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ＩＣＲＰ国内メンバーによる内部被曝論はいかなるものか 

（小論文「放射性物質による内部被ばくについて」を批判する） 

 

原子力資料情報室会員 

ちょぼちょぼ市民による政策提言の会（運営委員） 

田中一郎（ichirouchan@withe.ne.jp） 

 

１．はじめに 

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が戦後に発足して以降，一貫して放射線による

内部被曝を軽視・無視，あるいは歪曲・過小評価してきたことは，今では多くの人達

の歴史研究の成果により自明のこととなっている（注１）。しかし，実際問題として，

ＩＣＲＰの内部被曝論がどのようなものなのか，それをコンパクトに一般向けに解説

された文献はあまり目にすることはなかった。ＩＣＲＰが一定のインターバルを置い

て発表する，内部被曝問題を含む各種の勧告類は，原文そのものが分かりにくいこと

に加えて，翻訳文である制約もあり，我々一般市民が手に入れて読んでみても，容易

には理解し難いものが多かった。 

しかし，このほど（社）日本アイソトープ協会のＨＰに，「ＩＣＲＰ国内メンバー」

（注２）を自称する８人の学者達による一般向けの解説小論文「放射性物質による内

部被ばくについて」が掲載され，誰でも見ることができるようになった。以下，この

小論文を，ＩＣＲＰの内部被曝に関する考え方とみなし，そのどこに問題があるかを

簡単に論じることとしたい。 

結論を先取りして簡単に申し上げれば，ＩＣＲＰによる内部被曝論＝放射線内部被

曝の評価は，経験科学的な実証的裏付けのない，政治的に歪められた過小評価である，

ということである。そして，福島第１原発事故後の日本において，多くの被害者や地

域住民が内部被曝・外部被曝の高いリスクにさらされている中で，かような内容疑わ

しき小論文を発表し，内部被曝の過小評価を追認するがごとき態度は，日本在の科学

者として，また日本国民として，許されない行為ではないかと思う。 

私は放射線被曝の専門家でもなければ，放射線物理学を専攻する科学者でもない。

下記の批判的コメントは，私の率直な感想を述べたものにとどまっている。願わくば，

多くの日本の放射線被曝の専門家・科学者・医学者らによって，私が問題だと感じた

ＩＣＲＰの内部被曝論を，文字通りの「経験科学」の視点から改めて見直していただ

き，その問題点を広く国民に明らかにしていただきたいと切に願うものである。 

 

（注１）『放射線被曝の歴史―アメリカ原爆開発から福島原発事故まで （増補版）』（中

川保雄著：明石書店） 
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（注２）「ＩＣＲＰ国内メンバー」は下記の各氏（敬称略） 

丹羽太貫、中村典、石持信人、遠藤章，米倉義晴、甲斐倫明、本間俊充、酒井→夫 

 

（参考１）「放射性物質による内部被ばくについて」（「ＩＣＲＰ国内メンバー」） 

 http://www.jrias.or.jp/disaster/pdf/20110909-103902.pdf 

（参考２）（社）日本アイソトープ協会ＨＰ 

 http://www.jrias.or.jp/ 

 

２．小論文「放射性物質による内部被ばくについて」の構成 

 この小論文は下記のような構成となっている。 

1 はじめに 

Z 福島事故に見られる内部被ばくの経路と放射性核種 

3 内部被ばくの線量評価法 

１）吸収線量 

２）等価線量 

３）実効線量 

４）預託線量 

５）肉部被ばく線量 

4 内部被ばくの健康影響 

１）理論的考察 

２）ベータ線放出核種:均等分布の例：ヨウ素 131による内部被ばく 

３）Ｃｓ－137による内部被ばく 

４）ベータ線放出核種:微粒子被ばくの例 

５）α線放出核種：均等分布の例：各種放射性核種を用いた実験動物とヒトにおける例 

６）α線放出核種：微粒子被被ばくの例:ヒトにおける卜口トラスト肝癌 

5 おわりに 

Ａｐｐｅｎｄｉｘ 

 

３．各章・節ごとの逐条的批判的コメント 

（１）はじめに（p.1） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「基本となる勧告は 2007年に刊行された Publication103 が最新のものである

（ＩＣＲＰ2007）。現在の放射線防護の基本的な考え方は、低線量での確率的影響の線

量反応関係をＬＮＴモデルと仮定して組立てられている。それを基礎にした放射線防

護を目的として、線量評価およびリスク評価がＩＣＲＰ勧告として定義され利用され

てきた」 

http://www.jrias.or.jp/disaster/pdf/20110909-103902.pdf
http://www.jrias.or.jp/
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（２）福島事故に見られる内部被ばくの経路と放射性核種（p.1～2） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「原子力発電所のシピアアクシデントにより環境中に放出される放射性物質が

直後又は間接的に人に対して放射線被ばくをもたらす主な経路は，次の 6つである。 

ａ）放射性雲中の放射性物質の吸入による内部被ばく 

ｂ）放射性雲中の放射性物質からの外部被ばく(クラウドシャイン) 

ｃ）地表面に沈着した放射性物質物からの外部被ばく(グランドシャイン) 

ｄ）汚染した食物や飲料水中の放射性物質の経口摂取による内部被ばく 

ｅ）地表面から再浮遊した放射性物質の吸入による内部被ばく 

ｆ）体表面に沈着した放射性物質からの外部被ばく 

このうち内部被ばくをもたらすものは、a)と e)の吸入による放射性物質の休内への取

り込み、及び d)の食物や飲料水の摂取による放射性物質の体内への取り込みである」 

 

（原文）「燃料の溶融により放出された放射性物質うち（原文のまま）、環境中ではダ

ストサンプリングや土壌、環境試料のモニタリングデータから、ヨウ素(I-131，I-132， 

I-133)、セシウム(Cs-134，Cs-136， Cs-137)、テルル(Te-129， Te-129m， To-132)、

テクネチウム(Tc-99m)、バリウム(Ba-110)、ランタン(La-110)が高い濃度で見出され

ている。また、ストロンチウム(Sr-89，Sr-90)、ニオブ(Nb-95)、モリブデン(Mo-99)、

銀(Ag-llOm)なども検出されている」 

 

（原文）「空気中及び土壌中で検出された各放射性核種の濃度データから、吸入による

内部被ばくとして重要と考えられるのは、I-131，I-133， Cs-134， Cs-137， Te-129m， 

Te-132である」 

 

