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IV 市民はどうすればいいのか 
 

もう被曝しない 

被曝の健康影響が特に心配されるのは乳幼児と子ども、妊婦／胎児です。成長期の細胞は

盛んに分裂して増殖しますが、その時に放射線によってＤＮＡに傷がつき、ＤＮＡの鎖が切

れやすくなるからです。それでも損傷した細胞の一部は修復されますが、中には修復されな

い細胞が残り、それが将来たとえばガンの原因になる可能性があります。 

被曝してガンで死亡するかしないかは確率の問題ですが、個人にとってはガンで死亡した

ら確率が何の意味もないことはすでに書きました。だから、線量限度について１ミリシーベ

ルトか１００ミリシーベルトかで科学的に議論するのはそれほど意味があるとは思いません。

線量限度を規定するのは一般論でしかなく、健康影響を確率で評価して安全かどうか判断し

ているにすぎないからです。確率がゼロとならない限り健康影響の起こるリスクが残るので、

確実に安全ということはできません。その確率がゼロではないので、『放射線テレックス』

のトーマスさんはよく「線量限度を決めるとは、死者が出ることを容認することになるの

だ」と警告します。健康影響のリスクがゼロではないにも関わらず、国や専門家の多くは１

００ミリシーベルト以下の影響について科学的根拠がないので「安全だ」と主張しています。

しかしそれは、科学を立て看板にして社会に一方的に安全を押し付けているにすぎません。

市民がリスクに直面している以上、放射線の健康影響は科学的に判断するものではなく、社

会がどれだけの影響、死者数なら容認できるかどうか社会的にコンセンサスを求めなければ

ならない問題だと思います。 

 しかしそれは社会全体としての問題で、個人となると個人の判断で被曝しないようにする

しかないということになると思います。特に放射線の影響を受けやすい子どもたちをどう放

射線から守っていくか。そのためには、①子どもを被曝の危険のある場所にいかせない、②

放射能に汚染された食品を食べさせないの２つが２大原則になります。しかし、それを実生

活で実践するのは容易なことではありません。被曝の心配のある場所から避難してしまうの

が一番ですが、個人には家族、仕事などそれぞれ固有の事情があります。避難しなくても、

小学生と中高生では行動範囲が違います。同じ中高生でも、屋外で部活動をする生徒のほう

が室内で部活動をする生徒よりも被曝の危険度が高くなります。小学校低学年の子どもと食

べ盛りの中高生では食べる量も違います。基本的に、食品の摂取量の多い子どもほど被曝す

る危険度が高くなります47。こうした諸々の実生活上の実態は個人でしか把握、管理できな

いので、個人でどうするのかいいのか判断するしかありません。 

 しかし、子どもが被曝しないように毎日細かく気配りする生活を長期に渡って続けていく

ことができるのでしょうか。子どもが被曝するのではないかと毎日不安と一緒に暮らす生活

は精神的にもたいへんな負担となります。不安から解放されて被曝の心配のない暮らしを送

る。それこそが「被曝しない」という本当の意味ではないかと思います。 

 

不安をケアする 

フクシマ事故後、たくさんの市民が自分のこどもがガンになるのではないだろうか、自分

もいずれガンになってしまうのではないかと不安な状況に置かれています。放射線、被曝の

問題はたいへん難しい問題ですが、フクシマ事故後、被曝問題に関してたくさんの情報が氾

濫しています。しかし、その情報が必ずしも正確であるとは限りません。安全性を誇張する

ものから、やたら危険だといって扇動するものまで限りがありません。特にインターネット

の普及で、適切ではないと思われる情報もたくさん目に入ってきます。それだけに現在は情

報に左右されやすく、不安が増大しやすい環境になっています。 

ドイツ語に「心配、不安」を示すことばに「Angst」と「Furcht」という２つのことばが

あります。「Angst」は不安が漠然としていて羅針盤を失ったように彷徨い、どうしていい

                                                
47 中高生ではからだが大きいので食べる量によっては体重１kg当りの汚染度がそれほど多くならないことも考え
られます。しかし中高生では食べる量が小さな子どもよりも格段に多いので、体重１kg当りの汚染度が小さな子

どもよりも高くなると見られます。 
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かわからない状態の不安のことをいいます。それに対して「Furcht」のほうは不安の対象が

はっきりしていて、精神的に安定していて不安に対して何をしなければならないか判断でき

る安定した状態の不安のことをいいます。 

放射線は影も形もなく、まったく目に見えない得体のしれないものです。それだけに不安

は対象の見えない漠然としたものになりやすくなっています。 

この不安はドイツ語でいえば「Angst」です。ぼくは、この放射線に対する漠然とした

「Angst」の不安を「Furcht」の不安に変えていく一つの方法が市民による放射能汚染の測

定だと考えています。市民自らが測定することで汚染が具体的な数字となって現れますので、

どの食品なら安全で食べてもいい、どの食品は食べない方がいいと具体的に自分で把握でき

るようになります。それによってリスクが具体化され、不安の実態が見えるようになって気

持ちが安定してきます。測定とともに、放射線に関する基礎知識も身に付いてきます。市民

自らが測定していますので、公的な測定データを信頼していいのかどうかという不安も生ま

れません。市民測定はこうした心理的な効果ももたらしてくれます。 

 ベルリンで市民測定をしていた『ディ・ルーペ』のエリザベートさんは、娘のウーテちゃ

んが「ママはどの食品なら食べていいかみんな知っているんだから」と友だちによく自慢し

ていたといっていました。食品の市民測定が必ずしも誰からも歓迎されたわけではなく、

「ヒステリックになっているだけ」とか、「社会を混乱させるだけ」などと中傷があったの

も事実です。そうした批判にもかかわらず、母親のエリザベートさんが市民測定によって安

全な食生活を続けることができる、そしてそれが唯一正しい方法なのだと自信をもっていた

ので、娘のウーテちゃんが母親の自信を感じ取っていたのだと思います。日本のあるお母さ

んの場合は、娘が被曝しているのではないかとヒステリックに心配していましたが、市民測

定に参加するようになってからは精神的な安定さを取り戻し、意欲的に測定活動を続けてい

ます。 

もちろん、市民がみんな市民測定に参加するべきだというつもりはありません。市民測定

に参加しなくても、市民測定グループは勉強会などを開催していますので、そうした催し物

に参加すれば、同じ不安を持つ市民同士でお互いに不安について語り合ったり、放射線の問

題について一緒に勉強できる新しいコミュニティができます。市民測定には、こうした社会

的な効果もあります。 

 福島の市民放射能測定所（ＣＲＭＳ）は、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネッ

トワーク（山田真代表）の協力を得て定期的に『こども健康相談』を開催しています。たと

えば子どもが鼻血を出したので放射線の影響かと心配して医師に看てもらおうとしても、医

師から放射線の影響じゃないと門前払い同然の冷たい扱いを受けるだけでは親は簡単には安

心できません。むしろ不安が増大します。そうした親の不安を真剣に受け止めてきたのがこ

の『子ども健康相談』です。 

市民測定は市民の暮らしに一番近いところで活動しています。そのため、市民測定が市民

の心をケアする窓口のようなものにもなってくれるのではないかと、ぼくは期待しています。 

 

