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凡 例 
 
号 証 書   証 本文中の表示

丙 B2 号証 国際放射線防護委員会の 1990 年勧告 1990 年勧告 

丙 B3 号証 国際放射線防護委員会の 2007 年勧告 2007 年勧告 

甲 B71 号証 LSS14 報（日本語翻訳） LSS14 報 

甲 B98 号証 「放射線関連がんリスクの低線量への外挿」 
「 Low-Dose Extrapolation of Radiation 

Related Cancer Risk」 
（ Publication 99.  Annals of the ICRP,

Vol.35, No.4(2005)）の日本語翻訳 

99 報告 
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第１ しきい値に関する国の主張 
１ 被告国の主張（第 6 準備書面） 

被告国は、同準備書面の「第２ いわゆる LNT モデルの仮説

が科学的に実証されていないこと」及びその他の主張書面において、

以下のように主張する。 
・ 「100 ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ばくによる健康へ

の影響は、実証されているわけではない。・・・放射線リスクにしき

い値がないことについて，理論的，実験的な裏付けがなされている

ものではない。」（同 4 頁） 
・ 「この点，国際放射線防護委員会（ICRP）は，放射線防護の立場

から，LNT モデルの仮説を採用し，これを基に放射線防護の要件等

を定めているが，被告国第 2 準備害面第 2 の 5 (2)（6 ないし 8 ペー

ジ）で述べたとおり，ICRP は，疫学調査等に基づき科学的に証明

されたものとして同仮説を採用したのではなく，同仮説を実証する

十分な科学的知見がないことを踏まえつつ，飽くまで公衆衛生上の

安全サイドに立った判断としてこれを採用したにすぎない。」（同 4
頁から 5 頁）。「したがって，LNT モデルが科学的に実証されている

との原告らの上記主張には理由がない。」（同 7 頁） 
要するに、被告国の主張は、「100 ミリシーベルト以下の低線量の

放射線被ばくによる健康への影響は、実証されているわけではない。」

から、ICRP が LNT モデルを採用したのは、科学的な根拠はないけ

れども、公衆衛生上の安全サイドに立った判断としてこれを採用し

たにすぎないというものに要約できる。 
２ ICRP はしきい値について科学的資料を基に詳細に検討している 

しかし被告国の「100 ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ば

くによる健康への影響は、実証されているわけではない。」という主

張に対しては強く否認する。 
  ICRP が LNT モデルを採用したのは、しきい値があるにもかかわ

らず「公衆衛生上の安全サイドに立った判断」として採用したので

はなく、しきい値について科学的資料を基に詳細に検討した結果し

きい値を認めることができないという判断にもとづいて採用したの

である。被告国の主張は間違っている。 
  本書面では、「100 ミリシーベルト以下の低線量の放射線被ばくに

よる健康への影響」ついて検討している ICRP の文献（99 報告）か

ら、100 ミリシーベルト以下の低線量被ばくのリスクを否定できな

いという科学的根拠を示すことによって、しきい値の存在が証明さ
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れていないことを明らかにし、したがって、ICRP が LNT モデルを