＜田中コメント＞ 

 上記のようなことは，福島第 1 原発事故後，一度たりとも政府から国民に向けて説

明がなされたこともなければ，報道されたこともない。多くの読者の方々は，上記の

うちのいくつかの放射性同位元素については，初めて聞くもの・初めて見るものも少

なくないのではないだろうか。 

 では，何故，この小論文を執筆した 8人の自称「ＩＣＲＰ国内メンバー」の学者諸

君は，これらのことを国民に向かって早期の段階で発表し，説明しなかったのだろう

か。それは，彼らが，福島第 1原発事故による放射能汚染をできるだけ小さく見せよ

とする当時の民主党政権・政府の隠蔽工作の片棒を担いでいたからにほかならない。

学者としての良心と良識があれば，単独または複数のメンバーで記者会見等はいつで

もできたはずである。（たとえば，政府の 20ｍＳＶ／年の被ばく許容方針に反対して

内閣官房参与を辞任した小佐古敏荘氏のように） 
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（３）内部被ばくの線量評価法（p.2） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「内部被ばく線量は、放射性物質が呼吸や飲食などの摂取によって体内に取り

込まれ、尿などによって体外に排泄されるまでの一連の体内動態を表現するための動

態モデルと、人体の組成および構造に関する標準コンピュータファントムを用いた計

算によって求められる。ＩＣＲＰは、これらのモデルを用い，760余核種の経口及び

吸入摂取についての線量係数（単位摂取ベクレルあたりの線量）を公衆の各構成員及

び作業者のそれぞれについて計算している」 

 

＜田中コメント＞ 

「標準コンピュータファントム」というモデルを用いた計算をするのはいいが，そ

の論理構成や計算結果について，どのように経験科学的に実証・検証しているのかは，

この小論文を最後まで読んでみても分からなかった。つまり，この「ファントム」だ

か「グラマン」だか知らないが，戦闘機の名前のようなモデルを使うことについての

科学的な裏付けは存在しないということを意味している。 

 

１）吸収線量（p.2～3） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「物質が放射線に照射されるとき、放射線源が物質の内部にあるか外部にある

かを関わず、物質の中の特定の場所での放射線による照射“量"として、その場所周囲

の適切に選ばれた領域へ放射線により与えられる平均エネルギーを、その領域の質量

て割った商が歴史的に用いられてきた。この商は吸収線量と呼ばれ、その単位はジュ

ール／kg であり、特別な単位名称としてグレイ（Ｇｙ）が与えられている」 

 

＜田中コメント＞ 

放射線被曝は，内部被曝と外部被曝とでは，その実態がまるで違うのだから「放射

線源が物質の内部にあるか外部にあるかを関わず」（上記）では，被ばく実態をつかま

えられない（内部被曝は「局所的」「集中的」「継続的」）。また，放射線があたる「周

囲の適切に選ばれた領域」が広ければ広いほど，吸収線量＝ジュール／kgの値は小さ

く小さくすることができる。そして実際，ＩＣＲＰは，このあいまいな定義を利用し

て，「周囲」を人間の体全体とすることで（それが「実効線量」と言われるもの），放

射線被曝を「薄め」「散らし」，過小評価しているのである。 

また，更に申し上げれば，放射線被曝の実態として「吸収エネルギー」を使うこと

も被曝の実態とは大きな齟齬がある。人間は，数ＳＶの放射線を浴びれば死亡するが，

その数ＳＶの放射線がもたらすエネルギー（カロリーとかジュールとかいう単位で表

す）だけを吸収しても，死ぬことはない（熱いお茶を飲んで死ぬ人はいない）。 
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（原文）「しかし、放射線防護への実際の適用においては，特に断らない限り、吸収線

量、とは特定の１つの臓器・組織全体に亘り平均化された値を意味している」 

 

＜田中コメント＞ 

 ここでは「臓器全体」に内部被曝が薄められ，過小評価されている。何度も申し上

げるが，内部被曝は「臓器全体」が被曝をするわけではない。放射性物質が蓄積した

臓器のほんの一部，ごくわずかの部分が「局所的」「集中的」「継続的」に被曝をする

のであって，それを臓器全体で平均化したり，拡散させたりしては過小評価となる。 

 まして「実効線量」のように「体全体」で平均化していたのでは，被曝線量の値が

被曝の実態を現さないぐらいに小さくなってしまうのは自明なことである。 

 

（簡単な計算例） 

①1ジュールのエネルギーを持つ放射線を，臓器の一部分１ｇ＝0.001kg で被曝＝エネル

ギー吸収したとして評価すれば 

  1ジュール÷０．００１kg＝1,000ジュール／kg 

②1ジュールのエネルギーを持つ放射線を，臓器全体（５kg）で被曝＝エネルギー吸収

したとして評価すれば 

  １ジュール÷５kg＝0.2ジュール／kg 

③1ジュールのエネルギーを持つ放射線を，体全体（５０kg）で被曝＝エネルギー吸収

したとして評価すれば 

  １ジュール÷50kg＝0.02ジュール／kg 

 

 放射線加重係数のことを考慮外とすれば，①が内部被曝の実態，②が「等価線量」

（ＩＣＲＰ），③が「実効線量」（ＩＣＲＰ）となる。②は①の 1/5,000，③は①の 1/50,000

ということで，きわめて大雑把ながら，如何にＩＣＲＰが放射線被曝をその実態と違

えて過小評価しているかが見て取れる。 

 

（原文）「確率的影響を考慮すべき重要な臓器・組織の中には、放射線高感受性と考え

られている種類の細胞群がその臓器・組織内部で特異的な部位に偏って配されている

構造の臓器・組織がある。このような臓器・組織の中に放射性物質があるとき、そこ

から放出される放射線が、アルファ粒子、低エネルギーベータ粒子、オージェ電子、

低エネルギーＸ線のように飛程が短いかあるいは物質透過性が極めて低い場合には、

1つの臓器・組織全体に亘り平均化された吸収線量は、確率的影響の発生確率の推定

のための適切な量を代表しているとは考えられない。ＩＣＲＰは、このような臓器・

組織である呼吸器系、消化管、及び骨格について、放射性物質の沈着位置分布と高感

受性細胞群の配されている部位とを考慮した線量評価モデルを特別に開発し、・・・・」 
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＜田中コメント＞ 

ガンマ線だけでなく，アルファ粒子、低エネルギーベータ粒子、オージェ電子、低

エネルギーＸ線など，放射線の種類によって，（エネルギーが同じでも）放射線被曝の

影響度に違いがあるので，いわゆる「放射線加重係数」を用いて調整しているのは事

実だが，それ以上に細かく放射線感受性を反映した上記のようなモデルなどの話は聞

いたことがない。上記は事実に反しているのではないか。（少なくとも，国民に対して

分かりやすく説明されたことはない） 

 

