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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

 

Q&A 

 

木村：そうしたら質問タイムに行きますけれども、少し時間を取りますので、資料を見返

して質問事項を出してもらっていいですか。2 分くらい時間を取りたいと思います。 

 

（各自資料を見直す） 

 

木村：では、質問を出していってもらおうかと思います。こちらから行きますか。 

 

A：そうですね…。うーん。 

 

木村：ここが分からないですとか、そういうのでも構わないです。 

 

A：じゃあ、スライド 14 の低レベル放射線被ばくに関して、今も福島には、うろ覚えです

けれども、まだ戻れない地域がありますよね。いろいろ基準があるとか、いろいろな見方

があるというのは先ほどのお話で分かったのですが、福島のまだ立ち入れない地域にいる

と、やっぱり一度に多量の放射線を被ばくしてしまうのですか？ 

 

諸葛：放射線の高い地域は、「帰還困難区域」という名前がついています。年間 50 ミリシ

ーベルト以上の被ばくになると言われているけど、そこに牛や馬のお守りをするために帰

る人たちがいらっしゃって、そういう人と一緒に戻って、暮らして、実際にどのくらい被

ばくするのかということを調べているお医者さんがいらっしゃいます。この前、その方と

一緒に講演したのですね。そうしたら、全然被ばくしないとおっしゃっていました。 

 年間 50 ミリシーベルト以上というのは、航空機調査の結果です。放射能は、樹木の上の

ほうの葉っぱにいっぱいつくのです。航空機調査だとそれが強く表れます。実際に住んで

いる人は下のほうにいるから、関係がないのです。 

 その先生は、国会で、「実際に暮らして調べたけど、全然被ばくしていない。だから、国

にはそういう調査をしてほしい」と言ったのだけど、国は、「帰還困難区域で人が入れませ

んから、私たち政府の人間も入れません」と言って、調査をしていません。 

 だから、実際にどのくらい被ばくしているかというのは、分からないというのが本当の

ところです。 

 福島で、小学生たちと一緒に桜の木を植える運動をやっている NPO があります。その運
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動に対して、「子供が被ばくしたら大変じゃないか」「お前たちは小学生を殺す気か」とい

うような、ものすごい反対運動が起こりました。桜の木を植える運動をしている NPO の人

たちは、殺人者呼ばわりされています。 

 私としては実際の被ばく量がどうなっているのか知りたいけど、桜の木を植えるだけで

もそういう反対運動があるというのが実態です。 

 帰還困難区域に牛や馬のメンテナンスをするために帰る人たちに、町や村は線量計を配

っています。その係の方にお会いして、お話をお聞きしたことがあるのだけど、測定して

も線量が低いので、線量計を配っても、皆自宅に置きっぱなしで線量を測ってくれないそ

うです。だから、まだ分からないというのが実態なのです。低くても測ることが大事なの

ですが、困ったことです。 

 

A：葉っぱについてしまっているのは放射性物質なのですか？ 

 

諸葛：放射性物質です。 

 

A：先ほどのたき火の話で言うと、放射線が出てしまったところは一時的な影響で済むかも

しれないですけれども、放射性物質が葉っぱに付着しているということは、放射性物質が

葉っぱから何らかのルートで出てくるかもしれないということですよね？ 

 

諸葛：おっしゃる通りです。ただ、それを取ろうと思うと、木の枝を伐ることになります。

自然破壊になるわけです。 

 今、私は、福島に 3 週間に 1 回くらい行って、除染情報プラザというところでボランテ

ィアをしているのですが、地元の人から、「どうして森を除染しないのですか？」とよく言

われます。いや、森を除染してもいいですけど、それは自然破壊になりますよ、いいです

かと聞くと、皆さん「いや、それは困る」とおっしゃいます。 

 ただ、そういうところに戻ると、子供は、行っちゃ駄目と言っても森の中に入っていき

ます。大人は行かない。だけど、子供に行くなと言えば言うほど、絶対に森に入っていく

に決まっています。私は、自己責任ですから、ある程度放射線を浴びても健康には影響し

ませんから、それでも構わないと思うのですよ。だけど、親は被ばくが心配だから嫌がる

でしょうね。 

 私は、小さい頃にウランを磨いて、組織を顕微鏡で覗いたりしていました。ウランのド

ラム缶を抱えたこともあります。だから、放射性物質を怖がるという感覚があまりないの

ですね。私は、どうして子供が放射線でそんなにびくびくしなければいけないのかって思

うのだけど、皆さんは怖がるのですね。実際には何も心配ないのだけど。 

 そういうことを言うと、「諸葛さん、そういうことは言わないほうがいいですよ」ってア

ナウンサーが抑えてきて、困るのですけどね。 
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A：放射性物質を除去するためには、木を根こそぎ伐るしかないということですよね。 

