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矢ヶ﨑克馬意見書 ２

（２０１９年９月２日）

「１００mSv以下の被曝は安全か」 

物理研究者の立場から，裁判官らの証拠の吟味不足を指摘する。 

１ 山下グループの実験評価「１００mSv以下の被曝は安全である」は大嘘。

２ 「１．７mSv以上では遺伝子の損傷は修復できない」という山下グループ

実験結果の評価は真実である。 
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はじめに 

１ 被告は「１００mSv以下では放射線のリスクは現れない」と主張する論に

固執する。日本の政府及び専門家グループ（原子力ムラ）は「確率的影響も

組織的影響も１００mSv以下の臨床的証拠はない」とする。 

２ しかし，ＩＣＲＰは確率的影響に低線量領域で閾値なし直線モデルを採用

し，「組織的影響は１００mSvほどに閾値があり」としながらも確率的影響

は低線量に至るまでリスクがあるとしている。 

３ ＷＨＯも国際的に確認した「公衆の被曝限度は年間１mSv」とする国際基

準に合意している。 

４ 長崎被爆体験者第２陣訴訟の福岡高裁， 高裁判決は，粗忽にも「１００

mSv以下の低線量被曝によっても健康への影響（確率的影響）があることに

ついて，確立した科学的知見に関する証拠はない」と判示した。 

 

§１ 「吸収線量」と「照射線量」の法令上の取扱い 

１ ＩＣＲＰは吸収線量という物理量を明瞭に定義している。計測単位はグレ

イ（Gy）。 

２ 照射線量は昔、レントゲン（R）で表した。 

(1) レントゲンは空気単位体積当たりに生じたイオン対の電荷量で定義した。 

(2) 放射線は電離作用でプラスマイナスの電荷対を生じさせる。照射線量は

電離を与えた放射線の電離能力を，被照射体直前の空気単位体積中に生じ

た電気量として定義したのである。 

３ レントゲンは標準単位系に属さない。 

標準単位系の単位システムに変更するために，吸収線量（Gy）と同単位と

した。 

４ グレイで表現するために, 

(1)  空気の標準状態を基本状態として空気の体積を空気の質量に換算した。 

(2)  電荷量をエネルギーで表すために１電離の平均エネルギーを３４電子ボ

ルトとした。 

(3) さらに被照射体直前の電離の能力の測定を止めにして、被照射体に入射す

るガンマ線のエネルギーに置き換え，照射線量としたのである。 

５ 吸収線量と照射線量の置き換え 

(1)  照射線量は客体に対して外から照射する線量である。 
(2)  吸収線量は客体に吸収された線量である。照射線量全量が吸収線量とな

る場合もあるが，多くの場合は背後に透過する。透過した線量は吸収線量

とは独立，無関係である。 
(3)  照射線量で吸収線量を代用することによって，吸収線量の正確性を損じ
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る。もってこの変換の名目とする被照射者の安全を確保する「安全側に倒

す」ことが保証された訳ではない。同一照射線量でも、サイズの異なる被

照射体の吸収線量は大きく異なることから逆に被曝を強制することに道を

開いた。 
(4)  かくして、ＩＣＲＰは吸収線量を照射線量で置き換えた。吸収線量を照

射線量で置き換えていることは，ＩＣＲＰ等が実用量として定めた周辺線

量当量や個人線量当量の定義の仕方に現れている。前者は「人体等価組織

でできた直径３０cmの球体（ICRU球）の表面から１cmの深さにおける線

量等量」として，また後者は「人体等価組織でできた30cm×30cm×15 cm 
のサイズの板(スラブファントム)にガンマ線の平行ビームが垂直に入射し

た時の，深さ１cmにおける線量当量」とされる。深さ１cmの面の位置に

到達する線量で定義されており，これは当該する部分への照射線量なので

ある。到達してからどれだけ吸収されるかという本質的吸収線量は全く問

題にされない。 
(5)  これが吸収線量と同等，同値の意味するかのように扱うテクニカルな概

念「線量当量」である。 

 
６ 関連令に用いた線量定義の実情 

 定義は，放射能汚染あるいは専用施設外地域の放射線等を規制するところ

で，照射線量が全て吸収線量になることを前提にして照射線量で規定してい

る。しかし政府は、照射線量が吸収線量と同一単位であることを悪用して、

これを地域（環境）に属する線量ではなく，人の生活パターンに依存する量

として扱うことを指示している。重大な誤りである。 
  環境量であるべき線量を生活量に置き換える政府の方法は，「人は屋外に

いるのが８時間，屋内にいるのが１６時間。屋内は放射線遮蔽されていて屋

外の量の４０％の放射線量である」という線量評価の換骨奪胎を行った。環

境量としての線量を６０％にする過小評価を導いた。 
 法律は地域に伴う量として，環境の量として定めているのである。これは

住民保護のために，法を実施すべき行政が「環境量」から「生活量」にすり

替えることは，住民に法規制を超えた高線量を強制的に被曝させるところと

なっている。 
(1) 「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」の規定に基づく線量限

度等を定める告示 
住民の居住する「周辺監視区域」とは，「管理区域の周辺の区域であって，

当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産

業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう（規則第１条）。」

が，その線量限度は（実効線量として）「一年間につき一ミリシーベルト
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（１mSv）」である。（告示第３条）  
 重要な点は線量限度が設定されているその線量は地域についての環境量

としての線量ということ。実効線量の内容はアルファ線汚染の場合は放射

線加重係数を加味することを意味する。 
(2) 「環境放射線モニタリング指針」 

「汚染環境の基礎データとして諸方面に情報を提供するもの」としてガン

マ線の空気吸収線量率（グレイ毎時[Gy/h]）を用いることが規定されてい

る。明白に照射線量として定義されている。 
(3) 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則告示１１条 

