
ICRPは：被ばく者を救えるか

松崎道幸

被ばくの制限に関する歴史的経過

漢　国際Ⅹ線およびラジウム防護委員会（IH肝C）結成：放射線被ばくの制限は、放射線を取り扱う労働

者の健康被害が問題になったために考慮されるようになりました。19世紀末に発見された放射線は、

病気の診断や治療に使われるようになりましたが、夜光塗料として時計の文字盤にラジウムを塗る仕

事をしていた女性に骨のがんが激増し、レントゲンを長い時間あびたⅩ線技師の皮膚に火傷が起こる

などの健康被害が続出。このため、1928年にX線医療従事者やラジウム取扱者の放射線障害防止を目

的とした国際Ⅹ線およびラジウム防護委員会（IX贈C）が結成されました。これは、政府の機関でな

く、自主的な放射線労働災害防止協会的なものと思われます。当時の放射線被ばくの制限は結構アバ

ウトなものです。つまり、皮膚に6000mSv照射すると火傷が起きたことから、その100分の1の月60mSv、

つまり「毎日2mSvまで」が、放射線被ばく労働者の被ばく限度とされました。

園　ICRP設立：1945年に広島長崎に原爆が投下され、実に多くの人々が犠牲となり、後遺障害の恐ろし

さが認識されるようになりました。その後、米ソの核兵器開発競争が激しくなり、大気圏内核実験が

頻繁に行われるようになりました。この結果米ソに数多くの核施設が作られ、多くの労働者が放射性

物質を取り扱う仕事に従事するようになりました。放射線被ばくにより、突然変異が起こることも証

明されました。1950年にIXRPCの後身組織である国際放射線防護委員会（ICRP）が設立されたのは、

放射線被ばくの健康影響の検討なしには、核兵器製造や核実験を安定的に行うことができないとの認

識があったと思われます。（★wikipediaのICRPの記述）　ちなみに、この年に発表された核兵器廃

絶を求める「ストックホルム・アピール」には、全世界から5億人の署名が寄せられました。この委

員会は、X線とラジウム以外の放射線被ばくの管理も行うとされました。ICRPはイギリスの「独立公

認慈善事業団体」という民間団体なのですが、世界各国の放射線の専門家集団が参加して作成した勧

告は、世界各国の放射線被ばくの安全基準作成の際に「尊重される」こととなりました。ICRPの活動

資金の出所は、行政部門・研究所65％、政府機関20％、企業10％となっています。放射線被ばくは

健康をおびやかす問題なので本来は世界保健機関が取り組むべきですが、核開発を進めることが最優

先の核保有国の意向を背景に1957年に設立されたIAEA（国際原子力機関）と世界保健機関が1959年

に結んだ協定により、人類の健康を守るために存在しているはずの世界保健機関は放射線被ばくの影

響についての一切の関与を事実上禁止されているという情けない現状があります。ICRPは、当時まで

に明らかになった原爆被爆者の健康調査結果などに基づき、放射線被ばくによって血液疾患、がん、

白内障、遺伝的影響がもたらされるという認識のもとに、Ⅹ線作業者に対する被曝基準を、1週間あ

たり0．5　レントゲン（約5mSv）と，それまでの約半分とするよう求め、「可能な最低レベルまで（to

thelowestlevel）被曝を引き下げるあらゆる努力を払うべきである」と勧告しました。

★【ICRP】ATOMICAよりhttps：／／atomica．jaea．go．jp／data／detail／dat＿detail＿13－0上03－12．html

国際放射線防護委員会（IC珊）はイギリスの独立公認慈善事業団体であり、1928年設立の「国際Ⅹ線及びラジウム防護
委員会」を基に、1950年に独立して対象を電離放射線に広げ、今の名称となった。ICRPの事業目的は、科学的、公益的

観点に立って、電離放射線の被ばくによるがんやその他疾病の発生を低減すること、及び放射線照射による環境影響を
低減することにある。ICRPは、主委員会と常設の5委員会（放射線影響、被ばく線量、医療放射線防護、勧告の適用、
環境保護）及びそのタスクグループで事業を進めている。メンバーはボランティアで参加する世界の専門家である。
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業の成果は、委員会勧告や委員会報告としてICRPから出版される。そのうち、放射線防護の考え方（理念）、被ばく線 
量限度、規制のあり方等に関する主委員会の勧告は、世界各国の放射線被ばくの安全基準作成の際に尊重されている。 
ICRPの活動資金は、放射線防護に関心d）ある多くの機関からの寄付と出版物の印税で賄っている。寄付はICRPの独立性 

