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総括
1986 年にチェルノブイリで起こった事故は原子力発電史上最も深刻なものである．放射性物質の拡散はベ
ラルーシ、ウクライナ、そしてロシアの広域に及んだ．その事故から、２０年を経て、国際連合組織や関
係機関と三国の代表が健康、環境、社会経済的影響の調査を行った.
最も深刻な被曝を受けたのは、事故から数日間現場に居た、総計 1,000 名の緊急作業員（emergency 
workers）と現場職員(personnel)で、中には致死量の被曝を受けたものもいた．その後、60 万もの人が
復旧作業員として招集された（liquidators）． その中にも被曝線量が多かったものもいるが、ほとんどの
復旧作業員、また、三ヶ国の汚染区域に定められていた地域の多くの住民の全身被曝線量（whole-body 
doses of radiation）は比較的少なく、平常時の自然被曝線量と比べ、それほど多くはなかった．緊急避難
などの政府当局による対応・緩和措置が事故による被曝線量およびその結果引き起こされる健康被害を大
幅に低減させた．とはいえ、この事故が人類史に残る悲劇であり、環境、公衆衛生、社会経済影響を及ぼ
した事に疑いの余地はない．
放射性ヨウ素の飛散・降下が原因で引き起こされた小児甲状腺癌は、事故に直接関連する主な健康被害の
ひとつである．事故後数ヶ月間の甲状腺被曝量が特に多かったのは子供と放射性ヨウ素の含有量が多い牛
乳を摂取した人々である．２００２年までに、この集団から４０００人の甲状腺癌が報告され、その多く
が放射性ヨウ素の（経口）摂取に起因するものと考えられる．
幼少時の被曝による甲状腺癌を除けば、最も影響を受けた市民においても、固形癌や白血病の顕著な増加
は確認されていない．しかしながら、影響を受けた市民の間では、政府の放射線の影響に関する不十分な
説明や社会的阻害さらにソ連邦解体後の不況等があいまって、精神的病の問題が増加した．
チェルノブイリの事故による被曝を原因とする、癌死亡者の正確な数を測ることは不可能であり、また、
事故やその後の対応からくるストレスや不安の影響をはかることも出来ない．放射線リスクの前提の小さ
な変化・修正が、健康への影響の予想結果を大きく左右するため、被害予測は正確性を欠く．その中で国
際的な専門家グループが公的保健予算の割当の計画作成の参考となるよう、事故による健康被害の大まか
な予測をたてた．最も被曝線量の多い人々の間で（復旧・清掃作業員、避難民と規制区域の住民）癌死亡
率はチェルノブイリ事故と関係する放射線被曝によって数パーセント程上昇すると予測されている．
この増加は、他の原因から生じる約１０万人の癌死亡者数に数千人加算されることを意味する．しかしな
がら、この規模の増加というのは、長期にわたる疫学的研究を慎重に行ったとしても断定が困難である．
１９８６年と比較して、影響を受けた地域における放射線レベルは除染や自然のプロセスによって数百分
の一になった．つまり、汚染区域のほとんどは、今では居住しても安全であり経済活動を行う事も出来
る．しかしながら、チェルノブイリの退避区域と一部の地区はこの先数十年にわたり、土地使用を控えな
くてはならない．
政府は事故の影響に対し、多くの効果的な対策を施した．しかし、最近の研究により、現在の取り組みに
ついて方向転換の必要性が指摘されている．ベラルーシ、ロシア、ウクライナの被災地域では、社会的、
経済的復興および、一般市民と緊急作業員の精神的負担の解消が優先されなくてはならない．加えて、ウ
クライナ政府は４号機の廃炉とチェルノブイリの退避区域の救済と安全な放射性廃棄物の管理を行わなく
てはならない．
事故により受ける影響緩和対策の過程で得られた体験的知識の継承は重要であり、事故の環境・健康・社
会的影響を対象とする研究は長期にわたり継続されるべきである．
この報告書は、環境中の放射線、健康及び社会経済活動に言及しており、事故の影響についての今までで
最も包括的な評価をするものである。三ヶ国を含む世界各国からおよそ 100 人の専門家がこのプロジェク
トに協力した．本報告書は、専門に即した８つの国連機関と三ヶ国の合意見解を表している．



チェルノブイリの経験：健康、環境、社会経済的影響

チェルノブイリフォーラム研究の流れ

チェルノブイリの原子力発電所事故から約２０年経過しているが、最も影響を受けた国の人々は、未だに
健康への影響、環境、社会経済的影響の科学的見解や多くの質疑に対する確乎たる回答を得られずにい
る．この空白を埋め、市民の事故の影響への理解を深め、対応策の改善を促すべく、2003年にチェルノブ
イリフォーラムが発足した．
チェルノブイリフォーラムは世界保健機構（WHO）、国連開発計画（UNDP）、国際連合食糧農業機関
（FAO）、国連環境計画（UNEP）、国連人道問題調整部（UN-OCHA）、国連科学委員会
（UNSCEAR）、世界銀行（World Bank）およびベラルーシ、ロシア、ウクライナの協力を受け、国際原
子力機関（IAEA）により発議された．フォーラムは、2002年に国際連合のチェルノブイリ対策の 10 年の
一環として「チェルノブイリ原子力事故の人的影響と復興への指針（Human Consequences of the 
Chernobyl Nuclear Accident）」の発行と同時に活動を開始した．
IAEAは環境影響の総合的評価を行うために専門の科学者を招集し、また、WHOは医療・保健専門家グ
ループを招集し健康への影響及びもっとも影響を受けた三国における医療プログラムの調査を行った．こ
れらの専門家グループはベラルーシ、ロシア、ウクライナにおける、適当な健康・環境に関連する科学的
情報を全て精査した．本書及び上記の専門家グループによってまとめられた二つの報告書に収められてい
る情報は国際原子力機関、世界保健機構、国連科学委員会、その他の権威ある機関によってまとめられ
た．加えて、国連開発計画は著名な経済学者や関連する政策の専門家の研究を参照し上記の国連による調
査を元に、チェルノブイリ事故の社会経済的影響の評価を行った．

序文：チェルノブイリ事故

1986 年 4月 26 日、当時のウクライナ社会主義ソビエト共和国のチェルノブイリ原子力発電所4号機にお
いて原子力発電史上最悪の事故が起こった．原子炉容器の破裂を引き起こした爆発とその後 10 日間に及ん
だ火災は、周辺環境に莫大な量の放射性物質を排出した．

原子炉から立ち上る煙雲により多種にわたる放射性物質が拡散されたが、なかでも、放射性ヨウ素とセシ
ウムの拡散はヨーロッパ広域に及んだ．甲状腺被曝の最大の原因となる放射性ヨウ素 131 は 8 日という短
い半減期をもち、事故後の数週間でほとんどが壊変した．外部・内部被曝両方の原因となる放射性セシウ
ム 137は、30 年というはるかに長い半減期をもち、今なおヨーロッパの多くの地域で土壌や食物から検出
されている（図 1）．

 図 1ヨーロッパ全域のチェルノブイリ事故のによるセシウム 137
 の堆積 (De Cort et al. 1998).



放射性物質の堆積は原子炉周辺のソビエト連邦で広域、現在のベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの地
域で最も顕著であった．

軍隊、電力会社作業員、地元警察官、消防士を含む緊急作業員及び回収作業員は 35万人に及んだと推定さ
れ、彼らは 1986-87年に事故被害の抑制、汚染除去に携わった．そのうちの約24万人は回収作業員で、
発電所から 30キロ圏内の被害軽減作業にあたった．その後、登録作業員は 60 万人にまで増員されたが、
高レベルの放射線に被爆したのは、ほんの一握りであった．

ベラルーシ、ロシア、ウクライナの汚染区域（以上 37kBq m-2 of 137Cs）1に該当する地域には 500 万
人以上の人々が住んでいる．このうちのおよそ 40 万人がより汚染の強い、ソビエト連邦により放射能管理
区域に指定されていた地域に住んでいた（以上 555 kBq m-2 of 137Cs）．そのうち 11 万 6千人は 1986
年の春と夏にチェルノブイリ原発周辺（退避区域）から非汚染区域に退避させられた．その他の 22万人
は、87年以降に移住させられた．

由々しきことだが、事故とその後の放射性物質の拡散に関する信頼性の高い情報は、当時のソビエト連邦
に住んでいた被災者に対して公開されていなかった．この情報伝達の失策と遅延は、後に当局の情報に対
する不信を植え付け、多くの疾病を被爆と結びつける誤解を招いた．

フォーラムの専門家による報告：健康への影響
専門家グループによる報告書はベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの人々への健康被害の総括および事

故による健康への影響について最も重要な五つの質疑に対する解答を提供している．

人々のチェルノブイリ事故の影響による被曝線量はどれ位か

先ず、チェルノブイリ事故によって被爆した人々は三つのカテゴリーに分けられる。
―事故後退避区域に指定されていたチェルノブイリ原発及び周辺地域で作業にあたった緊急作業員及び回収作業員

―汚染区域から退避した住民

―汚染区域から退避しなかった住民

原子炉の現場作業員と事故時・事故後すぐ損壊した原子炉付近にいた緊急作業員を除き、復旧にあたった
作業員や汚染地域の住民の全身被爆量は比較的少なく、事故から２０年の間の蓄積被曝量と同程度であ
る．

最も被曝量が多かったのは緊急作業員及び現場職員、あわせて 1000 人ほどで、事故後数日間のうちに、２
～20Gy の被曝を受け、これは何人かの作業員にとっては致命的であった．ベラルーシ、ロシア、ウクライ
ナ当局（registries）によると、事故後四年間で、短期的に復旧に携わった作業員の被曝量は最大では 500
ｍ Svを超え、平均 100ｍ Sv程であった．

チェルノブイリ事故現場付近から避難した人々の 1986 年春から夏にかけての実効被曝量は平均にして 33
ｍ Svと推定されており、最大では、数百ミリシーベルトに及んだ．

ベラルーシ、ロシア、ウクライナの汚染地域の住民は、放射性ヨウ素による汚染を受けた食物の摂取によ
り、相当量の甲状腺被曝を受けた．被曝量は年齢、ヨウ素 131 による土壌の汚染程度、牛乳の消費量に左

1 ベクレル（Bq）は放射能の一秒間あたりの崩壊数の国際単位



右されるため、かなりのばらつきがあった．報告された個人の甲状腺被曝量は、50 Gy（グレイ）が最高
で、それぞれの地区や年齢に左右されるが、汚染地区で
の平均は、0.03～数Gy であった．プリピヤット市は
チェルノブイリ原子力発電所周辺に位置するが、住人の
甲状腺被曝量は、ヨード安定剤の配布が迅速に行われた
ため、かなり低減された．事故発生後すぐに汚染された
草を食べた牛の乳を摂取したことが、子供達の高い甲状
腺被曝およびその後の多くの甲状腺癌発症の主因とされ
た．
一般市民は、事故後二十年の間に、外因性（地表、土
壌、地中のセシウム１３７等による）および食物・水の
摂取、呼吸により引き起こされる内因性被曝（セシウム
137）にを受けてきた（図２）．

三国の汚染地区の一般住民が 1986-2005年の間に浴びてきた実効線量の平均的な値は、10-30ｍ Svと推
定された．規制された放射線管理区域ではおよそ 50ｍ Svかそれ以上とされている．住民の中には、数百
ミリシーベルトの被曝を受けた人もいる．注目すべきはチェルノブイリ事故による放射性降下物によって
汚染された区域の住民の被曝量の平均は、一般的に、インド、イラン、ブラジル、中国などの自然バック
グラウンド放射線量の高い区域（20 年間の累積が 100-200ｍ Svに及ぶ）よりも低いと言うことである．
三国の汚染区域に住むほとんどの住民がチェルノブイリの降下物から受ける年間の実効線量、すなわち
バックグラウンド放射線量に加わる線量は 1ミリシーベルト以下である．しかし、より汚染が強い地域に
住む 10 万人の住民は、1ミリシーベルト以上の被曝を残存している降下物から受けている．今後の被曝レ

電離放射線被曝

電離放射線（アルファ、ベータ、ガンマ、等）が生体に作用することにより、人の細胞へ損傷を与
え、細胞に死や変異をもたらす．電離放射線への暴露は単位質量あたりのエネルギー吸収量によって測定
される（吸収線量）．吸収線量の単位はグレイ（Gy）で、これは、キログラム当たりのジュールであ
る．1Gy を超える放射線量が人体に取り込まれた場合、チェルノブイリの緊急作業員に見られたような、
急性放射線症候群を起こすことがある．

