
第3部．最新の科学的知見から見た
ICRPによるリスクの過小評価の質的な

側面
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ICRPモデルの過小評価：質的な諸側
面 ー 以下の点の無視・軽視がある

1.平均化原則：個人間の放射線感受性の相違を無視

2.ICRPは（白内障などを除き）がんだけしか放射線影響を認
めず→広範囲の非がん疾患を無視

3.放射線の間接的作用、活性酸素・フリーラジカルによる酸
化ストレスの重要性(ペトカウ効果)を軽視

4.放射性微粒子の内部被曝の特別の危険性を無視

5.一連の核種とくにトリチウムの特別の危険性無視

6.遺伝子変異の蓄積性の軽視、

7.標的をDNAに限定、非DNA標的効果(イオンチャンネル、ミ
トコンドリア、免疫系、代謝系、腸内細菌等)を無視

8.被曝の複合作用と遺伝子変異の世代間での蓄積（がんおよ
び非がん疾患について）を無視
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1．ICRPの平均化原則は高感受性の人々
の生存権・基本的人権を無視するもの

• 放射線の影響の受けやすさには個人間で違いが大きい。

• 放射線感受性が顕著に高い人口集団が存在し、低線量でも
深刻な人体影響が集中的に現れる→単一基準では無視され
る(本行忠志氏：100倍=上下に10倍)

• 乳幼児・子供（BEIRⅦ平均の約2～4倍、実際には10数倍）

• 女性（BEIRⅦ、男性の約1.5倍）

• 損傷を受けたDNAの修復機能やアポトーシス（細胞死）に
関連する遺伝子（ATM、TP53、BRCA1、NBS1など）に変異を
もつ人々がかなりの比率(ICRPは人口の～1%、放医研は
1%、ECRRは6%と推計)で存在する→福島県で2～12万人、関
東圏で45～270万人、日本全国では130～760万人が放射線
に影響されやすい体質をもつ（2～3倍）
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LNTモデルは被害「ゼロ」論よりは本質的前進であるが、それだけ
では、放射線感受性の高い人口集団の人権や健康は守れない。
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2．ECRR：がん以外の疾患の重要性を強調

注記：P値は、有
意差がない確率
がP×100％であ
ることを表す。通
常P＜0.05であ
れば統計的に有
意と判断される

ECRR2007勧告
258ページ
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なぜか？



3．放射線の直接的作用と間接的作用（活性
酸素・フリーラジカルによる破壊作用）

出典：『サイエンスビュー生物総合資料』（高校生用の参考書に記載されている）
6

生成した活性酸
素がいろいろな細
胞小器官、タンパ
ク質、DNA前駆物
質などを損傷

直接的作用↓

↑間接的作用

←間接的作用↓

↑間接的作用
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汚染地域の子供：血液中のフリーラジカルが高濃度

出典：オリハ・ホリッシナ『チェルノブイリの長い影』新泉社（2013年）58ページ

チェルノブイリでは1～5mSv/yの地域である点にとくに留意

←約3倍のフリーラジカル量
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 1 脳神経疾患と酸化ストレス
 2 Parkinson病と酸化ストレス
 3 眼疾患と酸化ストレス
 4 呼吸器疾患と酸化ストレス　
 5 心疾患と酸化ストレス
 6 心不全と酸化ストレス
 7 動脈硬化症と脂質酸化　
 8 肥満・エネルギー代謝と酸化ストレス　
 9 ピロリ菌感染症と酸化ストレス　
10　非ステロイド系抗炎症薬による小腸粘膜傷害
11 炎症性腸疾患と酸化ストレス
12 NAFL/NASHと酸化ストレス
13 C型肝炎における肝発がんと酸化ストレス
14 急性臓器不全と酸化ストレス
15 腎疾患と酸化ストレス
16 糖尿病と酸化ストレス
17 婦人科疾患と酸化ストレス
18　特発性大腿骨頭壊死症と酸化ストレス
19 がん予防と酸化ストレス
20 歯科・口腔疾患と酸化ストレス
21 運動と酸化ストレス
22 エイジングと酸化ストレス
23 放射線障害予防と酸化ストレス
24 自己免疫疾患と酸化ストレス

臨床編の目次→

放射線の間接作用がどれほど
広範囲かを示している

ROS・FRについて体系的な
研究書が出版されている



活性酸素・フリーラジカル：まとめてみると

• 放射線→活性酸素・フリーラジカルを生みだす

• 放射線により過剰に生じた活性酸素・フリーラジカ
ル→酸化ストレスを引き起こす

• 酸化ストレス→がんおよび非がんのきわめて多数か
つ広範囲の疾患や健康障害を生みだす

• しかも、直接的作用/間接的作用のDNA損傷比→1：4

• 酸化ストレスによる放射線の作用の方が強力である

• 免疫系への影響（流行性・感染性疾患を含む）、イ
オンチャンネル系、神経系への影響、ミトコンドリ
ア傷害、炎症、代謝などが加わる→さらに広範囲

• いわゆる「難病」の急増との関連も考えられる
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非標的効果、バイスタンダー効果→炎症

