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“Li$le	Boy”	on	Hiroshima			“Fat	Man”	on	Nagasaki	



チェルノブイリ原発事故	
(1986)	



福島原発第３号炉の爆発 
(2011) 



核問題（悪影響）の２側面 



核分裂に伴うエネルギー 
＊熱エネルギー (A,	Bをもたらす)	
U235	+	0n1	->	56Ba142	+	36Kr92	+	20n1	:	171	MeV;	U2351gにつき7千
万kJ。広島原爆では、800	gが燃えたので、560億kJ=134億kcal。　	
	

＊原発はこの熱エネルギーを使用：典型的な原子炉１個で、
毎日広島原爆の3−５個分のU-235を燃やす；発生した熱の３
分の１しか電力に変えられず、残りは環境へ。	
	
	

＊放射線エネルギー (C,	D,	Eをもたらす)	
核分裂の結果、約２００種の核分裂生成物；その大部分は、
放射性。これらは、主としてβ、γ線を出し、そのエネルギーは、
30	KeVぐらいから1MeV。　この他に、プルトニウム（Pu）などの
超ウラン核（α）も。Pu-239	のα線のエネルギーは、5.25	MeV.	



核の闇の影響（放射線）C, D, E	
＊放射性降下物と総称される微粒子には、微粒子
ではないガス（気体）-Kr,	Xe,	I2,	HTなども含まれる
（D）	

＊Csなどの放出物は、炭酸などとのエアロゾルの形
や、また、その他の核種も含みコンクリートのケイ酸
によりガラス化したようなものなど、様々なものがあ
る（D）	
	

＊核施設には、原発ばかりでなく、ウラン鉱山、ウラ
ン精錬所、原爆製造所、核実験場、およびそれらに
付随した施設（運搬手段なども）も含まれる（D,	E）	



目に見える悪�
�

-軍事利用-�
 �

瞬時の大量破壊 



Devastation 	
         by 	
         HEAT	
           and	

 WIND BLAST	



	
Many Bodies were Charred	





「目に見える悪」のもう一つの面 
＊人間という生き物は、なにかを見つけると、それをさらに加
工、利用しようとする。科学者・工学者は自分達の成果をさら
に高めるために、政治家・企業家達は、利益のために。特に
戦争のための兵器に利用することに飛びつく：困った人間
の性；さらに性能を高める努力。	

＊とくに核はその強烈さに引きつけられ、アメリカに負けまい
と、ロシア（ソ連）、英国、中国、フランスが追従。　５大核保
有国が人類を支配。ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリー、ト
ルコも核兵器を常備。	

＊核不拡散条約を無視して、イスラエル、インド、パキスタン、
北朝鮮が核開発。	

＊日本を含めて、多くの国が、核兵器開発を狙っている。	



現在の核兵器の力量 
＊原爆広島(Li$le	Boy）は TNT火薬17	キロト
ン（kT）相当。 長崎のFat	Manは	22	kT相当
であった。これらは現在の核兵器に較べる
と、子供のようなもの。	
	

＊現在のは熱核兵器（Thermonuclear	
Bomb、原爆起爆による水素爆弾）で、メガト
ン級．すなわち、広島原爆の５０倍から、数
百倍。	





通常の原爆と熱核兵器の違い 
＊原爆:	核分裂に基づく.	U-235	の核分裂は171	
MeV（１原子あたり）のエネルギ—を放出；１原子質
量単位あたり0.73	MeV	(1	a.u.=1.66054	x	10-24	g)	

＊熱核兵器：Pu-原爆が起爆剤、それが水素核融
合	(主として 1H2	+	1H3	->	2He4	+	n)	を引き起こし、	
17.5	MeV。 これだけで、3.5	MeV	（１原子質量単
位）。核融合のための１H２（重水素D)は、自然にあ
るものだが、１H３（T、トリチウム）は、リチウムLiと中
性子の反応から作られる（3Li6　+	n	->	1H3	+	2He4)		;	
これらは、LiD	(重水素化リチウム）として加えられて
いる。 	



いくつかの重要な核削減への条約 
＊NPT:	Treaty	on	Non-Proliferabon	of	Nuclear	
Weapons:	1968		
	

＊Intermediate	Nuclear	Force	Treaty	between	US	
and	Russia	(Soviet	U):	1988		
	

＊START:	Strategic	Arms	Reduc?on	Treaty	between	
US	and	Russia:	1991,	1993,	reducbon	->6500	(Russia),	
->8600	(US);	eventually	down	to	3000-3500	
	

＊CTBT:	Comprehensive	Nuclear	Test	Ban	Treaty:	
1996	at	the	UN;	signed	by	181	nabons	



Nuclear Weapon Ban Treaty�

NWBT�
（核兵器禁止条約） 		

  
2017年7月7日 
に成立 	

			





Nuclear Countries and a few other countries 
including Japan decline to participate in the debate	



Nikki R. Haley, US ambassador to UN 
says	

“There	is	nothing	I	want	more	for	my	family	
than	a	world	with	no	nuclear	weapons.		But	
we	have	to	be	realisbc.		Is	there	anyone	who	
thinks	that	North	Korea	would	ban	nuclear	
weapons?”	
																													-----------------------------------------	
This	is	not	a	good	excuse	for	not	parbcipabng	in	the	
debate.		All	countries	in	the	UN	should	have	been	required	
to	parbcipate.	



“The	Problem	is	Washington,	Not	North	Korea”	
•  By	Mike	Whitney	:	h$ps://www.opednews.com/arbcles/The-Problem-is-Washington-by-Mike-Whitney-North-Korea-170417-966.html	
	

•  The	US	military	devastated	the	country	far	beyond	what	was	
necessary	to	fight	a	war	in	the	Korean	war.	