市民が測定する 

放射能に汚染された食品を食べないようにするといっても、それを実生活で実践すること

は簡単なことではありません。食品を食べる前に測定するのが理想ですが、食品の汚染を一

般家庭で測定するのは不可能ですし、毎日の食生活において食べる食品のすべての汚染濃度

を一々気にしているわけにもいきません。 

 食品の汚染濃度は線量計では測定できません。最も手頃な簡易ガンマ線スペクトロメータ

（ヨウ化ナトリウムシンチレーション式）でも１００万円以上もします。放射能の問題に関

する知識も必要なほか、測定器をその他の測定器とクロスチェックするなどして測定器を定

期的に校正しなければなりません。測定時間も結構かかりますので、一家庭だけで測定する

には限界があります。 

 現在、自治体や食品の流通・販売業者などが食品汚染データを公表するようになってきま

したが、問題はそれがどの時点で測定されたデータなのかということです。農産物が出荷前
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に測定されても（入口検査）、その後農産物がどういう経路で加工されて食卓に上るのかわ

かりません。産地表示が偽造されているかもしれません。 

今最も必要なのは、市民が食品に対して信頼を持てるということです。そのためには、経

済的、政治的に利害関係のない独立した立場で食品の汚染を測定してその測定結果を公表す

ることが求められます。それは市民にしかできません。自分の子どもと家族のために測定す

る。そのために、市民が共同で市民のために測定します。市民が独自に食品の汚染を測定す

る意義は大きいと思います。市民が測定するということは国や業界には任せずに、放射能汚

染のリスクに正面から立ち向かって身の安全を自らの手で守るというたいへん民主的な行為

です。 

実際に店頭で安全を確認して食品を買うためには、食品の汚染濃度が直接食品のパックに

表示されるなど店頭で測定結果が何らかの形で消費者に公表されなければなりません。そう

したシステムがないので、市民は汚染の有無を直接確認できないままに食品を買わされてい

ます。この状況を改善する一つの手段が市民測定です。市民は食品がもうそれ以上加工され

たり、表示の偽造など操作される心配のない地点、つまり食品流通チェーンの出口で測定す

るのに一番適した位置にいます（出口検査）。市民がスーパーマーケットなどの店頭で販売

されている食品を購入して測定すれば、それ以降に食品が何か操作される心配はありません。

公的機関が一方的に選択した食品を測定するのと異なって、市民は自分で安全かどうか知り

たい食品を自分で選択して測定することができます。 

市民がそこまでやる必要があるのかという疑問もあると思います。ドイツでは現在も１０

００ベクレル／kgを超えるキノコ類が市場に出回っているように、何時どこで汚染度の高い

食品が流通しているかわかりません。そのリスクが長期間に渡って常に市民の生活に伴いま

す。ドイツの体験からすると、市民測定所のある自治体では行政がしっかり食品の汚染測定

をするようになっていきます。食品の放射能汚染に対する関心が薄れた頃になってようやく

汚染された原材料が使用されることも考えられます。食品の汚染は常に食品を測定していな

いことには検出できません。ぼくはミュンヒェン環境研究所のカリンさんのように標準人を

基準にした国の規制値ではなく、市民個人が食品汚染の目安とする自分の判断基準を持つべ

きだと考えています。実際に食品を購入して食べるかどうかは、国の規制値ではなく市民自

身の基準を下に市民自らが測定結果を見て判断するということです。そのためには規制値を

超えた場合しか情報が公表されないのではなく、食品のすべての測定結果がオープンに公表

されなければなりません。それは現状では市民が測定することでしか実現できません。 

 東京の小金井市ではチェルノブイリ事故後に、市の支援を受けて市民イニシアチブで放射

能測定室が設置されました48。測定室はその後２０年以上も測定を続けています。フクシマ

事故後の１０月に小金井の測定室を訪ねた時、「長い間測定を続けることができたのは、母

乳を測定してきたからです」というお話がありました。小金井の測定器では１検体当り測定

に６時間かかりますが、検体が２００ミリリットルと比較的少量で済むという利点がありま

す。それで母乳の検査をしやすかったということでした49。母乳の検査を地道に続けること

ができたのも市民だからこそです。 

 小金井市の市民放射能測定グループの場合、チェルノブイリ事故後に市民の陳情で食品の

放射能測定が市議会で採択され、市側が市民のためにシンチレーション式検出器を購入して

測定室とする場所も提供してくれることになりました。市民がそれを運用して測定を行って

います。市側のバックアップがあったので、これまで２０年以上も市民測定を続けることが

できたのだと思います。ドイツの市民測定グループのほとんどが資金難などで活動を開始し

て数年後に測定活動を断念せざるを得なかったのとは対照的です。測定室では輸入食品を中

心に測定を行ってきましたが、最近でもイタリア産のパスタやフランス産のブルーベリージ

ャムなどに依然として高いセシウム137を検出しています。「ドイツではなぜ測定を止めて

                                                
48 正式名称は「小金井市放射能測定器運営連絡協議会」。 
49 現在日本では、１リットルの検体を必要とする測定器が多く使われています。母乳を１リットルも用意するの
は結構たいへんなことです。ただ母乳は腐っても放射能濃度は変わりませんので、測定には問題ありません。た

とえば毎日少量の母乳を冷蔵庫に保管しながら１リットル貯めて測定すればいいと思います。 
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しまったのですか」と聞かれると、どことなく肩身の狭い思いがしました。ドイツ人の勤勉