• 放射線にヒットされた細胞が周囲の放射線にヒ
ットされていない細胞に影響を伝達→変異

• 長期の細胞炎症が伝播する

• サイトカイン（細胞間の情報伝達物質）の分泌
→「長寿命有機ラジカル」の連鎖反応による

大和田幸嗣ら『原発問題の争点』より→

放射線（吉川敏一『酸化ストレ
スの医学』参照）
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白い煙の大部分は、放射性微粒子
である。
　（左）１号機爆発直前のベント
（3月12日14時30分～）
　（下）１号機の爆発（3月12日15時
36分）

4．放射性微粒子の特別の危険性

政府は「水素爆発」＝水蒸
気の発煙であるということ
によって、同時にこの煙が
放射性微粒子雲であるこ
とをぼかそうとした。 11



３号機の爆発では火球が

噴き上げられたガレキ
が落下しているのが見
える

排気塔の長さは約120mである

煙の色が黒いことは破砕さ
れた核燃料の破片・粉塵が
大量に舞い上がっているこ
とを示唆している
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この煙も放射性微
粒子である

３号機爆発後の
衛星写真（14日）
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3月20日の2号機の状況。

政府の推計によれば、2号機は、各号
機のなかでもっとも多くの放射性物質
を放出したとされているが、建屋は大
きくは破損しておらず、詳細は不明。
出ている煙に注意。
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このような白い煙も水蒸気だけでなく放射性微粒子を多く含むものと考えられる

４号機からの煙が明らかに灰色であることに注意3月16日の状況（内陸への風）
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1）気象研・足立光司氏が発見し
たセシウム含有微粒子の特徴

• 形状は球形（ボール状）

• 元素が均一に混じり合った合金

• ケイ素Siを含むガラス状（セメント・断熱材との反応）

• 水・酸・脂質に不溶性→長期的な影響が懸念される

• 鉄分を含む→生体に吸着しやすい、排出されにくい

• セシウム137/134を含む放射性微粒子（粒径2.6µmの粒子
では3.27/3.31ベクレル、2µmの粒子では0.66/0.78ベク
レル）→9～50億個のセシウム137原子を含む
［Cs137/1Bq=14億個］

• メルトダウンや爆発によって気体として放出され固化し
た可能性が指摘されている

16



2）兼保直樹氏(産業技術総合研究所)らによる既
存の大気中エアロゾルに吸着した微粒子

→既存の大気中の硫酸イオン微粒子
に吸着したと推定(水溶性エアロゾル微粒子)

ナノサイズの微粒子の多さに注意のこと 硫酸エアロゾルの粒径分布に近い
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3）エアロゾル吸着微粒子は、地表で土壌と
反応して不溶性微粒子を生成する

• 高橋嘉夫氏らの研究『原発事故環境汚染』東大出
版（2014年）に注目される研究が紹介されている

• 「エアロゾル中で水溶性の高かった放射性セシウ
ムは、土壌沈着後に不溶性に変化」

• 「セシウムが粘土鉱物中の酸素と直接結合をもっ
て吸着されている」

• 「放射性セシウムは沈着したその場で粘土鉱物に
強く吸着され、それ以上は動かなくなる」

• 可溶性放射性セシウムの多くの部分は、沈着後
に、「不溶性放射性微粒子」として特別な危険性
をもつようになる→不溶性微粒子として再飛散
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4）阿部善也氏らによって福島県浪江町の
土壌から発見された大型の放射性微粒子

• 大型の不定形粒子、100µmを超えるものもあ
る（鼻血の原因物質の可能性）

• シリコンSiを主体とするガラス状
• CsよりもBaを多く含み、ストロンチウムSrを含
む

• 粒子内に数µmオーダーでFe、Mo、Sn、Uなど
の金属元素の濃集（concentration）が見られ
る（ガラス状ではない相の存在）

阿部善也氏の地球惑星科学連合大会2016での報告より
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TBSニュース「“目に見える”放射
性物質の粒、福島の川で確認」
2018年3月7日
針先程度の大きさで目に見えると
いう。100リットルの川の水に1粒
程度見つかるという

小野貴大ほか『分析化学』
2017年第4号論文より
https://www.jstage.jst.go.jp/ar
ticle/bunsekikagaku/66/4/66_2
51/_pdf
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上は粒径の小さな微粒子(「Aタイプ」)の見つかった場所