 

諸葛：そうです。放射線が嫌なら、緑を取るしかない。 

 

A：そうしたときに、放射性物質がフワッとどこかに飛んでいくことはないのですか？ 確

か、放射性物質は軽いのですよね。それとも、下のほうに落ちてくるのですか？ 

 

諸葛：非常にいいご質問です。実際に、それが起きました。 

 

A：落ちてきたということですか？ 

 

諸葛：そうです。ある地域で田んぼの放射線を測定したら、もう線量が低くなっていたと。

だから、町や県はもう大丈夫ですと言ったのですね。ところが、翌年になって、線量がぐ

っと上がったのです。皆、なぜ上がったのだろう、森の放射性物質が飛んできたのではな

いかと思いました。だけど、調べてみたらそうではなくて、放射性物質は葉っぱに付着し

ていて、その葉っぱが腐って、葉っぱに付着していたセシウムが露出して、それが田んぼ

に流れてきた、ということが分かりました。空気中を調べた結果、森から漂って飛んでく

ることはないと。葉っぱをとにかく抑えないといけない。ですから、今は森の中の落ち葉

の掃除を一生懸命やっています。 

 森の枝を落とすと自然破壊だから、それはやらないほうがいいでしょうと国は言ってい

ます。でも、地元がそれでもやったほうがいいと言えば、やりますとも言っています。国

の基準では、住宅の周り 20％とかを伐ることになっているけど、それを少し広げましょう

というのは地域ごとに決めてやっているみたいです。 

 だけど、そういうところに子供が帰ってくると、子供に駄目って言えばどんどん入って

いくに決まっているということで、子供を連れてこないのです。それだと子供がどんどん

肥満になりますよって心配していたら、案の定、福島県の子供の健康調査を調べると、全

国で最下位くらいです。運動しないから肥満度が高い。がん研のデータを調べると、運動

しないことによってがんになる確率は、放射線でがんになる確率よりよほど高いのです。

小学校の校庭がいくら（年間）30 ミリシーベルトといっても、被ばくをおそれるよりも、

運動をさせないほうがずっとがんの確率が高いということです。だけど、お母さん方は、

放射線は目に見えてがんになる可能性があるということで、そちらを選択してしまうので

す。 

 

A：福島で子供が遊んだときに被ばくする放射線の量は、例えば、スライド 16 にある自然

発生レベルで済む程度なのですか？ 
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諸葛：こういう資料が普及してきて、福島の人もだんだん分かってきています。私が福島

の除染情報プラザで説明しても、最近は、あまり聞きに来る人がいません。私たちは分か

っていますよと。放射線なんか全然怖くないよと。 

 分かっていないのは外に避難した人たちで、福島に戻ってきたら放射線の被ばくを受け

るのではないか、子供がそういうところに入っていくのではないか、と心配しています。 

 福島でそういう応対をしているとよく分かるのは、被ばくが怖くて福島県の外の埼玉県

とか東京に避難した人たちが心配していて、福島に残っていっぱい被ばくしている人たち

は何も心配していない、ということです。 

 福島駅の周りは、元々年間 1 ミリシーベルトを超えていました。福島駅は第一原発の北

西方向で、飯館村に近いのです。年間 1 ミリシーベルトを 1 時間あたりに換算すると、0.23

マイクロシーベルトです。福島駅は 1 時間 0.9 マイクロシーベルトくらいありました。だか

ら、年間 4 ミリシーベルトくらい被ばくしていたことになるけれど、 

 

A：地震前に？ 

 

諸葛：地震の直後にそのくらい被ばくしている。だけど、皆普通に生活しています。こん

なに被ばくしているのに、あなたたちは心配しなくていいのですか？ とこちらが心配に

なるくらい、皆心配していませんでした。 

 

A：その、 

 

木村：そろそろ他の人の質問時間にしてもらっていいですか。どうですか？ では、B さん。 

 