さ、真面目さを持ってしても小金井の測定室のみなさんの活動には太刀打ちできません。 

 しかしフクシマ事故で、小金井市の市民測定室には予想もしていなかった問題が起こりま

す。測定活動を開始するに当たって、市側との協定で国の規制値を超えた食品についてはデ

ータを公表しないことが合意されていたのです。フクシマ事故後規制値を超える食品がいく

つも出ていますが、その測定結果を公表することができません。インターネットの普及で情

報を簡単に公表できるようになっただけに、この制限は情報公開という点で大きな問題とな

ってしまいました50。高価な測定器を購入するためには自治体に依存しなければならなかっ

た。しかし、それが高い代償についてしまいました。ここに、公的な機関に頼ることの問題

があります。 

横浜では、フクシマ事故後に子どもを持つお母さん、お父さんのグループが市民測定をは

じめるかどうかで勉強会を続け、２０１２年３月５日に念願の市民測定所がオープンしまし

た。お母さん、お父さんが共同で資金を出し合ったり、カンパを集めて測定器を購入してい

ます。ぼくは２０１１年１０月はじめにグループの勉強会を訪ねましたが、それぞれ担当グ

ループに分かれて協議する若いお母さんたちからは熱い意気込みが溢れんばかりに発散され

ていました。 

フクシマ事故後真っ先に市民測定を開始したのは、福島市にある市民放射能測定所（ＣＲ

ＭＳ）です。測定所は２０１１年７月にオープンしました。こどものとなり、未来の福島こ

ども基金、測定器４７台プロジェクトなどの市民団体から支援を受け、技術的にはフランス

の市民研究所クリラッド（ＣＲＩＩＲＡＤ）から指導を受けました。ゲルマニウム半導体検

出器、シンチレーション式検出器で食品の汚染を測定するほか、椅子型ホールボディカウン

タで体内汚染も測定しています。福島市の測定所を基点として、福島県内の郡山市、田村市、

須賀川市、南相馬市、伊達市、 ２本松市、いわき市、会津若松市、さらに東京の世田谷に
市民放射能測定所が設置されています。 

 

 
福島市の市民放射能測定所（ＣＲＭＳ） 

（筆者撮影） 

 
職員が測定の準備をする 

（筆者撮影） 

 

 食品汚染は福島だけの問題ではありません。食品の放射能汚染が全国に広がってしまう危

険があります。他人事とは思わず、北は北海道から南は九州まで全国各地に市民測定所がで

きていってほしいと思います。 

                                                
50 正式には、国の規制値を超えると公的な測定機関に再検査を依頼してその結果を見て市の判断で測定結果を公
表するかどうかを決めることになっています。市側は、フクシマ事故後公的測定機関が国からの検査で手１杯で

あるために自治体の依頼には応じてくれず、再検査ができないので測定結果を公表するまでには至っていないと

説明しています。 
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今後の課題は、食品の放射能汚染が下がってしまった時にどう市民測定を続けていくかで

す。食品の汚染はもうすでにかなり低レベルになっていると見られ、今後は高い濃度の汚染

が検出される食品が限られ、高濃度の汚染が検出される頻度も極端に減っていきます。それ

に伴って一般市民の食品汚染に対する関心は薄れ、活動資金にも困ってきます。検体一つを

測定するにも汚染濃度が低いので測定に時間がかかってきます。こうした状態で、長期に渡

って市民測定を続けていくのは簡単なことではありません。  

 しかし、放射能に汚染された食品は長期に渡って必ずどこかで出てきます。それがいつど

こで出てくるかわからないので測定を地道に続けていくしかありません。それは市民にしか

できません。長く続けるには、できるだけ測定する個人の負担を抑える、生産者との協力関

係を築き上げていく、テーマを食品の放射能汚染だけではなく市民の食と暮らしに密接に関

係するその他のテーマにも広げていくなどいろいろ考えられます。しかし測定所毎に固有の

事情がありますので、それぞれの測定所で試行錯誤していくしかありません。その間に消滅

していく測定所もあると思いますが、できるだけたくさんの市民測定所に長く測定を続けて

いってほしいと思います。「継続は力なり」。市民測定にピッタリの名言だと思います。 

 

測定は市民にもできる 

 食品の汚染測定はそれほど難しいものではありません。算数・数学の基礎力があって、放

射線に関する基礎知識を習得すれば一般市民にもできます。市民が測定できるのは、セシウ

ム134、セシウム137などガンマ線を放出する放射性核種だけです。ベータ線、アルファ線を

放出する放射性核種を測定するのは技術的にたいへん難しく、専門家に任せるしかありませ

ん。 

食品の汚染を測る測定器ですが、福島市の市民放射能測定所（ＣＲＭＳ）のようにゲルマ

ニウム半導体検出器があれば理想的です。しかし３００万円以上もしてかなり高価なので、

どの市民グループでも購入できるわけではありません。一般的には、ヨウ化ナトリウムシン

チレーション式ガンマ線スペクトロメータが手頃かと思います。測定器を選択する場合、測

定器がそれ以下の値を検出できない検出限界（測定下限値となっていることもある）に注意

します。汚染されていない食品を食べるには、検出限界値のできるだけ低い測定器でないと

低い汚染濃度まで検出できません。食品の放射能濃度に「不検出」や「検出できない」とだ

け表示されていては、不安を煽ることにもなりかねません。できるだけ小さい数値まで公表

できるほうが情報がオープンになり、食品に対する不安が少なくなります。 

 もう一つ重要なポイントは、測定器がセシウム134とセシウム137を分けて測定、表示でき

るということです。セシウム134とセシウム137では半減期に大きな差があるので、長期に測

定を続けていくには放射性セシウムの合算値ではなく、２つの核種の量を別々に測定できる

ことが後になって必要になってきます。 

測定器がいつも正確な測定結果を表示しているとは限りません。測定場所におけるバック

グラウンド線量が測定結果に影響を与えているかもしれません。測定器が正しく校正されて

いないかもしれません。測定器が何台もあれば同じ検体を使って測定器の間で測定結果を比

較（クロスチェック）できますが、測定器が１台しかない場合は比較できません。そのため、

ベルリンで市民測定をしていたトーマスさんは、正確な測定値のわかっているお茶や米を共

同の基準検体として市民測定所同士で定期的に測定結果を比較し、測定器の精度をチェック

していくのがいいのではないかと提案しています。測定器は年１回校正して測定結果の品質

管理をしますが、より正確な測定結果を得るために定期的に専門家に指導、アドバイスして

もらうことも大切です51。ホールボディカウンタの測定結果などを被曝の証拠として裁判な

どで使いたい場合は、市民だけで測定しているのではなく、専門家のサポートの下で測定結

果の正確さが保証されていることを証明しなければなりません。 

                                                
51 測定活動を開始している市民測定所の中には、福島の市民放射能測定所（ＣＲＭＳ）を中心にネットワーク化
を進めて情報を交換するほか、相互に測定所の品質管理をしていこうという動きもあります。測定の精度を上げ

