
参考）福島における甲状腺検査の結果（1－2巡目：4地域集計）

参考）福島での甲状腺がん（結節）に関する論争

01巡目データの分析

細SuzukietaI．（2016）、Ohiraetai．（2016）

置甲状腺がんの発見率：有意な地域差なし
●ただし、これらは59市区町村を4地域もしくは3地域に分類しており、地域区分が不適切であるという批判（Hama°ka（2016．2017）

℡Tsuda etai．（2016）

置有意な地域差あり
○批判レターはあるが、Tsudaetai．（2017）で反論済み。

02巡目

00hiraetai，（2016）

○被曝量との有意な相関無し

書1＋2巡目

O Kato（2019）

○外部被曝量と甲状腺がんの発見率に正の相関あり（4地域区分）。

O Akibaetal，（2017）

○非避難区域よりも避難区域の方が甲状腺結節の割合が有意に高い。
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○例3”co－eXPehise”を奨励する根拠

書ICRPのLochard（2019）、福島ETHOS主宰者のAndo（2016，2019）のように活動の当事者が主

観的、定性的に記述したもののみ。
○第三者による定量的な評価が必要。

置例4　参考レベル100mSvの前提となっている、

書”（22）ThereisreliabiescientificevidencethatwhCIe－bodyexposuresontheorderof

≧100mSv”の引用元はiCRP103（2007年勧告）という古い文献

○その妥当性の検討、その後の疫学的知見を踏まえたupdateが必要。
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参考）原爆被爆者寿命調査の分析結果（Preston2003）

農低線量部分について線量を限定して推定（修

飾項は全データを用いた値が共通すると設
定）

事0－0，125Svまで用いると係数は有意となる。

置100mSv論の論拠？

置ただし全データを用いた分析では、下記のように

結論。
Thereisnoindicationthatthesiopeofthisdose一

responsecurveoverthisIow－doseranged肝ers

Significantlyfromthatforthefuiirange（P＝0・5）and

noevidenceforathreshoid．

この論文でも、この結果は、線量範囲を限定すると標

準誤差は大きくなるが、係数は大きくかわらず、安定
していると解説。

TABLE4

ExCeSSRelative斑雪庶Estinl穐ねらめrSeleCted

DoseR珊嶋鮮

Do捕　　　　　　E脚Sv楯E）館　　　　　　　Pl也u享

0．15

030

0－舵5
－　　　－

0。0靖

0．的う

そ0＿脚l

＜乱00l

く0＿㈱l

t∴∴∴＜0＿001

0一也＿05　　　　　　乱掘的＿8部

0」）．1　　　　　　0－的（0，滴）

0＿＿乱l堂　　　　　　0－74で0．3郎

0－0．15∴∴∴∴∴0鵬（批勘
0－m．ユ

0－4．5

0＿1

0－2

0－4

0＿76〈0°導）

0。出（0．1ユ）

047（0＿101

0＿54的，07）

047（0．05）

髄5線－aYeragedes血alesala箪70撤erexposureが鵡曾30・

hOneふdedPvalueforateStOfthehypomesis血at血esIopeisO．
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種例51930行「子供の甲状腺スクリーニング実施対象　甲状腺吸収線量100－500mSv

のみとする。」根拠として、Togawa（2018）を引用。

OTogawa（2018）は、IARC（国際がん研究機関）の報告書の概要紹介論文。ただし、報告

書では、「最後に、専門家グループは、この報告書が過去の原子力事故後に実施され
．た甲状腺健康モニタリング活動の評価ではないこと、また現在進行中の甲状腺健

康モニタリング活動、特に福島県「県民健康調査」に関する提言は一切含まれてい
ないことを強調しておきたい。（IARC　報告書邦訳p，15－16）」とあり、福島の教訓と
して、この基準を取り入れることは不適切。削除すべき。
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加筆すべき主要なポイント

〃本編

〃変更点の明示と変更の理由の説明

後放射線の確率的影響がLNTモデルに従うこ

との明示
0100mSvまでの被曝には影響がないという誤っ

た解釈がなされた。

OICRPlO3para36にはLNTを採用することが明

示されているにも関わらず、ICRP109＆111およ

び本Pubiicationには、LNTを採用することが明

示されていない。

○影響の体系的な整理

書各種の影響を考慮した意思決定方法

書偏りのない引用、記述

〃ANNEX A＆Bの比較

○福島とチェルノブイリの政策などの比較

OANNEX A　チェルノブイリ

〃Publll A6チェルノブイリに加筆

OANNEX B　福島

○　日本政府の非体系的な取り組み

O NuciearAccidentの原因企業の責任の明示

○住民の意思決定の前提

●
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改訂前の109＆111との主要な違いとコメント（1／5）

