンチウム90に関するデータがまったくありませ

ん。日本では土壌中のストロンチウム90に関して調査されているだけで、土壌ではセシウム

137に対するストロンチウム90の比率が低く、地域によってばらつきがあることがわかって

いるにすぎません36。ストロンチウム90に関しては未知なことが多いだけに、日本でも実際

に食品中のストロンチウム90の量を長期に測定し続けていく必要があります。ただ、ストロ

                                                
36 文部科学省が平成３年９月３０日と平成２４年９月１２日に発表した分析結果によると、土壌におけるセシウ
ム137に対するストロンチウム90の比率が１０：１から１０００：１になり、多くが１００：１から１０００：

１程度に集中していることがわかっています。ただ、日本の土壌調査では摂取した試料数と試料量が少ない上、

測定器の検出下限値が比較的高いので、『放射線テレックス』のトーマスさんはデータがどの程度正確か疑問だ

としています。 
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ンチウム90の測定は市民にはできません。市民が国、自治体、大学などに測定の実施と測定

結果の公開を強く求めていくしかありません。 

 

ドイツでも健康影響があった 

 チェルノブイリ事故によって最も影響を受けたのはウクライナとベラルーシですが、その

食生活など生活環境の悪さが健康影響をより拡大させたといわれることがよくあります。そ

れに対して、ドイツはウクライナやベラルーシほどの影響を被っていませんが、日本と同様

に先進国であり、生活環境が整備されています。そのため、ドイツでチェルノブイリ事故に

よって健康影響があったのかどうかを見ると、ウクライナやベラルーシの生活環境の悪さと

いう社会的要因を排除して健康影響問題について評価できるのではないかと思います。 

チェルノブイリ事故によってドイツで増加した放射線量は地域によって差がありますが、

増加分は年間平均で１ミリシーベルト未満だと見られています。これは、ドイツの年間平均

自然放射線量２．１ミリシーベルトの半分にもなりません。それにも関わらず、ドイツでは

チェルノブイリ事故後にダウン症、乳児の死亡、流産／死産、白血病、小児の神経芽細胞腫、

口唇口蓋裂という先天性奇形など、放射線の影響と思われる健康障害の増加が観察されてい

ます。特にドイツで最も汚染度の高かったドイツ南部のバイエルン州では、流産／死産と先

天性奇形の増加、出生児の男女比の変化（男児のほうが増加）37が観察されています。 

これら症状の増加を指摘してきたのは、たとえば元ベルリン自由大学教授カール・シュペ

アリングさん、ドイツの国研の一つドイツ健康環境研究センターの研究員ハーゲン・シェア

ブさんとエフェリーン・ヴァイゲルトさん、元ミュンヒェン環境研究所研究員アルフレー

ド・ケアブラインさんらの科学者です。これらの科学者は入手可能な公式の統計データを時

系列的に分析するなどして、ドイツの汚染は低線量域だったが、チェルノブイリ事故に起因

する健康影響が見られると発表してきました。 

カール・シュペアリングさんらの研究グループは西ベルリンで、１９８７年１月にダウン

症が急増していることを発見しました。１９８２年から１９９２年の１１年間ではダウン症

のこどもの出生件数が月平均で２ないし３件であるのに対して、１９８７年１月だけ１２人

のダウン症の子どもが生まれています。この原因を追求するため、カールさんらは出生前の

染色体検査の実施状況や母親の平均年齢などを調査しました。しかし、ダウン症に重大と見

られる変化が確認できません。１２件のうち９つのカップルから受胎時期などについて詳し

くヒアリング調査を行った結果、チェルノブイリ事故前後に受胎していたことがわかり、そ

の後に染色体分配に異常が発生したと考える以外に説明がつかないことがわかります。西ベ

ルリンでは当時空間線量率（ガンマ線）は最も高い時でも０．２マイクロシーベルト／時に

も達していなかったので、カールさんらは放射線がダウン症の原因だとは予想もしていませ

んでした。しかしその他の要因はダウン症の原因としては到底考えられず、最後に放射線だ

けが染色体分配に異常をもたらし、ダウン症を引き起こした可能性として残ります。 

                                                
37 出生児の男女比で男児の割合が増え、女児の割合が減る現象は、１９６０年代に大気圏核実験が頻繁に行われ
た後にもヨーロッパで見られました。チェルノブイリ事故後では、欧州３８カ国の出生データを集計すると同じ