（原文）「・・・・この粒子は“ホットパーティクルと呼ばれる。（中略）放射性粒子

の周回の線量が細胞死を誘発する線量を何倍も超える高い値となる可能性があり、却

ってがん化のリスクが低下する。また、その放射性粒子と同じベクレルの放射性物質

が均一に分布している臓器・組織よりもりスクを考慮すべき放射線を受けた細胞の数

が少なくなることから、ＩＣＲＰは、“ホットパーティクル"によるがんの発生確率は、

平均吸収線量からの推定と同じかそれよりも低いと考えている。これまでに行われた

動物個体を用いた実験的研究や人体の事故被ばく事例に関する研究もこのような理論

的考察に基づく見解を支持している」 

 

＜田中コメント＞ 

 この記述は，いささか「シロウトだまし」の非科学的な記述であると思われる。 

まず，ガン化の原因は，単に細胞核の染色体内にあるＤＮＡが被曝によって破壊さ

れることだけではない。その他の細胞パーツの被曝による破壊や（たとえばミトコン

ドリアＤＮＡ），細胞内での生理秩序の破壊や（たとえば遺伝子発現のためのメカニズ

ムの破壊），細胞間の関連秩序のかく乱や，被曝の遺伝的影響（ゲノム不安定性，ミニ

サテライト突然変異）などによってもひき起こされる。いわゆるエピジェネティクス

的な人間や生物体内での作用について，この小論文はまったく考慮していない。 

第二に，放射線被曝がガン以外の様々な健康障害＝そのミクロ的説明としての細胞

生理の破壊や撹乱についても，上記の認識不足と裏腹の関係で，全くの考慮外とされ

ている。しかし，チェルノブイリ原発事故後の旧ソ連諸国では，いわゆるガン・白血

病以外の病気や健康障害が多発しており，いわゆる放射線被曝の非ガン・リスクにつ

いて，無視することは許されない状況になってきている。 

第三に，パーティクルの存在形態や大きさについての考慮も不十分である。パーテ

ィクル（各種放射性物質の複合した塊）が十分に小さければ，細胞膜を通過して細胞

内に入り込んだり，血液・リンパ液などの体液に入り込むこともあるだろう。また，

それほど小さくなくても，たとえば肺胞にへばりつくなど，体内の「細胞外」とでも

いうべき部位に長期にわたって滞留し，放射線を出し続ける場合もある。へばりつく

場所や，体内部位をあちこちへ移動する場合もある。そうしたパーティクルによる体
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内被曝の複雑性に考慮が及んでいない。また逆に，一カ所に頑固に居座り続け，その

周辺の細胞群を広範囲に被曝させ続け，細胞死を招くだけでなく，細胞の再生や免疫

機能の働きを許さずに，（少し離れた場所から）そのままガン化へと突き進んでしまう

ことも考えられる。要するに，放射能パーティクルの体内での動態についての考察不

十分のまま，ごくごく単純なモデル的発想でしか見ていないから，こうした単純化さ

れた結論が導かれてしまうのである。 

最後に，「動物個体を用いた実験的研究や人体の事故被ばく事例に関する研究もこ

のような理論的考察に基づく見解を支持している」は虚偽である。動物実験は，何世

代にもわたり，長期間被曝影響を観察していかなければ確かなことは言えないし（パ

ーティクルに関してそのような実験結果は聞いたことがない），人間の事故被ばくデー

タなどは，我が国の原発・核燃料施設における労働者の健康管理の出鱈目状態の報道

でお分かりのように，およそ科学的検証に耐えうる被曝データそのものが存在してい

ない。人間の被曝データは，そのほとんどが政治的に細工され，過小評価の結論を導

くように人為的に改竄されているのである。 

 

２）等価線量（p.3～4） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「放射線による種々の生物効果は放射線の線質に依存することが知られている。

アルファ粒子、あるいは身体に照射された中性子が臓器・組織内部で二次的に生成す

る陽子等の荷電粒子は、その飛跡に沿った電離の密度が、ベータ粒子、あるいは X線

やガンマ線、が臓器・組織内部で二次的に生成する電子よりも著しく高く、誤り無く

修復されることが困難なＤＮＡ損傷をより高率で引き起こすと考えられている」 

「放射線加重係数は無次元数なので等価線量の単位はジュール／kg のままであるが、

吸収線量とは異なる特別な単位の名称シーベルト（Ｓｖ）が与えられている」 

 

＜田中コメント＞ 

「放射線加重係数」は，ガンマ線を「１」として，アルファ線が「２０」，中性子線

が「１０」，ベータ線が「１」などとされている。これらの係数数値は，いずれも経

験科学的実証性に乏しく，かつ非ガンリスクが無視されており，政治的に「エイヤー」

で決められた可能性が高いが，とりわけ，ベータ線の「１」やアルファ線の「２０」

は，かなりの過小評価ではないかと疑われるところである。私の実際の推測値は，ベ

ータ線で「１０以上」，アルファ線で「１００以上」である。 

 

３）実効線量（p.4） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「実効線量は、1CRPが指定する全ての臓器・組織における等価線量に、損害
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全体に対する各臓器・組織の相対的寄与を表す組織加重係数を乗じ、加算した値であ

る。この組織加重係数は、身体の様々な臓器・組織における、確率的影響のリスクの

相対的放射線感受性(相対損害)を反映するように選定されている」 

 

（原文）「各臓器・組織の相対損害は、原爆被爆者寿命調査を中心としたがん羅患率の

データを土台に、それぞれのがんの致死率、寿命損失年数及びＱＯＬ(Quality of 

life)の損害に関する調整を行うことにより算出された」 

 

