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〈討論の広場原発を考える〉開設にあたって 

日本科学者会議は,福島第一原発の事故後の定期大会で,

「原発に依存しない社会」を目指すことを決議しました.

そのさいの議論でも,原発そのものの評価やそれに関連し

た問題については意見の分かれがありました.多様な角度

から率直に意見を交換して,議論を深め,問題を掘り下げる

ために,〈討論のひろぱ原発を考える〉を開設します(編集

委員会) 
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原発問題と科学者の社会的責任 

宗川吉汪 

はじめに 

 2012年 3月 11日に発生した東日本大震災と福島第一原発

事故に遭遇して,そのあまりの激しさに圧倒された.科学技

術にたいする人間のおごりへの付けがこのようなかたちで

回ってくるのかと,率直に恐れを感じた.人間は自然を征服

することなど決してできない,それを思い知らされた. 

 原発事故からあらためて科学者の社会的責任について考

えさせられた.事故以来,さまざまな立場の科学者・研究者の

論考を読み,また直接に対話し討論した.同時に,多くの市民

と話をする機会を得た.これらの対話を通じて,科学者とし

て考えなければならない二つの重い課題が筆者を直撃した. 

 一つは,反原発の主張は反技術である,という言明である.

もう一つは,科学は価値中立であるから,科学者は原発の是

非について発言すべきでない,という意見である.このいず

れも古くからある問題ではあるが,原発事故を受けて再考を

追られた. 

 本稿を進めるにあたって,筆者の原発にたいする考えをま

ず述べておきたい.  

1 許容量はゼロ,原発は絶対危険 

 福島原発の事故以来,放射線にたいする許容量が問題にな

っている.政府は,国際放射線防護委員会の勧告にしたがっ

て,原子力関係の仕事についている職業人の限界線量(許容

量)を 5年間で 100ミリシーベルト(1年あたり 20ミリシーベ

ルト),一般人のそれは年間 1 ミリシーベルトとしている.と

ころが,福島原発事故の処理にあたっている作業員について

は 250ミリシーベルトに引き上げてしまった.また,文科省は

一時,児童生徒の許容量を 20ミリシーベルトに上げようとし

たが,多くの非難にあって,もとの 1ミリシーベルトに下げた

経緯がある.ところが最近,文科省の放射線審議会は,年 1 ミ

リシーベルトは困難だから規制値を 1～20ミリシーベルトの

間に設定するこ、とを提言しようとしている.このように許

容量の決め方はきわめて恣意的・ご都合主義的である. 

 武谷三男は,1954 年,学術会議のシンポジウムで,許容量と

は,利益と不利益とのバランスをはかる社会的な概念で,安

全を保障する自然科学的な概念ではない,という考え方を打

ち出した 1).この考えは,今日,広く認められている. 

 原水爆実験で放出される放射能には何のメリットもなく,

デメリットしかない.この主張は核兵器反対運動の強力な理

論的支柱となった.今回の福島原発事故で,原子炉から放出

された放射能には害こそあれ益は何もないことが明白とな

った.許容量はゼロでなければならない. 

 原発が地震や津波に対していかに脆弱であるか,緊急炉心

冷却装置がいかに危ういものであるか,事故で放出された大

量の放射線が何世代にもわたって環境をいかに汚染するか,

さらに,使用済み燃料の安全処理がいかに困難であるか,こ

れらのことを今回の福島原発事故は有無をいわさずわれわ

れの眼前に突きつけた. 

 湯川秀樹は,核兵器を“絶対悪"と言った 2).筆者は,原発は

“絶対危険"と言いたい.地球温暖化をもたらす石油・石炭・

天然ガス,それにウランなどの地下資源は“地獄のエネルギ

ー"と呼ぶにふさわしい.人類が安全に生き延びるためには

自然エネルギーを利用する以外にはない. 

2 反原発は反技術か 

 日本科学者会議は,これまで,原発に対して多くの批判的

見解を示してきた.しかしながら、原子力は,人類の英知の到

達しえた科学であり,真に人類と社会の発展に有効に活用さ

れることが望ましいとして,核兵器廃絶を前提としながら,

原子力の平和利用については支持する立場をとってきた

3).1979年のスリーマイル島原発事故や 1986年のチェルノブ

イリ原発事故後もその立場に変化はなかった 4). 

