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■ 講演 

福島の事故を教訓に，放射線やエネルギー教育の充実を 

～安全性と情報リテラシー～ 

国立大学法人 弘前大学    

教 授  日 景 弥 生 氏 

 

  皆さん，こんにちは。 

  ただいまご紹介いただきました弘前大学の日景と申します。今日はよろしくお願いいたしま

す。 

  ご紹介いただいたタイトルには，放射線という用語が記載されていますが，私自身は放射線

の専門家ではございません。私は，生活者とそれを取り巻く事象を対象とした研究を行ってき

ました。その過程で，いくつかの社会問題と向き合う機会がありました。その時にわかったこ

とは，生活者の多くが正しいと思っている情報と，専門家や公的機関から発信される情報と必

ずしも重ならなかったり，時には生活者は誤った情報を正しいと思っていることでした。本日

は，その事例をお話します。そして，生活者，つまり生活を主体的に営む者として，現在起こ

っている，あるいはこれから起こるかもしれない社会問題等を考える際の参考になさっていた

だきたいと思います。 

  今日のキーワードは，３つございます。「エネルギー教育」「安全性」，それから「情報リ

テラシー」です。この３つがこの後にも登場しますので，よろしくお願い致します。 

  それでは，本日の話の背景，つまりなぜ私が今日このお話をしたいのかについてお話します。

先ほどお話したことと重なりますが，私の学生時代に衣料用合成洗剤の安全性が社会問題にな

りました。その当時，私は洗剤や洗濯に関わる研究をしていましたが，必ずしも正しくない情

報が流布されていました。 

  そのようなことが背景にあり，１番目ですが，私たちの知識は最も新しいものなのか，ある

いは正しいのか，また昔学んだことは今どうなのか，間違えた情報の入れ替えができていない

のではないかということです。例えば，この後にもお話しさせていただきますが，合成洗剤の

安全性に関しては，学問的レベルでは基本的には解決されている問題です。しかし，中にはま

だ合成洗剤は有害だと思っている方もいると思います。そんなことが１つ目の背景です。また，

エビデンス，科学的根拠あるいは根拠のことですが，それを踏まえた意思決定をしているかと
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いうことです。言い換えますと，物事の判断に，好きか嫌いという感情に流されていないかと