 「外部放射線に係る線量は実効線量とし，規定する外部放射線に係る

線量当量は１センチメートル線量当量」と規定する。 実効線量を１cm線

量当量として照射線量に置き換えている。 
(4) 同じく，放射線障害防止法告示第２０条には，外部被ばくによる実効線

量は１センチメートル線量当量とする（告示第２０条初項）云々とされ

る。実効線量を１cm線量当量として照射線量に置き換えている。 
(5) 労働安全衛生法 電離放射線障害防止規則 第８条２項 

 外部被ばくによる線量の測定は，１センチメートル線量当量・・とす

る。実効線量を１cm線量当量として照射線量に置き換えている。 

 
７ 実用量＝テクニカルな定義 

これは実際に被害を受ける立場にある住民が受ける吸収線量の定義でなけ

ればならない。にもかかわらず「吸収線量であるべきもの」を「照射線量」

で置き換えている。 
(1) 周辺線量当量H*(10) 

 人体等価組織でできた直径３０cmの球体（ICRU球）の表面から１cm
の深さにおける線量等量（dose equivalent）として定義される。吸収線

量に放射線加重係数をかける。 
(2) 個入線量当量(individual dose equivalent)Hp(10) 

 人体等価組織でできた30cm×30cm×15 cm のサイズの板（スラブフ

ァントム）にガンマ線の平行ビームが垂直に入射した時の，深さ１cmに

おける線量当量として定義される。 
 

８ 「リスク係数」 

特定の健康被害の吸収線量に対する割合を「リスク係数」と呼ぶ。リスク係

数を出力（健康被害）と入力（吸収線量の代用照射線量）だけの関連として生

命体内での反応をブラックボックスに閉じ込めて処理する方法は誤っている。

この手法の誤りの第一は，健康被害を与えるメカニズムを無視することにより、
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健康被害を過小評価したことである。 

第二は、同様にして外部被ばくと内部被曝の同一視，内部被ばく無視の体系

を導入している。 

誤りの第三は、生体内での修復作用の多様性をブラックボックスに閉じ込め

ることによって、修復能力等が弱い者を犠牲にしている。 

第四は、吸収線量の代わりに照射線量を用いることにより、リスク係数を著

しく過小評価している。照射線量は全てが吸収線量になるわけではない。一部

が吸収されるにすぎず，あとの残りは物体（生命体）背後に透過する。透過し

た放射線は生命体の変化に何の関わりも持たない。 

 

§２ 線量の科学 

１ 概論 

 放射線は被照射体内部で，標的を電離しただけのエネルギーを失う。被照射

体は電離されただけのエネルギーを吸収する。単位質量あたりの電離に要した

エネルギーを表したものが，吸収線量である。ＩＣＲＰ等は吸収されたエネル

ギーではないにもかかわらず「吸収線量」の名の下に照射線量をあてはめてい

る。 

 放射線は，科学的には健康被害の因果関係の要因である。放射線被曝を原因

として，「被照射体」内部で電離による分子切断という損傷が生じる。分子切

断自体が重大な生命機能破壊である。そして，その損傷修復の失敗という生物

学的反応の結果，健康被害が生じる，という流れになる。 

(1)  放射線被ばくは生命体に対する加害作用である。その実態は「電離」

である。電離は「分子切断，原子と原子の結合を切り離す作用である。

電離そのものだけで生命体に負担を与え、生命機能に打撃を与える。 

(2)  電離即ち分子切断に対し，生命体は修復作用を行う。修復は常に完全

に行われるとは限らない。修復力あるいは免疫力が脆弱な個体には損傷

が修復されない確率が高くなる。放射線による分子切断の密集性，持続

性，および全被曝量が総合的に修復し難さを規定する。損傷修復が被照

射体の内部における，放射線に対抗する独立した反作用反応と位置付け

られる。 

(3)  修復が不完全で，損傷が健全に修復されないと，それが健康被害発生

の引金となる。 

 

２ 照射線量マイナス透過線量が吸収線量 

 透過線量とは身体の外部に突き抜けた放射線量である。被照射体に何の作用

ももたらさない。 
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３ 生命体の放射線影響は吸収線量で引き起こされる。照射線量によるのではない。 

４ 図１に示すように線量を定義する。吸収線量は照射線量マイナス透過線量であ

る。 

(1)  吸収線量を計測するには青色物体の前後に計測器を置いて測定し，その

両者の差が吸収線量となる。 

(2)  しかし現行の方法は,臓器あたりの線量を求めるためにモデルファント

ム（放射線の人体影響を見積もるための人体模型）の表面から臓器までの

深さに相当する場所に測定器を置いたとして，その測定器の線量を臓器の

実効線量とする。 

(3)  この方法で計測されるものは臓器に対する照射線量に他ならない。ICRP

体系は照射線量の測定値を「実効線量」とし，他ならぬ照射線量だけをも

って吸収線量とする。 

 

 

図１ 照射線量・吸収線量・透過線量。青色部分が今注目する生命体を表す。

透過線量は生命体に何の電離も与えない。吸収線量を計測するには青色物体の

前後に計測器を置いて測定し，その両者の差が吸収線量である。 

 

５ 誤差 

(1)  概念上正確な吸収線量は照射線量の何％かに過ぎない。しかし，原爆被

爆者の線量評価では，核分裂連鎖の現場から放出された初期放射線到達線

量だけが，爆心地からの距離によって計算され,到達線量がそのまま吸収

線量とされた。被爆体験者が被った放射性降下物による内部被曝と外部被

曝は全くカウントされていない。 
(2)  建物などによる遮蔽がある場合も，被爆者の身体に届いた照射線量だけ

が吸収線量として用いられた。 
(3)  ガンマ線は高い透過性があることから，経路上の物質を確率的に電離し，

一定距離で強さが半分になる性質を示す。これを半価層という。時間的に

強度が半分になる物理的半減期等の時間が定まっているのと同様，一定媒

質中で強度が半分になる半価層が定まっている。 
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(4)  体内での半価層は約１０㎝である。人間の体の平均厚みを３０㎝と近似

