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はじめに 

 被爆体験者は被爆者援護法行政の中に，正当に位置づけられていない。そればかりか，

ゆがめて位置づけられ，援護対象からすっぽりと脱落させられている。戦時の原子核爆

弾使用と常時の核反応利用発電所の爆発は，核利用の双児である。油断すれば今後共，

いつどこで生れるか分らない。核爆弾，核兵器，ならびに原子力発電所稼働と爆発によ

って生ずる公衆の被ばく被害のなかで，政治，行政，専門家らが切捨てるであろう将来

の公衆に対し，７０年に渡って切捨てられてきた今ある被爆体験者は，近未来に原像を

現示している。 

 私は科学者として，今のこの状況を肯じるわけにはいかない。この意見書は事実と科

学に基礎をおく意見であると共に実危害の告発と危険の警告を内容にもつ。 

 

 

第 １ 部   本      論 

 

 

 

第１ 放射線の本質・定性 

１ 放射線 

(1) 一般に言う「放射線」は， 

① 明言的には「電離放射線」と呼ばれ，組織内の原子に所属する電子を吹き飛ば

す電離作用を持つ。極度に高いエネルギーの高速粒子または電磁波である。 

② 放射線は原子核から放出される。 

③ 図１にその概念構造を示す。 

④ 放射線を放出する能力を放射能，放射能を持つ原子を放射性原子，放射能をも

つ物質，微粒子を放射性物質，微粒子と呼ぶ。 

(2) 自然界のエネルギーは，不安定から安定に状態変化する。自然法則の一つをなす。 

① 核子（陽子と中性子）は原子核内に大きな負の位置エネルギーで束縛されてい

る（深い井戸に閉じ込められているような）。放射線は，井戸の底よりも少し

高い位置エネルギー状態にある核子が最低エネルギー状態（井戸の底の状態）

に達しようとして余分のエネルギーを核外に放出したものである。原子核の位

置エネルギーは巨大であり，そのエネルギーの一部を担って放出する放射線も

エネルギーが大きい。 

② 安定な状態に達しようとする性質は自然法則であり，自発的に，外からの刺激

なしに行われる。 
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③ 放射線を発射することによって原子核の状態を安定化させるような現象は，多

くの場合その原子自身を別の元素へ変える。したがって，放射線の発射を原子

核崩壊と呼ぶ。崩壊は確率現象であり，いつでもその瞬間にある放射性原子の

数に比例する。この性質を表す物理量が半減期である。どの時間で区切っても

単位時間に放出される放射線の数が元の半分になる時間は同じである。 

④ 核子の状態が最安定の状態に比べてエネルギーが大きいほど高い確率で崩壊し

頻繁に放射線を放出する傾向にある。半減期が短く早く減衰するが，初期の単

位時間当たりの放射線量（放射能の強さ）は大きい。 

⑤ 長崎に投下された原子核爆弾で言えば，爆発直後ほど強い放射能環境にあった。

次第に減衰したが，強い放射能環境は枕崎台風によって軽減されたものの，少

なからぬ期間継続した。 

(3) 放射線の種類 

① アルファ線 

 ウラン，プルトニウム等の質量数が大きい重い原子核から，核を構成する粒

子が放出される。この粒子は結合力の強いヘリウム原子核で，プラス２価の電

荷を持つ。この崩壊をアルファ崩壊と言い原子番号が２つ少ない元素に変わる。 

② ベータ線 

 原子核分裂により生まれた核分裂生成原子は，原子核中に中性子が多すぎる。

ために，中性子を減らすことでエネルギーの安定化を図る。具体的には中性子

からマイナスの電荷をもつ電子を放出し，その中性子を陽子に変える。このと

き放出される電子（－）がベータ線で，この崩壊をベータ崩壊という。中性子

が１個減少し陽子が１個増え，原子番号が一つ増える。 

 アルファ崩壊もベータ崩壊も，１回のアルファ線，ベータ線放出で最安定の

状態が実現するとは限らない。何回もアルファ線，ベータ線等の放出を繰り返

し，安定な状態にたどり着く崩壊系列を形成する。 

③ ガンマ線 

 核内のエネルギーが光子として放出されるのがガンマ線である。光と同じ電

磁波である。Ｘ線より大きなエネルギーを持つ。同じ元素のままで，原子核の

エネルギー状態が安定に向かう。ガンマ線放出の場合も，元素名は変わらない

けれどエネルギー状態が変わるという意味でガンマ崩壊という。 

④ その他の放射線 

 上記の３種は，通常の放射線である。これらの他に，中性子線，陽子線など

がある。 

(4) 化学反応との違い 
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① 化学反応は原子の最外殻（一番外側を回る電子の軌道）の電子が他の原子の最

外殻電子と結合あるいは分離する「相互作用」を行う現象である。 

② 原子核反応は核が中性子や他の原子核などと衝突した際の原子核の変化反応で

ある。原子核分裂や原子核崩壊，原子核融合などを含む。化学反応のおよそ１

００万倍のエネルギー規模である。 

③ 化学反応はテクニカルなコントロールの及ぶ反応である。 

④ 自発的反応である原子核崩壊などは人間がコントロールする技術を知らない。

ために例えば，核廃棄物は隔離し，冷やし続け，冷えるのをひたすら待つ以外

に対処の方法がない。 

 

図１ 放射線 

 

(5) 放射線の特性 

① 一般的性質 

 放射線が身体に当たると表現されるが，微視的に見ると，身体組織の中の１原子

に当たることである。原子は原子核とその周りの軌道電子からなる。 

 放射線が当たると電離や励起が起こる。 

電離とは図４に示すように放射線の当たった原子に所属する電子が原子の外ま

で叩き出されてしまう現象である。他方，励起とは叩き出された電子がまだその原

子の影響下にある空間に留まる現象である。電子の状態がエネルギーの高い別の状

態に変化する。 

放射線は電離や励起を行うことによってエネルギーを失い，停止あるいは消滅す

る。１本の放射線で１万個~１０万個の電離を行う。 

１電離に必要なエネルギーは人体内で平均４０ｅＶ程度である。 

② アルファ線 

およそ４ＭｅＶのエネルギーを持つ。 
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電離の数はおよそ１０万個である。 

電子の質量に比しおよそ７３００倍の質量を有し，プラス２価の電荷を持つの

で，原子に対する相互作用が非常に大きい。 

ほぼまっすぐ進み，行き当たる原子全てを電離する。 

人体の組織内では４０μｍほどしか飛ばない（飛程）。コピー用の白紙１枚の

厚さの，飛距離を通過する間にエネルギー全部を使い果たす。空気中ではおよそ

４５ｍｍ進む。 

  

 

図２ 霧箱で観測したα線の飛跡。平均長さが４５ｍｍ（シュポルスキー，原

子物理学） 

 

③ ベータ線 

高速で打ち出された電子である。軽い粒子で，ベータ線が物質（人体を含む）

中に入って原子に近づき，軌道電子との間にクーロン力により相互作用する。

このとき軌道電子にエネルギーが与えられ電離または励起する。入射したベー

タ線は運動エネルギーを一部ずつ失っていくなかで千鳥足風に進む。 

エネルギーが高く質量が小さいので，軌道電子の間をすり抜けて原子核近く

に達し，原子核と相互作用することがある。このときベータ線の軌道が曲げら

れ，いわゆる制動輻射と呼ばれる電磁波が出る。 

同一の原子核から放出されるベータ線はエネルギーが同一でない。エネルギー

が分布し，最高エネルギー以下連続スペクトルをなす。 

飛程（最大飛程）は１ＭｅＶにおいて空気中でほぼ１ｍ，体内で５ｍｍである。 

④ ガンマ線 

ガンマ線と物質との相互作用にはいくつかのタイプがある。まず，原子に所

属する電子にエネルギーを付与して電離させ，自身はエネルギーが減少し，方

向を変えて波長が長くなるという相互作用（コンプトン効果）がある。コンプ
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トン効果は主として最外殻の電子を叩き出す。電離された電子がさらに物質中

で電離を行う（２次電子）。 

さらに原子の内殻（原子核に近い電子軌道）の電子を弾き飛ばし，自身は消滅

するという相互作用（光電効果）を行う。光電効果にも２次的な効果が伴う。 

光電効果で叩き出された電子（電離された電子）が物質中で電離を行う。ある

いは電離された電子の位置に外側の電子が落ち込みＸ線（特性Ｘ線）を発生する。

あるいはそのエネルギーを同じ場所の最近接の電子に与え（オージェ電子）その

電子が電離作用をする。 

ガンマ線の減衰は半価層（強度が半分になる長さ）で特徴づけられる確率的減

衰である。飛程は長距離に及ぶ。ということは，電離密度即ち危害度が低い分，

透過性が高い。（E. シュポルスキー：『原子物理学』，玉木英彦ら訳，東京図書

株式会社） 

(6) 電離放射線の科学 

 生物にとって電離放射線の物理的作用が所謂「場」：「放射線場」である。電離

放射線の物理的作用を具体的に明らかにし，「場」としての放射線の定性的普遍的

性質を明らかにすることによって，放射線が引き出す人体の「反応」:健康被害が

科学の対象となりえる。人体の反応は場の函数として捉えられて科学的解明が進展

する。 

 電離放射線の普遍的性質は，当たる組織に関わらずその組織を構成している原子

を電離し，分子切断を与えることである。放射線場の量は吸収線量（グレイ）であ

る。 

 

２ 電離作用・分子切断 

(1)原子の結合，分子形成は電子対形成による 

 原子と原子を結びつける力は，二つの原子間に生じる電子対である。電子が対を

形成することによって２個の原子をつなぎとめる大きな力を生ずる。量子力学的に，

「交換相互作用」と呼ばれる強固な電子対の形成である。 

 安定的に存在する分子，原子内の電子は，最も外側に位置する電子，内側の電子

いずれも，自己原子内であるいは他原子との間で電子対を形成する。原子と原子が

結合し，分子となって，最終的結果として出来上がる物体は，有機物であろうと無

機物であろうと金属であろうと動物であろうと植物であろうとすべて同じ原理に

よる。 

図３は典型的な共有結合として知られる水素分子の形成を電子の配置で描いて
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いる。２つの電子が対をなすことにより強固な水素分子が得られる。電子は軌道運

動とスピン運動の２つの物理量を有し，２つの物理量がともに最低値になるような

電子配置が最も安定したエネルギー状態をなす。「対になる」ことが最低エネルギ

ー状態を作り出すうえで決定的なのである。「対」の形成がもっと多数の電子総体

でなされる場合もある。 

 

 

 

図３ 電子対が原子を結合させる 

化学的には共有結合，イオン結合，金属結合等々，結合の種類が分類されている

が，いずれも電子軌道・スピンを共有することが基本である。それぞれのタイプで

電子雲の分布等が異なるが，共通原理は電子雲の重なりであり電子対である。量子

力学という分野では電子の分布の様子が「電子雲」として理解されていて，電子雲

は結合相手との条件に応じて対称性を変化させるスピンを固有して重なり合う。そ

の１例が上記の水素分子である。 

 

電離

放射線

吹き飛ばされる

電子

 

 

図４ 放射線の電離作用（電子を原子から吹き飛ばす） 
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 (3)分子切断 

人間の身体を構成している原子は全て分子として結合しあっている。 

放射線の基本作用は，分子を切断し結合を破壊することに帰結する。分子におい

て原子と原子とが結び付けられるのは，電子がペアを構成することである。そのペ

アを構成する電子の一つが吹き飛ばされると，ペアが破壊され，原子と原子を結び

付けている力が失われるのである。 

 電子が励起される場合も電子状態が変化を受けるので分子は切断される。 

原子と原子が結びつく結果は金属，非金属，動物，植物等々と呼ばれる物質を形

成することとなる。金属中であろうと，非金属であろうと，人間や動物の身体中で

あろうと植物中であろうと，結合と切断の原理に変わりはない。身体の中で，放射

線が当たる（エネルギーを与える）のが，ＤＮＡであろうと，細胞膜であろうと，

神経伝達物質であろうと，血液やリンパ液であろうと，酵素やホルモンであろうと，

ミトコンドリアであろうと，すべての分子で原子と原子の結合が切断される。分子

切断が放射線の主たる危害である。（図５，図６参照） 

 

 

 

 

 

 

図５ 分子切断 
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図６ ＤＮＡ 

  ＤＮＡは全く同じ構造をとる一次元的な分子が４種類の分子により結び付けられ

ている。放射線の作用として電離が生じると，図５に示されるように切断されてし

まう。 

 

(4)分子の間接切断 

間接切断とは，放射線が水分子等を電離し，生じた活性酸素が分子切断を行う

場合のことをいう。 

活性酸素のひとつに水酸化物イオンＯＨ－（Ｏは酸素，Ｈは水素）がある。非常

に化学的結合力が強く，周囲の原子どうしの結合に割りこみし，自分自身が代わっ

てそれらの分子と結合する。その結果としてのＤＮＡ等の分子切断現象である。細

胞膜を破壊したりもろもろの作用をする。体内にたくさんの水分子が存在するので，

ＤＮＡ切断の３分の２は間接効果と言われる 

水分子の構造を図７に示す。中心にある酸素原子は空間のｘ方向，ｙ方向，ｚ

方向の計６方向に延びる電子の広がり（波動関数という）を示し，２方向の電子雲

の先に水素が結合する。斜線を施した場所で「電子対」を形成する。 

放射線が水分子に当たれば，一つの水素イオンとの結合が破壊され，活性酸素

が生じる。生じたラジカルはＤＮＡに限らず，周囲の組織結合に作用し，分子を切

断する。 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/DNA_chemical_structure.svg
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図７ 水分子：ＯとＨの重なっている部分（斜線部分）が電子ペア。 

黒く塗られている部分は酸素原子内で電子がペアになっている部分。 

酸素原子内のペアの体積より水素との結合部分に関する体積が大きいので

ＯＨ－が作られる確率が高い。 

 

(5) ＤＮＡの損傷が生じるメカニズムに，そのほかバイスタンダー効果等が知ら

れている。バイスタンダー効果とは，直接照射された細胞だけでなく，周りの

細胞にも電離放射線の影響が伝わることである。直接打たれない周囲の細胞の

ＤＮＡが切断されるなどが生じる現象である。 

 生体のリアクション（反応）として，修復（分子の結びつきをつなぎなおす）

やアポトーシス（細胞を自ら死滅させる）や様々な応答がある。切断された分

子のすべてが修復されるわけではない。 

(6) 電離放射線の科学 

  被曝とその被害実態及びそのリスクを知るには，被曝被害の根源である電

離の総量と局所的密度，臓器内等での分布状況，時間的な電離の展開状況等を

把握しなければならない。なぜなら電離の密集度，とりわけ細胞レベルでの電

離の密集度が健康上の被害に直結していることがわかっているからである。 

しかるに，ＩＣＲＰは電離放射線という言葉を使用しているものの，電離放射

線の原初的な物理的素過程を具体的，科学的に認識する過程を持たない。電離

放射線の作用をブラックボックスに閉じ込めているのである。したがって，生

命体のリアクションとしての反応（健康被害，疾病）を過小評価でも過大評価

でも任意に行うことが可能となる。現実は「出力」としての被曝健康被害は，

そのごく一部分を扱っているにすぎない。ICRP 体系の出発点における「具体性

の捨象」である。 
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第２ 分子切断による生命機能の損傷並びに損傷後の修復過程に生じる危害 