の尊重及び活動計画・委員選任への不介入が条件である 

臆1954年、世界最初の原子力発電所である旧ソ連のオブニンスク原発が運転を始めました。大気圏内核

実験と原子力発電所の増加により、放射線被ばく問題が世界規模の問題と認識されるようになりまし

た。この状況を受けてICRPは1958年に、放射線被ばく業務労働者の被ばくを週lmSv、年間100mSv程度、

原発など各施設周辺住民の許容線量を年間5mSvに制限すべきとの勧告を出しました。この1958年勧告

は以前よりも厳しい被ばく制限と思われるかもしれませんが、この勧告の原則は「実際的な範囲で低

く（aslowas practicable：ALAP）」とされました。これによって原子力利用によって新たに加えら

れる被曝は，「利用から生じる利益を考えると，容認され正当化されてよい」という、リスク・ベネフ

ィットの考え方が放射線防護に持ち込まれたことになり、核開発・原発業界にとっては大歓迎のもの

だったのです。

81965年勧告では、原爆被爆者データ（LSS）も考慮し、「放射線防護の目的を「急性効果を防止し，か

つ晩発性効果のリスクを容認できるレベルに制限すること」と述べ、職業的放射線ぱく露の許容線量

は年間50mSv、一般公衆については，職業人の10分の1に相当する年間5mSvとされました。

臆　1977年勧告では、核施設従業員の被ばく限度について、「新しい目安」が提案されました。放射線被

ばくによる死亡リスクが一般の労働災害による死亡リスクを超えなければよいという考えです。当時

炭鉱事故や建設作業現場の労働災害による死亡率は年間1万人あたり3．4人でした。この数字は、当時

のICRPのリスク評価によると年間50mSvの被ばく労働者の死亡率と同じレベルでした。つまり、ビルを

建てるのも、原発で電気を供給するのも、社会にとっては必要不可欠だから、放射線被ばくのリスク

が建設業の労災リスクよりも大きくなければ、社会に受け入れられるだろうという主張です。一般住

民については、交通事故など通常の社会生活で死亡するリスクが年間10万－100万人に1人程度である
一方、当時のLSSデータによれば年間lmSvの被ばくでがん死が10万人に1人発生するレベルだ、この程

度のリスクは社会生活の維持に必要な自動車交通と同じく一般住民の許容範囲であろう、という考え

です。結局ICRP1990年勧告では、核施設従業員の線量限度は年平均20mSv、一般住民の線量限度は年

間lmSvとされました。

臆1986年のチェルノブイリ原発事故では、数百万人が住む半径数百キロの地域が放射性物質で汚染され

たため。高度汚染地区から40万人が避難しました。年間lmSvという「平穏時」の一般住民の線量限度

を守るためには、数百万人が住む半径数百キロの汚染地域を長期間立ち入り禁止にしなければなりま

せん。そこで、原発事故直後、年間20－100mSvの被ばく可能性のある地区では避難を勧告するが、年

間1－20mSvの被ばく地域には我慢して住んでもらうことにしました。と言っても、年間20mSvの地域に

住んでも健康被害が起きないと証明されたからでなく、原発推進陣営にとっては、それらの人々をな

るべく早く故郷にかえすことが、原発事業の利益を確保するために必要だったからです。したがって、

原発事故後の汚染地域に住み続けても良い、あるいは帰還しても良いという線量基準には科学的根拠

がないのです。

最新ICRP勧告案について

今回のICRP勧告案には4つのポイントがあります：

（1）　　　100mSv被ばくしても大丈夫だ。

（2）　　　原発事故が起きても、あわてて逃げる必要はない。

（3）　　　原発作業員のようにガラスバッジを持って生活しなさい。

（4）　　　事故直後100mSv、復興期年10mSvまで被ばく可とする。
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（1）100mSv被ばくしても大丈夫だ論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、‘禽 

