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注： 

本準備書面で引用する文献の写しを冊子とし、甲Ｂ４３号証として提出す

る。本書で主に引用する文献は以下【文献】欄のとおりである。 

 引用した下記文献には甲Ｂ43に枝番を付して特定する。 

 本書面で引用してページ数は、書証として提出した文献の写しに記載され

ているページ数を指す。 
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序論 本書面の目的 

１ 原発に依存、推進する側はまず、原発は周到に安全を考慮して作られ

ていると称していたが、今回の福島の事故で、その「安全神話」は崩さ

れてしまった。そのために「脱原発」の声が高まると、今度は、原発事故

から生じるような低線量放射能は、健康に大きな被害を及ぼすはずがな

いという「安全神話」を広め、人類が、原発との共存を容認するように

仕向けようとしている。その具体例が「100mSv以下の被曝は心配する必

要がない」という宣伝である1。 

また、文部科学省が平成23年4月19日付けで、福島県教育委員会や福 

島県内の自治体の長に通知した「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判

断における暫定的考え方について（通知）」において、「幼児，児童及び生

徒が学校に通える地域においては，非常事態収束後の参考レベルの1－

20mSv／年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安」と

するとしたのは（甲９号証）、「1－20mSv／年」の被曝を安全線量だとい

っているに等しく、福島県内の子供たちの健康を危殆に瀕する事態に落

とし込めるものである。 

 

２ そこで、本書面では、低線量放射線被曝の危険性、特に若年者に対す

る危険性に関する基本的事項について述べる。 

概略を述べると、第1においては、「放射線エネルギーの特殊性」という

ことで、放射線がいかに「効率的」に人体に対してダメージを与えるかに

ついて人体に与える熱エネルギーの観点から論じたものである。 

第2の「放射線とは」では、第1において説明した特徴をもつ放射線につ

いて、放射線の持つエネルギーと化学結合において必要なエネルギーと

を比較することによって、人体に対する破壊的作用について述べたもの

である。 

第3の「ガンとはなにか」においては、放射線被曝によって細胞内の染

色体の欠失・転座が引き起こされ、それらの数が放射線被曝の線量と比例

することを示す。 

第4の「線量・反応関係と「しきい値」」では、放射線誘発ガンにおいて

は少なくとも直線関係があてはまり、線量にはしきい値が存在しないこ

とを論証する。直線関係とは、たとえどんなに低い線量でも、放射線誘発

ガンの発生数が被曝線量に正比例するということである。正比例とは、1

ラド当たりの被害が低線量でも高線量でも同じということである 。 

                                                   
1  http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm  

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm
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第5の「放射線によるガンの疫学的考察」では、年齢別に被曝線量1ラド

当たりガン死亡率を算出し各年齢間の過剰率を比較することにより、若

年者であればあるほど１ラド当たりの過剰率が高い（若年者であるほど

リスクが高い）ということを示す。 

 

３ 本書面は、基本的に、米国の学者2であるジョン W ゴフマン（John  

W Gofman）の「Radiation and Human Health」の日本語版「人間と

放射線」（伊藤外訳 明石書店）に依拠して説明し、必要に応じて他の文

献を引用している。 

ゴフマンの文献では、放射能や被曝の単位として旧単位系である「キュ

リー」「ラド」「レム」を用いているので、本書面においても同じように旧

単位系で記述するが、必要に応じて新単位系「ベクレル」「グレイ」「シー

ベルト」を用いることにする。旧単位系と新単位系の関係は、「単位につ

いての注」（ゴフマンp8から引用）に示している。下記引用する。 

 

 
 

第１ 放射線エネルギーの特殊性3 

１ これから、放射線被曝がガンやその他の生物的影響をもたらすことを

論じることになるが、まず初めに、放射線の特殊性として、放射線が桁
                                                   
2ジョン・W. ゴフマンの略歴 

「1918 年 9 月 21 日オハイオ州クリーブランド生まれ。1939 年オバーリン大学卒業(化学)。

1939~40 年ケイス・ウェスターン・リザーブ大学医学士。1943 年カリフォルニア大学バーク

レー校理学博士(核物理化学)。1946 年カリフォルニア大学サンフランシスコ校医学博士。

1947 年カリフォルニア大学バークレー校理学部医学物理研究員。カリフォルニア大学サンフ

ランシスコ校医学部内科学講師兼任（現在まで)」（このデータはこの書籍が刊行された当時に

掲載されていたものです。)。 
3 ゴフマンp65「放射線の桁違いの効果」 
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違いに大きな力を持っていることの分かりやすい例を示し、その全体像

を説明することとする。 

放射線の特別な性質として、たとえば放射線の一種であるベータ線の

エネルギーの場合であれば、生体組織の化学結合切断に要するエネルギ

ーの10万倍あるいは100万倍にもなりうるが、しかしこれだけでは、ガン

や急性死といった生物への致命的影響に関し、放射線が桁違いに大きな

力を持っていることの全体像をうまく説明したとは言えない。 

そこで例えば、1ラド（=0.01Gy=10mGy）のエネルギーが生物的障害

を引き起こす場合を、熱エネルギーと放射線エネルギーの生物学的影響

という観点から比較して見ることによって、放射線エネルギーの特殊性

を説明する。 

 

 ２ 『カロリー』という単位は、熱エネルギーの移動を示すのに化学の分

野でよく用いられるが、1カロリーは、1グラムの水の温度を1℃だけ上

昇させるエネルギー量として定義される。 

放射線の場合、一度に400ラド（4Gy。β線、ɤ線の場合4Sv。）の全身被

曝をすれば、いわゆる放射線の急性障害として被曝した人の50％が数週

間以内に死亡するが、400ラドという放射線エネルギーは、熱エネルギー

として、はたしてかなりの量であろうかという問題である。 

結論から言うと、400 ラドの放射線エネルギーを熱エネルギーに換算

してみると、実はそれほどの量ではないことが次のような簡単な計算に

よりわかる。 

１ラドは生体組織１グラムにつき100エルグのエネルギー吸収である

から、400ラドは１グラム当り40,000エルグのエネルギー吸収になる。エ

ルグからカロリーへの変換係数は2.39×10
−8
であるから、 

 

40,000
エルグ

グラム
×2.39×10

−8
 
カロリー

エルグ
＝9.56×10

−4 カロリー

グラム
 

 

9.56≒10であるから、まるめると、9.56×10
−4
＝10

−３
カロリー／グラム

（0.001カロリー／グラム）である。 

つまり、400ラドという放射線エネルギーを熱エネルギーで表現すると、

（1000分の１）カロリー／グラム（１グラム当たり0.001カロリー）

でしかない。ところで、1カロリーは、1グラムの水の温度を1℃上げる時

に必要な熱量であり、生体組織はほとんどが水でできているとすると、生
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体組織1グラムを１℃上昇させるのに必要な熱量も同じ程度である。 

すなわち、400ラドの熱エネルギーが0.001カロリー／グラムというこ

とは、生体組織1グラムを0.001℃上昇させるに過ぎないということであ

る。 

 

３ 生体組織1グラムの温度を0.001℃上昇させるのは、発熱としてはとる

に足らない。 

いろいろな伝染病にかかると、数℃の体温上昇があるが、私たちはこれ

に耐えている。しかるに、半分の人を殺すことのできる放射線の量は、す

べてが熱に変わるとしてもわずか0.001℃の温度上昇しかもたらさない。 

これをどう理解したら良いかということである。 

 

４ これは、発熱ではエネルギーが組織内の全分子に等しく分布するのに

対し、放射線ではそうしたことが起きないためである。放射線のエネル

ギーは、まず細胞を組織する原子や分子の1個の電子に与えられる。この

電子は、エネルギーを少数の分子の中の少数の電子へと順次与えていく。

こうしたエネルギーの移転は、熱エネルギーが等しく分散しているのと

比べて、極端に集中的に起こるのである。これが、熱エネルギーとして

は取るに足りないにもかかわらず、人体に深刻なダメージを与える理由

である。 

   放射線によって与えられるエネルギーは、いかなる化学結合をも切断

するのに十分な大きさである。細胞内のある種の化学結合は決定的に重

要であり、その結合をいくつか切断するだけで細胞のガン化が始まるの

である。 

本書面では、このような被曝対象に極端に集中的にエネルギーを与え

る放射線の特徴を説明し、如何に人間、特に若年者の健康に悪影響を与

えるかを説明するものである4。 

                                                   
4 落合 p25~は、以下のように指摘する。 

「放射性粒子のもつエネルギーはさまざまだが、典型例は1MeV程度である。これに基づいて

計算してみる。100J／kgとすると、人体1kgには、何個の放射性粒子があったことになるだろ

うか。100Jを与えるには、この放射性粒子600000000000000（14個の“0”）個が要る。これだ

けの数が体1kgにあたったのである。 

1kgには、およそ200000000000（11個の“0”）の細胞がある。したがって、細胞1個あたり3000

個の放射性粒子があたったことになる。実際には、1個の放射性粒子が数十~数千（ここでは100

と仮定）個の細胞に影響するので、１つの細胞は平均3000の100倍、約30万個の放射性粒子の

攻撃を受けることとになる。多くの場合、法放射線は体全体ではなく、ある程度特定部分に集

中しているであろう。そうだとすれば、攻撃にさらされている細胞の受ける放射性粒子の数は
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第２ 放射線とは5 

 １ 中性の原子や分子から電子を取り去ってイオンができる過程は、「電

離」と呼ばれるが、このように中性の物質から電子をはぎ取るエネルギ

ー（電離能力）6を有する放射線を「電離放射線」という。 

   電離放射線には、Ｘ線の他、アルファ線（α線）、ベータ線（β

線）、ガンマ線（γ線）がある7。 

                                                   