＜田中コメント＞ 

 前者の文章は「実効線量」という概念の重要なポイントの一つである。実効線量の

定義は，「等価線量」×「組織荷重係数」の計算結果の数値を全ての臓器について合計

したものであるが，この「組織荷重係数」は，一般的に説明されるような，組織の放

射線被曝感受性に対応して，その悪影響度合を調整するという「係数」ではない。上

記にもあるように「相対損害」の度合いを示すにすぎない。言い換えれば，原爆によ

る外部被爆のように全身にほぼ等しく放射線被曝をした場合に，どの臓器がどの程度，

ガン・白血病による被害をもたらすかを「相対的」に数値で示したものにすぎない。 

そのため「組織荷重係数」は合計で「１」になるように策定されている。例えば原爆

被曝により全身被曝をした場合に肺の被曝がもたらすガン被害は 12％（0.12），甲状腺

のもたらすガン被害は４％（0.04），皮膚のもたらすガン被害は１％（0.01）等々で，

これら各臓器や部位のガン被害を全部足すと 100％＝「１」となるという具合である。 

 しかし，このような評価方法は，内部被曝を評価するには，その実態と大きく違っ

ており，全くふさわしくない。ふさわしくないどころか，「組織荷重係数」をトータル

で「１」とすることは，とりもなおさず，特定の臓器や部位でのごく部分的な集中被

曝である内部被曝を「全身で平均化する」「全身に散らして評価する」ことを意味して

おり，上述した通り，放射線被曝の非常な過小評価となってしまうのである。まさに

作為的な内部被曝の矮小化である。 

 他方，後者の文章は「実効線量」概念のもう一つの特徴を赤裸々に示すものである。

「がんの致死率」はともかく、「寿命損失年数」及び「ＱＯＬ(Quality of life)の損

害」が，純粋な経験科学的な実証数値でありえないことは自明のことである。これら

は，あえて例えれば，損害保険会社による損害査定に似た，社会的・政策的・政治的

な一定の「決めつけ」によって算定される数値であり，当然そこにはある「作為」が

入っている。その根本的欠陥は，ガンによる死亡リスクのみに着目し，それ以外のガ

ンによる健康障害がもたらす損害や，ガン以外の様々な病気や健康障害が無視されて

いるということである。ここでも，放射線被曝の評価が過小評価され歪められている。 

 およそ，こうした定義で概念化された「実効線量」（シーベルト）は，内部被曝の実

態を現わさない，相当程度にひどい放射線被曝の過小評価のツールである。 
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別表 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）による 2007年勧告の組織荷重係数 

臓器・組織 組織荷重係数 小計 

乳房，赤色脊髄，結腸，胃，肺 0.12 0.60 

生殖腺 0.08 0.08 

甲状腺，食道，肝臓，膀胱 0.04 0.16 

骨表面，皮膚，脳，唾液腺 0.01 0.04 

残りの 14 臓器・組織 ― 0.12 

  合計  １.00 

（長山淳哉著『放射線規制値のウソ』（緑風出版）p.32 より） 

 

（原文）「実効線量の評価に使用される放射線加重係数と組織荷重係数の量の性格や、平

均吸収線量が、標準的な人体特性に基づくモデルにより算定される量であるので、特定

個人のリスクの具体的で詳細な評価に用いるというような、実効線最が導入された本来

の意図から外れた目的に使用することは不適切であり推奨することはできない」 

 

＜田中コメント＞ 

「実効線量」概念の極めて重要な特性を，かような抽象的で分かりにくい表現で説明

しているところにインチキが隠されている。「標準的な人体特性に基づくモデルにより

算定される量」であるということは，「実効線量」が，放射線被曝の重大な特徴である

年齢層別に大きく感受性が違うということを無視して算定されている，ということを

意味している。胎児や乳幼児，あるいは子どもや若者についても，一般の大人と同じ

ように算定し，それを使うこと，言い換えれば，特定個人（年齢層別）の具体的で詳

細な評価には使うことは不適切である，とこの文章は説明しているのである。およそ，

そのような放射線被曝評価が科学的・実証的に見て適切で正当なものだと言えるのか。 

 

４）預託線量（p.4～5） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（原文）「ある放射性物質が体内に取り込まれた場合には、放出される放射線の被ばく

を人為的に遮断することは原理的に不可能か困難であるので、内部被ばくによる放射

線の防護は、ある適切な将来の期間内に亘り、取り込まれた放射性物質の放射線によ

り受けると予測される総線量を制限する(実際には摂取量を制限)ことにより実施する

こととなる。このような総線量を預託線量と名付けている。実効線量を用いた預託線

量は預託実効線量と呼ばれる」 

（中略）「通常、管理を不必要に復雑にしないため、預託線量はそのすべてが摂取の
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起きた年に割り当てられ、その同じ年の 1年間の外部被ばく線量に加算される」 

（中略）「預託期間として、幼児と小児に対しては 70 歳まで、成人に対しては一律に

50年間が選ばれた」 

 （これが「預託線量」（預託等価線量，預託実効線量）の定義である：田中） 

 

（原文）「内部被ばくの多くの場合のように低線量率での長期間に亘る放射線照射に

よる確率的影響の生涯発生確率は、その総線量と同じ線量を短期間で一度に受ける場

合と同じかそれよりも低いことが分かっている」 

 

＜田中コメント＞ 

 全くの虚偽記述である。そんなことは分かっていないどころか，その逆，つまり，

恒常的な低線量内部被曝は，一時的な高線量外部被爆の場合よりも，より確率的影響

（ガン・白血病）の生涯発生確率が高い可能性があり，更に，いわゆる非ガンリスク

＝ガン以外の病気や健康障害の発生する可能性も高いことを示す経験的データが発掘

され始めている。 

 また，こうした虚偽記述のベースには，広島・長崎の原爆被爆者の生涯健康調査デ

ータ（ＬＳＳ）が，戦後，アメリカの核兵器戦略の下で歪められ，とりわけ内部被曝

の危険性が軽視され切り捨てられてきたことがある。故中川保雄氏は，自著『放射能

被曝の歴史』の中で，この広島・長崎のデータについて次のように述べておられる。 

 

（『放射能被曝の歴史』より） 

第一に，被曝後数年間（1945～50年）に放射線被曝の影響で高い死亡率を示した被曝

者の存在が全て除外されている。 

第二に，爆心地近くで被曝し，その後長く市外に移住することを余儀なくされた高線

量被曝者が除外されている。 

第三に，ＡＢＣＣが調査対象とした直接被爆者は 1950年の時点で把握されていた直接

被爆者数，28万 3500人のおよそ１／４ほどでしかなかった。しかも，調査の重点は

２ｋｍ以内の被曝者におかれ，遠距離の低線量被曝者の大部分は調査の対象とすらさ

れなかった。 

第四に，その上で，ＡＢＣＣは高線量被曝者と低線量被曝者とを比較対照するという

誤った方法を採用して，放射線の影響を調査した。 

第五に，年齢構成の点においてもＡＢＣＣが調査対象とした集団は，若年層の欠けた

年齢的に片寄った集団であった。 

 

（原文）「内部被ばくによる線量と外部被ばくによる線量とを加算することが可能なの

は、ＬＮＴモデルと、外部被ばくと内部被ばくは線量が同じであれば同じリスクであ
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るという前提に基づくからである」 

 