いうことです。背景の２番目ですが，あなたの意見や考えなどが，周囲の人々の判断や意思決

定等に影響を与えていないかということです。例えば，私たちは新しい情報を聞いたり知った

りすると，家族を含め，周りの人たちにその情報を伝えることがあると思います。その情報が

正しくなかった場合でも，それを聞いた人が，「あの人がそう言っているから間違いない」と

思い，他の人に伝えるというような再生産が起きているということです。以上のような背景が，

本日の話に結びついています。 

  さて，これをご覧下さい。ゴキブリの絵です。ゴキブリは台所用洗剤をかけると死にます。

これは本当です。それでは，質問します。この洗剤は安全でしょうか，あるいは安全ではない

でしょうか。 

  これについて，皆さんに手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。この洗剤は安全だと

思う人。はい，５人程度いらっしゃいます。ありがとうございます。では，安全ではないと思

う方。先ほどより多くの方が手を挙げてくださいました。どっちかなと悩んで，手を挙げなか

った方もいらっしゃるかもしれませんね。 

  それでは，うかがってみます。まずは，安全に手を挙げてくださった方にお聞きします。な

ぜ安全だとお考えでしょうか。お願いします。（「ゴキブリが死んだのは，洗剤の成分で死ん

だんじゃなくて，例えば窒息だとか，何かそういうことで死んだということで，成分の問題じ

ゃない」の声あり）ありがとうございます。 

  では，安全ではないという方，よろしいでしょうか。（「合成洗剤だからちょっと心配なの

で，それの関係もあるんじゃないかと。ただ，油を取るから死ぬのは死ぬんですけれども，ゴ

キブリの。合成洗剤は使わないようにしているので」の声あり）ありがとうございます。もう

お一人，安全ではないと思う方。お願いします。（「合成洗剤がちょっと不安に思っているの

で，何か死ぬ原因の成分が入っているんじゃないかなという，根拠はないんですけれども，思

っています」の声あり）ありがとうございます。 

  さて，正解ですが，実は，安全ですとおっしゃってくださった方がもう正解をお話ください

ました。なぜ死ぬのかというと，洗剤とは無関係で，窒息死なんです。私たち人間は呼吸をし

ていますが，口と鼻を塞がれてしまうと窒息死してしまいますね。それと同じ状況がゴキブリ

で起こったということです。 

  そこでいろいろな液体を使って実験してみました。このスライドをご覧下さい。ゴキブリは，

気門を塞がれると死んでしまいますので，水でも死にます。それから，私たちが食べているサ



-3- 

ラダオイルやオリーブオイルは浸透性がよいので，水より短い時間で窒息死します。台所用洗

剤Ａ，Ｂ，Ｃも，化粧乳液でも同様です。 

  ということで，お答えくださったとおり，窒息死ということです。そういうことを理解して

いないと，「ゴキブリは洗剤で死ぬんですね。では，この洗剤は，使わないほうがいい」と思

ってしまう人が多いように思います。つまり，これは安全性の実験ではないということです。

この例のような，トリックのようなことにも，敏感になっていただきたいと思います。 

  それでは，キーワードの１番目，「安全性」は安全の度合いのこと，言い換えれば，事故・

災害・犯罪などの危害に対して個人や一般社会が許容できる限度のことです。 

  少しわかりにくいと思います。皆さんは，今日はお車でお越しになりましたか，それとも自

転車ですか。お車の方，多いですね。乗り物には，いろいろな種類がありますね。自転車，車，

バス，電車，飛行機などですが，事故率が一番高いのは車です。飛行機は，事故になると多く

の方がお亡くなりになったりしますが，事故率そのものはそれほど高くありません。私たちが

車に乗る時には，「事故を起こさないように気をつけよう」と思いますが，社会のルールを守

って運転すれば，事故にはならないと思って運転すると思います。そのようなことから車は社

会に認められている，言い換えると許容されています。このようなことを安全性といいます。 

  それでは，この図をご覧ください。縦軸は生体への反応または効果の度合い，横軸は物質の

量を示し，右に行くほど量が多くなります。ここに“閾値
しきいち

”があります。閾値は，ある物質等

を投与した場合，生体への反応や効果が現れ始める値です。言い換えますと，無作用量域，つ

まり閾値までの量であれば体への反応や効果はありませんという値です。しかし，閾値を超え

ると体に何らかの作用が現れます。数値は異なりますが，全ての物質に閾値があります。 

  それでは，無作用量域を見てください。２つの例が挙がっていますが、その１つは食品添加

物の使用量限度です。食品添加物というと，私たちは合成の食品添加物を思い浮かべますが，

古来から使っている塩や砂糖も添加物です。宮城県も日本の中ではどちらかというと寒い地域

に入ると思いますが，昔は冬の野菜摂取のために，野菜を漬物にして長期保存を行ってきまし

た。そのため，塩がとても大事なものでした。この図では，そういう添加物も入ります。今は，

塩＝高血圧と悪いイメージがありますが，摂りすぎないようにすれば特に問題ありません。 

  同じように，労働衛生上の許容限度と書いてありますが，工場や会社，そして今，私たちが

いるこの部屋にも，目には見えませんが塵等が浮遊しています。でも，私たちは，この話の時

間，約１時間半いても，特に健康を害することはないはずです。つまり，ある程度までの塵埃
じんあい

があっても，私たちは病気になったりすることはないということですね。 
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  しかし，その閾値を過ぎると体への影響があらわれます。例えば，医薬品の用法・用量と書

かれています。私たちは何となく悪寒がする，ちょっと喉が痛い，熱っぽいという風邪の症状

があらわれた時，即，お医者さんに行くことはあまりしないと思いますがいかがでしょうか。

多くの方々は，お家にある風邪薬を飲むのではないでしょうか。そして，風邪気味なので，今

日は早くご飯を食べて暖かくして眠ると思います。翌日，症状が少し和らぐと，皆さんは「こ

の風邪薬，効くねぇ」と言いませんか。一方で，症状が変わらなかったり，もっとひどくなっ

た場合，「この薬，効かないね」と言うと思います。つまり私たちが薬に期待しているのは，

体に効くことです。効くというのは，生体への反応や効果があることですね。ですから，医薬

品の用法・用量は作用量域に入ります。 

  さらに，量が増えていくと，中毒になったり，死に至ることがあります。この図から，一般

的には，どの物質にも，このような閾値や無作用量域などがあることをご理解いただきたいと

思います。 

  また，それらの物質は毒性，言い換えますと安全性が異なりますので，その毒性値をいくつ

かに分けています。左のほうの非常に毒性が強い超毒性のものから，右のほうの通常使用では

死に至るということはあまり考えられないものまであります。ここにＬＤ５０という用語があ

りますが，半数致死量と言います。実験動物等を使って毒性値を確定するわけですが，その動

物の半数，５０％を死亡させたと推定される量です。ＬＤ５０の値が小さいほど毒性は強くな

ります。 

  なぜ５０％なのかというと，人間を含む動物には個体差があるからです。ある物質に対して

非常に強い耐性の人と，どちらかというと弱い耐性の人がいます。例えばアルコールですが，

全く飲めない方もいますが，かなり飲める方もいますね。これはまさに個体差です。 

  他の物質についても同様です。ですから，１００％にしてしまうと全員が亡くなる量になり，

その物質の毒性値が不明になるため，医学界では５０％を用いていると言われています。 

  さて，その中で超毒性のものには，テトロドトキシン，ボツリヌス毒素が入っています。こ

れらは，体重１キログラム当たり経口投与１ミリグラム以下です。体重が７０キロの方ですと，

７０ミリグラムになります。本当に微量ですね。テトロドトキシンはフグの毒です。皆さんは，

フグのお刺身を召し上がったことがあるかと思いますが，フグを調理するには，調理師免許だ

けではなく，フグ調理ができる免許が必要です。非常に毒性が強いために，間違えて肝を食べ

てしまうと大変なことになってしまうからです。 

  次のニコチン，たばこですね。たばこも２番目に強い毒性に位置しています。たばこは，Ｗ
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ＨＯが肺がんとの関連ありと認めていますので，ご自分のためだけでなく，ご家族など周囲の

方々のためにも禁煙が望ましいと思います。 

  さて，少し飛んで，実際無毒性には食塩が入っています。このあたりになると，体重１キロ

グラム当たり５～１５グラムとかなり大きな値になってきます。７０キロの方ですと，５グラ

ムの場合でも３５０グラムになります。お塩を一度に３５０グラム摂ることは通常はないと思

います。ですから，実際無毒性になります。 

  それから，実際上無毒にはソルビット，これは砂糖の一種ですが，体重１キログラム当たり

１５グラム以上の値になります。体重７０キロの方ですと，１キロを超えます。これも一度に

１キログラムもの砂糖をとることは通常はありませんので，実際上無毒となっています。ただ

し，毒性が全くないわけではありません。そういう視点からみると，絶対安全なものはないこ

とを覚えておいていただきたいと思います。 

  それではもう一つのキーワードの「情報リテラシー」ですが，これは情報を自己の目的に適

合するように使用できる能力のことで，情報を主体的に選んだり，集めたり，活用したり，編

集したり，発信する能力のことです。先ほどお話しましたように，いつも親しくしている信頼

のおける友達が言ったことを鵜呑みにすることは，情報リテラシーが低いと言えます。誰かが

言ったものを鵜呑みにすることは望ましくないということです。これは，今，そしてこれから

の社会ではますます大事になると思っています。 

  それでは洗剤の安全性に関する話に移りたいと思います。 

  合成洗剤が日本に輸入されたのは１９３０年頃と言われています。その後，試験的な国産化

はされましたが，戦争に突入し中断されました。戦争が終わった後，アメリカの会社が石油系

洗剤を持ち込み，国産の洗剤が発売されたのは５１年です。その後，本格的な合成洗剤が５３

年に発売されました。そして，５６年に初めての国産の食器・野菜洗剤が誕生します。これは

粉末だったようです。 

  その時，当時の厚生省から都道府県知事にこんな通達がありました。「野菜・食器などの洗

浄について，なるべく合成洗剤を活用して衛生ならしめる指導」をしてくださいというもので

す。今は，食器を洗うためには台所用洗剤を使いますが，野菜を洗うためには使いませんね。

野菜などは流水で洗うだけですが，当時は洗剤を使って洗ってくださいと指導されたのです。

今と大分違いますね。 

  どうしてそのような指導をしたのかを考えるヒントは，「回虫卵が簡単に除去できる」「毒

性を有せず衛生上無害」というラベルが貼付されていたことです。当時の肥料は人糞を使って
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いましたので，回虫卵等が野菜にたくさん付いていて，たまにはアオムシが野菜に付いていた