 今回の福島第一原発事故直後に発表された日本科学者会

議のエネルギー・原子力問題研究委員会の声明でも,地震発

生の予想される立地サイトの原発や老朽化原発の即時廃止

は要求しているものの原発ゼロの要求はない 5).さらに,東

京・明治公園に 6 万人が集まった 9 月 19 日の「さようなら

原発集会」に科学者会議の姿はなかった. 

 2011年 5月,東京で開催された第 52回日本科学者会議定期

大会では,東日本大震災と福島第一原発事故を受けて,原発

存続の是非が犠論された.その中で,舘野淳氏は,反原発は反



技術である,という趣旨の発言をした.これは,過度の原発依

存は避けるべきだが,原発をいま全廃することは実際的でな

い,という舘野氏の従来の主張 6)の延長線上にある.これまで

の原発事故は,技術の未完成さによるものであって,技術を

高めることで克服できるはずである,という信念に裏打ちさ

れているのであろう 7). 

 筆者の手許に「原子力開発の歴史的構造」と題する武谷三

男,河合武,星野芳郎の 3 氏による 1976 年の座談会の記録が

ある 8).興味ある発言を抜粋して紹介する. 

 

星野:原発計画は,米ソの結託と正確に歩調を合わせて進ん

だ(1963 年の部分核停条約,1968 年の核拡散防止条約などを

指す).だから原発の安全性は国際的に問われないし,死の灰

処理が平和利用の第一条件であることも言われない.大型原

発が事実上核兵器の身代わりとして全世界を覆いつつある. 

武谷:(日本の原発技術思想に関連して)技術に対する基本姿

勢がない.どれが実験段階で,どれが開発段階で,という発想

が全然欠如している.アメリカがあれだけやっているから,

もう実用だろう,と思う. 

武谷:(民主,自主,公開の原子力三原則に関連して)軍事利用

と平和利用を分離する原則にしようと考えた.この原則が守

られれば軍事利用は相当困難である. 

武谷:世界に利潤体制があり,軍事体制があるかぎり,原子力

の平和利用はありえない.死の灰(の処理)を厳密にやったら

採算に乗らない. 

武谷:戦後の技術革新は,性格的に軍事技術だ. 

星野:軍事技術は一般に魅力をかき立てる.原子力は技術の

先端であり,高精度に加えて巨大であり,悪魔的魅力を感じ

させる.核兵器などはその極限だ. 

河合:軽水炉は潜水艦の原子炉だ.大きくしたからといって

も基本的にはその設計思想が残っているので,蒸気発生器の

事故が起きたり,一度事故があると補修に人が入れないよう

な構造になっている. 

武谷:ECCS(緊急炉心冷却装置)はいい加減だ.水が抜けたら

水を入れれば良い,ということで実験もしないでやってしま

う. 

星野:エネルギー問題は軍事的に考えないといけない.軍事

こそ政治の頂点だ. 

 

 上記の 3 氏の対談で強調されたことは,原発技術は基本的

に軍事技術である,ということである.軍事技術では敵に勝

つことが目的で,性能・製造・使用しか念頭にない.後始末は

まったく考えないし,その必要もない.そして現在の利潤体

制の中では,軍事的設計思想が貫徹している. 

 塩谷光氏は,技術者は製品の全生涯(運用・使用・保全・修

理・廃棄)を見渡して,製品の「生涯品質」を設計しなければ

ならない,と主張している 9).そうあるべきであり,われわれ

はこのような設計思想が十全に生きる社会を建設しなけれ

ばならない. 

 2011年 10月 3日,国際環境 NGOは日本に「化石賞」を贈っ

た.原発事故の収束もできていないのに,温暖化対策として

原発輸出を認めるよう主張したというのが授賞の理由であ

る.利潤しか念頭にない日本の無神経さに世界はあきれてい

る. 

3 科学は価値中立か 

 核兵器や原発の原理は,1938 年のウランの中性子による核

分裂の発見に始まる.核分裂の際に 2 個あるいは 3 個の中性

子が飛び出し,これにより核分裂の連鎖反応が起こり,人工

的に大量の核エネルギーの解放が実現した. 