採用したのは、科学的な裏付けを伴っていることを論証する。 
３ 立証されるべきは「しきい値」が存在することであって、存在し

ないことではない 
  被告国の第 6 準備書面第 2 の表題が、「いわゆる LNT モデルの仮

説が科学的に実証されていないこと」とあるように、被告国は LNT
仮説が実証されていないということを取り上げている。 

そしてLNT仮説とは、「直線しきい値なしの（LNT）モデル」（2007
年勧告 G11）であるから、LNT モデルの実証を求めるということは、

「直線しきい値なし」（つまり「しきい値」が無いこと）の立証を原

告に要求しているということになる。 
  しかし、しきい値が存在すると主張するのであればそれを主張す

る側（被告国）が、しきい値が存在することを立証しなければなら

ない。そして、しきい値の存在を立証できない場合、しきい値が存

在しないと判断されるのである。 
ICRP はしきい値が存在するかどうかについて 99 報告で言及さ

れているように詳細な科学的検討を加え、しきい値の存在を支持す

る科学的根拠が無いという結論に至っている。そして、その結論を

踏まえて（しきい値が存在しないという前提で）、「LNT 仮説」を採

用しているのである。 
ちなみに、99 報告では、「LNT 仮説」とは言わないで「LNT 理

論」という表現を使用している。これは科学的根拠が存在するとい

う意味合いで、もはや単なる「仮説」ではなく、科学的根拠に裏付

けられているという趣旨で「LNT 理論」というべきであるという

ICRP の科学的信念に基づくものと考えられる（99 報告：105 頁）。 
本書では、引用を除いては、「LNT モデル」と呼ぶことにする。 

 
第２ ICRP の LNT モデルに関する考え方 
１  LNT モデルの定義 

2007 年勧告の用語解説（G11）によると、「直線しきい値なしの

（LNT）モデル［liner-quadratic dose response］」とは、「低線量領

域でも、ゼロより大きい放射線量は、単純比例で過剰がんおよび／

又は遺伝性疾患のリスクを増加させる、という仮説に基づく線量反

応モデル。」と定義されている。したがって、LNT モデルとは直線

しきい値なしと同義である。 
以下、しきい値についての ICRP の見解を、1990 年勧告、99 報
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告及び 2007 年勧告をとおして紹介し、次にしきい値を実証する科学

的根拠が存在しないことについて詳細に説明した 99 報告について

説明する。 
 ２ 1990 年勧告 

  1990 年勧告（（62）パラグラフ）は、「生体防御機構は、低線量

においてさえ完全には効果的でないようなので、線量反応関係にし

きい値を生ずることはありそうにない。」とし「しきい値」につい

て明確に否定している。 
同（68）パラグラフでも、「（68） もしある種のがんが、１個の

細胞に生じた損傷から発生することができるならば、防御機構が小

線量において完全に有効である場合にのみ、この種のがんの線量反

応関係に真のしきい値が存在しうることになる。細胞における損傷

と修復のバランスおよびそれに続く防御機構の存在は、線量反応関

係の形に影響を及ぼすことはできるが、それらが真のしきい値を生

じさせていると考えることはできない。」として、しきい値の存在

を否定している。 
同（123）も、個人線量の限度に関しても、「電離放射線のような

作用因子については、被ばくによって起こるある種の影響の線量反

応関係にはしきい値を仮定できない」としてしきい値を否定してい

る。 
以上のように 1990 年勧告は、「しきい値」を否定した上で「委員

会は、年実効線量限度１mSv を勧告する。」（同（192）パラグラフ）

とし、公衆被ばくの実効線量を 1 年に１mSv という線量を限度とす

ると勧告したのである。 
３ 99 報告 
⑴ わずか 1 個の放射線で DNA 損傷が生じ得る 

99 報告の「総括」では、疫学研究等の「科学的な学問分野により

構成されて」いることについて言及した上で（ⅻ頁（c））、放射線

誘発 DNA 損傷ががんの病因である突然変異と染色体異常を引き起

こす基本的役割をしており、わずか 1 個の放射線飛跡が細胞を通過

するだけでも DNA 損傷が生じ得るとする（99 報告ⅹⅲ（d）（e）） 。 
  原告準備書面（６）の「第３ ガンとはなにか」の「１ ガンは一

つの細胞から始まる」では、1 本の放射線被ばくによって 1 個の細

胞がガン化するリスクについて指摘したが、同趣旨のことが、上記

99 報告の（d）（e）において述べられている。 
1 本の放射線被ばくによる DNA の二本鎖切断（DSB）による突
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然変異がガン発生の原因となり得ることが、低線量領域における直