るには、市民測定所同士で測定器のクロスチェックを行うなど測定結果の質を管理していくことがたいへん重要

です。 
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 誰もが市民測定グループに参加したほうがいいといっているわけではありません。参加す

るしないは個人の自由です。個人の判断で決めればいいと思います。参加しなくても、ほと

んどの市民測定所は食品を持ち込めば測定してくれます52。 

 個人にしか測定できないこともあります。簡易線量計を持って自分の身の回りにホットス

ポットなど放射線量の高いところがないか注意します。たとえば雨樋の下には雨水によって

放射性物質が蓄積し、雨水が揮発することによって濃縮されます。自動車のエアフィルター

にも放射性物質が濃縮している可能性があります。地方にいけば、森から薪を取ってきて燃

やしたり、キノコ狩り、山菜採りに出たりします。自分の畑や庭で野菜を栽培して家庭で食

べている家族もあると思います。個人で採取した食品も市民測定所に測定を依頼するなどし

て安全を確認する必要があります。 

 

測定値はどう読むのか 

いくら食品の放射能汚染に関して情報が公開されても、食品汚染を示す測定値のことが理

解できなければ意味がありません。そこで以下に、食品放射能汚染の測定値に関して注意す

べき事柄について述べておきます。 

 

・測定器 

測定に使用された測定器の記述がなければなりません。それがない場合、その測定値は信

頼できません。 

次に、測定器の検出限界（測定下限値となっていることもある）に注意します。これは、

測定器が検出できる放射能濃度の最低値を示します。食品の汚染濃度が検出限界未満である

と、測定値には「不検出」や「検出せず」、「ＮＤ」などとしか記述されません。これは食

品が「汚染されていない」ということではなく、「測定器で測定できるよりも汚染が低い」

という意味です。 

ぼくは、測定器の検出限界は１ベクレル／kgが理想と考えています。しかし、それは高価

なゲルマニウム半導体検出器がないことにはそこまでは測定できません。それが無理でも、

検出限界がセシウム134とセシウム137でそれぞれ５ベクレル／kgの測定器がほしいところで

す。食品の汚染濃度が低い値まで表示されれば、市民にとって汚染を判断する幅が広がり、

安心しやすいと思います。特に子どもの食べる食品については、低位の汚染濃度まで知って

買う買わないを判断したいと思います。 

 学校給食においても、食品の汚染測定結果が公表されるようになってきました。しかし使

用されている測定器の検出限界が１０ベクレル／kgや２０ベクレル／kg、４０ベクレル／kg 

とあっては、簡易測定しか実施されていません。学校給食で使用される食品の汚染濃度が公

開されても測定器の検出限界が高いので「不検出」や「検出せず」としか表示されていない

ようでは、何のための測定かわかりません。それでは建前だけのアリバイ測定でしかなく、

情報隠蔽とほとんど換わりません。 

 

                                                
52 持ち込みに関しては、測定所毎に有料などの条件があります。 
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給食食材の汚染測定結果の例（越谷市のホームページから） 

 

・測定方法 

測定時間に関する記述があるかどうかを見ます。測定時間が数分程度と短い場合は、簡易

測定しか行われていません。簡易測定器では測定結果に天然放射性核種のカリウム40の量が

含まれるので、計算でカリウム40の量を差し引かなければなりません。食品の検体の量が少

ない場合、体積を計算で補正して測定結果を出す場合もあります。最終の測定結果が計算で

補正されている場合は、その説明がなければなりません。 

通常は、測定時間が長ければ長いほどより正確な値が出ます。測定に必要な検体の量が多

ければ多いほど必要な測定時間は短くなります。 

 

・測定値と放射性核種 

市民測定で測定できるのは、ガンマ線を放出する放射性核種だけです。測定値は、放射性

セシウム（セシウム134とセシウム137の合算値）の値だけが表示される場合、セシウム134

とセシウム137の値が別々に表示される場合があります。 

 日本の新しい食品汚染規制は半減期が１年以上の放射性核種全体を規制対象としています

が、実際に数値として規定されているのは放射性セシウムの値だけです。手元にある測定値

が放射性セシウムの値ではないと、政府の規制値と比較することができません。セシウム

134とセシウム137が別々に表示されている場合は、その合計値が放射性セシウムの値です。

セシウム137の値だけしか表示されていない場合は、その値を倍にして規制値と比較すれば、

だいたいの目安になると思います。 

簡易測定器で測定した測定値によっては、前述したように補正しないまま放射性セシウム

の値の中に天然のカリウム40の値が含まれたままになっている場合があります。その場合、

測定結果は実際の放射性セシウムの値よりも高い値を示しています。食品によってカリウム

40の値が違いますので、どれだけの値を差し引けばいいとは１概にはいえません。 

ヨウ素131については半減期が約８日と短いので、新たに臨界するなど大きな事故が発生

しない限りヨウ素131はもう検出されません。 

 

・測定の不確かさ 

食品の検体を何回測定しても、同じ測定値は得られません。測定毎にその結果が異なりま

す。その不確かさを示すために「１００±２０ベクレル／kg」のように表示します。１００

が測定した結果の中央値で、２０が不確かさの幅を示します。中央値とは８０（１００マイ

ナス２０）と１２０（１００プラス２０）の間のちょうど真ん中の値ということです。これ

を「代表値」としていることも多いようですが、そうなると平均値なのか中央値なのかはっ

きりしません。通常は、測定時間が長くなればなるほど不確かさの値がより正確になります。

しかしどんなに長く測定しようと、どんぴしゃりの真の値は得られません。測定値は測定の

不確かさにおける中央値を意味するにすぎません。この不確かさのことを「測定誤差」と表
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現する場合も多く見られますが、誤差とは正しい真の値との違いを示すものなので、この表

現は正しくありません。  

 「３０±３０ベクレル／kg」のように測定結果に測定値と不確かさが同じ値で表示されて

いる場合は、汚染が正しく検出されていない可能性があります。こういう測定結果が出た場

合、測定者が注意しなければならないのですが、測定結果が間違ったまま公表されることも

十分考えられます。万一こういう結果を見つけた場合は、測定所にそれを指摘してください。 

 さらに、「<８ベクレル／kg」と上限値だけが表示される場合もあります。これは、測定

した食品中に放射性核種が含まれていないだろうが、測定値には不確かさがあるので、万一

放射性核種が含まれているとしても汚染濃度はそれを超えることはないだろうとしてその上

限値を計算で出して表示されたものです。 

 