 一般に科学の任務は真理を明らかにすることである,と言

われる.科学の成果がどのように応用されるかは科学の与り

知らないことで,たとえ誤用されたとしても,それは社会の

責任である,と主張する.核兵器の開発が悪だとしても,核分

裂の発見は純粋に物理学上のことがらで,そのこと自体に善

悪はない,科学は価値から中立である,というのである.マッ

クス・ウェーバーは『職業としての学問』の中で,大学の教

師は教壇から世界観や政治的立場を主張してはならないと

語り,学問(科学)と政策(価値)は区別されるべきであると主

張した 10）. 

 今回の福島原発事故にあたって,放射線の人体への影響が

大きな問題になっている.とくに低線量被曝の危険性が取り

ざたされているなかで,宇野賀津子氏はブログ上で,「今まで

に報告されている範囲で 200 ミリシーベルト以下では,直接

的な身体への影響はない」として,「必要以上に低レベル放

射線をおそれたりすると,免疫力を低下させたりする別の悪

影響がある」と警告した 11). 

 宇野氏のような発言は,原発の存続を認める側から出され

る場合が多い.そのため,ブログの責任者である坂東昌子氏

に,直接,原発にたいしてどのように考えているか尋ねたと

ころ,科学者は真実だけを追求するのであって,原発の是非

のような価値の問題には触れない,という答えが返ってき

た. 

 200 ミリシーベルト以下でも発がんの危険性は指摘されて

いるところから,さきの宇野氏の言明が“真実"であるか否か

ははなはだ疑問である.しかし,それはさておくとして,反戦

平和,核兵器廃絶の立場を表明している坂東氏 12）が“価値"

の問題を理由に原発の是非について言及しないのはいささ

か理解に苦しむ.反戦平和や核兵器廃絶は“真理"に属して

“価値"には属さないのだろうか. 

 最近のブログで坂東氏は「核兵器廃絶と反原発は同じでは

ありません.しかし,現状は,反核として何もかもひとからげ

にして論じられるようになっています.すると,科学的姿勢



が薄まり,イデオロギーが先行するようになります.」13)と述

べている.この文脈ではイデオロギーを観念形態としてでは

なく,虚偽意識として捉えているようだが,いずれにしても

核兵器廃絶とてイデオロギー的性格を免れることはできな

い. 

 ここで唐木順三の『「科学者の杜会的責任」についての覚

え書き』(筑摩書房,1980)を思い出す.その中で唐木は「科学

者たちは『核兵器は絶対悪なり』という判断,価値判断を,社

会一般に下しながら,科学者自身に対しての,或はその研究

対象,研究目的に対しての善悪の価値判断を表白することは

稀である.物理学者が已が社会的,時代的責任を表白する場

合,単に善悪の客観的判断ばかりでなく,自已責任の問題,

『罪』の間題にまで触れるべきであるということが,現在む

しろ当然であり,そこから新しい視野が開かれるのではない

か」14)と記す. 

 柴谷篤弘は,科学が,その社会的悪用に対して責任がない

とする,いわゆる科学の中立性は神話にすぎない,と断じて

いる 15).ほとんどの研究者は,研究基金をあつめる際,社会に

対して福祉とか実用性とかを訴える.しかし,いざ責任を問

われる段になるとこれは純粋に真理の追求であって,社会的

悪用に対しては与り知らぬと言う.これは明らかに二枚舌だ.

そして多くの場合,人類におよぼす害悪の可能性の解明には

ほとんど関心を示さない. 

 実際,低線量被曝の危険性についての研究は,ポストの召

し上げ,研究費が出ない,というようなことで妨害されてき

た 16).研究費を出すのはもっぱら原発を推進する企業や政府

であるため,それに不利な研究はサポートされるはずがな

い. 

 東日本大震災と福島原発事故を受けて,4 月 27 日,日本の

34学会(44万会員)の会長が,今日の科学・技術の限界を痛感

している旨の声明を出した 17).しかし,限界の内容について

はまったく触れずに,国内および国際的な原発災害風評被害

を無くすため海外学会とも協力して正確な情報を発信する,

と言うのみである. 