線的な線量反応関係（すなわち LNT 反応）を支持する理由となっ

ていることが明確に示されている。 
⑵ 99 報告がなされた理由 

99 報告の基本的な考え方は、わずか 1 個の放射線飛跡でも DNA
損傷が生じ得るというものであるが、この報告の目的は以下のとお

りである。 
1990 年勧告の後、2004 年に刊行が承認され 2006 年に刊行され

たのが 99 報告であるが、この報告書が発表された目的は、「低線量

における線量反応関係の直線性に関する証拠（いわゆる直線しきい

値なし仮説；LNT 理論）と，それ以下では放射線に関連したがん

のリスクが存在しない普遍的なしきい線量の存在の可能性」につい

て検討するためである（ⅻ頁（a））。 
   1990 年勧告において、既にしきい値を否定して来たにもかかわ

らず、何故に ICRP が LNT モデルについて敢えて詳細な「科学的

な学問分野により構成」された 99 報告を発表したかのか？ 
それは、低レベル電離放射線被ばくによる確率的健康影響（ガン

と遺伝的異常）が熱い議論の的になっており、「いくつかのグルー

プはこの点に関して強いかたくなな意見を持ち、LNT モデルを大

声で批判している」という状況があったからである。 
そこで、ICRP 自身が「科学的な学問分野により構成」された 99

報告を示すことによって、LNT モデルを支持する科学的根拠を示

し、同モデルが「堅固な基盤」によって構築されていることを示す

ところにその趣旨があったのである（同報告ⅸ9 行目）。 
   そして重要なのは、99 報告の「総括」（ⅻ）において、99 報告よ

りも前に公刊された「原子放射線の影響に関する国連科学委員会の

報告書（UNSCEAR,1993,2000)、米国放射線防護測定協議会 NCRP
の報告書（NCRP, 2001）も、「放射線防護は今後も LNT 理論によ

り導かれるべきであろうと勧告している」とし、これらの報告書も

99 報告と同意見であると論じていることである（ⅻ（b））。ICRP
だけが LNT モデルを支持しているのではなく、UNSCEAR や

NCRP 等の権威ある専門家機関も LNT モデルを支持していること

に言及していることは極めて重要である。 
⑶ 結論 

99 報告は、「全体としての事実は普逼的なしきいの存在を支持しな

いし，そして放射線防護を目的としたリスク計算にしきいの可能性を
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考應しなくてはならない特別な理由も存在しないように思われる。

LNT 理論は，・・・いまでも低線量・低線量率での放射線防護におけ

る思慮深い基礎である。」と結んでいる（同報告ⅹⅳ（h））。 
 ４ 2007 年勧告 

2007 年勧告は、99 報告の刊行の翌年に刊行された。その内容 は、

上記 1990 年勧告、99 報告の立場を踏襲している 
ICRP は 2007 年勧告において、「「委員会は、Publication 60（1990

年勧告）で勧告した現存の線量限度は、引き続き適切な防護レベル

を与えるものと結論した。」（同 59 頁（243））と述べ、同勧告の「付

属書 A」においては、線量のしきい値について、疫学研究等の「科

学的な学問分野により構成されて」いる 99 報告（ⅻ頁（c））を詳細

に吟味した上で、2007 年勧告は、「（A187） ・・・LNT モデルは，

高線量からの外挿に対して判断された DDREF 値と組み合わせて，

低線量・低線量率の実際的な放射線防護目的のための慎重な基盤と

して引き続き残すことを勧告する。」と結論した。 
 ５ 「LNT モデルが，引き続き，低線量・低線量率での放射線防護に

ついての慎重な基礎である」との意味 
    2007 年勧告では、「直線しきい値なし（LNT）のモデルが，放射

線被ばくのリスクを管理する最も良い実用的なアプローチ」である

とする。 
その趣旨は、99 報告において詳細に科学的なデータを吟味しな

がらも、しきい値を支持する根拠を見出すことができなかったこと

から、1 個の放射線飛跡によってがんの病因である突然変異と染色

体異常を引き起こすリスクが否お定できない以上、直線しきい値な

し（LNT）のモデルを支持し勧告することになったという意味であ

る。 
したがって、直線しきい値なし（LNT）モデルは科学的検討を

経た上で採用されたのであり科学的根拠を有するのである。 
         
第３ 99 報告 
 １ 「99 報告」の内容 

しきい値に関する ICRP の考え方は、科学的な学問分野により構

成された 99 報告によって詳細に検討された結果、LNT モデルが「最

も思慮深いモデである」というものであるが、以下において、99 報

告における報告内容を説明する。 
 ２ 「99 報告」の目的 
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   「99 報告」は、ICRP の publication 99 であり、「放射線関連がん

リスクの低線量への外挿」というタイトルとなっており、報告の目的

は、「普遍的なしきい線量の存在の可能性」があるかどうかを検討す

ることである1。そして、LNT モデルを批判するグループに対する反

論ということで 99 報告が刊行された2。 
３ 構成 
  99 報告は、以下の各項目から構成されている。 
「疫学的考察」 
「低線量リスクと生物学」 
「放射線誘発損傷の細胞影響」 
「電離放射線の発がん影響」 
「不確実性の定量解析」 
これら項目で科学的検討を経て「結論」を導き出している。 
以下、簡単に各項目について説明する。 
➀ 「疫学的考察」では、しきい値のもっともらしい値の限界を定