さらに多くなる。 

このようにたくさんの放射性粒子を受けて、たくさんの細胞内のたくさんの分子が壊されるわ

けである。細胞や組織・臓器はただちに壊死し、人体全体の死に至るが、外見上はその影響は

ほとんど見えないであろう。放射線は皮膚を通過していて、その皮膚細胞も損傷しているが、

損傷の程度は皮膚の見かけの構造まで変える程度ではない（強烈な熱線によって、皮膚が剥が

れる現象とは別。紫斑が皮膚に現れることはある）。しかし、内蔵器官は損傷の影響を受けや

すい。このことは、肥田舜太郎医師による広島への原爆投下直後の観察から明らかであろ

う。」 
5 「ブックレット内部被曝」p21 から 

「一番エネルギーが多く、人体へのダメージも強いのはアルファ線です。重い粒子が飛びま

す。空気中では 45 ミリメートル程度、人体などを含む固体や液体のなかでは 40 マイクロメ

ートル程度しか飛びません。マイクロはミリの 1000 分の１ですから、40 マイクロメートル

は、100 分の 4 ミリメートルのことです。1 本のアルファ線が飛び出してから止まるまでに、

およそ 10 万個の分子切断をおこない、エネルギーを全部失って止まるのです。」 

「ベータ線は、高速電子です。空気中で 1 メートルほど飛び、人体のなかでは 1 センチほど

しか飛びません。一本のベータ線は、ほぼ 2 万 5000 個の分子切断を行い、止まります。 

ガンマ線は粒子ではなく電磁波ですが、空気中で 70 メートルも飛びます。細胞中でもかなり

飛んで、人間の体を突き抜けてしまいます。物質中の原子との相互作用が弱く、距離当たりに

おこなう分子切断が非常に少ないので、遠くまで飛ぶのです。」 
6 「紫外線、X 線、ガンマ線も放射エネルギーの一種である」（ゴフマン P31）。「電離能力が

あるかどうかは、放射エネルギーを分類する上での重要な目安である。」（ゴフマン P34）。 

電離能力のある放射線としては、X 線の他に、α線、β線、γ線があるが、本書面では特に後

者の３つについて言及する。 
7 物理辞典「放射線」 

 「放射性原子核の崩壊に際して、放出される粒子（光子も含む）の流れ。α線、β線、γ線

などがある。また、これらと同程度のエネルギーを持つ原子核やイオンなどの粒子の流れの総

称をさす。一般に放射線は、照射された物質中の原子から電子をはじき出す性質をもつ。これ

を放射線の電離作用という。電離作用によって生じたイオンは反応性に富み、さまざまな化学

反応を起こす場合がある。（１）α線：α崩壊の際に放射される放射線で、実体はヘリウム４

（ Ｈe
4

）の原子核である。大きい電離能力をもつが、透過能力は小さい。（２）β線：β崩壊

の際に投射される放射線で、実体は、高エネルギーの電子である。中程度の電離能力と透過能

力をもつ。𝛽＋崩壊に伴って放出される、正の電荷をもつ陽電子の流れもβ線の一種である。 

（３）γ線：γ崩壊の際に放射される放射線で、実体は高エネルギーで波長の極めて短い電磁

波である。電離能力は小さいが、大きい透過能力がある。（４）身体的影響：人間が放射線を
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① α線は、α崩壊の際に放射される放射線で、実体はヘリウム４

（ Ｈe
4

）の原子核である。大きい電離能力をもつが、透過能力は小さい。  

② β線は、β崩壊の際に投射される放射線で、実体は、高エネルギー 

の電子である。中程度の電離能力と透過能力をもつ。 

③ γ線は、γ崩壊の際に放射される放射線で、実体は高エネルギーで波

長の極めて短い電磁波である。他の放射線に比べて電離能力は小さいが、

大きい透過能力がある。γ線はエネルギーの高い、すなわち波長の短い

電磁波で、本質的にＸ線と同じものである。 

 

２ 高速電子エネルギーと化学的、生物学的エネルギー8 

   生体組織の数千種類のもの化合物や分子には、炭素、水素、窒素、酸

素、硫黄あるいはリンといった原子が含まれている。化合物には、たん

ぱく質、アミノ酸、糖、脂肪、ヘモグロビン、尿素、何千種類もの酵素、

ホルモン、水、炭酸ガス、アンモニアなど、よく知られているものがあ

る。こういった化合物に含まれる原子は、「化学結合」という力で互いに

結合している。 

化学結合には、炭素・炭素結合、炭素・水素結合、炭素・窒素結合、炭

素・リン結合など多数ある。体内の生化学的過程でこの化学的結合を切断

するにはエネルギーが必要である。化学結合の切断に必要なエネルギー

は、一般に5～7eVくらいである9。 

例えば、もし、100keVのɤ線（Ｘ線エネルギーも同じ）10が光電効果11

                                                   

浴びる（被曝する）と、その電離作用の結果、生物学的な機能をもつ分子が壊されることによ

りさまざまな影響を受ける。がん、白血病の危険性や、大量の放射線を被曝した場合は、消化

管障害や造血機能障害、皮膚障害などの恐れがある。（５）遺伝的影響：放射線の身体的影響

の一つである。染色体異常、突然変異発生率などの遺伝的影響は、比較的低い線量でも生じる

可能性がある。」 
8 ゴフマン p38～p39 
9 「物理辞典」 

電子ボルト：ミクロの世界で用いられるエネルギーの単位。記号は、［eV］。 

電気素量 e＝1.6022×10−19クーロン［C］をもつ粒子に１ボルト［V］の電圧を加えたとき、

粒子の得るエネルギーが１電子ボルトである。 
10 ゴフマン p41 

 「Ｘ線とガンマ線はともに高エネルギー光子であり、同じ性質をもつ」 
11 ゴフマン p37 

Ｘ線光子が物質中を通過する際に（エネルギーは 1.02MeV 以下とする。）、その物質に作用

し、エネルギーを失う過程は二つある（γ線も同じ）。「光電効果」と「コンプトン効果」であ

る。 

 「すべての物質は、中心核（原子核）と軌道電子を持つ原子からなっている。物質中でＸ線
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で電子に移され、電子が生体組織の中に飛び出せば、その電子はほぼ

100keVのエネルギーをもつ。この100keVという値は、化学結合のエネル

ギーに比べると桁違いに大きい。 

このエネルギーは、平均して実に14,000個から20,000個もの化学結合

を切断できる。少量のエネルギーを原子間や分子間で秩序正しくやり取

りしながら巧緻に機能している生体組織に、100keVの電子が入ることは、

化学的にみても生体にとってとんでもない混乱と破壊をもたらす。 

はじめの超高速電子によって原子や分子からたたき出された電子（二

次電子）は、はじめの100keVの電子ほどのエネルギーはもっていないが、

さらに別の原子や分子から電子をはぎ取ることができる。こうして、「な

だれ現象」が起こる。 

要するに放射線は、電子を原子から引き離し、また通常の化学反応に比

べ莫大なエネルギーを電子に与える。この電子は、原子の大きさよりもは

るかに大きな距離を跳梁し、いかなる結合をも切断する能力をもってい

る。生科学系では、化合物の特別な空間的配置によって、反応が微妙にコ

ントロールされている場合が多いが、高速電子はこの微妙な空間的配置

におかまいなく、どこででもなんでも破壊してしまう。そして、ひとたび、

分子中の原子から電子がはぎ取られると、その分子は高エネルギー単位

に励起12され、放射線によらねば不可能な種々な化学反応を引き起こすの

である13。 

                                                   

光子が光電効果を起こすと、Ｘ線エネルギーの一部は電子を軌道からはじき出すために費やさ

れるが、残りはすべて電子に与えられる。その結果、電子は非常な高速度で運動を始める。こ

の高速電子の正確な速度は、Ｘ線光子が何 KeV のエネルギーをもっていたかによる。 

光電効果では初めのＸ線は消滅する。その後に生じる影響は、すべて新たにエネルギーを与え

られた高速電子によるものである。ここでは、・・・、はじめのＸ線光子の唯一の作用は、1

個の電子を運動体に変えるということを確認するにとどめておく。 

もう一つの過程は、コンプトン効果である。コンプトン効果では、Ｘ線光子のすべてのエネル

ギーが電子に与えられるのではなく、その一部のみが与えられる。X 線の残りのエネルギーか

らは、もとに比べて低いエネルギーのＸ線光子が新たに生じる。生体影響が問題となるＸ線の

大部分はこのコンプトン効果を起こす。コンプトン効果で生じた低エネルギーＸ線光子は、も

とのＸ線と全く同様の挙動をする。それは別の原子に作用して、光電効果でエネルギーのすべ

てを電子に与えたり、コンプトン効果でエネルギーの一部を電子に与えて低エネルギーの新し

いＸ線光子を作り出したりする。」（エネルギーが 1.02MeV 以上の場合については省略す

る。） 
12「励起」：「量子系がある定常状態からエネルギーのより高い定常状態へと遷移すること」

「物理辞典」 
13 「ブックレット内部被曝」p17 

「人間のすべての分子は何らからの生命活動をつかさどっていますが、それらの分子が切断さ
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３ このような放射線の特殊な性格によって、放射線がガンの原因となり

えることについて異論はない。そして、放射線がガンの原因であること

を証明するには、ガンに至らしめる細胞内の初期事象や病原論でいうと

ころの一連の事象を知ることは必要ない。放射線に被曝した人々とそう

でない人々とを統計的に観察することが証明になるからである。 

もし種々の量の放射線に被曝した人々を調べ、放射線量の増加に伴っ

てガン発生の危険性が増大するという関連性（『線量‐反応関係』）を明ら

かにすることができれば、このことはさらに強力な証明となる14。 

しかし、低線量の放射線に被曝して生じるガンの件数については、多数

の調査対象者が必要であり、そのような調査は実際上困難を伴う15。そこ

で、放射線が致命的なガンを増大させるとき、その発端からの一連の事象

を病原論的に理解することが役に立つ。そこで、ガンの細胞レベルからの

考察を必要となる。そこで第３では、ガン細胞に関して論じる。 

 

第３ ガンとはなにか 

１ ガンは一つの細胞から始まる16 

   人間のガンは究極的に、体内のたった１個の細胞内の出来事から始ま

る。発ガンにとって細胞内での決定的な事象は、ほぼ確実に細胞内の中

で生じる17。 

   ガンは細胞増殖によって生じる。それは細胞の制御機能が障害を受け

た結果である。この細胞増殖は、必要でないばかりか、宿主18である人の

                                                   

れると、その生命活動がうまくいかなくなります。」 
14 ゴフマン p67 
15 ゴフマン p68 

 「放射線がガンや白血病の原因であるかどうかの問題には、何らの論争も存在しない。放射

線がかなりの低線量、中くらいの線量、及び高線量のとき、人間にガンや白血病を誘発するこ

とを証明するデータは十分にある。これらのデータによって、ガン誘発件数が被曝線量に比例

しているかどうかを示すことができる。しかしそのとき、もし証拠が存在する範囲で比例関係

が成り立つならば、それより低い線量でも比例関係は成立するのだろうかと問われなければな

らない。」 
16 ゴフマン p69～ 
17 ゴフマン p70 

「（放射線によるものであれ、他原因によるものであれ）発ガンの際に細胞核が中心的役割を

果たすことを最もはっきり示すのは、その中の DNA の存在である。DNA は、細胞に膨大な

生化学的能力を与える遺伝情報をもっており、その情報には有糸分裂という驚くべき過程をつ

かさどる指示が含まれている。」 
18 「寄生生物が寄生する相手の生物。寄主。やどぬし。」広辞苑 
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人生に究極の犠牲を強いるのである。つまり、ガンは人を殺すのである
19。 

