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I. Introduction: 

The chronic dimension  

of a nuclear disaster 













Before 311, workers compelled to falsify theirown records (Tomioka, Fukushima Prefecture, 
7.2002 



Compensation as occupational hazards:  
5 mSv as standard but a few cases only 



Shimabashi Nobuyuki (their son): 50 mSv 

Nagao Mitsuaki: 70 mSv 

Kiyuna Tadashi (her husband): 100 mSv  
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   The social invisibility of a 

chronic disaster 

Or the disaster before  

the disaster 





Post 3.11 Nuclear Work 
Or the disaster after the disaster 



2) The nuclear governance 
and its critique 



Nuclear 
governance 
International organizations: 

IAEA, UNSCEAR, ICRP, WANO, 
WHO… 

Electricity suppliers: TEPCO… 

Nation states bodies:  

Nuclear Regulation Authority 原子力規
制委員会 

Ministry of Health and Labor 厚労省 

Ministry of Environment 環境省 

Ministry of Economy 経済産業省,  

Ministry of Education and Science 文科
省 

Ministry of Reconstruction復興省 

放射線影響協会 

And its 
critique 
Citizens and Labor 

NGOs 

 Pre 3.11: CNIC 原子力情報室, 
JOSHRC 労働安全センター 

 Post 3.11: Hibaku netto 被ばく
労働考えるネットワーク （山
野、釜ヶ崎等よせばの労働活動
家）Hibaku hantai campaign 
ヒバク反対キャンペーン（広島
出身等の学者等）福島原発事故
緊急会議等 

But no big union (e.g. 
Rengo) 



Bla bla bla 

bullshit! 

You’d better 

go to F1 take 

a look! 





 No health follow-ups to workers exposed to a 

cumulative dose below 50 mSv for external 

radiation exposure (only those above this 

dose will receive a one-year cancer test) 

 No records for internal radiation below 2 mSv 

 So far no systematic dosimetry nor health 

follow-ups for the people employed in the 

decontamination work on the hot spots of 

Fukushima prefecture. 

On radiation protection, activists contest 



 Activists claim that workers should be given 

the right of an access to the epidemiological 

survey planned by Tepco and the MHLW on a 

cohort of 20,000 workers 

 Epistemic constraints / epistemic injustice 

 Accumulating wrong data aggravates the 

structural disaster on the long haul (Matsumoto 

Miwao, Stuctural disaster 2012)  



3) The Hermeneutics  
of Low-Doses 



Below 100 

mSv, 

 no worry! 

Damned fool! 



ICRP, AIEA, 
WHO, 
UNSCEAR, 
WANO… 

Vs. Independent WHO, CRIIRAD, CSRP… 







Prof.Toshisō Kosako, 29 April 2011 

20 mSv a year: 

That’s like in 

nuclear plants 

or uranium 

mines! 



2003-2009: 21 

 

2011.3.11 – 2012.7.21: 4 398 



Koriyama Station, June 2012    0,286 μSv/h = 2,51 

mSv/year 
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Sion Sono : " Comprendre Fukushima non par la

logique, mais par l'émotion "

Izumi Ono (Megumi Kagurazaka) : de la manière de faire ses courses en zone contaminée.

DR

Pour son film " The Land of Hope ", le cinéaste japonais a privilégié la fiction au documentaire

S'il est surtout resté jusqu'ici confiné au public très choisi des festivals, le cinéaste japonais Sion
Sono, 52 ans, a plus d'une quinzaine de films à son actif. Venu de la poésie, ce fils d'universitaires est
passé par un cinéma " à l'arraché ", parfois à la limite de la performance, avant de signer The Land of
Hope, un film racontant la situation des populations de la région de Fukushima, qui durent quitter

leurs maisons, leurs fermes, après la catastrophe du 11 mars 2011.

On vous présente souvent comme un autre Wakamatsu. Celui-ci, mort en octobre 2012,

préparait également un film sur Fukushima...

Wakamatsu était un cinéaste très politique. Ce que je ne suis pas. Il voulait faire un film sur Tepco, la

The Land of Hope by Sono Shion 



Prof. Shigenobu Nagataki  Tokyo July 2011 

Kosako regrets 

his statement 



No 

regret! 

Prof. T.Kosako  (Tokyo, 2012/6) 



E.Cardis (Barcelona  
2012/5) 



 KEITH BAVERSTOCK led the Radiation 
Protection Programme at the World Health 
Organisation’s Regional Office for Europe from 
1991 to 2003.  

 In 2002 he transferred to the WHO’s European 
Centre for Environment and Health located in 
Bonn where he was the Regional Advisor for 
Radiation and Public Health. 