１ 放射線の健康破壊（概括） 

(1)  放射線がもたらす健康傷害の構造，機構は２大別できる。 

一つは電離作用そのものによる分子切断という人体傷害である。つながって

いた組織がピンポイントで切断されたことによる機能不全として現れる。これ

をＩＣＲＰでは組織的影響（確定的影響）と呼んでいる。 

二つには切断された分子がつなぎ直される（生体による修復作用）ときに生

じる，つなぎ間違えによる障害である。特に切断されたＤＮＡの修復失敗のと

きに生じる発がんや遺伝のリスクが知られる。ＩＣＲＰはこれを確率的影響と

呼んでいる。 

修復過程開始前に放射線は消滅しているから，いわゆる確率的影響は紛れも

なく放射線による健康被害であるが放射線の直接作用ではない。確率的影響は

放射線による分子切断がもたらされた後の生体としての反応プロセスで生じる。 

放射線の危害について次表にまとめる。 

 

・１.組織が電離切断される危害→生命機能不全 

（1）急性症状・評価尺度：分子切断の総量 

生命機能分子切断→機能不全→死 

（2）慢性症状 分子切断の全面効果 

免疫力低下 様々な体調不良 ぶらぶら病 

あらゆる場所にあらゆる病気がでてくる 

・２.修復過程危険→遺伝子の変成 

評価尺度：分子切断の密集度 

（1）発がん：数十回の変性：晩発性障害 

（2）子孫に不安定さを伝える：変成遺伝子の伝達 

            放射線危害の分類 

 

(2) 死滅した細胞は後発がんのもとにはなりえない。しかし，心臓や神経など，

新陳代謝のない組織においては，細胞死の発生自体，放射線が与えた現実の危

害である。 

放射能環境下で，脳神経の不安定化による精神的疾病が上昇することや心臓

死が多発することが知られている（チェルノブイリ被害の全貌，チェルノブイリ

事故による放射性物質で汚染されたベラルーシの諸地域における非ガン性疾患）。 

(3) 内部被曝においてはさらに，電離の局所集中化，継続的連続的被曝などが特徴



10 

 

的現象となる。体内に吸収された放射性物質は体内を循環したり，様々な臓器

その他全組織に蓄積される。あらゆる病変を引き起こし，その危険をもたらす。 

これらの科学上の事実と可能性の検証が被曝被害の真相を解明する上で大変

重要である。 

(4) 放射線のリスクを他の疾病などのリスクと比較することがしばしば行われる

が，誤りも甚だしい。放射線作用の結果は，免疫力を弱め，アレルギーや感染

症やその他多くの疾病や健康被害を増幅させ，症状を激しくするのである。放

射線が無ければ死に至らない場合でも放射線は死に至らしめるのである。 

 

 

 

(5) まとめ 

１．原子の結合（分子の形成）は電子対による。 

２．放射線は電離（電子を原子から吹き飛ばす）もしくは励起（電子を高いエ

ネルギー状態に叩き上げる）を行う。 

３．電離もしくは励起は電子対を破壊する（分子切断）。 

４．分子切断はどの組織にでも生じる。 

５．ＤＮＡが切断される。切断は直接効果だけでなく，間接効果やバイスタン

ダー効果などがある。 

６．組織切断は現実に発生した放射線被害である。大脳や心臓も含め，あらゆ

る組織が切断されると生命機能の不全を招く 

７．生命活動の修復作用の過程で異常接合が生じる。DNA の異常接合はがんへ

と成長する種子となり，遺伝子の不安定さを子孫に伝える基礎構造となる。 

８．それらの結果，既にあるいは現に健康被害が発生したか，終生に渡りある

いは世代を超えて健康被害の危険が発生している。 
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２ 分子切断による生命機能の破壊 

(1)  図８はタンパク質アミノ酸の分子の１例である。どこに放射線があたっても

分子が切断され，つながっていることによって発揮できていた生命機能が傷害

される。 

      

図８ タンパク質アミノ酸 

 

繋がっていることにより生命機能が健全に果たせる組織は，切断されると機

能不全になる。細胞の死は，それ自体が放射線によるミクロレベルの人体傷害

である。さらには後次的に細胞死による健康影響が出る。浴びる放射線が大量

だと死を含む急性症状が生じる。低線量で様々な健康被害をもたらす。 

(2)  「組織反応をもたらす放射線影響を確定的影響」として，約１００ｍＳｖま

での線量域では「どの組織も臨床的に意味のある機能障害を示すとは判断され

ない」（ＩＣＲＰ２００７年勧告）と，組織反応，組織の機能障害という視点

から被曝被害事実の発生を否定した見解がある。 

チェルノブイリ事故後の健康被害報告（『チェルノブイリ被害の全貌』：ヤ

ブロコフら）は，それよりはるかに低い被曝線量で確率的影響だけでなく確定

的影響が発生していることを検証している。１００ｍＳｖどころかその１００

分の１オーダーで組織的反応・健康被害が生じているのである。 

(3)  医療被曝でも，１０ｍＳｖで発がん率が３％ずつ増加することは既に合意さ

れた知見となっている。 

３ 切断された分子を繋ぎ返す際に現れる実危害と危険 

確率的影響と言われる発がん等のリスクは知見上「被曝した放射線量に比例する」

とされる。 

臓器ごとあるいは全身で大きく仕切った範囲で「リスクが放射線量に依存する」

法則として現れているということは，細胞レベル（～１００００個の細胞規模）の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tetrapeptide_structural_formulae_v.1.png
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部分集合においても同じ法則が働いているということである。その具体的な指標は

分子切断の密度である。 

ミクロな単位で認められる，分子切断密度の被曝線量に依存するという法則は，

マクロな規模でもあらわれる。身体の諸部分はそれぞれ異なる条件がありうるが，

それにも拘わらず必ず適用される原理として貫徹するのがミクロとマクロをつな

ぐ科学上の法則である。 

生命機構が電離により分子切断される効果は先ずは生命機能不全の危険をもた

らす。 

あとに続くのは，分子切断箇所を繋ぎ直して生き延びようとする生命活動の修復

力の発現である。修復力がそれに及ばなかった際に生ずる危険が生じ，次いで遺伝

子の変成という傷害に至る。 

ＤＮＡの分子構造は１次元的原子結合である。ＤＮＡの分子が電離されたその場

所で完全に切断される。そして，それをつなぎ直す時につなぎ間違えが起こる。こ

の修復も誤修復も放射線の作用そのものではない。この段階は生命の修復作用とい

う見地から科学の対象となる。 

繋ぎ間違いはＤＮＡの二重鎖切断など，電離密度が高いほど確率が高い。ＤＮＡ

のつなぎ間違えは生物学的修復作用の結果，「異常に変成された遺伝子がどれだけ

できてしまうか」の問題となる。この問題も放射線自体の作用ではない。生命力の

反応という，放射線の作用と関連した領域の問題である。 

ここに低線量論の意図的，短絡的誤り，誤ったポリシーがある。 

このポリシーは，被曝のリスク評価としてＩＣＲＰが「臓器ごとで平均した吸収

線量」を用いるという方法論として具現化している。１細胞のＤＮＡ損傷の危険度

はミクロな視点での吸収線量で初めて具体的認識へ反映される。ＩＣＲＰ体制が科

学的放射線防護となりえないことは「具体性を捨象している」方法論に由来する。

つなぎ間違いの危険を覆い隠すこの「具体性の捨象」は，意図的であり，作為的で

あると判断せざるを得ない。 

図９は放射性微粒子の周りでの分子切断の様子を形象化した。 

微粒子の中にアルファ線を放出するウラン２３５と，ベータ線を放出するセシウ

ム１３７の原子が同数あると仮定しよう。 

半減期の長さの違いから，ウランがアルファ線を出す頻度の２３００万倍の頻度

でセシウムはベータ線を出す。半減期の逆比が頻度として現れる。 
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アルファ線は微粒子の周囲の半径４０μｍ内に，ベータ線は半径３ｍｍ程度の範

囲に集中した電離を行う。ベータ線１本による電離の間隔はアルファ線の５００倍

程度だが，微粒子の周囲ではたくさんのベータ線が放射され電離を行うので，アル

ファ線に勝るとも劣らず，密集した電離，分子切断状態を作る。 

他方ガンマ線は強度が半分になる距離が体内では１０ｃｍ程度，強度が１０分の

１になるのが３０ｃｍ程度である。その範囲でもって，分散した電離を行なって透

過する。放射性微粒子の周りに集中した電離状態を作ることは決してない。このこ

とを示したのが図９である。 

分子切断は，1本ごとの放射線が 1本ごとに担った作用であってそれが「粗」と

いうことは，切断されたひとつの点の周囲に別の切断点が無いかそれに近い分子切

断の密度である状態を意味する。この場合の修復作用の結果は元の姿に正常に再結

合ができる可能性が大きい（図９の上右図）。           

 

と再結合

イオン化と再結合

 

図９ 放射性微粒子の周囲のガンマ線被曝とアルファ線，ベータ線被曝の違い 

 

一つの細胞が複数回放射線に打たれる場合や分子切断が高密度になされた場合

は，ひとつの切断点の周りに他の切断点がある。そのような高密度に切断された場

合は，繋ぎ直す際に間違ってつないでしまう確率が高くなる。 
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ＩＣＲＰの線量定義が臓器毎に規定されているために，日本政府や専門家の内部

に「１００ｍＳｖ以下の低線量の危険は認められていない」という言説が飛び交っ

ている。しかしそれは根本から間違った言説である。 

ＩＣＲＰ２００７年勧告は「１９９０年以降，放射線腫瘍形成に関する細胞デー

タおよび動物データの蓄積によって，単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応過程が放射線

被曝後のがん発生に非常に重要であるという見解が強くなった。」と指摘（確率的

影響の誘発）している。ただＩＣＲＰの実際基準はこの指摘事項を反映させていな

い。間違った方法論により低線量・安全論を可能にしている。 

問題は高密度切断か否かにある。外部被曝線量の強度に関しての説明概念だけで

ある臓器ごとに計測した高線量か低線量かの問題ではない。近接して多くの切断さ

れた分子があるとないとで，間違って再結合してしまう確率が高くなるからである。

異常再結合して生き延びることが晩発性の健康被害に直結している。これを現在の

主流派の理論は，ＤＮＡ修復の領域まで放射線の作用を具体的に論じることをさせ

ない方法論に依拠し，局所的高密度電離を覆い隠し，照射線量と吸収線量の混同な

どにより低線量の無害，安全の論拠にしているのである。 

内部被曝の場合，外部被曝と全く異なる条件がある。飛程の短いアルファ線，ベ

ータ線による打撃の存在が重要となる。ベータ線でもその飛跡下の細胞では１細胞

あたり６０個ほどもの電離を行なう。放射線微粒子による内部被曝の場合は，ベー

タ線はアルファ線と同様に高密度な分子切断を，しかもα線よりも広い範囲にもた

らすのである。 

分子，組織の切断が放射線の第１の危害であって，それそのものが生命機能不全

をもたらす危害と危険を持つ。たとえ生き延びても生命活動の結果次第で，変成さ

れた遺伝子等が生じる危険を持つ。これもまた低線量か高線量かの短絡，単純な線

量論では説明できない，被曝の具体的把握とそれに関連して現れる生命活動により

解明される問題である。 

４ 内部被曝に低線量被曝概念を使う誤謬 

(1)  ＩＣＲＰは放射線の生物学的危険度に関するパラメーターを設けた。これは

危害を与える側の放射線自体に，生体側の反応である電離の密集度を移転，取

込ませさせた係数である。放射線荷重係数（線質係数）と呼ばれている。線質

係数のなかに，生命体に対しての外力に生命体固有の反応力を混交させたやり

方である。このやり方は科学の基本原理，方法に反する。 
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アルファ線の線質係数を２０，ベータ線，ガンマ線を１とする。その理由を

説明できるデータも示さず，「線エネルギー付与」が高いという理由で，係数

を設定したのである。まさに千差万別の生命反応の実態を機械的数値により科

学的探求から遠のけているのである。 

(2)  そもそも，吸収エネルギーは放射線がなす電離の個数の反映である。定量的

には電離に要する平均のエネルギーをあらかじめ求めて，吸収エネルギーは電

離の平均エネルギーを電離の個数倍すればよいことである。線エネルギー付与

が高いという定性は放射線が通過する道のりに沿って，密集して電離を行う結

果を踏まえている。電離が密集しているということも分子切断も密集している

ということも，「線エネルギー付与」が高いということも，本質的，原理的に

同じことをいっていることなのである。 

(3)  この危険の根源である電離の密集度は何も放射線の質だけによってもたら

されるものではない。内部被曝では放射性原子の集合した微粒子がその周囲に，

密集した継続的被曝，即ち密度の高い電離を与える。この電離問題へのＩＣＲ

Ｐの対応理論は原理次元及び，被曝を検証する科学の論理と方法における設計

基本のレベルから非常に混乱し，その誤りこそが，吸収線量と照射線量の無差

別化，同一化ならびに放射線荷重係数，組織荷重係数，実効線量等々の反科学

的・非科学的概念の生産，使用につながっている。 

(4)  放射線のエネルギーと飛程から計算すると， 

アルファ線の威力は行きあったすべての原子を電離する頻度となって現れ

る。１個の電離のすぐ隣に別の電離が生じるので，ＤＮＡの二重鎖切断がなさ

れる危険が高い。因みにアルファ線は細胞当り電離個数は２５，０００個であ

る。 

ベータ線ではアルファ線の電離間隔に比べ，およそ５００倍間隔があいてい

るが，１細胞に６０個ほどもの電離をもたらす。特に体内へ侵入した放射性微

粒子の周囲には高い危険度をもたらす。 

ガンマ線は放出された２次電子によりベータ線と同様な電離分布を与える

が，放射性微粒子の周囲の電離状況はベータ線の場合とまったく異なり，集中

した電離密度の高い領域を作ることはない。すなわち，コンプトン効果でも光

電効果でも二次電子（大部分が高エネルギー）を叩き出し，二次電子がベータ

線に準じるが，両効果ともに効果が生じる間隔は非常に疎らである。 
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１本の放射線ごとの線種による定性的比較は上記のようになる。 

ＩＣＲＰはこの電離密度の大きさ，バラつき，電離の科学的実態の多様性，

複雑性を無視する。ために第１に単純化しやすい放射線線量に単純転嫁する方

法をとった。放射線に固有の放射線荷重係数という架空の概念と実在しない物

理量を与え，線エネルギー付与電離密度の大きさを生物学的等量線量と名付け

てこれに代替させ，線量Ｓｖをもって荷重係数倍させる方法をとった。この方

法は外的要因と内的反応を分別しない非科学的やり方である。 

放射線荷重係数の極めて機械的（機械的とは，考えることをしないという意

味を持つ，中世的伝統的職人差別用語に由来する言葉である），形式的設定数

値が被曝を検証，実証するプロセス全体に押し付けられ，一々考えないで済ま

せられる機械的な数値ゆえに医療現場や専門家，学者の一部に便宜を与え，重

宝されている。だが，被曝を科学することを阻む反科学的効能がある。 

(5)  ところで，放射性微粒子が体内に入った場合，空間的時間的電離の展開の様

相は外部被曝と全く異なる。アルファ線の発射頻度に比較してベータ線の発射

頻度は半減期の逆数に比例して高い。ＩＣＲＰが放射線荷重係数を設定したア

イデアは放射線荷重係数という使い勝手のよい「便宜」を現場に与えるつもり

からであったと釈明するのであろうが，その狙いは内部被曝の放射性微粒子な

どの周囲の密集した電離領域の危険をあからさまにしないことにあると思わ

れる。実際防護事務体系はそうなっているからである。 

また微粒子はその周囲に，線状ではなく，空間的拡がりを持った領域を占領

し，このことによって電離によるエネルギー付与程度が大きく，ここが大きな

問題となる。放射性微粒子の周囲に格段の危険度が存在することを無視しては

ならないのは勿論，過小評価してはならないのである。 

(6)  発がんは，異常に連結されてしまったＤＮＡを保持するたった「一つの細

胞が起点になる」というのが科学上の，ＩＣＲＰも肯認せざるをえない定見

である。高密度の電離がＤＮＡのつなぎ間違いを誘い，つなぎ間違えられた

異常接合が発がんの起点となるのであるから，電離の密度は発がんの要因形

成に対して決定的なのである。 

(7)  ベータ線は，内部被曝のがん誘発の主役といってよい。核分裂生成粒子は

ベータ崩壊する物質が多いからである。飛程は数ｍｍであるが，バイスタン
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ダー効果も考慮すれば，微粒子周囲の数ｍｍに留まらず，もっと広い範囲に