   そして、ガンの特徴として強調しなければならないことは、放射線に

よってガンが誘発されたとき、ガン細胞の構造的特徴及びガン全体は、

何ら放射線由来の特異性を示さない点である。放射線誘発ガンと他のガ

ンと区別できないのである。放射線などの発ガン物質は、新種のガンを

生じさせるのではなく、既存のガンの数を増加させる。たった一個の変

異細胞の子孫が無調節無制御的に増殖することである。ガン細胞は正常

細胞に比べ、必要もないのに分裂を続けるのである。 

２ ガンの発生成長過程を細胞レベルで理解する意味 

放射線が致死的なガンや白血病の危険性を増大させるとき、その発端

から一連の事象を病原論的に理解することは、低線量下での線量・反応曲

線の形を確かめる際に役に立つ。細胞レベルや分子レベルでの一連の事

象を知ることによって、線量・反応曲線の形をごく低線量域まで予測する

ことが可能となるからである。 

３ 細胞核内の事象 

   細胞が調節作用をなくしたガン細胞となることを説明するには細胞核

内に存在するDNA分子という遺伝子と、DNAが詰め込まれている染色体

という４６本の物質に着目する必要がある。 

   人間の肝臓や腎臓、骨髄の細胞は、みな４６本の正常な染色体を持って

いる。それではガン細胞はどうかというと、４６本の正常な染色体をもち、

それぞれの染色体の内部構造や組成が正常なガン細胞というものはない
20。 

   ガン細胞の大半に染色体の数的異常があり、しかも正常数からかけ離

れているのである。加えて、ガン細胞中には構造的異常を起こした染色体

がよく見つかる。大部分のガン細胞には細胞当たり、１３３本の染色体が

あるとの報告があり、３５本の染色体があるとの報告もある。そして基本

的に、その間にあるすべての数が、少なくとも一つ以上の人間のガンで見

つけられている。４６本から６９本までの数が最も多いが、６９本以上の

染色体数もよく見られる。 

   特に多量の染色体をもつ細胞や損傷染色体をもつ細胞では、細胞分裂

における分裂の誤りが、娘細胞が７２本や７４本の染色体をもつ原因と

考えられる。これは、遺伝秩序が崩れてガン増殖が遅くなったり速くなっ

                                                   
19 ゴフマン p70 
20 ゴフマン p79 
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たりする「進化」のメカニズムでもあろう。臨床的には、それまで停滞し

ていたガンである時点で突発し、急激に増殖することが知られている21。 

   放射線は、染色体と細胞を傷つけ、染色体情報の秩序をやぶる。放射線

が染色体を傷つけるメカニズムのうちで、そのどれかが細胞をガン化さ

せると考えられる。 

   そこで以下において、放射線によって生体組織内を動く高速電子が、細

胞や染色体に損傷を生じさせる場合について論じることとする。 

４ 倍数化と放射線22 

    倍数化とは、４６本の倍数である９２本や１８４本の染色体をもつ細

胞の生成を意味する。「放射線が倍数性細胞の発生頻度を増加しうるこ

とは明らかである。牧野（1975）は倍数化に関する細胞学の三つの研究

で、石原と熊取（1966）の成果を次のように引用している。『ブラボー』

と呼ばれる核実験のフォールアウト（放射性降下物）に被曝した日本人

漁師の培養白血球では、倍数化細胞の頻度は0.3%であって、これは正常

細胞の0.083%に比べ約4倍多い。また、25年前にトロトラスト（放射性

トリウムを含んだ造影剤）の注入を受けた6名の培養血液では、放射性核

種 𝐶𝑜27
60 のガンマ線が、50，100，200及び300ラドの線量で正常細胞に照

射されている。牧野は次のように述べる。「生体外（in vitro）で照射し

た血液試料の白血球培養でも高頻度の倍数性細胞が立証され」、そして

『倍数性細胞の度数は放射線量とともに増加した』と23。」 

    倍数化に対する放射線影響の意味については以下のように考えられ

る。 

   「たとえば、９２本の染色体をもつ四倍体細胞などの倍数性細胞がひと

たびできれば、娘細胞段階では大層奇妙な染色体の組み合わせになるが、

四倍体細胞は正常な分裂に失敗して生じる。それが、９２本の染色体と

２個の中心体をもっている理由である。 

この四倍体細胞が次の分裂をするとき、中心体はどの時点かで再びそ

                                                   
21 ゴフマン p83 

「細胞を最初にガン化させる秩序の乱れについて、ボバリの概念を確かめるには基本的難点

がある。この難点が生じるのは、最初の事象がたった一つの細胞中で発生するからである。私

たちにはこの最初の事象を調べるすべがない。この細胞が１０億や１，０００億の細胞に増大

する１０年後、２０年後、あるいは３０年後にガンが発生していることを知るのである。ガン

の染色体研究はこのような後年に始まる。」  
22 ゴフマン p86 
23 ゴフマン p88 

 なお、「牧野は残念なことに、その増加が放射線量に正比例しているか否かを述べていな

い。」と付け加えている。 
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れぞれ分裂し、正常細胞分裂の場合の２個の代わりに４個となる。この

４個の中心体は分離して４個の極を作り、４つの赤道板ができてからそ

こに染色体が移動する（図２A参照24）。この分裂の準備過程で四倍体細

胞は各９２本の染色体を複製して１８４本の染色体を作り、それらが各

極へ配分される。どの染色体がどの赤道版に配列するかは任意であって、

娘細胞の最終的な染色体にはすべての組み合わせが可能である。 

このような四極性の細胞分裂では、娘細胞は幾つかが染色体を失った

り死んだり、少なくとも再分裂しなくなったりすることは確実である。

しかしこの娘細胞のいくつかは、ガン細胞中に見られる奇妙な染色体数

の第一候補となる。このメカニズムは、放射線誘発ガンの全メカニズム

                                                   
24 ゴフマン p89 
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のうちで最も重要なものである25。 

 

 ５ 放射線による染色体異常26 

 （１） 細胞周期27の大部分の細胞において、染色体の構造は一重である。

その中のDNA分子は二重ラセンの構造をもっているものの、1本であ

る。接合した2本の染色分体をもつ二重染色体が現れるのは、細胞分裂

に備えて、すべてのDNAが複製された後である。それゆえ、細胞損傷

の多くは、二重の染色分体ができているときよりは染色体が一重のと

きに生じると考えられる。もっとも、染色分体が片方だけにも損傷が

生じうるし、実際生じることがわかっている。ここでは、染色体の構

造が一重のときに生じる損傷の種類と結果に言及する。 

    高速電子の形をとる放射線は、染色体のどの部分をも切断できる。

体細胞には４６本の染色体があり、そのすべての部分が放射線切断を

免れることはできない。そのため切断されたことによって種々の多様

な結果が引き起こされる28。 

                                                   
25 ゴフマン p90 
26 「図解 DNA」p21 から 

         
 
27 「細胞周期」：細胞分裂と DNA 複製にみられる、細胞内の周期的変化」「生物辞典」から。 
28 「ブックレット内部被曝」p18 
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（２）「修復」 

確実に起こる結果の一つは、染色体切断片が分離したところに再び

結合することである。この再結合過程を「修復」という。修復とは、

染色体にいかなる障害も生じなかったことを意味する。しかしながら、

切断部には損傷がおこりうるし、すべての遺伝子の機能が修復される

のではないという証拠もある。 

 （３）「欠失」  

  放射性損傷のもう一つの結果は、分離した染色体切断片が染色体主 

部との再結合に失敗することである。これを切断片は「欠失」したと

いう。染色体残部を「欠失染色体」ということもある。細胞分裂に先

立つ染色体複製のとき、（欠失した）染色体残部は切断片を欠いたま

ま自己複製をする。そして欠失断片は、動原体をもたないけれども、

それ自身で複製する。細胞分裂の中期を迎えるとき、欠失によって短

くなった染色分体を実際に見ることがある（ただし切断片が十分に長

いときであるが、）いわゆる「無動原体断片」（断片をもたない断片）

を２個見ることもある。これらの無動原体断片が娘細胞の核に合体す

ることは稀であり、一般には細胞中で消失してしまう。 

これが放射線による染色体情報喪失のメカニズムの一つである。低

線量域において、欠失の発生数が放射線照射量に正比例することを示

す情報は多い29。線量と欠失数をグラフに示すと直線が得られるため

（正比例は常に直線となる）、欠失は線量に対し直線関係にあるとい

う30。 

もし、細胞が分裂を完結できるのであれば、動原体をもつ染色体残 

部は有糸分裂の残りの過程を正常に行い、一つの染色分体は一方の極

へ、他方の染色分体は多極へ移動する。無動原体断片は、紡錘糸に沿

                                                   

ダメージを受けたときの影響は二つのタイプに分かれます。一つは、分子切断そのものでの破

壊効果が主にあらわれる場合の危険性です。もう一つは生命体の修復作用のほうが大きい場合

で、再結合が正常におこなわれないとき（異常再結合の危険性）の危険性です。」 

 
29 ゴフマン p91 では、Brewen と Preston，1973；佐々木，1975 の研究をあげる（ゴフマン

の参考文献参照（ゴフマン p748,p759））。 
30 ゴフマン p91～p92 

「欠失はなぜ、低 LET 放射線でも高 LET 放射線 でも、線量に正比例するのであろうか。端

部欠失という染色体末端の欠失は、「１飛跡事象」であると考えられる。１飛跡事象では、1

個の高速電子（または高速陽子や高速アルファ粒子）だけで欠失を生じさせることができる。

従って、（陽子などの）粒子の数が放射線量に正比例するために、欠失の数が放射線量に正比

例すると考えるのが合理的である。」 
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ってそれぞれの極へ娘断片を移動させるような動原体をもたないた