109＆111　　　　　ドラフト版 コメント

今回のドラフトは109と111を大規模原子力災害に適用したのであれば、
Updateofではなく、ApplicationoflO3日09＆111とすべきなのでは？

参考レベルを変更したのであれば103にも遡って適用するのか？

Pubricationの位

置づけ

103（2007年勧告）を緊

急事態、長期汚染地
域に適用。

109＆111を大規模原子力

災害に適用。

LNT（Linear

non－threshoid．LNTの言葉は使われ

線形闘値無し）ず。
への言及

左に同じ。

Para22には概ねLNT的な説明が書かれているが、LNTという単語が志さ

れていない。100mSv以下では影響がないと誤解する者がいるので、LNT

を明示すべき（ICRPl03のPara36における記述）。

ただし、100mSvの根拠はICRP103（2007年）での文献サーベイ。その後

の研究蓄積を踏まえて、それ自体を再考する必要がある。

事前の準備
109　7．緊急時被曝状

況に対する準備
Preparedness

Preparednessの重要性に注目したことは評価。ただし、日本では避難計

画は規制委員会の審査対象となっていないことを明示。
避難したので高齢者などに死亡者が生じたことが紹介されているが、

被曝を避けるために避難をしても死亡者がでないようにすることは

preparednessに含まれるはずである。

改訂前の109＆111との主要な違いとコメント（2／5）

109＆111　　　　　　ドラフト版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメント

緊急対応者
緊急時の対応　20－100mSv　　　　　緊急対応者　≦100mSv

者、公衆の参考　状況によっては超過を　状況によっては超過を許容。上限100mSvを緊急対応者と公衆で同じとする理由が不明。
レベル　　　　許容。　　　　　　　公衆　≦100mSv

公衆　20－100mSv

公衆
緊急時　20－100mSv

公衆の参考レ　現存被曝1－20mSvの
ベル　　　　　下方から選択

長期的にはImSv／year

を目指す。

公衆
緊急時100mSv以下

現存被曝10mS以下。

長期的には1mSv／年
のオーダー。

上限20→10mSv、および長期的に1mSvの財－ダー」に変更した；

理由、表記を変更した理由を明示。
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改訂前の109＆111との主要な違いとコメント（3／5）

109＆111　　　　ドラフト版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメント

Accidentの責任

者の責務
明示されず。 明示されず。

放射性物質を排出した企業が責任を果たすことが前提。東電の不十分
な対応をANNEXに記述すべき。

チェルノブイリのselトhelpは国などが賠償を履行せず、苦肉の策として

開始された（PublllANNEX）。SelFheip，CO－eXpertiseを前提とすべきで

はない。

風評という言葉も企業の責任を消費者に転嫁するものである。

考慮すべき帰結
Heaitheffect／

Economic／Societai

左に加えて
“Consequencesforfauna

andHora’’
”psychoIogiCal

COnSequenCeS
”Heaithimpactsof

changesinlifestyie，，

Psychologicalには、福島での調査結果が引用されているが、Radiation

Heaitheffectには福島での影響についての論文は示されていない。

ANNEXでは、放射線の影響ではなさそうと書かれている。Radiationの影

響を過小評価しているのではないか。
PsychoiogicaIは被曝の影響ではないと考えているようだが、被曝によっ

て中枢神経系に（器質的な影響が生じ）、Cognitiveな障害が生じることを

示す研究も行われている（例えばCEREBRADプロジェクト）。
Economicについては、個人レベルでの失業、収入減といった重要な問

題が記述されていない。
Societalに、専門家や当局への信頼の崩壊が挙げられているが、それ

をどう測定、（例えば被曝による健康影響と比べた）重要度を評価するの
か？具体的な方法を明示すべき。

現在の記述ではマクロレベルを中心にしつつも、ミクロ（個人）レベルの
Consequencesが混在している。住民の意思決定への参加を促進するた

改訂前の109＆111との主要な違いとコメント（4／5）

109＆111　　　ドラフト版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメント

様々な帰結を考慮し
た意思決定の方法

明示されず。
ICRPlOlでcost－

benefit，muitト

attribute法などを

紹介。

明示されず
実行可能性を高めるためにも、どのように評価するのか具体的に
禾すべき。

PublO9　付属書B

（緊急防護措置）
B．1ヨウ素甲状腺

ブロック

B．2　屋内退避

B．3　避　難

B．4　個人の除染と

医療介入
B．5　農業に関する
寺川七的寺対韓

3．4．1．3．10dinethyroid

bIocking

3．4．1．2．Sheitering

3．4．1．1．Evacuation

3．4，1．4．Decontamination of

PeOPie

3，4．1．5．Precautionary

restrictionsoffoodstuffs

EnvironmentaIand

individuaImonitoring

3，4．2．Protective actions

fortheintermediatephase

3．4．2．1．Temporary

reiocation

3．4．2，2，F00dstuff

mana〃remOn＋



改訂前の109＆111との主要な違いとコメント（5／5）

109＆111　　　　　　　ドラフト版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コメント

政府が主導する住民らの
フォーラムの結成

長期汚染状況で
の住民の位置づ
け

削除　　　　　　なぜ削除？

自助努力による防護対策
専門家と住民の
co－eXPertise

チェルノブイリでは経済の悪化、ソ連の崩壊などによって必要な補償が得
られなくなったために開始された。責任企業が充分な補償などの対応をお
こなうことが大前提であり、住民の自助努力は最低限とすべき。