ようです。アオムシは目で見て分かりますが，卵は小さいので見落としてしまい，それを食べ

てしまっていたようです。だから，洗剤を使ってよく回虫卵等を洗って落としてから食べてく

ださいということのようです。本当に今と随分違いますね。 

  ６０年代になると，合成洗剤のシェアのほうが石けんを上回るようになりました。 

  さて，この後に社会問題が起こります。 

  まずは，６０年に，ある方がある学会で，ラットに市販洗剤の原液を背中に塗ったら死亡し

たことを発表しました。学会といっても勉強会のような小規模のものだったようですが，たま

たまそこに同席した新聞記者が，記事として掲載し，その記事を読んだ人たちに衝撃を与えた

と言われています。ただ，発表された方は，実験結果をそのままお話しただけで，合成洗剤に

反対ではなかったようです。 

  しかし，６１年，別の方が，ＡＢＳ，これは合成洗剤に入っている界面活性剤の一種でアル

キルベンゼンスルホン酸ナトリウムと言いますが，その溶血性・酵素阻害作用を発表しました。

しかし，厚生省は，安全性の試験を確認した上でこの界面活性剤の使用許可を出していますか

ら，「中性洗剤は通常の使用では問題ありません」と発表しています。 

しかし，同じ年に，東京都の男性が誤って中性洗剤を飲み急死，と報道されました。なぜ洗

剤を飲んでしまったのかということですが，先ほどお話したように，当時の食器・野菜用洗剤

は粉末でした。この男性のご家庭には赤ちゃんがいて，赤ちゃんのためのミルクを作る時に，

粉ミルクと洗剤を間違えて哺乳瓶に入れてしまったようです。赤ちゃんはそれを飲まなかった

ので，おかしいと思い自分で飲んでみたところ，ミルクではないことに気付き，口からはき出

したり，水を飲んだりしたようですが，結果的に亡くなってしまいました。しかし，死体解剖

の結果，死因は中性洗剤ではないことがわかりましたので，遺族の方たちは控訴をしていませ

ん。 

  余談ですが，口から入った洗剤は一日で約９８％が，１週間で１００％が体外に排出される

と言われています。また，このケースは誤飲なので，ごくごく飲むというイメージではなくて，

例えばシャボン玉遊びをしている時のように，誤って少し口に入った程度ではないかと思われ

ます。 

  話をもとに戻します。控訴は断念しましたが，なぜか「死因は合成洗剤ではない」ことはほ

とんど報道されず，「中性洗剤を飲んで急死」が世の中に広まってしまいました。これにより，

合成洗剤有害説の素地ができたといえます。これにはメディアの責任もあるように思います。 
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  その後，６８年あたりには河川の発泡現象，家庭から河川に流れ込んだ合成洗剤により河川