め、先述したように、たいがいはどの娘核でも消失してしまう。染色

体の一部を失った娘細胞に生命力があって再分裂できるかどうかは、

欠失で失われる遺伝子の細胞代謝に占める重要性にかかっている。欠

失にあった細胞の多くは確実に死ぬが、いくらかは生き残って次の分

裂を繰り返す。 

（４）放射線によって生じる転座と中間欠失31 

   染色体での端部欠失には、１カ所の切断が伴う。しかし染色体には

１カ所以上の切断が起こりうるし、相異なる染色体に起こった２カ所

の切断が相互に影響しあうこともある。 

（５）中間欠失 

   １本または複数のイオン飛跡によって１個の染色体が２カ所切断 

されると、そこには染色体の端部断片、中間断片、および動原体をも

つ染色体主部が残る。動原体がない２断片がともに消失すると、2つの

欠失が起こる。ときには、中間断片が欠失し、端部断片が動原体をも

つ染色体主部に再結合することがある。これを「中間欠失」という。 

このような欠失は1飛跡事象と2飛跡事象の両方の放射線によって 

生じる。人間細胞で少なくとも50～100ラドまでは、直線性の1飛跡事

象が線量・反応関係を有する。 

（６）転座 

   複数の染色体が関与する場合には複雑な変化も生じる。2個の染色 

体の場合を考える。第一の染色体の端部が第二の染色体の主部に転座

し、第二の染色体の端部が第一の染色体の主部に転座することを、「相

互転座」という。人間細胞の放射線影響で良くみられる現象の一つで

ある32。 

   染色体切断片の結合には、一方の染色体の動原体を含む主部が、同

じく動原体をもつ他方の染色体主部と結合する場合を「二動原体染色

体」という。5年、10年、20年あるいは30年も前に被曝した人に二動原

体染色体が存在するという報告がある。これは、細胞のうちには20年

前の損傷以来初めて分裂するものがあるからである33。 

（７）転座の線量・反応関係 

   転座はすべて、2カ所の染色体切断によって起こる。この両切断は、

                                                   
31 ゴフマン p94 
32 ゴフマン p96 
33 ゴフマン p96 
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時として、1本のイオン飛跡、1個の電子によって発生する。この事象

では、転座の数は被曝線量に比例し、直線関係がある。一方、2カ所の

切断は2本のイオン飛跡でも生じるときがある。両事象とも可能でかつ

実在するため、最終的には1飛跡事象と2飛跡事象が組み合わさったも

のとなる。被曝線量と転座数との定量的関係は、この組み合わせを反

映する34。 

 

６ 修復機能は充分なのか？35 

生体分子への放射線のイオン化を含む直接的作用を直接防御する機構

は、生体には存在しない。生体にできるのは、傷ついたDNAを修復する

か、それが不可能ならば、その細胞を廃棄する（アポトーシス）ことと、

ヒドロキシルフリーラジカルのような放射線に生じる毒化合物の作用を

なくしたり、和らげたりすることのみである。 

放射線以外で通常の健康へ負の影響を与えるものは、細菌やウィルス

などの生物か化学物質である。こうした因子への防御システムには、さま

ざまは解毒機構や免疫機構がある。免疫機構は放射線に対しては無効で

ある。放射線によって生じた損傷を治す過程で、免疫機構が役に立つこと

はあるかもしれないが、放射性物質を体内から除くのには何らの効力も

なく、放射性物質は体内に留まるかぎり放射線を出し、周囲を照射しつづ

ける。 

バックグラウンド放射能は、生物進化の過程でつねに存在し続けてき

                                                   
34 「ブックレット内部被曝」p18 

「第一のタイプの危険性は、たくさんの放射線が身体に吸収されて、多量な分子切断が生じる

と、それぞれの生命機能がうまく働かなくなり、急性症状がでてくることです。これを一般に

高線量による被曝といいます。脱毛、下痢、出血、紫斑などが急性症状として知られていま

す。分子切断が多量の場合は、死にいたります。 

第二のタイプの危険性は、生命活動がまさって修復活動が進むものの、間違って結合してしま

うことです。二重になっている DNA は、そのうちの一本が切られても、もう片方が残ってい

て、正常につなぎ直すこともできます。しかし、分子切断が密集して起こっている場合は二重

らせんの両方とも切られてしまいます。その場合は切断された切り口が周囲にあることによっ

て、間違ったつなぎ直しをしてしまう可能性が高いのです。遺伝子が組み換えられて、遺伝子

情報が誤って書き換えられてしまいます。これを変性といいます。このことはとくに、放射性

微粒子（さまざまな放射性原子が集まって形づくられた粒）が体内に入ってしまう内部被曝で

増大します。変性された遺伝子を持つ細胞分裂をくり返したり、変性が数十回くり返される

と、がんに至ると考えられます。時間が経過した後で発病しますので、「晩発性の危険」とい

われます。また、遺伝子が組み換えられ、不安定さが子孫に伝わってしまう危険がありま

す。」 
35 落合 p195 
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た。重要な因子の中には、放射性のK-40やC-14のようなものがあるが、

これら自然にある放射能は、ほとんどの生き物が耐え忍ぶことができる。

放射線以外のものによる損傷を修復する機構でおおむねカバーできるよ

うである。 

例えば、K-40は、普通の人の体内で約60Bq／kgの放射線量を出してい

る。通常の方式で計算すると、およそ0.3mSv／年程度である。良く話題

になるのは、次のような議論である。「Cs137が体内で0.2mSv／年ぐらい

の被曝線量を与えるとすると、天然にあるK-40による被曝量より少ない。

だから、この程度のセシウムの被曝は問題ないはずだ。」この議論は正し

いか？ 

カリウム（K）は生体に必要であり、人体には、重量比で約2200ppm含

まれている。あらゆる生理現象に関与しており、体中にまんべんなく分布

している。K-40が出す60Bq／kgの放射線は、ほとんどの細胞に同じ程度

に分布していることになる。 

人体1kgには約1012個の細胞がある。60Bq／kgは、この1012個の細胞に

ほぼ均等に分布していると考えてよい。すなわち、1個の細胞は、平均60

×10−12Bqの被曝をする。これが1年間続くと、各細胞はこの1年間に0.002

個の放射性粒子を受けることになる。1つの放射性粒子が1000個の分子に

イオン化などの影響を与えるとすると、1個の細胞の中の2つの分子がK-

40の影響を1年間受けることになる。 

これは非常に少ない数であり、人体が備える修復機構によって、おそら

く大部分が修復される。C-14も全体に分布しているので同様に考えられ

る。ここで注意しなければならないのは、放射線量に安全なしきい値があ

ることを意味しないということである。影響はあるが看過される程度の

ものであるという意味である。 

ところが、福島第1の事故において大量に放出されたセシウム（Cs）137

やセシウム134は、最も議論されている放射性物質であるが、Csは生体に

必要な物質ではない。Csの挙動は、Kのそれとはずいぶん異なる。Csは、

Kのようにから体全体に均等に分布するわけではなく、特定の組織に滞留

しがちである。では、60Bq／kgのCsが1g程の組織の中にいて、その組織

に影響を及ぼうと仮定してみる。通常のSv値は1kgあたりで定義されてい

るが、この場合は1gの組織にしか影響しないので、有効なSv値は、通常

定義される1000倍になる。この場合は、1g中に109個の細胞があるので、

1細胞当りでは60×10−9Bqである。  

言い換えると、1年間に1gの組織中のすべての細胞が、そして、その各

細胞中の2000分子がCs137からの放射性粒子の攻撃を受けることになる。
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要するに、Csのように1カ所に滞留する場合の、細胞への放射性粒子のあ

たり方が、Kの場合と異なるのである。 

DNAの損傷は、放射線ばかりでなく、化学的・生理的な原因でも起こ

り得るし バックグラウンド放射能の影響も含めて、その多くは修復で

きているようである。ただし、天然レベルの放射線量でも、長期に渡って

被曝しているとその影響が出てくるというデータもかなりあるようであ

る。 

一方、DNA以外の生体分子への放射線による損傷、特に内部被曝の場

合を阻止または修復する機構を普通の生物は備えていない。K-40、C-14

以外の天然に存在する放射性物質（U,Th,Ra,Poなど）による内部被曝は、

人工的に作られた放射性物質によるものと本質的には同じである。生物

はこういう元素を有効に処理する方法を知らない。このようなバックグ

ラウンド放射能の一部はもちろん健康に影響を与えている。 

もう一つの問題は、原爆のように高いレベルの放射線を短時間に浴び

るのと、トータルとしては同じ放射線量だが、低レベルで長期にわたって

被曝するのと、どちらがより健康への影響が大きいかという問題である。

様々なデータから、後者のほうが問題が大きいことがわかってきつつあ

るというのが専門家の意見である36。 

 

 ７ 低線量被曝の危険性について 

 

これらのデータは、低線量によって受けた傷が、次に照射されるまでに

完全には修復されずに残るためにどんどん累積していくことを意味する。 

 

８ 結論 

ガンの発生メカニズムをとおして明白となるのは、K-40、C-14以外の

放射線は自然放射線であれ人工放射線であれ被曝は避けるべきであると

いう結論である。特に、後に言及するように、若年者に対しては極力被曝

は避けなければならない。 

 

第４ 線量・反応関係と「しきい値」 

 １ 「線量に対して正比例する」 

本項では、被曝線量と過剰ガン死率との関係が、少なくとも直線関係

があてはまると考えるべきであることを示すことによって、線量にはし

                                                   
36 低線量被曝の危険性については、本書面第 4 の 8 以下参照。 
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きい値が存在しないことを論証する。 

直線関係とは、たとえどんなに低い線量でも、放射線誘発ガンの発生

数が被曝線量に正比例するということである。正比例とは、1 ラド

（10mGy）当たりの被害が低線量でも高線量でも同じだということで

ある 。 

２ 被曝線量と過剰ガン死率の関係 

  図６の 4 つのグラフは、被曝線量と過剰ガン死率の関係についての 4

つのケースを現したものである。 

それぞれの意味するところは、以下のとおりである。 

図 6A では、被曝線量がゼロのときのみ、過剰ガン死率がゼロとなり、

被曝線量の増加と均等に過剰ガン死率も増加している。 

図 6B は、しきい値なるものが存在し、その値以下では過剰ガン死は存

在せず（害はない）、それ以上で正比例するという場合である。 

図 6C は、低線量になればなるほど 1 ラド当たりの影響も小さくなる

というものである。低線量になればなるほど 1 ラド当たりの害もますま

す小さくなるので、非常に低い線量の害などとるに足りないという考え

に結びつきやすい。 

図 6D は、低線量になればなるほど 1 ラド当たりの影響は大きくなる

ということを表す。 

  本項の目的は、放射線誘発ガンにおいては少なくとも直線関係すなわ

ち図 6A（または図 6D）であることを示すところにある。 
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         上記図はゴフマンp319から 

 

   

