
lh51－1億52（セシウム含有粒子が不溶性であること

を確かめた実験）

琶

●アダチら（2013）（スライド51）はセシウムを多

く含む微粒子が水に溶けないことを実験的に確かめ

ています。またニイムラら（2015）（スライド52）

はPHの異なる試薬を使い、土壌に含まれるセシウ

ムが試薬溶液（塩酸で7％、硝酸で11％、硫酸で2％

程度）に移行しにくいことを確かめています。
‘‘福島原発事故の初期段階における球状のセシウム含

んだ粒子の放出についで’、KoujiAdachietaI．．NAr「URE，

ScientificReports3，Articlenumber：2554（2013）

doi：10．1038／srepO2554

“土壌。タケノコ。椎茸に含まれる福島第一原子力覚書

所由来の放射性Csの物性〃構造“形状”、NobuoNiimura

etoI．，」ournalofEnvironmentaiRadioactivity139（2015）

蟻53（「長崎原爆被爆者のプルトニウムによる内部

被ばくのオートラジオグラフィーによる分析」）

●70年前に作られた人の臓器の標本から、いまだに

Puのアルファ線が放出されていることが確認され

ています。「長崎原爆被爆者

のPuによる臓器線量は彼

らの生存期間内にわたって

調査され、外部被ばくと比

較して低いことがわかって

いる。しかし、一個のアル

止調　　　　　整

車中
フア粒子による個々の細胞

核への影響は無視できない

かもしれない。」と書かかれ

ており、ホットパーティク

ルによる内部被ばくの線量評価に対して疑問を呈し

ています。これは低線量領域におけるバイスタンダ

ー効果を基にした線量評価がまだ確立していないこ

とからきているのではないかと思っています。

KazukoShichijoetoI．，Heiiyon4（2018）eOO666・

doi：10．1016／j．heiiyon．2018．eOO666

皿54（「確率論的体内動態解析法の開発と不溶性セ

シウム含有粒子の内部被ばく線量の評価への通用」）

●ICRPはベータ線を放出する不溶性微粒子につい

ては、その内部被ばくの評価方法を提示していませ

ん。ICRPPublication137（2017）でもベータ線を

放出するセシウムの存在形態に変更はありませんが、

吸収される速さをそれまでの1種類（近似的半減期

であらわすと10分）から3種類（10分、140日、

7000日）に増やしています。しかし、あくまでも均

一分布を仮定した線量評価になるので、セシウム含

有不溶性放射性微粒子による内部被ばくの実態を反

映したものにはなっていません。

不溶性放射性微粒子を体内に取り込んだ場合の新

たな線量評価に対する考え方がこの論文（「確率論的

体内動態解析法の開発と不溶性セシウム含有粒子

の内部被ばく線量の評価　三言三二三二＿＿mm“＿　＄一三、｝

への適用」（2018）【甲　三三

B180－7】スライド54）に　嚢竃

示されています。彼らは新　馨

しい解析法を開発した理、＝

由として「線量推定のため

の一般的な決定論的方法

は、少数のセシウム含有粒

子の摂取には適用できな
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い」というように述べています。ICRPPublication