•  Over	three	year	period	of	Korean	war,	the	US	killed	off	20%	of	the	
whole	populabon.	

•  By	the	fall	of	1952,	there	were	no	effecbve	targets	ler	for	US	planes	
to	hit.	Every	significant	town,	city	and	industrial	areas	in	North	Korea	
had	already	been	bombed.		

•  Reservoirs,	irrigabon	dams,	rice	crops,	hydroelectric	dams,	
populabon	centers"	all	napalmed,	all	carpet	bombed,	all	razed	to	the	
ground.	Nothing	was	spared.	

•  The	savagery	of	America's	war	against	the	North	ler	an	indelible	
mark	on	the	psyche	of	the	people.		--They	do	not	want	the	same	to	
happen	again.	

•  An	agreement	in	Sept.	2005:	a	pledge	of	non-aggression	by	the	
United	States	and	steps	to	evolve	a	permanent	peace	agreement	to	
replace	the	U.S.-North	Korean-Chinese	cease-fire	that	has	been	in	
effect	since	July	1953.		--They	want	to	negobate	this	peace	
agreement,	but	the	US	has	not	responded	favorably.		



この核兵器禁止条約 
の成立過程に 

日本が参加しなかった 
ことは、非常に残念である。

日本こそが、 
核兵器廃絶への先導役 
になるべきなのである。  



	
先制攻撃の自粛(NFU)：核廃止への第１段  

＊核兵器保有の理由：DETERRENT（抑止力）;	この保
有理由は今回のNWBTでは否定された。																						
	

＊先制核攻撃の自粛(NFU=No	First	Use)は、まずは
核戦争を避ける第１歩であるが、それを表明したのは
現在のところ、中国とインドのみ。	
	

＊アメリカ、ロシア、イギリス、イスラエル、パキスタン
などは、核は、防衛手段のみとするとし、NFUとは言っ
ていない。	
	

＊オバマ大統領は、.2015年、アメリカもNSUを表明す
べきと動き出したが、議会に提出する前に、つぶされ
た。	



核兵器禁止条約が出来たのは結構だが、
核の平和利用も軍事利用と同様に危険　
であることは、国連の会義で話題にも	
ならなかったことは非常に問題である。	

	

核兵器禁止条約NWBTでなく�
核禁止条約(NBT) �
(Nuclear Ban Treaty)�

にすべきなのである。	



	

目に見えない闇�
− 放射線 –�

�
微妙に作用 �

(見えない, 臭わない, 聞こえない、感じられない)　	



外部被曝 
線量	
	

（広島、長崎）	



原爆からの放射線の影響 
＊爆発にともないU,	Pu、多くの核分裂生成物が瞬時に出来、α、β、
γ線、中性子などの大量の放射線を放出。これらのうちα、βは人間
に届く前に、多くは消失。人間の体の外部から侵入(外部被
曝)	したのは、主としてγ線、中性子線も少し。高放射線量
地帯では、放射線による即死も多数。（C）	
＊即死に至るほどの高線量でなくとも、様々な症状（脱毛、下痢、
紫斑など）を発症−確定的症状と云われる。（C）	

＊放射性降下物（死の灰）が様々なルートを通して体内へ、
そして体内で、周辺を照射（内部被曝）。（内部）被曝線量
は、局所では、通常の意味のSv値の数百倍。内部被曝の
みでも極端な場合、数時間−数週間ぐらいの即死。しかし、
多くは、生き伸びたが、数年後から、ガンその他の健康障
害に苦しむ　（確率的症状）。（D）	



内部被曝ー対ー外部被曝�
低線量では、内部被曝が重要 



内部被爆の危険性 
（１）外部被爆：X−線、γ線、中性子線などの透
過力ある放射線のみが影響；中性子線は原爆爆
発時（核分裂臨界以上）以外はあまりでない。
α線は着衣でほとんど止められる。β線は、表
皮近辺で止まる。外部被曝は遮蔽することが可
能	

	

（２）内部被爆：全ての放射線が影響する。特に
α、β線の影響が大きい。体内に入った放射線
源の周辺への影響は、通常のSv値で表現される
影響の少なくとも数百倍の効果を持つ。	



長崎被曝者の腎臓中のPuからのα線　　　　広島被曝者の肺中のUからのα線	

内部被曝の証拠 
	

下の写真は、アメリカに長く保存されていた被ばく犠牲者の臓器が返
還されたので、その資料中の内部被曝の実態を写真におさめたもの。

左の例では、長崎原爆からのプルトニウム、右の例では広島原爆のウ
ランからのα線の軌跡（α線は直線的に動く）	



	
	

被曝者のその後の追跡（LSS）	
	
	

＊ABCC（Atomic	Bomb	Casualty	Commission）が始
めてRERF（Radiabon	Effects	Research	Foundabon
放影研)	が引き継いだLSS（Life	Span	Study）は広
島・長崎の被曝者120,000のその後の生死を追
跡。最新レポートは LSS-14	(2003までのデータ).	