 
食品測定結果の公表例（福島市の市民放射能測定所（ＣＲＭＳ）のサイトから抜粋） 

 

 測定結果を測定（中央）値だけで表示するか、測定の不確かさを付けて表示するかは、測

定所それぞれが決めることだと思います。一般市民には難しいので、測定の不確かさもわか

っているが測定（中央）値しか表示しないという考え方があります。測定結果すべてをオー

プンにするため、不確かさも一緒に公表したほうがいいという考え方もあります。なお、測

定値を計算で補正している場合は測定値だけしか表示されません。 

 測定値の表示方法がいろいろあるので、戸惑ってしまうかもしれません。しかし、難しい

ことではありません。ぼくは、市民が食品汚染に関して自分の目安を持っているのがいいと

書きました。測定値の表示の仕方に応じて自分の目安とどう比較するか、自分のスタンスを

先に決めておけばいいだけのことだと思います。特に測定値に不確かさが表示されている時

に、不確かさを無視して測定（中央）値だけで比較するのか、測定値から不確かさを引いた

値で比較するのかなど、自分であらかじめどうするのかを決めておけば戸惑わないと思いま

す。 

 

事実を伝える 

 フクシマ事故年の１２月米国の医療関係科学雑誌『International Journal of Health 

Services』に、米国ではフクシマ事故の影響によって事故後の１４週間に通常予想されるよ

りも死者数が１万４０００人増えたという調査結果が掲載されました。そのうち０歳児では、

死者数が約８００人増えたと報告されています。調査を行ったのは、米国の独立研究機関

『放射線と公衆衛生プロジェクト』（Radiation and Public Health Project）の所長ジョ

セフ・マンガノさん（疫学者）と同機関のメンバーでウェスタンミシガン大学非常勤教授の

ジャネット・シャーマンさん（内科医）です。２人はその半年前の６月に米国の体制批判雑

誌『カウンターパンチ』において、米国北西部の８都市でフクシマ事故によって０歳児の死
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亡件数が３５％増加したという記事を掲載していますが、１２月に発表された調査記事では

米国全州から公式データを取り寄せて比較したと記載されています。 

調査を発表した２人の研究者は、反原発派や低線量被曝を心配する市民グループなどから

も信頼されている研究者です。しかし調査には統計方法に問題があり、死者数が増えたと結

論するのは間違いであることが判明しました。 

ドイツの元ミュンヒェン環境研究所研究員アルフレード・ケアブラインさんがこの２人の

米国研究者の使ったアメリカ疫病管理予防センター（ＣＤＣ：Center for Disease 

Control）のデータを米国から取り寄せて調査結果を調べ直したところ、調査がフクシマ事

故後の死者数を１１９都市から合算しているのに対して、フクシマ事故前には１０４都市か

らしか死者数を合算していないことがわかりました。アルフレードさんは独自にＣＤＣデー

タから全体で１２２都市の死者数を集計しましたが、フクシマ事故による影響は確認できま

せでした。アルフレードさんは、死者数を比較するのであれば生存者数についても増減がな

かったか比較しなければ調査としては不十分だとも指摘します。 

この調査は、フクシマ事故によって苦しめられている市民を馬鹿にしています。フクシマ

後の影響に対してたいへん敏感になっている時期に、こうした無謀な調査が堂々と公表され

るのは許されません。こういう時期だからこそ正確な情報が必要なのに、どうしてこのよう

な軽薄な操作が行われるのか、ぼくには理解できません。選りによって低線量被曝を問題と

している『専門家』といわれる人たちが発表した調査だけに、低線量被曝を警告している他

の専門家たちへの信頼性にも傷がつきかねません。 

この事例は、低線量被曝を安全だとする側からばかりでなく、低線量被曝を危険だとする

側からも情報操作があることを示しています。操作された情報はどちらの側からも都合のい

いように使われます。放射線の危険性を示すものなら何でもいいのです。安全派はそれを情

報操作だと批判し、危険派は危険な証拠とします。 

 情報はできるだけイデオロギーにこだわらない、事実に即した情報でなければなりません。

しかし現在、すべての情報が必ずしもそうだとはいえません。情報は紙一重のところで事実

にもなれば、ウソにもなります。その違いを市民が判断するのはたいへん難しい問題です。

インターネット上でもたくさんの情報が氾濫しているだけに、情報の山に埋もれてどの情報

を信頼していいのかわからなくなってしまいます。 

 こういう状況にある時に先入観、イデオロギーに捕われず、政治的にも染っていない事実

に即した情報を提供してくれるのが市民測定だと、ぼくは思っています。市民測定は測定し

た結果をそのまま公表し、事実に即した情報を公表します。市民測定が情報を操作したり、

政治的に利用しては、市民測定自体が信頼してもらえなくなります。すでに述べたように、

ドイツではこの点で市民測定グループと政治的に反原発活動をする市民グループが衝突しま

した。市民の信頼を得るには、市民測定が中立な立場であることが必要です。市民測定はす

べての情報に対してこの態度を貫きます。事実を伝えるというのはたいへん難しいことです。

しかし、事実を伝えることこそが市民測定の使命です。 

 

汚染ビジネスに惑わされない 

日本ではフクシマ事故後、放射能汚染に便乗してたくさんの汚染ビジネスが展開されてい

ます。あるホームページを見て驚いたのは、料金が高いことと説明がいい加減なことです。

食品測定ではセシウムないしヨウ素の測定が１万９８００円、両方を同時に測定する場合は

２万９８００円とありました。たとえば横浜市民測定所では、食品の検査を１検体当り測定

時間に応じて３０００円ないし５０００円で受付けています。横浜市民測定所には使用する

測定器など測定方法について記述されていますが、このホームページには測定方法と測定器

の記述がありません。 

同じホームページでは、毛髪検査もオファーされています。毛髪のウラン検査費が３万９

８００円もするそうです。低線量被曝と発病の因果関係を証明するために定期的な毛髪検査

が必要だと説明されています。ドイツ南部ミュンヒェン郊外にある毛髪検査専門会社では、

化学物質と麻薬を中心に毛髪検査を行っています。放射性セシウム、ストロンチウム、ウラ

ンの検査も行っていますが、料金は８５ユーロ（約８５００円相当）程度です。ただこのド
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イツの会社からは、毛髪検査から初期被曝を推計するのは無理との回答がありました。『放