137を参考にしながら、セシウム含有不溶性放射性

微粒子の内部被ばく評価を試みた結果として、「不溶

性粒子のために構築されたモデルは、肺領域に加え

ていくつかの臓器および組織における沈着状態を考

慮している。さらに、沈着状態にある粒子がそれ以

上移動しないという仮定は、線量推定のためには控

えめなものである。それゆえ、不溶性セシウム含有

粒子のための体内動態モデルの導入は、現在の

ICRPモデルに基づくものよりも高い線量をもたら

した。」「しかし、不溶性のために、セシウム含有粒

子の体内動態の特性が被ばく量を増加させる可能性

がある。セシウム含有粒子のより正確な線量を推定

するには、粒子状物質の体内動態に関する追加の研

究が必要である」と述べています。

Kentaro Manabea and Masaki Matsumoto，JournaI of

NuclearScienceandlechn010gy

https：／／doi．org／10．1080／00223131，2018．1523756

肌55（「福島第一原発から放出された放射性セシウ

ムに富む微粒子の擬似肺液、純水、海水への溶解」）

」i∴∴∴∴触両軸　　　　園

●この論文「福島第一原発

から放出された放射性セ

シウムに富む微粒子の擬

似肺液、純水、海水への溶

解（2019）」【甲B180－8】

は、実際に採取された放射

性セシウムを含む不溶性

放射性微粒子を用いて、肺

液を模擬した液体と純水、

海水における溶出実験を行ったものです。その結果、

福島第一から放出されたセシウム含有放射性微粒子

は純水や海水には溶けず、疑似肺液にわずかに溶け

る。溶解に要する時間は「その結果、SLFにおける

CsMPのtt。talとtlOOnmは、条件（i）（湿潤と乾燥）

に対してそれぞれ38．6年と　34．9年と計算され、

CsMPが現在でも沈着している可能性を示している」

と書かれています。SLFは試料名。CsMPはセシウ

ムを多く含む微粒子、t，t。talとtlOOnmは2LJmの微粒子

が全て溶けるあるいは100nmの粒径になるまでの

時間です。

MizukiSuetakeetaI，，Chemosphere233（2019）

Ih56（「福島第一原発事で放出されたCs含有放射性

微粒子の80－89％が不溶性であることを報告した

レポート。」）

oo一審競

£　〃I

●3月15日に東京で採取されたダスト試料に含ま

れるセシウムを多く含む放射性微粒子はその80－

89％が不溶性であることがこの論文（「2011年3月

15　日に東京へ降下したセシウムは、放射能が高く、

セシウムを多く含む微粒子が大部分である」（2019））

に書かれています。SatoshiUtsunomiyaetol．，arXiv：

1906．00212［physics．med－PhI（2019）

同じ数値は同じ筆頭著者による別の論文（「福島原発

炉内の反応と環境問題」（2017））【甲B121】にも書

かれています。これは福島第一原発2号機の爆発

（3115）によるものだと推測されます。1号機と　3

号機から放出されたセシウムの一部もメルトスルー

によって溶け落ちた燃料が、原子炉底部のコンクリ

ートと反応したと考えられるので、コンクリートに

含まれるケイ素と反応して同様の酸化ケイ素のアモ

ルファス（結晶構造をもたない物質の状態）に取り

込まれている可能性があります。したがって爆発に

よって原子炉からセシウムを多く含む不溶性の放射

性微粒子が放出されたことも考えられます。他の部

分のセシウムは揮発したセシウムが水や海水に含ま

れる塩素と化合して気体状で原子炉から放出された

と考えられます。水と反応した水酸化セシウムや塩

素と反応した塩化セシウムは、水溶性であるため、

降水によって、あるいは沈着後水と触れることによ

ってイオン化し、土壌鉱物粒子に物理的に吸着され

ると考えられます。この土壌鉱物粒子に吸着された

セシウムも不溶性となり、やはりセシウムを含んだ

不溶性の放射性微粒子となります。この両者のセシ

ウム含有不溶性放射性微粒子は、土壌粒子と共に再
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浮遊し、再浮遊する割合は、気候や交通、農作業な