すると入った照射線量に対して出ていく透過線量は８分の１の強度にな

る。吸収線量は照射線量の８７．５％となる。被ばくの構造上発生する誤

差率（（照射線量―吸収線量）／吸収線量）は１４％となる。これは測定

上の技術的誤差ではない。 
(5)  動物実験や培養実験などで，被照射体の厚みが薄いとその構造上，線量

偏差はとんでもない大きさになり，吸収線量を照射線量で代弁できなくな

る。 
 例えば，マウスなど被照射体の厚さが６㎝であると吸収線量は照射線量

の３４％ほどであり（１９４％の誤差率），培養実験などの培養層の厚さ

が１㎜だと吸収線量は照射線量の０．６９％だけ（誤差率１４３９２％）

である。 
 これらは吸収線量を照射線量で代用することが数量的に全く間違って

いることを明瞭に示している。 
(6)  被照射体は一様な媒質でできている。半価層は１０㎝と仮定すると，半

価層の概念を用いた透過線量および吸収線量は次のようになる。 

 
物質中でのγ線減衰の関係式 

透過線量  Ｎ(l)＝Ｎ０e
-(log2/L)l   

Ｎ(l)：距離ｌを通過したときの放射線強度， 

Ｌ：半価層，ガンマ線の強度が半分になる距離， 
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Ｎ０：物質層に突入するときの放射線強度， 

 

図２  半減期と半価層 

Ｌ：半価層の長さ（半価層は放射線の強さが半分になる長さ） 

この関係は長さを時間に置き換え,半価層を半減期に置き換えると

全く同じ関係が成り立つ。 

 

吸収線量は照射線量と透過線量の差で表される。 

   吸収線量 ＝ 照射線量 － 透過線量 

     ＝ Ｎ０ － Ｎ(l) 
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６ 閾値，安全値などの評価，計算における著しく過大な数値 

 ＩＣＲＰ系統の放射線防護体系は全て吸収線量を照射線量で代用している。

ために，培養実験及び動物実験で得られる吸収線量評価は著しく数値的に過大

計算となる。これらの実験によって得られた疾病あるいは損傷残留などが生じ

始める閾値もまた，極めて過大な評価となる。例えば，上記の培養実験のよう

に吸収線量の真値は１．７mGyであるのに，照射線量に置き換えるならば過剰

な２５０mGyのエネルギー付与になる。放射線防護の上からは著しく，過剰か

つずさんな人命軽視の体系となる。 

 

７ 歴史的系統的健康被害の過小評価 

 内部被ばくについては「内部被ばくは無かったとして隠ぺいされてきた歴史

がある。「知られざる核戦争」というのは，ヒロシマナガサキの原爆投下以来，

核戦争戦略と原発を推進する戦略として展開された「放射線被害を市民に認識

させない情報操作」のことを指す。 

 そこでは，外部被ばく（ガンマ線と中性子線）だけしか計算対象とされず，

内部被ばく（アルファ線，ベータ線，ガンマ線）による放射線は対象外にすえ

置かれた。内部被曝の元となる放射性降下物は測定調査の中で，強烈な風雨と

大洪水に洗い流された事実を考慮しないで「健康被害を与えるに値しない少量

である」と結論された。 

 

§３ 山下俊一氏らグループによる培養実験における吸収線量は１

４０倍の過大評価 

「確率的影響も組織的影響も１００mSv以下の臨床的証拠はない」とする「科

学的知見」は、２０１１年の東京電力福島第一原子力発電所事故に際し、放射

線防護の専門家とされる長崎大学の山下俊一教授が、避難指示などの政府の放

射線防護政策を擁護する科学的知見として「１００mSv以下の被曝でがんが発

生するかどうかは証明されていない」から「安心」であると公言したことから

始まる。それを裏付けるように培養実験による証明を行おうとした論文がここ

で引用するものである。 

この実験は低線量被ばくの安全性証明を目的にした。これまで政府もお抱え

専門家も口先では低線量安全をいうが，このような安全性実験を公表した例え

は一つもない。その意味では貴重な公表実験である。司法を担う裁判官こそ読

むべき論文である。 

 



10 
 

１ 「１００mGy以下は安全」は偽，「１．７mGyによって誘発されたＤＮＡ損

傷は全て修復できない」が真である。 

(1)  放射線被害を解明する上での動物実験や細胞実験・培養実験等において

もすべて照射線量が結果に結びつけて論じられている。吸収線量による公

表例は一つもない。 

(2)  照射線量と吸収線量を分別しない典型的な研究例の一つとして，山下俊

一氏グループによる研究：鈴木正敏ら：『低線量放射線被ばくによるＤＮ

Ａ損傷の誘導と排除』（長崎医学会雑誌 87 239（2012））がある。 

 実験方法は滅菌カバーガラス上に細胞を播種し，Ｘ線２００mGy/分の

線量率照射したことなどが記述されている。 

 彼らは考察で, 

(3)  彼らは考察で,「放射線被ばくによるＤＮＡ損傷の誘発を調べると，１

００mGyという低線量放射線でも明らかにＤＮＡ損傷の誘発があること

が確認できた。」「１００mGyでは照射６時間後までに大半のＤＮＡ損

傷が除去された。さらに,照射２４時間後までには照射前の状態にまで戻

ることが確認できた。 もちろん, 照射前からフォーカス注釈が存在してい

ることから, 放射線被ばくによって誘発されたＤＮＡ損傷が全て排除さ

れたかどうか判断するのは困難であるが,フォーカス陽性細胞の割合や

細胞核あたりのフォーカス数も照射前の状態に戻っていることから, 単

に数的な解析だけでなく, 質的な解析の結果も, 放射線により誘発され

たＤＮＡ損傷が全て修復され排除されたと考えることが妥当であること

を示している。  

 以上の結果から，１００mGyの低線量放射線被ばくによってできるＤ

ＮＡ損傷は,細胞が対応できるレベルの範囲内であると結論づけた。 

 それでは, 細胞が対応できないレベルの放射線線量はどの程度なので

あろうか。今回の結果では，２５０mGy以上の放射線照射では,照射２４

時間後でも残存するＤＮＡ損傷が存在することが明らかになった。ＤＮ

Ａ損傷修復の動態を見ると, 照射24時間後以降でも若干のＤＮＡ損傷数

の減少が見られるが，それを考慮しでも，２５０mGyによって誘発され

たＤＮＡ損傷は全て修復できないことが明らかである。 

 したがって, 細胞が対応できる放射線のレベルの下限は，１００mGy
よりも大きく，２５０mGyよりも小（である）」と述べている。 

矢ヶ崎注（フォーカスとは）： 

染色に用いられる蛍光色素で染色すると細胞核上に，蛍光の斑点として現れ

るのがフォーカス。1個のフォー カスが1個のDNA二重鎖切断と対応する。 

 