 福島県立医大では 9月 11～12日に国連科学委員会,国際放

射線防護委員会,国際原子力委員会,世界保健機構などから

海外の専門家 30人あまりを招待して「放射線と健康リスク」

についての国際シンポジウムを開催した 18).スポンサーは

「日本財団」19)で,これに内閣府,外務省,文科省,厚労省,経

産省,国交省,環境省,福島県が後援した.山下俊一副学長 20)

が組織委員を務めた.大学構内の会場はものものしい警戒で

市民は完全にシャットアウトされた.何が討論されたか,お

よそ見当がつく.第二,第三の「安全神話」がつくられようと

している. 

おわりに 

 3月 11日から半年経った 9月 10日,京都では,科学者会議

京都支部,京都総評などが事務局を引き受けて,安斎育郎,加

藤利三,深尾正之,望田幸男の 4 氏の呼びかけによる「9.10

原発 NO!府民大集会」が開催され,2600人が参加した.集会に

寄せた加藤利三氏のメッセージに,以下のような内容が記さ

れていた.「少なからぬ科学者が原発の『安全神話』にかか

わってきたことは科学者本来の使命から外れたことで,まこ

とに遺憾である.自分自身も,原発の危険性について理解は

しているっもりであったが『安全神話』を徹底的に批判して

こなかったことを科学者の一員として深く反省する」. 

 筆者の思いも加藤氏と同じである. 
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分野を越えた 21世紀型学問の構築 

坂東昌子 

はじめに 

 原発の評価やそれに関連した問題について, 社会的な混

乱が続くのを危倶していた矢先,この広場で意見交換が始ま

ったのでほっとした.  

 はじめに,この論考のまとめをしておきたい. 

1 反原発かどうかは価値観の問題である.一方,低線量放射

線がどの位危険かは科学の問題である.価値観で科学的結論

を歪める人がいたとしたら,それは科学者ではない,と私は

信ずる.  

2 科学的主張は証拠,根拠に基づくべきである.証拠・根拠

は,実験,観測,調査,文献に基づく.信仰,価値観で判断する

のは宗教であって科学ではない.科学者の任務を白覚すべき

だ. 

3 古い知識に頼って分かったように発言してはいけない.

科学者が怠けているのは罪なのだ.謙虚に勉強するのは,科

学者の最低のマナーだ. 

4 ストレスは,免疫力の低下に繋がり,発がんのリスクも増

大させることは,昨今の研究が示している.科学者が放射線

の危険性を過大に煽るのは,市民の健康を害する行為である

と思う. 

5 福島の人たちは風評被害を通じて,根拠のない偏見に苦

しんでいる.科学者が偏見を煽るようなことはしないように

願う. 

 

1 科学者のマナー 

 

 2012年 1月号本誌〈討論のひろば〉で宗川氏は次のように

述べている.「宇野賀津子氏はブログ上で,『必要以上に低レ

ベル放射線をおそれたりすると,免疫力を低下させたりする

別の悪影響がある』と警告した.宇野氏のような発言は,原発

の存続を認める側から出される場合が多い.そのため,ブロ

グの責任者である坂東昌子氏に,直接,原発にたいしてどの

ように考えているか尋ねたところ,科学者は真実だけを追求

するのであって,原発の是非のような価値の問題には触れな

い,という答えが返ってきた」.これに対する私の回答は,「あ

いんしゅたいんは,特定のイデオロギーを主張する団体では

ありません.ですから原発賛成か反対かというスタンスで物

事を考えてはいませんどちらの意見の人もいます」である. 

 私は,「科学者は価値の問題には触れない」などと言って

いない.組織の性格上,原発に賛成反対といった統一見解を

出していないといっただけだ.先入観や価値観を捨て真実を

追求する.これが科学のマナーである.自分の希望と一見相

反するからといって,真実を捻じ曲げるのは,科学者の使命

放棄である.法則に反する行動は,必ず破たんし,目標への道

から外れてしまう.無知のほうがよほど怖い. 