ど周辺環境の状況によって異なります。後に説明す

る土壌調査の結果によれば、環境中に放出された放

射性セシウムの大部分は、どちらかの経過で不溶性

放射性微粒子になったと考えられます。

肌57（ホットパーティクルのリスク）

●不溶性の放射性微粒子を呼吸によって体内に取り

込んだ場合、肺から不溶性微粒子が除去される速さ

については、UNSCEARは「ホットパーティクルの

肺への沈着には、長期の滞留時間があり、一・・」と述

べています（スライド50）。また、最近の実験結果

から、福島原発由来のセシウムを多く含む不溶性の

放射性微粒子が肺に取り込まれた場合、30年以上肺

に残留する可能性も指摘されています【甲B180－8】。

また、ベータ線を放出するホットパーティクルの

肺への摂取は、低線量領域で肺に均一に分布する場

合よりも被ばくの影響が大きくなると考えられてい

ます。しかしそのリスクの程度を知る方法がまだ確

立されていません。

m58～lh71（試料の採取と測定結果）

子どもたちが通う学校周辺の回 

道路脇に堆積した土壌の 

放射性Csの存在形態について 

61 �の一部 

、∴甑∴∴／／一m � 
＝翻案SSSSSmoここ ⊂肇∴。，⊃ こTSSSS慶賀賀〇二 

｛／／ 

●まず、放射性　00．。7y

Cs（Cs－134と韓吉

C8－137）はべ　さQjヰ175・63

ータ線を放出

する放射性核

種であること

94．4％　　961

6×104y

間
QEC＝600！

1誌Ba S聞e

を理解してください。（図はCs－137の場合）

この放射性Csの存在量と存在形態を調べるため

に、子どもたちが通う学校周辺の舗装道路の脇に堆

積した土壌を採取し、日開き106Hmと25umのふ

るいで飾って測定用の試料としました。節はJIS規

格のものを使用しました。舗装道路脇の土壌を調査

対象にした理由は、本来そこには存在していない土

壌で他の場所から様々な原因で移動してきたものと

考えることができるからです。

環竃書芸≡≡
日照高†∴∴亡で、（　　　lづ乎　　　！短－　　　｝もで

拭料を採取するためのふるい

アレフIルター　　　　　ざ）ボアフ1ルター　ノンプレノブ

採取散村

義和農本シフ　　　　　　　　　　　　も遺書

採取した試料は、JIS規格（KOO58－1：2005）を

参考にして放射性Csの溶出試験をおこないました。

溶出試験の手順として、試料に対して、①溶媒とし

て高純度精製水（サイエンス化学株式会社）を1試

料約50gについて500ccの割合で使用し、②

INTLI．AB社のマグネチックスターラー（磁気擬拝

機）を用い、毎分200回転以上で6時間程度擬拝し

た後、③懸濁液をプレフィ

ルター（捕獲粒径20－25um

程度）、10叫m（ミリポアフ

ィルター）、2．5Hm（ミリポ

アフィルター）、0．45叫m（メ

ンブレンフィルター）を使

って漉しとり、ろ液を、溶

出量を調べるための試料と

しました。（図は犠牲機）

溶出試験の結果、他の場所から移動してきたと考

えられる106叫m以下の土壌に含まれる放射性Csは、

98％以上が水に溶けない形態で存在していること

が分かりました。この結果は国立環境研究所が行っ

た森林土壌や公園の土壌の溶出試験結果（「放射性物

質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料

第四版）」2012年【乙B33－2の35－36頁】と同じ
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です。また粒径の小さい土壌粒子に含まれる放射性

Csは粒径が小さいほうがその比放射能（単位質量当

たりの放射能）が高くなっており、25Hmのものは

106Hmと比べてはおよそ2．3倍の比放射能になって

いました。（スライド69）

粒径と放射性Csの関係　　　国

l拘りれ以下の土壌に含まれるGの放射能　2叫m以下の土壌に含まれるGの放射能

綾取場所　　Cチ1弘　　C争1紳　　C，合計∴∴∴∴搾取地所　　Cチ1紳　　　Cシ137　　CS合計
土気HEm　±な）－ernOr　±io■irm　　　　　　　　　±eo－erncr　　±実子erOr　±実卜eTく場

（8函）　lB的）　（8胸　　　　　　　　（Bdkg）　　くさ昨）　　時的
1組貴市　　2兜±乙7　3．1鵜±0万　3，4％±乙8　1抱き市　300±150　2，800±150　al00主犯。