(4)  ここの考察で「照射線量」との明記はなく，「１００mGyという低線
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量放射線」という表現しかない。 

半価層を１００㎜，培養液の厚さを１㎜と仮定して培養液に吸収される線

量を求めると，「ＤＮＡ損傷修復」がなされた「吸収線量」は１００mGy
ではなく０．６９mGy，損傷の全ては修復できないとする線量は２５０

mGyではなく１．７３mGyということになる。吸収線量の表記を『「１

００mGy」ではなく「０．６９mGy」ではすべて修復し』，「２５０mGy」
ではなく,『「１．７３mGy」では損傷が修復できない』とすべき内容な

のである。培養液の厚さがさらに薄ければさらに小さな吸収線量値となる。 

    

①  問題の一つはＤＮＡの損傷を実験したとする「カバーグラス上の播種

された細胞」に照射した線量を毎度のごとく，「吸収線量」として扱っ

ていることである。極めて薄い層である細胞に照射した放射線は大部分

が突き抜けて背後に出る。細胞組織を電離して細胞にエネルギーを与え

る量（吸収線量に数えられるエネルギー）は極めて小さいのであるが，

ＩＣＲＰ的方法は,背後に通り抜けた放射線の持つエネルギーをも「吸

収された」線量にカウントしてしまっているのである。 

②  彼らは１００mSvの照射では24時間後にはすべての細胞に与えられ

た損傷が修復されたが，２５０mSvでは損傷の修復が完璧ではなく,修

復されない細胞が残ったと実験結果を整理している。 

③  ＤＮＡ損傷のレベル変化を検討した結果として，「１００mGyの照射

によるＤＮＡ損傷の誘発は照射１時間後に，核あたりおおよそ３～４個

のフォーカス形成が認められることを明らかにした。さらに２４時間後

ではほぼ照射前のレベルまで減少した。２５０mGyで誘発されたDNA損

傷は， 照射後２４時間でも完全には消失せず，核あたりおおよそ０．

５個，２細胞に１個の割合で一細胞が平均１個の残存フォーカスを有す

ることを明らかにした。残存損傷の頻度は， 照射線量に依存して増加

し，５００mGyでは２５０mGyの約２倍，１Gyでは，全ての細胞で，

核あたり平均２個の残存ＤＮＡ損傷を持つ」と発表している。 

 １００mGyではＤＮＡ損傷を確認し，２４時間後にはほぼ完全に修復

される，２５０mGyでは２時間後でも完全には修復されず２細胞に１細

胞の割合という高率で細胞に１個の残留損傷を確認したというもので

ある。 

④  しかし彼らが１００mGyおよび２５０mGyと言っている実効線量は

大変な過大評価である。実効線量として位置付けるのはとんでもない過

誤である。 

 なぜなら，培養液が単一媒体であること，半価層が１０㎝であること

を仮定して，吸収線量をきちんと計算してみると０．６９mSvおよび１．
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７３mSvとなる。 

⑤  彼らの実験結論は，「０．７mGyで１細胞あたり３～４個のＤＮＡ２

重鎖線の損傷があり，１．７mGyの吸収線量では２細胞に１個の細胞割

合で損傷が修復できない」とすべきなのである。「１００mSv以下では

すべての損傷は修復された」というのではなく，実は，「０．６９mSv
の吸収線量ではすべて修復された」とすべきである。「２５０mSvでは

ＤＮＡ損傷が修復しきれなかった」というのではなく,「１．７３mSv
の吸収線量では修復されないＤＮＡが残存した」というのが実験の真相

理解なのだ。 

 

彼らの培養実験の意義は，正確な定義どおりの吸収線量を用いて線量評価を

おこなえば，「１．７mGyの吸収線量では細胞の損傷は回復できなかった」と

いう重大な事実を実験的に確認したということにある。 

 

§４ 低線量被曝リスクは研究調査によって，明白に証明された  

疫学調査の結果は以下のとおり「リスク増加は１mSvあたりというレベルで

明瞭に確認」している。 

 低線量被曝にリスクについて論じた研究を列記する。 

１  スイスにおける２００万人以上の１６歳未満の小児を対象とした自然

放射線と小児がんの関連研究では全がんのハザード比は外部被ばく蓄積

線量について１mSvあたり全小児がんが３％，白血病と脳腫瘍が４％ず

つ有意に増加する事を突きとめました。  

Spycher BD等．Background Ionizing Radiation and the Risk of Childhood 

Cancer: A Census-Based Nationwide Cohort Study. Environ  

Health Perspect. 2015 Feb 23.  

http://ehp.niehs.nih.gov/1408548/  

２  David B Richardson 等はフランス，英国，アメリカにおける３０万

人以上の原発労働者について，発がん率は放射線被曝に比例した。労働

者の累積被曝量の平均値は２０．９mGy, 中央値は４．１mGyであり，

発がん率は１Gyあたり４８％の増加であった。 

Richardson DB, et al. BMJ. 2015 Oct 20;351:h5359. 
３  E Cardis等は１５か国の核労働者６０万人，平均累積線量は１９．４

mSv，その内９０％は５０mSv以下について，全がん過剰相対リスクは

０．９７/Sv，白血病については１．９３/Svとの結果を持った。 Cardis 

E et al. BMJ 9:331, 2005 
４  米国核施設従業員１２万人について追跡調査をした結果，平均被ばく
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線量２０mSvで，非喫煙関連がん死亡率が１０mSvあたり０．４７％増