が泡だらけになる問題が起こりました。これは，先ほどお話した界面活性剤ＡＢＳの生分解性

が悪いためです。生分解性とは，川などに入り込んだ物質が，そこに生息している微生物等に

より分解されることです。しかし，ＡＢＳはそれがあまりよくなかったために，発泡現象が起

こってしまいました。そこで，メーカーは，生分解性のよいＬＡＳ，直鎖アルキルベンゼンス

ルホン酸ナトリウム，という界面活性剤に転換しました。 

  そして，今度はまた別の方が，洗剤に経皮催奇形性があることを発表しました。催奇形性と

いう言葉は聞き慣れない言葉ではないかと思いますが，妊娠中のお母さんがある物質を使った

時の胎児に与える負の影響のことです。この方は，ＬＡＳ１％濃度のものを９１匹の動物の背

中に塗ったところ，背中の出血が１００％，口蓋裂が約５０％，背中以外からの出血が１０

０％，さらに四肢の異常が約１０％だったことを論文発表しました。この論文は，医学部解剖

学教室業績集とあるように，査読がありません。何年か前に「Ｎａｔｕｒｅ」という雑誌が話

題になりましたが，一般に学会誌は査読者がいて，通常は最低２人の査読者が論文の正誤等を

含めチェックをします。ですから，基本的には査読付きの学会誌はお墨付きです。しかし，こ

のレベルの論文は査読がありませんので，中には希ですが再現性のないデータ等のものも掲載

されている場合があります。 

  もしこれが本当であれば，即刻，合成洗剤使用を中止にしないといけませんので，当時の科

学技術庁が中心になって，この大学を含む四大学で，同じ時期に同じ条件で実験を行いました。

結論から申し上げますと，催奇形性については問題がありませんでした。この表を見てくださ

い。先ほどの論文と同じ条件のＬＡＳ１％のもの，もっと濃い５％，２０％，それから，界面

活性剤を使わずに水だけを背中に塗ったもの，毛を剃っただけ，何もしない，という条件も入

っています。ＬＡＳ１％の外観だけが若干数値が高いのですが，データを統計的に処理した結

果，特に問題はないと結論付けられました。 

  これで催奇形性については一件落着です。しかし，４年前に出版された本には，界面活性剤

ＬＡＳ５％を使用しているあるお風呂用洗剤について，「毒性が強く，人が誤飲すると量によ

っては死亡する可能性がある。過去の動物実験では，催奇形性を疑わせる結果が得られてい

る」と書いてあります。既に解決済みなのですが，こういう本が今も出回っています。先ほど

の「ゴキブリが合成洗剤で死亡」と同じで，合成洗剤を使用しても催奇形性は問題ないことを

知らないと「この洗剤を使うのをやめよう。買うのをやめよう」となると思います。 

  また，書きぶりもなかなかです。死亡すると断定していません。「可能性がある」と言って



-8- 

います。何にでも可能性はあります。先ほどお話したように，絶対安全はありませんから。も

う１箇所，「疑わせる結果」もそうですね。このように，誤った情報を発信しているケースは

今もあり，問題といえるでしょう。 

  さて今度は，７９年に「琵琶湖の富栄養化の防止」条例が滋賀県議会で可決されました。滋

賀県には，皆さんもご存じのように琵琶湖がありますね。県の面積の６分の１を占めています。

そして，琵琶湖はその下流にある京都府，大阪府の水がめです。また，琵琶湖では，内水面漁

業を営んでいる人たちがいます。内水面漁業とは，海面漁業という海での漁業に対し，湖沼や

川などの淡水での漁業のことです。例えば青森県の小川原湖ではシジミ漁などを行っています

が，これは内水面漁業です。琵琶湖で内水面漁業を行っている人達が，富栄養化により，魚が

獲れなくなり，生計が立てられなくなってしまったことも，この条例が成立した背景です。 

  それでは，富栄養化とはどのようなことでしょうか。言葉のとおり，栄養が富むということ

です。この図は湖のモデルです。川などから湖に油や洗剤など，いろいろな物が流れ込んでき

ます。それらの栄養を植物性プランクトン，動物性プランクトン，そして魚が食べます。魚の

死骸は湖に沈んだりし，その栄養で藻が生育するという湖の循環がうまく行われています。し

かし，栄養過多，つまり栄養がたくさん流れ込むと，植物性プランクトン等が急激に増え，こ

の循環がうまくいかなくなります。また，藻が大量に繁茂してしまうために，魚がすめなくな

ってしまいます。この原因は，農業や工業排水，生活排水等に含まれる窒素やリンです。 

  工業排水に関しては，皆さんもご存じのように，１９５０年代から６０年代に，英語でもＫ

ｏｇａｉと言われていますが，公害があちこちで起こりました。代表的なのは四大公害と言わ

れている水俣病，イタイイタイ病，四日市ぜんそくですが，それほど規模が大きくないものも

あちこちでみられました。今，工業排水に関しては規制が厳しいので，ほとんど垂れ流しはな

いと思います。 

  しかし，生活排水に関しては，その都道府県の財政状況等に左右されます。下水道の普及率

は，宮城県は８０．６％，全国平均は７９％位ですから，若干高いですね。多分，仙台市はも

っと高いと思われます。都道府県別でも，東京都，神奈川県等は９０％台後半です。一方で，

徳島は１０％台です。このように都道府県によって大きな差がありますが，基本的には生活排

水は下水道により処理するしかないと思います。 

  一方，農業ですが，先ほど野菜を洗うのに洗剤使ってくださいといわれた時期があったこと

をお話しましたが，今は化学肥料を使っていますね。化学肥料はお米や野菜を育てるための栄

養として与えられるわけですが，雨が降ったりすると，肥料が流れてしまいます。流れた肥料
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は，河川や湖に入ってきて，結果的に富栄養化の原因になっています。生活排水や農業排水な