B：Safe Enough は私たち国民が決めていかなければいけないという話がありましたが、他

の国や日本が案で出している 10 のマイナス 6 乗というのは、どういうところから来ている

のですか？ 

 

諸葛：10 のマイナス 6 乗は、正直に言うと、逆算です。要するに、普通の生活をしていて

影響がないというのがマイナス 6 乗です。新しい原子力発電所はそれよりももっと安全に

しようということで、マイナス 7 乗と言われています。もうすでに建設されているプラン

トはマイナス 6 乗くらいにして、新しいプラントはマイナス 7 乗とか、もっと安全にしま

しょうということです。 

 マイナス 7 乗になると、英語ではエバキュエーションフリーと言いますけれども、「避難

しなくてもいい」くらい安全なプラントにすることを目標にしましょうと言っています。 

 だけど、私自身は、日本でマイナス 6 乗が本当にできるのか、と懸念しています。日本
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は地震が多いでしょう。どこにいても地震の心配から逃げられません。マイナス 6 乗とな

ると、地震のリスクの低いところでないと駄目ですが、なかなかそういう場所は探せませ

ん。 

 役人の方はそれをよく知っているから、安全目標の案が 13年間たなざらしにされてきた、

とも言えます。1,000 年前の貞観地震の際に、今回の東北地方の津波と同規模の津波が来て

いたと言われています。1,000 年前だから、マイナス 3 乗です。マイナス 3 乗すらプロテク

トできないのに、マイナス 6 乗なんてどうするのか。100 万年前までさかのぼって、どうや

ってプロテクトするのか。私は、正直に言って、できないのではないかと思っています。

だから、マイナス 6 乗と言うにしても、もっと説得力のある資料を作らないと難しいので

はないかと感じています。 

 だけど、その議論が大切なのであって、現在はその議論が欠けているのではないかと思

います。1,000 年前の貞観地震すらできていないという議論が、今までなかったのではない

か。1,000 年前でも津波がここまで来ていた、100 万年前ならどこまで来ていたのか、とい

うことを、もっときちんと調べるべきだと思います。 

 今、浜岡原子力発電所は、防潮堤の高さを 23 メートルにしているのだけど、本当にそれ

で 100 万年大丈夫ですかと。それを越える津波は絶対にないのですかというと、計算上は

あると思うのです。電力会社によっては、防潮堤を越える津波が来たとしても、水が建物

に侵入しないような扉を作っています、という説明をしています。それは 10 のマイナス何

乗に相当するのか。そういう説明をしなければいけないのではないかと思うのですが、そ

ういう話はあまりないですね。 

 そういうことをきちんと公の場で議論していけば、例えば、20 何メートルの防潮堤を建

てることが本当にいいのかどうか、という議論も出てくるだろうと思います。高さ 23 メー

トルでだいたいの津波は受けられるけど、高さ 30 メートルの津波が来ないという保証は何

もない。だとすると、引き潮をちゃんと逃がすような工夫もしないといけない。そういう

議論もすべきではないかと思っています。 

 マイナス 6 乗の話については、そういう議論もきちんとするべきだと思っています。だ

けど、そういう話まですると時間が足りないので、この資料には入り口だけ書いてありま

す。マイナス 6 乗のことは、もっときちんとやらなければいけないと私は思います。 

 

B：ありがとうございます。 

 

木村：C さん、どうですか？ 

 

C：政府が原子力政策大綱をやめたという話があったと思うのですけれども、やめた理由は、

政府が原子力をエネルギー対策全体として見る必要がないと考えたからですか？ 
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諸葛：そうですね。当時は民主党政権でした。民主党は、2030 年に原子力ゼロということ

を政策に掲げていました。民主党政権がエネルギー政策を原子力委員会の権限から外した

のは、民主党政権が原子力を嫌いだったから、とも言えます。 

 だとすれば、今は自民党政権になったのだから、変えればいいじゃないかと私は思うの

だけど、国民の世論が原子力反対になっているので、安倍首相は原子力政策をあまりはっ

きりとは打ち出していません。それがいいのか悪いのかは、私にはよく分かりません。だ

けど、安倍政権は、それを正面から取り上げると、世論に敵対するから損だと思っている

みたいです。でも、あんなに国民が反対していた安保法制を頑張って通したのだから、エ

ネルギー政策もやるべきだと私は思うのですけど。だけど、実際には安倍政権はやらない。

その理由は、エネルギー需要がどんどん下がっていくだろうと。黙っていれば要らなくな

る、というのが安倍政権の方針なのではないかと私は思っています。それがいいかどうか

は別問題として。 

 