加(有意)であった。（Schubauer-Berigan MK et al. Cancer Mortality 

through 2005 among a Pooled Cohort of U.S. Nuclear Workers Exposed 

to External Ionizing Radiation. Radiat Res. 2015 May 26. ） 

５  日本の原発労働者２０万人を１０．９年追跡した結果，１０mSv被ば

くすると，３％過剰死することがわかった。 
放影研による「原子力発電施設等放射線業務従事者等に係る疫学的調査

（ 平 成 １ ７ 年 度 ～ 平 成 ２ １ 年 度 ） 」 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 」

http://www.rea.or.jp/ire/pdf/report4.pdf 
 

対象：男性：203,904 人（観察人年は222.7 万人年） 
平均観察期間は10.9 年 
観察期間内の死亡数は14,224人 
ガン死亡は5,711 人（肺ガン1208人，肝ガン938人等） 
解析対象者の平均年齢は54 歳（2007 年12 月31 日現在） 
平均累積線量は13.3mSv 
全ガンのSMR（標準化死亡比） は1.04（1.01- 1.07）で，日本人一般男

性の死亡率に比べて有意に高かった。 
肝がん，肺がんのSMR は，各々1.13（1.06- 1.21），1.08（1.02- 1.14）
で，日本人一般男性の死亡率に比べ有意に高かった。 

６ １シーベルトあたりのがんで死ぬリスクは 
放影研の４倍になっていた。Gillies M他 J The cancer mortality and 

incidence experience of workers at British Nuclear Fuels plc, 
1946-2005.  J Radiol Prot. 2014 Sep;34(3):595-623. doi: 
10.1088/0952-4746/34/3/595. Epub 2014 Jul 22. 
 

調査研究 
（発表年） 

対象 
外部被ばく 
1シーベルト当りがん死

リスク増加率 

セラフィールド

（2014）    
核燃料会社従業員 114% (49～189%) 

原爆被ばく者調

査（2012）   
原爆被ばく者 29% (17～43%)*  
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７ 心臓疾患検査・治療に伴う 
低線量X線被ばくと発がんリスク +3%/10mSv。 
 この論文は，カナダで，８万人の心筋梗塞患者が受けた医療被ばく（血

管造影，CT検査等）の量とその後の発がん率を５年間追跡調査した結果，

医療被ばくゼロmSv群と比べて，１０mSv医療被ばくが増えるごとに

３％ずつ発がん率が有意に増加していたことを報告しています。  

Eisenberg MJ et al. CMAJ. 2011 Mar 8;183(4):430-6. Epub 2011 Feb 
7.  

 
８ がん死リスク ＋4%/10mSv (1～9%) 

発がんリスク ＋8%/10mSv (5～11%) 
イタリア心臓病患者16,311名 
平均追跡期間10年 
平均累積医療被ばく量15～20mSv 

Carpeggiani C. et al.  Long-term outcome and medical radiation 
exposure in patients hospitalized for cardiovascular disease. . Int J 
Cardiol. 2015 May 15;195:30-36.  

 
９ こどもの頭部CT検査と脳腫瘍・白血病 

50～60mSvの被ばくでリスク３倍 
（イギリス）Pearce et al, Lancet (2012) 

 

図３ 小児ＣＴ検査による脳に対する推定線量と脳腫瘍の相対リスク 
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１０  イギリスで，CT検査を受けた６８万人の子どもの小児がんリスクを追

跡調査したところ，CT被爆１０mSv毎に小児がんリスクが４４％増える 

Mathews JD et al. Cancer risk in 680 000 people exposed to computed 
tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 
11 million Australians. BMJ. 346:f2360 (2013)176.  

１１  イギリスで，小児白血病児２万７千人と対照児３万７千人について，

生育地の自然放射線累積線量を比較したところ，累積線量が５mSvを越

えると，１mSv毎に白血病リスクが有意に１２％ずつ増加する事がわか

った 

 Kendall et al. . A record-based case-control study of natural 
background radiation and the incidence of childhood leukaemia and 
other cancers in Great Britain during 1980-2006. Leukemia. 2013 
Jan;27(1):3-9. 1. Leukemia. 2012 Jun 5. doi: 10.1038/leu.2012.151. 
 

１２  鈴木正敏ら，山下俊一グループの研究は正しく吸収線量を計量すれば，

「０．７mGyで１細胞あたり３～４個のＤＮＡ２重鎖線の損傷を認め，１．

７mGyの吸収線量では２細胞に１個の細胞の割りあいで損傷が修復でき

ないで残留した」というものであった。上記論文の疫学調査として記録さ

れる低線量でのリスクが鈴木正敏らの実験によって「裏打ちされた」ので

ある。 

 
しかしこれらの科学的調査の結果はＩＣＲＰ等の放射線被ばくのリスク認

知には反映されていない。ＩＣＲＰなどが，科学的調査研究を認める認めな

いは情報操作の上で決定的操作の制限事項となり，都合悪いことは認めるわ

けにはいかないのが，情報操作が「核戦争」であることのそもそもの所以な

のである。 
 人類は事実をありのままに認めることにより，初めて人類と地球上のあら

ゆる生命を守り，それらが育つ環境を守ることができるのである。 
 不当な「知られざる核戦争」をやめさせなければならない。この核戦争を

やめさせるたたかいの一端に司法も「三権分立」の厳正な旗を掲げて参加し

なければならない。 
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§５ 放射線は他の要因に対して排他的独立因子ではない。相乗効

果をなす。ほとんどすべての要因に対して放射線の相対的過

剰リスクを持つ。 

１ 低線量では細胞損傷などが確認されていないか？ 
 長崎大学・原爆後障害医療研究所 柴田義貞による「大きいことは良い

こ と か ： 安 易 な 併 合 デ ー タ ・ 結 合 デ ー タ の 解 析 」

（http://www.jfssa.jp/taikai/2017/table/program_detail/pdf/1-50/10010.
pdf）によると 
「LNT モデルは被曝による発がんの過剰リスクは被曝線量に比例して直