ICRPは原爆被爆者の追跡デ」タ（LSs．）を引用して、1・QOmSv被ばくしてもがんになる危険はほとんど増 

えないから心配ないと’しきりに宣伝しています。ところが＼このLSSデ二タは放射線被ばくの影響をとて 

も低く見積もっているのです。（下左図） 

放案臆測漢閏表題国運国圏画題 �ヽ 

彊馨 �原爆被ばく者の調査報告蕾のまき撥蜜癖る藍綬ぼ調唾巌年で初‘＿ ����ヽ 、、 ヽ ヽ ノ ンノ ／ e 

めてがんが50％近く有意に増えることが分かった 

寿命調査（LSS：LifeSpanStudy） 

原爆被爆者の固形がんと被爆の関連：追跡期間別 
（放影研資料に基づき松崎要約） 

httD：／／wrww．rerf．orio／iiorarv／archives／isstitie．htmi 

被爆後 �主要な結論（松崎コメント） � 
14年 �女性の胃がん“子宮がん軽度増加 

21年 �高線量被爆群で発がん率増加始まる（1800mSv以上で若干 がんが増加） 

て　運動不足　　　掴昌中食19倍 ��25年 �一部の固形がんの「顕著」な増加始まる 

畿藷寧i∴五誌倍 ��29年 �低線量域（500mSv以下）での発がんの有無は不明 33年 �固形がんの増加著明。有意増のがん種増加 

ほ　塩分の取りすぎ　1・11－1・15倍 ��37年 �引き続き多くのがん種が被爆で有意に増加（全がんでは有意 増なし） 

離塾蓮聾二二三倍 40年 �全がんリスクの増加が引き続き観察される（全がんでは有意 
リ　　野菜不足　　　　　1随倦 ���増なし） 

ス　受動喫煙　圭02農高．脇侍 ク　掴立がん研究センター関南 ��45年 �被爆時30歳で1Sv当り男10％女14妬くん死リスク増加 
52年 �被爆時30歳で1Sv当り47％がん死リスク増加 

原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）マルコム・クリック事務局長は「原爆被爆者お 
よび被爆二世の方々から得られた情報（注：LSSのこと）は将来の世代のための放射線防護基準を裏打ち／ 

る『ゴールデン・スタンダード（究極の判断基準）』であるため、放影研の研究はUNSCEARにとって、ひし 

ては世界中の科学界にとって極めて貴重」と述べています。これはICRPの立場でもありますから、折々 

報告書では、LSSデータに基づいて線量基準を決める形をとってきました。ところで、1997年までのLSS－ 
ータでは1シーベルト当りがん死リスクが47％増加していました。これは被ばくから50年以上たってわか 

った数字です。ところが1990年までのLSSデータでは、1シーベルト当りのがん死リスクは男性で10％増 

女性で14％増でした。十分長い年月追跡しなければ、被ばくリスクが過小評価されます。この間、たびだ 
び線量基準が「厳しい」方向に変更されてきたのは、参考となるLSSデータにおける1シーベルト当りのカ 

ん死リスクが増加し続けたからでした。逆に言うと、追跡期間が短いデータを振りかざして、被ばくの景 

轡は少ないと数十年間言い続けてきたことになります。（上図右参照次図★★に詳細記述） 
しかしながら、「1シーベルト当りがん死死亡リスクが47％増加」というゴールデン・スタンダード自イ 

が被ばくの影響を過小評価しているのです。その理由は3つあります。 
・　被ばく量がゼロでない人々を基準にしたので、死亡リスクが低くなった 

・　がんの追跡は原爆被ばくの13年後に始まったので、被ばくに「強い」人々についての調査とな 

た 
・　がんをがんでないと誤診した率が25％あり、がん死のリスクが低く見積もられた 

しかも、原発事故の汚染地域住民にLSSデータを適用する際に、被ばく量が同じ場合、少しずつ長年被 

ぱくすると、一度にたくさん被ばくした場合よりも健康被害が半分となるという「線量率効果」という 

論を持ち出して、がんリスクを5割引き �としたのです。この「線量率効果」という理論が誤りであるとい 

うデータが最近次々と報告されています。 
さて、政府や東電は前に述べた問題点の多いLSSデータを根拠にして「国際的な合意では、放射線によ 

る発がんのリスクは、100ミリシーベルト以下の被ばく線量では、他の要因による発がんの影響によって 

隠れてしまうほど小さいため、放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは難しいとさ 
ている」と言い続けています。 　　　　8 
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しかし、最近10年間に、大人なら10mSv、子どもならlmSvの被ばくでも、がんのリスクが増加すること