	

＊多くの病死者とその被曝線量との関係をERR対
線量の図として表示。ERR値は、過剰相対リスクで、
被曝の影響を非被曝者との比で表したもの。たと
えば、ERR=0.7は、被曝者の死亡率は非被曝者の
それより、70％高いことを意味する。 	
	



	
ERR 対 被曝線量: 固形ガン 

		ERR	(excess	relabve	risk)＝過剰相対リスク、ERR=0.2は、被

爆者のガン罹患率は非被曝者より20%高いことを意味する	



様々な病気のERR 

			あらゆる病気のリスクが、被曝線量が大きくなるほど大きく
なる（被曝依存）ことを意味する	



NPT (1968) �
(核不拡散条約)	

(1)	核兵器、およびその技術の拡散防止	
(2)	核兵器軍縮の促進	
(3)	核軍縮を達成するための各種の条約

制定	
(4)	核の平和利用の促進	
	



NPTの重大な誤り 
上述の（４）平和利用の促進	

　　　これは”BIG MISTAKE” 
	

理由	(I)：平和利用の原発とその技術は軍事利用
に転用。また特に、原子炉で必然的にできる 

プルトニウムは、原爆に。　　	
	

理由	(II)：原発は必然的に大量の放射性物質をつく
り出すーこの見えない闇が、この話しの焦点	



原爆以外の 
核利用に付随する 
放射線の 
健康への影響 



核の悪影響の２側面 



闇の影響（放射線 (D, E)）	
＊放射性降下物と総称される微粒子には、厳密に
言うと微粒子ではないガス（気体）-Kr,	Xe,	I2,	HTなど
も含まれる。(D)	
	

＊Csなどの放出物は、炭酸、硫酸などとのエアロゾ
ルの形や、また、その他の核種も含みガラス化した
ようなものなど、様々なものがある。(D)	
	

＊核施設には、原発ばかりでなく、ウラン鉱山、ウ
ラン精錬所、原爆製造所、核実験場、およびそれら
に付随した施設（運搬手段なども）も含まれる。(E)	
	

＊これらから生み出される大量の核廃棄物 (E)	



放射線による健康障害 
(1)	鉱石ピッチブレンドによる「鉱山病」	
	

(2)	ラジウムシテイー、ラジウムガール	
	

(3)	ウラン鉱山労働者、周辺住民多数が、肺ガンその他:	アメリカ(南西部
ナバホ族など）、インド、オーストラリア、ニジェールなど世界中で。	
	

(4)	核兵器製造工場など	
	

(5)	核廃棄物の杜撰な処理による近隣住民への影響	
	

(6)	核兵器テスト：携わった兵士、死の灰による「風下住民」への影響な
どなど	
	

(7)原発その他：（a）過酷事故：主なもの：チェルノブイリ、福島；     （b）通
常運転下	
	

(8)	劣化ウラン弾	
	

(9)	医療：X線；ガンの放射線治療；トロトラスト	



(1) ピッチブレンド 
＊チェコ北西部、ドイツ国境近くのヤーヒモフ（古称
Joachimstahl)の銀鉱山労働者や付近住民に17世紀頃か
ら、奇病が発生：「鉱山病」。銀を除いた廃鉱石ピッチブレ
ンドが問題化。	

＊ピッチブレンドから黄色ケーキを単離(１７９８年）、新元
素としてウラニウムと命名	

＊２０世紀初頭、キューリー夫人が、ピッチブレンドよりラ
ジウムを発見。	

＊この頃、「鉱山病」は、ウランから出るラドンが原因の肺
ガンとされた。	



(2)ラジウムシテイー、ガール 
＊ラジウム化合物は夜光塗料に。それを、時計盤などに塗
る作業を、若い女性が。1920年代にアメリカで３カ所の工
場。	

＊ラジウムの害は知らされず；塗るためのブラシを唇でな
めて、尖らせる。	

＊多くの女性工員が、さまざまな健康障害で、若くして死亡。	

＊ニュージャージー州の工場の女性が提訴ーラジウム
ガール（最近、本に）。ミシガン州の工場のドキュメンタリー
「ラジウムシテイー」
h$ps://www.youtube.com/watch?v=zLS6NCZPiSY		



(3)ウラン鉱採掘 (1) 
＊最初の原爆用のウランは、コンゴーから秘密に持ち出し
てニューヨークに隠してあったもの。	
	

＊核兵器製造が世界各国で盛んになると、ウラン鉱の発見、
その開発が世界中で。	
	

＊アメリカでは一時、ウラン鉱山４０００ほど。特に、南西部
の先住民（ナバホなど）居住地区。多数の従事者が、肺ガ
ンなどで死亡。	
	

＊サウスダコタ州のブラックヒル（観光地）：原住民の聖なる
山．ウラン採掘で、1979年ごろから部族の女性に死産と流
産が多発。生まれた子供の60％以上に、肝臓、腎臓、呼吸
器系統に障害。	
	



(3)ウラン鉱採掘 (2)	
＊先のスライドに述べた（ニューヨークにあった）ウ
ラン以外に、カナダからのウランも、使われ、特に、
世界最初の原発（シカゴ１号）の原料は、カナダの
北部にあるポートラジウムという鉱山から。	

＊原住民が住む地域で、ウラン鉱の運搬などに、
原住民の男性が採用された。ガンなどの危険性な
どなにも知らされずに。彼等の多くは、肺ガンその
他の呼吸器系疾患でなくなった。結果、村には、女
性と子供たちだけになり、「寡婦の村」と云われた。	
　（P.	Brow監督「Village	of	Widows」（Lindum	Films)）	



(3)ウラン鉱採掘 (3)	
＊インド、ヤヅゴダ地区。労働者、近隣住民に過酷な健康
障害(47％の女性に月経障害、流産・死産18％、不妊30％
など）；小出裕章氏も調査	
	

＊ニジェール：牧草地帯、家畜に多くの奇形	
	

＊以下は、1992年9月「ウラン公聴会」：ウラン採掘に伴う
原住民への被害；世界各国の原住民から報告　（豊崎「核の

影を追って」より）の一部	
	

＊南アフリカ北部：鉱山周辺の住民の居住区周辺には大量の
ウラン鉱滓。その上を子供達ははだしで。人々の間には、腎臓
障害、胃ガン、白血病などが多くみられる	
	

＊チベット：ロブ・ノール（中国）での核実験、ウラン採掘、廃棄
物処理などなどの被害：住民の皮膚の変色、視力低下、手や
足、内臓の障害のある子供多数	
	
	