３ 順次はぎ取り法 

  過剰ガン死数／被曝線量の値は、直線または凸曲線のときと、しきい値

があるとした場合や低線量で影響が減少するとした場合とでは、様相を異

にする。 

しきい値があるとすれば、1ラド当りのガン危険度はしきい値でゼロにな

らなければならない。線量が低くなるにつれて1ラド当たりのガン危険度が

大きくなることがわかれば、しきい値などないといえる。 

低線量になるにつれて影響が減少するという関係であるならば、線量が

低くなるにつれて、1ラド当たりのガン危険度は減少していなければならな

い。線量が低くなっても、1ラド当たりのガン危険度が同じ、又は増加して

いることが分かれば、低線量でも危険が増加する関係にあといえる。 

線量・反応関係を知る有力な方法として、順次はぎ取り法がある。はじ

めにすべての線量群、すなわち全体のデータを用いて、1ラド当たりのガン

危険度を計算し、次に一番高い線量群のデータを除外して計算し、順次上

からはぎ取りを繰り返す。最後に最も線量の低い群のデータだけになるま

で計算を続ける。それらの計算の後、各々の1ラド当たりのガン危険度を比

べるのである。 
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つまり、各々の危険度は、グラフ上の線の傾きを表すから、各々のガン

危険度を比較することによって、そのデータの示すグラフが図6の内のいず

れを指すかを知ることができるのである。 

データとしては、「ビービ、加藤、ランドの論文」（ビービ論文）を用いて

ゴフマンが解析した最大1ラド当りガン過剰率を算出する37。 

同論文は、1950年10月1日の国勢調査時に登録された広島・長崎の被爆

生存者82,000人に関し、ガンやその他の病気による死亡率について、非常

に詳細に論じている。この82,000人の生存者集団の調査は、寿命調査（LSS: 

Life Span Study）として知られている。この集団が被爆生存者のすべてで

はないものの、被曝線量評価は慎重に行われ、 

かつその追跡調査でも、他の生存者と比べて特別な注意が払われている。

さらに爆発当時、両市にいなかった27,000人についても、同じように注意

深い追跡調査が行われ、これを加えて合計109,000人が拡大寿命調査

（Extended LSS）の対象者となっている。この調査に基づく論文のデータ

からゴフマンが算出した数字が表3538のデータである。 

 

３ 解析結果 

解析方法については、注39に詳細を説明した。その解析方法によって算

                                                   
37 ゴフマン p328 
38 ゴフマン p328 
39 （１）解析に用いる記号を説明する。 

S＝追跡期間内のガンの自然発生数 

K＝追跡期間内の被曝線量 1 ラド当たりのガン増加割合（ガン死の 1 ラ ド当たりの過剰

率） 

ガンの観測値＝S（１＋KD） 

O＝観測値（Observed） 

E＝期待値（Expected） 

  以上を前提として、既存のデータの線量範囲すべてにわたってＫの値を求める。対照群は

2.2 ラド群である。 
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出された線量範囲別の「ガン死の1ラド当り過剰率」を示したのが、以下の表

である。40 
計算に含めた線量範囲 平均線量 K値 ガン死の1ラド当り過剰率 

13.0～312.2ラド 50.4ラド 0.00343 0.343％／ラド 

13.0～204.8ラド 40.8ラド 0.00392 0.392％／ラド 

13.0～145.9ラド 36.1ラド 0.00459 0.459％／ラド 

13.0～84.9ラド 28.8ラド 0.00552 0.552％／ラド 

                                                   

  
表 35 はゴフマン p328 から引用 

 

・被曝線量 13.0～312.2 ラド群でのＫ   

表 35 からまず、13.0 ラド～312.2（表 35 の平均吸収線量欄の数字から）までのガン死数

の和を求める。 

704＋202＋159＋80＋28＋58＝1,231 件 

次に、追跡期間内の人・年を合計する。 

307,200＋85,500＋66,300＋30,500＋13,900＋18,400＝521,800 人・年となる。 

従って、100,000 人・年当たりのガン死数は、 

（1,231／521,800）×100,000＝235.9 件。 これが、観測値となる。 

平均線量は、それぞれの線量群の人・年数にラドで表した平均線量を掛けて合計し、人・

年の合計で割って求める。すると、平均被曝線量は 50.4 ラドとなる。対照群の平均被曝

線量は 2.2 ラド。対照群における 100,000 人・年当りのガン死数は、202.7 件である（表

35 参照） 

     
O

E
=

235.9

202.7
=

1+50.4K

1+2.2K 
=1.164 

1.164（1+2.2K）＝1+50.4K 

1.164+2.56K＝1+50.4K 

           47.84K＝0.164 

            K＝0.00343    （0.0034280 を四捨五入して 0.00343．) 

    ゆえに、この群での K 値は 0.00343 である。この数字は、ガンの死率が自然発生より 1

ラド当り、0.343％大きかったことを表している。 

同様な計算により、各被曝線量群のＫを求める。 
40 ゴフマン p331 
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13.0～42.3ラド 19.4ラド 0.00817 0.817％／ラド 

13.0ラド 13.0ラド 0.01257 1.25％／ラド 

上記表は、ゴフマンp331から引用 

 

４ 解析結果からの結論 

  上記表に示された結果から、被曝線量に対するガン死の危険度は凸曲線

以外にないと言える41。すなわち、被曝線量が低くなるにつれて1ラド当り

のガン危険度は増加する。さらに、ガン死危険度の信頼性は、症例が多い

低線量ほど高い。こうした証拠を見れば、しきい値があるとか低線量にな

るにつれ効果が減少するとかいう余地はない。観察結果は、それとはまっ

たく逆のことを示しているからである。42 

   このように、吸収線量2.2ラド（22ミリグレイ）～312.2ラド（3,122ミ

リグレイ）の範囲では、凸曲線が最もよく実際のデータを説明できる。問

題は、比較的低線量すなわち、10ラド（100ミリグレイ）以下のガンの危険

度である。 

本項における解析によると、実際には、凸曲線なのであるから、直線関

係では過小評価であると言えるが、低線量の被曝の場合、少なくとも直線

関係を仮定しておけば、1ラド当りのガン危険度を過大評価することにはな

らないといえる43。 

                                                   
41 図７は X 軸が被曝線量、Y 軸が過剰ガン死数となっており、X の値が決まれば Y の値が一

つ決まるから、Y は X の関数である。X の値が各平均線量をとる場合の過剰ガン死数の値（Y

の値）を線で結んだものは、図７の曲線のような形をとる。そして、K 値は、1 ラド当りガン

死の過剰率であるから、各平均線量の場合の Y 値を通る曲線の接線の傾きを表すことにな

る。K 値の値が大きいほど傾きは急になり、小さいほどなだらかになる。 

上記の図を見ると、平均線量 50.4 ラドから 13.0 ラドに減少するにしたがって、K 値は大きく

なるから、中心（ゼロ）に近づくにしたがって接線は急になることを意味する。 

その場合、曲線は上に凸の形をとる。 
42 ゴフマン p331 
43 ゴフマン p331 

「この図は、ガン過剰率データが、150 ラドしか得られない場合を示す。もし、実際には上に

凸の曲線（実線）であることを知らずに、0 ラドから 150 ラドまで直線を描けば、150 ラド以

下のすべてで、1 ラド当り過剰率を過小評価することになる。過小評価の度合は、図に示すよ

うに、曲線と直線との間の距離である。」 
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     図７ 上記の図はゴフマンp331から引用。 

 

５ 凸曲線・染色体欠失・発ガンメカニズム44 

  ある染色体のある部分の欠失が、ガンを引き起こす最初の出来事だとす

ると、非常に低い低線量においては、線量と放射線誘発ガンは直線関係と

なる。しかし、一度に浴びる線量が増えるにつれて、染色体切断の一部は、

欠失のままではなく、転座の形をとって消滅するようになる。したがって、

高線量になるにつれて、２飛跡事象が目立ってくる。それゆえ発ガンの引

き金となる欠失の数は、１ラド当たりでいえばだんだん減ってくる。直線

は「曲がって」上に凸の曲線となる。従って、端部欠失と線量の関係は上

に凸の曲線となる。つまり、もし染色体レベルでの発ガンが単純な端部欠

失によるものであるなら、短時間に被曝した場合には、発ガンと線量の関

係もまた、上に凸の曲線を示す考えられると。 

 

６ ゴフマンは、その著書の日本語版への序（1990年4月）において、次のよ

うに述べている。 

「もう一つの問題は、BEIR-Ⅴにひどい見落としがあることである。１９

８６年に私がチェルノブイリの影響について発表したとき、人間の被曝に

関してガン死の安全線量など全くないという証拠をつけておいた。これは

                                                   
44 ゴフマン p344 
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疫学データと「飛跡」分析を組み合わせて行ったもので、細胞核に対する

最低限の障害、つまりたった１個あるいは数個程度の飛跡でも、人間にガ

ンを引き起こすというものであった。実際、細胞核１個当り何100という飛

跡に対してもDNA修復機能が良く対応するはずなのに、数個の飛跡でもガ

ンを引き起こしてしまうという研究結果は、安全線量なるものに対する強

力な反証である。これらの研究結果は、修復過程に誤りが生じるというこ

と、そして修復機能を根拠に安全線量があるなどとは言えないことを物語

っている。この私の論文が出てから3年にもなるのに、BEIR-Ⅴ報告では「安

全な線量」に関するこの種の解析を全く無視し、安全線量があるかも知れ

ないという可能性に道を開いているのである。1990年になってもこの証拠

を無視し続けているやり方は受け入れがたい。」と。 

  ところが、2006年のBEIR-Ⅶ報告45では、同報告の結論として、「本委員

会は、人間における電離放射線被曝とがんの発生との間に線形しきい値な

し線量 －応答関係があるという仮説に現在の科学的証拠が合致している

という結論に達した。」46とし、安全線量がないというゴフマンの主張を受

け入れる結論を出したのである。このことからも、ゴフマンの研究が正し

いことが裏付けられている。 

 