2 真実の目を曇らせるもの 

 科学者が言頼されるのは,価値観や自分の利益に惑わされ

ないで,真実を語るからである.しかし,真実の公表には,さ

まざまな形の圧カカ働く.その多くは,ガリレオ裁判,水俣病

などのように,為政者や利益を優先した企業など,権力側か

らの圧力である.しかし,イデオロギー論争と連動して,見か

けの「進歩派」からの圧力が,学会さえ巻き込むこともある. 

 その例がルイセンコ論争である.ダーウィンの適者生存説

を拡大解釈した社会的ダーウィニズムは,差別を正当化する

科学的根拠にされた.これに対して,反論を唱えたのが,ルイ

センコ説で,「後天的に獲得した形質が遺伝する」と主張し

た. 

 このルイセンコ説は,平等主義にマッチするとしてソ連の

政治リーダに歓迎された.自称進歩派が多数だったソ連の生

物学者たちを巻き込み,この説に反対する科学者は,反動扱

いされ学界を追われただけでなく強制収容所に入れられた.

ルイセンコ説は,学会をも席巻したのである.そして,ルイセ

ンコ説を適用した農業政策は失敗し,食糧危機は国家の損失

を招いた.いわば自然からのしっぺ返しを受けたのだ. 

 ここでさらに,この事件の科学の発展へのマイナス効果を



強調しておきたい.その後,DNA の構造が解明され怒涛のよう

な勢いで分子生物学が台頭した.瞬く間に,ソ連の科学者は,

マクロな生物学が蓄積してきた成果までかなぐり捨てて,ミ

クロ生物学へとシフトした.真実を軸にしない学界は,左か

ら右へと極端こ揺れた.生きている対象は多様で複雑だから,

ミクロ生物学だけですべてが解明できるものではない.異な

ったアプローチカ補い合ってこそ,科学の発展カ裸障される.

学会は,本来その自浄作用で軌道修正できる機能があるべき

なのだ.学会は,イデオロギーにも権威にも惑わされず,真実

を追求することを保証する場であるべきなのだ. 

3 真実を語るために謙虚に学ぼう 

 科学者は,常に真実を追求することに真摯で謙虚でなくて

はならない.と同時に,市民に正しい情報を提供するのもま

た科学者の役割なのである.論文や文献を自ら読んで判断評

価せず,都合のいい所だけを宣伝し,市民を混乱させる.低線

量と高線量の影響の質の違い,原爆と原発をひとくくりにす

る.低線量放射線リスクを科学的に評価すること自体を敵視

し,評価を口にする科学者を御用学者と決めつける. 

 福島事故による放射能汚染問題を巡って,本来正しい情報

発信をしなければならない秤学者が,このような非科学的な

言動によって,いかに社会的な混乱を巻き起こしたことか.

残念なことには,事故後,当局側や専門家が,事実を隠ぺいし

た.勉強不足で正確に報道できないメディアを見て,多くの

人ははがゆがった.だからといって,科学的な裏づけもなし

に,ただ非難すればいいというものではない.日本放射線影

響学会 2)や放射線医学総合研究所 3)など,専門家がていねい

に Q&A で解説しているサイトもあるが,発言すれば御用学者

扱いされる風潮がマスコミまで巻き込んで広がった. 

 私たちは 3.11 の後,低線量放射線検討会を組織して,最近

の放射線生物学の成果を徹底的に勉強し,低線量放射線の人

体への影響について検討を重ねた.そして,低線量放射線の

影響は,当初の予想ほど大きくないことが明らかになってい

ることを知った.一方,ストレス・恐怖は免疫機能を低下させ,

ガン化を促進することも知った.この勉強の成果を,当 NPOの

ホームページで情報発信を始めた 4）.おかげで,御用学者の仲

間だそうだ.それを煽っている側に,科学者自身もいること

が悲しいなと思う. 

4 トンデル論文 

 例として,「低線量被曝でがん罹患率が増えた」として頻

繁に引用されるトンデルの論文 5）を検討してみよう.トンデ

ル論文は,学術雑誌に掲載されているという意味で検討に値

する.コホート(固定追跡調査集団)は,スウェーデンの汚染

された行政区に 2年間居住していた 130万 5939人.チェルノ

ブイリ由来のセシウム 137降下量より増加した放射線を推定

し,この増加による住民のがん罹患率の増加分(excess)6)

を,1988 年から 1999 年まで,3 年間ごとにまとめて示した図

(論文を参照)が示されている. 