めることはできても，低線量レベルにおけるしきい値を確立する

ことは困難であるとし、放射線発がんを引き起こす最も重要なメ

カニズムと考えられる DNA 二本鎖切断（DSB）と，クラスター

                                                  
1 99 報告ⅹⅱには、 
「（a）この報告書は，線エネルギー付与（LET）の低い放射線による低線量被ばくに関

連するがんリスクの事実について考察したもので，特に線量は放射線作業者や一般公衆

に対する現行の勧告限度以下におけるものである。焦点は，個々のがんではなく全がん

を 1 つのグループとして見た場合の，低線量における線量反応関係の直線性に関する証

拠（いわゆる直線しきい値なし仮説；LNT 理論）と、それ以下では放射線に関連した

がんのリスクが存在しない普遍的なしきい線量の存在の可能性とについてである。」と

記載されている。 
2 99 報告のⅴⅱ頁には以下の記述がある。 

「低レベルの電離放射線被ばくによる確率的健康影響（がんと遺伝的異常）の過剰リス

クの線量反応関係の形状は，熱い議論の的であった。放射線防護の目的における標準的な

アプローチでは，放射線誘発リスクは受けた放射線の量に直接比例する（直線しきい値な

しモデル；LNT モデル）。しかし人によっては，このアプローチはリスクを過小評価する（本

当の線量反応関係は上に凸の超直線カーブで描ける）とか，実際にはそれ以下では影響の

ないしきい線量が存在するとか，健康によい効果（ホルミシス）さえもがあるといった議

論もある。いくつかのグループはこの点に関して強いかたくなな意見を持ち，LNT モデル

を大声で批判している。放射線防護の確立とその批判との間の論争は，政策策定者を含む

専門家以外の人を困惑させ悩ませている傾向がある。そしてそうした困惑は，反対側のグ

ループにとって更なる反論の 1 つの目的であるという考えを避けがたいものにしている。

ICRP 課題グループの 今回の報告書は，低 LET 放射線の低線量被ばくによる発がん影響

に関する入手可能な証拠についてのタイムリーなレビューであり，一連の関連した科学的

研究により得られた発見を対比して吟味している。」 
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DNA 損傷3の誘発が１本の低エネルギー電子飛跡により生じる

ことが計算と実験から示されていると指摘し、しきい値について

「放射線に関する方針を勧告することは大変難しい。」と結論す

る4。 
➁ 「低線量リスクと生物学」では、DNA 損傷修復と損傷した細胞

の除去を促進する多様な損傷応答メカニズムにも誤りがないと

は言えない。密集して放射線誘発クラスター損傷が起きた場合に

は、DNA の修復機構がうまく働かないことを示し、損傷や異常

を被った細胞が損傷応答経路やアポトーシスによるがんに対す

る抑制機能を逃れて、がん細胞が増殖することも可能であること

が示されており、この事実は、しきい値があるという意見に対す

る反証となるとする5。 
➂ 「放射線誘発損傷の細胞影響」では、適応応答，ゲノム不安定

                                                  
3 「クラスターDNA 損傷」について。 
日本原子力研究開発機構 

http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/review_jp/kaisetsu/621.html 
「DNA は螺旋状に連なった長いひも状の分子であるが、螺旋一回転か二回転内に二つ以上

の損傷が存在する部位・領域のことをいう。このような損傷部位は、多くの生物が普遍的

に持っている高精度な DNA 損傷修復システムによっても完全修復が困難であるといわれ、

細胞死や突然変異、発がんに深く関係する可能性がある。電離放射線、特に粒子線やその

飛跡末端でクラスターDNA 損傷が生じやすいとされている・・・」 
4 99 報告 30 頁（73）パラグラフ 
「(72) 疫学研究により，考え得るしきい値のもっともらしい値の限界を定めることはで

きても，低線量レベルにおけるしきい値の 有無を確立することは極めて可能性が低い。こ

の報告書の他の部分で示した放射線生物学的証拠より， 放射線発がんに対する電離放射線

被ばくの（恐らく）最も重要なメカニズムと考えられるのは DNA 二本鎖切断（DSB）と，

もっと複雑なクラスターDNA 損傷の誘発である。こうした事象は，X 線又は光子の相互作

用により生じた単一の低エネルギー電子飛跡により生じることが，計算と実験から示され

ている。低線量・低線量率ではこうした事象は放射線量と照射された細胞数に比例して発

生する。」と指摘しつつ、しきい値について「放射線に関する方針を勧告することは大変難

しい。」とする。 
5 99 報告 51 頁（121）パラグラフ 
「細胞には DNA 損傷修復と損傷細胞の除去を促進する多様な損傷応答メカニズムが存在

するが，これらのメカニズムとて誤りがないわけではない。更に，放射線誘発クラスター

損傷には特殊な問題があり，最近得られた研究結果によれば，密集した損傷により修復機

構が抑制されるようである。この考えに基づけば，それ以下では全ての放射線誘発損傷が

忠実に修復されるというような放射線量の存在を支持する強い証拠はない。一方で，この

ような放射線誘発損傷を生じた細胞の多くが細胞周期チェックポイント制御を含む損傷応

答経路やアポトーシス経路により除去されるかもしれないが，細胞遺伝学及び突然変異発

生における解析から，損傷や異常を被った細胞がこれらの経路を逃れ，増殖できることは

明瞭である。これもまた，放射線誘発の細胞影響にしきい値がある可能性に対する反証と

なる。」とする。 
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性，バイスタンダー効果等に触れている。 
特にバイスタンダー効果に関する注目すべきは、遺伝的リスク