＜田中コメント＞ 

 これも大嘘である。上記で見たように，外部被爆評価の延長のような方法で評価さ

れた「実効線量」（シーベルト）は，内部被曝の実態を表わさない過小評価概念である。

「外部被ばくと内部被ばくは線量が同じであれば同じリスク」などとは言えないので

ある。ただ，ここで一点留意しておくべきは，「実効線量」という概念が作られた一つ

の目的が，外部被爆と内部被曝を合算するところにあったということであり，また，

その際に内部被曝を十分に過小評価しておけば，この内外合算によって内部被曝は無

視ないし軽視できるということである。巧みに仕組まれたインチキと言えるだろう。 

 

（本文）「放射性ヨウ素（Ｉ－131）や放射性セシウム（Ｃｓ -134，Ｃｓ-137）の場合、

体内での残留期聞が比較的短いことなどから、Ｉ-131が 1ヶ月程度、Ｃｓ-134／Ｃｓ

-137が 1年以内で内部被ばくの線量として寄与しなくなる」 

 

＜田中コメント＞ 

上記は，いわゆる「生物学的半減期」を論じている部分である。併せて申し上げて

おきたいのは，放射性物質の「生物学的半減期」なる概念のインチキ性のことである。

新聞やＴＶなど，愚かなマスコミが大宣伝してきた，この「生物学的半減期」につい

ても，私は怪しいのではないか，と思っている。10万ベクレル／kgを超えるような猛

烈な体内汚染の場合ならばともかく，1,000ベクレル／kg以下の低線量汚染の場合に，

どのような人にもすべからく，この「生物学的半減期」があてはまるかどうかは，そ

の科学的実証的根拠を示していただかないと納得がいかない。（もし，あるぞ，という

のであれば，見せていただきたいと思う）。 

 つまり，（物理学的半減期の短いヨウ素 131（8日）はともかくとして）（追加的な放

射性物質の体内取り込みがないとした場合だが）一定の期間がたてば，体内の放射性

物質は次第に体外に排出されていくこと自体は否定できないだろうけれども，それが

あたかも物理学的な半減期のように法則的に厳格な一定期間ごとに半減していくなど

と言うことはありえず，生物の個体ごとに格差が大きいのではないか，個体によって

はほとんど出て行かないこともある，ということではないか，多くの個体を観察する

と，生物学的半減期は不規則なバラツキとなり，正規分布すらしないのではないか，

と思われてならないのだ。従って，もしそうであるのなら，累積的な内部被曝の大き

さは人によっては相当に大きなものになる可能性もあるということを意味している。 

 

５）内部被ばく線量（p.5） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 
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（本文）「種々の測定値を、摂取量、あるいは預託線量と結び付けるために用いる体

内動態モデルや標準コンピュータファントムの概要をＡｐｐｅｎｄｉｘに示した」 

 

＜田中コメント＞ 

 ＩＣＲＰが用いる放射性物質の体内での挙動やその影響を記述するモデルについて，

この小論文の付録で解説するとしている。いわゆるベクレル数値をシーベルト数値に

転換する「実効線量換算係数」の基礎となるモデルの説明のことである。追って最後

にコメントする。 

 

４．内部被ばくの健康影響 

１）理論的考察（p.5～6） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（本文）「ガンマ線は、波長の短い電磁波で、生体組織を通過する際に、水などの分子

からコンプトン効果などで電子を弾き飛ばす。こうして生じた電子線は、ベータ線と

同様の機構で分子を電離する(図 1)。そのため、ガンマ線による外部被ばくは、機構

的にベータ線による内部被ばくと同等で、線量が同じなら、効果も同じといえる」 

 

（本文）「アルファ線の線量は、放射線加重係数 20 で補正した等価線量(単位はＳｖ) 

で表示する」 

 

＜田中コメント＞ 

 ガンマ線は電磁波であり，ガンマ線を発する放射性物質が体内にある時は，ガンマ

線は瞬時にして身体を通過していくので，そのエネルギーのすべてが身体によって吸

収されることはない。他方，ベータ線は電子という電荷を帯びた粒子が飛ぶものであ

り，その破壊力（電離作用等）は電磁波のガンマ線よりも大きく，かつ，飛距離が短

いことから，そのエネルギーは全て身体に吸収される。こうした放射線の特性を考慮

した場合，ガンマ線とベータ線の内部被曝による健康悪影響の「効果が同じ」である

とは考えにくい。それは，上記にある「コンプトン効果」を考慮しても，そうである。

ＩＣＲＰや原子力ムラが上記のように主張するのなら，その経験科学的な実証データ

を示す必要があるが，そんなものは存在しない。つまり，ガンマ線とベータ線の「放

射線加重係数」が等しく「１」であることの科学的根拠は存在しない。 

 また，アルファ線についても（内部被曝の場合に，アルファ線がガンマ線に比べて，

はるかに危険であることはその通りであるが），その「放射線加重係数」が「20」であ

る経験科学的な根拠はない。 

 ベータ線にせよ，アルファ線にせよ，その「放射線加重係数」の経験科学的な実証

性が乏しいのであれば，その分の「リスク」を加味して，大きめの数字を使うことは
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妥当であり，既に化学物質のリスク評価などでは，そうした手法が使われている（一

般に動物実験等で得られたリスク評価の元データを 100倍する）。何故，放射線被曝評

価の世界でもこうした手法を使わないのだろうか。 

 

（本文）「放射線防護では、防護計画を策定するためのリスク評価には、線量・線量

率効果係数を 2 として、低線量率での生物効果を補正することが行われている」 

  

＜田中コメント＞ 

 どうも妙な文脈の中で持ち出されているので分かりにくいが，この「線量・線量率

効果係数」とは，ＤＤＲＥＦ(dose and dose-rate effectiveness factor)のことであ

る。この概念について，ネット上にある説明を紹介しよう。 

「放射線の生物学的効果は、同一の吸収線量であっても放射線の種類や線量率によっ

て異なる。高線量率で短時間に照射したときに得られる生物効果に比べて、線量率を

下げて時間をかけて照射すると生物効果は減弱する。これを線量率効果という。この

とき、同じ効果を得るのに要する線量の逆比を線量・線量率効果係数（ＤＤＲＥＦ）

という。DDREF が２である場合は、低線量・低線量率のリスク係数（単位線量当た

りのリスク）が高線量での値の 2 分の１であることを示す」 

（http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1463650869） 

  