高度の危険をもたらす。 

この場合，微粒子を中心として同心球を描くから，半径が大きくなるにつ

れて電離密度すなわち分子切断密度は次第に希薄となる。ちなみに半径５mm

の球内にはおよそ２００万個の細胞が存在する。そこで，中心付近では分子

切断の密度が高すぎて，アポトーシスが生じる。その縁側ではＤＮＡの二重

鎖切断が生じても細胞が生き残る領域が生じる。 

「微粒子の周囲にアポトーシスが生じるから発がん確率はむしろ低下する」

などという被告側「専門家」の言説，主張は具体を見ない一面的，近視眼的

な誤った視野からの見解である。 

総じて，分子切断の総数と密集度が，ＤＮＡに変成の危険度を与える。電

離の総数は被曝した個人個人の修復能力との関わりがあるので重大である。 

(8)  生物学的な反応機構に様々な細胞の働きが関与する。修復機構やアポトー

シス機構が存在したり，空間的な被害の伝達機構にバイスタンダー効果があ

ったり，水などの分子切断により生じる活性酸素（ラジカル）の密度に関係

するペトカウ効果（ＥＣＲＲ２０１０年勧告（甲Ａ第１３６号証１５１頁参

照））があったり，遺伝子の不安定さを伝える経時的な伝達機構には複雑な

ものがある。 

がん誘発は電離＝分子切断の総数と密集度と生命活動の修復力との関係が

反映したものなのである。 

(9)  大量にＤＮＡや機能分子の切断がなされ，生命活動が維持できなくなる場

合，死又は重大な健康被害を生じさせる（急性症状）。大量に結合の破壊＝

分子切断が行われてしまい，修復活動による再結合が機能する前に，生命機

能活動の一部または全部が破壊されるのである。 

(10) 初期の切断を起点に再結合プロセスが始まる。これは放射線の電離作用を

受けた後の生体側の生命活動反応である。修復できないところも多数残る。

このプロセスでは，正常に修復できなかった DNA損傷が確率的影響と言われ

る健康被害の指標となる。 

吸収エネルギーに依存する分子切断が疎らに生じる外部被曝での，ガンマ

線被曝では相対的に修復失敗の危険度は低く，アルファ線，ベータ線による

内部被曝の方が危険度は格段に高いものとなる。 



18 

 

生命組織が分子切断されたままになったり，ＤＮＡの異常が保存されたり

した場合，生命機能のあらゆる部分に病気の現実的発生及びその可能性を与

える。 

(11) 放射性微粒子による内部被曝を低線量被曝という概念で片付けていること

の誤りをここで指摘しておかなければならない。 

１μｍ級の微粒子が臓器中に存在するのがＩＣＲＰが提案した線量評価

の方法では臓器単位での吸収線量で測られる。 

問題は，微粒子周囲の電離状態を評価しないといけないのに，臓器単位で

吸収線量を算定すると危険度をまったく評価しないということである。膨大

な電離を受けない細胞と少数の電離を受けた細胞を平均化して表示すると，

「低線量」の数値となってしまうことにある。微粒子の周囲に形成された電

離状態を評価するのに臓器ごとの吸収線量を用いるのは正当ではない。臓器

単位で線量評価する方法が適応できるかもしれないのはせいぜい透過性が大

きいγ線だけである。 

元来，高い電離密度を作り出す放射線の危険度を，本質的にとらえるべき

なのに，ＩＣＲＰは放射線荷重係数に矮小化している。 

概念の本質的意義に戻って，電離密度の高い被曝状況に対する危険度とし

て，本質的な再定義が必要である。線質に対して適用するのではなく，電離

密度に対して適用する概念に再定義しなければならない。 

それには放射線の飛程，電離された密度の評価作業が不可欠である。 

 

５ ＤＮＡの切断による発がんや子孫への影響 

(1)  放射線は様々な分子を様々に切断する。 

(2)  健康に直結するＤＮＡの分子が切断される場合を論じる。 

図１０はガンマ線が外部からＤＮＡ分子切断を行う場合あるいは切断密度

が小さい場合を描くが，それは二重鎖の１本だけを切断するような描像である。

ガンマ線の場合，あるいはカリウム４０（Ｋ４０）のように，放射性原子が微

粒子集合を形成せず放射性原子単独で存在するβ放射体の場合，切断場所が他

の切断場所と離れて孤立している。切断場所が孤立し，切断場所自体に相互作

用の場がないから，生物学的修復作用の際にも間違わずの元どおりになる可能

性も高い（図９の上図参照）。 



19 

 

 

     図１０ 二重鎖の一本切断        図１１ 二重鎖切断 

 

ところが放射性の埃を吸い込んだり飲み込んだりした内部被曝の場合は事

情が異なる（図９の下図参照）。微粒子からの多量な放射線が密度の高い分子

切断を行うので，ＤＮＡの二重鎖の２本とも切断してしまう可能性が高まる。

ＤＮＡの異常再結合が確率的に増加するのである。  

放射性微粒子集合による内部被曝の場合は，濃密に分子切断が行われるので，

ＤＮＡが２本とも切断され，間違って再結合する可能性が増大する。この様子

を図１１に示す。ＤＮＡが再結合できなかった場合は，その細胞は死滅する。

元どおり修復できれば正常な細胞が維持される。つながる先を間違えて再結合

し細胞が生き延びた場合に，変成（誤った組み換え）されたＤＮＡが生き延び

る。かえって健康に対して危険度の高い状態が出現する。 

体内で放射線に打たれた細胞からその影響が周囲にどのように空間的，また

時間的に伝わって行くか，バイスタンダー効果や被曝した事実がいつ発がんに

至るかという不安定性を伝えるプロセス等は研究途上にある。被曝の影響が被

曝したその人の中で，何十回も変成が繰り返され，あるいは異常再結合した遺

伝子を含む細胞が細胞分裂で増殖し，あるいはエピジェネティックな反応によ

り，生成された細胞が一定量に達するとがんが発生すると言われる（晩発性が

ん）。 

ＩＣＲＰがいう「放射線量が低い」と評価される状態でも，ＤＮＡの変成が

生じ動植物に危害を与えるのである。 

(3)  従来の公衆に対する限度値１ｍＳｖは，全ての細胞に１００個ずつの分子切

断を与えるレベルの被曝線量で，これ自体大変危険な被曝線量である。ガンマ
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線の外部被曝しか考察しないか，できない限界を持つＩＣＲＰはガンマ線モデ

ルで基準化し，分子切断密度の散漫化，単純化，平均化を行っている。しかし，

内部被曝では密集した分子切断を受ける被曝部分と被曝しない部分に二分化

しているから，単純化，平均化はなじまない。密集した分子切断を受ける部分

では大変高い健康リスクに直結する。また，変成されて不安定となったＤＮＡ

は子孫に伝わる。変成された遺伝子は子や孫に「変成された遺伝子の不安定さ」

として受け継がれるのである。 

(4)  放射線の物理的作用を正しく確認すると，放射線被害を他の疾病とリスク上

で対立的に比較することがいかに間違っているか明らかとなる。放射線による

分子切断は，抵抗力を弱め，免疫力を弱める。特定の細胞を選択的に打撃する

のではなく，当たるところ全ての細胞を電離する。化学毒や生物学的アレルギ

ー反応では痛めつけられ，生物学的機能を失う組織が明確に選択的であるが，

放射能にそのような選択はない。したがって，ウィルスや細菌，化学的害毒性，

生物的アレルギーなどの作用を助長し，増幅する。他の疾病の症状を重くし，

あるいは発病しないでとどまっていた状態を発病に至らしめる。さらに，かろ

うじて生命を保っている罹患者を死に至らしめる。 

 

６ 核分裂生成物被曝とカリウム４０被曝などとの比較方法 

 

(1)  「カリウム４０が身体中に４０００ベクレルあって何も害が生じないから，

原爆の放射性微粒子やセシウム１３７の５０ベクレルなど健康影響があるは

ずがない」という比較論は大きな間違いである。放射性カリウムは太古から人

類の生命組織の中に共存し，これを除外することができないものである。カリ

ウムの害がどれほどであるかを確かめることもできない。しかし，人間が「健

康である」状態の下でいつでも体内に存在するのであるから，人体機能がこれ

に対応できており，生命機能が順応しているのである。生命機能の修復作用が

カリウム４０００ベクレル程度と平衡を保っているとみるべきである。この修

復能力は人により，人の健康状態等により，大きなばらつきがある。 

(2)  平衡状態に人工の放射性物質が入ったことによって生命機構の修復作用能

力を超えると放射線リスクが出現する。 
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(3)  カリウムはいつでも存在するのだから，（カリウム）対（セシウム）という

比較は反事実的仮説である。（カリウム）対（カリウム＋セシウム）の被曝量

を修復能力との関わりで比較すべきである。カリウム４０の放射線作用と生物

学的修復作用がバランスを保っている状態に新たな人工放射能が入りバラン

スを崩すのである。いわばダム(人体の修復能力)に水（Ｋ４０の放射線数）が

満杯に蓄えられているところに新たに水(人工放射線)が加わると，新たに追加

される水の量が少なくとも水はダムから溢れてしまうのである。この溢れる水

こそが，健康被害である。 

(4)  放射性原子が集団をなすかなさないか 

カリウム４０はそれだけで集合したり微粒子塊になったりすることはない。

存在するカリウムの 1万分の 1程度が放射性のカリウム４０である。安定カリ

ウムと放射性カリウムを科学的に分離することはできない。カリウムの反応性

から大概は水溶性で微粒子となることはない。 

それに対し人工放射性物質が不溶性の場合は体内でも微粒子塊のままであ

る。原爆あるいは原子炉内の放射性物質は高温（プラズマ状態）を経て，冷え

るときに微粒子塊となる。自然のカリウム自体にそのようなプロセスはない。

多くの場合微粒子は不溶性である（七條和子氏オートグラフィー写真，フクシ

マ放出の微粒子解析）。 

それに対し自然の放射性物質では，膨大な量が存在する海水中のウランの場

合もウラン原子が集合する状態ではなく，ウラン原子自体は単体のまま孤立し

ている。しかし，劣化ウラン弾によるエアロゾールは必ずウラン酸化物の微粒

子となる。この存在形態の違いがリスクの違いを生む。 

(5)  カリウム単独の場合，それぞれの放射線飛跡が重なることはない。 

カリウムのベータ線の飛程はおよそ３ミリメートル程度で１本のベータ線

で３万件ほどの電離が体内で生じている。非常に流動性の良いカリウムは特定

の臓器に蓄積集中することなく体内に均一に分布すると仮定してよい。 

体内で４０００ベクレルあってもカリウムは微粒子塊を形成しないから，ベ

ータ線の飛跡が重なり合うことはほとんどない。ベータ線の電離の間隔はアル

ファ線の５００倍から１０００倍あるので，１本１本のベータ線が離れている

ところで発射されるから電離＝分子切断が１カ所の周囲に密集することはな

い。カリウム４０単体の場合，切断場所が１個１個孤立している状態で分子切

断がなされるのである。このことが核分裂によってまき散らされた生成放射性

物質が体内に入った場合と異なる被曝状態をもたらす。 

放射性微粒子塊の場合はその周囲に分子切断の密度の高い領域を形成する。

微粒子の周囲には電離の集中した領域が形成される。継続した被曝がなされる。 
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カリウム４０は臓器には蓄積されない。それに対し，セシウムはまんべんな

く臓器に蓄積される（バンダジェフスキー）。ストロンチウムは骨に親和性が

あり骨に蓄積される。プルトニウムやウランも同様であり，特定の生命機能に

対するリスクが集中する。臓器に蓄積されと，放射線がその臓器に打撃を集中

するので，臓器の機能障害を疾患として発病させる可能性を高める。 

 細胞に目を向けると，カリウムは細胞外より細胞内で濃度が高い。逆にナト

リウムは細胞外で濃度が高く，細胞内で濃度が低い。この働きをつかさどる機

能がカリウムチャンネル等として知られる。放射性セシウムがカリウムチャン

ネルとの関わりで動作が議論され，心電図の異常などが議論されている。 

カリウムチャンネルには４種類のチャンネルがある。 

① 電位依存性カリウムチャンネル： 膜内外の電位差の変化によって開

閉する。 

② カルシウム依存性カリウムチャンネル：カルシウムイオン，もしくは

他のシグナル分子の存在によって開閉する。 

③ 内向き整流カリウムチャンネル。 

④ 直列ポアドメインカリウムチャンネル：もともと開いているか，もし

くは「静止カリウムチャンネル」のような高い基礎活性を有しており，

ニューロンの膜電位を負に保つ働きをしている。 

主に周囲の状況に応じて開閉する①②に関わることによって，セシウムがカ

リウムチャンネルを次のように破壊する。 

セシウムはイオン直径が３３８ｐｍであり，放射線を発するとバリウムに代

わりバリウムの直径は２７０ｐｍである。カリウムの直径は２６８ｐｍ。スト

ロンチウムは２２６ｐｍ，放射線を出してイットリウム１８６ｐｍに代わる。

カルシウムの直径は１９８ｐｍ。 

セシウムはカリウムチャンネルにはまり込んで動けなくなるという仮説が

セシウムの危険をよく物語る。はまり込んで動けなくなって，滞在時間が長く

なっているとき崩壊すると，次の効果を予想しなければならない。 

一つは，放射したベータ線によって，周囲の電位差を感知するシステムを破

壊する。周囲にカルシウムなどが存在することを感知する機能を破壊するので

ある。 

 二つ目はチャンネルの開閉機構が破壊される。 

 三つ目は崩壊してバリウムに代わるとイオン半径が小さくなりカリウムと

ほとんど同じになる。バリウムはスムースに移動して，カリウムチャンネルを

開けっ放しにする。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
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その結果心電図異常等々の健康被害を引き起こす。セシウム放射線健康被害

の具体的なメカニズムである。ただし，この仮説の健康に及ぼす質的量的な検

討は今後の課題である。 

以上のような総合的な電離の場所や分布状況やメカニズムを考慮すること

が被曝のリスクを検証する上で重要である。臓器ごとの線量だけで被曝のリス

クを単純評価するのは大間違いである。 

(5)以上のまとめ 

１． 分子切断がもたらされる組織毎に生命機能の低下があり，それらの機能低下

は個別に独立して生ずるとは限らない。諸臓器の機能低下が合算して症状と

して現れる。 

２． 電離の密集はＤＮＡの異常再結合を生じる危険性が高い。 

３． 電離の密集状態を表す概念にＤＮＡの２重鎖切断などがある。 

４． 放射性微粒子の周囲には電離が空間的に密集し時間的には継続して生じる

高い危険度がある。 

５． 生命機能の異変は電離の集中度・継続性・量と修復能力のバランスの崩壊を

吟味して，検証しなければならない。 
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第３ 放射線量の科学 