７ LSS-14について 

                                                   
45 原子力百科事典（http://www.rist.or.jp/atomica/）では、BEIR 委員会について、次のよう

に説明する。 

「米国における放射線の健康等に与える影響の検討は、1946 年の米国科学アカデミー

（NAS）‐研究審議会（NRC）の原爆被害調査委員会（ABCC）に始まる。1954 年には

NAS に「原爆放射線の生物学的影響委員会（BEAR）」が設置され、遺伝学的影響、病理学的

影響、気象学的影響、農業・食料への影響、放射性廃棄物の拡散と処分、及び海洋学的影響と

漁業への影響を調査検討し報告された。この報告は、1959～1970 年の連邦放射線審議会

（FRC）が発表する指針や米国の政策に大きな影響を与えた。1970 年に発足した環境保護庁

（EPA）は、放射線のリスク評価・連邦方針に関するより進んだ調査・検討を米国科学アカデ

ミー（NAS）に依頼し、NAS は研究審議会（NRC）に「電離放射線の生物影響に関する委員

会（BEIR）を設置して対応した。その結果は、BEIR-I～VII の報告書で発表されている。こ

れらの報告は米国内で最も権威と一貫性があるとみなされ、放射線影響の評価と防護に関する

最も信頼性の高い情報源とみられている。EPA はそれを基に、連邦指針レポートを発表し、

大統領の放射線防護に関する施政方針の策定に貢献した。」

http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=13-01-03-19 
46 BEIR-Ⅶp323 または“EXECUTIVE SUMMARY”p15 では、CONCLUSION として、

「The committee concludes that the current scientific evidence is consistent with the 

hypothesis that there is a linear, no-threshold dose-response relationship between 

exposure to ionizing radiation and the development of cancer in humans.」と結論付ける。 

http://www.rist.or.jp/atomica/
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=13-01-03-19
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（１）公益財団法人放射線影響研究所（放影研）47の報告書について検討す 

る。 

放影研は、広島・長崎の被爆者を対象とした研究結果を報告している

が、その中の、「原爆被爆者の死亡率に関する研究 第 14 報 1950–

2003 年：がんおよびがん以外の疾患の概要」48（LSS-14）49の要約部

分の重要項目を以下に示す。 

① LSSコホート構成者でDS02での線量推定が行われている 

                                                   
47 放影研のサイト（http://www.rerf.jp/intro/establish/index.html）は、放影研の沿革につい

て次のように述べる。 

「公益財団法人放射線影響研究所（放影研）は、日本国民法に基づき、日本の外務省および厚

生省が所管し、また日米両国政府が共同で管理運営する公益法人として 1975 年 4 月 1 日に発

足しました。前身は 1947 年に米国原子力委員会の資金によって米国学士院（NAS）が設立し

た原爆傷害調査委員会（ABCC）であり、翌年には厚生省国立予防衛生研究所（予研）が参加

して、共同で大規模な被爆者の健康調査に着手しました。1955 年に フランシス委員会 によ

る全面的な再検討で、研究計画が大幅に見直され、今日まで続けられている集団調査の基礎が

築かれました。 1975 年の放影研への再編成時に、日米共同による調査研究を続行する必要

性があると考えられました。これを受け、放影研の運営管理は日米の理事で構成される理事会

が行い、調査研究活動は両国の専門評議員で構成される専門評議員会の勧告を毎年得て進め、

経費は日米両国政府が分担し、資金は日本は厚生労働省を通じて、米国はエネルギー省を通じ

て交付されることになりました。 2011 年には財団法人から公益財団法人への移行に向け

て、日米の 評議員 から成る 評議員会 （放影研の運営の意思決定機関）を新設。また、専門

評議員会は 科学諮問委員会 と名称が変わりました。  内閣総理大臣の認定を受けて、2012

年 4 月 1 日に公益財団法人に移行しました。」 
48 正式名：「Studies of the Mortality of Atomic Bomb Survivors, Report 14, 1950–2003: 

An Overview of Cancer and Noncancer Diseases」 
49 「LSS」は、寿命調査（Life Span Study）の略である。 

放影研のサイト（http://www.rerf.jp/glossary/lss.htm）は、寿命調査（LSS）について次のよ

うに述べる。 

「寿命調査（LSS）は、疫学（集団および症例対照）調査に基づいて生涯にわたる健康影響を

調査する研究プログラムで、原爆放射線が死因やがん発生に与える長期的影響の調査を主な目

的としています。1950 年の国勢調査で広島・長崎に住んでいたことが確認された人の中から

選ばれた約 94,000 人の被爆者と、約 27,000 人の非被爆者から成る約 12 万人の対象者を、そ

の時点から追跡調査しています。 LSS 対象者にはまず被爆状況について面接調査を行い、

その後、質問票による郵便調査で連絡を取っています。その調査により、生活習慣など、疾病

発生と死亡に関連する放射線被曝以外の因子に関するデータが得られています。この集団に基

づいて、放射線やその他の因子に関連するがん発生率や死因の調査を行うことができます。  

LSS 集団から得られたデータの定期的解析が、死亡率（がんやその他の原因による死亡）や

がん罹患率（発生率）に関する一連の報告書の基盤となっています。この集団はまた、症例対

照調査を通じてしばしば行われる、部位別がんのより詳細な調査の基盤にもなっています。こ

のような調査では、放射線に関連するがんの発生メカニズムやその他の因子の影響の程度につ

いて更に解明を進めるため、被爆者のがんの病理組織の分子的解析を行っています。」 

http://www.rerf.jp/intro/establish/index.html
http://www.rerf.jp/glossary/lss.htm


28 

 

86,611人のうち58％が、1950–2003 年の期間に死亡した。追跡期

間を前報から 6 年間延長したことにより、放射線被曝後の長期間

の死亡状況に関する実質的に多くの情報が得られ（がん死亡の 

17％増加）、特に被爆時年齢 10 歳未満の群で増加した（58％増加）。 

② 全死亡のリスクは、放射線量と関連して有意に増加した。重要な

点は、固形がんに関する付加的な放射線リスク（すなわち、104人

年／Gy当たりの過剰がん症例数）は、線形の線量反応関係を示し、

生涯を通して増加を続けていることである。 

③ 全固形がんについて、線形モデルに基づく男女平均の1 Gy当た 

りの過剰相対危険度は、30歳で被爆した人が70歳になった時点で 

0.42（95％信頼区間［CI］：0.32, 0.53）であった。そのリスクは、

被爆時年齢が 10 歳若くなると約29％増加した（95％CI：17％, 

41％）。 

④ 全固形がんについて過剰相対危険度が有意となる最小推定線量

範囲は 0–0.2 Gy であり、定型的な線量閾値解析（線量反応に関す

る近似直線モデル）では閾値は示されず、ゼロ線量が最良の閾値推

定値であった。主要部位のがん死亡リスクは、胃、肺、肝臓、結腸、

乳房、胆嚢、食道、膀胱、および卵巣で有意に増加した一方、直腸、

膵臓、子宮、前立腺、および腎実質では有意な増加は認められなか

った。 

⑤ 非腫瘍性疾患では、循環器、呼吸器、および消化器系疾患でリス  

クの増加が示されたが、因果関係については今後の研究が必要であ

る。 

（２） 過剰がん症例数は、線形の線量反応関係を示していること（②）、閾

値は示されず、ゼロ線量が最良の閾値推定値であったことは、放影研

がしきい値が無いことを公式に認めたことになる。また、過剰相対危

険度が被爆時年齢が10歳若くなると約29％増加していること（③）、

追跡期間を延長したことにより、がん死亡者、特に被爆時年齢 10 歳

未満の群で増加した（58％増加）こと（①）は、若年になればなるほ

どリスクが高いというゴフマンの論証を裏付けるものでもある。 

更に重要な事は、非腫瘍性疾患（ガン以外の疾患）である循環器、呼

吸器、および消化器系疾患でのリスクの増加が明らかになったことであ

る（⑤）。報告書では、「因果関係については今後の研究が必要である」

として、慎重な表現をしているが、固形ガン以外でも放射線被曝の影響

が統計上否定できないことは重要な指摘である。 
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８ ペトカウ効果について 

“The Petkau Effect”p130以下では、低線量被曝の危険瀬について以

下のように説明する。 

「少量で慢性的な放射線照射は、高線量の短時間照射よりもその影響が

より大きい」「細胞核の中では遺伝子情報を運ぶＤＮＡが、放射線の衝

突により直接損傷を受けることが長い間知られてきた。細胞膜の場合は、

ペトカウが発見したように、まったく違った間接的に損傷を与える仕組

みが作用する」とし、ペトカウは、「なぜ、低線量の方が高線量よりリ

スクが大きいのか」について、次のように論じる。 

「酸素が溶け込んだ細胞液の中で、放射線は酸素分子に衝突して毒性の

強い、不安定な酸素を作る作用をする。活性酸素・フリーラジカルと呼

ばれるこの酸素は細胞膜に引き寄せられ、細胞膜を次々に酸化する連鎖

反応を起こし、細胞膜を弱らせ破壊さえする。このように、細胞膜は細

胞核の場合と違って、受ける被害は放射線の直接の結果ではなく、放射

線の作り出す活性酸素・フリーラジカルにおって間接的に起こされる。」

と説明する（同p130）。 

また、「細胞膜の場合、高濃度の電離放射線による損傷は、単位当た

りの吸収線量毎により小さくなる。つまり、短時間の医療用Ｘ線などの

方が、長時間慢性的な被曝を起こす低線量放射線や死の灰、原発からの

放出物よりも損傷が少ないのである。」（同p131） 

 
上記図は、“The Petkau Effect”p138からの引用であるが、これにつ
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いて次のように述べる。 

「放射線障害は小さな細胞核にだけ障害をあたえるのではなく、細胞

の大きな表面にも作用する。この細胞膜に対する間接的な損傷は、低線量

時により強く現われる。それは上方に凸の線量効果曲線aで見るように、

相関直線bよりも低線量時に急激に上昇する。」 

「ペトカウ効果では、放射線は病気に抵抗する細胞に障害を与えるよう

である。これにより感染の危険が増加し、ウィルス、細菌、ガン細胞は再

生しやすくなる。発達途中の子宮内の胎児の免疫組織はまだ十分に発達

していないので、特に冒されやすい。このように、低線量野放射線は、最

終的には以前に予想もされなかった損傷を起こしてしまう。これにはイ

ンフルエンザ、肺炎、肺炎などの感染症、そぼ外加齢による病気、すなわ

ち、肺気腫、心臓病、甲状腺疾患、糖尿病などが含まれる。発達中の胎児

の脳への障害は特に深刻で、明らかに精神障害に結びつく。」 

 