や発がんリスクが，実際に放射車線が通過した細胞の数に比例す

るのではなく、放射線により照射された細胞が，周辺の照射され

ていない細胞に損傷シグナルを伝達し，その結果これら周辺のバ

イスタンダー細胞にも遺伝的変化が生じるかもしれないという指

摘である。 
そして、個々の細胞が受けた DNA 損傷に対する反応だけでは

なく、むしろ照射されていない細胞も含めた組織全体が被ばくに

対して反応している可能性について言及している。 
別の言い方をすると、1 本の放射線による 1 個の細胞の損傷と

いう考え方ではなく、1 本の放射線によって数個の細胞が損傷す

る可能性に関する指摘であり極めて重要である6。 
  ④ 「電離放射線の発がん影響」では、染色体異常誘発は，DNA 二

本鎖切断（DSB）と照射後の誤りがちな非相同末端結合修復が主

として重要であり、これら放射線誘発染色体異常ががんの病因に

おいて明らかに重要な役割を果たしており、低線量のしきい値が

存在するという考えを支持していないとする7。 

                                                  
6 99 報告 67 頁（168）パラグラフ 
「（168）バイスタンダー効果は，環境中のラドンからのアルファ粒子や宇宙における電離

密度の高い銀河系宇宙線など，極低フルエンスの,高 LET 粒子放射線による人類の被ばくの

点からも，明らかな意味がある。例えばラドンの場合，肺がんの標的と考えられるヒト気

管支上皮細胞のうち，1 年間に住居のラドンから生じるアルファ粒子によりヒットされるの

はごく一郎である。以前は遺伝的リスクや発がんリスクは，アルファ粒子の実際に細胞核

を通過する数に直接比例し，したがって線量反応関係は直線的であると考えてきた。しか

し，放射線により照射された細胞が，近傍の照射されていない細胞に損傷シグナルを      
伝達し，その結果これらのバイスタンダー細胞に遺伝的変化が生じるかもしれないという

事実は，この仮定を無効にするであろう。むしろ線量反応曲線は，平均線量が低い領域で

は非線形で，低フルエンスのアルファ粒子により個々の細胞が受ける線量に基づいた予測

よりも大きな影響を生じ得ることが示唆される。主に細胞混合実験に基づく予備的データ

によると，バイスタンダー反応は低 LET 放射線でも生じることが示唆されている。しかし

これらの予備的なデータは，特に飛跡フルエンスが放射線フィールド内の細胞数よりも少

ないレベルの低線量におけるこの影響の重要性に関する結論を導くには不十分である。」 
「(170) 全体として，これら３つの現象に関して明らかになりつつある事実は，・・・極低

フルエンスの高 LET 粒子への被ばくによる突然変異誘発や，極低線量の X 線による細胞毒

性効果のような場合には，効果は直線的な外挿から予測されるよりも大きいかもしれない。

他方，悪性形質転換に関する調査の中には，極低線量における効果の低減を示すものもあ

る。しかし全体的にはこれらの結果は，細胞集団における放射線の生物学的影響は個々の

細胞が受けた D NA 損傷に対する反応に限定されず，むしろ組織全体が反応しているのか

もしれないことを示唆している。」（括弧による引用は省略）とある。 
7 99 報告 82 頁（206）（209）パラグラフ 
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  ⑤ 「不確実性の定量解析」では8、しきい値に関して現在有する情