を証明した研究が次々と発表されています。

★★【LSS報告要約】原爆被ばく者のがんと被ばくの関連：追跡期間別 

（放影研資料に基づき松崎要約）　　　　　　　　　　　ミ 

被爆後 �要約抜粋 � 
14年 1950」59 �白血病を除く悪性新生物死亡率に関する知見と原田・石田がすでに発表した広島の腫瘍登録からの知見との間に大きな差異 がある。多量の放射線を受けた被爆者の間ですべての部位の腫瘍が増加する所見は認められなかったが、広島の女性に軽 度であるが明瞭な増加が観察できた。この増加は主として第1に胃癌・第2に子宮癌の頻度の増加のためと考えられる。広島 の男性、長崎の両性にはかかる増加は観察できない。また増加は急性放射線症状の有無に無関係であるようにみえる。現在 のところこの知見を解釈することができない〔 A　ノ′昌一 

21年 1950－66 �7回の解析で得られた重要な新しい所見は・1945年に最も多量の放射線つまり180rad（注‥100rad＝1Sv）以上を受けた群に おいて・1962－66年の期間の癌（白血病を除く）の擢病率が増加していたことである0部位別にみた場合ではすべての部位を 合計した場合に匹敵するほどの強い関係は認められなかった。したがって・遅発性の全般的な発癌効果が現われ始めたと暫 定的に結論した。1962－66年間の癌による死亡者は、100rad当たり約20％増加したと推定される。 

25年 1950－70 �その他の癌の頻度は、－の観察期間中上昇し・最後の期間である1965－70年においてはその上昇が顕著であった。したがっ て、白血病を除く癌の誘発に必要な潜伏期は被爆者が受けた放射線星の範囲内では大体20年ゼ上ヾ 

29年 1950－74 �　　　　皇　女であろつ。 広島の白血病以外の特定な癌については、低線量域の線量反応曲線の形を確信をもって示すことができるほど資料が多くな い。この線量域の反応曲線は、電離放射線の危険を最少隈にするための公的方針を設定するには非常に重大である。広島の 白血病の曲線は直線であると容認できるが・長崎の資料は残念ながら標本誤差の観点から劣っているので白血病の線量反応 関数に対する線エネルギー付与（LET）の影響を評価するには大きな価値はない○その他の主な部位の癌については広島の 艶斗はあまり断定的でない（もっと多くの菅料がなくては線量反応関数曲線を確定することはできない。 

33年 1950－78 �白血病以外の癌の絶対危険度の増加は、対象集団の高齢化と共に顕著になってきており、特に長崎では今回初めて統計的に 有意となった。前報で既に述べた肺癌、乳癌・胃癌・食道癌・泌尿器癌に加えて、今回の解析では結腸癌と多発性骨髄腫も放 射線被曝と有意な関連を示した。しかし悪性リンパ腫、直腸癌、膵臓癌および子宮癌については放射線との有意な関係は今の ところ認められない。 　＿l＿ 

40年 1950－85 �白血病以外の全部位の癌については・過剰死亡は年齢別の自然癌死亡率に比例して、年々増加し続けている。…過剰相対リ スクは・白血病以外の全部位の癌・胃癌・肺癌・乳癌について統計的に有意には変化していない。しかし、肺癌は減少傾向、 白血病以外の全部位の癌・胃癌、乳癌は上昇傾向を示した。放射線誘発癌の経年変化のパターンを明らかにするには、更に 調査が必要であろう〔 　自 

45年 1950－90 �被爆時年齢30歳の場合・1Sv当たりの固形癌過剰生涯リスクは・男性が0・10、女性が0・14と推定される。被爆時年齢50歳 の人のリスクはこの約3分の1であるo被爆時年齢10歳の人の生涯リスク推定値はこれらよりも不明確である。妥当な仮定の範 囲では・この年齢群の推定値は被爆時年齢30歳の人の推定値の約10倍から18倍の範囲になる 