９ 低線量被曝の累積線量について 

ゴフマンp61「累積線量」では、以下のように指摘する。 

「線量率がいかなるものであれ、それまで受けた放射線の総量が多くな

ればなるほど、健康影響も大きくなる。しかし、累積的に影響するといっ

ても何歳のときに被曝をしたかは重要であり注意すべきである。・・・被

爆時の年齢は発ガンを決定する重要因子である。若年層は老年層に比べ、

放射線に対する感受性がはるかに高い。・・・従って、年齢による感受性

の違いを考えると、発ガン性を評価するに際して、たとえば25歳のとき

の被曝線量（ラド）を1歳の時のときの被曝線量（ラド）に加えることは

不適当である。正しくは、1歳のときの被曝による発ガンの危険性、およ

び25歳の時の被曝による発ガンの危険性を各々決定し、しかる後、ラド

でなく各々の危険性を加えることである。一方、被曝時年齢が互いに近け

れば、受けたラドを直接加えても構わない。」 

「しかし被曝の期間が数年間に及ぶと、とくに幼児期の被曝線量を積算

することは適当ではなく、危険性のほうを計算して加えなくてはならな

い。5歳のときの被曝による発ガン影響は、0歳時のものとは全く異なる。

生後3ケ月に受ける1ラドは、5歳の時の1ラドに比べはるかに大きな発ガ

ン影響をもつ。それゆえ、0歳と5歳の時の被曝による発ガン影響を別々

に計算し、それらを各々加えることが必要である。年齢が高くなるにつれ

て年齢効果は重要でなくなる。」 

 

10 低線量被曝の危険性 
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上述したように、2006年のBEIR-Ⅶ報告 では、「線形しきい値なし線

量－応答関係があるという仮説に現在の科学的証拠が合致している」と

か、LSS-14においては「線形の線量反応関係を示し」ている（上記の②）

という指摘しかしていないが、ゴフマン、及びペトカウの分析から来る結

論からは低線量領域の被曝線量とガン発生率との関係は上に凸の曲線を

示しているのであり、ある意味では、低線量被曝の方が人間特に若年者の

健康へのダメージが大きいという実態が明確となるのである。 

 

第５ 放射線によるガンの疫学的考察50 

１ 本項の目的は若年者の１ラド当たりの過剰率が相対的に高いことを 

示すことにある。 

  本項では、外部被曝に伴う放射線の発ガン性（乳がんを除く）を検討

するが、指標として、最大１ラド（0.01Gy＝10ミリGy。β線、ɤ線では

0.01Sv＝10ミリSv）51当りの過剰率の推定値を求める。このデータは、

個人および公衆に対する放射線の危険性を評価するための重要な指標と

なる。１ラド当たりの過剰率の計算式は次のとおりである。 

     １ラド当り過剰率＝
(

O−E

E
)×100％

被曝線量［ラド］
 

または 

１ラド当り過剰率＝
(

O

E
－1)×100％

被曝線量［ラド］
 

 

上記の式から「最大1ラド当り過剰率」52は、最大1ラド当り過剰率とは、

                                                   
50 ゴフマン p155 
51 落合 p24 以下 

「一方、放射線があたった物質や人体へのインパクト（放射線量）は、グレイで表される。こ

れは、物体 1kg あたりにどのぐらいのエネルギーが放射線によってもたらされたかを表現す

る。1Gy は、1J／kg（J＝ジュールで、約 4 分の１カロリー）と定義される。すなわち、放射

線が 1J のエネルギーを 1kg の物体に与えたという意味（被曝放射線量）である。 

物体が生体である場合、放射線の種類によって影響の受け方が異なるため、等価線量という

概念が用いられる。それがシーベルトである。α線の場合、生体に 1J のエネルギーを及ぼし

たとして、他の放射線よりも数段強い影響を与えるので、1J／kg は、20Sv となる。一方、

β、γ線では、1J／kg のエネルギーを生体に及ぼしたときには、それぞれ 1Sv とみなされ

る。すなわち、Sv＝Q×Gy で、Q 値は、β、γでは 1 だが、αでは 20 と定義されている

（ICRP：国際放射線防護委員会）。 
52 ゴフマン p128 に、観測値（Observed）と期待値（Expected）についての説明がある。 
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1ラド当り過剰率の最も大きな値であり、被曝後約40年で現れると仮定し

ている53。 

（(O-E)/E）×100％はガン過剰率を意味するが、それを被曝線量で除す

ることによって、被曝線量1単位当たり（1ラド当たり）の過剰率が算出さ

れる。その過剰率が年齢別に算出されることによって、年齢別に1ラド当

たりの過剰率の比較が可能となるのである。 

本項目の目的は、若年者であればあるほど１ラド当たりの過剰率が、相

対的に高いということを示すことにある。 

２ 被曝者は広島・長崎の被爆者 

ゴフマンは、データとして、ビービ、加藤、ランドの論文を用いて解析

している。同論文は、1950年10月1日の国勢調査時に登録された広島・長

崎の被爆生存者82,000人に関し、ガンやその他の病気による死亡率につ

いて、非常に詳細に論じている。この82,000人の生存者集団の調査は、寿

命調査（LSS: Life Span Study）として知られている。この集団が被爆生

存者のすべてではないものの、被曝線量評価は慎重に行われ、かつその追

跡調査でも、他の生存者と比べて特別な注意が払われている。さらに爆発

当時、両市にいなかった27,000人についても、同じように注意深い追跡調

査が行われ、これを加えて合計109,000人が拡大寿命調査（Extended LSS）

の対象者となっている。 

３ 線量評価 

  被爆生存者の被曝線量は、オークリッジ国立研究所のオークシャーらに

                                                   

「O は観測値（Observed）、E は期待値（Expected）の略である。」 

「過剰率を先の記号を用いて定義すると以下のようになる。 

     O－E＝被曝量に観察された「ガン過剰数」 

   （(O-E)/E）×100％＝被曝群に観測された「ガン過剰率」 

あるいは、分子の各項を分母で割って 

（O/E－１）×100％＝被曝群に観測された「ガン過剰率」   」 
53 ゴフマン p139 

「被曝後 40 年以後、もし O／E 値が減少しなければ、減少するという過程は放射線によるガ

ン誘発の危険性を過小評価することにある。」とする。 

しかし、今中哲二氏は前書き（ゴフマン pⅲ）で、「LSS 調査の最新報告（1950－1997）に

照らして、ゴフマンモデルとの違いをあげるなら、若年時被爆者の相対ガン死リスク（被曝の

ない人に比べてガン死が何倍か）の大きさが到達年齢（ガン死が起きたときの年齢）とともに

減少していること、被爆から 40 年を越えても過剰ガン死の減少が認められないこと（被爆か

ら 40 年後が過剰ガンのピークになるというのがゴフマンモデル）の 2 点である。前者がゴフ

マンモデルがいくらか大きめに、後者はいくらか小さめにガン死リスクを見積もっていること

につながっているだろう。といって、ゴフマンの仕事の価値をいささかも損ねるものではな

い。」と評している。 
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よって推定され、「T65空気中線量」と呼ばれている。T65空気中線量は、

被爆者各人について爆心地からの距離及び遮蔽物を評価し、それに基づい

て線量を求めたものである。T65空気中線量は、ラド単位のカーマ値とい

うもので与えられている。それは各臓器が直接受けた線量ではない。カー

マ値とは、生存者のいた場所に非常に微小な生体組織があるとしたとき、

その微小組織が受けた線量をラドで表した値のことである。実際に臓器が

被曝した線量を求めるには、その臓器の周囲にある組織によって減衰する

効果を補正しなければならない。現在ではその補正するための補正係数を

分かっている。それを使ってビービらの用いているT65空気中線量を補正

し、体内深部にある臓器の被曝線量をラド単位で求める54。 

４ 平均被曝線量 

  各年齢群ごとに、1ラドから400ラド以上までのすべての線量区分をまと

め、全体の平均被曝線量を求める。 

まずビービの論文では、被曝の線量を、以下のように区分する。 

   ◇１ラド以下・・・・・被曝線量ゼロの群 

   ◇１ラドから９ラドまで 

   ◇10ラドから49ラドまで 

   ◇50ラドから99ラドまで 

   ◇100ラドから199ラドまで 

   ◇200ラドから299ラドまで 

   ◇300ラドから399ラドまで 

   ◇400ラド以上 

   そして、同論文では、ガンマ線と中性子線の線量区分表を作成してい

るので、各年齢群ごとに55、1ラドから400ラド以上までのすべての線量

                                                   
54 ゴフマン p158 

「ガン全体に対する係数は、骨髄に対するものと乳房に対するものとの中間にあると考え、 

◇ガンマ線で、0.62 倍 

◇中性子線で、0.47 倍 

と近似する（ただし、甲状腺ガンとか乳がんのような特定のガンを解析する場合には、補正

係数にそれぞれの組織別のものを用いる）。」 
55 ゴフマン p159 

  「ビービらの論文の表Ⅱに、0~9 歳の年齢群に関しての次のデータがある。 
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区分をまとめ、各線量群ごとの平均ガンマ線線量、平均中性子線量に補

正係数を乗じて補正後の平均ガンマ線被曝線量を出す56。 

各被曝群の補正後の平均被曝線量、人・年、そして両者を掛けて人・年・

ラドを算出する57。 

そして、人・年・ラドの合計を人・年の合計で割ると、全体の平均被曝

線量が算出される58。 

   広島・長崎の0~9歳群の人・年・ラドの値は次の表によって、与えられ

ているから、その数値から同群の平均被曝線量を計算する。 

 

                                                   

 ここで先ほど定めた補正係数、すなわちガンマ線に対して 0.62、中性子に概して 0.47 を用

い、表中の平均被曝線量をラド単位の組織の被曝線量に変換する。それらの組み合わせた全被

曝線量の値が表７である。」 
56 ゴフマン p160 

 
57 ゴフマン p160 

 
 
58 ゴフマン p159 

「被曝群全体についての重み付き平均被曝線量の求め方は簡単である。たとえば、二つの群に

ついて追跡調査したとする。一つは 10 ラドずつ被曝した 1,000 人・年のデータ、もう一つは

20 ラドずつ被曝した 2,000 人・年のデータがあるとする。その重み付き平均被曝線量を求め

てみよう。それには、二つの被曝線量群を人・年で重みを付ければよい。すなわち、被曝線量

にそれぞれ人・年を掛けて合計し、それを人・年の合計で割り算するのである。この例では、

以下のようになる。 

（重み付き）平均被曝線量＝
(1,000×10＋2,000×20)人・年・ラド

（1,000＋2,000）人・年
 

         ＝50,000

3,000
ラド 

            ＝16，67 ラド 
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         上の図はゴフマンp161から引用 

   上記の図から、0~9歳群の平均被曝線量は以下の計算式となる。 

   