2紳輔　　　00±73∴i鴨的±地　軸50±鳩∴∴∴2綱島市　　原東I士だ∴さ高調主調∴i帥同士100
講鵡高∴∴綿7±84　㌔4m±加13．750±城∴∴∴3福島市　　5調±QB∴∴5．9∞土成！∴∴6．㈱±1約
4脚　　200±30　神加±17　2310±鳩　　4抱き市∴∴350±62∴∴3．200±綿　も5m±鈍
S縞購再　　録4±43∴1．1紳士asl，弧5±糾；∴∴5縮農高　　　＿
e抱き市　　750土日　7，5m±郭　8．3的土光　　6福嶋市　L400±紳14．00±1如16．00±150
7纏農高　1．1m±1412，3的±約13，500±俄　　7漸　2，300±14〕∴23．700±2約26．（議）±200

8棚肺　　　47±7、7　2，5お主調！∴：古刀0±50i∴∴8絶島市　　450±伊　4．e郷士＆「∴bl00±1紬

9倍連帯　　362±87　3，6的±複　脚±嬉　　9伊達市　　鍬）士的　5，950±50∴6，500±雛0
00郡山市　1畑土12∴1．2覚ま9．91，300±雛！∴∴：輪郭山高　250±雛事∴∴2．100±1％）∴主部め±150

負田村市　　倣±19∴∴・錐遺±45　4紳士i4　11田村市　　鮭0±側）∴∴i卵博士倣　1．の0±00

競いわざ市　4劃±113．9m±境　4，4畑土が）∴∴∴簾中、わき市1100±1Ⅱ）10700±15011，800±100
競いわき市　1戴±48　Ll力士87　L2修士99∴∴：けいわき市　100±51∴し800±韓　2050‡鳩
14いわき市
1511隈町

16会津若松市

4劃±11　3．9m±25∴4，420±28　　12いわき市1．100±11010．700±15011，800±100

118±48　LIZ7±871，245±99　1丸、わき市　100±511，800±韓　2，050±75

28±22∴∴304±33　　332±40∴∴14いわき市　110±50　　740±62　　850±87

177±64　1．800±14　2，0的±16　15川俣町　　200±47　3，270土日；∴∴3，60±73

32±20　283±29∴315±35　15会津若松高20±鎖）∴∴乙100±84　2，300±120

106Hm以下に対する25叩以下の土壌に含まれる放射性Csの比

平均　2．30　標準偏差　0．089

lh72（測定結果に対する意見）

●原告の子どもたちが生活する場所が安全だと言う

ためには、危険なことが分かっている放射性物質を

体内に取り込んだ場合の内部被ばくの評価は欠かせ

ません。Cs含有不溶性放射性微粒子を呼吸によって

肺に取り込んだ場合の、内部被ばくの評価方法が確

立されていない現在、少なくとも子どもたちがそこ

に住んでも安全であると結論付ける根拠はありませ

ん。

Ih73－77（“Cs含有不溶性放射性微粒子の分布状況’’