チェルノブイリ事故の際、（人体の）多くの臓器や組織が被曝したため、放射線の組み合わせなどに
よって割り出される総合的な健康リスクを示す実効線量がもう一つの概念として使われるようになった．
実効線量は、エネルギー吸収量、放射線の種類、様々な臓器や組織の放射線に対する感受性、すなわち、
放射線による癌の発達や遺伝子への影響が出やすいかどうかを加味したものである．さらに、外部・内部
被曝、均一・不均一被曝に対しても適用される．実効線量の単位はシーベルトである．1 シーベルトは、
相当量の被曝になるため通常はミリシーベルト（mSv）の単位が用いられる．

生体は宇宙線や宇宙線生成核種、40Kや２３８U ２３２ Th といった地表にある放射性核種を含む自
然界から放出される電離放射線に絶え間なく曝されている．UNSCEARは自然界から受ける被曝の世界平
均を 2.4mSv、一般的な幅を 1～１０ｍ Svと推定している．生涯の被曝量は、すなわち、100～700mSv
になる．この自然界からくる年間数ミリシーベルトと同程度であれば人体の放射線被曝量は比較的低いレ
ベルのものである．

 図 2環境から排出される放射性物質の人への暴露の経路



ベルの低減は遅い（毎年 2-3％）と考えられるが、これからの被曝線量は比較的少なく、これまでの被曝が
事故を原因とする被曝量のほとんどである．
最も影響を受けた三国の住民の個人の被曝量および被曝人口集団の総線量に関しするチェルノブイリ
フォーラムの評価は、UNSCEAR2000 の報告と同様である．

カテゴリー 人口総数 平均被曝量（mSv）

Liquidator　緊急・復旧作業員
(1986-1986) 

600,000 ~100

高度に汚染された地域　(1986) 116,000 33

制限区域内住民 　(1986-2005) 270,000 >50

その他の汚染区域　(1986-
2005)

5,000,000 10-20

事故の影響による今までの死亡者数、また、この先のどれくらいの数の人が亡くなる事が見込みまれるか

チェルノブイリ事故による死者の数は、一般市民、科学者、マスメディアそして政治家が最も興味を抱く
ところである．1 万や 10 万という死者の数も持ち出されている．しかし、これらの数は極端に誇張されて
いる．チェルノブイリの影響による死亡者数についての混乱は 1986 年以降に数千もの緊急作業員、復旧作
業員および汚染地区の住民が放射線とは関係のない他の様々な原因によって亡くなったためである．健康
被害の予測が先走り多くの健康のトラブルを被曝と関連づける傾向が、地域住民のチェルノブイリ事故に
よる死亡者数がもっと多いはずであるという推測につながった．

急性放射線症候群 による死亡者数

事故後の最初の一年間の急性放射線症候群による死者数は裏付けが明確である．UNSCEAR（2000）によ
れば、急性放射線症候群 は 134人の作業員にみられた．多くのケースでは、重度のベータ線熱傷や敗血症
の合併症を起こしていた．これらの作業員の中で 28 人が 1986 年に急性放射線症候群により死亡した．そ
の他に２人が放射線とは関係のないけがにより四号機で命を落とした．また、もうひとりは冠状動脈血栓
症により死亡したと考えられている．さらに 19 名が 1987～2004の間に様々な原因で亡くなっている
が、これらは、必ずしも放射線被曝によるものではない（少なくともその内の数事例は確実に無関係であ
ると考えられる）．チェルノブイリの放射性降下物によって被曝した一般市民の被曝線量は比較的少な
く、急性放射線症を引き起こしたり、それによって死亡する事例もなかった．

癌死亡者数

チェルノブイリ事故による放射線被曝を原因とする癌死亡者数を正確にはかることは不可能である．と言
うのも、今のところ放射線被曝によって引き起こされた癌と他の原因により発症した癌とを区別すること
は出来ない．国際的な専門家グループが健康への影響のおおよその予測を立て、今後の公的保健資源の分
配計画作成の補助を行ってきた．これらの予測は、広島や長崎の被爆生存者などの放射線被曝人口につい
ての数十年にわたる研究の経験に基づいている．しかしながら、遺伝、生活条件、環境背景など、異なる
条件に基づくリスク予測の適用性（有効性）は明確ではない．さらには、低レベルの被曝によるリスクの



前提の小さな差が、癌増加予測としては大きな違いになりうるため、自然バックグラウンド線量に加わる
被曝量が小さい場合は細心の注意を払ってその影響を見積もらなければいけない．

この国際専門家グループは Liquidator（1986-87に除染・復旧などにあたった作業員）、避難民、最も汚
染が激しい地区の住民 60 万人の中で、被曝の影響による癌死亡率の増加は、数パーセントとされている．
これは、（60 万人あたり）他の原因による癌死亡者の約１０万人に加え事故による被曝が原因の 4千人が
癌死亡者として上乗せされることになる．その他の汚染区域に住む 500 万の市民は、被曝量がかなり低く
なり、不確かなではあるが、1％以下の癌死亡者の増加と予想されている．

もともとばらつきのある癌死亡率を扱う場合、現在の疫学的調査方法でこのような増加を正確にはかるこ
とは困難である．これまでの研究では、三国の汚染地区の住民の疫学的調査では、放射線の影響による死
亡率の変動、特に白血病、甲状腺癌以外の固形癌および癌以外の疾病の増加は明確ではなく、確固たる根
拠も存在しない．
しかしながら、1992-2002年の間に、事故当時、小児もしくは思春期にあった人の中で、直接診断を受け
た甲状腺癌のケースは 4000以上にのぼり、そのうち 15名の甲状腺癌の進行と関連した形での死亡
が、2002年までに報告されている．
また、ロシアの緊急・復旧作業員の間では致命的な白血病、固形癌、循環系疾患の増加が報告されてい
る．ロシア当局によると、1991～1998 年の 61,000 人の作業員群（平均被曝量 107ｍ Sv）では死亡者の
5％の死因は放射線への暴露が原因とされている．ただこれらの調査結果は仮のものであり、より良い個別
の被曝量の再構築の基づく調査設計により、立証される必要がある．

どのような病気が事故による放射線被曝によって引き起こされたか、また予想されるか

小児の甲状腺癌

チェルノブイリ事故によって放出された主な放射性核種の一つヨウ素 131 は事故後最初の数ヶ月の間、非
常に大きな影響を与えた．甲状腺は通常の新陳代謝の血流過程でヨウ素を溜め込む．つまり、降下物に含
まれていた放射性ヨウ素が呼吸や食物、特に牛乳の摂取を通して、地域住民の著しい甲状腺被曝を招い
た．甲状腺は、放射線に起因する癌の発症を最も起こしやすい器官である．また、後に、事故当時まだ子
供だった人々の間で多くの
甲状腺癌の発生が確認され
たことから子供が最も脆弱
な人口群であることが分
かった．
1992～2002年の間、ベラ
ルーシ、ロシア、ウクライ
ナの三国では 4000以上の
甲状腺癌のケースが、事故
当時子供か成長期にあった
（0-18歳）人々に確認さ
れ、中でも当時 0～14歳
だったグループが最も影響
を受けた（図 3）．

　　  図 3ヨウ素 131に被曝した人口における甲状腺癌発症率の推移　(after Jacob et al., 2005).



これらのほとんどのケースに治療が施され、命には別状がなく良好な予後を見せている．若年層における甲
状腺癌は非常に珍しく、また、疫学的研究に基づき危険性が予測されるレベルの被曝人口が多いことから
も、これらの甲状腺癌のほとんどが事故による被曝が原因であると考えられる．チェルノブイリ事故での被
曝によって引き起こされる甲状腺癌は今後も増加が見込まれるが、長期的な危険性の評価は定量化が困難で
ある．
国家当局によって行われた早期の被曝軽減対策は事故による健康被害を最小限に抑える役目を果たしたと
考えられる．事故後 6～30 時間以内に安定ヨウ素剤の摂取がプリピャチの住民の甲状腺被曝量を約６分の
1 に抑えた．プリピャチはチェルノブイリ原子力発電所周辺の最も大きな街で、およそ 5万人の住民が事故
後 40 時間以内に退避した．ウクライナとベラルーシの最も汚染が激しかった地区からは、10 万人以上の
住民が事故後数週間以内に退避した．こうした事故後にとられた対策が、被曝量及び放射線による健康被
害を低減させた．

白血病、固形癌、循環系疾病

原爆被爆生存者、放射線治療患者、職業上被爆をする医療や原子力産業従事者を対象とした研究を含むを
多くの疫学的研究により、電離放射線が固形癌や白血病（慢性リンパ性白血病を除く1）を引き起こすこと
が分かった．最近の研究結果では、放射線被曝量の多い人々は循環系疾病のリスクが高まることが示唆さ
れている（被爆生存者や放射線治療患者）．
つまり、チェルノブイリ事故による被曝と関連した白血病の増加が予測される．しかしながら、大多数の
（比較的少ない）被曝量を考えると一般市民を研究対象にした場合、統計的には増加は明確にはあらわれ
ないと考えられる．ただし、より被曝線量の多かった緊急・復旧作業員では、増加が検知される可能性は
ある．事実、直近の研究では、150ｍGy以上の外部被曝を受けたロシアの緊急・復旧作業員の間では、慢
性リンパ性白血病ではない白血病が２倍増加したと報告されている．現在行われている作業員の追跡研究
により、白血病リスクの増加のより正確な解明が見込まれる．しかしながら、被曝後数十年が経過する
と、放射線に依って引き起こされる白血病リスクは低減するため、時間経過とともに疾病率、死亡率への
影響も小さくなると考えられる．
チェルノブイリ事故後の汚染区域の住民を対象とした白血病や癌疾病率については数多くの調査が行われて
きた．多くの研究は方法の限界により統計的な検出力に欠ける．そのため、現時点では白血病や甲状腺癌を
除く癌発症率の上昇が汚染地域の住民（胎児〜成人）にみられるという証拠は提示されていない．とは言
え、ほとんどの固形癌の潜伏期間（腫瘍潜伏期）は白血病や甲状腺癌よりも 10 年から 15年長いと考えら
れており、事故で放出された放射能の影響を断定するには時期尚早である．被曝量の高かったチェルノブイ
リの作業員については医療処置や毎年の健康診断が継続されるべきである．
甲状腺癌以外の癌リスクの増加が明確に示されていないということは、実際にそのような増加がなかった
ことを証明するわけではない．しかしながら、個々の推定被曝量をもとにした大規模な疫学研究なくして
そのようなリスク増加を特定することはほぼ不可能である．被曝量が少ない場合のリスク評価モデルにお
いては対象者が多いため、小さな差が癌疾病の増加予測に著明な影響を及ぼす．
ロシアの（元）緊急・復旧作業員の循環系疾病率および死亡率の増加が報告されている．ただし、循環系
の疾病については、ストレスやライフスタイルといった間接的な影響により複雑化されるため特に特に慎
重な解釈が必要である．これらの研究発表もより正確な研究設計の下で詳しくに検証されるべきである．

1 慢性リンパ性白血病（CCL）は放射線被曝によって引き起こされるものではないと考えられている．



白内障

子供と作業員の眼科検診により、チェルノブイリ事故によるの放射線被曝が原因で白内障が引き起こされ
ることが明らかになった．緊急・復旧作業員の調査（診断）で得られたデータによると被曝線量が 250ｍ
Gy であっても白内障誘発性があるとされている．
被曝した市民の追跡調査は、放射線白内障の発現予測を可能にし、どのような視覚障害が起こり易いかし
んだんするのに必要なデータ提供がされるという点でも大変重要である．