オーストラリア、レインジャー鉱山 



原住民にウランの危険の言い伝え 
いにしえの原住民は、長年の経験から、ウラン鉱山近
辺での危険性を察知していた。	
＊Navajo、Dine族の言い伝え：「昔我々の祖先は、２つの黄色
の粉末を渡されて、どっちかを選びなさいと云われた。我々は
その一つを選んだが、もう一つの方は、土に戻しておけ、そし
て掘り返すようなことはするな、そんなことをすると大変な不幸
に見舞われるぞと云われた。	
	

＊ペルーのアンデス地方のインカ：「我々はウランが危険なも
のであることは昔から知っていた．その石に近づくと体の具合
が悪くなるので、アヤチカ（人を殺す塩）と呼んでいた。」	
	

＊カナダ北部のDene族の言い伝え：「部族の予言者は、この
湖の水はやがて黄色を帯び、この集落の方に押し寄せて来る
だろう。すると、人々が病気になり、多くの人が死ぬだろう」；実
際、これは起った（Village	of	Widows).	



（４）核兵器製造工場（１, USA） 
＊コロラド州州都デンバーの東北２０kmほどのところにある
「ロッキーフラット」工場。1953年操業開始。水素爆弾の起
爆器＝プルトニウム原爆そのものの製造。	
	

＊1957年にプルトニウム（Pu）から発火、大火事に。大量の
Puが工場内および周辺に。1969	にも火事。	
	

＊周辺の土地が汚染された。にも拘らず、住宅地として開発。
知らずに土地を購入した人多数。この地区のガン発症率は、
コロラド州全体よりも、十数パーセント高い。労働者にもガン
多発。家畜に奇形多数。	
	

＊NHKスペシャル：米核兵器工場元労働者たちの告発：
h$ps://www.youtube.com/watch?v=UUSqTgK9hi0		
Dirk	Circle:1部（５部まで）
h$ps://www.youtube.com/watch?v=gDjVbY85fuc		



（４）核兵器製造工場（２, USA）	

＊サウスカロライナ州サバンナリバー：米国核兵器
製造工場の代表	
	

＊操業開始より２０年間に、75件の放射能漏洩事
故；その上、大量のトリチウムを日常的に放出、放
射性ヨードも。	
	

＊操業開始以来、工場から南東（風下）の地域の
新生児死亡率が上昇；ガン罹患率が、10万人あた
り４７人から250人に増加。	
	

＊以上、春名幹男著「ヒバクシャ・インUSA」（岩波新
書、1985）より	



（４）核兵器製造工場（3, ソ連）	

＊核廃棄物による汚染：マヤーク：プルトニウム製
造所が、廃棄物をテチャ川（7800万m３）、湖水に廃
棄。火事も。	
	

＊腫瘍、奇形、多くの健康障害、頭痛、疲弊など	
	

＊NNNドキュメント「核の清算」（h$ps://
www.youtube.com/watch?v=6p0-3pfxxIw）	



（５）核廃棄物による (1) 
＊ナイアガラ滝の北２０kmほどのところに、広島、長崎
に使われた核の廃棄物２万トン強が堆積。	
	

＊ウラン、ラドンその他様々な放射性物質があり、漏洩
し周辺を汚染。周辺住民にガン、血液の病気、呼吸器
疾患などが多発。公式報告は、否定。	
	

＊ペンシルバニア州ピッツバーグ郊外：ある企業：ラジ
ウム製造（キューリ夫人訪問）からマンハッタン計画に
参加；核廃棄物放棄；廃業後軽工業地帯を経て住宅街
に。住民の健康障害の一部：周辺４６所帯１９９人中６７
人が肺ガン、胃がんその他のガンに。	
	

＊以上：春名幹男著「ヒバクシャ・インUSA」（岩波新書、１９
８５）に詳しい。	
	



（５）核廃棄物による (2)	
＊ニューメキシコ州ナバホ地域；ウラン鉱山、精錬から
の廃棄物が放棄され、周辺に拡散；周辺住民に多くの
健康障害；	
	

＊５３４４出産の調査：乳幼児死亡率、水頭症、小頭
症、ダウン症などの先天性異常が、通常の２倍以上；
15歳以下の子供に卵巣ガン、睾丸ガンなど全米平均
の15倍、骨髄ガンは５倍など	
	

＊ニューメキシコ州チャーチロックにあったウラン精錬
工場の廃棄物（液）の貯蔵池が決壊（1979）．周辺、地
下水、河川を汚染。多数の羊、牛が死亡。ナバホ住民
に健康障害。	
	

＊春名幹男著「ヒバクシャ・インUSA」（岩波新書、１９８５）	
	



（６）核兵器テスト（核実験）(1) アメリカ	

＊マーシャル群島で、水爆を含めて６７回の実験。	
ビキニ環礁での最大規模の水爆実験（1954年、ブラ
ボー）：第５福竜丸のみならず、多くの漁船が被曝。島
の住民は避難させられたが、避難先で被曝。実験に参
加した兵士の多くも被曝。様々な健康障害をいまだに。	

	

＊ネバダ州での大気圏核実験：1950年代　１００回以上。
放射性降下物（死の灰）の影響を無視。テストに駆り出
された兵士（atomic	veterans)、風下の住民（ネバダ、ユ
タ州、downwinders）に白血病、ガンなどが多発。羊な
どが大量死。地下実験を含めて、終了まで、1100回以
上。(I-131排出：5.8	x	1018	Bq	(8.5	x	106	Bq/km2))	
(h$ps://www.youtube.com/watch?v=y-GeccG7zOs)	
	