NHK2017年6月6日「クローズアップ現代」の画面より

NHKが放送した不溶性放射性セシウム粒子の発見場所
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粒径の大きな微粒子の見つかった
場所は事故原発の近傍が多い↓

粒径の小さな微粒子の見つかった場所

NHK2017年6月6日「クローズアップ現代」の画面より

↑関東圏の深刻な汚染を示す



5）森林で生物濃縮（真菌胞子・花粉など）
された放射性微粒子の再飛散（季節変動）

五十嵐康人氏らによる

5月～11月 5月～11月
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放射性物質の高度分布：山岳地帯の汚染

大気中ガンマ線量率

福島県阿武隈山地（常葉）鎌倉岳（967m）山頂付近は6.3μSv/h（57mSv/y）もの線量

標
高

相
対
頻
度

細島睦夫/兼保直樹氏による

山火事の特
別な危険性
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25阿武隈山脈常葉鎌倉岳(福島県田村市)の遠望　『山と渓谷』誌オンラインより

福島県三春町在住の写真家飛田
晋秀氏によれば事故原発近くの
山間部では100μSv/h以上のと
ころがざらにあるという（年間で
1Sv＝10％未満致死量）



6）「黒い物質」の拡散
は今も続いている

17年4月東京国立博物館前で採取：1万3700Bq/kg 大山弘一氏提供
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35万Bq/kgの「黒い物質」
を発見　2017年3月19日
→

←南相馬市原町区で、住宅
地周辺で普通に見つかる。コ
ケや藻類による生物濃縮と
考えられる

大山弘一氏提供
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佐藤志彦氏ら、不溶性微粒子が放射性セ
シウム全体でしめる割合を同定→約5割

• 福島県本宮市で採取した土壌に含まれるセ
シウム137（濃度8000Bq/kg）の形態を分析

• 水溶成分・陽イオン交換成分・有機物付着成
分・強酸抽出成分を抽出する→「最終的に約
50％の放射性セシウムが残留した」

• 残留物は、足立氏が発見した不溶性微粒子
と類似の化学的性質を示した

• 足立氏が発見したCs含有粒子が「広範囲に
分布しているものとみられる」と結論している
地球惑星科学連合大会2016での報告より 28



明らかになった再浮遊・再拡散の諸形態

• 東電による不用意な廃炉作業にともなう放出

• 事故原発で続く核分裂による放出(サージ、スパイク)

• 汚染ガレキ・ゴミ等の焼却などによる再飛散

• 汚染地域森林の山火事など

• 交通機関（道路・鉄道など）による微粒子の拡散（とく
に首都圏への集積）（政府機関の測定/汚染地域走行→
2Bq/cm2＝2万Bq/m2）

• 土壌に沈着した微粒子の風による再飛散

• 運搬や破れたフレコンバッグからの飛散

• 海洋に沈着した放射性物質の泡や上昇気流による再飛散

• 山や森林や宅地などからの生物濃縮された微粒子の再浮
遊（現在も続いている）

• 水系、水道水や食品中の放射性微粒子
29
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関東地方の主要なゴミ焼却工場

グーグルマップによる　



ゴミ焼却炉によるセシウム含有放射性微
粒子の再拡散のメカニズム

• セシウムの沸点：678℃と低い。酸化物も約800℃

• ゴミ焼却炉の温度：1000℃前後

• セシウムは気体となってフィルターを通り抜け放
出される（回収は6割程度、99.9％など嘘）

• 焼却灰Cs137中/広島原爆26発分→放出は数発分？

• 大気中放出後に放射性微粒子を形成する

• 木質ペレットによる「エコ」発電や「エコ」セメ
ント製造、家庭用ストーブの場合でも同じ

• 野焼きのような燃焼温度（400℃程度）ではその
ままセシウムなどの放射能を含む煙霧となる
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国立環境研究所『環境儀』第22号2006年より

ナノ粒子(未解明)は血液中に侵入し全身に
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放射性微粒子：アルファ線の肺内での照射を捉えた写
真→近傍では高線量になる(影響は約1000倍)

http://www.ne.jp/asahi/kibono/sumika/kibo/note/naibuhibaku/naibuhibaku8.htm35



結論：不溶性微粒子は1個でも沈着すると危険

• ECRRは不溶性セシウム137含有放射性微粒子
の危険度を、外部被曝＝K40内部被曝の400倍
～5万倍と推計している

• 1個1Bqの微粒子が体内にあった場合、被曝量
は400Bq～5万Bq相当量になるということ

• 対数の中央値で約4500倍となる→4500Bq相当
• 推進派の学者たちがよくやるように、K40の内部
被曝量4000Bqと比較しても（このような方法は
誤りだが）、その危険度が明らかである→1個で
も危険
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