 

１ 科学的方法の原理 

(1)  自然現象は生命体に限らず，外からの刺激を受けると個体特有の内的機構

を通じて反応を生じる。物理科学では個体に対する刺激である外力を「場」と

表現し，個体はその性質に応じて「場」に対する反応を生むととらえる。反応

とは外力を受けての個体の内的機構の歪み，変化をいう。歪み・変化は外力す

なわち場によってもたらされるものであるから，「場」を明確にすることによ

ってはじめて反応を科学することができる。反応を論ずることの土台は場を明

確にすることなのである。これが科学の基本方法なのである（補注参照）。 

(2)  科学体系になりえるか否かの観点から言うと「ＩＣＲＰの放射線防護体系」

は，場の概念が恣意的に歪められ，何が外力であるかが判断できないようされ

ている。その手法が①照射線量と吸収線量の無分別化，②反応を外力に取り込

んだ「放射線荷重係数・生物学的等価線量」，③架空の組織荷重係数・実効線

量Ｓｖの設定である。ＩＣＲＰの放射線防護は意図的に科学の思考と方法を捨

て去った体系である。 

(3)  生命体に影響を与えるのは吸収線量である。照射線量と吸収線量の無分別

化は吸収線量と生命体の反応，さまざまな組織的遺伝子的影響との関係を著し

く歪め，影響の過小評価を可能にする。ICRPは放射線の性質に応じて生じる生

体の反応の大きさを放射線の強さに持ちこんで架空の放射線荷重係数を設定

し，発がん率の大きさを放射線の強さに移転して実効線量を設定している。し

かも実効線量を発がんに関するパラメーターとし，がんに被曝被害の「基礎量」

と位置づけた。 

(4)  このように内的な反応の大きさを外力側に取り入れて外力を反応量によっ

てゆがめることは生命体の反応が何によってもたらされるかをまったく不分

明にし，混乱させる。反応の大きさである物理量を，反応をもたらした反応の

外力である物理量に持ちこんではならないという科学の禁則を破っているの

である。 

この防護体系の変更によって，第一に，反応のバロメーターとなる外力を変

形し，このことにより，応答を科学的にとらえる基準をなくした。第２に，機

械的な数値設定によって，対象の反応を具体的探求によって解明していく科学

行為を押し潰した。第３に，放射線科学・医学をＩＣＲＰが決めた「教条」に

従わせる政治的支配下においた。 
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２ 吸収線量から照射線量への恣意的移項 

(1)  照射線量は客体に対して外から照射する線量である。吸収線量は客体に吸収

された線量である。 

放射線は電離しただけエネルギーを失い，被照射体は電離されただけエネル

ギーを与えられる。これがエネルギー吸収である。生命体の反応即ち健康被害

を生じるもとになる外力＝「場」を表す量が吸収線量である。 

しかし，照射線量は全てが吸収線量になるわけではない。一部吸収されたあ

との残りは前方に向って透過する。透過した量は生命体の変化に関わらない。 

生命体の放射線影響は吸収線量で引き起こされ，決して照射線量によるので

はない。（図１２参照） 

 

図１２ 照射線量・吸収線量・透過線量 

 

(2)  ＩＣＲＰの「線量評価体系」には，外力としての入力を同定する概念をもた

ない。ないのは意図的に破棄したからである。ＩＣＲＰは１９９０年以降，個

体外部から個体内部に向かう「入力」としての電離放射線の強さ・量を規定す

る「照射線量」の概念を排除した。 

かつては「照射線量」が単位をレントゲン（Ｒ）とし，「標準状態の単位体

積の空気（１㎥）に生じる電荷の量（静電単位ｅｓｕ）」とされて，生体の反

応を生む前における客観的で，かつ，測定が相対的に容易な外力量として定義

されていた。 

吸収線量は生体組織の状況によりエネルギーが吸収される度合いが異なり

千差万別である。しかし吸収線量こそが生体にとって反応を引き出す真の外的

要因：外力である。放射線の科学は具体的，個別に厳密に吸収線量を同定しな

ければならないが身体中内部の放射線場を観察，測定する方法はない。 

そこで，ＩＣＲＰはその外力吸収線量を照射線量で置き換える方法を選択し

た。その結果ないしそのからみで（生物学的）等価線量や実効線量の概念を設
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定し，照射線量と吸収線量の分別をなくした。同定できない，身体内部放射線

量をＩＣＲＰが定めた基準で何倍化すればよいことにした。単位質量あたりの

形式的に設定したエネルギーのシーベルト値ないしその数倍値で一律に表現

するように変更した（補註２，３参照）。 

 

３ 被曝線量（吸収線量）の恣意的過大置換 

 

(1)  この照射線量の定義削除が悪影響をもたらした。例を挙げる。 

「吸収線量」は本来，電離放射線が個体内で電離を行った量を質量当たりの

エネルギーとして概念づけたものである，１９９０年以降の線量Ｓｖによる線

量表現がとられるようになって，科学的質的意味が全く異なることになった。 

本来，照射した線量は図１２に示したように，対象物に全部吸収される訳で

はない。 

ガンマ線，Ｘ線の場合は対象の物体の層中で確率的減衰を行う。培養実験や

動物実験，放射線治療で確認されているように，通常が対象内部に侵入して電

離を行いそれだけ消失するが，そればかりでなく，エネルギーを残して透過す

る部分がある。透過した線量は二度と遡行することはない。被曝に関与する量

は飽くまで吸収線量である。 

アルファ線，ベータ線の場合は対象物の厚さと放射線の飛程との差が吸収を

判断する条件である。 

(2)  ところが ICRPは放射線量と吸収線量の分別をしなくなったため，動物実験

やバイオ実験の多くで照射線量１＝吸収線量１の取扱いをしている。正確な吸

収線量は照射線量の何％かに過ぎないのに，照射線量＝吸収線量とする反科学

的誤りが常態化した。例えば，厚さ１ｍｍの培養液に１Ｇｙのガンマ線を照射

する場合，その媒質での半価層（放射線強度が半分になる通過距離）を１０ｃ

ｍとすると，厚さ１ｍｍの培養液に吸収される吸収線量はたった６．９ｍＧｙ

ほどである。吸収線量が６．９ｍＧｙであるのにこれを影響線量１Ｇｙと表現

することは，吸収線量を１４５倍ほどに過大表現することになり，それ以下で

の線量では被曝被害は生じないと過小評価できることになる。このことの害悪

は計り知れない。この厚さ１ｍｍの培養液照射の場合，ある現象が１Ｇｙの線

量で生じたと報告される被害事実は恐ろしいことに，実にわずか６．９ｍＳｖ

で生じているのである。それは，生物の反応：被害が低線量の吸収線量で生じ
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るのに，高線量でないと被害が出ないかのように見せかける，あるいは主張で

きる方法であることを意味する。 

 照射線量と吸収線量無分別の典型的な例として，山下俊一氏グループによる

鈴木正敏ら：『低線量放射線被曝によるＤＮＡ損傷の誘導と排除』（長崎医学

会雑誌 ８７ ２３９（２０１２）意見書末尾に添付）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/分線量

率照射などと記述している。 

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，１００

ｍGy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」と述べている。ここの考察で「照射線量」との明記はなく，「１００ｍ

Ｇｙという低線量放射線」という表現しかない。この表現はＩＣＲＰの線量評

価の実態をよく反映している。上述計算例にあるとおり，半価層や培養液の厚

さを仮定すれば，「被曝」＝「ＤＮＡ損傷誘発」をもたらした「吸収線量」は

１００ｍＧｙではなく０．６９ｍＧｙということになる。問題の本質は放射＝

「照射」線量１００ｍＧｙがどれだけの「吸収線量」に相当するかということ

の考究が全く抜け落ちていることにある。照射線量でまるごと吸収線量を代弁

させ，両者を分別しない誤りの典型例である。にもかかわらず，この研究は身

体外部と内部における照射と吸収との間における放射線量の差異を証明した

点に意義をもつ。 

山下グループだけでなく，およそあらゆる動物実験，培養実験で同様の手法

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

被曝線量や「閾値」のレベルが過大に設定され，低線量被曝が安全，無害とさ

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きたどれほどの

「有害な組織反応」の誘発及び「確率的影響」が無視され，過小評価されてき

たか計り知れない。 
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補 註 

（補註１） 外力＝場と反応とが区別されて，生まれる反応＝個体の特性が認識され，客観的実在である「外力＝場」

と「反応」の関係，相互作用が科学の認識対象となる。電離放射線は，外部から強制的にもたらされる外力

である。内部被曝であろうと外部被曝であろうと生命組織に対して放射線は外力である。この外力の存在，

従ってその認識が第 1の出発点である。 

たとえば，考察対象の物体に対して外からの刺激が「電場」であったとする。物体は物体自体の内部的

性質に応じて，電場に反応する。電子が自由に移動できる伝道機構を持たない物体は，電場を受けると物体

中のプラスとマイナスの電荷中心が電場の中で力を受け，位置のゆがみ，変化が生じる。電場を受ける前は

電荷中心が互いに重なり合っていたものが位置のゆがみにより新たな電気的な配列を誘起する。これが誘電

分極という現象である。自由に移動できる電子を内包し伝道機構を有する場合は，自由電子が移動できる範

囲の端（すなわち物体表面）まで移動し，物体表面に電荷を生じる。静電分極である。これらはいずれも場

を明確にすることにより誘電分極・静電分極が科学として論ずることが可能となる。科学としては場が明確

に意識できて初めて物体の未知の特性が明確にされる。場が明確であるからこそ物体の反応が識別でき特性

が識別される。場を認識せずに物体の特性は認識できないのである。 

いかなる場合も「場」の性質を質的に量的に確認するところから出発し，物体の性質に応じての対応をそ

れぞれに論証してこそ，科学となる。「場」と反応をそれぞれ具体的に把握し，個別に分析的に科学し，そ

れらを総合して，さらに特殊性と普遍性を識別することにより，個別のまた全体の挙動，法則を発見できる。

反応を記述するのに「場」が明確に把握されていないのでは，科学の出発点になりえない。「場」が明確に

把握されてこそ個別の挙動と全体の挙動の構造を深く解明することに成功する。「場」が明確に把握されて

はじめて科学的な理解に到達できるのである。 

 「場」と対象物の「反応」は，明確に異なる概念である。その因果関係の対応を具体的に明確にし，この

明快な理解を体系的に普遍化しえてはじめて科学の原理と法則をえる。 

（補註２） 線量表現単位 

ベクレル（Bq）放射線放出能力（放射能の強さ）の量的表現単位。核崩壊数/秒。 

グレイ（Gy）吸収線量の単位。 

        １㎏当たりに吸収される放射線のエネルギー量：ジュール/キログラム（J/kg） 

    吸収される放射線エネルギー量は電離の数を反映する。 

           シーベルト（Sv）生物学的等価線量，実効線量をあらわす。 

生物学的等価線量はテクニカルな便宜量であるが科学の具体性はない。実効線量は架空の計

算量である。 

外部被曝 放射線源が人体外部にあり，外から放射線が飛んできて被曝する場合。 

内部被曝 放射性物質が体内に侵入して，身体の内部から放射線が出て被曝する場合。 

    アルファ線，ベータ線，ガンマ線が関与。放射線の飛程や放射性微粒子になっていることを考 

    慮しなければならない。 
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（補註３）： 放射性微粒子における放射能の時間的依存性については，半減期という性質が確認されている。どんな

時間の区切りをしても最初の量の半分になるまでの時間が一定であるという法則である 

電磁波としてのガンマ線とエックス線は，物質の層を通過するとき，物質の元素の性質，密度の大小等

に依存して減衰するが，その減衰の仕方が時間での半減期と同様な法則があり，一定距離通過するごとに強

度が半分になるという法則がある。その一定の距離の名称が「半価層」と言われる。その物質の半価層が１

０ｃｍならば１０ｃｍ毎に前の半分になる。 

その半価層が１５ｃｍならば，厚さ 1ｍｍしか通過しないときは減衰も少ししかない。その減衰した量だ

けが「吸収線量」である。 

 

物質中でのγ腺減衰の関係式 

関係式  Ｎ(l)＝Ｎ０e
-(log2/L)l 

 
 

Ｎ(l)：距離ｌを通過するときの放射線強度， 

Ｎ０：層に突入するときの放射線強度， 

Ｌ：半価層の長さ 

 

 

図１３ 半減期と半価層 
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第４ 放射線荷重係数，実効線量，組織荷重係数，シーベルトＳｖ 

 

１ 放射線荷重係数 

(1)  荷重係数は放射線科学に適さない概念である。生物学的等価線量，実効線量

は物理的実態の無い約束事で生来した架空の量である。 

(2)  放射線治療の現場では，異なった線種の放射線を扱わざるを得ないとき「生

物学的等価線量」という概念が治療テクニカル上，便宜であるかもしれない。

しかし，放射線ごとに生命機能の反応を科学する要請からいえば，外力（場）

の強さを内的反応量に応じて大きいことにする転化は，手法の大原則に違反す

る行為である。その上「この方式で行え」という政治支配を放射線科学に押し

付けることになる。具体的に科学すべき被曝を「放射線荷重係数を１にしなさ

い，２０にしなさい」という「従うべき教条」に変えるのは，基本的な科学の

方法を放棄させることにほかならない。 

(3)  放射線荷重係数なるものは，上記のように原則に違反する量である。その上

に機械的定数は実態の無いものである。死亡率で比をとるか，がん発生率か，

それとも組織そのものの被曝影響なのか？臓器による違いはないのか？線量

の多寡により変化するのか不変なのか？小児や妊婦やさらに年齢による被害

に関する感受性はどうか？等々の具体性を一切捨象することによって成り立

っている。機械的な数値で被害を正しく評価することは決してできない。 

組織荷重係数なるものも放射線荷重係数とまったく同様に科学するうえで

具体性を捨象することによって生まれたアイデアである。臓器・組織の発がん

率，即ちリスク値を放射線量「照射」にストレートに結合させた非科学も被曝

線量の架空計算に変質させたのも同根の誤りである。 
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 (4) まとめ 

１．  物体（生命体）に当たった照射線量は，物体（生命体）内で電離に消耗され

た吸収線量と背後に透過してしまう透過線量の合計である。透過線量は，物体

（生命体）に生じる機能異常などには無関与であることは自明である。したが

って物体（生命体）の変化をとらえるには，吸収線量を用いなければならない。 

２．  しかるにＩＣＲＰは照射線量と吸収線量の区別を敢えてしない。 生命体に

現れる諸影響の線量レベル（しきい値など）はがん発生の実態に対して，過大

な線量に置換えられている。 

３．  放射線荷重係数は外力とそれによる生命体の反応を混淆することで作り出

された。科学方法の大原則に違反する。機械的な数値設定方法は放射線現場の

テクニカルな量として便宜を図ろうとしたものであろう。しかし，被曝の科学

を進める立場に対しては科学的プロセスを破壊する敵対行動である。 

４．  発がんリスクの臓器ごとの相対的大きさを表したとする組織荷重係数は発

がんリスクの数値である。組織荷重係数と吸収線量（生物学的等価線量）と結

び付けた実効線量に科学的な意味も価値もない。 

 

 

２ 実効線量 

 