*豊崎博光：「核の影を追って」（NTT出版、1996）	



原爆テスト開始と低体重新生児 



新生児死亡率（アメリカ） 



Nevada核実験場付近で、J.	Wayne主演の「征服者」の撮影。下の写真では、
警備員が持つガイガーカウンターが、ものすごい音をたてているのを、J.Wと
その息子達は無視。J.Wはじめ、制作に参加した俳優、スタッフ１５０人中９１
人がガン発症。J.W、Susan	Haywardなど46人が死亡。	
h$ps://www.theguardian.com/film/2015/jun/06/downwinders-nuclear-fallout-
hollywood-john-wayne	
	



SAT（アメリカの大学1次試験）の英語平均点 



核実験 



核実験場 

　　　　　　　　　　　　豊崎博光「核の影を追って」より	



（６）核兵器テスト（核実験）(2)イギリス
（豊崎「核の影を追って」より）	

＊核実験は過疎地帯で、主としていわゆる原住民の住処
（オーストラリア本土、南太平洋諸島）	
	

＊オーストラリアのテストサイトの一つ：Maralinga;英国の
核実験１２回；原住民１２００人が死の灰（puyu）に被曝。大
部分は、紫斑、下痢、発熱などのほか、ガン、肺の病気な
どで早死。	
	

＊南太平洋；マオリ族1000人が参加させられた。このうち
520人を調査ー70人が白血病その他で死亡。	
	

＊実験に参加した兵士のうちの1000人ほどの調査：95％
の人にガンなどの疾病、20％の兵士の子供に異常。	
	
	



（６）核実験　(3)ソ連、ロシア	
＊セミパラチンスク（現カザフスタン内）：ソ連時代
1949から1989年に終了まで、116回の大気圏核実
験、３４０回の地下実験が行われた。住民は文字
通り、モルモット。一部は、避難させ、原爆実験の
影響検証のための対照に。	
	

＊ある医師は：実験場周辺の住民のガン発症率
はソ連全国平均の1.3から1.7倍、精神障害や多数
の先天性障害児。幼児死亡率も増加　	
（豊崎：「核の影を追って」より）	
	

＊軍は、調査結果公表を拒否	



（６）核実験　(3)ソ連、ロシア	

＊ノバヤ・ゼムリャ島（北極海)周辺：1955−90年に123回
核実験；大量の核廃棄物投棄；原子力潜水艦沈没など	
（豊崎「核の影を追って」（NTT,1996）より）	
	

＊アザラシの白血病/大量死、その他の海洋生物に異
変	
	

＊実験場の風下に住む原住民：トナカイの飼育などで
生活。この原住民の体内には通常の10から100倍のセ
シウム；食道がん、腎臓がんが多発；原爆実験からの	
死の灰->ヤゲリ（コケ、トナカイの餌）->人体（内部被曝）	



(3)~(6)事象による放射線被害者推定 (USA) 
＊以上のような多方面での放射線被曝をした人たちと
その支援者が集まって、「放射線被害者円卓会議」が
1984年に２度にわたってワシントンとサンフランシスコ
で開かれた（春名幹男「ヒバクシャ・インUSA」（岩波新
書、１９８５））。	
	

＊この会議で、１９８４年までの核被害者の総計が約　
１００万人と推定された。原爆兵士（atomic	veteran)25
万、核実験場作業員２５万、核兵器製造業作業員２５
万、風下住民１２万、ウラン鉱山作業員1.5万など。	
	

＊現在までには、さらに、その２倍ほどか。	
	

＊世界全体では？	



（7）原発 (a) 過酷事故	
＊キシュテイム核施設事故（ソ連）1957年	
	

＊セラフィールド核施設事故（イギリス）1973年	
	

＊チェルノブイリ原発事故（ソ連）1986年；2004年末ま
でに、およそ100万人が、放射線により死亡。小児甲
状腺ガン、白内障、様々な健康障害、精神疾患など。
現在、高汚染地域で、健康な子供は２０％	
	

＊福島第１原発（東京電力）事故：４原子炉が破損（３
基は爆発）、大量の放射性核種を放出；小児甲状腺
ガン多発；そのほかの病気も急増しているようだが、
充分なデータなし。アルツハイマー病死者が、2011年
来急増	
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（7）原発 (b) 通常運転下の影響	

＊原発労働者：被曝ゼロという作業現場はない。
被曝線量はフィルムバッヂなどでモニターされてい
る。世界各国の原発の労働者の調査で、被曝線量
と白血病発症率に、LNT（閾値なしの直線）の関係
が。	

＊KiKK調査．ドイツの全原発について、その周辺に
住む子供達の健康への影響を調査：原発から５km
以内に住む子供達のガン発症率は、それ以遠の
子供達のそれの２倍強。１０km以内でもそれ以遠
よりも発症率は高い。	



原子力施設労働者の白血病死亡率の被曝線量依存性	
　（Leuraudら、2015） 
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（7）原発 (b) 通常運転下の影響	
＊通常運転下でも、原発からは放射性物質が出る。	
	