汚染地図と説明）

●2枚の地図（スライド74、75）は、子どもたちが

通う学校周辺の舗装道路上に堆積した土壌の内

106Hm以下と25叫m以下の微粒子に含まれる放射

性Cs（採取日におけるCs－134とCs－137の合計）

を国が定めている各基準を基に色分けしたものです。

○印、☆印が採取位置を示しています。8000Bq佳g

は環境省の定めた指定廃棄物の基準、400Bq瓜gは

農林水産省が定めた土壌改良資材などの基準、

100Bq佳gは厚生労働省が定めた食品の基準、

10Bq佳gは原発事故前の土壌の汚染レベル（京都で

の測定値から推定）です。赤は8000Bq瓜gを超える

場所。オレンジは400Bq瓜gを超え8000Bq瓜g以下

の場所、黄色は100Bq瓜gを超え400Bq瓜g以下の

場所、緑は10Bq佳gを超え100Bq瓜g以下の場所、

水色は10Bq佳g以下の場所を示しています。呼吸に

よって気管支さらに一部は肺胞にまで達する可能性

のある25um以下の微粒子が含まれる、いずれの場

所も400Bq佳gを超えています。そのうちの3カ所

は10000Bq瓜gを超えています。この数値は、放射

線障害防止法で定める放射性同位元素の濃度基準で

あり、もし1kg程度まとまってあれば総量で

10000Bqを超え、放射線管理区域で保管管理する義

務が生じます。子どもたちが通っている場所は、福

島県内でも不溶性放射性微粒子の放射能濃度が比較

的高い場所のように思われます。

子どもたちが通う学校周辺の　　　　　　bu相場o

舗裳道路上の土〈100叩以下）に含まれる放射性Cs
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もう一枚の地図（スライド76）は福島県内の各市

町村の舗装道路上に堆積した106いm以下の土壌粒

子に含まれる放射能のレベルを同様に色分けしたも

のです。福島県内でも、より危険の少ない市町村（Cs

含有不溶性放射性微粒子の放射能が100Bq佳g以下）

が存在しています。このことは、福島県独自に（他

県に協力要請をしなくても）、子どもたちの安全な教

育環境を確保できることを示しています。
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恥．78（おわりに）

●核実験による放射性降下物が降り注いでいたころ、

どこからも避難するという話は出てきませんでした。

それは避難する場所が国内にはなかったからに他な

りません。人々は、避難ではなく核実験禁止の運動

を始め、結果として大気圏内での核実験を禁止する

条約が締結されました。

福島第一原発事故は、日本に均一ではない放射能

汚染をもたらしました。環境に放出された放射能の

うち、その大部分を占める放射性セシウムは不溶性

微粒子として存在しており、この微粒子が危険であ

ることは間違いないのですが、どの程度危険である

かを評価する方法は確立されていません。内部被ば

く評価を如何にするかの検討が始まったばかりです。

このような状況で、汚染した場所からより汚染の

少ない場所で生活したいと考える人がいるのも当然

だと思います。もちろん避難したくても避難できな

い状況の人もたくさんいるでしょう。また、子ども

をより安全な場所で学ばせたいと思うのは親として

自然な感情だと思います。

憲法の第25条に「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する。2　国は、

すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及

び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

い。」と書かれています。このような状況を作りだし

たのは、国策として原子力を推進してきた国なので

すから、憲法の精神に従って国民の健康を守るため

に汚染地域から避難する権利くらいは認めるべきで

しょう。

ましてや、低年齢での被ばくが将来の健康により

大きな影響を与えることが明らかなのですから、子

どもたちをより汚染の少ない場所で過ごさせること

が国や地方自治体の責任だと考えます。

河野益近（こうの　ますちか）●1953年、四国電力

伊方原発から8kmほどにある町に生まれる。母親は原

発冷却水の送水を阻止するために61年頃結成された

「保内町の水を守る会」に参加（73年勝利）。1979

年、芝浦工業大学大学院工学研究科高エネルギー学専

攻（水戸研究室）課程修了。修士論文のタイトルは、

「環境放射能汚染の指標としての松葉」。卒業後は、東

大アイソトープ総合センター非常勤職員などを経て、

現在京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻教務職

員。1999年のJCO東海事業所の臨界事故では、5円

玉に含まれる亜鉛の放射化量から距離ごとの中性子被

曝線量を推定した。結果は、小泉好延氏との共著でイ

ギリスの科学雑誌ネイチャーに掲載された。3°11後

の現在も、東北各地の被曝線量を測定する活動を続け、

将来の住民による訴訟に役立てようとしている。

＜2014．03刊『原発は滅びゆく恐竜である』より＞
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2019年10月1日第21回期日、河野益近さん 