52年 1950－97 �　　　　　　　　　　・口・口・－d・° 固形がんの過剰リスクは、0－150mSvの線量範囲においても線量に関して線形であるようだ。…被爆時年齢が30歳の人の固 形がんリスクは70歳で1Sv当たり47％上昇した 

100mSv以下の放射線被ばくでがんリスクが有意に増加することを明らかにした論文を下表に示します 

国（報告年） �対象 �被ばく源 �　　　　　　　　　　　　　　　　○ 疲ば　旦　がんlス　重責三′当　三、′ 

①　カナダ（2011） �成人 �医療被ばく �10mSv �　　　　　口 がん死3％増加（有音） 

②　イタリア（2015） �成人 �医療被ばく �10mSv �　　Iしンヽ がん死4％増加（有意） 発がん8％増加（有意） 

③　中国（2015） �成人 �職業被ばく �10mSv �乳がん＋食道がん28％増加（有音） 

④　イギリス（2012） �小児 �医療被ばく �51．13mSv 60．42mSv �　　　日I－、 白血病3．18倍（有意） 脳腫瘍2．82倍（有意） 

5　イギリス　2012 �小児 �然放轟　ぱく �lmSv �白血病12％　加　　音 

⑥オーストラリア （2013） �小児 �医療被ばく �10mSv �　　　　Ii．Lヽ 小児がん44％増加（有意） 

⑦　台湾（2014） �小児 �医療被ばく �lmSv �小児がん13％増加（有意） 脳腫瘍825％増加（有音） 

⑧　スイス（2015） �小児 �自然放射線被ばく �lmSv �　日ln、 小児がん3％増加（有意） 白血病4％増加（有意） 脳腫瘍4％増加（有音） 

⑨フィンランド （2016） �小児 �自然放射線被ばく �lmSv �　　　　　●」．．ヽ 白血病27％増加（有意） 
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⑩　メタ解析（2017） �小児 �医療・原爆被ばく �0－30mSv �甲状腺がん闇値線量 

⑪　カナダ（2018） �成人 �医療被ばく �．10mSv �発がん10％増加（有意） 

⑫　イギリス（2018） �成人 �職業被ばく �10mSv �がん死1．42％増加（有意） 

成人を対象としたデータに基づいて、30％ががん死する集団が30mSv被ばくした場合に、超過被ばく
で100人中何人がさらに発がんあるいはがん死するかを計算すると、下図のようになります。なぜ「30mSv」

で計算したかというと、震災後福島の線量の多い地域に居住を続けた場合の控えめに見積もった「生涯追

加被ばく線量」が30mSvだからです。100mSv被ばくの場合は犠牲者数がほぼ3倍となります。念のため

申し添えておきますが、この試算はそれぞれの論文の調査結果を当てはめるとこうなるということであり

あくまでも様々な仮定のもとでの数字ですから、確定的なものではありません。しかし、最も少ない推定

値の100人中0．6人のケースでも、100mSv被ばくシナリオでは、100人中2人、つまり50人に1人が被ばくに

よるがん死となります。これは決して無視できない数字ではないでしょうか。

発

圏

跡

（2）原発事故が起きても、あわてて逃げる必要はない論

ICRP勧告案には「各々の時期において住民保護の最適化を実現するためには、放射線被ばく量だけでな

く、それ以外の社会的、経済的、環境的要因をすべて考慮することが、緊急対応期における被害を緩和し、
復興期における生活環境の改善を図るために不可欠である。」と述べられています。これは、福島事故後
に発表された論文に基づく記述と思われます。その論文では、医療介護施設の入所者を避難させた結果死
亡者が増えたことに関して、「ICRPは、被ばく量が100mSvになりそうなら、放射線防護対策は必須となる