射線テレックス』のトーマスさんも「毛髪検査は内部被曝に関してどの程度信頼できるデー

タを提供してくれるのかはなはだ疑問。放射性物質が毛髪に達するまでにはかなりの時間が

経過している可能性が高いので、被曝線量を推計しても不確実性が高い」と指摘します。 

 

・ミネラルサプリメント 

 

 
ミネラルサプリメント「FORMULA 1」 

 

 現在販売が停止されているようですが、効用に甚だ疑問のあるカルシウムとマグネシウム

を含有するミネラルサプリメント『FORMULA 1』が内部被曝防止に効果があるとして１瓶５

８００円で販売されていました。サプリメントには、２カプセル当り乳酸カルシウムが８０

０ミリグラム、酸化マグネシウムが３００ミリグラム含まれていると書かれています。ドイ

ツで発行されている食品成分表によると、木綿豆腐には１００グラム当りカルシウムが１８

５ミリグラム、マグネシムが７８ミリグラム含まれています。木綿豆腐を食べれば十分にカ

ルシウムやマグネシウムが取れると思いますが、日本の木綿豆腐には十分なミネラルが含ま

れていないとでもいうのでしょうか。 

サプリメントの製造、販売には低線量被曝を警告する英国の科学者クリストファー・バス

ビーさんが関与していたことから、科学者としてのモラルが問われました。クリストファー

さんはすでにサプリメント・ビジネスからは手を引いていますが、ぼくはクリストファーさ

んが事業に利用されてしまったと思っています。低線量被曝の影響を問題視している欧州放

射線リスク委員会（ＥＣＲＲ）のメンバーでもあるクリストファーさんの存在がこういうこ

とで忘れられてしまったのは残念なことです。 

  

・ペクチン剤 

ペクチンはたとえば、ジャムをゼリー化するのに使用される食品添加剤として利用されま

す。リンゴにペクチンがたくさん含まれていることは知られていると思います。そのペクチ

ンをサプリメントとしたのがペクチン剤で、チェルノブイリ事故の影響を受けたベラルーシ

やウクライナなどで服用されています。 

 ペクチンは、食品と一緒に摂取してもペクチン重合体の分子が大きいので腸で吸収されま

せん。ペクチンはカリウムやセシウム、ストロンチウムなどの陽イオンを結着する特性を持

っており、食品の摂取や経口吸入によって体内に取り込まれたセシウム137やストロンチウ

ム90の放射性核種を腸で吸収される前に腸内で結着して体外から排泄させます。 

 ただ、腸内で放射性核種を十分に結着するにはそれなりの量のペクチンが必要なほか、陽

イオンならどれでも結着してしまうので、たとえばセレニウム、銅、亜鉛、マンガン、マグ

ネシウム、鉄などからだに必要なミネラルも結着して排泄させてしまう可能性があります。

ですから、元ミュンヒェン大学教授で現在ベラルーシで子どもの甲状腺ガンを治療するプロ

ジェクトを指導している放射線生物学者で医師のエドムント・レンクフェルダーさんは「ペ
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クチン剤を長期に服用し続けるのは、きわめて有害だ」とし、「その代わりに自然のリンゴ

を食べれば十分だ」と主張します。 

 日本はベラルーシやウクライナと食糧事情が違います。ベラルーシやウクライナで服用さ

れているからといって、それをそのまま日本でも取り入れたほうがいいと考えるのは適切だ

とは思いません。 

 

・プルシアンブルー 

プルシアンブルーは元来青色の顔料で、ペンキなどに使われます。『ベルリンブルー』と

も呼ばれ、日本では『ラディオガルダーゼ』の商標でカプセル剤として医薬品輸入代理店な

どが個人向けに販売しています。プルシアンブルーもペクチンと同様に、腸内で放射性セシ

ウムを結着して放射性セシウムの体外排泄を促進させます。 

 フクシマ事故後の３月下旬、ぼくはベルリンにベルリンブルーの製造メーカがあると知っ

て、そのハイル社に取材を申し込みました。福島で服用して効果があるのか知りたかったの

と、使用事例があれば実際の現場を取材したかったからです。しかし会社側からは数日後に、

メディアからの取材申込が殺到しており、すべての取材に応じないことにしたとの返事が返

ってきました。 

仕方がないのでホームページ上などでハイル社の資料を調べたところ、ベルリンブルーは

原発などで１度に放射性物質を経口吸入した時にできるだけ早く服用するための医薬品だと

説明されています。一過性の被曝には効果があるが、長期に被曝する場合には適さないとい

うことです。遅くとも放射性物質摂取後３０分から１時間以内に服用するのが適切とあり、

副作用として便秘が挙げられています。 

 日本の放射線医学総合研究所（放医研）にプルシアンブルーが常備されていると聞きまし

た。放医研はプルシアンブルーの投与は医師の処方によることとしているほか、ホールボデ

ィカウンタで内部被曝を測定して効果を観察するよう注意しています。さらに、３０ミリシ

ーベルト・レベルの低線量被曝には効果がなく、３００ミリシーベルトの高線量被曝でない

と効果がないとも指摘しています。 

 

 その他にも、プルトニウムやアメリシウムなどの重金属の排泄を促進するとされるキレー

ト剤があります。排泄の仕組みや効用はプルシアンブルーと変わりません。ただこうした放

射性核種結合剤はその効用は別として副作用が心配されますので、ぼくは服用をすすめませ

ん。 

 ミネラルサプリメントや放射性核種結合剤では、内部被曝を防止するというのが売りにな

っています。それで困るのは、サプリメントや結合剤を服用すれば汚染された食品を食べて

も問題ない、被曝しないと安易に楽観してしまうことです。しかし内部被曝を防ぐには、汚

染された食物を食べないこと以外に方法はありません。それ以外の方法は邪道です。 

 

市民と科学者が協力する 

 フクシマ事故による健康影響で一番問題になるのは、内部被曝も含めて低線量被曝が健康

に影響を与えるのかどうかということです。低線量被曝による健康影響の確率がいかに低か

ろうが、市民個人にとって被害を被ってしまうと確率の低さが何の意味もないことはすでに

いいました。科学と市民の間にある大きな違いは、科学には因果関係が必要でも、市民には

因果関係は必要ないということです。市民にとっては被曝によって健康障害を受けたという

事実しかありません。この事実に科学が応えてくれない限り、科学は市民にとって意味のあ

るものとはなりません。 

ドイツでチェルノブイリ事故による健康影響があることを突き止めた研究者ハーゲン・シ

ェアブさんとカール・シュペアリングさんは共同論文の最後で、シャーロック・ホームズの

名言から「ありえないことを除いた後に、何か残るものがあれば、それがどんなにありえそ
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うもないことだとしても、それが真実であるはずだ」53ということばを引用しています。２