証言（主尋問）一部の要旨　文責は西日本：徳井 

（編集の際に、セシウム含有不溶性放射性微粒子を

CsMPと略記し、論文等URLと画像を入れました）

弁護告：この後、スライドを離れて尋ねます。今まで

の話をまとめて、次のように理解していいですか。

葬：【1】ICRPは内部被ばくの原則として、体中が

均一に被ばくし、生物学的半減期に従って体外に排

出されることを前提としてリスク評価をしている。

そうなのですか。

証人：はい。

静：【2】内部被ばくであっても、放射性物質が水溶

性で、血液や体液に溶けて身体を循環して体外に排

出される場合は、ICRPの評価は間違いとまでは言

えない。もっとも、ICRPは子どもや大人、女性や

男性を併せて平均的な値を線量係数などに用いてい

るので、子どもにこの値をそのまま適用することは

理解できない。

証：はい。

轟士3】福島の土壌汚染濃度は今なお高く、土壌中

の放射性セシウムはほとんどが不溶性の微粒子であ

ることから、福島で出かければ、風等によって再浮

遊するCsMPを体内に取り込む危険が高い。

証：はい。

弁：【4】csMPを体内に取り込んだ場合、血液や

体液に溶けないので、付着した組織に長期間留まる

ことになる。この場合、ICRPの生物学的半減期の

考え方における従来のICRPのリスク評価は適用で

きない。その場合のリスク評価は、評価を探ってい

るところであって誰も分からない。

証：はい。

舞：【5】ICRPは、放射性セシウムの生物学的半減

期を、子どもで40日程度、大人で90日程度として

います。CsMPが肺に付着した場合の生物学的半減

期はこれで良いのでしょうか。甲B180号証の9を

示します。九州大学の宇都宮准教授の論文です。5

ページの下から5行目の辺りに、「生物学的半減期

は数十年になると推定される」と書いてあります。

http：／／www・ip則．Or朝018／

03月GLVo113－3．pdf
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この見解については、どう考えられますか。

証：実験データから考えられる値だと思います。

弁：被告：国の主張についてお尋ねします。

弁：【6】国は「放射性セシウムは土壌に強く吸着し

やすく、一度、土に吸着した放射性セシウムは容易

に土から離れることなく、大気中に再浮遊する可能

性は少ない」と主張しています。この主張について、

どのようにお考えになりますか。

証：その「土にくっつく」というのは、すでに、核

実験の頃から何十年もデータを集め、それを評価し

て、経験的に分かっていることです。さらに、1988

年に出たメーマンの論文で、イオン状のセシウムが

「土壌コート」と言って、土の粒の表面にトラップ

されることが出ています。イオン状で飛んで来た放

射性セシウムであっても土壌に吸着すると言うので

す。　　　natu肥

真義で一再U胡抽鳩§叫CmbαlDeB

QuantitatiYeanalysisorradiocaesium

retentionihSOi〃5
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httpS‥／／www・nature．COm／articles／335247aO

しかし、吸着するのは土壌であって、土壌で構成

される地面全体ではないので、ようするに、風が吹

けば土壌は舞い上がります。

辞：土壌粒子に放射性セシウムが付着した場合に、

この放射性セシウムは水溶性ですか。不溶性ですか。

証：これは、国立環境研究所でも実験されてレポー

トが出ていますが、それの98％ぐらいは不溶性だっ

たと思います。
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葬：証人が調査されて、「98％以上は不溶性だ」と

いう調査結果が出ました。その中身は、福島原発か

ら、当初の放出でCsMPとして出たものと、イオン

状態で放出されて、土壌粒子にくっついて不溶性に

なったものと両方があると考えてよいのですか。

証：当然そうだと思います。

弁：当初からの不溶性微粒子と、土にトラップされ

て不溶性になった放射性セシウムが、同じように再

浮遊する危険があるのであれば、そこで暮らす子ど

もたちの健康に与えるリスクというものも相当に評

価すべきだということになりますか。

証：放射能のレベルによって、ちゃんと評価すべき

だと思います。

弁：【7】披告：国は、「土壌中のセシウムの再浮遊

は、長期的な公衆の被ばくに有意に寄与しない」と

主張しています。根拠はUNSCEAR2017年自書、

乙B22号証です。その6ページ、パラグラフ23を

志します。UNSCEAR主張の根拠はOchiaietal．

落合伸也氏他の論文、甲B180号証の12です。こ

れをお読みになって、どうお考えになりますか。

https：／／www．unscear．org／unscear／en／pubiication

s／Fukushima WP2017，html

https：／／doi．org／10．1016／i．ienvrad・2016・09・014
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証：論文に「長期的な影響が生じない」という、そ