だろうが、避難した場合のリスクは100mSvの被ばくよりも大きくなると勧告していることに留意されたい

と述べている」と書かれています。

【引用・参考文献】
https：／／www．ncbi．nlm．nih．gov／pubmed／26359666　　（介護施設）

Note，however，theICRP［1］recommendationthatariseindose towardslOOmSvwillalmostalways

justify protective measures and that evacuation－related risks are higher than the risks from

exposure to radiation atlOO mSv．

https：／／www．ncbi．nlm．nih．gov／pubmed／30056383　（病院）

しかし、これは結果論に過ぎません。原発事故の場合、次に何が起きるか予測不可能です。現地にとど

まっても、さらに大規模な放射能放出あるいは破滅的事態が起きるおそれがあります。汚染地域に留ま、る

10
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入院施設・介護施設の入院入所者をサボ」トするためには、電力、水道、食糧・医薬品供給をはじめとじか 
たライフラインの確保のためのスタッフの現地滞在が必要となります。そうなると、医療介護従事者だけ 
でなく、官公庁、民間事業者をはじめ地域機能のすべてを担う人々も避難せず、その場にとどまらなけれ 

ばなりません。つまり、一般住民も「安易に」避難するのはいかがなものかとなります。空襲が来ても、 

疎開しないで、火を消せ、バケツで水をかけろという大日本帝国の空襲対策をほうふつさせます。　　　、 

（3）原発作業員のようにガラスバッジを持って生活しなさい論 

核施設作業員の被ばく量はガラスバッジで測ります。一方、一般住民の被ばく量はある一定の地域を代 

表する地点の地上50cmから1メートルの空間の線量をもとにして計算されてきました。その地域の住民が 

すべて、1日8時間は屋外に、16時間は住宅内にいると仮定して計算します。（★★★参照） 
ガラスバッジで測るのが「個人線量」、空間の線量に基づいて算出するのが「空間線量」です。今回の 

大震災後に、福島のいくつかの自治体で住民にガラスバッジを持たせて「個人線量」を測る調査が行われ 
ました。その結果、「個人線量（ガラスバッジ線量）」：が「空間線量」の半分から10分の1だったという結 

果が多数報告されました。このような調査結果も根拠にしたと思われますが、今回のICRP勧告には「線量 
レベルは、そのような地域の住民の実際の被ばく線量分布を考慮する」という表現が入りました。「実際 

の被ばく線量分布」とは一人ひとりのガラスバッジ線量の分布のことです。「空間線量」よりもガラスバ 

ツジによる「個人線量」がずっと低く出たので、汚染地域への帰還を促進できるということで、このよう 

な表現となったと思われます。 
しかし、ガラスバッジによる「個人線量」測定には3つの大問題があります。 

第一にガラスバッジでは線量が低く見積もられます。ガラスバッジは前方からの放射線を測るためのも 
のなので、個人が受けるすべての放射線には対応していないからです。 

第二に、個人線量調査で線量がとても低く出たということですが、調査に参加した方々のコンプライア 
ンス（24時間肌身離さず携帯していたかなど）の度合いが確かめられていません。 

第三に、ガラスバッジによって被ばくコントロールを行う場合、放射線作業従事者の過剰な医療被ばく 
は雇用者の責任ですが、一般住民の場合、過剰に被ばくした場合はすべて個人責任とされます。国と東電 

は免責されます。これは、勧告案の中に、「現実的放射線防護カルチャー」「住民のライフスタイルこそが、 

被ばくを低減するカギとなる」という表現で示されています。つまり、「国はちゃんと必要な除染はして 
いますから、あなたの被ばく量が高くなったのは、線量の高いところに行ったあなたの自己責任です」と 

いうことになるのです。 

● 

ICRP勧告案主要点より �� 

復興期において、一般住民と環境を保護するために、本委員会は、行政当 
局、専門家、利害関係者が共同して、被災地における経験と情報を共有す 
る「専門家の協力」アプローチが必要であると考える。その場合、住民個々 
人が、それぞれの生活行動が実際にどれほどの放射線被ばくをもたらすか 
を十分説明されたうえで生活の仕方を選択するapracticalradioiogicai � 

protectioncuiture（現実的放射線防護カルチャー）をつちかうことを目指す。 

要約1． � 

復興期においては、汚染地域に住み労働する住民のライフスタイルこそが、被ばく 

を低減するカギとなる。本委員会は、行政当局、専門家、政治家が、経験、情報を 

共有しつつ、地域社会の参加を促し、地域住民のインフォームドコンセントを得たう 

えで、現実の被ばく状況、社会的問題、経済的問題を考慮に入れ、放射線被ばくを 

合理的に実行可能な限りできるだけ低減できる「現実的放射線防護カルチャー 

practicaIradioIogicaiprotectioncuIture」を作り上げることが必要である。 

11 
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★★★　国（環境省）が示している毎時0．23マイクロシーベルト（usv）の算出根拠について（更新日：2018年2月9日）