現象が確認されます。さらに、１９９０年代中頃から高レベル放射性廃棄物を中間貯蔵しているドイツのゴアレ

ーベン地域でも出生児の男女比で男児が増加する傾向が観察されています。 
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図 II－９ １９８７年１月に西ベルリンで生まれたダウン症の子どもにおける受胎時期と放

射能の関係（図中、矢印の地点が受胎時期を示します。＊のケースでは、夫婦はその時期休

暇中で西ベルリンにいませんでした） 

（出所：カール・シュペアリング教授講演資料から（Karl Sperling, Tschernobyl und Trisomie 
21 in Deutschland, Vortrag am 31 Oktober 2005）） 
gesamte beta-Aktivität der Aerosole der Luft：大気エアゾル粒子の全ベータ放射能 

Gamma-Ortsdosisleistung：ガンマ線空間線量 

一番下の横線の10.4 20.4 ...1.6は日付で、４月１０日、４月２０日、５月１日、５月１０

日、５月２０日、６月１日のこと。 

 

その後１９８６年に西ドイツ全国で実施された出産前の染色体検査の結果を分析したとこ

ろ、西ベルリン以外の他の地域においても、西ベルリンでダウン症が増加したのとほぼ同時

期にダウン症が増加していたことが確認できました。放射能汚染度の高かったドイツ南部で

は、通常のダウン症件数が月当り４件なのに対して１１件のダウン症が発症していました。

こうした事実から、カールさんらは西ベルリンで発生したダウン症の増加が偶然ではなく、

低線量被爆によるものだと結論しました。 

西ベルリンよりも汚染のひどいベラルーシでもダウン症に関してほぼ同じ現象が起こって

いることが後になって確認されています（図 II－１０）。 

 

 
Januar 1987：１９８７年１月、Down Syndrom：ダウン症、Peak Modell：ピークモデル 

横軸Prävalenz：発症率 
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図 II－１０ 西ベルリン（上）とベラルーシ（下）におけるダウン症の発症推移 

（出所：ハーゲン・シェアブ、カール・シュペアリング共同論文「チェルノブイリ原発事故

からの教訓」、自然科学回覧、２０１１年（Hagen Scherb, Karl Sperling, heutige Lehren aus 
dem Reaktorunfall von Tschernobyl, Naturwissenschaftliche Rundschau 64. Jahrgang Heft 5, 2011, 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart）） 
Januar 1987：１９８７年１月、Down Syndrom：ダウン症、Peak- und Sprung-Modell：ピー

ク・ジャンプモデル、Reduziertes Modell：低減モデル 

横軸Prävalenz：発症率 

 

ハーゲン・シェアブさんとエフェリーン・ヴァイゲルトさんらは、バイエルン州環境省の

委託を受けて同州での先天性奇形児の出生状況について調査しました。その結果、１９８６

年１０月から１９９１年１２月の間に同州で先天性奇形児の出生数が１０００から３０００

件増えたとの推定結果を発表しました。ハーゲンさんらはさらに、西ドイツの地域によって

は１９８６年以降死産率が約１０％増えたとしています。 

 

 
図 II－１１ バイエルン州でも最も汚染度の高かったアウグスブルク市、ベアヒテスガーデ

ン地方における死産の推移（実線はビークモデル） 

（出所：ハーゲン・シェアブ、カール・シュペアリング共同論文「チェルノブイリ原発事故

からの教訓」、自然科学回覧、２０１１年（Hagen Scherb, Karl Sperling, heutige Lehren aus 
dem Reaktorunfall von Tschernobyl, Naturwissenschaftliche Rundschau 64. Jahrgang Heft 5, 2011, 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart）） 
Totgeburtenrate：死産率 
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ガンについてハーゲンさんらは、西ベルリンとドイツ西部のマインツにおいて１９８８年