 From November 2003 to April 2005 he served 
on the UK Committee for Radioactive Waste 

Management. His critical views of the 
management and conduct of the 
Committee, particularly in its failure to make 
proper use of science and its lack of 
adherence to the Code of Conduct in Public 

Life, resulted in his dismissal. 

 

Source: 本人のホームページよ
り 





Conclusion: 
  

Where exactly is the critique?  

At what step is it? 
What are its effects? 
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2 0 1 4年 放射線疫学調査報告会

公益財団法人放射線影響協会

テーマ

　 :

放射線の健康影響について  －細胞・ 動物実験・ 疫学研究を通して線量率効果をよむ

－

　 （ 公財） 放射線影響協会は、 低線量放射線の健康影響を調べるため、 原子力発電施設等にお

ける放射線業務従事者を対象に疫学的追跡調査を行っており 、 この調査の一環として、 放射線

の健康影響に関する様々な論点をテーマとした報告会を開催してまいりました。

　 放射線の影響は同じ被ばく 線量であっても、 その被ばく に要した時間の長短によって効果が

異なること 、 すなわち線量率効果があることが知られております。 本年度はこの線量率をテー

マとして報告会を開催いたします。

　 高線量・ 高線量率放射線の健康影響については認識の統一がみられますが、 低線量・ 低線量

率放射線がもっている健康影響への挙動については、 まだ解明すべき点が多く 、 様々な研究が

進められています。 そこで、 細胞や動物実験または人を対象とする調査から線量率効果に関わ

る課題に関して何が解明されていて、 何がわかっていないのか、 研究はどこまで進んでいるの

か、 など本報告会で理解を深めていきたいと思います。

　 線量率に関わる知見についての俯瞰的な講演に続いて、 講演者が実施してきた細胞や動物実

験または人を対象とした調査からの研究成績について講演頂く こと と しています。

　 是非とも多数の方々のご出席をたまわりたく ご案内申し上げます。

開催日時　 : 平成２ ６ 年１ ２ 月１ ５ 日（ 月）  １ ３ 時1 ５ 分～１ ７ 時１ ５ 分

場　 　 所　 :

(公財)がん研究振興財団 国際研究交流会館 国際会議場3階 (地図はここか

ら )

放射線影響協会疫学センター » 2014報告会 http://www.rea.or.jp/ire/2014houkokukai
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〒1 0 4 -0 0 4 5  東京都中央区築地5 -1 -1

主　 　 催　 : （ 公財） 放射線影響協会

後　 　 援　 : 日本放射線影響学会、 日本疫学会、 日本保健物理学会

参 加 費 　 : 無料

定　 　 員　 : １ ２ ０ 名

申込方法　 :

参加を希望される方は、 お申込メ ールアド レス  宛 (

)  に、 メ ールの件名を「 2 0 1 4報告会」 と入力していただき、 ①氏名（ ふ

りがな） 、 ②所属、 ③連絡先（ e-m a ilアド レス、 電話番号、 FA X番号

等） を明記の上、 メ ールをお送り下さい。 また、 メ ール等をお持ちでない

方は、 当協会の電話（ 0 3 -5 2 9 5 -1 4 9 4 ） または

FA X （ 0 3 -5 2 9 5 -1 4 8 5 ） でも申込みを受け付けております。

申込締切　 : 平成２ ６ 年１ ２ 月５ 日（ 金） １ ５ 時

問合せ先　 :

〒1 0 1 -0 0 4 4  東京都千代田区鍛冶町1 -9 -1 6  丸石第2ビル

(公財)放射線影響協会 放射線疫学調査センター

広報担当 蝦名 武美(Te l:0 3 -5 2 9 5 -1 4 9 5 )、  戸川 映子

(Te l:0 3 -5 2 9 5 -1 4 9 4 )

*本報告会は、 原子力規制庁の委託事業「 低線量放射線による人体への影響に関す

る疫学的調査」 の一環として開催しています。

2 0 1 4年 放射線疫学調査報告会 プログラム

公益財団法人放射線影響協会

1 2 :1 5 （ 開場）

1 3 :1 5 開会挨拶

1 3 :2 0 座長 丹羽　 太貫　 京都大学　 名誉教授

講演１ 「 低線量率被ばく から極低線量被ばく への質的連続性はあるか」

国際医療福祉大学大学院　 医療福祉国際協力学　 教授　 鈴木 元

1 4 :0 0 講演２ 「 幹細胞動態から見た線量率効果」

電力中央研究所　 原子力技術研究所　 放射線安全研究センター　 岩崎　 利泰

1 4 :4 0 （ 休憩）

1 4 :5 0 座長 鈴木　 元　 国際医療福祉大学大学院　 医療福祉国際協力学　 教授
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Thank you  
for your attention 