簡単に言えば，高線量の外部被爆を一気に一度に被曝する場合に比べて，同じ線量

分だけ，ゆっくりと恒常的な低線量内部被曝の形で被曝する場合とでは，前者が後者

の 2 倍のガン死リスクがあるということである（逆に後者は前者の１／２のリスク）。

しかし，かようなことは断定的には言えないことは上述した通りである。そもそも経

験科学的な実証データが存在しない。  

 恒常的な低線量内部被曝の影響が瞬時の外部被爆に比べて小さいというＩＣＲＰの

評価勧告は，実は，こうした被曝環境に晒される原発労働者や核兵器製造工場などの

現場労働者の被曝を高く評価していたのでは実務が回らないため，あえて屁理屈をつ

けて小さく評価した可能性の方が高いと思われる。「線量・線量率効果係数」（ＤＤＲ

ＥＦ）などという概念は要注意である。 

 

（本文）「以上から、さまざまな条件において、内部被ばくは、外部被ばくよりも健

康影響が少ない傾向にあると言って良いであろう」 

 

＜田中コメント＞ 

「言って良い」わけがない 

あえて太字ゴシックの大フォントで書いておく。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1463650869
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2) ベータ線放出核種:均等分布の例:1-131による内部被ばく（p.6～7） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（本文）「Ｉ-131 による内部被ばくについての古典的な研究は、NCRP 報告にまとめ

られている(ＮＣＲＰ1985)。そして実験動物での発癌実験と、ヒトでの投与のいずれ

についても、Ｉ-131 投与による内部被ばくは、X 線による外部被ばくと比べて、甲状

腺発癌の効率において劣ると結論されている。これは、外部被ぱくが急性照射である

のに対して、内部被ばくでは線量率が低いため、修復の効果によって効率が低いと理

解されている」 

 

＜田中コメント＞ 

 何を馬鹿なことを書いているのか，である。放射性ヨウ素による甲状腺内部被曝の

危険性と悲惨さは，すでにチェルノブイリ原発事故後の旧ソ連諸国で実証済みである。

放射性ヨウ素は体内に入れば，Ｉ-131に限らず，数百万倍にまで甲状腺に濃縮されて

集中してくる。その内部被曝のどこが「均等分布」なのか。呼吸にせよ，飲食にせよ，

放射性ヨウ素を体内に取り入れることは極めて危険である。 

 

（本文）「その結果、外部被ばくと内部被ばく双方の線量あたりのリスクはほぼ同等、

あるいは内部被ばくのほうが少し低いようにも見える。線量率を考えれば、内部被ば

くでリスクが少し低くなるのは、十分ありうることと思われる」 

 

＜田中コメント＞ 

 また，内部被曝は外部被爆に比べてリスクは小さいと，さしたる根拠も示さずに書

いている。ここまでくると，もうこれは，あるアホダラ宗教の呪文に近いと言えるだ

ろう。「内部被曝は外部被曝より，小さきもの，小さきもの，じゅげむじゅげむ，・・・・」 

 

3) Ｃｓ-137 による内部被ばく（p.7） 

 この節では，下記の記載に注目されたい。 

（本文）「Ｃｓ-137 はカリウムと挙動が同じで、体内では主に筋肉などに分布する。

ピーグル犬を用いた実験では、累積線量が 10Ｇｙ程度となる高線量であるが、発癌リ

スクは外部被ばくに比較しても同程度がそれ以下であると推定されている」 

 

＜田中コメント＞ 

 ビーグル犬を用いた実験で得た発癌リスクの推定結果のみをもって「Ｃｓ-137はカ

リウムと挙動が同じ」などと乱暴な結論へ誘導する。およそ良識のある科学者のやる

こととは思えない。実際には，上記のようなことを立証する科学的実証データは存在

しないのである。むしろ事態はまさに逆で，（人工放射性物質の）セシウムと（自然放
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射性物質の）カリウム 40では次のような違いがあり，体内における挙動は異なってい

ると考えるのが妥当である。もちろん放射性セシウムの方が，カリウム 40よりも，体

内にある時は格段に危険である。 

 

（１）放射性セシウムは体内に入ると，特定の臓器や組織に偏在するという実証デー

タがチェルノブイリ原発事故後の旧ソ連諸国で出始めている。バンダジェフスキー氏

による死者の臓器別の放射性セシウム滞留状況調査結果では，あきらかに臓器による

偏在が見られ，特に子どもの場合には，放射性セシウムも甲状腺への蓄積が大きいこ

とが明らかになった。カリウム 40が文字通り，全身にくまなく薄く均等分布するのに

対して，放射性セシウムの場合には，そうではないことが実証的に明らかになってき

ている。 

 

（２）自然放射性物質のカリウム 40の場合には，一旦体内に入っても，特定の箇所に

とどまることなく，すぐに体外に出ていく。また，カリウム 40の粒子も非常に小さく

（ナノサイズ），平均的に全身に薄く分散するため，合計で約 4,000ベクレルのカリウ

ム 40が体内に恒常的に存在すると言われるが，その効果はそれほど大きくない。 

 他方，人工放射性物質の放射性セシウムの場合には，特定臓器・組織への偏在の他，

環境汚染による恒常的な低線量内部被曝が続くため，容易には対外に排泄されずに，

体内蓄積が進んで行くことに加え，粒子の大きさもカリウム 40に比べれば大きい場合

が多く（マイクロサイズ），全身に平均的に薄く分散するということは，まず考えにく

い。筋肉に蓄積しやすいため，全身あちこちに放射性セシウムが散在するとしても，

それは「薄く平均的に存在する」わけではなく，その場所，その場所での，筋肉組織

内で「偏在している」と見た方が妥当である。 

 

（３）上記の結果，全身に薄く分散するカリウム 40の場合には，それから受ける内部

被曝は，全身の細胞数 60兆個当たりでみれば，1 年間に 2 本程度の放射線数である。

他方，特定の臓器や組織に偏在する放射性セシウムの場合にはそうはならず，局所的，

集中的，継続的に内部被曝が続くこととなる。被曝実態から見て，全身の細胞数で割

り算して平均化するようなことはできない。危険性は放射性セシウムの方がはるかに

大きい。 

 

（４）ビーグル犬の実験結果の引用に見られるように，ガン以外の健康障害リスクが

無視されている。また，こうした姿勢からは，放射性セシウムが原因とみられている

チェルノブイリ膀胱炎（のちガン化する可能性）や，セシウム心筋症による突然死（心

筋梗塞），あるいは免疫不全や全身の強度の倦怠症など，内部被曝がもたらすと思われ

る健康被害が捨象され，無視されてしまうのである。 
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（５）原子力ムラが内部被曝を「たいしたことはない」ことの理由に持ち出す事例に，