人は、科学者がデータを解釈するのは探偵の推理と同じなのだと断言します。科学者が真実

を解明するとは、一つのテーゼに固執するのではなく、既存テーゼに常に疑問を持って研究

していくことなのです。それが科学者の探究心であり、倫理です。しかし日本の科学者の多

くは、低線量被曝、内部被曝の影響について放射線生物学上新しい知見が出てきているにも

関わらず、その事実を顧みずに安全性を連呼することしか知りません。そんな科学者が本当

に科学者なのでしょうか。もし新しい知見を知らないなら勉強不足の「怠け者」、その知見

を知っていてもそれを無視していたら「嘘つき」、いやそれどころか「犯罪者」です。ドイ

ツ放射線防護協会の会長セバスチャンさんは、ベルトルト・ブレヒトの戯曲から「真実を知

らない者は愚か者でしかない。だが、真実を知っているにもかかわらず、それを嘘という奴、

そういう奴は犯罪者だ」54という台詞をよく引用します。この台詞は、アインシュタインも

含め原爆開発に加担した科学者を暗に批判したものでした。 

 怠け者と犯罪者しかいない科学者なら、市民は科学者なんか必要としません。市民が今必

要としているのは、科学の定説しか書かれていない教科書から飛び出して市民と協力しなが

ら市民の身になって低線量被曝の問題に取り組んでくれる科学者です。ぼくはそういう科学

者を「市民科学者」と呼ぼうと思います。 

 市民科学者と市民の協力できる場の一つが市民測定です。市民が専門的に正しく測定して

いくには科学者のバックアップが不可欠です。ドイツのグライフスヴァルト大学教授で医師、

疫学者のヴォルフガング・ホフマンさんは、専門的にアドバイスして測定の品質を管理、保

証する顧問委員会のようなものを市民測定に付属させるべきだと提案します。そうすれば、

市民測定で得られた結果も必要があれば、被曝を証明するための証拠として裁判で認められ

るようになるといいます。科学者のほうは市民測定によって収集されたデータ、情報を疫学

調査など専門的な分析に使えるようになります。こうして科学者と市民測定の相互協力関係

を築き、それをさらに国際的にネットワーク化させていけば、市民測定が「市民研究所」へ

と発展していきます。 

チェルノブイリ事故後２６年以上も経ち、当時低線量被曝の健康影響に取り組んできた科

学者のほとんどはもうすでにかなりの高齢となってしまいました。そのうちのほとんどの科

学者がすでに引退してしまっており、それに続く科学者はごく少数しかいません。フクシマ

事故を機に低線量被曝の影響を探求、解明しようとする若い科学者、医師が何人も出てくる

ことを期待して止みません。 

 

被爆者、ヒバクシャ、被曝住民 

 １９９２年９月、ベルリンで第２回核被害者世界大会が開かれました。日本からは被爆者

も含めて６０人近くが参加しましたが、核被害者は広島、長崎の被爆者だけではありません。

世界各地に被曝した市民がたくさんいます。大会では、スウェーデンや中国、サハラ砂漠に

被曝住民がいることがわかりました。冷戦終結直後ということもあって、旧ソ連の核実験に

よるセミパラチンスク周辺での被曝被害の実態も明らかになりました。チェルノブイリ事故

で被曝したチェルノブイリの子どもたちも大会に参加しました。大会に集まった世界の被曝

市民たちは広島、長崎の被爆者だけが「ヒバクシャ」ではない、世界各地にいるヒバクシャ

のことをもっとよく知ってほしい、支援してほしいと主張しました。 

あれから２０年が経ちました。当時の世界のヒバクシャたちの声は届いているのでしょう

か。 

２０１２年８月２４日から３日間、広島で第２０回ＩＰＰＮＷ（核戦争防止国際医師会

議）世界大会が開かれました。大会の準備段階でＩＰＰＮＷドイツ支部などがフクシマでの

                                                
53 アーサー・コナン・ドイルの推理小説『シャーロック・ホームズの冒険』の短編『緑桂石の宝冠』から。筆者
抄訳。 
54 『ガリレイの生涯』第１３幕から。筆者抄訳。ブレヒトは戯曲を執筆中デンマークに亡命中で、その時に新聞
紙上においてドイツでウラン原子の核分裂が発見されたことを知りました。その後、アメリカ亡命中に原爆開発、

原爆投下を目の当たりにして作品を改訂しています。 
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低線量被曝問題を大会でしっかりと取り上げてほしいとの要望が出ましたが、大会の主催者

であるＩＰＰＮＷ日本支部は広島、長崎の被爆者問題だけを大会のメインテーマとすること

で押し切ります。フクシマ事故の起こった日本で、それも事故翌年に開催される大会にも関

わらず、フクシマの被曝問題は大会の片隅に追いやられてしまいました。 

被曝問題において広島、長崎の原爆被爆者だけを重視する体質は戦後ずっと続いてきまし

た。広島と長崎の被爆者では主に高線量で被曝した被爆者の健康影響が分析、評価され、そ

れが現在定説になっている放射線による健康影響の基礎になっています。被爆者の健康影響

では低線量による被曝はほとんど注視されません。これが低線量被曝を解明する上で大きな

弊害になっていると、ぼくは思っています。 

広島、長崎の被爆者の健康影響評価については、すでに健康影響が過小評価されていると

の批判があります。そのため、ドイツの科学者ルーディ・Ｈ・ヌースバウム、ヴォルフガン

グ・ケーンラインらはすでに９０年代はじめに広島と長崎の健康影響を再評価する必要があ

ると主張しています。 

グライフスヴァルト大学教授で医師、疫学者のヴォルフガング・ホフマンさんは広島、長

崎の被爆者重視体質を変えていく第１歩として、広島と長崎の被爆二世での影響、被爆者に

おける低線量被曝の影響と一緒にフクシマ事故による健康影響を調査してはどうかと提案し

ています。科学者の中には依然として広島、長崎の被爆者を重視する傾向がありますので、

被爆者としてではなく、フクシマと広島、長崎で被曝した市民をすべて被曝住民としてその

低線量被曝の影響を比較調査してはどうかというのです。 

 ヴォルフガングさんの専門は医療疫学です。医療現場においてもＣＴスキャン（コンピュ

ータ断層撮影）が子どもの健康に影響を与えるとする証拠が出てきており、子どもの頭部Ｃ

Ｔ検査を止めたところもあると、ヴォルフガングさんは指摘します。低線量被曝は安全だと

いう定説にとらわれずに低線量被曝によって健康影響があることをすでに立証している若い

研究者が何人も出てきているので、こうした若い科学者たちの論文が著名な科学雑誌に掲載

されるようになれば低線量被曝は安全だとする考えにまもなく大きな変化が起こるだろうと、

ヴォルフガングさんは確信しています。 

 