＊気体生成物：クリプトン（Kr）、キセノン（Xe）、ヨード
（I2),	HTなど。炉の内圧を下げるため、ヴェント。	
	

＊燃料交換時に炉を開き、放射性物質を大量に含む
燃料棒を取り出し、プールに。	
	

＊老朽化した原子炉は、ひび割れその他の損傷から、
放射性物質が漏洩。	
	

＊玄海原発の周辺地域に白血病、その発症率が原
発の距離に反比例（近いほど高い）。トリチウム（HTと
かHTOの形で）の影響が多いらしい。	
	

＊敦賀原発群の風下住民に悪性リンパ腫多発（通常の
12倍;	明石昇二郎）	



各国の原発依存率とガン死亡率 



（８）劣化ウラン弾 
＊劣化の意味は、ウランからU-２３５(核分裂性）を取り
出した残りで、ほとんど純粋なU-238。これはα線崩壊。
金属としては、非常に重い（比重が大きい）し、固い。
弾丸の弾頭に用いられると、タンクなどへの透過力が
強い。	
	

＊純粋なウランでできた弾頭は、衝撃にあい、高温に
なると酸素と反応して、酸化ウランの微粉末になる。こ
れが周辺に散乱して、環境汚染、人体汚染（微粉末を
吸い込む）。イラク戦兵士に、様々な健康障害。イラク
に奇形児が沢山生まれた。ユーゴスラビアでは、劣化
ウラン弾を打ち込まれた工場で、その後、従業員の３
分の１がガンで死亡。	



イラクファルージャに見られる奇形児 

　　　　　　　　　　チェルノブイリ事故後の奇形児	



何人の人が放射能の健康被害をうけたか 
＊放射能の影響によると考えられる健康障害に苦し
んだ、苦しんでいる人は、どのぐらいいる（いた）であろ
うか。	
	

＊日本では？　広島、長崎の被爆者ほとんど全員、そ
の後の原爆実験、チェルノブイリ、福島事故などから
の死の灰の影響を受けた人は？平常運転中の原発
からも。	
	

＊全世界では？　　ウラン鉱山、ウラン精錬、核兵器
製造工程、核実験、原発（事故ばかりでなく）、劣化ウ
ラン弾などなど。　おそらく、数千万~億？	
	

＊世界中どこでも、権力側は放射線の健康障害を否
定、過小評価、隠蔽	



（９）医療への応用	
＊Ｘ線は、γ線と同種；エネルギ—は１０分の1から　
１００分の１程度；診療用のX線は線量としては、少
ないがその影響（ガン発症）は、明らかにあり、LNT
関係；CTスキャンは高線量	
	

＊トロトラスト：X線造影剤として、酸化トリウム
（ThO2)がかって用いられた。患者の多くにガンその
他の健康障害。	
	

＊骨結核、関節膠着などの治療に、Ra-224（半減
期＝3.6日；注射）が用いられた（平均666Bq/kg）。
900人の患者を追跡：骨ガン、乳がん、肝臓ガン、
白血病などが多発していた。	



心筋梗塞診療のためのＸ線線量とガンの発症率 
(Eisenbergら、2011)   

（血管造影、CT等のエックス線を用いた検査・治療を受けた心筋梗塞患者82861名を5年追
跡。12020名のガン発生）	



CTスキャンの影響（オーストラリアの子供達）	



LNT関係, 閾値, ホルメシス 



福島事故後 
に起っている 
様々な事象	



From	T.	Christoudias	and	J.	Lelieveld,	Atmos.	Chem.	Phys.	13,	1425-1438	(2013)	



From	T.	Christoudias	and	J.	Lelieveld,	Atmos.	Chem.	Phys.	13,	1425-1438	(2013)	



放射性物質放出量、福島対チェルノブイリ比較 
（渡辺、山田 推算）  



放射性物質の拡散の程度 
＊以下の計算は保安院からの大気中への放出量に基づく	
	
	

＊地球の全表面積は、5.1E8	km2、その半分（北半球）全体に、大気放出された
（Cs−134/137,	I-131）1.9E17	Bqが均等に拡散したとすると、745	Bq/m2。均等で
なく、この平均値の百倍から百分の１程度に分散しているとすると、
7Bq~70kBq/m2程度。先の分布図(Cs,	Iの総計）では、一番濃いところで、40	
KBq/m2以上なので、この推測とあう。	
	

＊Cs-134/137だけで3.3	x10１６Bq；総量としては約5kg　（Cs-134	として372g、
Cs-137として4.65kg）。こんな少量が地球上半分にばらまかれただけで、平均
1m2あたり130Bqの放射線量になる。1Bq~13	kBq/m2ぐらい（もっと高いところ
も）	
	
	

＊Cs微粒子が（多分CsClのような形で）(１µm)３とすると、約3E-12g；これは、10Bq（/
個）程度、これが、3E15個、1m2あたり平均約６個；(2µm)3とすると、１個あたり約
100Bq；（3µm)3ならば、300Bq/個。ただし、この計算は、微粒子がCsからのみできて
いるとしているが、現実は混合物。例えばヨウ素（I-131）がCsIの形で入っていると
すれば、１個あたりのBq値はかなり大きい。ただし、浮遊中にI-131は、急速に
Xe-131（非放射性）に変換	
	

＊脳への影響を考慮するならば、気体Xe-133、Kr-85などの分散も考えに入れる必
要がある。Xe-133	1.1	x	1019Bq(半減期=5.2	d)、	Kr-85	8.4	x	1016Bq(10.8	y);	Krだけで、
330Bq/m２	
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アルツハイマーと放射線の関係 
＊ラドンと肺ガンの関係はすでに確立。	
	

＊アメリカでアルツハイマー患者は増えている。最近の研究で、ア
ルツハイマー病患者の脳に、ラドンが濃縮していて、アルツハイ
マーになっていない人の１０倍以上。パーキンソン病の患者も同
様。	
	