福島では承諾無しで個人データが利用され、さらに専門家や自治体への
信頼が低下した。研究倫理などco－eXPertiseの前提条件を明記。

111に具体的な政策、

Chernobyiの記述ETHOSの歴史的背景など記述されず。

も記述。

ICRPlllのANNEX－A6に加筆する形にすべき。

Fukushimaとの政策の比較も行うべき。

Fukushimaの記

述
簡単に記述。

日本政府の非体系的な対応
東電の責任
などを明示すべき。

執筆者、事務局
のCOI（利益相反）なし

開禾
開示するだけでなく、COIのある者は参加させるべきではない。

パブコメの書き方

書ホームページから

書出P：／Nww，icrp．Qrg／consultation．asp？comment＝1＆id＝D57C344D－A250－49AE－957A－

AA7EFB6BA164＃edit

置ICRP consultation　で検索

“Radioiog－CaiProtectionofPeopIeandtheEnvironmentintheEventOfaLargeNucIear

Accident

Wc織K・∴iO部鞠冊細部WiOh‘・　SUPpORT ICrlP瑛範A

RadiologIcalprotectionofpeopIeandthe

EnvironmentintheEventofaLargeNucIear

Accident
。1両r字画同軸oiQOlcaIPmtectIon0時eOple創tdth．Er，Y－rlOnmeh”鵬ぬEveMol‘山鳩eNL，CleBtA拙ぬ小間聞郡部謝跨lQr函話

rOnS諏蛾On L雨防劇C刷れeC（持rm激1，真言rom〈置く油掠」薄青親dor即「絹ミ卿買丁雨融…6裏・脚銅は糊熊短調照雄d布部高樋lCnp偽G的（e Co手間軸S

nnJSはesし峡TⅥ11的砕き璃時雨iCr浦weo諒eiへu a商船郎Septt面20．3019

AbStraCt

丁場臥樋蝶！騎討帥短調同朋栂叛18両健闘1鯨関が囲雨郡部極的時0榊諦1時C胱00日綱掴蘭綱紀C鶏席，CraWnq押頂8

斜胸蘭蔦寧＄成型用的）場面Fu涙h咽で毎時蘭諦i稔的鵬）雄一18醗酵1C年高揚諏訪のl時－Wl▼きめ鳴er油滴的らトあご的α事・eh風間融On
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〃既に投稿されている意見をみても、書き方や内容は自由。

寒ただし、甲斐氏（この報告書作成タスクグループの座長）によると、具体的な変更案（文案）の方が考慮

されやすそう（例「改訂案の改訂案」）。

置HPからの締め切りは9／20のまま。

置原子力市民委員会がHPからの受付の延長を要望中。

010／25まではICRP事務局の藤田氏　hirok主fLJita＠icrp，Orgまでメールすれば日本語でも受け付けてくれる。

○参考）原子力市民委員会HP httD：／／www．ccneiaDan，COm／？D＝10168

℡ICRPから原子力市民委員会への回答　参照。

細メール、HPからの日本語投稿は、全訳するわけでなく、甲斐氏らが重要だと判断するもののみを英訳。委員会に提出。

○できれば英語で9／20までに同HPに投稿する方が世界に自分の意見を見てもらえるので効果的。

英語が苦手な方：日本語→英語に翻訳してくれるサイトの利用

○短い例文
O LNTを明示して下さい。

O Googie翻訳　httDS：／／translate．賃00de，COm

O PleasespecifyLNT，

営みらい翻訳　h址DS：／／mirakransIate．com／triaI／

営PieasespecrfyLNT，

置日本語も改善

OICRPではLNTを前提としていることを明確に述べて下さい。

O Googie

置StatecleariythatICRPassumes LNT，

○みらい翻訳

O CiarifythatICRPassumes LNT〟，
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英語が苦手な方：日本語→英語に翻訳してくれるサイトの利用

○数行だがややこしい例文

OHne　935（89）福島では、事故初期に炉心溶融の可能性が通報されていたにもかかわらず、東電が炉心溶融を認めたのは、1号基

については2011年5／15日、2、3号基については同24日であった。ラジオ、テレビの利用は重要だが、そもそも情報公開しないと意味が
．ない。これらの前提として、電力会社からの緊急通報はすべてリアルタイムで公開することを明示すべきである。