どにより，琵琶湖が富栄養化し，滋賀県議会では条例を可決しました。 

  それでは，これをご覧下さい。この条例では，リンを含む家庭用合成洗剤のみを禁止してい

ます。その条例は，当時は有効だったと思います。しかし，今はどうでしょうか。と申します

のは，条例可決後，各メーカーは，無リン洗剤，つまりリンを含まない洗剤を開発し，今は無

リン洗剤になっています。また，今はリンを含むボディソープ等があります。しかし，規制し

ているのは家庭用合成洗剤だけですから，それは対象外になります。また，この条例は今も継

続中です。加えて，農業用水に多量のリンが入っています。ですから，先ほどお話したように，

解決策は下水道を完備することと，使用量をなるべく減らしていくことが大切と思います。 

  そのような動きのなかで，「洗剤の毒性とその評価」という国内外の文献を調査し，まとめ

た本が発行されました。それにより，日本の合成洗剤反対運動は，特異な運動であることがわ

かりました。 

  それから，当初反対をしていた生協も，合成洗剤は安全性に問題がないことを確認し，販売

するようになり，この社会問題は収束に向かいました。 

  洗剤の安全性についての社会問題が収束に向かったポイントをまとめると，国内外の文献を

集めて日本の反対運動が特異であるというグローバルな視点での評価，催奇形性にかかる四大

学合同実験による検証，洗剤メーカーが消費者の要望に真摯に対応したこと，例えば，発泡問

題や富栄養化の問題等に対応し，それが解決するような洗剤を開発したことです。それから，

もう一つ大事なことは，マスコミや生協による認知です。消費者からも信頼されている生協や

マスコミにより，合成洗剤の安全性は問題がないことが消費者に伝えられたことも，収束に向

かった要因と言えます。 

  それら４者の関係性を図にしてみました。どちらかというと，対立していた消費者と企業に

加え，仲介としての生協とマスコミがいたことを示しています。 

  「洗剤の毒性とその評価」総括代表の先生は，このように言っています。「現実の場におけ

る定量的な条件をはっきりさせておくこと」「安全か危険かの問題は常にその前提条件を考え

ておく必要があり，これを無視すると，塩，砂糖，ラードはもとより，菓子やチョコレートな

ども明らかに危険物質になりうる」「この点を国民やマスコミによく理解してもらう必要があ

る」と書いています。これは，とても大事なことと思います。 

  さて，画像が悪くて大変申し訳ありませんが，カイワレダイコンの発芽実験の写真をご覧く

ださい。上の３つは合成洗剤，下の３つは粉石けんを使った発芽実験です。真ん中の写真は標



-10- 

準使用濃度といいます。これは，衣料用洗剤や食器用洗剤のボトル等に書いてあること，例え

ば３０リットルの水に洗剤を３０ミリリットル使って下さいと書いてありますが，それを標準

使用量といいます。それを基準に，左が半分の濃度，右が２倍の濃度です。写真をみると，洗

剤濃度が低い方の発芽状況が良いことがおわかりになると思います。 

  合成洗剤に反対していた方たちは，これをうまく使っていました。このパーセントは水と洗

剤から計算したものですが，標準使用量が異なると標準使用濃度は異なります。合成洗剤に反

対する方々は，標準使用量を基準にせずに濃度で対比させることで，同じ濃度でも合成洗剤の

方が発芽は悪いので安全ではないという論法をとっていました。例えば合成洗剤０．０８３％

と粉石けん０．０８７％はほぼ同じ濃度です。しかし，標準使用量を基準にすると，合成洗剤

は標準使用濃度ですが，粉石けんは標準使用濃度の二分の一になります。ほぼ同じ濃度で比較

すると，写真のように，発芽状態は合成洗剤の方が悪いですね。恣意的な感じがしますがいか

がでしょうか。 

  そこで，他の液体でも発芽実験を行いました。これは水道水を用いた物，こちらはビール，

コーラ，ジュース，コーヒー，紅茶，生理食塩水です。いかがですか。合成洗剤の実験どころ

かこれらの液体は全く発芽していませんね。合成洗剤に反対する方々は，発芽の状態から安全

性について言及していましたが，ゴキブリの問題と同じで，これは安全性の実験ではないとい

うことです。つまり，前提条件を間違えています。これも覚えておいていただきたいと思いま

す。 

  さて，ここからは原子力に関わることを歴史的に見てみたいと思います。 

  まずは，この表です。左は日本，右は諸外国等です。１９３０年代，人類が核エネルギーを

発見したことが，原子力にかかる最初の出来事と言われています。その後，４５年に広島と長

崎に原子爆弾が投下され，これは核エネルギーの実用化と言われています。日本人としては心

が痛みますね。 

  それでは，日本における出来事はというと，日本も大戦中に原爆の開発に着手したようです

が，戦争が終わってからは，全面禁止になりました。その後，サンフランシスコ講和条約発効

によって日本は独立国として認められ，原子力研究に着手します。 

  ５４年には，アメリカが実施したビキニ環礁での水爆実験により，その付近で操業をしてい

た日本の漁船，第五福竜丸が放射能被ばくし，船員の一人が６カ月後に死亡したことが報道さ

れました。 

  日本人の多くは，この死亡原因は放射能被ばくと理解していると思います。しかし，その後，
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当時の病院のカルテなどからいろいろなことが明らかになってきています。結論から申し上げ

ますと，原因は被ばくではなく，肝炎ではないかと言われています。つまり，ビキニ付近には

第五福竜丸以外にも日本漁船がたくさんいたようですが，水爆実験後，それらの漁船は，約１

週間後に静岡県の焼津港に戻り，そのまま入院し検査を行っています。亡くなった方は，かな

り症状が回復してきたようですが，ある時から体調が悪くなり，結果的にお亡くなりになった

ということです。 

  治療の一つに，輸血があります。当時の血液管理は非常に劣悪で，例えば，多くは売血，売

られている血液を輸血していたようです。ですから，肝炎に罹っている方の血液を輸血される

と，輸血された方が肝炎になってしまいます。また，当時の医療機器，注射針なども，煮沸消

毒はしますが使い回しをしています。ですから，肝炎の方に使った注射針などを使用すると，

感染することがあるということです。 

  そのデータによれば，第五福竜丸の船員だけではなくて，その他の漁船に乗っていた方たち

も，肝炎あるいは肝臓の疾病等で亡くなっている方が非常に高い割合であることもわかってい

ます。ですから，これは被ばくではなくて輸血に関わることではないかと思います。私の記憶

が正しければ，１５人中１２人くらいが肝臓疾患等で亡くなっていたと思います。そのような

ことが日本人にはあまり伝わっていませんが，大事な情報ではないでしょうか。 

  ちなみに，今は皆さんご存じのように，注射針等は使い捨てですね。これは，肝炎が注射針

などを通して他の方に感染することを防ぐためです。それから，輸血も今は管理されています

ので，通常では肝炎に感染するような輸血は考えられません。これが整ったのは，エイズ以降

ですから，まだ最近の話ですね。これは日本人と原子力という関わりの中では大切な一つの歴

史だと思います。 

  その後，原子力基本法の成立や，東海村に原子力研究所が設立されますが，エネルギーの視

点で見たときに，第一次と第二次のオイルショックの経験は，日本人に教訓を与えました。石

油使用の前は，日本の主力なエネルギー源は石炭でした。例えばいわき，夕張，三池炭鉱など，

代表的な炭鉱がありました。しかし，採掘量が増えなかったり，かなり危険な状態で採掘した

りしていました。また，石炭のエネルギー効率がそれほど高くないことも課題でした。そのよ

うなことがあり，主力エネルギーは石油にかわりました。しかし，オイルショックにより，日

本に石油が入ってこなくなり，日本中がパニックになりました。ここでの教訓は，１つのエネ

ルギーに依存するのはかなり危険だということです。当時の石油依存は７５か８０％くらいで，

かなり高率です。そのように，オイルショックは私たちに教訓を与えたと思います。 
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  その後，世界的に見ると，旧ソ連，現ウクライナですが，チェルノブイリ原発の事故があり