＊ラドンの分布とアルツハイマー病死者と相関。	
	

＊ラドンおよびその娘核種は、脳のニューロンでなく、それを包摂
する部分の細胞（とくに、アストロサイト）に集まって、影響するだ
ろうと考えている。ニューロンは細胞分裂をしないが、包摂する部
分の細胞は分裂する。これはガン発生を想定しているが、それば
かりではなく、脳のあらゆる部分が影響を受ける可能性大。	
	

＊ラドンばかりでなく、他の希ガス、キセノン（Xe）、クリプトン（Kr）
も脳に集中しやすいか？　福島事故で沢山出た核種の第１が
Xe-133	（β線）、Kr−８５（β）、おそらく、Cs-134/137も脳に。	



放射線と脳・神経・精神疾患の関係	
＊アメリカでのRnとアルツハイマーの関係ばかりで
なく、チェルノブイリ事故後の脳・神経疾患の例は、
かなり広範囲に見られた。	
	

＊リクビタトールの病変の第２位は、神経系で、７年
後に、事故前の40倍ほど。	
	

＊チェルノブイリ汚染地域の妊婦、子供達に脳疾患
が事故前の2~3倍に；胎内被ばくした子の知能指数
低下など；スエーデンの子供にも影響	
	

＊脳腫瘍の放射線治療：認知機能に急性変化（集
中力低下；興奮；錯乱；騒々しく攻撃的な行動など）、認知
症などの副作用	
	



被爆死亡者体内のセシウム分布 
(バンダジェフスキー） 



福島事故後に起っている様々な現象（１） 
＊データがある人間に関する事象：福島の小児甲状腺ガン、ア
ルツハイマー病死亡、その他の死亡原因が2011年を境に変化
（心筋梗塞、白血病、その他）	
	

＊福島医大病院には、甲状腺ガン科が新設され、患者（子供に
限らず）が多数；甲状腺ガンの発症は、子供よりも大人に多い	
	

＊トモダチ作戦：　福島に駆けつけた米原子力空母レーガン：参
加兵士の多数に健康障害	
	

　＊例：月経異常	子宮を摘出；放射線誘発の神経障害・筋肉疾患	
　　両足切断；骨膜肉腫	白血病で死亡；肺疾患/呼吸不能　がん死亡	
　＊乗組員4843人中	呼吸器系障害931人	消化器系障害722人；循環	
　　 器系障害333人;　尿生殖器系障害247人；男性生殖器障害	
						187人・・・など	
	
	



福島事故後に起っている様々な現象（２）	

＊充分に検証されたデータはないが、若者の急死、目
撃情報（鉄道駅での人身事故など）、人々の経験談
（福島での健康異常など）、噂などはかなりあり、福島
事故後の異常事態を告げている。	
	

＊「原発通信」という民間報道機関から：	
　＊当日まで元気だった神奈川県川崎市の幼稚園児２名が急死	
　＊僕の会社で心身病んで退職する人が続出。。。	
　＊“眠気感じぼんやり。。100mオーバーラン”などの運転士、車掌
の注意力低下現象ー増加	
　＊車内での急病人で、鉄道ダイアが乱れること毎日、数カ所以上	
　＊などなど	



福島事故後に起っている様々な現象（３）	

＊人間以外の生物に関するデータ：蝶、鳥、取り残された家畜、沿岸
生物、樹木などに関する学術的研究；野菜、果物の奇形	
	

＊蝶への放射線の影響　（Hiyama,	A.,	Nohara,	C.,	Kinjo,	S.,	Taira,	W.,	Gima,	S.,	
Tanahara,	a.,	Otaki,	JM.,	“The	biological	impacts	of	the	Fukushima	nuclear	accident	
on	the	pale	grass	blue	bu$erfly”,	『Scienbfic	Reports』,	2	(2012):	270）	
	

＊鳥類の種類、棲息数の減少（Møller,	A.	P.,	Hagiwara,	A.,	Matsui,	S.,	
Kasahara,	S.,	Kawatsu,	K.,	Nishiumi,	I.,	Suzuki,	H.,	Ueda,	K.,	Mousseau,	T.	A.,	　
“Abundance	of	birds	in	Fukushima	as	judged	from	Chernobyl”,	『Environ.	Pollut.』,	
164	(2012),	36-39	）	
	

＊樹木の奇形（Watanabe,	Y.,	Ichikawa,	S.,	Kubota,	M.,	Hoshino,	J.,	Kubota,	
h$p://historytogo.utah.gov/utah_chapters/utah_today/
nucleartesbngandthedownwinders.html？	）	
	

＊太平洋岸での沿岸生物の震災後の復活の研究（次のスライド）：
大部分は復活しているが、福島第１原発を挟む20kmの範囲はまだ
ほとんどゼロ（Horiguchi,	T.,	Yoshii,	H.,	Mizuno,	S.,	Shiraishi,	H.,	“Decline	in	
interbdal	biota	arer	the	Great	East	Japan	Earthquake	and	Tsunami	and	the	
Fukushima	nuclear	disaster:	field	observabons”,	『Sci.	Reports』	）	
	





沿岸生物 
の 

大震災後 
の 

回復状況 



（自然にある） 
バックグラウンド放射線 
影響はないのか 

 
 

（地球上の生命は自然放射線 
　　には適応しているのか） 



バックグラウンド 
放射能の影響 

　　　　　　　　イギリスでの研究：	
小児白血病を患った２万７千人と非病者との
比較を、生育している土地でのバックグラウ
ンドレベルの放射能と関連づけてみたら、累
積線量が５mSvを超えると、発病リスクが
1mSv毎に12％増えていることがわかった
（Kendallら、2012）		