 結論として,「悪性腫瘍発症の増加とチェルノブイリ事故

による放射性物質の降下は関連があるかもしれない

possib1y re1ated to the fallout…)」と記述している.特

に,初期段階 7)(1988―1991年)に顕著だという.「悪性腫瘍促

進の可能性のある第 2 のピークを含めて,明確な結論は現時

点ではだせないし,放射線に関連して発症した悪性腫瘍の総

数も見積もれない」と消極的な主張だ.これをもって,確固と

した証拠にできるだろうか.そんなことは著者自身も主張し

ていない. 

5 異分野交流の威カ 

 トンデル論文のもっと深刻な問題点が浮上したのは,宇野

さんを通じた医学者と交流のおかげである.異分野ネットワ

ークがなかったら,トンデル論文も字づらだけ読んで終わっ

ただろう. 

 ルイ・パストゥール医学研究センターで宇野さんと議論し

ていた時のこと.藤田先生(前所長)がこられ,「この論文の著

者は医者じゃないね.間違っている」と言われた.ポカンとし

ていたら,図 8)をみせて,「被曝後数年以内に発がんなどしな

い.被曝時にはすでにがん細胞は成長していたはずだ」と言

われた.被曝が原因のがん細胞は 10年から数十年後に発がん

に至る.それが専門家の常識なのだ.「がんの成長は異常に速

い.発見後 1年以内にとりかえしのつかない状況に陥る.だか

らがんは早期発見が大切」と聞いていたので,そう思ってい

た. 

 ところが,「癌予防の基本ヒト癌の生体内での自然史」9)

によれば臨床的に早期がんとして発見できるサイズは直径

が 1㎝(細胞数 10億個程度)だという.損傷を受けた変異細胞

(起始細胞)が,アポトーシスや修復機能をくぐりぬけて分裂

を繰り返し,10 億個になるまで 14～21 年もかかる.戦後,冷

戦の中で原水爆実験が繰り返され,さらにはビキニ水爆実験

の被害が及び,日本は三度の原水爆による被爆を受けた.私

も含めた物理学者は,この間の事情は熟知している人が多い.

しかし,その後の放射線生物学の発展,特にここ 20 年に発見

された修復機能についてはほとんど無知である.ビキニ被曝

患者の死因も,放射線による肝がんだと『死の灰』10)には明

記されていた.ところが,この本にある三好和男主治医の詳

しい言碗を読んだ宇野さんは,即座に,「この症状は輸血で起

こった急性肝炎だ」と言った.一時回復した患者の病状が悪

化したのは 3ヵ月後,輸血による肝炎の黄疸症状が出てきた.

放射線のリスクを受けやすいのは血液や髪の毛,生殖など増

殖中の細胞だ 11).そのため,大量の輸血を連日施すのが当時

の治療方針だった.当時は輸血 12）のリスクが知られていなか



ったのだ. 

 異分野間の科学者の交流の意味を,これほど大切に思った

ことはない.それは目前で起こった災害の原因を突き止め,

なんとか被害を最小限に食い止めるために,いったいわれわ

れに何ができるかという分野を超えた思いから始まったの

だった. 

 ICRP13)は,新事実が科学者間で合意を得るまでは仮説とし

て扱う.内部被曝に関して合意まで時間がかかったのもこう

いう事情だろう.しかし,1970 年代にはすでに内部被曝も評

価した勧告が出ている.広島長崎の原爆被害者を支えたご苦

労には敬意を表すが,だからといって,いまだに内部被曝は

無視しているかのように大声で叫ぶ科学者は,勉強不足だと

思う.そして,ICRP は御用学者の集まりと決めつける前に,科

学者としての自覚を持ってほしい.科学は日進月歩なのに,

この『日本の科学者』の記事にも勉強不足カ撒見するのは残

念だ. 