に小児神経芽細胞腫の発症が増加したことを確認しました。小児神経芽細胞腫は小さな子ど

もに最も多く見られる悪性腫瘍で、西ドイツでは０歳児において１９８８年にチェルノブイ

リ事故によって汚染された地域で小児神経芽細胞腫の発症が増加しています。発症した子ど

もの親に食生活についてヒアリングしてもセシウム137との関連性を突き止めることができ

ません。同時に、それほど汚染されていないはずの西ベルリンでも同じく１９８８年におい

てそれまで小児神経芽細胞腫の発症件数が１０万人当り年平均４件であったのに対してその

年だけ発症件数が１１件と７件増加しています。発症した子どもの親に調査した結果、発症

した子どもはすべてチェルノブイリ事故後に受精してできた子どもであることが判明しまし

た。図II-１２はその変化を顕著に示しています。ハーゲンさんは小児神経芽細胞腫の発症

については、セシウム137ではなくヨウ素131による初期被曝がその原因になっている可能性

が高いと予想しています。 

 小児甲状腺ガンについては、ドイツに公式の発症データがないのでこれまで調査できない

ままとなっています。それに対してドイツ南部に位置するチェコでは小児甲状腺ガンの発症

データが公表されており、ハーゲンさんらがデータを分析した結果１９９０年以降小児甲状

腺ガンの発症率が最高５％増えていることが確認されています。 

 

 
図 II－１２ ドイツで汚染度の高かった地域における乳児（１歳以下）の小児神経芽細胞腫

の発症率（折れ線グラフ）と西ベルリンにおける乳幼児（４歳以下）の小児神経芽細胞腫の

発症率（棒グラフ）、いずれも１０万人当りの発症件数 

（出所：ハーゲン・シェアブ、カール・シュペアリング共同論文「チェルノブイリ原発事故

からの教訓」、自然科学回覧、２０１１年（Hagen Scherb, Karl Sperling, heutige Lehren aus 
dem Reaktorunfall von Tschernobyl, Naturwissenschaftliche Rundschau 64. Jahrgang Heft 5, 2011, 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart）） 
Inzidenz pro 100000 Kinder(0-4 Jahre) Berlin：西ベルリンにおける０－４歳児１０万人

当りの発症件数 

Inzidenz pro 100000 Kinder(0-1Jahre) Deutschland：ドイツにおける０－１歳児１０万人

当りの発症件数 

 

これらの観察された事実について、ドイツ政府の放射線防護委員会はチェルノブイリ事故

２０年後の２００６年に、こうした事実が観察されていることは認めながらも「それがチェ
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ルノブイリ事故によるものかどうかを立証する生物学的メカニズムがまだ解明されていな

い」とコメントしました38。それに対してハーゲンさんらは２００６年４月にベルリンで開

催されたチェルノブイリ事故２０年国際会議において、これら健康影響が観察された事実に

おいてそれとは関係ないと見られる要因を排除していくと、チェルノブイリ事故に起因する

被曝しかその原因として残らなくなると発表しました。ただ、チェルノブイリ事故との関連

性をさらに解明するには調査の精度を高めるほか、さらなる研究が必要との考えも示しまし

た。 

ハーゲン・シェアブさんとカール・シュペアリングさんは２０１１年に発表した共同論文

で、ここ数年前から放射線が人体に与える影響について研究する放射線生物学において「エ

ピジェネティクス革命」ともいうべきパラダイムシフト（革命的な変化）が起こっていると

も述べています。エピジェネティクスとはＤＮＡ配列に規定されないで、遺伝子形質の発現

を変異、制御する仕組みのことで、エピジェネティック変異がわずかな低線量で引き起こさ

れ、それによってヒトの新陳代謝などに影響が出るほか、ガンのリスクを高める可能性があ

るとの知見がすでに得られています。チェルノブイリ事故後の疫学調査において低線量被爆

であっても健康影響が発生すると想定もしていなかった結果が出たのは、このエピジェネテ

ィック変異によって説明できる、とハーゲンさんらは考えています。 

 

                                                
38 カール・シュペアリングさんは、チェルノブイリ事故後に出生児で男児の割合が増えたこととダウン症が増え
たのはヨウ素131によるもので、ドイツ人のヨウ素の摂取量が少ないことに起因していると推定しています。 