(1)  ＩＣＲＰは１９７７年勧告以来被曝量の実効線量（Ｓｖ：シーベルト）を導

入した。 

簡略して説明すると以下のようになる。 

人体コンピューターファントム（各臓器に相当する場所の内部被曝，外部被

曝等価線量を計算）により各臓器のＳｖを求め，これにその臓器の確率的影響

（がん発生率）に対応した組織荷重係数（tissue weighting factor）を掛け

合わせて，すべての臓器について足し合わせたもの（臓器ごとに違う発がん放

射線感受性を合算して一つにまとめた量）を実効線量（effective dose）と名

付けた。なお，ガンマ線，ベータ線の場合は照射線量がそのまま等価線量Ｓｖ

とし（放射線荷重係数＝１），アルファ線の場合は放射線荷重係数＝２０を掛

けて等価線量Ｓｖとした。 
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(2)  この放射線荷重係数においての，生命体に対する外力である放射線（照射線

量と吸収線量の分別は廃止してある）と生命の放射線被曝に対する応答（感受

性）とを分別せずに混ぜ合わせ，掛け合わせたのである。 

このことについて，言葉の上で，生命体の反応を考慮した放射線の実効的強

さと説明されているが，合理的説明になっていない。外力と生命体の反応を合

体させる理由について納得できる言及はないからである。便宜に出ただけの用

い方であり，放射線の作用を本質的に科学として探究するうえで決定的な科学

上の禁則違反である。組織荷重係数についても全く同様である。 

(3)  組織荷重係数は，放射線による癌発生割合をもとに各臓器ごとに相対的がん

発生比を与え，全組織を足し合わせるとΣwT＝１となるように係数を裁定し

てある。計算式は以下のとおりになっている。 

 HE=ΣwT・HT                             （式１） 

HE：実効線量 

wT: 各臓器の荷重係数(weighting factor) ，Ｔ：各組織（臓器），ΣwT＝１ 

ΣwT  Sv-1 臓器全体での（Ｓｖ当たり）がん発生リスク 

HT: 組織(T)の線量当量Ｓｖ 

(4)  式ＨＥすなわち実効線量は，ＨＴすなわち生物学的線量当量（Ｓｖ）を組織

ごとへ分割したものの和である，これは科学的，根本的に誤った概念である。

なぜか？ 

２００７年勧告におけるがんの絶対過剰ﾘｽｸ係数 R は 

５.５×１０－２Sv－１ であるから, 

 Ｒ＝５.５×１０－２ΣWT（Sv－１）＝５.５×１０－２（Sv－１）   （式２） 

となる。 

 

（式２）によりリスクが１シーベルト当たりではなく，実際の放射線にさら

された場合のがん発生リスクとなる。式の中のΣＷＴ・HT は単位が率であり，

無名数である。 

(5)  即ち，ＩＣＲＰは ΣＷＴ・ＨＴ を実効線量すなわち「線量」と称している
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が，科学上は全く線量という物理量の概念を持ちえない。ΣＷＴ・ＨＴの物理学

上の意味は，Ｒの数値部分「５．５×１０－２」を除外しただけのものであり，

定数項を削除してもしなくても，がん発生率そのものを相対値で示したもので

あることに変りがない。その単位が（Ｓｖ－１）×（Ｓｖ）であるから，無名数

となる。 

計算方式は各臓器の相対的がん発生リスクに線量当量を掛け合わせている

のであるから，各臓器の相対的がん発生率（１万人当たり，年あたり，１Ｇｙ

当たり等と条件を限定すればがん発生数）を計算したに過ぎない。 

これをＩＣＲＰは，物理的意味内容を無視して，（式１）ＨＥ＝ΣＷＴ・ＨＴ

（実効線量＝臓器の組織荷重係数×線量当量の和）に組立て，あたかも線量で

あるかのようにすりかえているのである。しかし，実効線量という名前は ICRP

が道理を無視して付与することは可能であっても現実の物理量を次元の違う

他の物理量に化けさせることはできない。あくまで相対的がん発生率である。 

 

 

３ 組織荷重係数 

 (1) 各臓器の発がんリスク 

 組織荷重係数は，放射線によるがん発生割合をもとにした各臓器の相対的が

ん発生比である（数値の妥当性などはここでは議論しない）。ＩＣＲＰは実効

線量を，組織や臓器ごとに放射線のがん発生にかかわる感受性を反映させ，全

身について足し合わせて１になるという論理を立てて「組織荷重係数」と定義

し，「吸収線量×放射線荷重係数（線質係数）×組織荷重係数」を計算し寄せ

集めるものと定義した。 

(2) 発がんのリスクは，ＩＣＲＰによれば以下のように記述されている。 

（１９９０勧告）低線量低ＬＥＴ放射線の全身均等照射による放射線誘発癌

（身体的影響）の生涯死亡リスクは，線量－線量率効果係数を２とすると，一

般公衆の場合，男女，全年齢平均でＳｖ当り，約５Ｅ－２である。（ここで０．

０５すなわち５％と評価されている）。（補註１参照） 

(3)  がん発生数は生物学的線量当量Ｓｖ（ガンマ線の場合はＧｙと同じ値）の１

Ｓｖ当たりの発がん確率に実際に被曝した線量当量Ｓｖを掛けて得られる。例

えば，上記の５．５×１０－２Ｓｖ－１は全ての人が１Ｓｖの被曝を受けたとす

ると１０００人中５５人が過剰発がんする，という意味である。臓器ごとの発

がん係数を重さをつけて分割しても飽くまで単位はＳｖ－１（１シーベルト当た

りの相対確率）が物理的（科学的な）意味合いである。 
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４ 実効線量は偽似線量である 

(1)  実効線量は各臓器・組織の相対的がん発生比（係数）を当量線量に掛け,総

和を求めているので,「相対的がん発生数」が実効線量と名付けた偽似物理量

の実内容である。この関係を図１４に示す。 

(2)  ΣＷＴ・ＨＴの単位（ディメンジョン）は率であり，無名数である。組織荷重

係数は飽くまで臓器ごとのがん発生係数の定数０．０５５を除いただけのもの

であり，「相対的がん発生率」というべきものである「相対的がん発生率」を

「実効線量」と名付けているのである。物理的意味もディメンジョンも混乱し

ている。 

  

図１４ 組織荷重係数をがん発生係数に結びつけるか吸収線量に結びつけるかで

黄色枠の物理的意味が各組織別のがん発生係数（寄せ集めれば全がん発生係数）

か相対的がん発生率になるかの違いがある。実効線量なるものは線量としての

何の意味もない。 

 

(3)  例えば，外部被曝としてのガンマ線の全身吸収線量が１Ｇｙ ならば，肝臓

の組織荷重係数は０．０４（ＩＣＲＰ２００７年勧告の組織荷重係数）なので，

肝臓に関する「相対的がん発生率」は 

０．０４（Ｓｖ－１）×１（Ｓｖ）＝０．０４となる。 

 がんの相対的発生比はもともとの０．０５５（Ｓｖ－１）を組織のがん発生感

受性に応じて分割しているのだから，求めているものの本質は次のとおりであ

る。 

肝臓の放射性起因のがん発生過剰リスクは， 

（０．０５５×０．０４）（Ｓｖ－１）×１（Ｓｖ）＝０．００２２となる。 

０．００２２は過剰発生絶対リスクで確率なのである。 
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 このように計算して全組織について合算すると，１Ｓｖの放射線を浴びた場

合，放射線誘発癌（身体的影響）の生涯死亡リスク（過剰絶対リスクの係数は

０．０５５Ｓｖ－１で，過剰絶対リスクは確率として０．０５５である）とい

うことになる。 

このような説明ならばだれでも納得する算術計算である。 

ここでコメントせざるを得ないのは，通常の過剰相対発がん係数は一つのがんに

限定して，放射線を浴びていない人の発がん率に対して放射線を浴びた人がどれ

だけ過剰に発がんするかという比率であり，各種がんでそれほど過剰リスクに差

があるわけではない（少数例外あり）。過剰相対リスクなどがこのように定義され

ている中で，上記の肝臓の過剰リスク０．００２２は極めて低い過剰リスクとな

る。これが実際上のリスクの過小評価へとつながる。 

(4)  しかるに，ＩＣＲＰはこれを「実効線量」とし，これを組織で分担している

ものと取扱う。たとえば肝臓に働く線量は現実に加わっている線量を１Ｓｖと

すると， 

（０．０４）×（１）（Ｓｖ）＝０．０４（Ｓｖ）， 

すなわち０．０４（Ｓｖ）に過小評価する取扱いなのである。 

 

 

表４ ＩＣＲＰ２００７年勧告の組織荷重係数。合計すると「１」となる。 

  

(5) 合計すると「１」となる関係式は，算数的計算としての辻褄合わせであり，

物理学的には意味をなさない。生物学的線量等量ＨＴはがん発生率の相対比に

よるエネルギーの組織への分割，分配を意味している。分割，分配は物理学的

に存在しない事象である。これを実効線量と名付けて線量にすりかえてしまっ

ているのである。 
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(6) がん発生率は同じ（１Ｓｖ）の線量を浴びた時の組織の感受性を反映してい

るものとされる。吸収線量は分子にとって，内部被曝，外部被曝を問わず，分

子の外部から照射され，その一部である吸収された放射線量が分子内に電離を

もたらし，発がんももたらすものである。吸収線量は飽くまで臓器の感受性と

は独立な組織外部の外力変数である。 

 ＩＣＲＰ２００７の組織荷重係数の数値で言えば，骨表面の荷重係数は０．

０１，骨髄の荷重係数は０．１２である。ガンマ線被曝で各臓器に１Ｇｙの吸

収線量があると仮定した場合，骨表面の実効線量は０．０１Ｓｖ，骨髄の実効

線量は０．１２Ｓｖとするのである。 

 放射線環境下で具体的に被曝する吸収線量が骨表面より骨髄が１２倍の吸

収線量であるという矛盾が生まれる。このようなことなど金輪際あり得ない。

放射線量は感受性に合わせて臓器に分配し，足して１になるような物理量に仕

立てたことの不合理の証明である。ＩＣＲＰは科学的実態的にあり得ず，実在

しない実効線量をあらゆる被曝被害計算の基本量としてしまっている。そして，

常に全身線量として計算するやり方をとっていることによって，「被曝被害の

過小評価」をもたらす仕組みに仕上げている。 

 

５ 分割不可能な実効線量を分割する誤謬 

 

(1) 物理量の性質 

「合わせて１となる」組織荷重係数の和は，もとの全発がん確率を各臓器に

割り振ったのであり，「相対的発がん」の係数である。これを「実効線量」と

して取り扱うと，組織荷重係数の定義における，質と量の転化関係は，客観的，

科学的につじつまが合わなくなる。放射線の強度を表すのにかかわる物理量に

おける数値的関係の基礎は以下のとおりである。 

(2)  物理量の性質として，存在を表す量がある。部分を足し合わせれば全体にな

る関係の量を示す「示量変数」と各部分の「示強変数」がある。 

① 各臓器，組織の質量は寄せ集めれば全身の質量となる（示量変数） 

② 吸収エネルギーは放射線が臓器内で行った電離の総数をエネルギーに換

算したもので，各臓器等で吸収されたエネルギーを足し合わせれば全身に吸

収されたエネルギーとなる（示量変数）。 

③ 臓器ごとの吸収線量は（臓器ごとに吸収されたエネルギー）/（臓器ごと

の質量）で示される。この臓器ごとの被曝程度を表すのに「単位質量あたり」

の量として吸収エネルギーが規格化されている。たがいの被曝の程度を比較

できる独立な量（示強変数）となる。足し合わせたら全身の吸収線量になる

ような関係にない。 
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(3) 放射線量，線量等量（吸収線量に放射線荷重係数をかけたもの）Ｓｖは，臓

器ごとに振りつけたエネルギーをその部分の臓器の質量で除することによっ

て得られている。この方法で導かれる値は臓器の実在的，具体的な質量値や放

射線エネルギー値を表現しない。表現されるのは単位質量（ｋｇ）あたりに規

格化された放射線エネルギー量である（示強変数）。 

(4) 全身放射線量の「全身」という意味は，「全身を均一の組織と仮定し，全身に

均一に放射線が当たる」ものとされている（補註２参照）。さらに，最も単純

に「各臓器の吸収エネルギーが質量に比例する」という仮定を行うと，すべて

の分割した組織の吸収線量はからだ全体を対象とした全身吸収線量と同じ値，

分割した組織全ての部分が同じ値となる。全身を５つに分割すれば，５個の同

じ数値が，１０個に分割すれば１０個の同じ数値が得られる。示強変数を足し

合わせることは科学的には全く無意味な算術である。図１５にその関係を示す。 

 

 

 

図１５ 吸収線量の比較：均質ならばどんな単位にしても同じ吸収線量が得られる。 

 

６ 吸収線量の誤評価 

 すべての組織が同じ発がんリスクを持つものと仮定して，ＩＣＲＰの関係式を当ては

めるならば，発がんリスクは図１９の各臓器の緑部分のように分割される。もし身体を

２つの臓器と見なすならば，すなわち２分割すれば２分の１に，５分割すれば５分の１

になる。 

各臓器の本当の吸収線量はそういうやり方をすれば，組織の数だけ等分されて極端に

過小評価される。 

足して「１」となるような関係は，質量や吸収エネルギーに対しては成り立つが，吸

収線量に対しては成り立たないからである。 

ＩＣＲＰは歴史的に臓器数を増加させてきていて，増加に伴って臓器に割り当てられ

る線量当量の値は小さくなっている。この変遷は組織荷重係数で導かれた実効線量に実

体がないということの証明である。算数上で臓器に割り振りし，それを足し合わせるシ
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ステムは臓器ごとの被曝線量を過小評価する「科学的な仕組」になっている。本来吸収

線量に相当すべき線量当量も非科学的概念になっていることの証明なのである。 

臓器ごとの質の違いに合わせて相対的重さをつけても誤謬の原理は同じである。被曝

の程度即ち質を示す示強変数としての線量を組織ごとに分割することは科学的無意味，

誤謬でしかない。示強変数は分割など許されない量なのである。 

 

 

 

図１６  全身吸収線量を足したら 1になるというのは無意味な数値である。 

 

７ 誤謬の産物シーベルト（Ｓｖ） 

 吸収放射線量における線量概念は足し合わせて１となる従属変数概念ではなく，

示強変数として独立量の変数である。吸収線量について「足して１となる」組織荷

重係数に従って，実効線量を設定し，これを物理的内容をもつ線量として位置づけ

ることは間違っている。 

 この誤謬を人口と人口密度に適用してみればその誤謬たるところは歴然である。

日本の単位自治体の人口を合算すれば，日本の人口となる。また，日本の単位自治

体の面積を寄せ集めれば日本の国土面積となる。しかるに人口密度はまったくその

ような関係にない。各単位自治体の人口密度を寄せ集めれば日本の人口密度となる

ような関係はない。 

 結論的として言えば，組織荷重係数の「合算すれば１となる」から導かれる実効

線量という「線量」は，物理量における相互関係の本質，科学の質量の原理に反し

ている。 

 「線量計算を前提において危険度を線量の強さで表示する」と称するＩＣＲＰ体

系は，臓器の吸収線量＝線量等量を実際より小さくさせる計算方法により，「臓器

分
割
し
た
う
え 
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危険度」を過小評価する。線量を過小評価するための「恣意的」係数になっている。 