遺伝的、生殖的影響の今までとこれから

チェルノブイリ事故による一般市民の被曝量は比較的少ないため、被曝による直接的な影響による生殖能
力の減退は男女問わず立証されておらず、その可能性もないに等しい．（周辺地域の一般市民の）これら
の被曝量では死産、妊娠への悪影響や出産時の問題の数、あるいは、生まれてくる子供の健康への影響が
あるとは考えにくい．
汚染区域で子供を育てることへの危険性の懸念（この事は、非常に高い堕胎率によって明確ではなくなっ
たが）や事実多くの若者がこの地域を離れたことにより、放射線汚染を受けた地域では出生率は低くなる
ことが予想される．UNSCEARの低リスク係数に基づく予測や他のチェルノブイリ事故による健康被害の
研究調査でも低量の被曝では、遺伝的影響はないとされている．2000 年以降もこの結論を覆すような証拠
は得られていない．1986
年以降、先天性の奇形が少
量だが着実な増加がベラ
ルーシの汚染地区と非汚染
地区両方で見られる（表
4）．これは、放射線の影
響ではなく、出生届が増加
したことによると考えられ
る．

チェルノブイリの事故は、緊急移住により多くの人に心的外傷を与え人々の社会的関係を崩壊させ、健康
被害に対する危惧や不安を招いた．精神的問題は今なお引きずられているか

いかなる（心的）外傷性の事象もストレス症候群、鬱、不安神経症（心的外傷後ストレス症候群を含
む）、医学的に原因が特定できない身体的症状を引き起こしうる．このような症状は、チェルノブイリ事
故経験者にもみられる．三つの研究によると、事故によって被曝した人口の不安レベルは、対照群に対し
て 2倍で、原因不明の不調や主観的不健康状態の報告は対照群の 3-4倍にのぼる．
一般的にはチェルノブイリ被爆者の精神的影響は被爆生存者やスリーマイル島（事故時）の近隣住民、ま
た、業務上や周辺環境の毒物暴露経験者のそれと類似しているが、チェルノブイリ事故の背景、様々な複
雑なストレス要因や文化特有の災難や苦悩の表現方法（対処法）などが研究結果の解釈をより困難にして
いる．
加えて、影響を受けた人々は、公式に「被災者」と分類され、俗に「チェルノブイリ事故被害者」
（Chernobyl Victims）呼ばれるようになりメディアもこの呼び名に倣った．この分類は避難住民や汚染地
域の住民に対する政府による特定の保障を定めるだけでなく、彼ら自身が宿命的に障害者であると考える

    図 4　ベラルーシの高放射能汚染、邸放射能汚染 4州における先天性奇形児の出生率　(Lasyuk et al., 1999)



ように仕向けてたといえる．人々は知覚や認識によって、それがたとえ正しくなくとも、つまり、思い込
みによって、感じ方や行動が規制されるということはよく知られている．つまり、彼ら自身が、自分たち
を生存者と認識するよりも、無力で、自分たちの未来をコントロールできない弱者と考えるようになった
のである．
リスクコミュニケーションや、市民及び主要な専門家へ災害の身体的心理的健康の影響に関する正確な情
報の提供といった取り組みが行われなくてはいけない．

フォーラムの専門家グループによる報告：環境への影響

専門家の環境への影響による報告は、放射性物質の放出や沈着、放射性核種の移動と有機的蓄積サイク
ル、対策、放射線の動植物への影響、およびチェルノブイリの退避区域内の建て屋と放射性廃棄物の解体
と処理を取り上げている．

放射性物質の放出と沈着

4月 26 日のチェルノブイリ原子炉の 4号機爆発から 10 日間、多くの放射性核種が放出された．放出され
たのは放射性ガス、、高濃度のエアロゾルそして多くの核燃料の粒子である．放出された放射性物質の総
量は、約 14EBq51で 1.8EBq のヨウ素 131、0.085EBq のセシウム 137、0.01EBq のストロンチウム
90、そして、0.003EBq のプルトニウム放射性同位体が含まれていた．放出の約半分が希ガスであっ
た．37kBq/m2を超えるセシウム 137はヨーロッパの 20 万平方キロメートルの地域にまで及んだ．

最も影響を受けたベラルーシ、ウクライナ、ロシアの三ヶ国がそのうちの 70％以上の地域を占める．汚染
された大気通過時に降雨のあった地域が高濃度を示したことなどから、沈着量についても偏りがある．ほ
とんどのストロンチウムとプルトニウム同位体はその粒子の大きさのため、原子炉から 100キロ圏内に堆
積した．

影響の大きい放射性核種の多くは半減期が短い．その為事故によって放出されたほとんどの放射性核種は
すでに崩壊した．放射性ヨウ素の放出は事故直後の大きな懸念事項となった．これからの数十年では、セ
シウム 137が継続して最も重要となり、次いでストロンチウム 90 も注視されなくてはならない．数百年
数千年という長期間にわたってプルトニウム同位体とアメリシウム241 は残存するが、放射線量･率として
はそれ程重大ではない．

郊外の汚染の範囲

郊外の放射性核種の沈着は、芝地、公園、道路、町の広場、ビルの屋上や壁といったひらけた場所で最も顕

著で、湿った条件下では平らな地表、農地や芝地での沈着量が多かった．屋根などに沈着していた放射性物

質が、雨によって流され家屋周辺でセシウム 137の濃縮が見られた．

チェルノブイリから最も近い街プリピャトの郊外及び周辺地域の沈着量は相当量の外部被曝を及ぼす危険性

があった．しかし、これは迅速な退避によって避けられた．その他の地区における放射性物質の沈着は数年

間にわたり様々なレベルの放射線被曝を招き、低レベルになったもののその影響は今日にも及んでいる．
風、雨、そして交通や道路洗浄などの人々の活動によって、住居およびレクリエーション地区の地表の汚
染は 1986 年から数年の間に大幅に改善された．この結果の一つとして二次的な汚染が下水システムや汚泥
貯留システムにあらわれた．

1　1EBq＝10の 18乗 Bq（ベクレル）



現在では、チェルノブイリ事故による放射能汚染を受けたほとんどの集落において大気中線量率は事故前
のバックグラウンドレベルに戻っている．しかしながら、浄化が行われていない庭や土壌や公園の付近で
は空中線量率は依然として高く三ヶ国には未だにそのような地域が残されている．

農地の汚染

事故後数ヶ月間、農作物および草食動物の放射線のレベルは地表の放射性核種の沈着により非常に高く
なっていた．放射性ヨウ素の蓄積が目下の懸念であった、しかしこの問題は最も重要視される同位体ヨウ
素 131 の半減期が短いため事故後の最初の数ヶ月間に限定されたものであった．

放射性ヨウ素は直ちに牛の乳に取り込まれ、それを消費した人々、特に三ヶ国の子供達の重大な甲状腺被
曝を引き起こした．放射性ヨウ素レベルの上昇はヨーロッパのその他の地域では南部、つまり、既に家畜
が放牧されている地域で見られた．

初期の直接の蓄積期間の後は植物によって土壌から吸い上げられる放射性核種が問題視されるようになっ
た．ここで最も問題となった核種はセシウム放射性同位体（セシウム 137とセシウム 134）で、セシウム
134（半減期2.1 年）の崩壊後の 1990 年代半ばに至っても、汚染地域で収穫された農作物のセシウム 137
の値は基準値を超えていた．さらに、原子炉に近い区域ではストロンチウム 90 も問題になったが、距離が
離れた地区では沈着量は少なかった．その他の核種、例えば、プルトニウム同位体やアメリシウム241 な
どの放射性核種は農業への影響を及ぼさなかった、これは、沈着が少なかったか、あるいは、土壌中に植
物が根から吸い上げやすいかたちではなかったためだろう．

一般的に、事故後数年で小農制度の農作物や家畜による放射性核種の取り込みは、風化作用、崩壊、放射
性核種の地中への下降、生体への利用性の低下、除染対策により大幅に減った（図5）．しかしながら、こ
こ 10 年では、毎年 3-7％と減少率にとどまっている．

 図 5 ○　リウネ（ウクライナ）の私営牧場（◆）と集団農場（ ）で生産された牛乳に含まれるセシウム 137の放射能濃度の
推移と暫定許可レベル。



食物の放射性セシウム含有量は、沈着レベルだけではなくエコシステムや土壌の種類、実際の生産過程で
の管理などにも左右された．影響を受けた地域で、有機物含有量が多い土壌での大規模農業や、肥料が与
えられず耕されていない牧場で放牧を行っているところでは、今なお問題が残されている．これは特に旧
ソ連の自給自足をしている農村住民の間で問題である．

長期的には、牛乳や肉に取り込まれたのセシウム 137、それよりも影響はやや少ないが、植物性食物や穀
物に含まれるセシウム 137が人の内部被曝の最大の原因である．セシウム 137の放射能濃度はこの十年で
はあまり減少していないため、今後数十年にわたり内部被曝の問題を及ぼし続ける．その他の長寿命のス
トロンチウム 90、プルトニウム同位体、アメリシウム241 といった放射性核種は人への内部被曝という点
では、それ程問題にならないだろう．

現在、チェルノブイリ事故の際に放出された放射性降下物の影響を受けた地区で収穫された農作物のセシ
ウム 137の放射能濃度は一般に国あるいは国際的に定められた基準値を下回っている．しかしながら一部
の地域（ベラルーシのホメリやマヒリョウの一部、ロシアのブリャンスク地区）では、放射性核種による
汚染レベルが高く、また痩せた土壌のため、法定基準である 100Bq/kg の放射能濃度を超える牛乳が生産
されている．これらの地域では、除染対策などの処置が保証される．

森林汚染

事故後、森林や山岳部の動植物に特に高レベルの放射性セシウムの吸収が確認され、中でも山菜に取り込
まれたセシウム 137は最も高いレベルであった．この原因は、森林のエコシステムの放射性セシウムをリ
サイクルし続ける仕組みにある．

特に高いレベルのセシウム 137の放射能濃度がキノコ類、漿果類や鳥獣類の肉から検出されており、これ
らの高レベルの汚染は 20 年間続いている．つまり、農作物を介した人の被曝量は一般に下がってきている
が、森で採れる食べ物に関しては、いくつかの国では未だ基準レベルを超えている．ベラルーシ、ロシ
ア、ウクライナのいくつかの地域では、森林で採取された食べ物の消費がセシウム 137による内部被曝の
主原因となっている．これはこの先数十年続くと考えられる．

これらのことから、放射性降下物の影響を受けた国では、森林（で採取されたもの）が人々の被曝の一因
となることが時間を経て認識されるようになった．山菜などの森の収穫物に取り込まれるセシウム 137は
主に土壌中での下降と崩壊によってゆっくりと減少するだけである．地衣類からトナカイへ、トナカイ
（の肉）から人という経路で放射性セシウムが取り込まれることは、チェルノブイリ事故後ヨーロッパの
北極圏及び亜北極圏で再確認された．チェルノブイリ事故の結果、フィンランド、ノルウェイ、ロシア、
スウェーデンでセシウム 137によるトナカイの肉の高度の放射能汚染を引き起こした．

水界生態系汚染

チェルノブイリ事故により放出された放射性物質はチェルノブイリ付近及びその他、ヨーロッパ広域で地
上水汚染を招いた．初期の汚染は主に、河川や湖の表面に直接降下した放射線核種（主にヨウ素 131）が
原因であった．事故後数週間はキエフ貯水池から供給される飲料水の放射能汚染が激しく特に問題視され
た．
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放射性物質の降下の後数週間で、希釈、崩壊や河川流域の土壌により吸収されることで水中の放射能レベ
ルは急速に下がった．その一方で、河床堆積物は放射能の吹き溜まりとなり長期的な問題となっている．

放射性ヨウ素の魚への影響は非常に早かったが、崩壊による放射能レベルの低下も早かった．水系食物連
鎖による放射性セシウムの生体蓄積は、多くの周辺地域、さらに、距離の離れたスカンジナビアやドイツ
のいくつかの湖においても、魚の高い放射能汚染をもたらした．ストロンチウム 90 は降下量が少なかった
ことと実際に食べられる肉の部位ではなく骨に蓄積されるため、放射性セシウムに比べ人の被曝という点
では問題にならなかった．

長期的には、長寿命のセシウム 137やストロンチウム 90 の土壌からの二次的な流出が起こり、軽度には
なったものの現在まで続いている．現在では、地上水と魚の放射能濃度は下がっている（図 6）．そのた
め、灌漑などに地上水を使うことは問題ないとされている．

図6　非捕食性のブリーム（左図）と捕食性キタカワマス（右図）のセシウム137の放射能濃度の平均（UHMI　2004）

セシウム 137とストロンチウム 90 の放射線レベルは河川や開けた湖や貯水池では低いが、ベラルーシ、
ロシア、ウクライナのいくつかの閉鎖湖では水や魚のセシウム 137による汚染は今後数十年続く．例え
ば、ロシアのコジャノフスコエ湖（Kozhanovskoe）周辺住民によるセシウム 137の摂取は、そのほとん
どが魚類によるものである．