環境省では、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域の指定や、除染実施計画を策定する地域の要件を、毎時0．23マイ
クロシーベルトくusv）以上の地域であることとしました（測定位置は地上50cm～1m）。この数値は、追加被ばく線量年間lミリシーベル

ト（msv）を、一時間あたりの放射線量に換算し、自然放射線量分を加えて算出されています。（詳しい計算は※の通り）
これは、放射性物質が面的に存在し、一年を同じような放射線量の場所で過ごすことを想定した地域の面的な汚染を判断していくための要

件です。局所的に限定された地点での汚染については、滞在時間が短いと考えられるため、必ずしも、この要件が適用されるものではあり
ません。
※線量の換算について

追加被ばく線量年間1ミリシーベルト（msv）を、一時間当たりに換算すると、毎時0．19マイクロシーベルト（usv）と考えられます。（1

日のうち屋外に8時間、屋内（遮へい効果（0．4倍）のある木造家屋）に16時間滞在するという生活パターンを仮定）

毎時0．19京イクロシーベルト（LLSv）×（8時間　＋0．4　×16時間）×　365　日二年間1ミリシーベルト（msv）

測定器で測定される放射線には、事故由来の放射性物質による放射線に加え、大地からの放射線（毎時0．04マイクロシーベルト（usv））
が含まれます。このため、測定器による測定値としては、
0．19（事故由来分）＋0．04（自然放射線分）＝毎時0．23マイクロシーベルト（usv）

である場合、年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト（msv）になります。

http／／W．kankyo．lnetrO．tOkyo．jp／policy＿Others／radlatlOn／view／men．html

（4）　事故直後、100mSv、復興期、年10mSvまで被ばく可とする論

今回の勧告の結論のキモは一般住民の被ばく許容線量を、事故直後は100mSv、

一般住民　100mSv以下 �年lemSv以‾下 長期的には年lmSv以下 

100mSv以‾下 �年100mSv以‾下 

対策要員　例外的緊急事態対応時は 
この限りではない 

（ICRP勧告草44ページ）　　　「絶境期」の靂義

（165　The　鳩cOVc－Y POceSS bcghs on－Site when the au心肺ities h c血gc ofぬき

enlergenCy rcSpOnAc∴CollSider青めi tl鳩dam穐ged fac並吋ie∴SCCured．0健一SitC．血e rccot”e重y

pr∝eSS beghs when the∴authohties have n選dclheh deckions∴cOncemmg the AImre of

a債ectedareas，andlmvedecidedtoallowlieSldents．wIIOWishtodoso．1°StayPelmanCntlym

heee areaS．TheSe decislOnS mark the beghnh1g Of the1°Ig－term Phase．whlch the

Co章一11mSSi°nreg紬ds一穐S∴alteXIStmgeXPOSureSitlmtiomtObenumaged、mthapplicationofthe

PnnCpIeSOfJuStl綴Cかionofdeeisions and opmnlSallonofprotcetlVcactionS1諦hre危rence

level～－

事故現場（onsite）においては、損壊核施設が安定化した（secured）
と当局が判定した時から復興期（recoveryprocess）が始まる。周辺地

域（0日－Site）においては、当局が汚染地域の将来像についての決定
を行い、希望する住民にはその地域での永住を言午可する時から、復
興期が始まる。これらの決定により、本委員会が現存被ばく状況
（existingexposuresituation）と呼ぶ長期的期間において、基準被ば