平均被曝線量＝
4,680,600人・年・ラド

203,700人・年
 

      ＝23.0ラド 

   この23.0ラドが、原爆投下時0～9歳群に対する平均被曝線量である。 

    ビービ論文を用いて、他の原爆投下時年齢群についても同様に重み

付き平均被曝線量を求めたのが、下記の表9である。 

   
５ 変換係数59 

  本項において用いるデータは、広島・長崎の被爆者生存者データで1950

年から1974年まで追跡調査されたものである（原爆投下が1945年だから、

5年目から29年目までということになる。）。そして、最大1ラド当り過剰率

は被曝後40年目60における過剰率であるから、40年に満たない追跡調査期

                                                   
59 ゴフマン p161 
60 ゴフマン p111 

「放射線誘発ガンの中には、臨床的にはっきりするまでに 5 年以下のものもあれば、40～50

年かかるものもある。被曝後 40～50 年たって現れるガンと放射線との関係をいったいどのよ

うにして知るのかと思われるだろう。それは、ガンの自然発生率が非常に低い臓器への局所的
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間のデータをも用いるために、ゴフマンp142の表5をもとに年齢に関し内

挿して、変換係数を求める必要がある。各年齢群の最大1ラド当り過剰率へ

の返還係数は、以下のとおりである。 

年齢群 最大1ラド当り過剰率への変換係数 

0～ 9歳 ２．９１ 

10～19歳 ２．４７ 

20～34歳 ２．３３ 

35～49歳 ２．４９ 

50歳以上 ２．８４ 

上記の数値は、ゴフマンp162からの引用である。 

以上を前提として、各年齢群における最大 1 ラド当りの過剰率を求め

る。 

６ 最大 1 ラド当り過剰率の計算 

  ビービ論文の表Ⅵには、白血病を除く全ガンの生データが載ってい

る。その論文でも白血病と他のガンとは別個に扱われ次の結果が得られ

ている。 

（1）原爆投下時年齢 0～9 歳群の白血病を除く全ガン 
群 ガン死数 人・年 100 万人・年当りガン死数 

非被曝 8 158,400 50.5 

1 ラド以上被曝 18 203,700 88.3 

O／E 値は 88.3／50.5＝1.75 となるので、したがって平均被曝線量

23.0 ラド（上記表 9）に対して 75％の過剰なガンが発生している。 

以上から、1 ラド当り過剰率＝
75％

23.0 ラド
＝3.26％／ラド 

この結果は限られた追跡期間から得られたものであるから、最大 1

ラド当り過剰率を求めるためには、変換係数 2.91 を掛ける。 

最大 1 ラド当り過剰率＝2.91×3.26＝9.5％／ラド 

（2）原爆投下時年齢 10～19 歳群の全ガン 
   群 ガン死数 人・年 100 万人・年当りガン死数 

非被曝 42 165,000 254.5 

1 ラド以上被曝 86 233,500 368.3 

O／E 値は 368.3／254.5＝1.447 である。したがって平均被曝線量

31.4 ラド（上記表 9）に対して 44.7％の過剰なガンが発生している。 

                                                   

な研究から知ることができる。被曝 50 年後に多数のガンが現われ、その数が自然発生と思わ

れる数をはるかに上回れば、たとえ何十年たっていようと放射線によるガンであるとみなすこ

とができる。現時点でわかっていることを総合すれば、被曝後 60 年ないし 80 年たっても放

射線誘発ガンは発生すると言えよう。」 
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以上から、1 ラド当り過剰率＝
44.7％

31.4 ラド
＝1.42％／ラド 

変換係数 2.47 を掛けて、 

最大 1 ラド当り過剰率＝2.47×1.42＝3.5％／ラド 

（3）原爆投下時年齢 20～34 歳群の全ガン 
   群 ガン死数 人・年 100 万人・年当りガン死数 

非被曝 169 156,800 1,077.8 

1 ラド以上被曝 266 206,300 1,289.3 

O／E 値は 1,289.3／1,077.8＝1.196 である。平均被曝線量 31.0 ラド

（上記表 9）に対して 19.6％の過剰なガンが発生している。 

以上から、1 ラド当り過剰率＝
19.6％

31.0 ラド
＝0.63％／ラド 

変換係数 2.33 を掛ける。 

最大 1 ラド当り過剰率＝2.33×0.63＝1.47％／ラド 

（4）原爆投下時年齢 35～49 歳群の全ガン 
   群 ガン死数 人・年 100 万人・年当りガン死数 

非被曝 675 170,800 3,951.9 

1 ラド以上被曝 931 215,500 4,320.1 

O／E 値は 4,320.1／3,951.9＝1.093 である。平均被曝線量 28.1 ラド

（上記表 9）に対して 9.3％の過剰なガンが発生している。 

以上から、1 ラド当り過剰率＝
9.3％

28.1 ラド
＝0.33％／ラド 

変換係数 2.49 を掛ける。 

最大 1 ラド当り過剰率＝2.49×0.33＝0.82％／ラド 

（5）原爆投下時年齢 50 歳以上の群の全ガン 
   群 ガン死数 人・年 100 万人・年当りガン死数 

非被曝 692 80,200 8,628.4 

1 ラド以上被曝 811 97,500 8,317.9 

O／E 値は 8,317.9／8,628.4＝0.964 である。平均被曝線量 23.6 ラド

（上記表 9）に対して過剰なガン発生は認められない。 

最大 1 ラド当り過剰率＝0％／ラド 

（6）結論（年齢による感受性の違い） 

  以上の各年齢群の最大 1 ラド当り過剰率を以下の表で示す。 
     

 原爆投下時年齢 平均被曝線量 最大 1 ラド当り過剰率 

0～9 歳 23.0 ラド 9.5％／ラド 

10～19 歳 31.4 ラド 3.5％／ラド 

20～34 歳 31.0 ラド 1.47％／ラド 

35～49 歳 28.1 ラド 0.82％／ラド 
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50 歳以上 23.6 ラド 増加認められず。 

       白血病を除く全ガンの最大 1 ラド当り過剰率の年齢別一覧 

  上記表は、ゴフマン p164 の表 10 からの引用である。 

  上記の最大 1 ラド当り過剰率の値は、被曝時年齢が低いほど大きく、

年齢が上がるにつれて減少することを、これ以上にはっきりと確認する

ものはない。61 

 

第６ 放射線の害を被るのは誰か62 

  1  ゴフマン p247 の表 20 をみると、子供や青少年の自然発生ガン死率

は、大人に比べ、きわめて小さいことがわかる。したがって、放射線

誘発ガンの被害は大人より子供の方が小さいと考えたくなるが、これ

は間違いであることを、本項で証明する。 

２  ゴフマン p250 の表 21 には、いろいろは被曝時年齢の男性に対する

ガン線量63が示されている。まずこれを用いて、0 歳の幼児と 35 歳の

被曝を比べて見る。 
被曝時年齢 ガン線量 

0 歳 63.7 人・ラド／ガン 

35 歳 327.6 人・ラド／ガン 

幼児 100,000 人と 35 歳の男性 100,000 人が、各々1 ラドずつの全身

被曝を受けたとする。各々の群は 100,000 人・ラドの線量を受けたこと

になる。幼児について、放射線による過剰ガン死数は、 

 

      
100,000 人・年

63.7 人・ラド／ガン死
＝1,570 件のガン死  

 

となる。35 歳の男性については、 

 

      
100,000 人・年

327.6 人・ラド／ガン死
＝305 件のガン死  

                                                   
61 ゴフマン p164 は、次のようにいう。 

「私は、50 歳以上の群にも若干の過剰はあると思う。今回この年齢群の全ガンについて過剰

死が観察されなかったのは統計的変動にかくれたためであろう。しかしこの最年長群に土江

は、広島・長崎の例数が統計的に少ないわけではないので、高年齢でのガン誘発の影響がきわ

めて小さいことも間違いない。白血病のデータ解析では、50 歳以上の年齢群にも放射線の影

響が観察されている。」 
62 ゴフマン p270 
63 ゴフマン p243 

「ガン線量とは、ガン死が 1 件増えるのに必要な被曝線量（人・ラド）と定義した。」 
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   となる。ゴフマンp270によると、比較する「最も適切な方法は、放射

線誘発ガンの総数1,570件と305件を比較することである。計算の仕方は

表20に示してあるが、この二つの数値には両被曝群の生涯にわたる効果

が含まれており、最終的な被曝影響を表すのはこれらの数値以外にな

い。」という。 

次に、表23のデータ64を使って放射線の影響が若年被曝の場合どれくら

い大きいかを示す。表23には、平衡人口が被曝した場合の放射線誘発ガ

ン死数が年齢順に与えられている。平衡人口65の全男性が1ラドずつの被

曝をしたとすると、重み付き平均（表23「重み付き平均」）の値を使った

場合、506,130件の放射線誘発ガン死が発生することになる。このうちど

のくらいが若年で被曝した人々に生じるものか調べてみる。表23のデー

タをまとめると次のようになる。 

被曝時年齢 過剰ガン死数 

0～ 5歳 

6～10歳 

11～15歳 

16～20歳 

    152,169 

   105,652 

       67,539 

       43,276 

        0～20歳    368,636 

放射線誘発ガンのうち、（368,636／506,130）×100％＝72.8％が、20歳

以下の年齢で被曝した人たちに相当する。中でも0～10歳で被曝した人は、

（257,821／506,130）×100％＝50.9％を示す。 

以上の例から、単純明快な結論は、若年時での被曝にガン死は現れるの

が遅いが、他の年齢より危険度が非常に大きいということである。 

 

第７ 結論 

   第１から第6にかけて、放射線とは人体に極度に有害な影響を与え、ガ

ン等の重大な疾病を惹起し、特に若年者に対する影響が極めて大きく、

低線量自爆においても、「しきい値」という安全線量というものは無くそ

の影響は無視できないことを示してきた。 

たとえ低線量であっても、放射線の持つ高いエネルギーは、生体内の組

織や細胞、分子を破壊する力を備えており、生体側はそれを防御すること
                                                   
64 ゴフマン p259 
65 ゴフマン p258 

「2 億 5,000 万人が平衡状態にあるとき、すべての原因について合計した死亡率は出生率と長

と釣り合っている。」 
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ができない。損傷を何とか修復しようとするが、充分ではない。特に、若

年者になればなるほど、放射線被曝からのダメージは大きいということ

ははっきりしている。 

 県内子ども原告らは低線量被曝を免れないという極めて劣悪な生活環

境のもとでの生活を強いられてきたし、今後も強いられようとしている。 

本件請求は速やかに認められなければならない。 

以上 

 

 