 放射線荷重係数も生物学的線量当量も，危険度を「吸収線量」と同値またはその

「何倍化する」方法というだけに止まり，過小評価は全く変わらず，健康被害の科

学的把握を妨げている。放射線の計数を吸収線量で表現し，そのうえで生命体の諸

反応をそれぞれの対応の特性として位置づけ，放射性感受率として生命体の反応即

ち健康被害を定量的関係に表現する方法でなければならない。 

 吸収線量はまさしく，電離という物理的打撃を反映している。「電離放射線」と

物理名が付与されているように，ぶつかった原子を電離するところに特徴があり，

危険が存する。原理論上，吸収エネルギーは１電離当たりの平均エネルギーに電離

した数を掛け合わせれば求められる。身体のどの組織が電離されるかというと，放

射線が作用したところ全てである。ＤＮＡがあれば，ミトコンドリア，細胞壁，細

胞質，血液，リンパ液，等々放射線が当たるすべての場所で組織が電離される。分

子切断すなわち組織が分断されて生命機能が不全となる尺度は吸収線量であり，そ

れにより各臓器組織がどのような機能障害を起こすかが，各種の放射性感受率とし

て表現されるべきである。この放射線感受率が文字通りの打撃のすべてを表すもの

である。 

敷衍すると，吸収線量は放射線が実際に組織に与える電離の量をエネルギーで表

現したものであり，あらゆる放射線の健康障害が電離から発生する。健康障害は電

離の空間的密度と時間的継続性に大きく依存する。臓器ごとに放射線量を算出する

方法は，「がん等の発生は単一の細胞での遺伝子の異常から」計測に見合う，正し

い方法ではない。電離のミクロサイズでの具体的展開：空間的時間的展開をとらえ

られる仕組みは，細胞単位での電離の密集度・集積度をとらえることができる体系

でなければならない。 

被曝を科学化するためには，放射線荷重係数と組織荷重係数及び実効線量，およ

びシーベルト単位の全面廃止が必要である。 
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８ まとめ 

１．  組織荷重係数は確率的影響（発がん）リスクを臓器ごとに比較した，臓器

ごとの相対的発がんリスク係数である。 

２．  相対的発がんリスク係数と生物学的線量当量を掛け合わせると相対的発

がん率が得られる。これに発がん係数という定数を掛けると相対的発がん率

が全発がん率となる。実効線量と名付けても「線量」という物理的内容のあ

るものではない。 

３．  臓器毎質量は全部足したら全身質量になる。臓器ごとの真の意味での実体

がある吸収エネルギーも全部足したら全身の吸収エネルギーになる。しか

し，単位質量あたりの吸収エネルギー比である臓器ごとの吸収線量（吸収エ

ネルギー/質量）は全部足したら全身吸収線量になる関係にはない。質量で

規格化されているがゆえに互いに独立量であり，対等に比較すべき量であ

る。それを足して 1となるように構成することは意図的誤用である。 

４．  真の吸収線量は臓器ごとに分割することは不可能な物理量である。 

５．  実効線量は実体のない仮想線量である。 

(1)  外部被曝・内部被曝の計算には全て実効線量が用いられる。放射線による

環境汚染度の表示とし，防護量と称して実効線量を「線量」として扱うので

ある。これらは全てリスク過小評価の担体となる 

(2)  実効線量と称する線量の実体は「相対的がん発生率」であり,物理学上の

「線量」ではない。 

(3)  臓器が実際受け取る被曝線量とは，計算上の過少被曝量となる。 

(4)  他の組織的影響（確定的影響）の存在をＩＣＲＰ自体が認めているにも拘

わらず，この実効線量を使用することが，放射線被害をがんに限る取扱いに

変質させ，他の被害は切り捨てる結果を招いている。 
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補 註 

（補註１） 線量・線量率効果係数とは，同じ線量で高線量率放射線で生じる生物影響の値と低線量率放射線の値の比を

求めたものである。  

 (補註２） 実際は臓器ごとの吸収線量は均一とは限らない。実効線量は実在量ではなく，計算上だけ存在する量である。

ファントムの中に各臓器に相当する位置に線量計を置き，その場所での線量を測定すると言うことになってい

るが，それに臓器荷重係数をかけ足し合わせ計算は臓器ごとの身体的吸収線量とも足し合わせるとも異なる。

しかも，あくまで示強変数は示強変数であり，その足し合わせは，仮定であっても，科学の初歩的誤りである。 
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第５ 被曝量の科学的評価方法 

１ 電離の具体性 

ＩＣＲＰは被曝量をＳｖで臓器単位に推し量るが，電離分布の展開模様等の具

体性は検証しようとしない。しかし，被曝の科学とは放射線が行った電離作用の空

間的展開―どれほどの密度で電離されたか，局所的か分散的かの空間的展開と時間

的展開，一つの細胞にどれほどの頻度で電離が行われるか，細胞周期のどの位相で

電離が行われるか，等々を具体から出発し，具体的事象を分析，総合し，実現をつ

ぶさに解明することである（補註１参照）。 

（補註１：細胞周期とはひとつの細胞が二つの娘細胞を生み出す過程を１周期ととらえ，１周期内で起こる一連の

事象を位相という。） 

吸収されたエネルギーは電離の個数に比例するが，エネルギーの強度だけでなく，

一つ一つの電離の位置やその密度，継続性などが被曝の実相を形成する。電離はエ

ネルギーだけの平均強度に抽象化できないのである。ミクロな局所局所のエネルギ

ー＝電離の実態なのである。臓器単位の計測と平均化だけでは，電離の具体性即ち

実相は捨象してしまう。 

ＩＣＲＰの体系は，科学の基本的方法論に立たない。電離分布等の具体から出発

せず，具体の分析，そして総合のプロセスを抜きにしていきなり，自体性のない「エ

ネルギー」強度によって放射能の人体影響を説明する方法をとっている。有効な解

明手法は電離の具体的把握を行った後に分析総合のプロセスを経て，捨象，単純化，

平均化，抽象化するプロセスである。しかし初めから放射線エネルギー強度に抽象

化するのは科学の方法ではない。 

 

２ ＩＣＲＰの吸収線量の測り方 

ＩＣＲＰ１９９０は率直に表現している。 

「吸収線量はある一点で規定できる言い方で定義されているが，（これに従わず，

自分流に）１つの組織・臓器内の平均線量を意味するものとして用いる」と。 

ＩＣＲＰ２００７勧告は吸収線量の定義を微分式と表現する。通常の微分の概念

では点レベルの微小領域に吸収されるエネルギーであるのだが，「エネルギーは平

均値を意味する」としている。これでは微分とは名ばかりにすぎない。臓器ごとの

割り算で１つの組織，臓器内の線量を定義していることを意味する。微分式は単な

る格好付けで，計測単位は臓器毎の比率なのである。臓器という大単位を対象とす

るために「平均値」としているのである。この操作は決して単なる大単位化，平均

化に止まらず，被曝影響の濃度，強度を拡張し，極度に希薄化しているのである。 

電離の具体性を一切捨象して臓器ごとの平均エネルギーだけで測ることがどの

ように不当な被曝切り捨てになるか？ 

発がんリスクについてＩＣＲＰは「・・・単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応過程が

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%98%E7%B4%B0%E8%83%9E
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放射線被曝の後のがんの発生に非常に重要である・・・」（ＩＣＲＰ２００７勧告

（６３））としている。これに対してＩＣＲＰの臓器毎での測定は発がんリスクを

評価する方法にならない。単一細胞での発がんリスクを評価できる測定は細胞単位

での電離の密度，空間的展開，時間的展開をとらえることなしに危害と危険を評価

できない。そうしないと発がんリスクすら予見できない。飛程の短い放射線の電離

を受けると被曝はその局部に集中的電離を伴い，それ以外の部分は全く被曝を受け

ない。それをＩＣＲＰの方法ではその局部被曝を臓器全体で平均化して消してしま

うのである。ＩＣＲＰは細胞レベルでの被曝評価にこたえる方法をまったく取って

いないのである。 

 

３ 局部評価と臓器ごと評価の差 

内部被曝の場合は，ガンマ線主役の外部被曝と大きく違って，ベータ線，アルフ

ァ線が被害に大きく影響する。ＩＣＲＰはベータ線の放射線荷重係数を１とし，害

悪を軽く見ている。 

そこで臓器毎で平均化単純化をし，臓器ごと線量計算するやり方と現実の被曝線

量との差を数量的に具体的に検証する。 

セシウム１３７の場合ベータ線のエネルギーは主たる崩壊で０．５１２ＭｅＶで

ある。崩壊系列式は 

 

 

ＩＣＲＰ１９９０年勧告に「吸収線量はある一点で規定できる言い方で定義され

ている」に従って，吸収線量を細胞レベル１点で評価するのと臓器ごとにする評価

の違いを，「オーダーエスティメーション」という方法で，近似して，検証する。 

セシウムベータ線の飛程（最大飛程）は２ｍｍとし，細胞の直径を１０μｍとし，

１電離のエネルギーを４０ｅＶとする。空気の平均電離エネルギー３５ｅＶより少

し大きくとっているが，４０ｅＶという値はアルファ線の電離の実際を考察すると

非常に良い近似値である。 

 標準的計算で，Ｃｓ１本の０．５ＭｅＶベータ線は１２，５００個の電離を行う

ことが知られている。２ｍｍの飛程には２００個の細胞が関与する。２００個の細

胞のそれぞれ１個当たりの電離数は，６２．５個になる。電離のほぼ２分の１が分

子切断を引き起こすと仮定すると，細胞１個当たり６０個ほどの電離，３０個の分

子切断が行われることになる。細胞あたり２０個の分子切断は異常ＤＮＡを生み出

す非常に大きな脅威となる。ＩＣＲＰも認めるようにがんは単一細胞のＤＮＡ異常

から出発する。従って，内部被曝では，ベータ線一本の飛程が脅威の基礎単位であ

る。 
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図１７ ベータ線が通過する細胞数   図１８ ミクロサイズか臓器サイズか？ 

 

ＤＮＡの２重鎖が切断される確率はベータ線１本でも可能性があるが，同じ細胞

に短時間内（～１０時間）にベータ放射線が２本通過すると，もっと確率が高くな

る。バイスタンダー効果を考慮するとその細胞の近傍を通過するだけで大きな危険

性の増大になりうる。内部被曝で不溶性の放射線微粒子が体内に存在する場所では

この条件が容易に満たされる。 

この部分の危険はどう評価したら良いであろうか？ 

これを評価するには，ミクロサイズでの吸収線量を視点に置く必要がある。ＩＣ

ＲＰの吸収線量定義は臓器単位で行われるから，臓器を腎臓とすると，１本のセシ

ウムのベータ線のＳｖ計算は，１本のベータ線のエネルギーを腎臓の質量（０．１

５㎏）で割ることになる。実効線量で計算するならば，全身質量～６０㎏で割るこ

とになる。 

ところがベータ線は飛程２ｍｍしか被曝に関与せず，あとの部分は被曝を受けず

全く電離の被害を受けない。 

単純なモデル計算を試行する。まず電離を受ける細胞が直線的に整列していると

して，被曝を受ける細胞部分の質量はいくらかを計算する。 

関与する細胞の質量を，π（５）２（μ㎡）×２（ｍｍ）×１．１（ｇ／㎤）（断

面積×飛程×密度）（身体の密度を１．１（ｇ／㎤）とする）の直方体で近似する

と，この電離に関与する細胞の質量は ０．９×１０－１２㎏となる。 

この質量と臓器質量（０．１５㎏）の逆比がミクロな単位の評価と臓器単位の評

価の比率である。この例は図２０－２１に示した。 

ミクロ的に評価した吸収線量は臓器単位での評価より１０１２倍高いものとなる。

バイスタンダー効果で被曝の影響が５０μｍほどに拡大するとしても１０１０倍と

なる。 

この評価方法はＩＣＲＰ１９９０勧告に示された１点で規定できるとされた方

法と臓器単位での方法との違いを示したものである。ミクロサイズの評価は被曝し

た局部を取り出して「吸収線量」という指標で示したものであるが，生命体に備わ
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っている修復能力やアポトーシス（管理・調節された細胞自殺）などとの関わりで

リスクを評価しなければならないので，この差のとおり健康被害が現れるわけでは

ない。しかし基礎となる細胞単位でのこの危険度は，臓器単位の評価方法には決し

て妥当に反映されることがない。 

人間の身体には自然放射能としてカリウム４０の４０００ベクレルほどの被曝

が常時あり，その電離作用・分子切断作用を修復する能力が人体に備わっている。

しかし，この修復能力は年齢，体調など生体条件の具体に大きく影響されるのであ

る。異常部分が一定の量に達するとがんなどの傷害，修復されずに残存したＤＮＡ

変異が生ずることが知られている。臓器単位での計測では計量に表れない微小な吸

収線量によって，発がんの危険が生じているのである。 

 

４ 放射性微粒子の危険 

微小体積中に何個の電離が行われるかという電離の密度は高線量放射線ほど高

い。線質が線エネルギー付与の高いα線であること，β線では線源が微粒子の集ま

りを形成し，その周囲に密接していること，γ線では高線量であることなどが電離

の密度に影響する。 

原爆の場合には不溶性の放射性微粒子が大量に生成放散された。 

七條和子氏は，被爆距離１ｋｍ以内の急性被爆症者の骨，骨髄，肺，肝臓，腎臓

などの病理標本についてオートグラフ法を行ない，複数のアルファ粒子飛跡が同一

場所から発せられているいくつかの写真を得ている。図１９はその 1例である。プ

ルトニウムを含む放射性微粒子が臓器の中に存在すること即ち近距離被爆者の内

部被曝が証明された。 

放射線微粒子は，プルトニウムに限られない。プルトニウムよりもっと多種，大

量半減期長短様々な，微粒子状核分裂生成物が原子雲に包含され，拡散され，降下

して原子雲下の地域に放射能環境を形成し，広い範囲に内部被曝者を生じさせたこ

との証明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 腎臓中のプルトニウム飛跡 
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原子核爆弾の爆発と同一の原理が働くフクシマ原子炉爆発の際にも多量，多様な

不溶性微粒子が放出されたことが観察，観測されている（Scientific Reports：

Kouji Adachi, et al.,Emission of spherical cesium-bearing particles from an 

early stage of the Fukushima nuclear accident，（Scientific Reports，2013）。 

 

直径１μｍの微粒子ならおおよそ１兆個の原子があり，その１０％が放射性原子

であるとしても１０００億個の放射性原子があることになる。微粒子の直径が０．

１μｍだと１億個の放射性原子がある。 

微粒子が不溶性か可溶性かで人体の中に入った時の振る舞いが異なる。可溶性だ

と微粒子は体内で徐々に分解して血液やリンパ液に乗り全身に運ばれる。不溶性の

ものは直径１μｍ以下の微粒子は細胞膜を通り抜け臓器へと入り込む。 

ここでは内部被曝の危険性の典型である核分裂生成物を主体とする不溶性の放

射性微粒子を考察する。内部被曝と付着被曝（鼻のキーゼルバッハ部位などの粘膜

等に付着して被曝を与える場合）が大きな危害と危険を与える。付着被曝は内部被

曝の半分の吸収線量を付着面の側の肉体に与える。 

不溶性の放射性微粒子による被曝吸収線量を試算する。 

微粒子を直径０．１μｍ，放射性原子の含有率を１０％とし，体内へ侵入した時

点が原爆投下後１週間で実効的半減期が５日（放射能減衰曲線が時間ｔのｔ－０．５

に従うとして計算），平均の放射線エネルギーが０．５ＭｅＶとする。ベータ線の

飛程を３ｍｍ程度，微粒子が体内で動かないと仮定し１日間で受ける被曝量を，実

際に被曝を受ける微視的な領域での吸収線量として試算すると，結果はこの１微粒

子が２４時間中で与える半径３ｍｍ球内の吸収線量は少なくとも０．３５Ｇｙであ

る。その外にこの被曝球の外側にバイスタンダー効果が展開する。体内の滞在時間

はもっと長いものが想定される。現実の放射能環境下では体内浸入の微粒子は１個

だけではない（拙著『隠された被曝』参照）。体内での被曝箇所は膨大になり，被

曝量は増える。健康被害が生じて当然の被曝量である。 

 