黒海とバルト海はチェルノブイリとの距離が離れていたため、また、構造的に希釈が促進されるため、海
水中の放射能濃度は、真水のそれと比べ大幅に低かった．水中の放射性核種のレベルが低く、海洋生物相
での放射性セシウムの生物濃縮が低いため、海産魚に含まれるセシウム 137は懸念の対象にはならない．

どのような環境対策、除染処置が行われたか？

ソビエト連邦、その後、独立国家共同体（CIS）当局は、環境への悪影響を軽減するべく、短期・長期の環
境対策を行った．対策には莫大な、人的、経済的、そして科学的資源が投入された．

チェルノブイリ事故後、最初の１年間におけるソビエト連邦内の集落における除染措置は実施前に適切な
復旧評価が行われた場合に限り、外部被曝低減の成果をあげた．ただし、同時に汚染除去の際に集められ
た大量の低レベルの放射性廃棄物が問題になった．除染が行われた土地ではその後周辺地域から（飛散や
流入から）の二次汚染は観測されていない．

最も効果を示した農業対策は、汚染された牧草を家畜の飼料から取り除いたことと、放射線のモニタリン
グデータに基づいた牛乳の廃棄であった．汚染を受けた国でも家畜に汚染されていない飼料を与えた例も
ある．しかし、事故の影響と必要な対策についての情報提供が遅れたため、特に個人農家では牛乳による
放射性ヨウ素の経口被曝に対する認識が不十分であった．



長期的に最も問題となっているの
は牛乳と肉の放射性セシウム汚染
である．ソビエト連邦、そして後
の、独立国家共同体となった国々
では、飼料を育てるために使用さ
れる土壌の汚染除去、汚染されて
いない飼料の提供と、ペルシャン
ブルーといった放射性セシウム結
合材の使用（図7）によりほとん
どの牧畜の継続が可能になり、被
曝線量の減少にもつながった．

汚染を受けた独立国家共同体における農業対策の実施は、経済的（財政）事情により 1990 年代半ばに大幅
に減った（ベラルーシでは減少規模が比較的小さい）．程なく、このことが植物や畜産物の放射性核種含
有量の増加をもたらした．

西ヨーロッパでは大規模農業において放射性セシウムが高濃度かつ長期にわたり動植物により取り込まれ
ていたため、現在でも高地や森林の畜産物への様々な対策が行われている．

ソビエト連邦及びその後の独立国家共同体やスカンジナビアで定められた以下の森林に関連する制限が汚
染された森林地区での居住や森林資源の使用による被曝を低減させた．

―外部被曝対策として、市民と労働者の森林への立ち入りが制限された

―市民による森林での猟鳥や漿果類やキノコ類の採取を制限し、内部被曝を抑えた．独立国家共同体に含まれる多く

の地域ではキノコ類は食生活の重要な一部であるため、この規制は特に重要であった

―暖をとり灰を肥料にすることによる屋内や庭での被曝を抑えるため市民による薪の採取の制限をした

―放射性セシウムのレベルが高い期間、肉の摂取を避けるため、狩猟習慣の変更・調整を行った

事故後数ヶ月、数年にわたり、放射能の汚染土壌から水系システムへの流出を防ぐために講じられた数々
の対策は一般に効果がなく、費用が高かった．最も効果が高かった対策は、早期の飲料水の制限と代替物
の提供であった．淡水魚の消費に対する制限はスカンジナビアやドイツでは効果的だったが、ベラルー
シ、ロシア、ウクライナではそのような制限が常に守られていたわけではない．

放射線は動植物にどのような影響を与えたか？

事故によって放出された放射性核種から出る照射は被曝量の高い、原子炉から３０キロ以内の距離に位置
する地区では動植物に様々な急性作用を与えた．退避区域外では植物や動物の急性の放射線の影響は報告
されていない．

―針葉樹、土壌無脊椎動物、ほ乳類の死亡率の上昇

―動植物の生殖不全（死産を含む）

事故後一ヶ月間の累積線量が 0.3Gy以下の場合、動植物への有害影響は報告されてない．

 図 7　ペルシャンブルーの使用量の推移（IAEA）
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放射性核種の崩壊や移動により被曝線量も自然に低下したことから、生物集団も急性の放射性作用から回
復した．事故後の次の生育期を迎えると、生殖と近隣の影響が小さい地域からの移動により集団における
生存能力は著しく回復した．動植物の重大な有害影響からの回復には 2～3年が必要であった．

退避区域では事故後数年間、放射線の遺伝的影響が動植物の体細胞と胚細胞にみられた．退避区域内・外
で放射能による異なる細胞遺伝学的異常が動植物の実験的調査によって明らかになっている．しかし、報
告されている体細胞の細胞遺伝学的異常が生体に有害な影響をもたらすかどうかは定かでない．

退避区域の汚染された生態系の回復は農業や工業といっ
た人々の営みが排除されたことによって促進された．結
果として、動植物の人口は拡大し、現在の環境が退避区
域の生物相に好影響を与えている．皮肉なことに、退避
区域は生物多様性の聖域と化している．

図8　チェルノブイリの退避区域で観測されたオジロワシの雛.

　　　1986年以前はこれらの捕食鳥はこの地域ではほとんど見ら

　　　れなかった.（写真提供：Sergey Gaschak　2004）

シェルター（石棺）の解体と放射性廃棄物管理の環境的側面

事故に依るチェルノブイリ４号炉の崩壊は、多くの放射性物質を放出し、炉内、発電所内そして周辺に大
量の放射性廃棄物を残した．1986 年の５月から１１月にかけて建設されたシェルターは崩壊した原子炉の
格納を目的とし、発電所現場での放射線レベルを低減し、放射性核種の発電所外へのさらなる飛散を防い
だ．

シェルターは作業員への放射線照射が激しい状況の中、短期間で建設された．建設期間の短縮によりシェ
ルターは不完全なものになり、また、損壊した４号炉の構造に関する安全性の十分なデータも得られな
かった．加えて、シェルターの構造物は建設されてから 20 年間で湿気により浸食された．シェルターの抱
える主なリスクは上部構造の崩壊で、これが起これば放射性の塵が環境に放出される．

シェルターの崩壊を避けるため構造の補強策が計画されている．加えて、１００年の耐用年数を持つとさ
れる新シェルター（NSC）も現存のシェルターの外側を覆うものとして計画されている（図９）． NSCは
現在のシェルターの解体、４号機の燃料を含む核廃棄物（FCM）の除去、そしていずれは廃炉を可能にす
ると期待されている．

復旧活動にあたり、発電所現場と周辺地域で大量の放射性廃棄物が排出されたが、これらは暫時的に地表
に近い廃棄物貯蔵・処理施設に置かれた．1986−７年にかけて、退避区域内の原子炉から 0.5〜15km に
放射性ちりの飛散と放射線レベルの低減、4号炉および周辺での労働環境改善のためトレンチと埋め立て施
設が建設された．しかし、これらの施設は適切な設計計画や人工(工学)バリア抜きで設置され、現行の廃棄
安全基準を満たしていない．

事故後数年間の間に、体系だった分析と放射性廃棄物の管理の為の方策の模索に多くの資源が投入され
た．しかし、今日に至るまで、満足のいくチェルノブイリ原子力発電所と退避区域における放射性廃棄物
管理の方策は展開されていない．



ウクライナではNSCの建設、シェルターの解
体、FCM（核燃料含有物質）の除去、そして 4号炉の
廃炉の際に更なる放射性廃棄物の排出が予想される．
これらついても適当に処理されなくてはならない．

図9　チェルノブイリの原子炉を覆う新たに予定されている建て屋

チェルノブイリの退避区域のこれから

ウクライナの退避区域の長期的な開発の全体像は、影
響を受けた地区の復旧、退避区域の再定義、そして比較的影響の少なかった地域を市民の限定的な使用の
為に解放することである．これには、特定の地域で行われる活動の実態に対して適当に定められた行政管
理が行われる必要がある．放射能の影響から農作物の生産や牛の放牧が規制され、汚染されていない飼料
の提供が必要とされる地域もあるだろう．このような事情から、再居住（が許可される）地区では農業よ
りも工業使用が推奨される．

退避区域の今後百年以上の展望は以下の活動との関連が予測される

—NSCの建設と運営および関連するインフラストラクチャーの整備

—１〜３号炉の核燃料の抜き出し、閉鎖、そして解体（シェルターを含む）

—放射性廃棄物の管理・処理施設、特に、長寿命の高濃度放射性廃棄物処理に必要な深地層処分場の設立

—人の居住が出来ない地域での自然保護地区の制定

—環境モニタリングや研究活動の継続・維持

チェルノブイリ事故の社会経済的コスト

チェルノブイリ事故の経済的コスト

チェルノブイリ原発事故の直接の影響およびその対策はソビエト連邦及びその後のベラルーシ、ロシア、
ウクライナの三ヶ国にとって大きな負担となった．これらの三ヶ国が最も大きなの被害を受けたが、ソビ
エト連邦の国境を超え広く拡散した放射能は、スカンジナビアなどの地域にも長期にわたり経済的損失を
及ぼした．
事故時に自由競争市場が存在しなかったこと、ソビエト連邦崩壊後の移行期間中はインフレーションが起
こり為替レートが安定しなかったことから、チェルノブイリ原発事故のコストは推定として算出されざる
を得ない．いずれにしても、1990 年代に事故後２０余年を見据えた数々の政府の推定でも被害の規模は数
千億ドルに上ると見積もられている

1
．この負担の規模は直接および間接的なコストが広範囲に及ぶことか

らも明らかである．

—事故による直接の損失

1 例えば、ベラルーシは３０年以上に及ぶ損失を 2350億ドルと試算している．



支出費目：

・炉の封じ込め及び退避区域における影響緩和のための活動

・住民の移住、新たな住居の建設、及び関連するインフラストラクチャーの整備

・被災者に対する社会保障と健康保健

・環境、健康、食物汚染に関する調査

・環境中の放射線モニタリング

・集落の放射生態学的な改善と放射性廃棄物の処理

―農地や森林が使用できなくなったことによる費用、農業、工業施設の閉鎖に関連する間接的な損害

―チェルノブイリの原子力発電所から来る電力の喪失及びベラルーシの原子力発電プログラム撤廃を補填
するために必要なエネルギーにかかるコストを含む機会費用

事故処理の費用は国家財政に重くのしかかった．ウクライナでは、未だに毎年の政府の支出の 5-7％がチェ
ルノブイリの事故に関連する保証や活動に充てられている．ベラルーシでは、チェルノブイリに関連する
政府の支出が 1991 年で 22.3％、減少した 2002年時点でも 6.1％に及び、1991～2003年のチェルノブ
イリ対策関連支出は 130億ドルを超えると推定されている．

この膨大な支出は特にベラルーシとウクライナに耐久不可能な財政負担を強いてきた．大きな資本を必要
とする移住プログラムは縮小、もしくは、完了したが、今でも三ヶ国で総勢 700 万人に社会保障を提供し
ている．

限られた資源の中で、政府は社会経済的弱者の救済に目を向け支援対象を明確にしチェルノブイリ復興計
画の合理化をはからなくてはいけない．

チェルノブイリ事故の地域経済への主な影響

影響を受けた地区の大半が農村地帯である．事故以前の主な収入源は農業で、給料の支払いや多くの社会
保障が受けられる大規模集団農業（ソビエト連邦時代）、自給と地元販売のために個人で営む小区画の農
地の両方の形態で行われていた．製造業は食品加工と材木など単純なものが主であった．この形態は事故
後もほぼ同じだが、三ヶ国は集団農業に対し異なるアプローチをとった．

農業が事故による影響を最も強く受けた．三ヶ国で 784,320ヘクタールの農業地が使用できなくな
り、694,200ヘクタールの森林で木材生産が停止された．農業生産の規制は食料や他の生産物の市場も麻
痺させた．復旧（除染）の努力により汚染されていない食料の生産が可能な地域は多かったが、肥料や添
加物、及び特別な耕作プロセスにコストがかかる．除染により、農業が安全に行える地域でもチェルノブ
イリの烙印によって消費者は影響を受けた地域の生産物の購入を控えた．多くの地域で主幹産業である食
品加工はこの問題により大きな打撃を受けた．農業活動からの収入は落ち込み、その他の生産業も減退
し、閉鎖に追い込まれた施設もあった．ベラルーシでは、最も肥沃な耕地で生産活動が行えなくなったと
ころもあり、農業への影響が経済全体に影響した．