のような内容を私には読めなかったです。

発：UNSCEARが落合論文をどういうふうに理解し

てパラグラフ23の結論に持っていったのか、落合

論文を読んでも分からないということですか。

証：はい。

幹：【8】被告：国は、CsMPの健康影響を考慮す

る必要がないことを主張する根拠として、ICRPの

国内メンバーである丹羽大貫氏らの「放射性物質に

よる内部被ばくについて」と題する文書を証拠提出

しています。そして、「ICRPは、“ホットパーティ

クル”によるがんの発生確率は、平均吸収線量からの

推定と同じかそれよりも低いと考えている」という

記述を挙げています。その点について、証人のお考

えを教えてください。（編注：日本アイソトープ協会

「福島第一原子力発電所事故と放射線に関する情報」）

https：／／www．irias．0r．ip／disaster／inf0．html

証：“ホットパーティクル”というものがどんなもの

かが重要です。1974年に“ホットパーティクル”が言

われた時は、α線を放出する“ホットパーティクル”、

基本的には酸化プルトニウムだった。それに対して

は、多くの議論があった。結論としてUNSCEAR

も述べているように、1970年代にその問題は解決し

た。粒子状と均一分布を比べて、「“ホットパーティ

クル”のほうでは被ばく量が少なくなる」という結論

が導かれていたと思います。それが正しいかどうか

というのは別として、現在、ICRPはそれを採用し

ています。

それは、α線というエネルギーの非常に高い粒子

で、水の中でせいぜい40Ilか45Ilぐらいしか飛ば

ないのです。細胞というのは10－30ふくぐらいですか

ら、40〟しか飛ばないとすると前後左右の数個の細

胞に当る。α線はl線より1桁高いエネルギーです

から、そこの細胞は死ぬと思います。

l線の場合はUNSCEARの言うようにまだ分か

らない。だから、丹羽先生のおっしゃっているのは、

α線の“ホットパーティクル”だと思います。

弁：乙B26号証、先ほどの丹羽大貫民らの論文です。

その8ページ左上のところに「極めて高い線量をう

ける微粒子近傍の細胞は、癌化よりも細胞死の経路

をたどるため、全体のリスクは低くなると考えるの

が順当であろう」と書かれていますね。

証：はい。

弁：これが今、証人が話されたことで、α線を出す

粒子については妥当するかもしれないけれど、l線

を出す粒子については妥当しない、あるいは分から

ないということですね。

証：直接的な論証はないと思いますが、それに関し

て、私は重要な論文を2つ読みました。

1つ目は、α線を出す“ホットパーティクル”の間
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題が起こった1970年代に、メイネオルドらが、α