報は，NCRP 報告書や本報告書に要約されており，これらはしき

い値の存在はほとんど支持しないが、除外することもできない。

また、低線量ではリスクが存在しないという理由で放射線防護基

準は緩和されるべきだという議論は，低い線量によるリスクも容

認できないほど高いと懸念を持つ人に対して「説得力があるとは

思えない。」と指摘している点は重要である。 
本件において被告国は、100 ミリシーベルトをしきい値である

として原告らの請求を否認するが、上記 99 報告の指摘からする

と、被告国がしきい値を主張することは、低線量被ばくのリスク

に懸念を有する原告らに対しては説得力がないということになろ

う。 
 ⑥ 結論 

     以上の検討を経て、99 報告は、 
動物腫瘍データは，低線量では，しきい値のない直線性線量反

応関係を支持する傾向にある。最近の細胞遣伝学的及び分子生物

                                                                                                                                                  
「(206) ここ数年に行われた発がんの細胞レベル及び分子レベルの機序に関する研究によ

り， 複雑な多段階の腫瘍の発生過程及び放射線発がんに関して重要な知見が得られた。こ

れらの研究は，腫瘍形成過程において放射線が関与する決定的な事象は専ら初期事象で，

それは発がんに深くかかわっている遺伝子が位置するゲノムの特定領域の DNA 欠失であ

るという見解を直接支持するものである。・・・染色体異常誘発は，DNA DSB の誘発と照

射後の誤りがちな非相同末端結合 (NHEJ) 修復が主として重要であること，そしてこれら

の実験モデルにおいて放射線誘発染色体異常ががんの病因において明らかに重要な役割を

果たしていることは，発がんの線量反応関係において低線量のしきいが存在するという考

えを支持していないように思われる。」 
 「(209) ・・・動物における発がん研究で線量反応関係の問題や線量率効果，遷延及び線

量分割の影響   の問題に取り組み，これらの予測を厳密に検証できるほど十分なデータが

あるものは比較的少ない。こういった解析が可能な研究は，主にげっ歯類，特にマウスを

用いた研究に限られている。全体として，これらの動物腫瘍に関するデータは，低線量及

び低線量率におけるしきいのない線形反応を支持する場合が多い。」 
8 99 報告 101 頁（256）パラグラフ 
「しきい値の存在可能性の不確実さが持つ意味は，DDREF の不確実性が持つ意味と質的な

違いはそれほどない―つまり，（不確実性を示す分布の）中心値及び不確実性限界の上限は

いくぶん減少するが，0 にはならない。更に，「低線量ではリスクが存在しないかもしれな

いという可能性があるので」放射線防護基準は緩和されるべきであるという議論は，非常

に低い線量によるリスクのレベルが容認できないほど高いかもしれないという懸念を持つ

人に対して説得力があるとは思えない。またそのような議論は，その他の一般的ながん原

性因子のリスクと比較して非常によく理解されている放射線リスクは，耐容できるであろ

うと提示されている値よりも，経済的利益や，被ばくを低減する別の戦略に付随するリス

クの考慮などの様々な理由により，ほぼ確実に低いとするより現実的な議論を害する恐れ

すらある。」とする。 
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学的研究は，腫瘍形成過程においてゲノム上の特定領域の欠失が

影響を及ぼしている。 
DNA の DSB 誘発と照射後の誤りがちな NHEJ 修復が異常形

成には大変重要であり，がんの生因には，こうした放射線誘発異

常が重要な働きをしているから，大半の臓器や組織における発が

んの線量反応における低線量しきい存在の主張は支持されない。 
しきい存在の可能性は不確かであり，LNT 理論を用いて得ら

れた低線量リスクの推定値の上限を大幅に減少させない。 
以上のような各指摘をして、「LNT 理論は，放射線防護という

実務的な目的のためには最も思慮深いモデルであることに変わ

りはない。」と結論付ける9。 

                                                  
9 99 報告 103 頁（259）パラグラフ 
「全体として，実験発がん研究からの関連する動物腫瘍データは，低線量では，しきいの

ない直線性の線量反応関係を支持する傾向にある。この推論は，低線量あるいは線量の分

割／遷延の場合に，単位線量当たりの過剰リスクが減少するという実験的事実と矛盾しな

い。最近の細胞遣伝学的及び分子生物学的研究は，腫瘍形成過程において重要な放射線に

関連した事象は主として初期事象で，それは大切な遣伝子が存在しているゲノム上の特定

領域の欠失であるという考えに直接的な支持を提供している。ただし，腫瘍のプロモーシ

ョンに関係した後期放射線関連事象も含まれる可能性がある。DNA の DSB 誘発と照射後

の誤りがちな NHEJ 修復が異常形成には大変重要であり，また実験モデルにおけるがんの

生因には，こうした放射線誘発異常が重要な働きをしているように思われることから，大

半の臓器や組織における発がんの線量反応における低線量しきい存在の主張は支持されな

いであろう。」 
(261) 電離放射線には，多くの傷が空間的に近接して見られるというユニークなタイプ

の損傷を生じる性質がある。たとえ 1 個の飛跡でも細胞を通過すれば，こうしたユニーク

なクラスター損傷を生じるかもしれない。この種の損傷は，内因性あるいは他の外因性因

子によっては余り生じない可能性があるので，（進化の過程で）こうした傷の修復が効率よ

くできるように導く強い洵汰の圧力は作用しなかったのかもしれない。細胞には，DNA 損
傷の修復と傷ついた細胞を排除するため多くの損傷応答メカニズムが備わっているが，こ