6 過大な恐怖のもたらすもの 

 放射線の危険性を過大に煽るのは,かえってがん化を促進

する危険性がある.また,風評被害を広げて差別を助長する

のも,社会的な不正義である.エイズパニックの時,高名な学

者たちが,エイズウイルスの恐ろしさを強調することで,実

際には差別を助長した.宇野さんは,免疫学者の立場から,エ

イズ患者支援とエイズ教育に取り組んだのだ. 

 危険を過剰に煽り恐怖を起こさせたあとに起こるリスク

に対して,対策を取る覚悟や知恵はあるのだろうか?現実的

な対策が立てられるのだろうか？ その陰で,多くの線量調

査に当たった科学者たちは,具体的に提言しても受け止めら

れないといってハラハラしている.ICRP はチェルノブイリの

こうした混乱の反省から,放射線基準値の設定も重点を示す

方策に出たはずなのだが、この意味を理解しないで右往左往

している.それより,今からでもできる対策(がんリスクを減

らす食事,生活習慣、検査体制など)をないがしろにしてしま

うほうが将来に禍根を残す. 

 今,宇野さんは,日本学術振興会の放射線計測・説明班チー

ムに加わり,何度も福島を訪問している.福島の講演会で「少

し冷静な話し合いができるようになった」という参加者の声

も聞かれたそうだ.身に染みる話である. 

7 原子カエネルギーの評価 

 放射線許容量はゼロだから原発は絶対反対といって,宇野

さんを原発容認派だとレッテルを貼るのもおかしな話だ.な

ら,もし閾値があると証明されたら,原発を容認するのだろ

うか?詳しく言及する紙面の余裕はないが,原発問題で最も

深刻かつ緊急な議論は廃棄物問題であり,原発容認か反対か

のレッテルを貼っている場合ではない. 

 もっとひどいのは,核兵器廃絶と反原発をまとめて反核と

して論じることだ.自然の究極の姿を追って見出した原子核

エネルギーと原子爆弾を混同し,まるそ原子核エネルギーや

放射線を悪魔のように言うのは,反科学の立場である.そも

そも,放射線治療・非破壊検査など放射線は多方面で活用さ

れている.人類が営々と積み上げてきた科学の成果とそれを

利用するときの人間の過ちを混同することは,反科学に通じ

る.どんな科学の成果も悪用すれば悪魔となる.要は科学の

成果を悪用させない道を示すことではないのか. 

 私は,戦争もそれに使われる核兵器にも絶対反対である.

「他の国カ攻めてきたらどうするか」という人がいるが,「そ

の時軍隊がわれわれを守ってくれるとは絶対思えない.戦争

に反対する世論を大きくするほうがずっと身を守る確率が

高い」と信じている.もっとも,これは科学者としてではなく,

正しいことはいつか世論となるという私の信念にすぎない. 

 憲法 9 条の理念は,カントに源をもち,第一次世界大戦後

「諸国間の紛争を戦争で解決しない」誓いを立てたパリ平和

条約が源泉である.この理念が,人類の世論となり,ファシズ

ムの吹き荒れたヨーロッパから米国の良心に引き継がれ,最

終的に日本で花咲いた.この理念は,国境を越えて平和を求

める人類の願いの結晶である.湯川秀樹の『世界』14)に載せ

た思いも同じだ.人類が核兵器廃絶をその英知でいかに克服

できるか,それは,ヒトの進化として問われている問題なの

だ. 

8 ビキニ水爆事件の教訓 

 1954年 3月 1日,ビキニ環礁で行われた水爆実験で,マグロ

漁船・第五福竜丸をはじめとして多くの漁船が死の灰を浴び

た.多くの科学者がこの危機を乗り越えるために働いた.俊

鶻丸でビキニ海域周辺海域の調査を開始した.乗り込んだの

は,生物班・海水大気班・気象班・海洋班・環境食料衛生班

の若いプロたちで,放射能汚染の実態を把握するという共通

の目的で結ばれ,マグロの生態から計測器まで勉強したとい

う.俊鶻丸は,科学の新しい実験場,浮かぶ研究所だったのだ.

領域を超えた学問交流は,徐々に「わが国の科学者の欠点と

いわれる閉鎖性」を取り払い,新たな学問を開拓し,日本放射

線影響学会 15)に発展した 16）. 

 異分野間の壁を越えて,新たな学問を構築していきたいも

のである. 
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