ました。事故が起きたことをソ連政府は公表しませんでしたが，周りの国々の放射線量が通常

よりも高くなり，何かおかしいということから，やっとソ連が公表したという経緯があります。

このようなことは，国際社会では非難されますね。 

  日本では，９９年に東海村の核燃料工場で事故があり，二人が亡くなりましたが，何といっ

ても２０１１年の東日本大震災，それに伴う福島第一原発の事故が，忘れることができません

し，忘れてはいけない事故のように思います。 

  その時には，停電が続いたり，計画停電なども言われました。ここ仙台は，停電が約１週間

続いたと聞いていますので，さぞ大変だったことと思います。しかし，地域により停電期間の

違いはありますが，電気は使えるようになりました。また，若者は特に，電気が使えるのは当

たり前と思っています。しかし，使えるのが当たり前の電気も，先のオイルショックのように，

一つのエネルギーに依存するのはリスクが高くなりますから，再生可能エネルギーを含め，い

ろいろなエネルギーを使うことは大事なことですね。 

  太陽光パネルで発電した電気については，電力会社が全部買い上げることが法律で決まって

いますし，再生可能エネルギーによる発電を促進する目的から，電気代に賦課金が加算されて

います。決して少ない金額ではありません。少なくとも５％くらい，多い家庭は２０％くらい

加算されています。私は大学の講義で，二酸化炭素排出量を知るために環境家計簿を扱ってい

ます。そのために，学生達の自宅やアパートで支払っている電気使用量や料金などを持参させ

ます。ある家庭では，電気代が月５万円かかり，そのうち賦課金は約２０％，約１万円を支払

っていることがわかりました。このように，賦課金は電気料金を高くする後押しをしているこ

とがわかります。 

  さて原子力発電所についてですが，いま稼働している原発は５基ですが，実際には４基で，

１基は点検中と言われています。東北電力管内の稼働はありません。 

  また，ＩＰＣＣレポート，気候変動に関する政府間パネル，という物があります。このレ

ポートは，気候関連の世界中の科学者が集まって作成しています。第１次ＩＰＣＣレポートは，

９０年に発表されています。今日お集まりの方々はご存じと思いますが，第５次のレポートに

は，地球温暖化がより深刻になってきていることが書かれています。 

  次に，ある機関が実施した調査のなかに「原子力・エネルギー分野への関心」の報告があり

ました。図をご覧下さい。横軸は２００６年から２０１６年までです。この点線は東日本大震

災の２０１１年を示していますが，福島の原発事故の前後で大きな差があることを示していま
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す。一番上にある折れ線は地球温暖化への関心ですが，福島の事故の前は高かったのですが，

その後減少し，２０１３年あたりから再び増加傾向にあります。全体的にみると，現在は福島

の事故の前に比べると減少傾向にあることがわかります。 

  同様に，日本のエネルギー事情は，地球温暖化の傾向と異なり，福島の事故以降，増加傾向

にあることがわかります。また，放射線による人体への影響は，福島の事故の後，急激に増加

しましたが，２０１４年頃から再び減少傾向にあることがわかります。変動が大きいものは，

放射性廃棄物の処分が＋９．５と大きく，人体への影響は＋８．５，地球温暖化は－７．０に

なっています。 

  さて，この図も同じ調査からですが，原子力やエネルギー分野に関する知識量を年代で分け

たものです。青は「よく知っている」，オレンジは「ある程度知っている」，グレーは「あま

り知らない」，黄色は「全く知らない」です。知っているか知らないかで大きく２つに分けて

みると，知っている人が年々減少していることがわかります。これにより，関心が薄れてきて

いることが推察されます。特に，２０１６年の最新データですが，約６割の方が，「あまり知

らない」「全く知らない」となっています。福島の事故を経験した日本人として，もっと関心

を持って欲しいと思うのは私だけでしょうか。 

  次に，原子力やエネルギーに関する知識量の高低で分けて捉えたのがこの図です。知識が高

いというのは，この分野に関する知識をよく知っている人たちです。図をご覧になると分かる

ように，知識の高い人達は「わからない」が非常に低いですね。また，「即時廃止」も   

２６．５％と高率ですし，「原子力発電を増やす」は６．２％で，他の層と比べ高率です。

「即時廃止」について他のグループをみると，知識「中」は２０％，「低」は１４．７％，

「無」は１２．４％です。つまり知識が高い人たちは，「わからない」人は少なく，「原子力

発電を増やす」「即時廃止」のように，非常に明確な答えを持っているといえますね。この結

果は，知識がないと判断できないということを示していると思います。 

  一方，知識が無いグループは「わからない」が４３．２％です。このグループは，今後の原

子力発電の利用に関する意見を持つことができていない傾向があるといえると思います。繰り

返しになりますが，今後の原子力やエネルギーを考えるためには，関連する知識を得ることは

とても大事なことと思います。 

  さて次に，「絶対安全」はなぜ生まれたかについて見てみたいと思います。 

  まずは，人々の「絶対安全」への強い要望があったことです。これは国や自治体や企業だけ

でなく，私たち市民の中にもあったと思います。「原子力発電は安全であって欲しい」という
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願望も含めて，そういう思いがあったのではないでしょうか。次に，長期間人命に関する事故

がなかったことからくる安全実績に対する過信です。福島の事故の前，東海村で二人が亡くな

りましたが，それは作業者の方たちであって，一般市民ではありませんでした。そのため，安

全実績に対する過信があったと思われます。それから，原子力施設の立地促進のために「絶対

安全」と言わざるを得なかったということもあると思います。もう一つ，マスコミを中心に社

会が，「安全か，安全ではないか」の単純形で関係者を問い詰めたこともあると思います。こ

のようなことが複雑に関わり合って，結果的に「絶対安全」と言わざるを得ないような状況に

追い込んでしまったと思われます。 

  これにより，原子力発電の安全性について，自分で考えない国民が育成されたのではないか

と思いますが，皆さんはいかがでしょうか。既にお話したように，人が言ったことを鵜呑みに

するのではなく，自分で調べて分析したり吟味したりして取り入れるというような，批判的思

考の育成がされなかったと思っています。なお，批判というのは，否定という意味もあります

が，ここでは否定ではなく，情報を分析，吟味して取り入れることを批判と言います。そのよ

うなトレーニングの機会は，今もあまり多くないようですが大切な能力ですね。 

  次に日本人のリスク認識の問題点についてです。まずは，「安全＝リスクのないこと」と考

えるので，リスクを定量的に取り扱おうとしない。これは，絶対安全なものはありませんとお

話した通り，通常食べているお砂糖やお塩も，食べ過ぎたら安全ではなくなりますね。日本人

は，「安全＝リスクのないこと」と考えるため，どこまでが受け入れ可能かが議論されないと

いうことです。 

  ２番目は，他の代替手段との比較をしないため，その時点での最善な方法を選択しないとい

うことです。手段は１つではなく，いろいろな方法があるはずですが，それらを同じ俎上に上

げて，メリットやデメリットを明確にして，そのうえでＡを選択するのかＢを選択するのかを

決めるということです。 

  ３番目は，安全確保に要する費用は税金等で賄われているという認識が薄いということです。

日本の法律は，例えば食品添加物等は，諸外国よりも規制が厳しいと言われています。厳しい

規制を守るために，私たちの税金が投入されることになります。いわゆる費用対効果と言いま

すが，何度も申し上げているように絶対安全はありませんので，規制はどの程度までとするか

を考える必要があります。 

  ４番目は，トータル・リスク・ミニマムの考えがない。トータル・リスク・ミニマムとは，

人類の生存という長期的な視点からリスクを最小限にしていくという考え方です。つまり，私
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たちは今だけでなく，何十年後という先のことも視野に入れて考えるということです。今だけ