政府方針は市民の（移住や農業生産活動の規制により）放射線被曝を抑えることを主眼に置いていたた
め、汚染された地区、特に農村部では経済への負の影響が避けられなかった．しかしながら、この地域で



は 1990 年代に放射線とは全く別の原因で経済的混乱があったことも忘れてはならない．貿易の中断、ソビ
エト崩壊、市場経済の導入、長期にわたる景気後退傾向、そして 1998 年のロシアのルーブル危機等があい
まりは生活水準の低下を引き起こした．農業地区は放射性核種による汚染の有無にかかわらず、これらの
危機に対して脆弱であったがチェルノブイリの影響を受けた地域は 1990 年代の急激な変化に対してより敏
感であった．

影響を受けた地域では他の地域よりも賃金は低く失業率は高い．これは部分的には、事故とその後の処理
により多くの事業が撤退したこと、農業生産に規制がかかったこと、さらに生産業のモニタリングコスト
や市場評価の下落などが招いた結果である．ただし、三ヶ国の農業労働者は最低賃金労働者であることも
考慮に入れなくてはいけない．農業以外の雇用機会はチェルノブイリの影響を受けた地域では限られてお
り、この原因もチェルノブイリの事故の影響だけではなく地域の特徴とも言える．チェルノブイリ周辺の
被災地域にはその他の地域と比べ中小企業の割合は圧倒的に少ない．これは、多くの技術者や教育を受け
た人々、特に若い人が、この地域を離れたことが原因だが、三ヶ国が起業を推奨する環境を備えていない
ためと考えられる．民間投資の低調は部分的には業界のイメージの問題もあるが、一方で事業（ビジネ
ス）にとって不利な条件が全国的に広まっている．

これらの傾向の結果、影響を受けた地域は他の地域より高い貧困リスクに直面している．地域経済の沈滞
解消の方法の模索の際、放射線汚染の問題への対策も重要だが、一般的な問題、すなわち、企業環境の改
善、中小企業の発展の推奨、農業以外の雇用創出と利益を生む土地の利用方法の模索、効率的な農業生産
に取り組むことも重要である．

チェルノブイリとその後の対策は地域コミュニティーにどのような影響を与えたか

チェルノブイリ事故以降 33万人が汚染の激しかった地域から移住した．その内 11 万 6千人は事故直後に
退避したが、より多くの人々が事故から数年後、保障が確実に約束されたものではなくなってから移住し
た．移住により市民の被曝線量は低減されたが、このような移住は多くの人々にとって大きな精神的負担
を強いた．移住民が損失に対する保障、移住先での住居の提供を受けた場合でも一連の処遇に対して不当
と感じている人が多い．多くの人々は仕事が無く、社会的地位、そして、彼ら自身の生活に対してほとん
ど無力であると感じている．高齢移住者の中には、全く適応しないものもいる．

意識調査によると、多くの移住民は元の土地へ戻りたいと願っている．その一方で矛盾するようだが、村
に残った人々（規制があるにも関わらず、一時避難後に自主帰宅した人々）は事故の影響への心理的適応
が比較的良好であった．

事故による影響を受けた地域のコミュニティーは、激しい人口構成の歪みに苦慮した．移住や自主的転居
の結果、退職後あるいは高齢者の比率が非常に高くなった．いくつかの地区では、年金受給者が労働人口
と同等かそれ以上になっている．事実、汚染が激しいほど、平均年齢も高くなっている．ほとんどの、技
術者、教育を受けた者、起業家はこの地域を離れ、この事が、経済的復興を妨げ貧困のリスクをあげた．

若い人々がいなくなったことの心理的な影響もある．高齢化しているコミュニティーでは、当然、死亡数
が出生数より多くなるが、このあられもない事実が、この地区が居住には向いていなく危険であるという
思い込みを植えつける．結果として、学校、病院、農業組合、公益事業会社、その他多くの機関で有資格
専門家も不足している．



個人への主な影響

チェルノブイリフォーラムの健康に関する報告書Healthに記載されているように「今日まで、事故によっ
て引き起こされた市民の健康の問題では心的影響が最も大きい．」事故とその後の影響からくる心的負担
が個人及びコミュニティーの活動に大きな影を落とした．影響を受けた地域では市民の自分の健康に対す
る評価において非常に否定的で、自分たちの生活をコントロールできないという強迫観念が強い．放射線
への暴露の危険性が誇張されるのはこのような認識と関係がある．影響を受けた市民の間では被曝した
人々は短命の宣告を受けたかのような思い込みが広がっている．そのような宿命論は収入維持や政府から
の援助への依存の問題解決などに対する意欲を削ぐ一因となる．

放射線の健康への影響に対する不安がなくなる兆しは見えていない．事実、この不安が、影響を受けてい
ない地域にも及びより多くの人々の間に広まっている．親の不安が、例えば過度な保護対策などを通し
て、子供へと受け継がれている．多くの健康に対する不満がチェルノブイリ事故にあると考える一方で、
多くの住民は健康の自己管理の責任を放棄している．この事は、汚染された森林で採取したキノコ類や漿
果類の消費といった放射線への危険性への無配慮だけではなくアルコールや煙草の濫用といった個人の行
動によって決定されることに対しても言える．

ソビエト全域で過去数十年にわたる死亡率の増加はこの文脈の中で検証されることが重要である．特に男
性の平均寿命の短縮は顕著で、2003年時点でのロシアの平均寿命は 65才」であった（男性は 59才）．
チェルノブイリの影響を受けた地区での死亡原因は基本的に被曝した国全体の問題と同じで、被曝に関連
する疾患よりも、循環系疾病、心血管障害が多い．汚染区域の最も喫緊の健康に関する懸念は貧しい食生
活とアルコールや煙草といった生活・習慣因子、貧困、および医療施設へのアクセスといえる．これらの
危険因子は（一般的だが）事実汚染地区ではより深刻化している、というのも所得が低く食費も制限さ
れ、社会的弱者の割合も多く、医療関係者も不足してるからである．

誇張された根拠のない健康への懸念に加えて、被害者意識と、社会保障政策によって産まれた依存状態は
汚染地域で広がっている．チェルノブイリ関連の補償システムの長期にわたる直接的な経済支援や様々な
優先権は個人やコミュニティーのもつ社会的経済的問題への取り組む能力や意欲を損なった．過去 20 年の
間に作り上げられた依存体質が地域の復興への主な妨げとなっている．これらことを顧みると、個人やコ
ミュニティーの将来にかかわる政策に対する自主的な関与の重要性が示されており、少ない資源の効率的
な使用、および事故の社会的心理的影響の緩和につながるアプローチが必要である．

政府はどのような対応をしたか？

ソビエト連邦は、チェルノブイリ原発事故に対して、広範囲に及ぶ対応措置をとった．政府は、放射線汚
染レベルに対し居住しても問題ないと考えられるような、非常に低い基準値を適用した．事故直後のソ連
政府による非難区域等の基準に関しても同様に慎重な基準値が採択され、これがソビエト連邦の解体後、
国の法令によって強化された．これらの基準は、居住区域や活動（酪農やインフラ投資といった）の規制
を定めたものである．これら規制区域は事故直後に測定された計測と放射線リスクの厳格な基準に基づき
定められたものである．

事故直後、大規模な復旧活動が行われた（表参照）．退避した市民の受け入れのため住居、学校、病院、
道路、上下水道、電気の設備施設の建設に莫大な資金が投入された．また、周辺の薪や泥炭の使用はリス
クがあると考えられ、多くの村で暖房と調理のためにガス供給が始められた．このことが、15年後に三国
にまたがる 8980km に及ぶガスパイプラインの敷設につながった．比較的汚染の弱い地域で安全な食物の
栽培をする方法の開発にも、大くの投資がされた．



チェルノブイリと関連する建設事業　1986-2000

ベラルーシ ロシア ウクライナ 総計

家屋とアパート 64,836 36,779 28,692 130,307

学校（設置場所の数） 44,072 18,373 48,847 111,292

幼稚園（設置場所の数） 18,470 3,850 11,155 33,475

外来診療所（診療数） 20,922 8,295 9,564 38,781

病院（ベッド） 4,160 2,669 4,391 11,220

チェルノブイリ事故による被曝被害を受けた人々、また、移住民のために広範にわたる保障システムが設
立された．チェルノブイリ被害者の保障は幅広く以下の人々に与えられた：

―放射能疾患になった人や事故の影響により障害を持った人

―チェルノブイリの現場及び退避区域で 1986-87年に除染・復旧活動にあたった作業員（Liquidators）

―1988-99 年に除染活動にあたった作業員

―汚染指定区域に住み続けている人

―退避・移住させられた人および影響を受けた地域から自主的に移住した人

現在 700 万人が特別手当・恩給・健康保険の優遇措置を受けている（あるいはその権利を有する）．注目
すべきは、補償対象に放射能の影響と関係があるとは考えられないものが含まれていることである．さら
に、低レベルの放射線に暴露した人、放射能レベルがヨーロッパの他国の自然界バックグラウンドとほぼ
同程度の環境で暮らす住民に対しても補償がある．これは実際の損害よりもリスクに対する補償といえ
る．1990 年代後半までに、ベラルーシとロシアの法令が 70、ウクライナの法令が 50以上が定められ、汚
染や障害の程度によって異なる特権や補償がチェルノブイリ事故被害者に与えられている．特別手当は現
金で払われることもあれば、学校の生徒への給食などの形で給付されることもある．加えて、政府は障害
者、緊急・復旧作業員、事故の影響が強い地域で暮らし続ける住民、子供や未成年に対して、保養地やサ
マーキャンプのための健康休暇の費用を負担した．2000 年代初頭には、ベラルーシでは凡そ 50 万人（そ
のうち子供が 40 万人）に数日間の休暇をとる権利が与えられていた．ウクライナでは 1994-2000 年の
間、政府が 40～50 万人の数ヶ月の健康休暇を負担した．

これらの政府による対策は、圧倒的大多数の市民を限度を超えた被曝から守るという点では成功した。ま
た、食品内の放射能核種のレベルを下げるための農業や食物加工の技術開発を促した．他の収入源がない
ため、政府によって提供されるチェルノブイリに関連する補償は事故によってそれまでの生活を完全に
失った多くの住民にとっては生活していくために不可欠であった．健康医療保健のシステムにより、事故
後数週間のうちに放射性ヨウ素に暴露した子供達のなかで、甲状腺癌に罹った数千のケースの発見および
治療が施された．

一方ではこのような成功があるが、他方、政府の事故への対応が、その後の問題の火種となったケースも
ある．

先ず第一に、居住可能地区や労働許可地区を輪郭線でくくり規制したが、これはすぐに手に負えなくなっ
た．放射線量が時間の経過とともに下がり放射線リスクに関する知識も深まるに従い、それ程影響を受け



ていない地区における商業活動やインフラ整備の規制は安全対策というよりも負担となった．規制区域の
見直しがいくつかの場所で行われたが、新しい研究に基づいたより多くの改定が必要である．

第二に、に移住したコミュニティーのための膨大な投資計画は、市場経済の下では持続可能ではない．
チェルノブイリプログラムに対する拠出は時間の経過と共に減少傾向にあり、建設途中の住居や公的施設
が移住先の集落に残されている．

第三に、ソ連政府は市民に対する事故の発表を遅らせた．特に事故直後の影響に関する情報提供は規制さ
れていた．この姿勢が、放射能に関する政府発表への不信を作り上げ、その後二十年間、市民に対する的
確な情報提供の妨げとなった．

第四に、チェルノブイリ事故に関する補償の適用範囲が広すぎるのため、対象者が増加し政府予算の負担
となった．チェルノブイリに関する補償の請求数は時間の経過と共に減るのではなく増えたのであ
る．1990 年代の経済危機が深刻化するにつれ、チェルノブイリ事故被害登録は多くの人にとって唯一の収
入源及び薬剤を含む健康保障の供給元でもあった．特にベラルーシとウクライナではチェルノブイリの補
償がその他の公的支出の資源を奪い取ってしまった．ウクライナの統計によると、チェルノブイリの事故
により回復不能の障害を負ったとされる人の数は 1991 年の 200 人から 1997年の 64500 人さらに 2001
年の 91219 人へと増加した．

