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ICRP等のツールによる被害予測の計算

10万人を年間20～50mSvの地減に帰還させると、

100～250人／年の追加のがん死亡（生涯）

・徳島県の子供の甲状腺がん発症人数150～482人

日本全体では福島原発事故により年間5000人（財界

首脳が示唆）

・遺伝性異常による流・死産など、帰還によって8～
50人／年、全国で60～1000人／年、奇形をもっ子供の

出産が帰還によって2人／年、全国で40人／：年

・被害が「予想されないJ「考えにくいJとは決して言えな

・政府の線量過小評価を顧慮→この2.8倍にすべき ” 
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本政府の冒ト庫訟でIi実際的空間線 れる

量はfl2m9v/lJ!) 

1～E皿Sv 居住｛実際には2.S-14m9v?)

E～20皿Sv 居住｛ちなみに法111上の 『級制服曹 移11,（坦慢｝縫輯．

g型区峻』のm定要件は6.2mSv/ff.で

ある） ('1.l聞には14～66mSv?)

20～60回 Sv 現在l主連組j也駿， 2017 11, 3 Jlまで

に避紐指示の解除が予定喜れてい

る（2016t11 6 JI 12日間腫決定｝｛実

際に1146～140回 Sv?)

60～IC由血Sv 当而l:l通貨j血峨だが.ICRP による

緊急時彼＠上限はIOOmSvなので． 世宥： 1Sv 色性肱i~

技府占·帰還可続k申IJ~i·る町能性 3～4Sv 半数紘従量

(,M翻にIi140～280n温v?) 6～7Sv 全敬段死量

lOOmSv～ 通a霊地蜂
lilt亀：矢ケ崎古川氏山プログな.~ Iこ l ろ

「専門家会議JIこ座長代理を送っている放射線

医学総合研究所の書籍を見てみよう

グロイブ、スターングラス著
『人聞と環境への低レベル
放射能の脅威』を訳された
竹野内真理氏ご推薦の本

で、政府側の刊行物である
にもかかわらず、被燥に反
対するためにも『役！こ立つ
情報満載の本」です（医療
科学社2012年）。その162ペ
ージに次の表があります

避難者10万人を50mSv／年の地域に帰還させて

健康被害は本当にないのか？

政府は本当にそのことを知らないのか？

・政府が依拠している国際放射線防護委員会（！CRP）の

ツールによって概数を十分に予測できる

・「集団線量」：集団をなす住民あるいは職業人の各自が
受けた放射線量をその集団全体について合計したもの

10万人が100mSv被爆した場合の過剰ながん発症数・

死者数（生涯期間に生じるもの）として示されている

・健康影響は「分からない」「あいまいJ「不確定」などとい
う専門家もウソをついている→分かつている→ICRPや

BEIRの報告書に具体的数値がはっきり書かれている

．政府も専門家も知っている

種々の報告による10万人がO.lGy(100凹 Sv）徴噂した居合の生涯リスク．，

対車集団 内血病 白血病以外 DDREF・’

のがん

日llIRV (1990] 車，.，人 95 700 考慮せず

米国入、英悶人、

ICRP Pub. 60 (1991) 中国人、プエルト E晶 450 i 

リコ人、日本人

llPA (1使ゆ｝ 末国人 王晶 520 2 

UNSCl:AR ［耳目剛］ 牢凶人 切 780～1400・ヨ 考慮せず

BEIR・VII(2!回目］ 米国入 61 510 l.5 

来何人、英国人、

ICRP Pub. 103 (2007] 中国人、プエルト 2畠 398 2 

リコ入、日本人

UNSCEAR 2C溺 ［置問］ 米国人 7～52・， 4笥～lOIO・3 ＃血せず

・3全年齢の男女10万人の県団が且lGyに敏ばく した場合の生泥過剥がん死亡数．

・2自胤病以外のがんに対する線量・線量司i効果係段。

り ll数のモデルが用いられており、モデルによって-111は異なる．



種々の仰告によるIO)J人がO.!Gy(IOOmSv）歓喝した場合の生紙リスクe' 

対車集団 内血病 白血病以外 DDREF'' 
のがん

BEIR・V (19尾治］ 米側人 95 700 考慮せず

米国人‘英国人、
ICRP Pub. 60 (1991) 中国入、プエルト 回 450 2 

リコ人、日本人
EPA [l悌哲］ 米国人 56 520 2 

UNSCEAR ［似狗］ 米国人 切 780～1400・ヨ考慮せず

BEIR-VO [200S) 米国人 61 510 15 

米阿入、英国人、
ICRPPub. l凶［2007] 中国人、プエルト 28 ぬ8 2 

リコ入、日本人
UNSCEAR 20C同似鵬］ 米国人 7～52・s 455～I似0・2 .ltrlせず

・1全年齢の男女10万人の聾図がO.lGYに紘ばくした場合の生涯過剥がん死亡政．
・2向胤病以舛のがんに対する線量・総量事効果係数。
., It散のモデルが用いられており、モデルによって値は異なる．