よければいいと考えずに，リスクを最小限にすることを考える必要があると思います。 

  原子力やエネルギーに関連することを，先ほどの洗剤の構図と重ね合わせてみました。異な

る箇所が，市民団体です。今回，市民団体としている箇所は，洗剤では生協でした。この図に

ついて説明をします。 

  電力関連の企業の安全神話は，福島の事故の後，崩壊しましたが，リアルタイムでいろいろ

な情報を発信していたと思います。一方，専門家からは，あまり情報が発信されていなかった

ように思います。専門家から，中立的な立場で正しい情報を発信して欲しかったと思いますが，

皆さんはいかがでしょうか。 

  マスコミは，各社によって異なった情報，中には不安を煽る情報や誤解もあったように思い

ます。先ほど合成洗剤のところでもお話しましたが，マスコミの位置づけはとても大事なので，

不安を煽るのはよくないと思います。事実は伝えるべきですが，煽ってはいけないと思います。 

  それから，国や自治体は事実を発信しましたが，国民が入手したい情報が不足していたよう

に思います。 

  市民団体の方たちは，生活者も含めて，メディアを通してリアルタイムで福島第一原発事故

の状況を見ていたため，総じて原発は危険と思ってしまったと思います。ですから，「福島の

野菜はノー」，つまり買わないという生活行動にまで波及しました。また，自身の考えと異な

る，国が発信する情報への不信感も芽生えたように思います。 

  企業が発信する情報は，正しい情報を発信していても，どちらかというと先入観をもって見

られてしまうように思います。ですから，発信する必要はもちろんありますが，このような中

立機関をぜひつくって欲しいと思っています。中立機関の情報と企業が発信している情報が同

じであれば，生活者は「企業が発信している情報は正しい」と判断するように思います。また，

専門家も同様に，現時点で正しい情報を適時発信して欲しいと思います。 

  そして，国や自治体は，このセミナーのように，国民への放射線・放射能等に関する情報リ

テラシーを含む基礎教育を行うことが大切と思います。 

  今，中学校の理科では，エネルギーの一つとして原子力を扱っています。現在，使用されて

いる約１０年前に改訂された学習指導要領も，また昨年に改訂・告示された新しい中学校学習

指導要領でも，同じように継続されることになっています。そのように，基礎的な内容は学校

できちんと教えていただきたいと思います。 

  それでは，学校では，どのような内容を教えればよいのでしょうか。教育内容は，少なくと
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も現象ではなく，エビデンスを教示することです。例えば，放射能と放射線というのは違って

いて，放射能とは放射線を出す能力，放射線は放射性物質から出ているエネルギーそのもの，

ということを教えてほしいと思います。よく懐中電灯と対比されますが，懐中電灯には電池が

入っていて，スイッチを押すと光が出ますが，懐中電灯を使っていると電池が少なくなり，光

がだんだん暗くなってきます。同じように，放射性物質も時間とともに放射能が低下しますか

ら，放射線も徐々に低下します。 

  さて，今度は単位についてです。ベクレル，グレイ，シーベルトという単位がありますが，

これをご覧ください。このうち，ベクレルは放射能の単位，グレイとシーベルトは放射線の量

です。雨に例えると，降ってくる水の量をベクレルと言います。大雨の時は，ベクレルの数値

が高くなりますが，小雨では低くなります。グレイは人に当たる水の量。雨が降ってきて頭が

濡れるのはグレイ，濡れた後の影響はシーベルトと言います。これらは，放射線に関わる基礎

的な内容と思います。これについては，宮城県からの配付資料に記載されていますので，後ほ

どご覧下さい。 

  また，日常生活と放射線との関係では，１００ミリシーベルト以下であれば，被ばくによる

発がんリスクに統計的な差はないと言われています。日本人の平均ですが，１年間に１人当た

り約２．１ミリシーベルトの自然放射線を受けていると言われています。ここに胸のエックス

線検診が書かれていますが，これは１回で０．０６ミリシーベルトです。あるいは東京とニ

ューヨークを飛行機で往復すると０．１１～０．１６ミリシーベルトの数値です。ここでは，

１００ミリシーベルト以下の被ばくは統計的には問題ないことを知っていただければと思いま

す。 

  これは日本の自然放射線量，先ほど日本人は平均で１年間に１人当たり約２．１ミリシーベ

ルトの自然放射線を受けているとお話しましたが，放射線量は西高東低です。放射線量は地質

によって違いますので，東のほうが低くて西のほうが高いという冬型の気圧配置のような感じ

になっているということですね。宮城県全体では，日本の中では比較的低いように思います。 

  それから，自然から受ける年間１人平均大体２．１ミリシーベルトですが，これには外部被

ばくによるものと内部被ばくによるものがあって，内部被ばくのほうが多いという図です。外

部被ばくは，宇宙線のように外から受ける被ばくですが，内部被ばくは呼吸や食品から受ける

ものです。内部被ばくは，食品から摂るものが多いのですが，日本人の場合は昆布や海藻等を

食べる場合が多いので，比較的，内部被ばくが高いと言われています。 

  いずれにしても，ここで知って欲しいことは，私たちの通常の生活では放射線をゼロにする
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ことは不可能ということです。これは基礎的な知識としては知っておくべきことと思います。 