ハイインフレーションと予算上の制約から実質支給額は 1990 年代初頭に徐々に減り始めていた．多くの場
合、チェルノブイリ事故に関する支払いは家族の収入としてはほとんど意味のないものになっていった
が、それでも受理者の数が多いために政府予算にとっては大きな負担であることに変わりはなかった．特
にベラルーシとウクライナではチェルノブイリ補償は、他の公的保障から資源を奪うことになった、1990
年代後半では保障の歩合の切り替えや分配をよりリスクの高いグループへ集中させる方策などが検討され
たが、既に保障を受けている人達の抗議にあう可能性が非常に高く政治的に難しくなっていた．

このような制約にかかわらず、政策効率化のためにチェルノブイリ（補償）に関する法令の改定が行われ
た．例えば、ベラルーシでは個人の保障はもっとも影響の少なかったグーループへの支払いはなくなり、
汚染区域の各家庭に支払われていた小額の補償は地方ごとに集約され、影響を受けた人への医療や共同体
サービスの改善に充てられている．

三ヶ国の政府によって現在も行われている大規模な補償政策おいては、少しの生産性の向上でも、必要と
されている資源の増加となることを意味する．特定の介入の費用と効果の分析がより丹念に行われ、本当
に必要とされている場所や人々に資源を届けなければならないという認識が広まっている．今チェルノブ
イリの健康保障に使われている資源は、例えば作業員（Liquidator）のようなハイリスクのグループと健康
状態（病状）が実証された人々に集約されるべきで、そうでなければより大きな健康保険制度を定め、予
防とプライマリーケアに重きを置くべきである．同様に、チェルノブイリの社会経済的補償についても、
最も必要に迫られている人々を対象にした全国的な資力調査に基づく社会保障へ変革が必要である．この
ような変革は、既得権を持つ人の強い反発に遭うため政治的決断力が必要とされる．

影響を受けた地域の住民はリスクに関する正確な知識を持っているか？

事故後 20 年近くが経ったが、最近の様々な意識調査や、社会学的研究によると、影響を受けた地域の住民
は未だに、健康で生産的な生活を送るために必要な情報を持っていない．正確な情報は、入手可能で、政
府は情報を広めるために様々な取り組みをしたが、放射線の危険性に関する誤解や虚構は根強く、このこ
とが住民の間で運命（終末）論をはびこらせている．この終末論は、一方で、健康に関する過度に用心深



い行動を取らせたりする（常に健康への不安を抱えさせる）が、他方、汚染の激しい区域でキノコ、漿果
類、野鳥を食べるといった向こう見ずな行動の原因にもなっている．

この調査結果は、国連の新たな取り組みで、信頼性の高い情報をチェルノブイリ事故にあった人々へ届け
ることを目的とした国際チェルノブイリ研究情報ネットワーク（ICRIN）による、三国のそれぞれの国に
特化された報告書によっても裏付けられている．2003-2004年にかけて行われた、各国で数千人を対象と
した調査とフォーカスグループミーティング（モニタリング）によると、政府、科学者、国際協力機関や
マスコミの協調努力の甲斐も無く、チェルノブイリ事故の影響を受けた住民の間では放射線の健康や環境
への影響については、混乱や疑念が根深く残っている．それらの地域で健康な生活を送るために必要な具
体的な対策についての認識は低かった．

事故後、初期のソ連政府の秘密主義的アプローチ、異なる機関による矛盾する情報提供、未だに確乎たる
結論が出ない低レベルの放射線被曝の健康への影響、情報が科学的専門用語で提示されるといったことか
らも、チェルノブイリに関連する情報に対する市民の不信を乗り越えるのは容易ではない．チェルノブイ
リ周辺地区に住む三国の住民は彼ら自身そして子供の健康への懸念に悩まされ、生活水準の低さが大きな
問題になっていることが調査によっても示されている．事実、社会経済的懸念は放射線レベルよりも重要
だと考えられている．特に、低所得と失業が大きな懸念材料になっていることは言うまでもない．

最大の懸念事項は？

図10　2003年にロシアで748人を対

象に行われた調査、複数回答可．

ICRINの各国の調査により、チェルノブイリ事故の影響を受けた市民が必要なのは、幅広い疑問に対する
明確で分かりやすい答えと地域経済を活性化させることに重きを置いた新たな政策であることが再確認さ
れた．市民との的確なコミュニケーションのためには、新しい情報伝達や教育のかたちが必要である．
チェルノブイリフォーラムの研究・調査結果が影響を受けた市民に対して正式な資料として柔軟な形で届
けられ、市民が健康な生活を送るための、不安や恐怖の経験を乗り越えるために役立てられるべきであ
る．

事故の影響への対応に援助が必要な人々の数と自立が求められる人々の数

事故の影響を受けている人達のニーズに応え、限りある資源を有効利用するには、リスクの本質とどれだ
けの人がそのリスクに直面しているかということを理解しなくてはいけない．現在の科学知識によると、



重要な少数派にあたる 10 万～20 万の人々が孤独、健康上の問題、貧困に悩まされており、これらの人々
が生活を再構築するためには、物資が必要である、この第一グループは、最も汚染の激しい地区に住み続
け自活ができない市民、雇用のない移住住民、甲状腺癌や他の悪性癌を患っている人や心因性の不調を抱
える人等を含む．これらの人々は、チェルノブイリ事故にが引き起こした問題の中心にいると考えられ
る．資源は彼らのニーズを満たすために使われるべきであり、また、被災地、被災者という境遇・立場に
ありながらも、自分たちの将来についてコントロール出来るようなるための手助けが必要である．

第二グループは、直接かつ重大な影響を受けたつつも既に自活している人々で、その数は数十万に及ぶ．
このグループは移住者で既に職を得た人を含み、その多くが元事故処理作業員である．ここで重要になる
のは、これらの人々が普段の生活を出来るだけの範囲で出来るだけ早く取り戻すことである．彼らは、再
び社会に溶け込まなくてはいけないし、そうすることにより、彼らのニーズはより主幹の支援プログラム
によって保護されるようになる．

第三グループは遙かに多くの人々を含み三ヶ国の合計では 700 万人に及び、彼らは、チェルノブイリ「被
災者」というラベルを貼られたり自らが認識することによる間接的影響を受けた．ここで必要とされてい
るのは、国際的に認知されている研究に基づく事故の影響に関する包括的で正確な情報、それに加え、健
康保障と社会福祉、および雇用対策である．

復旧への総合政策を継続しつつ、被災地、被災者、被災コミュニティーでの最も深刻な問題の断定と、そ
れらの問題への特別対策が求められる．科学的知見により、汚染状況が比較的悪くない地域に関しては、
生産用途の許可もやぶさかではない．最も必要とされている人への資源注入と主要政策・補償への積極的
な統合は唯一の道と言える．

予算が限られている中で、復旧対策の大幅な削減に対応し、限られた資源の霧散を回避し、そして問題の
中心にいる市民の辛苦の継続に取って代わる唯一のアプローチである．振興を進めることにより、これら
の対策が広範にわたる事故の心理社会的な問題解決への手がかりとなる．このような対策はがチェルノブ
イリ関連の予算が減少していく中で、最弱者を守り政府による復旧措置の推進を可能にするのである．



ベラルーシ、ロシア連邦およびウクライナ政府への提言

序説

2005年 4月のチェルノブイリフォーラムにおいて、WHOにより組織された“健康”と IAEAによる“環
境”という二つの専門家グループによる報告が議論を重ね、承認された．その時、ベラルーシ、ロシア共和
国およびウクライナからの出席者たちは、社会・経済政策や特別な健康管理・環境復旧プログラム、およ
びさらなる研究の必要性をフォーラムから三ヶ国の政府に対して提言するよう要請した．

この提言書はは当初フォーラムに提出されたより専門的なな報告に基づいてフォーラム事務局によってま
とめられたものである．さらに、UNDPは主に 2002年の国連による研究報告である、「チェルノブイリ原
発事故の人間への結果的影響－世界銀行のベラルーシへの働きかけを含む回復への一つの道筋：チェルノ
ブイリ再考（2002）」に基づいて、経済および社会政策のための提言に寄与した．

ここには主に被災参加国の政府に対する一般的な提言が収められており、さらに詳細な提言は個々の専門
的報告の中に収められている．市民および環境の放射線からの保護については、この勧告は国際放射線防
護委員会（ICRP）による現時点での見解、および、IAEAによる国際安全基準に基づいている．

健康管理と研究に関する推奨事項

ヘルスケアプログラムと継続的な健康調査

急性放射線障害（ARS）から回復した者、およびその他の高い放射線量を被曝した緊急就労者の健康管理
と年次検査は継続されなければならない．これには心血管疾患に対する定期健診を含むものとする．
全身に 1Gy未満の被曝をした人たちに対する現在の経過観察プログラムは必要性と費用対効果を考慮し、
再検討されるべきである．過去の見識から言うと、これらの人々に対するこのような経過観察プログラム
は、費用対効果または有効性の点で見込みがない．専門家チームによる広範な検査や毎年行われる血液尿
検査に費やされる人的、経済的資源は乳児死亡減少、アルコールとたばこ消費の減少、心血管病の発見や
被災者の精神衛生改善のために振り分けられる方がより有益であると考えられる．
以下の具体的な健康に関連した活動が推奨されている．

―　一般人口よりもより敏感で高いリスクを抱えていると考えられるグループ（例えば、有意量の放射性
ヨウ素に暴露した子供たちなど）については検診の対象として考慮されるべきである．

―　1986 年に放射性物質の飛散した地域に居住していた当時の子供たちと青年層に対しての甲状腺癌のス
クリーニング検査は継続されるべきである．しかし、それらの人々が歳をとるにつれて良性病変のケース
が多くなると予想され、不必要な侵襲的処置によるリスクも考慮されなくてはならない．したがって、甲
状腺のスクリーニング検査については、費用対効果が定期的に評価される必要がある．

―　健康プランに関しては、甲状腺癌発症数の継続的な予測は被曝者の最新のリスク評価に基づいて行わ
れるべきである．



―　質の高い癌（患者）登録へのサポートは継続されるべきである．ここで得られる情報はは疫学的研究
のためのみならず、公衆衛生のための資源の分配を考える際にも有効になりうる．

―　チェルノブイリ原発事故による放射線被曝をした当時の子供たちと作業員のモニタリングは白血病の
発生率が現在でも増加しているかどうかを確かめるために継続されるべきである．

―　チェルノブイリの人々に対する継続した眼科健診は放射線白内障の発症リスクをより正確にはかるこ
とを可能にし、さらに、放射線被曝の結果としておこる（より一般的な）視力障害の可能性の評価に必要
なデータの供給源となる．職業として放射線被曝をこうむる場合は放射線白内障発症の年次健診がは推奨
される．

―　現地における性と生殖に関する健康調査の結果に関する記録は先天性奇形と遺伝性疾患についての標
準的な実施要綱に基づいて行われるべきである．このような記録は放射線の影響についての科学的な情報
源にはなりえないと思われるが、現地の人々に安心を与えるかもしれない．
―　子供たちと事故当時に子供であった人々を対象とした心理社会的影響を最小限にすることを目的としたプログラム

は支持されるべきである．

―　公衆と主要な専門家に対してこの災害による身体的、精神的な健康影響についての正確な情報を提供
すするため、危険性に関する意思疎通を最新のものにする努力は実行されるべきである．

今後の調査と経過観察研究

―　今後何年間にも及んで、事故の本当の影響をその予測を照らし合わせるためには選抜集団を対象とし
た注意深い研究が必要である．

―　死亡率、罹患率を研究することとともに被曝した人々の登録台帳は継続されるべきである．通常これ
らの取り組みによって被災者が直接の医学的な利益を得ることはなく、研究目的はたは文書化目的である
と言える．

―　一般人と作業員（コホート）双方に対する甲状腺以外の固形癌の発症率に関しては、既存の癌患者登
録及びその他の特殊な登録台帳を利用してモニタリングが継続されるべきである．それらの登録台帳の質
を精査し、見落としや不備を減らす取り組みは優先されるべきである．

―　今後数十年にわたり緊急作業員と放射性物質に汚染された地域の人々の放射線による死亡、罹患率の
上昇は予想されうるし、更なる研究が必要だろう．しかしながら、これら研究の実現可能性や教育的意義
はそれらの研究が開始される前に吟味されるべきである．