山下氏的に100mSvの闇値を仮定しても

被害ゼ口ではない

・山下俊一教授や政府：「100mSv以下は影響が
ない」→これは嘘だが、この仮定をしてみよう

・ここで言う100mSvは「累積Jの被曝量である

・年間50mSvの被曝をすれば2年間で、年間
20mSvの被曝をすれば5年間で、「影響があ

る」とされるレベル10CmSvになる F一l一一司’＝哩~fl・・・
・すなわち山下的モデルを想定し

ても、人的被害がゼ口ということ

にはならない

表から分かること：世界の主要な放射線防護機

関の集団線量リスク推計は「ゼロではないj

10万人が100mSv被爆した場合に増えるがん死者数推計は

すでにかなりはっきりわかっている（もちろん過小評価）

BEIR：・米国科学アカデミー・電磁放射線の生物学的影響に

関する委員会、

JCRP：国際放射線防護委員会、

• EPA：アメリカ合衆国環境保護庁、

• UNSCEAR：原子放射線の影響に関する国連科学委員会

・どれもゼロやゼロ近傍ではない。fがん継怠ホに統計的有
意;illをもって変化が検出できる可能性は低いj と言う政

府専門家会議は、デマを意図的にばらまいている

・政府は、相当数の人的被害が当然予測されることを知って、

そのような地域に多数の人々を帰還させようとしている

ややこしいのでグラフにしてみよう
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DD REF（線量・線量率効果係数）について

• ICRPのDDREF=2は、低線量域で（100mSv以
下で）放射線の効果を、人為的に、 2分の1に
計算しているということ。実際の数値はこの
2倍であることを示す（細かく言うと1.9だが単
純化のため2とする）

• BEIRVIIはDDREF=l.5としている（ζれも1.42)

．国連科学委員会、 WHOの福島事故報告書

(2013年）などは、 DDREFを採用していない

．ここでは、 DDREFなしが正しいものと考える

．適用しても、ゼ口やゼ口近傍ではない

年間50mSv地域に10万人を帰還→

2年間の被曝で500人の追加のがん死者

．前述のICRP1990年勧告がよく引用される

• 10万人X0.1Gy（グレイ） [100mSv]= 500人の生涯
期間での追加のがん死者が生じる（1人当たり0.日）

• ICRPモデルからは10万人x50mSv = 250人（山下
氏式に言えば2年間で500人）追加のがん死となる

．これは1年間の被曝での被害、だが被爆は毎年続く

．いま核種の崩壊による放射線量の減衰を無視する
と、10年間で2500人、50年間で1万2500人のがんに
よる犠牲者が予測される

• DDREF=2を除くとこの2倍

" 



福島で多発している小児甲状腺がんにも

集団線量モデルを適用してみよう

BEIRVIlには、甲状腺がん
について、年齢別の集団
線量リスクが記載されて
いる

,, 

ICRPでもほぼ閉じ数値が得られる

• ICRP1990の全年齢の平均（120人）に、子供の放射
線感受性の値（2倍）をかけても計算できる（240人）

→lまぽ閉じレベルになる

組織

苧訂正豊

計n法

名目リスク (1JJ人当たり
ISv望iたりの1;tl司政｝

合計 ｜致死性 I司，，致死性

｜現行，1Tt!l1.事 I 32.5 I i.2 I 初3 ｜ 

｜現行，＊：亡中 I 23.3 I 1.6 I 21.s I 
I BEIR VII I 32.0 I 2.1 I 2!l.9 I 

－→ ｜現行.ICIU' GO I 120.3 I 8.0 I 112.耳 I 
I ICRP60の実値｜ 80.0 I s.O I 72.0 I 

" 

BEIR四の年齢別推計

• 10万人が100mSv被曝した場合の過剰

甲状腺がん発症数が表に記載されてい

る（男女比には疑問があるが、そのまま

引用している）

写鈴 I o I s 60 170 (80 

甲令来線男 Ius I ,o 3 I 1 I o.a I 0.1 I o.o 

2アsI 1アsI ua 1 I o.a I o.。

出典，httpゾ／amebl。jp/datsuge叩at,u1208/enl吋ー12129973242.hlml

子供の甲状腺の被曝線量の推計は、

国連科学委員会（UNSCEAR)

の数値をとることにしよう

福島県のホームページに引用

されている

この表からわかること

• 0歳、 5歳、 10歳、 15歳の平均は、男性68.5

人、 女性376.5人、 平均で222.5人となる

・甲状腺がんの放射線による過剰発症頻度が
年齢とともに急激に減少することに注意

・子供の甲状腺がんは放射線との関連がきわ
めて高いことを示している

甲状腺吸収線量 （mSv)

予防的逝揃地区 計蘭的迎却I也区

年齢層

遭難前およ
湿費量先

事政後1年
湿び愚避前難お中よ 湿灘先

事紋後1年
び選越中 間合計 間合計

成人 日～23 08～JG 7.2～34 15～28 1～8 16～JS 

小児（JO繰） 。～37 15～29 12～58 25～45 l.1・-14 27，、，58

幼児(1歳｝ 。～46 3～49 15～82 45～63 2～27 47～83 

引周囲逮科学鍾員会2013年組告書. OyをSvと仮定

出典：福島県『福島原発事故における甲状腺被爆推定』より
10歳児の平幼20～58mSvを避難者小児の甲状腺被曝量とす渇