線的に増加し，被曝線量が０でない限りリスクのあることを表している。

このモデルは，（１）ＤＮＡ損傷の量は線量に比例する，（２）ＤＮＡ損

傷修復は不完全である，（３）低い被曝線量でも突然変異を引き起こす，

（４）突然変異は発がんの原因となり得る，ということを根拠としており，

（１）~（３）の正しいことは実験等で確認されている事柄で，異論は無

い。しかし，（４）については細胞修復等の問題があり，ヒトはもとより

動物実験でも低線量域では確認されていない。」と述べている点に誤りが

ある。 
 上記鈴木らの実験により（４）についても「細胞修復等の問題」につい

て，「１．７mGyの吸収線量では細胞の損傷は回復できなかった」こと

が細胞レベルで確認されたという画期的な結果を得ている。「突然変異は

発がんの原因となり得る」ことに対して完璧に裏打ちがなされたと解釈す

べきである。これは低線量域での事柄である。 

 
２  柴田はさらにこれらの研究について「交絡因子の調整に関して問題があ

る」として論文の結論を否定的に捉えているが，その観点も誤っている。 
 他の交絡因子と放射線の関係については互いに独立的に疾病要因に関わ

るという見方は過去の研究調査結果（以下に例示）で誤っていることが判

明しており，他の交絡因子の多くは放射能との間に「相乗的」関係を有し

ていることが判明している。 
 交絡因子の作用は排他的独立因子として扱うべきでなく放射線は全て

の因子のリスクを悪化させる相乗効果をなすのであるから交絡因子の検

討が無くても放射線リスクを否定すべきでない。 
すなわち交絡因子調整を行わなかったからといってその疾病の放射線被

曝との因果関係を否定するのは間違っているのである。 
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 タバコのニコチンに限らず農薬，化学物質，細菌等によって引き起こさ

れている生物学的機能異常（大概のアレルギー，疾病）はその原因物質に

よる化学作用や細菌の作用で生命組織が痛めつけられ生命機能が不全とな

り，あるいは生命の信号伝達網が乱れ，本来の機能を失っているものであ

る。 
 その状態に被曝が加わることは全ての生命機能異常状態をさらに悪化さ

せる。まだ発病に至らない者を発病させ，既に病気状態にあるものは病状

が悪化し，辛うじて生きていたものを死に至らしめる。 
 放射線は電離を行い，電離は量子力学的交換相互作用を行っている電子

対を破壊し，よって分子切断を行うので，それらの患部の生命機構の機能

悪化を加速させるのである。また，患部で化学的あるいは生物学的刺激等

に対抗してたたかっている免疫機能を低下させる。 
 放射線被曝は他の原因と独立排他的に作用するのではなく，必ず他原因

の作用を悪化させる。まさに放射線は他の原因要素による被害を拡大する

相乗作用を生じさせる。 
 故に放射線との因果関係を見出したら，放射線以外にどのような「交絡

因子」が有ろうとも，放射線との因果間関係は必ず存在するものと理解す

べきである。 
 しかしながら現状では「交絡因子」の形式的調整が弱い論文等について，

その論文自体を否定する処理が行われようとしているが大きな間違いであ

る。 
 タバコのがんや肥満によるがんや諸々の疾病と放射線リスクを比較して

論じるものを多く見かけるが多くは比較の科学的根拠が希薄である。大半

は放射線リスクを過小評価する目的で，「たいしたことはない」という結

論の導入を狙って行っているように見かける。これらの論は放射線の作用，

放射線との相互関連を具体的に分析してはいない。真実を語っていないの

である。 

 
３ 放射線の相乗効果を証明する数々の事実 

 例えば，アメリカにおける調査記録であるが，チェルノブイリ原発事故

のほぼ２週間後に（５月中旬から）放射能の灰がアメリカに降り注ぎ始め，

５月いっぱい続いた。その間にエイズ患者，感染症患者，肺炎患者等々の

死亡率が大きく上がった。全死亡率さえ増加した。しかしこれらは一切放

射線被曝による死亡者とはみなされず，それぞれの疾病に独立した死亡と

されているのである。 
 図４にはチェルノブイリ原子炉爆発直後にアメリカに降り注いだ放射

性降下物の，１９８６年５月の様子を示す。 
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(1) エイズ，感染症などの死亡者と放射線被曝の死亡者 

 

 
図４ 1986年5月～6月のミルク中のヨウ素131（ジェイ・エム・グール

ドと放射線公衆衛生プロジェクト：内部の敵） 
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図５ 感染症患者などの各年5月度死亡率に比較（ジェイ・エム・グール

ドと放射線公衆衛生プロジェクト：内部の敵） 

 
 エイズ患者の場合は，１９８４年５月に対する１９８５年５月度の比

率はマイナス１５％であるのに，１９８５年に対する１９８６年５月の

比較はなんと２倍の死亡者が出ているのである。命をぎりぎりで持ちこ

たえていたエイズの患者さんが放射能を浴びることで命を落としている

のである。他の感染症も同様である。いろいろなタイプの体のストレス

には放射線は相乗的にリスクを高めるのである。決して，各種疾病リス

クの単純比較をしてはならない。 
 事実は５月の死亡率の増加に対して，放射線被曝を他の交絡因子と独

立排他的な要因として扱ってはならないことを示している。エイズ患者

の死亡は「エイズによる死亡」とのみ扱われ，放射線被曝が誘発してい

る著しい死亡者増は無視される。放射能は他の要因と独立した因子と扱

ってはならない。 

 
 
 
(2) 大気圏内核実験と乳幼児の死亡 
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図６ 全米幼児・インフルエンザと肺炎による死亡者（Ａ．スターングラス：

ペトカウ効果 （出典：米国人口動態統計）） 
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図７ 米国各州における乳児死亡率（Ａ．スターングラス講演2007年青森よ