OG00gie翻訳　httos：／／transIate．2°°de．com

書Line935（89）！nFukushima，desp正ethefactthatthepossib冊yofcoreme帖ngwasreportedatthebeginningoftheaccident，TEPCO

adm柾edcoreme帖ngbecauseofUn正lonMay15，2011，Itwasthe24thofthesamedayforUn正3，Theuseofradioandteievisionwas

imPOrtant．buthwouidbemeaningIessiftheinformationwasnotdisciosedinthedrstplace．ShouIdbeshown．

00みらい翻訳　httos：／／miraitransIate．com／trial／

O Line935（89）InFukushima，despiten°師cationofthepossib航tyofa∞remeltdownatthebeginningoftheaccident，TEPCOrecognizeda

COreme吐downon5／150f2011forUnitlandon240fthesameyearforUnits2and3．Theuseofradioandteievisionisimportant．butit

ismeaninglessifinfomationisnotdisclosed，Asapremise言tshouldbeclear母statedthataIIemergencycailsfromelectricpower

companiesaremadepublicinrealtime．

書気になるところがあれば自分で修正して投稿。
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関連情報

書漬岡のブログ
O https：／／nonuke2011．bIogSDOt．Com

O各種リンク

○濱岡のコメント

○総論

○変更点などの対照表

〃具体的コメント

○参照文献



原子力資料情報室　第101回公開研究会

ICRP新勧告（案）の問題点　～パブコメ応募のてび圭一　解説

2019年9月9日（月）　なかのZERO

瀬川嘉之（高木学校）

ICRp新勧告草案に個人・団体でパブコメを出すことの意味

放射線審議会、原子力規制委員会、原子力規制庁、各省庁は、ICRPによる1990年勧告や

2007勧告、今回改訂する緊急時の刊行物109や長期汚染地域居住の刊行物111を、

形の上ではそのまま取り入れているわけではない。しかし、「専門性」や「国際性」を盾に

ICRPの内容を検討することなく法令改正や緊急事態対応をおこなってきた。

東電福島原発事故を経験している現在、ICRP勧告自体の現実に照らした妥当性が疑われ

る。ひとたび放射能をばらまけば、人間や社会をきわめて過酷な状況におき、核や放射能

との共存を強いるものである。

今回のパブコメを通して、福島の現実を世界に伝えると同時に、放射線防護や原子力推

進のあり方を世界的に検討する契機としたい。

1，改訂案の全体構成について

現実は大量の放射能が存在し続けるので、“緊急時”が常態化し、どうなるのが「復旧」

なのかもわからない。原発事故は事業者と「国」が加害者になっており（国会事故調

／刑事裁判／避難者（国賠）訴訟）、放射能汚染と被ばくによって広範深刻で取り返し

のつかない被害地域と被害者が存在する。（チェルノブイリ法と子ども・被災者支援法）

早期　　　　　　　中期

表B，1，福島における段階のタイミング

初期段階

中間段階

長期段階

初期段階

中間段階

長期段階

2011年3月11日～5月（事故後の検証・復旧に向けた当面の取組方針の公表）

2011年5月－2012年4月（3つの自治体による最初の避難区域再配置）

2012年4月以降

2011年3月11日～4月（東京電力による事故後の復旧ロードマップの公表）

2011年4月一12月（原子炉が安定しているという当局の発表）

2011年12月以降



2，参考レベルと線量限度について

法令で容認できないと決めている線量限度を事故が起きてもはやunder controLでは

ないからと撤廃するようなことはしてはならない。地域により人により差別して限度

超えをがまんさせるのは甚だしい人権侵害である（国連人権理事会）。

また、日本政府は「参考レベル」を「考え方」として述べているだけで採用しておら

ず、採用する見込みもないものを主要な勧告とするのは不適当であろう。

3，正当化、最適化の罠（詐欺）

改訂草案では、総括的要約に放射線影響は「主たる懸念となる可能性」「1つの側面に

すぎない」とあり、動植物、社会的、経済的、lさ、理的、生活習慣の変化による影響の

比重を高めている。高い被ばくを「合理的に」押し付けるのが正当で最適だとされる。

4，共同専門知とステークホルダー問題

事故発生前から行政当局や委員や官僚になっているICRP委員のような専門家は加害者

であって信用できないし、信用してはならない。被害者への賠償や支援を打ち切って事

実上、帰還を強制し、選択できる権利を保障しようとはしない。

放射線影響と放射線以外の影響は比較・

均衡・相反・取引するものか？

防謹決定の正当化と防護措置の最適化
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