れらのメカニズムは誤りなしではない。更に，放射線誘発クラスター損傷は，特別な問題

を生じるようで，現在明らかになりつつある事実によれば，近接した傷は修復機構を危う

くするようである。この考えでいくと，それより下の線量であれば全ての放射線誘発損傷

が忠実に修復されるという線量の存在を強く支持する事実はない。 
(265) リスクにおける確率限界は，放射線防護に関する追加情報を提供する。特に， 下

限値が高い場合は，ある被ばくに関係する危険の現実性を裏付ける。他方，上限値が低い

場合は， 日常生活における他のリスクとの関連で考えた場合の被ばくの相対的な安全性，

そして恐らくはその受容を保証するものである。この報告書でレビューした疫学から動物，

細胞，分子モデ ルに及ぶ実験研究の情報は，単一光子により与えられる線量を含む，低線

量・低線量率における放射線関連がんリスクと線量との間の比例性と合致している。それ

はまた，極めて低い線量においては修復とアポトーシスの役割が不確かなので， LNT 理
論による放射線関連リスクがベースラインリスクのランダムな変動と統計学的には区別が

つかないような十分低い線量レベルでのしきいの存在とも矛盾はしない。しかし，しきい

存在の不確かな可能性は，その可能性を極めて高いものと想定しない限り， LNT 理論を
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このように、99 報告では、「疫学的考察」、「低線量リスクと生

物学」、「放射線誘発損傷の細胞影響」、「電離放射線の発がん影響」、

「不確実性の定量解析」等々、各方面からしきい値についての科

学的検討を経て、しきい値を支持する科学的根拠がないと判断し、

その結果として LNT 理論を放射線防護という実務的な目的のた

めの最も思慮深いモデルであると結論したのであるから、被告国

の「同仮説を実証する十分な科学的知見がないことを踏まえつつ，

飽くまで公衆衛生上の安全サイドに立った判断としてこれを採用

したにすぎない。」（被告国第 6 準備書面 5 頁）という主張が成り

立たないこと明らかである。 
 

第４ LSS14 報との関係 
１ 放射線影響研究所のデータは、広島・長崎の原爆被爆者を 60 年以

上にわたり調査してきたが、その研究成果は、国連原子放射線影響科

学委員会（UNSCEAR）の放射線リスク評価や国際放射線防護委員会

（ICRP）の放射線防護基準に関する勧告の主要な科学的根拠とされ

ている10。 
そして、1945 年の日本における原爆被爆の生存者を対象とする同

研究所の継続的な追跡調査，いわゆる寿命調査研究（LSS）は、ICRP
の勧告及び報告においても貴重な情報となっているが11、同研究所は、

                                                                                                                                                  
用いて得られたものと比較して、低線量リスクの推定値の中心，あるいは確率限界の上限

を大幅に減少させることはない。がんリスクにおける， 例えば低 LET 放射線の数 mGy
レベルの真の低線量しきいが存在するか否かという問題は，決して解決されることはない

かもしれない。LNT 理論は，放射線防護という実務的な目的のためには最も思慮深いモデ

ルであることに変わりはない。」 
10「原爆被爆者の死亡率に関する研究、第 14 報、1950－2003、がんおよび非がん 
疾患の概要」小笹晃太郎, 清水由紀子, 陶山昭彦, 笠置文善, 早田みどり, Grant EJ, 坂田 
律, 杉山裕美, 児玉和紀 https://www.rerf.or.jp/news/pdf/lss14.pdf 
11 2007 年勧告 18 ページ 
「（68） 1990 年以来，放射線被ばく後の臓器別のがんリスクについて更なる疫学的情報が

蓄積されてきた。この新しい情報の多くは，1945 年の日本における原爆被爆の生存者を対

象とする継続的な追跡調査，いわゆる寿命調査研究（LSS）の結果得られたものである。が

ん死亡率については（Preston ら，2003）追跡期間が 47 年（1950 年 10 月～1997 年 12 月）；

がん罹患率については（Preston ら，2007）追跡期間が 41 年（1958 年 1 月～1998 年 12
月）である。1990 年には入手できなかった後者のデータは，がん罹患率ではより正確な診

断が考慮できるという主な理由で，がんリスクに関してより信頼性の高い推定値を提供す

ることができる。したがって委員会は，今回の勧告でがんの罹患率データに重きを置いた。

加えて，LSS からの疫学データは，放射線発がんのリスクの経時パターン及び年齢依存の

パターンについて，特に若年齢で被ばくした人々のリスク評価について，更なる情報を提

供している。全体として，LSS から導かれた今回のがんリスク推定値は 1990 年以来大き
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2011 年 12 月（ICRP の 2007 年勧告の刊行の後）、LSS14 報の英語