りhttp://fujiwaratoshikazu.com/2011disaster/） 
 

上記図６および図７はいずれも１９４５年過ぎから１９６５年あたりまで，

死亡率が高値を維持している様子を示している。１９４５年に世界初の原爆

の大気圏内での実験と戦争による投下があり，そのあと大量の大気圏内核実

験が行われたが１９６３年に部分核停条約が締結され，大気圏内への放射能

放出はひとまず終了した。いずれも大気圏内での放射能放出がある間，年々

の死亡率は低下せずほぼ一定近くに維持されたことを物語る。図６における

ニューメキシコの曲線は年々の死亡率低下が異常なく戦前から１９８０年ま

で維持している。これはほとんど雨の降らないニューメキシコには上空の放

射能汚染気団が地表に押し寄せることがほとんどなくて，大気圏内核実験の

放射線被曝の被害が及んでいないことを示している。 

 

(3) ２０１１年以降の死亡率増大 

 以下の事実は厚労省調査の「人口動態調査」のデータを死亡原因毎に集積

し矢ヶ﨑克馬がグラフ化したものである。東電福島原発事故以降，共通に死



22 
 

亡率が上昇しており，強い蓋然性として放射線被曝がアルツハイマー等の死

亡率を増大させていることを示唆する。 

 
図８ アルツハイマーによる死亡率の増加 

 
図９ 認知症による死亡率の増加 



23 
 

 
図１０ 老衰による死亡率の増加 

 

以上図８～図１０のデータはいずれも厚労省の人口動態調査のデータを疾病

ごとにまとめたものである。いずれも２０１０年以前の死亡率はほぼ直線的に

増加しているが，全て２０１１年以降，死亡率増加の年率（勾配）が急騰して

いる。これらは日本全国で同様に現れている。この２０１１年以降の急増は，

強い蓋然性を持って放射線被曝によることが原因と考察される。しかしこれら

の増加の要因は現状のＩＣＲＰ的処理方法では放射能に一切無関係と処理され

てしまう。これでは事実関係そのものを科学的に把握することは不可能である。 

疾病を起こす諸要因：交絡因子に対して放射線被曝を排他的独立因子と見做

してはならないのである。 
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§６ 第２陣高裁判決「1 0 0 mSv以下の低線量被曝によっても健康への影響

（確率的影響）があることについて，確立した科学的知見に関する証拠は

ないといわざるを得ない」は判決に値しない。 

 
１  証拠として提出してある山下らの実験と「１．７mGyで細胞の損傷修復

できず」という総括評価を裁判官たちは読むことも吟味することも怠った。 
 地裁，高裁， 高裁の判決裁判官たちは皆，「確定的影響（組織的影響）

だけでなく確率的影響についても」，「１００mSv以下は安全」という誤っ

た我田引水は，行政権力に弱い官僚裁判官のだらしない自己保身，自己便宜

に出ている。 

２  ＩＣＲＰは確定的影響については閾値が１００mSv程度とし，確率的影響

については閾値無し直線モデルを採用し，低線量域でも確率的影響はリスク

を持つことを認めている。 

３  日本政府の青天井「安全論」はＩＣＲＰからさえ大幅に逸脱する。世界の

科学者が確認合意した事実と論理に逆行する不当きわまる論理である。現行

の法律は科学的根拠なく，ゆるやかな１mSv/年を公衆に対する制限値とし

ている。法の番人たる裁判官には法の支配を実現すべき使命がある。１mSv
規範，命題さえ司法が破った判決は国会が定立したゆるやかな命令規範さえ

従わない判決の不当は，是正されねばならない。 

 

「１００ｍＧｙではＤＮＡ損傷が全て修復された」という正しい吸収線量を

使用しない科学的に誤った山下グループの評価を援用して，被告等及び裁判官

は「１００ｍＧｙ以下は安全」という論を張り，あるいは「１００mSv以下の

低線量被曝によっても健康への影響（確率的影響）があることについて，確立

した科学的知見に関する証拠はない」と強弁する。この誤りは本意見書で指摘

してきた吸収線量と照射線量の無分別，誤謬に発したものである。 

 正確には２ケタ以上小さい「吸収線量０．７mGy以下は安心」と言い換える

のが科学的に正しい。正しい科学的方法論では，１．７mGyですでに修復され

ない異常遺伝子が発がんに結びつくということの科学的証拠になっているので

ある。 

ＩＣＲＰ体系はこのように自ら定義した「吸収線量」の物理学的適用を系統

的に一貫して，照射線量の適用と変わりがないものと誤認させるように使用し,

ために上記のように２mSvに満たない吸収線量の例でさえＤＮＡ損傷が残存す

る事実を,「１００mSvまでは安全（ＤＮＡの損傷は残らない）」と言いごまか

す虚偽を導入しているのである。「１００mSv 以下は安全」など全く科学的根

拠は無い。 



25 
 

 山下グループだけに限らず，あらゆる動物実験，培養実験で同様の目くらま

しが行われており，「有害な組織反応」の誘発及び「確率的影響」が現れ始め

る被ばく線量や「閾値」のレベルを過大に評価している。上記培養試験で閾値

などはおよそ１５０倍も高く計算評価され,結果として低線量被ばくが安全・無

害であるかのように，虚偽キャンペーンが張られているのである。 

 この操作により現実に被害として生じている低線量に誘発された「有害な組

織反応」及び「確率的影響」が無視，過小評価され，どれほど被害者が切り捨

てられてきたか計り知れない。 

 

§７ 結  語 

１ 法的基準と放射能汚染の記録と科学的事実と現行法の市民被曝規制値 

被爆者援護法第１条３号は形式要件ではない。被爆の内容，実質上からの定

義である。それは，被爆者を「原子爆弾が投下された際又はその後において,身
体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」とする。台