くレベルの実現に向けて放射線防護対策の正当化と最適化が実行
されるように対策を講ずる必要がある。

「復興期」なら年10mSvま

でオーケーとしたことで

す。
「復興期recovery

process」とは、損壊核施

設が「アンダーコントロー

ル」となった時期で、汚染

地域について避難あるい

は帰還に関する一定の方

針が政府から出された時
期以降を指すようです。

さて、事故直後100mSv、

その後年10mSvまでの被ば

くを認めることについて、

どう考えるべきでしょう

か？

原発が「社会に不可欠だ
がリスクもある」ものであれば、原発事

故後の放射性物質汚染地域の線量基準を

決める意味があります。つまり人類のエ

ネルギー源として原発が必要不可欠とな
れば、エネルギー供給と放射線被ばくの

リスク・ベネフィットを検討する必要が

あるでしょう。しかし、今や、人類の生

存にとって、原発は不要どころか大きな
脅威となっており、このような施設が起
こした事故で放射線量が高くなった地域

に住み続けなさい、もどりなさいと政府

が言うことは非常識です。国は受動喫煙
が100mSv以下の低線量被ばくと同じリス

クだと説明していますが、この論法でいけば、低線量被ばくによる死亡者が受動喫煙による死亡者数＝毎：

年1万5千人までなら、社会に許容されるリスクであるということになります。受動喫煙死労災死、交通事
故死、他殺事件などはすべてあってはならない死亡であり、それらの犠牲者数以内なら原発事故によを死
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亡は社会的に許されるなどという考えは間違っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾

今回のICRPの「勧告」は、あれこれのもっともらしい表現を用いた科学的な装いで線量基準の提案を行
っていますが、社会的に有害無益な原発が起こした事故による放射線被ばくで死亡するリスクはゼロでな

ければ容認できないという立場で考えることが必要だと思います。

（まつざき・みちゆき　道北勤医協旭川北医院院長）

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／l／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

以下の、「harbor・business・Online」掲載の井田真人氏の論文は、ICRP新勧告案を歓迎する 

論の一つと思われます。参考のために転載します。（田代） 

㊥HAR臣節民BuSiNE雪害窟nlin邑　　　　　桐直轄軸オン亭寸書

ICRPが原発事故後の放射線防護に関する勧告をアップデ“ト中。

一般住民の被ばくを減らす改定が行われる模様

井田真人2019，08，12

放射線防護の分野で世界的な影響力を持つIC貯（国際放射線防護委員会）が、原子力災害時の放射線防護指
針をまとめた独自の勧告をアップデートしようとしている。どうやらこのアップデートには、原発事故被災者

たちの被ばくを以前より少なく抑える方向の改定が含まれるようである。この改定は将来、日本の避難基準や

帰還基準を変えることになるかもしれない。

原子力災害時のためのICRP勧告、Publication109と111

ICRPの現行の勧告のうち、原子力災害時の放射線防護を主題にしているのは

PublicationlO9」と「Publicationlll」である。この2つの勧告はペアをなすものであり、「109」では、災

害の発生直後からの‘‘緊急期’’における放射線防護が、そして「111」では、緊急期の後に長く長く続く‘‘復興

期’’における放射線防護が論じられている。
これらの勧告は2009年に出版された比較的新しいものであるが、1986年に発生したチェルノブイリ原発事

故（旧ソ連、ウクライナ）と、1987年に発生した放射線源事故（ブラジル、ゴイアニア市）までの経験をもと
にして書かれているため、2011年3月に福島第一原発事故が発生して以降は、日本での経験や教訓を反映させ

るアップデートが求められるようになっていた（参考資料：ICRPandFukushima、Radiologicalprotection

issues arising during and after the Fukushima nuclear reactor accident）。

アップデートを担う作業部会Task Group93

こういった背景から、2013年の秋にはICRP内に勧告「109」と「111」の更新を担う作業部会（TaskGroup93）

が立ち上げられ、ICRP主委員会（ICRP Main Commission）からの承認を経て、活動を開始した（参照：ICRP

Committee4Meeting）。

同作業部会は、ICRP内外の研究者ら10名から成る国際チームであり、座長には甲斐倫明教授（大分県立看

護科学大学）が、副座長には本間俊充氏（原子力規制庁。旧所属は日本原子力研究開発機構安全研究センター）
が就いた。

「アップデート版の公開とパブコメの開始　　　　　　　　　　　　　　　　　．

今から一月半ほど前になる2019年6月、ICRPのホームページ上で勧告のアップデート版が初公開された（参

照：ICRP）。
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