５ 放射性物質の臓器蓄積 

放射線傷害を見るとき，放射線の本質的作用は「電離」であり，あらゆる生命機

能を担う細胞を傷つけるということが問題の核心である。危害を受け止める側であ

る肉体のどこに放射性物質が蓄積されるかは，危害の感受性を評価するのに重大要

素である。 

バンダジェフスキー著『放射性セシウムが人体に与える 医学的生物学的影響: 

チェルノブイリ・原発事故被曝の病理データ』（合同出版）では，あらゆる臓器に

http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html#auth-1
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セシウム１３７が沈着し，放射線があらゆる場所に様々な疾病を引き起こす危害性

を有することが明らかにされている。重要なポイントなので繰り返すが，この研究

結果の特徴は以下のとおりである。 

① セシウム１３７は，調査した臓器に満遍なく蓄積されている。 

② 体内蓄積量は，子どもは大人より約２倍高く，心筋と甲状腺では約３倍高い。

心臓や脳組織にも蓄積がある。細胞増殖がほとんどないとされているこれら

の臓器で分子切断が生じると，再生は極めて難しい。 

③ 甲状腺へのセシウム蓄積が非常に多い。とりわけ子どもの甲状腺蓄積量が際

立って多い。 

 

  

図２３ １９９７年死亡ベラルーシ市民１３０人のＣｓ１３７の臓器蓄積量（バ

ンダジェフスキー・前掲１５頁） 

 

この研究結果を評価する上で重要なことは，上記事実は１３０人を病理解剖した

結果であって，実際の研究結果，即ち具体的事実であるということである。臓器の

放射線強度の測定は困難な測定ではなく過誤の少ない測定である。被告の主張する

ような表面的口実で，研究結果の事実自体を消し去ることは決してできない。 

図２３に示されている，バンダジェフスキー氏らが，解剖などによって，１３０

名に及ぶ調査をして平均をとったことは，死因などの多様さを越えて，この実験結

果の信頼度を保証している。被曝量や死因等の基礎情報は示されていないが，臓器

に満遍なく蓄積されているという事実そのものを否定することは不可能である。バ
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ンダジェフスキー氏は「体内での蓄積量は，性別，年齢，生理的状態，また，各臓

器の病態や疾患の型，病変の性質などによってばらつきがある。」「男性は女性より

はるかに多く蓄積する。このことは動物実験の結果やゴメリ州の住民の体内放射能

測定で確かめられている。」とした上で平均値を図示している（バンダジェフスキ

－・前掲１２頁）。 

これまでのＩＣＲＰ下の定説ではセシウム１３７は主に筋肉に蓄積されやすい

とされてきた。 

それを覆し，様々な組織に不均一に蓄積することを史上初めて証明したもので，

ＩＣＲＰの定説の誤りを証拠に基づいて明瞭に示した点でも意義がある。 

 

６ ＩＣＲＰ方式被曝線量計測，算出方法の不適性 

内部被曝における線量測定方法は確立していない，むしろありえない。なぜなら

アルファ線ベータ線は体内で消失し，体外に透過することはないからである。ガン

マ線は電離に関与しなかった部分は体外に透過し，体外測定ができるが，電離にエ

ネルギーを消耗した部分は体外で測定することはできない。 

そのために，ＩＣＲＰ方式では内部被曝におけるすべての被曝線量計算が実効線

量でなされている。この線量は科学性が無く，科学上の事実を反映しない。臓器毎

で言えば吸収線量そのものを１０分の１から１００分の１は過小評価するもので

ある。 

 

７ 環境の放射能汚染の測り方 

 放射能に汚染された環境をどう評価すべきか，という課題に対しても数々の過小

評価の方式が導入されている。 

先述のように動物実験，培養実験などでは，放射線量を吸収線量でなく，照射

線量で表現している。内部被曝を与える実際の吸収線量値に対して，被曝照射線量

の表示値は過大となる。しばしば二桁倍にも及んでいる。このために，逆に内部被

曝による被害は否定ないし過小に評価される誤りを招いている。また外部測定がで

きる放射能環境評価に際しては，測定値を過小評価するための操作がとられている。 

 そもそも降雨で災害が発生した場合などは先ず客観的な降雨量が確認される。客

観的な降雨量が確認されて初めて災害が生じ得る基準が経験的に設定され，避難行

動も指針化される。しかし，放射能環境の場合は災害を引き起こす客観的な線量表

示が回避される。 

たとえば，追加被曝線量と称して，「屋外に８時間，屋内（遮蔽率４０％）に１

６時間生活する」と仮定して空間線量率の６０％ほどの圧縮値を表示する。さらに

防護量と称して，実効線量計算を実際の空間線量率の６０％程度に圧縮している。

実態的には３６％内外の極めて過小評価の線量が計算される道を開いている。 
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降雨量と同じようにまず空間線量率をそのまま表示すべきである。その上で，仮

定をしなければならない被曝線量等を計算するのが筋道である。 

さらに，たとえば福島県内のモニタリングポストの表示値は周辺の住民が受ける

空間線量の約半分の値しか表示しないのが，放射能環境行政の見せかけの「軽減措

置」内容である。住民の安全にとって如何に不誠実な行政がなされているかが明瞭

である。図２４に測定の実態を示す。 

 

 

 

 

図２４ 福島県内のモニタリングポストの実態。図中で矢ヶ崎測定と記したものがモニ

タリングポスト周辺の住民が受けている空間線量率である。モニタリングポスト周

辺が除染されている場合（住民が受けている空間線量率（除染域の外側）の５１％），

除染されていない場合（同５４%）がモニタリングポストの実態である。 
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８ まとめ 

１．  ＩＣＲＰ方式ではどんな局部的な内部被曝でも全て実効線量を用い全身

線量として計算される。実際は１臓器の吸収線量を計算しなければならない

場合でも，現実の被曝量を著しく過小評価する実効線量Ｓｖの計算であり，

しかも全身被曝線量を計算しているのである。腎臓だけ被曝して他の組織は

被曝しなかったと仮定すると，算術的には腎臓の吸収エネルギーを腎臓の質

量で割ればよい。実効線量なる架空の線量を使い線量を著しく少なくして，

さらに全身線量として全身の質量で割るやり方であるから，数値的には２～

３桁の単位での過小評価となるのである。臓器一つの被害さえ評価できる方

法ではない。 

２．  ＩＣＲＰは「・・単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応過程が放射線被曝の後の

がんの発生に非常に重要である・・・」（ＩＣＲＰ２００７勧告（６３））

としている以上，「単一細胞内でのＤＮＡ損傷反応」が読み取れる評価方式

をとるべきである。 

３．  ＩＣＲＰの採用する臓器ごとを計測単位とする線量評価方法は単一細胞

内のリスクを評価できない。電離の密集度及び継続性をＤＮＡ損傷反応が生

じる重要な指標とすべきところ臓器という巨大な単位で評価してしまって

いるのでリスクが見えなくされているのである。この方法は，電離の空間的

集中度，時間的集積度などの具体性を捨象しているだけでなく，具体的被曝

の現場を臓器単位のエネルギーに置き換えて表現する物理量としても具体

性を一切捨象する方式である。さらに放射線の飛程などを考慮せず，放射性

微粒子も考慮しない「具体性の捨象」そのものを貫徹している体系である。

具体性を捨象すると科学にならないのである。 

４．  よってＩＣＲＰ流に汚染環境を推し量り，被曝量を推定した値は現実を表

すものではない。著しい過小評価をシステム的に行っているのである。 
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第 ２ 部   追      論 

 

 

第１ 科学の原理 

 

１ 科学するとはどのようなことか 

 客観的実在は人間が認識してもしなくとも人間の意識とは独立に実際に存在す

るものである。人間の知識は客観的な世界を正確にとらえているとは限らない。「客

観的実在を如何に正確に知識に取り込むか」という行為が科学と呼ばれる。客観的

実在が正確に認識できたときに真理が探究された（理解できた）等と表現する。こ

の関係を図１に示す。 

 

 

図１ 人間の認識は客観的実在を正確に反映するとは限らない。客観的実在のあり

のままの姿を如何に正確に認識に近づけるかが科学の仕事である。科学の結果は認

識（３角）が客観的実在（４角）に限りなく近づく。 

 

２ 客観的実在は変化する 

変化する要因は，１つが事象を成り立たせている内的な要因のバランスの変化

（対立物の統一），あと１つがその事象に影響を与える外的な要因の変化である。 

変化の量的な展開が一定のレベルに達するとその事象が量的な変化から質的に

変化する（量から質への発展）。物事の発展の過程では今までの事象の現れが無く

なり（否定），別の現れとなる。その新たに発生した現れがもう一度否定されると，

元と同じ相が再び現れる。しかし，内容的にはもとのそのものではなく，発展がよ

り具体化した内容となっている（否定の否定）。それらの内的な変化発展に影響を

与えるものが外からの力，他からの相互作用など，外力である。 
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３ ありのままにとらえること 

 客観的実在物を自然科学的に把握する出発点は，まず対象の姿，形，振る舞い，

変化等をありのままにとらえることである。具体的把握の方法は観察，観測，体験，

実験などを行い，その成果を分析，総合することによる。これらはすでに認識して

いる知見に基づく，自然科学的，経験的方法である。それに加えて対象に即して方

法・手段を開発していく。このことによって，対象をより，ありのままに具体的に

把握する。これは手段を発展・進化させるという過程と一体である。変化は時間と

空間の中で行われる。時間的変化に関しては，時間座標上で対象物がどう変化する

かを具体的にする。対象の大きさ，構造などの変化は空間座標上での変化展開とし

て捉えられる。時間的空間的展開を具体化するには低速・高速カメラ，顕微鏡，望

遠鏡等々の科学的道具を使う。 

 具体的に対象を把握するためには対象の置かれた条件を具体的に把握する必要

がある。対象を取り巻く環境を一定として，対象の時間的変化を観察する，空間的

変化を観察することである。また，空間を固定して時間的変化を観察する，時間を

固定して空間的変化を観察する，さらに環境の条件を変えて上記の観察を行う等々，

様々な対象に適した方法をとる。 

 

４ 本質を探り出すこと 

客観的対象をあるがままに認識することに続く「本質を探り出す」行為は「分析

と総合」である。分析には，具体的把握から抽象化，単純化，平均化，微積分等，

変化を見る視点の多様化（変化の相の多様な捉え方）等の手段が有効である。抽象

は具体性の中の偶然的な要因，アトランダムな擾乱，個別な特殊事情等を切り捨て

て，すべてに共通に現れている本質的なものをえり分けるプロセスである。個別の

分析結果を有機的に結合させるのが総合である。諸関係を具体的に分析・総合する

ことは諸関係の中に貫かれている法則性を探り当てることに繋がる。 

複雑な具体的な個別の現象に関して偶然的特殊的要素を捨象して，法則，本質を

抉り出す過程と，本質的法則的概念から個別の具体的現象を導き出す過程の弁証法

的繰り返しにより，対象のすべてに適用できる普遍的なことと，偶然的条件に依存

して変化する特殊的なこととを識別する。以上のプロセスの連続により認識を対象

物の実態に近づけることが可能となる。 

 

５ 変化・発展の原因を探ること 

『分析・総合』は観察（可能ならば環境を一定にして，ありのままを記録する），

実験（仮説を立てて，環境条件を変化させるなど等々）により時間的空間的振る舞

い，変化を法則的にとらえると同時に「なぜそう振る舞うのか，なぜそう変化する

のか」の原因になっている背後に隠された因子を探究する分析・総合過程として続
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く。一般に変化発展の有様と変化させる原因の究明を指して法則的理解ととらえる。 

 

６ 普遍性と相互関連のこと 

対象に貫徹する法則（性）は事象に内在する普遍性の確認であり，同時に，関連

する客観的実在間に貫かれている相互関係を認識することである。これにより事象

の説明原理を得る。相互作用とは互いに影響を及ぼし合うことであり，それぞれの

内部機構によって力を及ぼし合うものである。対象物に力あるいは影響を及ぼすも

のを「背後の因子」と表現するのは他の客観的実在からの相互作用のことである。

これらの客観的実在をあぶり出し，それらの相互作用を明らかにするということ全

体が客観的実在を合理的に認識に取り入れる方法であり「具体的」と称する物事の

把握方法である。 

 

７ 相互作用のこと 

 相互作用とはお互いに影響を及ぼし合うことであるが，一つの個体にとってみれ

ば相手からの影響は外からの影響ととらえられ，外力・外場等と呼ばれる。その外

力に応じて自分自身の状態が変化することは外力の影響として分析される。個別の

観測では複雑に見えた変化が，相互作用するもの全体を変化の舞台として捉えるこ

とにより法則性がより明瞭になることがしばしばである。客観物とそれを取り巻く

環境との相互作用因子を具体的に把握してこそ科学的な認識が進むプロセスであ

る。 

 

８ 総合 

 分析と同時に重要な科学の要素は『総合』である。分析は対象物の観測手段ごと

の切り口についての構造や変化の系統的把握であり個別に進められる。総合は個々

の分析の結果を有機的にダイナミックに関連付けることである。これにより対象物

の実態も運動もより具体的に把握されるところとなる。 

偶然的要因や擾乱を科学的に判断して切り捨てる平均化，単純化，抽象化などの手

法が有効である。 

（ICRP体系は，はじめの具体的把握のプロセスを行わず，捨象のプロセス作業を抜きにした抽象化，単純化，平

均化を行っている。これでは科学することにならない。） 

 客観的対象に対する認識は，科学することで，より具体的になり精度が上がる。

あるいは他の仮説と切磋琢磨され，客観的認識となる。対象について知の体系を築

くことができる。 
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９ 科学と人道 

 プロセスに現れる「総合」の重要課題として，「科学の倫理」等と言われている

「人類の進歩，福祉，幸福等にとってどのように位置付けられるか」という一般科

学的検討が含まれることを忘れてはならない。個別科学のもたらすこと，対象物を

科学すること自体が，「細分化された」微視的スケールとして現れる現代科学にお

いては，ことさら重要である。しかし現状は極端に軽視される憂うべき傾向にある。 

 科学は真の意味で人類の福祉に奉仕させるべきである。「民主」「自主」「公開」

の原子力平和利用三原則はそのまま他の科学分野にも当てはまる。これを意識しな

い「科学者」は，専門家であっても科学者とは言えない。人類は真の科学者を求め

ている。特に原子力の負の側面である放射線による健康被害についての科学的探求

は，核兵器推進，原子力推進グル－プにとっては目の上のたん瘤である。如何に隠

ぺいするか，切り捨てるかの歴史が ICRP の歴史そのものである（中川保雄『放射

線被曝の歴史』）。これは放射線防護体制にとって，核推進のために思想的誘導を

図る政治的問題だけではなく ICRP 体制の標榜する「科学性」を歪めてきた歴史で

もある。 

 