風襲来と大量降雨後測定された「マンハッタン調査団」の記録は被爆地域是正

対象区域（半径１２㎞超の区域）のほぼ全面で１mGyを上回る。この値は風雨

によって洗い流された後の値であることを見落としてはならない。バックグラ

ウンドを差っ引き，原爆投下による放射能汚染の風雨後の残留記録なのである。

加えて人々はこの調査が全く把握していない放射性降下物を呼吸あるいは飲食

によって体内に入れ，内部被曝をこうむったのである。 
この記録の意味するものは，この調査結果だけでも「身体に原子爆弾の放射

能の影響を受けるような事情の下」という放射能汚染環境の下にあった者であ

ることは十二分に証明されているということである。 
マンハッタン調査団の測定結果は「風雨により洗い流された後の測定」であ

る。原爆により人々が被曝した放射能汚染環境のごく一部の放射性物質が残存

して測定に間に合った値である。 
人々が被った放射能汚染環境の全体を数値的に示すものでは決してない。マ

ンハッタン調査の数値結果は人々が被った放射能汚染環境の何分の１であるか

何十分の１であるかわからない。とにかく枕崎台風と集中豪雨で洗い流された

後の数値である。これを初期放射能汚染環境と見なすことは科学的にできない。 
原子爆弾の核分裂物質は生成と同時に原子核崩壊をスタートし，１，２ヶ月

の間に寿命を終えた死の灰は勿論，現場保存がなされていないために，この数

値結果の何倍もの放射能汚染があったのであって，人々はそれにより被曝した

のである。 
しかし，遅すぎた調査と内部ばくを除外した過小な測定値によってさえ十二

分に「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」者で
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あることが認められるのである。 
記録された平均１mSvほどの値は，現法律の公衆の被曝制限値１mSvが参考

値の一つとなる。放射能関係の現行法は「放射能の影響」から防禦するための

懸念値から公衆を保護する主旨で１mSvを採用していることを参考にしなけれ

ばならない。 
マンハッタン調査団の測定結果だけでも，「身体に原子爆弾の放射能の影響

を受けるような事情」があることの証明がされたと判断できる。 
被爆者援護法の精神に則って，人道法的，科学法的，援護対策法的に判断す

べきである。 
また，第二陣に対する高等裁判所判決に述べられている「被爆者援護法１条

３号にいう「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるよぅな事情の下にあった」

とは，同判決にある原爆の放射線により健康被害を生ずる可能性がある事情の

下にあったことをいうものと解される(p.110）)」は根本的に間違っている。健

康被害の存在は健康手帳の交付基準ではない。原爆症の認定基準を混同してい

るが，混同してはならない。ましてやこの判断基準を１００mSvに置くことの

暗黙の前提としてこの判決文言によって被ばく者の範囲を縮小解釈すること

は，被爆者援護法の法目的，趣旨からいって妥当な「解釈」ではない。 
「放射能の影響を受けるような事情」に「健康被害を生ずる可能性」を置き

換え付加することは違法な縮小解釈に外ならない。 
理論として，現実問題として，援護法の法律命題としての放射能の影響は１

本の放射線による外部被曝者，一個の放射性微粒子の摂取による内部被曝で足

りる。 
ましてや日本独自の主張に基づく「１００mSv以下の健康被害は認められな

い」などという政治的主張を判決に取り入れるなどは，裁判官等のコンプライ

アンス，遵法精神の欠如，科学的精神の欠如，立憲民主制を守る意思の無さを

証明する。 
「三権の分立」を担うべき裁判官の政治権力を忖度する変節を断じて認める

ことはできない。「政治権力に忖度した卑屈な変節」とは，自らの保身のため

に人道と真実，遵法精神を権力に売り渡し，人生をかけて被爆に苦しんだ市民

の方々を切り捨てる行為のことである。 

 
２ 被爆体験者に現れた現実の健康被害はどのような状態であったか？ 
岩永千代子編による「＜＜被爆体験者＞＞とされた被爆者の叫び」には，１

７６名の原告の陳述書が記載されている。その内，幼少で記憶にないなどの理

由も含む６名を除いた残り１７０名全員に，放射線被曝によると考えられる症

状に苛まされた記述がある。被爆直後に現れた症状（急性症状）は下痢，発熱，

だるさ，歯茎からの出血等多種におよび，認定被爆者に５０年以上経ってから
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出現した過剰リスク５０％以上の発がんにも被爆体験者はほぼ同等に被ってい

る。 
 さらに全国被爆体験者協議会の調べによる「急性症状の実態」は凄まじい。

その結果は図１１に示す。急性症状として 高の頻度を示すのが「下痢」であ

るが，実に回答者３８９名中２６１名が患ったと回答している。これは回答者

の６７％に及ぶ。発熱あるいはだるさを体験したものは全体の４３％程度に上

る。 
下痢をしないで発熱，だるさ，脱毛，のどの痛み，歯茎の出血，鼻血，嘔吐

を体験したものは非常に多数に及ぶ。被爆体験者はほとんど全員に放射線被ば

くによる急性症状が現れた者である。 
「放射能の影響を受けるような事情」という可能性の領域を凌駕して現実とし

て健康被害を体験している。これは地域として「身体に原子爆弾の放射能の影

響を受けるような事情の下にあった」ことに対する十分過ぎる証拠である。 

 

図１１ 被爆体験者が患った急性症状 

 
３ 核物理学上の科学的原理，被爆体験者に現れた健康被害およびマンハッタ

ン調査団が確認した放射性降下物質の存在事実は被爆者援護法を誠実に解釈適

用して，３号被ばく者として認定するに足りる根拠を証明する。 
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10.pdf） 

＊ ジェイ・エム・グールドと放射線公衆衛生プロジェクト：内部の敵 
＊ Ａ．スターングラス：ペトカウ効果 （出典：米国人口動態統計） 
＊ Ａ ． ス タ ー ン グ ラ ス 講 演 2007 年 青 森 よ り

http://fujiwaratoshikazu.com/2011disaster/ 
＊ 厚労省，人口動態調査 矢ヶ﨑克馬，小柴信子グラフ化 

＊ 岩永千代子編による「＜＜被爆体験者＞＞とされた被爆者の叫び」 

＊ 全国被爆体験者協議会の調べによる「急性症状の実態」 

＊ 矢ヶ﨑意見書 歴史は科学的人道的判決を求めている 

＊ 矢ヶ﨑意見書 水平に広がる原子雲により被爆指定見直し地域全体に

「身体に影響を受けるような放射能汚染」がもたらされた 