この自然放射能のカリウム 40や不活性ガスのラドンがある。私はそれを「何でもかん

でもカリウム，何でもかんでもラドン」と皮肉って批判している。自然放射能が放射

能である限り危険であることは間違いないが，それと福島第 1原発事故により環境に

大量放出された人工放射能の危険性とを比較して，何の実証的根拠もないままに，た

いしたリスクではない，などというのは，まさに放射線被曝詐欺である。私は（福島

第 1原発事故の前から存在している自然放射能のカリウム 40やラドンなどを使って放

射線被曝を軽視しようとする）そういう原子力ムラ人間及びその代理店の皆様に対し

て，次のように言い放つ。「そんなのカンケーネー」 

 

4) ベータ線放出核種:微粒子被ばくの例（p.7） 

 いわゆる「ホットパーティクル」論である。既に批判的に上述した。 

 

5)α 線放出核種：均等分布の例：各種放射性核種を用いた実験動物とヒ卜における例

（p.8） 

 内部被曝の場合のアルファ核種（プルトニウムやウランなど）の危険性を論じてい

るが，その結論は安易・軽率である。アルファ線の危険性については，既に「放射線

加重係数」のところで批判的に論じた。 

当小論文には「これらのアルファ放出核種の発癌効率は、アルファ線の放射線加重

係数が 20であることを考えると、かならずしも高いものとは言えない」という記述も

ある。アルファ線内部被曝を甘く見過ぎである。顔を洗って出直していただきたい。 

 

6)α 線放出核種：微粒子被ぱくの例：ヒトにおけるトロトラスト肝癌（p.8） 

 トロトラストとは，放射性物質の二酸化トリウムを使った検査用溶液のこと。かつ

て，これを患者に飲ませて内臓の造影を行ったため，ガンが多発した。アルファ核種

の内部被曝の事例としてよく使われる。それはともかく， 

「トロトラストでの内部被ばくは、外部被ばくを受けた原爆被爆者でのリスクと同等

と見積もられている。ただ、白血病の誘発では、放射線加重係数を 20ではなく 2にし

て計算したほうが良く合致するので、アルファ線は、固形腫瘍と比較して、白血病の

誘発の効率は低いものと考えられる」 

という記述がみられる。これも科学的実証性の乏しいハッタリの可能性が高い。 

 

５．終わりに（p.8～9） 

  この節では，下記の記載に注目されたい。 

（本文）「今でも内部被ばくのリスク(発病の確率)を非常に高いとする意見があり、そ

の論拠の一つは、セラフィールドで見られた極めて高い小児白血病の発症がある。英
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国政府は 2001年に、内部被ばく危険派の委員も入れたＣＥＲＲ1Ｅ委員会を立ち上げ、

セラフィールドでの小児白血病についての原因究明を行った。その後 3年をかけて検

討を行い、報告書にまとめたが、内部被ばく危険派の 2 名の委員は、これを不服とし

て、別に報告をまとめている。委員会での検討過程について、委員の一人が興味深い

回顧・印象記を残している(Wakeford2004)。筆者はそのなかで、内部被ばくを危険と

する委員との聞では、科学的な議論が不可能であったことを述べている。放射線のリ

スクは、社会での価値判断と密接に結びついているため、科学としての議論がきわめ

て困難であることを、この印象記は教えてくれる」 

  

＜田中コメント＞ 

 何を他人事のように書いているのだろうか，という印象である。「内部被ばくを危険

とする委員との聞では、科学的な議論が不可能」な状態をつくり出してきたのは，内

部被曝軽視派・矮小化派の人間達であり，それはとりもなおさず原子力推進の立場に

立つ人間達である。また，放射線のリスク評価が，純粋に科学的な存在とはなりえず，

「放射線のリスクは、社会での価値判断と密接に結びついているため、科学としての

議論がきわめて困難である」状態にしてきたのも彼らであり，またＩＣＲＰであった。 

実効線量の概念一つを見ても，純粋科学的な実証的数値ではなく，損害保険的な査

定に基づく社会的評価であることは上記で見た通りである。 

 そして，内部被曝を含む放射線被曝の評価単位である「シーベルト」が，被曝実態

と合致しない多くの欠陥を持つ概念であるにもかかわらず，それを無反省に用い続け

てきたのも彼らである。彼らは批判に真摯に耳を傾けることはなく，既得の被曝概念

のより洗練された適正性の高いものへ高めるための切磋琢磨に対して回避的である。 

何よりも急務なのは，こうした放射線被曝の評価の世界から，利益相反の立場にあ

る似非科学者たちを一掃し，その危険性について，純粋に経験科学的に実証性を付与

し，あるいはそれが困難な場合には「慎重原則」（予防原則）の立場から，十分なリス

ク係数を導入して，放射線被曝，特に内部被曝のリスクについて，抜本的な見直しを

行うことである。 

 

付録：ＡｐｐｅｎｄｉＸ（p.10～11） 

ここでは（本文）「近年ＩＣＲＰは放射性物質の全身での挙動を記述するモデルと

して、人体や他の動物種における観察データと物質代謝を司る生理機能に関する一般

的な知識とを編みこんだいわゆる生理学的物質動態モデルあるいは生理学的薬物動態

モデルとも呼ばれるモデルを検討してきた」と記述され，いわゆるベクレル値をシー

ベルト値に換算する場合などの被曝量計算根拠となっているモデルを解説している。 

私が驚いたのは次の記述である。 

「放出された放射線のエネルギーのうち全身の臓器・組織のそれぞれに吸収される割
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合を求める方法としてはモンテカルロ法による計算シミュレーションが用いられて

いる」 

 

まず「モンテカルロ法」の定義をネットで調べて見ると， 

「解析的に解くことができない問題でも、十分多くの回数シミュレーションを繰り返

すことにより、近似的に解を求めることができる。適用範囲が広く、問題によっては

他の数値計算手法より簡単に適用できるが、高い精度を得ようとすれば計算回数が膨

大になってしまうという弱点もある。（中略） 

第二次大戦中、アメリカのロスアラモス国立研究所で、コンピュータの父と呼ばれ

る John von Neumann 氏らが中性子が物質の中を動き回る様子を探るために考案した手

法が起源とされる。そのときこの手法を「モンテカルロ」という暗号名で呼んだそう

だが、これはギャンブルの国モナコの首都モンテカルロから取ったと言われている」 

（http://e-words.jp/w/E383A2E383B3E38386E382ABE383ABE383ADE6B395.html） 

 