木村：D さん、どうですか？ 

 

D：新規制基準が世界で一番厳しいという報道を以前聞いたことがあるのですけれども、そ

の目的とか…、 

 

諸葛：いや、おっしゃる通りですよ。 

 

D：なぜそこまで厳しくしたのですか？ 

 

諸葛：今年 1 月に、海外の規制委員会でトップとか 2 番目を務めた経験のある人たちが、「日

本の規制基準は IAEA の基準よりも厳しい。どうしてこんなに厳しくしなければいけない

のか？」という質問を出しています。非常にいい質問だと思います。 

 今日の私の資料に沿って言えば、最上位に目標があって、その目標を実現する最低限の

ものが何なのか、という順番で決めていけば、規制基準はこんなに厳しくする必要はない

のではないか、ということになります。逆に言うと、こんなに厳しい規制基準にするのだ

ったら、安全目標はもっと高いかもしれない。マイナス 7 乗やマイナス 8 乗かもしれない。

そういう議論をもっときちんとしなければまずいのではないかと私は思っています。 

 規制基準が本当に世界で一番なのかどうかは、実は今のところ誰も検証していません。

もしかしたら、世界一厳しいのかもしれません。厳しすぎるかもしれない、と思います。 

 

D：ありがとうございます。 

 

木村：E さん、どうぞ。 
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E：福島第一原発と第二原発の違いについてお話を伺ったのですけれども、事故が起きたか、

起きないかの違いが、所長の知識の違いにあったということを初めて知りました。でも、

事故当時、第一と第二で連絡とか報告をする手段はなかったのでしょうか？ 

 あと、事故の対応を 1 人の責任にしてしまった点について、改善するというか、組織の

仕組みを変えるということは議論されていないのですか？ 

 

諸葛：非常にいい質問です。当時は、電話がまったく使えなかったのです。電気も止まっ

ていました。もし、あのときにインターネットとか電話とかそういう通信手段が生きてい

れば、おっしゃった通り、第一と第二で連絡を取り合って、もっといい救済策を考えつい

たと思います。だけど、残念ながらそれができなかった。第二原発のほうはまだ電気が通

じていて、だから東芝の三重工場に電話して、あるいは自衛隊に連絡して、ポンプを運ん

でもらうことが可能だったのですが、第一原発のほうは、吉田所長は残念ながらそういう

動きがあったということ自体をまったく知らなかったみたいです。 

 もうちょっと言うと、海水冷却ポンプは、三重県から一度新潟に運んで、新潟から福島

に自衛隊のトラックで運んだのだけど、警察の連絡が悪くて、警察は、「ここは立ち入り禁

止です」と言って、途中でトラックを止めて、（危険な区域の）中にいる人が運転して荷物

を運んだと。今考えると馬鹿げているけど、そういうことまでやったみたいです。 

 そのくらい連絡ができていなかった。おっしゃる通り、個人技になったのだけど、それ

は、残念ながら当時の通信手段が非常に限られていたせいなのです。 

 原子力安全・保安院の常駐官も、第一原発の人は逃げてしまいました。第二原発の人は

残りました。通信手段が生きていれば、そういうちぐはぐなことはなかったと思うのです

ね。だけど、第一のほうは、自分たちの安全のほうが優先だととにかく逃げた。当時、官

邸は、福島第一原発にいる人は全員が逃げたと思っていたのです。だから官邸は大もめに

もめたのですが、逃げたのは保安院の常駐官だけでした。 

 原子力安全・保安院の所長は東京にいたのですが、俺は何も分からないと言って、部屋

に閉じこもっていました。その結果、我々の先輩である安全委員長の班目先生は、保安院

長の代行までやらされて、次長さんに引きずり回されて、「まるで保安院長みたいな役回り

までやらされて困ったよ」とぼやいておられました。 

 通信手段がなかったというのは本当に残念だったと思います。 

 

E：ありがとうございます。 

 

木村：はい、どうぞ。 

 

F：安全基準は事故発生確率で議論されているのですけど、一般の人は、もし最大規模の事
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故が発生した場合に自分のところに届くのか、ということがやっぱり気になると思います。