１０ 自由の獲得と科学 

 客観的実在をいかに認識に正確に反映させるかの手段の総体が科学である。科学

における法則は，その法則がどのような条件の下で当てはめることができるかとい

う法則の適用範囲及び限界が明確にされることが肝要である。人類は，法則を認識

し，法則にしたがうことで自由を得てきた。客観的実在は意識とは独立の存在であ

る。ゆえに，科学を行ない，客観的実在に対する認識をより正確にし，意識を改め

ることにより，人類の自由を拡大した。これが，科学がもたらす必然的な帰結であ

る。利益をもたらす側面だけが強調され，公衆や環境の受ける不利益を無視してで

きた，構造的に偏った科学の「利用」は，科学の視点から糺されねばならない。こ

れも科学の仕事である。 

 客観的具体的現象は複雑であるが，その中の偶然的特殊的要素を捨象して，実態，

法則，原因，因果関係，結果，等々の抽象作業をすることによって普遍的概念ある

いは本質を導き出す。これが具体から普遍への「下向過程」と言われるプロセスで

ある。逆に抽象的普遍的な概念から再び具体的現象を導き出す「上向過程」が成立

すると客観的存在への認識のレベルが一歩上がる。これは自由の獲得拡大のプロセ

スである。これを弁証法的に繰り返していくのが科学の方法なのである。人間に誠
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実な科学の発展は生命尊重なしでは具体化できない。誠実な科学の方法を社会的に

尊重する政治的経済的社会構造が機能して，初めて科学が人類史の発展に寄与し得

る。 

 

１１ 具体性の捨象 

 自然科学において，科学の荒廃，教条化は，客観的事実を具体的に把握する行為

を怠り，事象の場を科学的な方法で見ることをやめるときに生じる。科学を捨てる

行為を「具体性の捨象」と，私は表現する。具体性の捨象は生物の生存の切り捨て

につながる。人類の福祉に役立つという観点を切って捨てるときに科学の結果が人

類の殺戮や公害等となって表れる。 

 

１２ 科学の権力による支配 

 真理（客観的認識）は，反論可能性を保証するものでなければならない。研究の

自由，研究に対するあらゆる弾圧の廃絶，秘密，機密の解除，データと研究方法の

解放などである。真理性が政治的，経済的権威，権力や信仰，思想信条等に支配さ

れるものであってはならない。これらに支配されるものは常に反科学として現れる。 

 他の仮説・反論との試練，客観的対象への適用により，真理性は保証される。専

門家社会は，まさに「真理（客観的認識）は，反論可能性を保証するもの」の原理

を破壊している。 
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１３ まとめ 

以上に述べた科学の原理に対してＩＣＲＰ「放射線防護体系」は逐一違反して

いる。 

１．原爆あるいは原子炉で作られた放射性物質による放射線は生命体にとって

は外力である。外力を正確に判定することが生命体の統一された諸要素にどのよ

うな変化をもたらすかの原点になる。ところがＩＣＲＰは外力を正確に判定する

ことをしない。それが，何が生命体に反応を起こすものなのかをあいまいにする。

照射線量と吸収線量の混同，生命体の反応を外力に混合させる，放射線荷重係数

に絡ませた生物学的実効線量，組織荷重係数に絡む実効線量などである。 

２．また，ＩＣＲＰはありのままに客観的事象を把握する具体的探求を行わな

い。その具体性の捨象は科学を生まない。具体的把握の上に成り立つ分析と総合

の過程や抽象化と個別現象化を作業過程等の，本質的な事柄を抉り出すという過

程がない。ないところに「放射線防護体系」を築いている。 

３．以上の事柄は，本論では具体性の捨象として検証する：電離放射線の電離

と分子切断作用，臓器ごとのエネルギーだけに固執する吸収線量の定義と被曝評

価方法，内部被曝の無視等々。 

４．組織的影響や発がん等については，生物進化の歴史の上に達成された修復

能力等の生命機能を指標として，被曝に応じて分子切断による生命機能が破壊さ

れる量的な変化が生命機能のバランスを崩し，質的な変化（免疫力の低下，放射

線倦怠症，発がん等）として健康破壊の症状が現れる。 
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第２ 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）とは何か 

 

１ ＩＣＲＰが歴史的に果たした役割 

図解した。次図（図２）である。  

 

生存権否定と反科学 

           

 

図２ ＩＣＲＰのはたしてきた役割。 

 

２ ＩＣＲＰ放射線防護３原則 

図３に「放射線防護」の哲学の変化の歴史を示す。人道的・科学的基準から経済

的政治的基準に原則が置き換えられる歴史であり，人道に反する防護基準の達成さ

れる過程である。 

 

 

 

図３ ＩＣＲＰの哲学の歴史，科学的基準放棄から経済的社会的要因重視への変換の歴史 

 

(1)  ＩＣＲＰ２００７勧告「緒言」には以下のように紹介されている。委員会の

１９５４年勧告は「すべてのタイプの電離放射線に対する被ばくを可能な限り
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低いレベルに低減するため，あらゆる努力をすべきである」と助言した（ＩＣ

ＲＰ，１９５５） 

  このことは，引き続いて被ばくを「実際的に可能な限り低く維持する」（Ｉ

ＣＲＰ，１９５９），「容易に達成可能な限り低く維持する」（ＩＣＲＰ，１

９６６），またその後「経済的及び社会的な考慮を行った上で合理的に達成可

能な限り低く維持する」（ＩＣＲＰ，１９７３）という勧告として定式化され

た。 

(2)  １９７７年勧告において，放射線防護の三つの基本原則として，①行為の正

当化，②防護の最適化及び③個人の線量限度が導入された。その後の勧告にお

いてもこの基本原則に基づいて放射線防護の具体的指針が示されている。 

① 行為の正当化 

ＩＣＲＰ２００７勧告「用語解説」によると以下のとおりである。 

（１）放射線に関係する計画された活動が，総合的に見て有益であるかどうか，

すなわち，その活動の導入又は継続が，活動の結果生じる害（放射線による損

害を含む）よりも大きな便益を個人と社会にもたらすかどうか； 

 あるいは（２）緊急時被ばく状況又は現存被ばく状況において提案されてい

る救済措置が総合的に見て有益でありそうかどうか，すなわち，その救済措置

の導入や継続によって個人及び社会にもたらさせる便益が，その費用及びその

措置に起因する何らかの害又は損傷を上回るかどうかを決定するプロセス。 

 

 人が放射線に被曝する行為は，それにより，個人と社会全体に害より大きな

便益がもたらされる場合は許されるとするものである。行為の正当化を判断す

るには，被曝させる行為が健康被害（死亡も含む）などの害に比べて利益（公

益）が大きいか，また経済的に適性であるかなどについて検討される。この表

現の真実の意味は，まず，害すなわち発がんによる死亡などが生じることを認

知していることにある。そして「害に比べて便益が大きい」かどうかを天秤に

かけて論じるというものである。 

 「個の尊厳」や，基本的人権，民主主義の基本理念は否定されている。 

② 防護の最適化 

 同じくＩＣＲＰ２００７勧告「用語解説」によると以下のとおりである。 

いかなるレベルの防護と安全が，被ばく及び潜在被ばくの確率と大きさを，経

済的・社会的要因を考慮の上，合理的に達成可能な限り低くできるかを決める

プロセス。 

放射線防護においては，集団の被曝線量を経済的及び社会的な要因を考慮し

て，合理的に達成可能な限り低く（ＡＬＡＲＡ：Ａｓ Ｌｏｗ Ａｓ Ｒｅａ

http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=937
http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=937
http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=1211
http://www.rist.or.jp/atomica/dic/dic_detail.php?Dic_Key=473
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ｓｏｎａｂｌｙ Ａｃｈｉｅｖａｂｌｅ）保つようにすることをいう。「最大

限住民を保護するために力を尽くせ」というのではない。国の予算や企業の営

業活動に支障が来ない，無理しない範囲で防護したらよい。というものである。

東電の爆発があった直後政府が防護量を，今まで年間１ｍＳｖだった公衆の被

ばく限度を２０倍に引き上げた。これはＩＣＲＰの勧告に従って政府が科学的

検討など何もせずに決めたものである。事故により日本在住者の放射線防護力

が２０倍になるのではない。事故が生じた場合の大量汚染に対して ALARA精神

を適用したもので、住民を被曝させっぱなしにするものである。 

③  線量限度   

同じくＩＣＲＰ２００７勧告「用語解説」によると以下のとおりである。 

「計画被ばく状況から個人が受ける，超えてはならない実効線量又は等価線量

の値。 

線量限度は，確定的影響に対する線量に対してはしきい値以下で，癌などの確

率的影響に対しては，しきい値がなく，そのリスクが線量に比例するという仮

定の下に，容認可能な上限値として設定されている。線量限度には，自然放射

線と医療による被ばくは含まない。 

実効線量と等価線量の限度が，職業人と一般公衆の当初は線量当量限度と表

記されていたが，２０１３年「線量限度」。組織線量当量も「等価線量」に改

正された。 

 福一爆発時に設定された年間２０ｍＳｖ等の限度引き上げは典型的に住民

の健康切り捨てである。 

 原発などでは放射性物質を常時放出しているが，法定濃度限度以下でもがん

や白血病の多発を裏付ける証拠が各地で報告されている。その一つがドイツに

おけるＫｉＫＫ研究である。その結果を次表に掲げる。 

 

 

表１ ＫｉＫＫ研究における５㎞圏のオッズ比。 

オッズ比が１より大の時，その事象が起こりやすい。原発に近い圏内で小児白血病小

児がんが多発していることが示されている。 
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表２ ５㎞，１０㎞圏の小児白血病のオッズ比。 

５㎞だけでなく１０㎞圏内でも明らかに白血病が多発している。 

 

注目すべきは，これらはＩＣＲＰの「正当化，最適化，線量限度」の範囲内

で生じている被害なのである。 

 

３ ＩＣＲＰの被曝評価体系の問題点 

問題点は「具体性の捨象」にある。具体性の捨象とは，科学上の事実を具体的に

解明していないことである。実態をここに箇条書き的に列挙する。 

(1)  放射線の基礎作用である電離の実際を明らかにしないこと 

電離は人体組織内の原子に所属する電子を，電離 (吹き飛ばす)，励起（よ

りエネルギーの高い状態に移す）させて電子の状態を変化させる。これらによ

り，その原子が他の原子と結合しているリンクが切断され原子どうしの結合が

切り離される。体内の水に当たれば，化学的反応の激しい活性酸素の「基」を

作り，活性酸素は細胞膜を破りあるいは DNAを切断する（間接作用）。人体は

組織を問わず，電離により組織が切断される影響を蒙むる。まずこのことによ

って，次いでさらに切断された原子をつなぎ返す修復のときに間違いを生ずる

ことにより，健康被害を受ける。ＩＣＲＰは，これらのことを解明の対象とし

ない。 

(2)  人体がどれほどの放射線を受けたのかという，「くわえられた放射線の量」

をあきらかにしないこと 

   加えられた外力を明確にしないと「どれだけ，どんな反応が生じたか」とい

う科学は成立できない。この外力を明らかにする科学的特定がなされていない。
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この手法として，照射線量と吸収線量の混同，放射線荷重係数，実効線量など

がある。放射線被害を過小評価に直結する。 

(3)  放射線被曝によってもたらされる健康被害を都合に合わせて限定する。 

例えば，がん発生率を反映した臓器荷重係数を用いた実効線量により放射線

の被害である心臓病，心臓死，脳，神経的な障害を過小評価ないし否定する。

放射線による倦怠症等を切り捨てる。数えればきりがないほどの健康被害を切

り捨てている。 

(4)  １細胞内のＤＮＡ損傷が発がんに重要な因子となることの自覚を持ちなが

ら，細胞ごとの被曝を捉えずに，臓器ごと単位で，吸収線量を計算する方法を

とっている。 

 これによって電離の密集した危険を数層倍過小評価する。放射線の飛程を考

慮しない，放射性微粒子周辺のリスクを考慮しない，内部被曝を外部被曝の体

系で扱う，等々の手段による。内部被曝の計算を「実効線量」をもってする方

法によって，単一臓器のリスクをも全身被曝量とすることにより極端な過小評

価を行う。 

(5)  知られざる核戦争 

①  核戦争は「原爆を落とす」という巨大破壊と大量放射能放出を伴う核戦

争である。 

②  誰でも認識している「知られざる核戦争」とは，放射線の犠牲者を「放

射線の被害者」として認めない・核の被害者を隠ぺいするという核戦争で

ある。 

③  欧州放射線リスク委員会はおよそ６０００万人が核の犠牲者となったと

している。（ＥＣＲＲ２０１０勧告第１４章） 

④  被害事実を切り捨てるのに，例えば，チェルノブイリ事故後の健康被害

を語るロシア語等の論文を言語上の問題や「科学論文に必要な要素を欠く」

という理由で論文として認めないという手段を駆使した。（ヤブロコフら：

チェルノブイリ事故被害の全貌，岩波書店） 

⑤  また，論理的，医学的に原因のすり替えがある。「長崎被爆体験者」の

ような健康被害を「放射線にあたったのではないかという精神的ストレス

が病をもたらす」という精神的原因に放射線被害をすり替える（1991 IAEA

国際諮問委員会報告書 委員長重松逸造）手段方法が用いられる。人体影

響などは客観的事実であるが，これが切り捨て，無視する論理である。Ｉ

ＣＲＰ科学的，医学的，論理的体系の特徴である。 
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 それゆえ広島長崎被爆者以来の何千万人もの放射線犠牲者を記録上から

抹殺し，切り捨て，認知しないで来た。このことによって，もろもろの健

康被害は切り捨てられた。 

⑥  ＩＣＲＰの放射線被害評価体系（ＩＣＲＰ体系）はきりがない誤りがあ

る。そのなかで科学体系としてはない基本的誤りに限定し，明確な科学原

理違反をとそれを可能とした「具体性の捨象」をまとめる。ＩＣＲＰ批判

のまとめである。 
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(6) 以上のまとめ 

A)  ＩＣＲＰ「放射線防護体系」は科学ではない。防護事務上の便法である。 

B)  生命体の被曝科学上，放射線が最も基本的な外力である。基本要因である放

射線を認識する科学すなわち放射線の基礎作用である電離と分子切断につい

ての科学が欠如している。これは放射線の定性質に関する科学の欠如である。 

C)  放射線の量を語る定量的視点，基準が欠如し，かつ混乱している。①照射線

量と吸収線量，②放射線荷重係数と生物学的等価線量，③組織荷重係数と実効

線量等に混乱の「科学」がある。 

D)  外来性の放射線を受けた結果現れる生命体の内的機構の機能破壊，変化，バ

ランス喪失などについて，科学がない。内的要因である生命機構の質的変化・

量的変化の科学を欠く。代わりに生命機構の応答を便法の教条化によって取仕

切っている。最も必要とされる科学的判断に代わって反科学的判断が現実事象

を統御する。最も恐るべきは，『放射線を浴びたのでないか』という精神的ス

トレスにすり替えていることが象徴する。「科学論文の要件に合致しない」と

される論文に記載されている事実をデータ，根拠として認めない。ＩＣＲＰの

都合に合わないものは放射線が起因ではないとする。 

E)  外的要因と内的機構の反応，変化を評価する方法論の欠如がある。「１細胞

内のＤＮＡ損傷が発がんに重要な因子となる」と認識しつつそれを評価する手

段を持たず，臓器ごとの計測単位に固執する。ＤＮＡ損傷について知見を得る

具体的科学を欠く。 

F)  ありのままに内的反応の具体的現れを科学することをしない。 

 その結果の例として，チェルノブイリ事故後の健康被害を予測することは全

くできなかったことがある。 

 

             （２０１５年５月２８日  矢ヶ崎克馬） 

 