線を出す物質が粒子であった場合と均一に組織に分

布した場合の理論計算をした論文です。

粒子の場合は、「近傍の細胞が死ぬので発がんの確

率がかなり低くなる」と書いています。1976年イギ

リスのネイチャーに発表されています。

しかも、その論文では、l線を出す不溶性粒子の

理論も同じように研究しています。それによると、

均一分布と粒子の状態を比べて、高放射能の領域で

は細胞が死ぬので、均一分布のほうが発がん率が大

きいですが、低放射能の領域では、粒子状のほうが

均一分布よりも発がん率が高くなっています。

2つ目は、チェルノブイリ事故後に、放射線を出

すルテニウム粒子が研究された中で、ホフマンがル

テニウムで理論計算をした1988年の論文です。

・ルテニウム粒子が組織にくっつくとして、粒子の

位置からの距離を横軸にとり、縦軸に肺がんになる

確率をとって計算すると、l線を出すルテニウム粒

子のすぐ近くでは発がん率がゼロになる。たぶん、

エネルギーが強いので、細胞が死ぬのでしょう。

ところが、l線はα線よりも遠くへ飛ぶので、だ

んだん死なない細胞が増えてきて、発がんが増えて

いく。ある距離が離れたところに発がん率のピーク

ができて、それからは少しずつ発がんが減っていっ

て、l線が届く距離を超えるとゼロになる。こうい

う報告です。（編注：スライドのNo．43とNo．44）

葬：1つ目のメイネオルドの論文は甲Bl17号証の

5の1で、2つ目のホフマンの論文は甲B180号証

の4の1ですね。

証：はい、そうです。

弁：【9】国は、CsMPの健康影響を考慮する必要

がないことを主張する根拠として、甲斐倫明教授が

「不溶性の微粒子であっても、平均的な臓器、平均

的な線量を評価することが大切だ」と言ったことを

挙げています。乙B34号証9ページ5行目です。

これについて、証人のご意見はどうですか。

証：「平均的な」と言われたのは、“ホットパーティ

クル”の議論になじまないので、不思議です。

そして甲斐先生は、この後で、「まあ非宮に局所的

には線量が高くなる可能性がございますので、そう

いった心配もされるので、そこも、きちんと評価し

ていくことが大切であろうと考えて、こういう評価

を行っていると考えております」、さらにその下で

「きちと調べて、押さえておく必要があるだろうと

思います」と述べられています。

だから、「不溶性の粒子について、きちっと調べな

いといけない」ということをおっしゃっているのだ

と思います。　クローズアップ現代＋（2017．6．6）

https：／／www．nhk．orip／gendai／articies／3986／

福島第一度発事故の際、過去の事故‾剛は見つかって

いないタイプの放射性粒子が放出されていたことが

明らかになった。大きさは1／1000ミリ以下から0．5

ミリほど。微細なカラス玉に放射性セシウムが閉じ

込められている。水に溶けないため、体内や環境中

に長期間、残留する懸念がある．従来、考えられて

きた放射性セシウムとは影響が異なる可雛がある

という。「さらなる研究が必要」としつつ、研究書

たちは、今、分かっていることを伝えようしてい

る。未知の放射牲粒子とは、どのようなものなの

か？影響と対策は？凍っていく。

出演喬

甲斐鯛さん（保健物理学会“会長／大分県立看護科学大学・教授）

森口祐一さん（東京大学工学系研究科・教授）

武田真一・鎌倉千秋（キャスター）

弁：【10】証人が書かれた意見書：甲Bl16号証

http：／／fukusima－SOkaisaiban．blogSPOt．COm／p／biog－Pa

ge22．htmi　中に「それらのことから考えれば、調

査が行われていない福島の各地においても、人体に

影響を与えると思われる不溶性のl線を放出するホ

ットパーティクルが存在すると考えることに合理的

な矛盾はないと思われます」という部分があります。

この部分について、被告：国は、「上記結論が導か

れる合理的な理由が何も示されていない」、「専門的

な検討を加えた形跡がない」などと批判しています。

これについて、証人のお考えをお話しください。

証：福島から放出されたプルトニウム粒子が、東ヨ
ーロッパのリトアニアで見つかった話があります。

フランスの気象局のシミュレーションを見ても、カ

ナダからカリフォルニアの辺りまで汚染物質が拡が

っているので、たぶん地球規模で肱がっています。

ということは、「福島県内において、原発周辺だけに

CsMPが有って他の地域には無い」と考えるほうが、

「他にも有る」と考えるよりも不自然です。

（この主尋問一部の要旨は、傍聴記録と証調書の

内容から、支える会西日本：徳井が作成しました）
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