  さらに，もう一つ，これは放射線というよりはエネルギーに関するものですが，    

「Ｓ＋３Ｅ」という言葉があります。ＳというのはＳａｆｅｔｙ，安全ということです。安全

をベースにすることと，“安全”抜きにはエネルギーは語れませんということです。 

  それをベースにしつつ，３Ｅ，エネルギーの安定供給，つまり使いたい時にいつでも手に入

るように，安定的に供給して欲しいということです。 

  それから，経済性，どんなに安定供給されても，あまり高いと困ります。例えば，我が家の

電気代は大体１万円くらいですが，これが３倍くらいになったら困ります。ですから経済性も

大切ですね。 

  それから，もう一つは環境ということです。二酸化炭素排出量，つまり地球温暖化のことで

す。どんなに安定的に供給されたり，経済的にもこの程度だったら我慢できる金額だったりし

ても，二酸化炭素を大量に放出するエネルギーでは，先ほどお話したトータル・リスク・ミニ

マムという，この後の人類の生存という視点から見ると望ましくありません。 

  少し余談ですが，この間，気象予報士の方のご講演を聞きました。その話では，「地球温暖

化は再生可能エネルギーに負の影響を与える。なぜなら，地球温暖化により海水温が上昇し水

蒸気が多くなるために，いつも曇ったような状態になり，太陽光発電に影響を与える。それか

ら，温度差がなくなるために，風も吹かなくなり，風力発電にも影響を与える」ということを，

データを示してお話されました。再生可能エネルギーは，原子力発電よりどちらかというと良

いと思っている日本人は多いと思いますので，興味深いお話でした。 

  この「Ｓ＋３Ｅ」は，原子力だけではなくて，石油や再生可能エネルギーなどもこの視点か

ら考えて欲しいと思います。例えば再生可能エネルギーは，安定供給は今のところ難しいよう

です。夜は太陽は照りませんし，風が吹かない時もありますから，全部を再生可能エネルギー

で賄うことは，今は現実的ではありません。では要らないかというと，そうでもなくて，課題

である蓄電や送電も含め，試行錯誤を積み重ねる中で改良等がされるように思います。ですか

ら，長期的に見ていく必要があると思います。いずれにしても，「Ｓ＋３Ｅ」は忘れないでく

ださい。 

  さて，最後に，まとめをしたいと思います。 

  まずは，エビデンスを知ることです。絶対安全はありません。この範囲なら大丈夫というこ

とを意識してください。２つ目は，情報活用能力をつけてください。さまざまな知識を得てく

ださい。情報収集する習慣をつけてください。イエスあるいはノーという単純形ではなく，そ
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れ以外の情報も入手してください。それを踏まえ，多面的かつ総合的に判断してください。 

  ３つ目は，情報は変わります。特に現象は変わっていく場合が多いので，確認をしてくださ

い。これは，約２０年前の朝日新聞です。サッカリンという合成甘味料があります。写真の方

は，日本の国立がんセンター研究所長だった方ですが，ラットやマウスの実験からサッカリン

は発がん性ありと発表し，サッカリンは日本のマーケットから一時消えました。その後，この

方はアメリカに渡り，サルを使って実験を行った結果，発がん性なしという結果が得られ，今

はサッカリンは市場に出回っています。 

  では，２つの実験では何が異なるのでしょうか。それは，対象とした動物の違いです。日本

ではあまり飼育費用のかからないラットやマウスを使いますが，アメリカは費用が高くても人

間に近いサルを使っています。動物には，種というのがあることをご存じと思います。ラット

やマウスは人間からはかなり遠い種ですが，サルは近い種です。ですから，対象によって結果

に違いが生じるということです。 

  この記事のように，サッカリンは発がん性なしとなりましたが，今もサッカリンは発がん性

の疑いがあると書いてある本もあります。この本には「カナダの実験では，サッカリンを５％

含む餌をラットに２世代にわたって食べさせたところ，２代目のオス４５匹中８匹に膀胱がん

が見られた」と記載されています。今もまだ古いデータのもとで記載されている場合があるこ

とに注意をしてください。 

繰り返しになりますが，そのようなことをなくす，あるいは少なくするために，中立機関の

設立を強く望みたいと思います。 

  これでお話を終わらせていただきたいと思います。 

  本日はご清聴いただきましてありがとうございました。（拍手） 
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日景 弥生（ひかげ やよい）氏 プロフィール 

 

○経 歴 

埼玉県生まれ。 

東京学芸大学大学院教育学研究科修了後，お茶の水女子大学研究生を経て，弘前大学に着任。 

現在は，同大学の学長特別補佐，男女共同参画推進室長，教育学部教授。学術博士。 

 

○専 門：家庭科教育学  

弘前大学赴任時から教員養成に携わり、現在の専門は生活者育成を中核とする家庭科

教育学。特に、次世代の生活者育成とその支援者育成の視点から研究を行っている。 

また、弘前市が主催した”弘前きらめき女性塾”卒塾者を中心に組織する環境関連団

体NPO法人“NPOもったいない弘前”代表理事でもある。 

 

○主な著書 

「東日本大震災と家庭科」ドメス出版 

「生きる力をそなえた子どもたち」学文社 

「子どもと地域をつなぐ学び」東京学芸大学出版会 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜県からのお知らせ＞ 
 
 
■放射能情報サイトみやぎ ＜http://www.r-info-miyagi.jp/＞ 
                                                          

県のポータルサイト「放射能情報サイトみやぎ」では、測定・検査結果や
Q&Aなど、県内の放射線・放射能に関する関連情報を掲載しております。携帯
版には上のQRコードからアクセスできます。 

 
 
■みやぎ出前講座 
                                                          

県では、みなさんの集会・会合に出向いて、放射線・放射能について解説する出
前講座を設けています。費用はかかりませんので、ぜひご利用ください。  

 ○問合せ・申込み先 宮城県広報課 ０２２－２１１－２２８５ 
 
 
＊放射線・放射能に関するご相談は、下記までお問い合わせください。  

○電  話 ０２２－２１１－２３４０（原子力安全対策課） 
○受付時間 ８：３０～１７：１５（土日祝日を除く） 
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宮城県環境生活部原子力安全対策課 

〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

ＴＥＬ：０２２－２１１－２３４０ 

ＦＡＸ：０２２－２１１－２６９５ 