原文をオンラインで公表した。 
LSS14 報における新しい知見は、しきい値に関して、「総固形がん

死亡の過剰相対リスクは被曝放射線量に対して直線の線量反応関係

を示し、その最も適合するモデル直線の閾値はゼロである」と指摘し

たことである12。 
2007 年勧告は、「しきい値はゼロである」という重要な知見を発表

した LSS14 報が公表される前の同研究所のデータをもとに作成され

たものである。したがって、「しきい値がゼロ」であるという LSS14
報が公表されている現在、ICRP は、それまでのデータに LSS14 報

の内容を総合して検証することによって、より確固とした科学的裏付

けのあるものとして、LNT モデルを「低線量・低線量率での放射線

防護についての慎重な基礎」として勧告することになると思われる。 
 
第５ 結論 
 １ 被告国の主張は許容できない 

被告国第 6 準備書面第 2 の表題には、「いわゆる LNT モデルの仮

説が科学的に実証されていないこと」とあるように、被告国は、LNT
モデル、すなわち、しきい値が存在しないことを原告側が立証しな

ければならないという主張のようである。 
しかし、立証すべき対象はしきい値が存在するという事実である

から、しきい値が存在するということを主張する側（被告国）が、

しきい値が存在するということを立証しなければならないというこ

とについては既に説明したとおりである。そして、しきい値が存在

することが立証できない以上は、しきい値が存在しないものとして

扱わなければならない。それが安全側に立った考え方である。 
被告国の考え方によると、しきい値が存在しないことを立証でき

                                                                                                                                                  
く変化しなかったが，がんの罹患率データを含めたことで，付属書 A に記述されているリ

スクのモデル化により，強固な基盤を提供している。」とする。 
12 https://www.rerf.or.jp/news/pdf/lss14.pdf 
「1950 年に追跡を開始した寿命調査（LSS）集団を 2003 年まで追跡して、死亡および死

因に対する原爆放射線の影響を、DS02 線量体系を用いて明らかにした。総固形がん死亡

の過剰相対リスクは被曝放射線量に対して直線の線量反応関係を示し、その最も適合する

モデル直線の閾値はゼロであるが、リスクが有意となる線量域は 0.20 Gy 以上であった。

30 歳で 1 Gy 被曝して 70 歳になった時の総固形がん死亡リスクは、被曝していない場合

に比べて 42％増加し、また、被爆時年齢が 10 歳若くなると 29%増加した。がんの部位

別には胃、肺、肝、結腸、乳房、胆嚢、食道、膀胱、卵巣で有意なリスクの増加が見られ

た」というものである。 
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ない場合には、しきい値が存在するものとして扱うということにな

るが、それでは、100 ミリシーベルト以下では安全であるというこ

とになり、99 報告でも指摘している DNA 二本鎖切断（DSB）やク

ラスターDNA 損傷によるがん誘発のリスクを無視することになり、

被ばくを強いられる住民の安全の見地から到底許容できない。 
２ 食品衛生法 

食品衛生法６条13は、腐敗等により汚染されたものの販売等を禁止

しているが、この場合、実際に「腐敗し」、「有毒な」、「病原微生物

により汚染され」たものだけでなく、「これらの疑いがあるもの。」「人

の健康を損なうおそれがあるもの。」についても販売等が禁止されて

いる。 
そして、「厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかっ

た物であって人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないも

                                                  
13 食品衛生法 
「第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する

販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製

造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 
一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健

康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでな

い。 
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑い

があるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣

が定める場合においては、この限りでない。 
三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれ

があるもの。 
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれが

あるもの。 
第七条  厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を

損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販

売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を

防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、

それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 
○２  厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通

常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康

を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため

必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食

品として販売することを禁止することができる。 
○３  厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じ

た場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれの

ある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合

において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止すること

ができる。 
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の・・・を食品として販売することを禁止することができる。」と

し、「人の健康を損なうおそれがない旨の確証」がない限りは（つ

まり安全であるという確証がない限りは）、販売を禁止することが

できるとしているのである。 
本件において、しきい値については、しきい値の存在の確証が

ない限りは、しきい値が無いものとして扱うのが健康を保護する

という見地からは正しいのであって、食品衛生法の考え方とも一

致する。 
本件におけるしきい値に関する被告国の主張は、食品衛生法の

見地からしても許されないものである。 
以上 

 