―　近年報告されている作業員の白血病発症リスクの増大や、最も汚染が激しかった地域の若い女性に見
られる乳癌の増加の立証および周知のために、個々人の線量再構成元に適切に設計された疫学研究の実施
が必要である．



―　現時点では、チェルノブイリ原発事故で被曝した（当時）成人における甲状腺癌のリスク増大の可能
性は排除できない．成人時のヨウ素 131 の被曝に関連したリスクについての情報収集のために、適切に設
計・分析された研究が実施されるべきである．

―　甲状腺被曝量の推定の不確かさに関する評定の取り組みが強く求められている．このことは不確実性
の高い変数の決定や推定線量の確実性向上を意図した研究につながってゆくに違いない．ベラルーシ、ロ
シアおよびウクライナで活動する線量測定者の間での協力と情報交換が推奨されている．

―　放射線が緊急作業員の心血管病を誘発するかどうかを解明するため、適切な対照群、線量測定、およ
び、規格化された臨床及び疫学的戦略と手順に沿った研究がこの三カ国において必要である．

―　高い放射線量を被曝した後（特に、急性放射線症候群にあった生存者達について）の免疫系への影響
は継続して研究されるべきである．数十mGy未満の被曝した人たちの免疫機能の研究では有意な情報を得
ることにはならないと考えられる．

さらなる情報

チェルノブイリに関連した健康管理研究についてのより詳細かつ具体的な推奨事項は、WHOの報告
書“チェルノブイリ原発事故の健康への影響および特別健康管理プログラム”に記されている．

環境モニタリングと修復および研究に関する推奨事項

環境モニタリングと研究

―　様々な地区における放射性核物質（特にセシウム 137とストロンチウム 90）の長期観察の実施は以下
の実践的あるいは科学的必要性を満たすために必要である．

実践的：
●人間に対する被曝の現在のレベルを評価し、将来のレベルを予測するため、そして食物の放射性核種
含有量が復旧対策や長期的な対策を必要とするレベルにあるかどうかを評価するため；　
●自然食品（マッシュルーム、猟鳥獣、近隣の湖の淡水魚、木の実などの）に残留する放射線汚染につ
いて被災地域の一般大衆に情報提供をするため；
●被災した地域の一般大衆の不安を解消すべく放射線の状況の変化を知らせ周知するため。

科学的：
●放射性核物質が長期的に様々なエコシステムや異なる自然環境において循環（蓄積）する際の傾向を
掴み、チェルノブイリ被災地、また、将来起こりうる放射能漏出の際の予測モデルを改善するため；
●あまり研究されていないエコシステム（例えば、森の中のキノコ類の役割）における放射性核種の挙
動メカニズム、および、人と生物の被曝にのプロセスを注視し修復の可能性を模索するため。

―　この報告書で考慮されている様々なエコシステムはチェルノブイリ原発事故から何年もの間集中的に
監視され研究されてきた．もっとも重要な長期的な汚染物質であるセシウム 137とストロンチウム 90 の
環境中で循環・生物濃縮は現在では一般的に良く理解されている．そのため、放射性物質に関する新たな



大規模な研究の必要性はほとんどない、しかし、いくつかの特定の地域での研究の継続、より限定された
環境のモニタリングは必要である．

―　放射性物質の環境区画間の放射能濃度は準安定状態にあり、変化が小さいため、チェルノブイリ原発
事故後すぐの何年間かの状況と比べて検体採取と計測監の回数と頻度は大幅に減らすことが可能である．

―　チェルノブイリ原発事故による放射性降下物によって引き起こされる現時点の人体への被曝のレベル
は一般に良く知られておりかつ変化は遅いため、大規模な食品類や個々人の全身放射線量のモニタリング
及び一般人への放射線量計測器の供給はもはや必要ない．しかし、高度に汚染されている地域および高度
の放射性セシウムの循環が起きる地域の一方または双方に居るリスクの高い集団に対しては個人の放射線
量計測は継続して実施されるべきである．

―　放射線汚染から環境を保護するシステムをさらに発展させるために、放射能汚染の激しいチェルノブ
イリ退避区域では、放射能による動植物への長期的な影響の調査が必要である．ここ区域は、放射能生態
学的かつ放射能生物学的研究の対象でありながら、放射能を除けば自然のままという世界的にも類を見な
い区域である．実際、この様な研究は極めて小規模の実験を除き、他の地域では実施不可能または困難で
ある．

救済策と対応策

●放射性物質に汚染された地域においては様々な対応策が有効と考えられるが、それは放射線学的に正
当化され、なおかつ、最適化されなくてはならない．対抗措置を最適化においては、一般大衆に受け入
れられるためには正式な費用対効果分析とともに社会、経済的要因が考慮されるべきである．

●一般の人々は関係当局と同様、残存する放射線による危険因子と長期的な放射線低減措置や日常的な
対策について知らされるべきであり、また、議論と意思決定に参加するべきである．

●数百の集落における私設牧場とベラルーシ、ロシア、ウクライナの 50 の小規模農場では牛乳に含ま
れる放射性物質の濃度が今なお国の基準を超えているため、生産には特に注意が払われなければならな
い．

●チェルノブイリ事故後長期間にわたる復旧方法と定期的な対抗措置は主に高濃度の放射性セシウムが
土から植物に吸収される痩せた（砂質または泥炭）土壌を使用している農業地域において引き続き効果
的で正当化されている.

●長期的な修復措置の中で、湿った泥炭地域の排水と並んで牧草地と草原の徹底的な改良は非常に有効
である．最も効果的な定期的対抗措置は屠殺前の動物への安全な餌を与えつつ、生体モニタリング、牛
へのプルシャンブルーの適用、および、食物育種における無機質肥料 を併用である．

●現在でも三カ国には使用できない農地ある．しかし、これらの土地も適切な修復（除染処置）の後で
安全に使用することが出来る．そして、そのための技術が利用できるのですが、現時点では法律上、経
済的、および社会的制約がこのことを困難にしていると考えられる．最も被害をこうむった地域の放射
線の危険性を考慮に入れた持続可能な利用方法の考案が期待されており、同時に地域の活性化のために



経済力の回復も望まれている．この目的のため、三カ国の政府は緊急にチェルノブイリ被災地域の区分
を見直すべきである．というのも、現行の法律では低レベルの放射線量しか検出されていない区域での
活動に対して過度の規制がかけられている。

●森林における、機械や化学的処置を駆使した大規模な放射性セシウムの拡散や循環の操作は実践的で
はない．

●猟鳥獣、木の実、マッシュルーム、および、閉鎖系の湖の魚類の放射能濃度が国の行動基準を超える
地域ではそれらの採取を制限が必要がある．

●放射能汚染が強い野生食物の消費を減らしたり、放射性セシウムを取り除く簡単な調理などを意図し
た食事に関するアドバイスは内部被曝を減少させるために重要な対応措置である．

●減少線量あたりの費用の観点から今後の地表水保護の措置が正当化されるとは考えがたい．今後数十
年間閉鎖系湖沼などの事例においては魚類の消費を制限することことになるだろう．水質汚染（環境）
の分野での今後の取り組みは公衆への情報提供に焦点を合わせるべきである、というのも、水や魚の放
射能汚染による健康への危険性に関しては多くの一般人が誤解しているからである．

●チェルノブイリ原発周辺の退避区域内に生息する動植物への放射能汚染状況の改善の手だてはない、
というのも、報告されている限りそもそもそれほど悪影響を与えなかったからである．

●意思決定から始まるすべての段階における市民参加を意図した社会的対応策の形成、および、市民に
よる事故後の対抗措置の導入、実行、撤退の理解は重要で、これについてはさらなる社会学的研究を要
する．

●現在でも放射性物質に汚染された地域の環境改善に適用される国際的及び各国の放射線の基準と安全
標準にはばらつきがある．チェルノブイリ事故後の市民の保護の経験は、今後の放射線安全基準の国際
的統一の必要性を示した．

シェルターの解体の環境的影響と放射性廃棄物処理

●チェルノブイリ原発とその周辺施設の安全および環境評価は、退避区域全域における全ての活動の安
全性や環境影響評価を考慮しなければならない．

●新たなシェルター（NSC）と土壌除去の準備と構築を行う間、チェルノブイリ原発とその退避区域に
おける適切な放射線量監視のための監視戦略、方法、装備、および、作業員の適正基準を維持し改善す
ることが重要である．

●既存のシェルター、チェルノブイリ原子力発電所、退避区域に関するプログラムに基づいた放射性廃
棄物処理プログラムの開発は、安定した処理とあらゆる種類の放射性廃棄物に対応するために必要な処
理容量を確保するために必要である．チェルノブイリ原発と退避地域における寿命の長い高レベル廃棄
物の安全な長期的対処のために充分なインフラを整備する事と同時に、全ての修復と廃炉から出る廃棄
物（特に超ウラン元素を含有する）の種類の断定と分類は特に重要である．



●ウクライナの退避地域の復旧には、既存のプログラムに基づいた合理的かつ総合的な方策が必要だ
が、廃棄物の貯蔵および処理施設の安全性改善には特に注意を払う必要がある．このためには各地域に
おける安全評価に基づき、どの地域で、廃棄物を回収しどの地域では現場に置いたまま風化させるかと
いった優先順位を明確にした対応措置の策定が必要となる．

●退避地域を限定的な経済活動での利用を認めるには、それぞれの地域の活動の内容に関する適切な行
政管理の整備が必須である．いくつかの地域では、放射線の影響から今後何十年にもおよび農業の禁止
措置が必要とされる．したがって、これらの地域は農業や居住のための地域よりも、工業用地に適して
いる．

詳細情報

チェルノブイリに関連した環境回復策、モニタリングおよび研究事項に関する詳細な推奨事項はチェルノ
ブイリフォーラムの専門報告書である、“チェルノブイリ事故の環境への影響と復旧：20 年の経験”、国際
原子力機関（2006）に掲載されている．

経済および社会政策のための推奨事項

何がなされるべきか？

事故の影響についての現在の科学的見解によれば、事故の影響に対するいかなる取り組みにおいても五つ
の原則が適用されるべきである：

―　チェルノブイリに関連したニーズは全体論的見地から関連する個人と地域が必要とする事項、さらに
は、社会が全体として必要とする事項の骨組を提言すべきである；

―　被災地における公的給付制度からの離脱をはかりつつ、最終目標は自らの生命を支配する個人と自ら
の将来を支配する地域共同体を援助することでなければならない．

―　資源の有効利用は最も被害を受けた人と地域に焦点を当てることを意味する．反応すべき行動は国家
の権限において限られた予算を考慮されなければならない；

―　新たな対処法は心身発達上の対処法に基づき、長期間におよぶ持続可能な変化を模索すべきである；

―　国際的援助は、それが被災三カ国の国家機関と自発的な部門による多大な努力に変化をもたらす手段
として、支持、増幅、かつ、作用するならば有効であろう．

具体的な推奨事項

市民への情報提供のための新しい手段の模索



放射能に汚染された環境でいかに安全に生活していくのかということ、また、放射線被曝量が心身の健康
に実害のない地域に住む人々の心配を取り除くために革新的な情報提供方法を考案する必要がある．その
なかで、これまでの試みの中で障害となってきた信頼性とわかりやすさの欠如という課題と向き合い克服
する必要がある．特定の対象者に向けた情報提供が必要であり、その上で、信頼の置けるコミュニティが
情報源である必要がある.
すべての新しい情報伝達の方策において、単に放射線の危険性に焦点を当てるだけでなく、健康的な生活
スタイルを推進する総合的な情報提供方法が採用されるべきである．体内および体外被曝を低下させるこ
とを目的とした健康教育は、あくまでベラルーシ、ロシア、ウクライナの病気の原因と死亡率の低減のた
めの健康推進政策および介入の一部分であるべきなのだ．

高度被害地域に焦点を定める．地域ごとに問題が異なるため、政府のプログラムは放射線レベルによって
区別することが必要である．自然回復作用と対応策により放射線量は著しく減少したため、政府は被害地
域の分類を再考する必要がある．現行の規制は実際の放射線量によって正当化されるレベルよりも（活動
に対する）相当制約が厳しい．
政府は信頼できる国際機関の援助のもと、過去に危険であると考えられていた多くの地域は、実際には居
住と耕作のために安全であるということを、市民に対して明らかにする必要がある．軽度の放射線レベル
の地域は、費用対効果にすぐれた対策を用いて放射線汚染を低減させ、適切あるいは快適な生活さへおく
れる環境にできる可能性がある．非常に狭い地域ではあるが、高いレベルで汚染されている地域では、よ
り詳しいモニタリングと社会保健サービス、その他の援助の提供に力を入れた異なる対策を必要とする．