 モンテカルロ法とは，上記にもあるように，その発想のベースは「ギャンブル」に

おける「確率論」である。そして，このモンテカルロ法は，今でも，米国ＮＹのウォ

ール街の投機士達が，自分達の博打をもっともらしく見せるため，大学の御用数理経

済学者達を動員して「クォンタム・セオリー」として示して見せる，その金融リスク

論における基本ツールの一つとなっているものである。しかし，そうした似非金融リ

スク論が，見るも無残な結果に終わったことは，2008年 9月のリーマンショックの顛

末をご覧になれば自明である。 

 それはともかく，こんなものが放射線被曝の評価の基礎に使われている，というの

は驚き以外の何物でもない，しかも，「解析的に解くことができない問題でも、十分多

くの回数シミュレーションを繰り返す」（上記解説）といっても，その十分多い回数で

繰り返されるシュミレーションは，動物実験でもなく，もちろん人体実験でもありえ

ず，ただ単に，一定の人為的仮定が設定されたコンピュータ・シミュレーションにす

ぎないのである。何故，これが放射線被曝の実態を適切・正確に表していると言える

のか，何の経験科学的な実証的根拠もない，ただのコンピュータ遊びの結果に過ぎな

いではないか。 

 

 この付録の最後には次のように書かれている。 

「現在では、各辺がミリメートルオーダーのボクセル(直方体)の集合として人体を表

現したボクセルファントムと呼ばれるコンビュータファントムを男性用女性用それぞ

れについて開発し、外部被ばくの線量換算係数や内部被ばくの線量係数の計算に用い

ている（ＩＣＲＰ2009）」 

 ファントムだか，グラマンだか，メッサーシュミットだか知らないが，そのような

http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E383A2E383B3E38386E382ABE383ABE383ADE6B395.html
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戦闘機のような名前のモデルを用いて評価される放射線被曝に科学的根拠などありは

しない。もはや我々は，彼ら原子力ムラ・放射線被曝ムラに騙されてはならないのだ。 

 

４．最後に（まとめ） 

 私のこの小レポートの最後で「まとめ」として，再度，ＩＣＲＰ国内メンバーによ

る内部被曝論のどこがおかしいのかを，以下に箇条書きにしておきたい。 

 

（１） 放射線被曝を過小評価・矮小化する屁理屈がちりばめられている 

 放射線被曝の評価単位である「シーベルト」は，等価線量にせよ実効線量にせよ，

内部被曝の実態を反映していない。吸収エネルギーを用いることによる矮小化，臓器

全体はまたは体全体での平均化・拡散による過小評価，放射線加重係数の根拠のなさ，

非ガンリスクや非死亡リスクの無視・軽視，放射性物質の化学的毒性の無視など，お

よそ放射線被曝の実態からかけ離れている。 

 

（２） 人間の健康影響に関する最先端科学が反映していない 

人間の体や健康の問題を扱っているにもかかわらず，その最先端の研究成果が全く

と言っていいほど放射線被曝の評価に反映していない。ガン研究やエピジェネティク

ス研究，あるいは細胞生理学や分子生物学などなど，放射線被曝が生物や人体にもた

らす影響を見る上で必要不可欠の先端研究結果や知見・知識が，およそ放射線被曝の

世界ではオミットされているのである。1950～60年代に花咲いた遺伝子・ＤＮＡに関

する「セントラルドグマ」の域を出ない古臭い理論や説明が繰り返され，その手法は

今ではあまりに単純・幼稚・陳腐である。 

 

（３） 線量評価モデルが単純 

 人間の体の複雑性がほとんど反映していない。遺伝子にしろ，遺伝子を取り巻く細

胞生理にしろ，エピジェネティクス作用にしろ，生命体としての人体や生物の体は複

雑で神秘性に富んでいる。それを放射線被曝の評価モデルは，まるで 50年以上も前の

ポンコツ・単純機械のごとく観念し，きわめて稚拙なモデルで評価するのである。 

 

（４） 非科学的である 

言い換えれば経験科学的に，実証データ・実験データによって検証されていない。

つべこべ言う前に根拠を示せ。また，広島・長崎の被爆者データの政治的歪曲と，そ

の結果としてのＬＳＳ等データの諸問題点を明らかにするとともに，そうした暗く歪

んだ過去の歴史を総括・清算せよ。 
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（５） 似非科学である 

非科学的なのに，政治的に決めているのに，「科学的である」ことを装っている。

いわば「放射線被曝評価詐欺」である。その典型が「実効線量」（シーベルト）である。 

 

（６） 放射線感受性の高い世代の危険性を考慮しない 

胎児，乳幼児，子ども，若者など，放射線感受性の高い世代への配慮がゼロで，大

人の一般人と同じように被曝評価している。にもかかわらず，リップサービスで，ま

るで十分に配慮しているかのごとくふるまっている。これも詐欺行為。 

 

（７） いわゆる「リスク・バッファ」がゼロか，またはマイナス 

 よくわからない部分があるけれど，リスク評価をどうしてもしなければならないの

なら，万が一の場合があっても大丈夫なように「余裕」＝「リスク・バッファ」を用

意するものだ。化学物質や飲食品等のリスク評価については，そのような手法が用い

られ，×10，または×100のリスク評価（または逆に１／10，または１／100の安全性

評価）がなされる。 

しかし，被曝の世界はそれがないだけでなく，我田引水的な屁理屈をこねて，勝手

に特殊事例や前提を普遍化・一般化して，リスク係数を甘い方向へ誘導する（例えば，

年間１ｍＳＶの被曝は，単純計算すると約 0.115マイクロＳＶ/時，しかし，人は家の

中にいる時もあるだの何だのと言って，１ｍＳＶ＝0.19～0.22マイクロＳＶ/時で換

算していること，などがその例である。（他にもたくさんある）。 

 

（８） 高慢な態度，上から目線 

 放射線被曝の評価方法は，賢明・博識で偉い学者が研さんを積んで編み出した理論

であり手法だから，何も知らない蒙昧無知で不勉強で付和雷同しがちな下々の者は，

余計な心配はしないでもよい，「黙って言うとおりにしておれば悪いようにはせん，心

配いたすな」と，時代劇に出てくるようなセリフを言って，放射線被曝者を「悪いよ

うにしてきた」のがこれまでである。 

  

原子力ムラ・放射線被曝ムラにだまされてはならない，騙す方はもちろん悪いが，

騙される方も用心が足りない。「原子力安全神話」に騙されて福島第 1原発事故を経験

した日本は，再び「放射線安全神話」に騙されて無用な放射線被曝をしてはならない。 

 徹底して「シーベルト」を疑え，これが私のたった 14文字の結論である。 

草々 