市民が行動する 

ドイツのメルケル首相は２０１１年大晦日の夜、例年のようにテレビでドイツ首相新年の

あいさつを行いました。その中でメルケル首相は、ドイツの将来について専門家たちと対話

を開始したが、市民にもネットなどを通して対話に参加してほしいと呼びかけました。そし

て最後に、ドイツの将来についてこう締めくくります。 

 

 市民のみなさんの中には、ミットマッヒェンするというのは当たり前だ、大切だと思って

いる方が多いと思います。わが国はこの（市民のみんさんの）行動力があるから活気がある

のです。（市民のみなさんの）行動力のおかげで国は人間的になります。実りのある成果が

生まれます。わたしはそこのことをありがたく思っています。わたしは将来においてもそれ

を基盤に国造りをします。 

 

ドイツ語の「ミットマッヒェン（Mitmachen）」とは、「共に行動する、参加する、（責

任などを）一緒に引き受ける」という意味です。メルケル首相は保守系の首相ですが、国造

りには市民の行動力が欠かせないので積極的に国造りに参加してほしいと市民に呼びかけた

のです。ドイツは高齢化、出生率低下、移民の統合、極右化傾向など複雑な問題を抱えてお

り、これらの問題に対処していくには、市民の協力なくして政治、社会が成り立たなくなっ

ています。メルケル首相は市民に自立性、社会に対する責任感を促して、市民自らが積極的

に社会活動に参加してほしいと求めたのでした。 

 ドイツでは現在、国造りにおいて市民参加を促すほうが国の負担が軽減され、国造りがし

やすいという見方に変わってきています。政治はもちろん個人の希望をすべて満たすことは

できませんが、現代社会においては個人の希望が多様化して政治はそれに対応しきれなくな

っています。それとともに市民が政治に不満を持って無関心となり、政治と市民の溝が深ま
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っています。この溝を埋めるため、市民ができるだけ政治、社会造りに参加できる可能性を

設けることが求められています。しかし、それだけでは不十分です。市民自らが自立して人

任せや国任せの依存型社会から脱皮して、市民が社会に対して責任を持って国造り、社会造

りに積極的に参加していくことが必要となっています。その一方で政治は、市民の活動、抗

議を真剣に受け止め、お互いに信頼関係を築いていかなければならなくなっています。 

 これは、市民が何でも責任を持つから政治と行政は何もしなくてもよいということではあ

りません。市民が行動すれば、政治と行政も行動しなければならなくなります。政治と行政

が行うべきことは社会造りにおいて市民の行動しやすい枠組みを造ること。官僚主義によっ

て市民の行動を過剰に規制してブレーキをかけては、市民は息苦しくなって創造的な活動を

行うことができません。 

 ぼくは仕事で社会主義独裁体制下の東ドイツで暮らしていたことがあります。その時の体

験からいうと、日本が東ドイツの体制とよく似ているなあ、日本には自由がなくて東ドイツ

のように息苦しいなあと感じることがよくあります。そのうちの一つは国益が優先されるこ

とです。国益のためには市民が犠牲になってもいいという政治哲学です。東ドイツでは、市

民が国家への忠誠を示す証しとして国歌斉唱と国旗掲揚が政治的に強要されていました。こ

うして国が市民の上位に置かれ、市民は国家の言いなりになって国家のために尽くさなけれ

ばなりませんでした。日本は社会主義国家ではないのだから東ドイツと同じはずがないと反

発する人もたくさんいると思います。もちろん日本は社会主義国家ではありません。しかし、

経済成長のためなら国民がどう犠牲になろうがいいとする経済中心の国家です。そのために、

市民が独裁制に近い形で管理され、社会が停滞してきています。この状況は、東ドイツで民

主化運動が起こる前の状況によく似ています。 

現在日本の一部の大都市で独裁志向の強い政治家に人気があることを見ると、市民が社会

に不安を持っていて何も考えたくない、見たくない、だから独裁的な政治家に頼ろう、引っ

張ってもらおうとしているのではないかとも感じます。独裁的な政治家がむしろ地方分権を

主張しているのもおかしな話です。道州制ができて地方分権が実現できたところで、州レベ

ルで独裁化、中央集権化してしまうと地方分権の意味がありません。地方分権とは自治体の

末端から市民に至るまで権限が委譲されてそれぞれが社会に責任を持つことではじめて実現

するものです。一部の独裁的な政治家が地方分権を唱えても、それはまやかしの地方分権で

しかありません。自治体と市民を権力と規制で締め付けても、自治体と市民からは活力も創

造性も生まれません。ドイツのメルケル首相の国造りとは１８０度も方向が違います。 

市民自らが放射能汚染を測定する市民測定は、メルケル首相のいう「ミットマッヒェン」

（Mitmachen）です。社会に対して責任感を持って市民が行動する。その市民測定が日本で

も広がってきました。ぼくはそこに、フクシマ事故後に日本の市民に意識変革が起こり、日

本社会が変わろうとしている一つの兆しがあると思います。フクシマ事故のような大きな出

来事が社会を変えないはずがありません。この新しい芽がこれからどう成長していくのか。

それは市民自身の手に委ねられていると思います。 

 フクシマ事故から１年余り経ち、ぼくは日本に市民測定をすすめたトーマスさんに日本で

はすでに全国約５０ヶ所に市民測定所が設置されたと報告しました55。トーマスさんは「そ

れはすごい」とたいへん喜んでくれます。同時にトーマスさんは、日本の市民測定が長期に

渡って測定を続けていけるのかどうかたいへん心配していました。トーマスさんは放射能汚

染が長期化するのを十分すぎるくらい知っているからです。これまでは突っ走ってもよかっ

た。でもこれからは長丁場。体力をうまく配分して長期戦に備えなければなりません。 

 

 

                                                
55 これまで設置されたか、計画中の市民測定グループ、市民測定所の１覧、情報については、福島の市民放射能
測定所（ＣＲＭＳ）の呼びかけでブログサイトhttp://shimin-sokutei.blogspot.jpを参照してください。 
 