チェルノブイリに関する政府プログラムの合理化及び重点事項の絞り込み．住民の放射線被曝を縮小し、
事故の直接的影響を受けてきた人々への支援を提供するという目的に応じるために、現在のチェルノブイ
リプログラムは費用対効果の考え、目的達成のために再度重点事項を絞りなおす必要がある．プログラム
は被害者意識と依存性を植え付けるものから、機会を提供し、地域のイニシアティブを推進し、参加型
で、彼らが運命を形成することにおいて自信をもたらすようなものに変えられるべきである．

チェルノブイリプログラムの調整は以下の基準に沿って行われるべきである：

a.プログラムを新しい目的に即したものにする歪んだインセンティブ、モチベーションを生み出すこと
を防ぐ

a.要求、ニーズを利用可能なリソース、資源と一致させる

これらの基準は、一方では例えば安全な食品の生産を支援、線量のモニタリング、被害の認定などの強化
と拡張を推奨するが、他方、その他のプログラム（例えば、居住地域に関連した給付金、大規模な範囲に
課す検診義務）については、最も必要度の高い取り組みへの対象の絞り込みの必要性を示唆している．

―　給付対象者の見直し．多くの権利・資格の供与は放射線の健康面への影響と関係なく、主に社会経済
的な側面が重視され、居住に関連づけられていて実際のニーズが反映されていない．これは実際のニーズ
が反映されるようなプログラムへと移行されなくてはならい．チェルノブイリに関連した給付金や特別措
置は、かつ家計調査に基づき対象者を特定した主要な社会支援プログラムに組み込まれるべきである．
「チェルノブイリ被害者」の基準をより厳しく定め、補償システムの合理化はかり、実際に事故の被害に
遭った人のみが、その支援の恩恵を受けられるようにするべきである．その様な変化が受け入れられ易い



ものとするために、新たな小規模ビジネスを推進するために設けられた一時金の支払いと、給付金取得の
ための権利（benefit entitlements）を交換する、チェルノブイリ給付金の「買い取り」プランは考慮に値
する．

―　給付の続いている低度の汚染地域に住む個人への給付廃止．個々の世帯にとってはあまり意義のある
違いを生み出してはいないが、総額にすると膨大な費用となる給付金が支払われており、国家予算の大き
な負担となっている―あるいは、歳入不足により給付金は全く支払われていない．特に、ヨーロッパの他
の地域のバックグラウンド放射能と同等のレベルの地域において、居住地域を唯一の基準とし給付金の支
払いをするのは不合理な公共政策である．特別な医療給付金は個人の健康への害、または高い危険性を監
視する必要が確認された場合にのみ適用されるべきである．貧困が理由であるならば、国庫補助の要・不
要は全国的に定められ、かつ家計調査に基づいた社会的支援で賄われるべきである．

―　心理的補助を含むプライマリ・ヘルス・ケアの改善．被害地域のプライマリ・ヘルス・ケア・サービ
ス強化は優先されるべきである．これには健康的なライフスタイルの推進、生殖にかかわる医療へのアク
セスとその質の改善、特に最も汚染された地域での産科医療、そして心理面での補助と精神疾患、とりわ
けうつ病に関する診断と治療の提供が含まれるべきである．

―　健康回復プログラムの再考．療養所や夏期キャンプ滞在などの政府が出資する健康回復プログラムは
見直されるべきである．このような福祉事業は一般的に放射線被曝を低下させることにおいて効果的では
ない、しかし、チェルノブイリ事故の影響を受けた地域の住民にとって重要な心理的な側面や、健康面に
おいて手助けになる可能性がある．必要なのは、この福祉事業の提供を、医学的診断や実証された健康リ
スクと結びつくものにするために、受給対象者の選択方法を見直すことである．これらの福祉手当の受給
対象者の見直しは、一般的な医療の提供や、健康的なライフスタイルを推進するプログラムを改善するた
めの資金確保にもなりうる．

多くの国際的な慈善事業も被害を受けた地域の子供達に海外での「療養ホリデー」プログラムを提供して
いる．このようなプログラムは人気があり、一般的に参加者にとって有益である．しかし、政府はこれら
の海外旅行プログラムと、被害を受けた地域その場所において、健康面に関わるより良い成果を生み出す
プログラムとを連動させる努力をし、海外旅行慈善事業を推奨しなければならない．政府と慈善事業によ
る健康回復プログラムは、外の地域への旅行が、チェルノブイリ被害地域に住むことの危険性が誇張され
ないようなやり方で提供されるように注意を払うべきである．

―　安全な食品生産の推奨．放射性核種が土壌に残存している場所で、安全な農作物の生産のための技術
開発と生産促進の取り組みが引き続き必要である．現在、いくつかの対応策についてはノウハウがありな
がらも、資金不足のために適用できないでいる．私有の小区画の土地では安全な食品を生産することへの
補償はほとんどなされていない．故に、個人消費や村の市場で販売するための食品の生産に関する取り組
みもほとんど行われていない．しかし 「安全な食品」を生産するコストが合理的な市場価格を超える可能
性があるため、費用対効果の分析は放射線量緩和対策を広める際には必須である．

被災地域の経済的発展のための新しい取り組みの導入

―　中長期な対策の柱として、影響を受けた地域社会（コミュニティ）の社会・経済的な発展があげられ
る．このことは影響を受けた個人とコミュニティに自らの将来を決定する権限を与える形で進められなく



てはならない、これは、費用対効果の改善につながり、事故の心理的・社会的影響への対処においても重
要である．莫大な資金・資源がこれらのコミュニティの経済復興のために必要であることを理解しなけれ
ばならない、しかし、経済的自足とコミュニティの自立が実現されれば、現時点で、補助金と特別チェル
ノブイリ関連の国家支出削減につながるのである．

―　景気の改善、投資の奨励、民間セクター進出の支援．国家レベルでは健全な財政、自由競争市場経済
と投資を促すビジネス環境の整備が影響を受けた地域の持続的な回復のための前提条件である．地域およ
び地方レベルの経済発展を刺激するための積極的な取り組みによって補われる必要がある．特別区域設置
のような経済面での優遇措置の適用はビジネス環境の改善と併行して実施されなくてはならない．起業家
や技術職をこの地域へ呼び込むための税金の投入とその他の優遇措置は、事業の経営が奨励されない環境
のなかでは効果がないかもしれないし、あるいは、計画が悪ければ悪用される可能性もある．

―　関連地域の印象の改善、また雇用促進のための国内外による対内投資を奨励するイニシアティブへの
支援．経済構造改革や、高い失業率、環境汚染による沈滞から回復した世界の地域での取り組み・経験を
応用するために、国際社会は重要な役割を果たしうる．現地の状況に敏感で、国内外の開発機関やドナー
との接点となることができる仲介組織のネットワーク構築のために現在活躍している地元の経済開発機関
を補強するべきである．

―　世界の他の地域で試行錯誤されてきた幅広いビジネス支援の手法を活用し、影響を受けた地域や隣接
する町や都市の小中規模企業の創出と成長を奨励しなくてはならない．現地の経済の性質を考慮し、既存
の企業（所有権に関わりなく）の発展の支援や新たなベンチャーを通した、地元（土着）の農業や食品加
工ビジネスを奨励するための取り組みが特に必要とされている．

―　影響を受けた地域に適用される特別な状況下での信用組合や生産者消費者協同組合のような地域に根
差した解決策を含め、この３ヶ国や外国における良い事例を適用する．そのようなビジネスが必要とする
サポートを確実に提供するために、適切な法的・組織的な枠組みの展開が必要である．

―　最貧の世帯の収入向上を促進するために、村落レベル・地域レベルの零細ビジネスの開発振興への援
助に高い優先順位を与える．このようなイニシアティブはこの分野における多くの国際的な経験を踏ま
え、さらに、食品生産に大いに依存してきた地域社会が放射能汚染の被害を受けたという特殊な問題に敏
感になる必要がある．

―　地域社会の構造の再建を推進し、事故後の避難とソビエト連邦の崩壊によって失われた地域社会コ
ミュニティーの再建を促すべきである．社会の交流・相互関係を強化し、町や村において地域と経済の
リーダシップを促すイニシアティブが、持続可能な復興を支えるために必要である．

―　特別企画エコツーリズムの推進の可能性を模索し、国際的な生物多様性の保護にこの地域が果たし得
る貢献を最大限に活かす方法を探るべきである．人間の生態系と文化的景観への介入の縮小をポジティブ
な方法で利用する試みはほとんどない．現在の生物多様性保護に関する国家計画では、この潜在能力にほ
とんど言及していない．３ヶ国が果たすべき生物多様性保護に関する国際的義務を果たすために、この領
域を利用することができる．



詳細情報

さらに詳細なチェルノブイリ被影響地域の社会経済状況の改善と地域社会生活の再生に関する政策提言
は、国連出版物である、Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A Strategy for 
Recovery (2002) （人間が引き起こした結果チェルノブイリ原子力事故：復興のための対策
（2002））、および、世界銀行のBelarus: Chernobyl Review (2002)（ベラルーシ：チェルノブイリレ
ビュー（2002））から参照できる．

謝辞
チェルノブイリフォーラムの参加者一同、世界銀行と国連開発計画（UNDP）欧州・独立国家共同体
（CIS）地方事務局による本レポート出版のための財政支援に感謝の意を表す．



国際原子力機関公共情報課*1

D. Kinley III （編集者)； A. Diesner-Kuepher （デザイン）

Wagramer Strasse 5. P.O. Box 100, A-1400 Vienna, Austria
電話：（+43 1）2600 21270/21275
ファクシミリ：（+43 1）2600 29610

電子メール：info  @  iaea  .  org   / www  .  iaea  .  org  

2006 年 4月 IAEAによりオーストリアにて印刷
IAEA/PI/A. 87 Rev.2/ 06-09181

写真提供：V. Mouchki, P. Pavlicek/IAEA
the Ukrainian Society for Friendship and Cultural Relations

with Foreign Countries/Kiev 1991 and the IAEA

1 日本語翻訳にあたり、図の再利用、テキストの翻訳利用の許可は IAEAへ申請中です。秋元波氏、木村哲也氏、西田隆寛氏にご協
 力いただきました。質問等は　http://nuqwatch.wordpress.com/　まで。　秋元麦踏

http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
http://www.iaea.org/
mailto:info@iaea.org
mailto:info@iaea.org
mailto:info@iaea.org
mailto:info@iaea.org
mailto:info@iaea.org
http://nuqwatch.wordpress.com/

	電離放射線被曝
	チェルノブイリの経験：
健康・環境・社会経済的影響
	ベラルーシ・ロシア連邦・ウクライナ
政府への提言
	チェルノブイリフォーラム：2003-2005
	第2改訂版
	目次
	総括											3
	チェルノブイリの経験：健康・環境・経済的影響			4
	チェルノブイリフォーラム研究の流れ						4
	序論：チェルノブイリ事故								4
	フォーラムの専門家による報告：健康への影響					5
	フォーラムの専門家グループによる報告：環境への影響				11
	チェルノブイリ原子力発電所事故の社会経済的コスト				17
	ベラルーシ、ロシア連邦およびウクライナ政府への提言		25
	序説											25
	健康管理と研究に関する推奨事項							25
	環境モニタリングと修復および研究に関する推奨事項				27
	経済および社会政策のための推奨事項						30
	総括
	チェルノブイリの経験：健康、環境、社会経済的影響
	チェルノブイリフォーラム研究の流れ
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	この国際専門家グループはLiquidator（1986-87に除染・復旧などにあたった作業員）、避難民、最も汚染が激しい地区の住民60万人の中で、被曝の影響による癌死亡率の増加は、数パーセントとされている．これは、（60万人あたり）他の原因による癌死亡者の約１０万人に加え事故による被曝が原因の4千人が癌死亡者として上乗せされることになる．その他の汚染区域に住む500万の市民は、被曝量がかなり低くなり、不確かなではあるが、1％以下の癌死亡者の増加と予想されている．
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