だとすると、今は放射線の人体への影響が全然分かっていない状態ですけれども、今後そ

れが解明されていくめどはあるのですか？ 

 

諸葛：大変いい質問で、その問題はないがしろにできないと思います。放射線の人体への

影響の調査は継続して行われるべきだと思います。特に低線量被ばくですね。だけど、こ

れはなかなか難しいと思います。 

 私がひそかに思っているのは、今の福島県の人たちは低線量の被ばくをしていて、しか

もたくさんいるじゃないですか。だからあの人たちの線量のデータは非常に貴重な健康影

響のデータになるのだけれども、先ほどお話ししたように、現地の人は放射線の管理をし

ていないのです。線量計は配っているけれども、家に置きっぱなしだという話もあるので。

私は、それはもったいないなと思っています。 

 原子力学会は、事故後すぐに、現地にそういうセンターを設けて、放射線管理をしっか

りやるべきだと提言しているのです。今あなたが心配したように、将来そのデータは何ら

かの役に立つはずだと思って、そういう提言をしたのだけど、残念ながら、現在、調査は

行われていません。そういう知識を持った人自身が少ないということもあります。今から

でも遅くないから、本当はちゃんとやるべきだと思うのですけれども。 

 

木村：どうぞ。 

 

G：海外の原発の制度を見ていると、日本よりも海外のほうが、ちゃんと考えているという

か、現実的に見ているなと。今回の講義を聞いて、福島事故は津波が要因として一番大き

かったのではないかと思うのですけれども、日本以外の国では津波対策はできているので

すか？ 

 

諸葛：大変いい質問です。例えば、台湾で一番古い金山（キンシャン）という原子力発電

所は、福島第一原発とほぼ同じ時期に建設していて、タイプも同じなのだけど、電気設備

が全部 2 階にあるのです。金山も海岸沿いにあるので、津波を心配したようです。 

 金山は 2 階なのに、福島は非常用発電機がタービン建屋の地下に置いてあるというのは、

ちょっと無神経すぎるのではないかって、当時責任者を務めていた副所長さんに公開質問

状を出したのだけど、返事が来ません。俺は知らないとか言って。その人は「なぜ日本は

地下 1 階に置いているんだ」なんて言っているのだけど、あなたが責任者だったのだから、

あなたが答えないといけないじゃないかって逆にこちらが質問したのですけど。 

 実は、福島でも、昔、水漏れがあったのですよ。水没したことがあって、あやうく非常

用電源が止まるところでした。だから、本当はそのときに分かっていないとおかしい。な

のに、どうしてそのまま放置したのか、という質問も出しているのだけど、なしのつぶて
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です。 

 東芝の先輩で、北海道大学の教授をやっている奈良林先生が金山に見学に行って、2 階に

電気設備が置いてあるのを見て、台湾でここまでやっているのに、なぜ日本は地下 1 階な

のか、ということを質問しています。 

 福島第一原発は、設計は GE だけど、建設したのは東芝で、我々の先輩が関わっていま

す。当時の先輩にも質問しているのだけれども、返事がありません。当時責任者だった東

芝の人たちは皆雲隠れして、口をつぐんでいます。諸葛は平気なのかってよく言われるの

ですが、私は、建設した頃に東芝にいたのですが、幸か不幸か原子力発電所にはノータッ

チでした。まあ、私がやっていたらどうなっていたかは分かりませんけど。 

 

G：ありがとうございました。 

 

木村：他はどうですか？ もうそろそろ時間ですけれども、どうしてもという質問があれ

ば、ここで受けたいと思います。大丈夫そうですか？ 

 

 

諸葛：海外比較の資料を見ていただきたいのですけれども、この前新聞で、アメリカの Watts 

bar が動き始めたというニュースが流れていました。 

 この図は、アメリカの新規建設予定の原発を表しています。現在建設中の 5 基が赤く囲

ってあります。Watts bar は、下の表で「PWR AP1000、ウェスティングハウス（東芝）」

と書かれている型の原子炉です。アメリカで建設中の 5 基は全部 AP1000、東芝系列のプラ
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ントで、そのうち Watts bar はもう完成しています。今建設中なのは、Vogtle と Summer

の 4 基です。 

 

木村：すみません。これから自由討論という時間があるので、次に行ってしまってもいい

ですか？ 

 

諸葛：そうですか。分かりました。 