スイスの 
子供達の 
ガン発症率 
と 
バック 
グラウンド 
線量率 
との 
関係 

															
（Spycherら、
2015）  



原発は必要？ 
＊日本では、すでに原発の不必要性は、充分に
立証された。 
 

＊原発はクリーンで、環境に優しいというのは、
真っ赤なウソ。原発は、発熱量の３分の２は、
環境に放出ー地球温暖化に寄与 
 

＊放射性生成物による生物破壊 
 

＊原発からの電力は、他のソースより安いとい
う主張も真っ赤なウソ。 
 

＊今原発を全廃しても、廃炉・立地清掃（核廃
棄物の安全な保管も）に数世紀と莫大な費用が
かかる。 
 

 
 
	



原発廃棄への動きに関して 
＊ドイツ、イタリア、スイス、台湾、韓国など脱原発	
	

＊廃棄物処理の問題：「原発の放射性廃棄物の処理
は既に破綻している」（NHK：シリーズ１〜５；シリーズ
１：h$ps://www.youtube.com/watch?v=f5x-TL67taM	
	

＊老朽化；多くは20年程度が限度；日本では40年とさ
れたが、それを更に延期）；例：「原子力の脆性破壊」
（h$ps://www.youtube.com/watch?v=ADZnRr98rQI）	
	

＊活断層などの自然災害による原発事故（配管系統
の脆弱さ）；例：「脱原発と断層、そして廃炉」（h$ps://
www.youtube.com/watch?v=ZonQ3oq57fU）	



All nuclear power plants are inherently unsafe 
– aging, poorly maintained ones most of all�

A nuclear power plant near New York City	(2015.5.11)	



残る大問題 
放射性廃棄物の処理 

 
「原発の放射性廃棄物の処理は既に破綻	
している」（NHK：シリーズ１〜５；シリーズ１：

h$ps://www.youtube.com/watch?v=f5x-TL67taM）	
	

「終わらない悪夢；放射性廃棄物はどこへ」	
（シリーズ１〜７；シリーズ１：	

h$ps://www.youtube.com/watch?v=SteP6jHO1x0）	
 



原発の必要性なし 
原発なしでも2酸化炭素排出量減少 

2016年には、全世界で、自然エネルギーは 
全電力の約25％ほどに急成長（日本は、のろい） 



人類のエネルギー利用の歴史 
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地球上にばらまいてしまった 
放射性物質による放射線量は、 
今後どう変化するのか。 

 

いつになったら安全な地球 
に回復するのか？ 



人間がつくり出した放射性物質が消滅するには 
（U-235を核燃料として燃やし、それを廃棄したとして） 



癌死亡率とウラン採掘量 



　　この本 
　　の表題が 
　 　核問題 
　　の全てを 
　　　表現 
 

    　　 (鹿砦社 
　　　2012年発行） 



こんなことは核開発者は意識していた 
核開発者の１人Enrico	Fermiは1940年に：	
“O$o	Frisch	and	Rudolf	Pierls	described	in	a	three-page	
paper	how	uranium-235	could	be	assembled	into	a	
cribcal	mass	producing	an	atomic	explosion.			They	
noted:	In	addibon	to	the	destrucbve	effects	of	the	
explosion	itself,	the	whole	material	of	the	bomb	would	
be	transformed	into	a	highly	radioacbve	state.	The	
energy	radiated	by	these	acbve	substances	will	amount	
to	about	20	percent	of	the	energy	liberated	in	the	
explosion,	and	the	radiabons	would	be	fatal	to	living	
beings	even	a	long	bme	arer	the	explosion.”		



E.F. シューマッハー 
「スモール イズ ビューテイフル」 

（1973より） 
人間が、自然界に加えた変化の中で、もっとも危
険で深刻なものは、大規模な原子核分裂である。
核分裂の結果、電離放射能が環境汚染の極めて重
大な原因となり、人類の生存を脅かすことになっ
た。一般の人たちが原子爆弾のほうに注意を奪わ
れるのはうなづけるが、それが将来２度と使われ
ないという希望はまだ持てる。ところが、いわゆ
る原子力の平和利用が人類に及ぼす危険のほうが、
はるかに大きいかもしれないのである。 今日の経
済性最優先のこれ以上明白な例はあるまい。 



E.F. シューマッハー 
「スモール イズ ビューテイフル」 

（1973より）つづき	

＊放射性物質は、いったん造ったが最後、その放
射能を減らす手だてがまったくないということで
ある。それにしても、原子炉から出る大量の放射
性廃棄物の安全な捨て場所とは、一体どこであろ
うか。地球上に安全と云える場所はない。 
 

＊「原子力の平和利用」の。。。危険は、今のと
ころは原子力の利用が統計にも現れないほどの小
規模であるとはいえ、我々だけではなく、子々
孫々にまで悪影響を及ぼすという点なのである．
本格的な動きはこれからのことであるが、その規
模たるや人々の想像を超える。 
	



＜広島＞ 
広い島＝地球 

を 
＜福島＞ 
幸福な島 
＝地球 
に 
 

（Springer 
     2013年発行） 



前記の 
 

“Hiroshima to  
 

Fukushima” 
 

の 
日本語版的なもの 

 
（講談社 

　　2014年発行） 



放射性物質は 
存続し続け、 
地球上の生命を 
蝕み続ける 

 
 

地球上の生命の 
大絶滅期	



 

どうして放射線は 
生命に悪影響を 
及ぼすのか 

 
 

-基本的機構- 



放射線：アルファ線、ベータ線、ガンマ線  
＊不安定な原子核は、放射線を出しながらもっと安定な原子核に変わっていく。＊
こうした放射線を出すアイソトープを含む物質を放射性物質という。	

	

＊アルファ（α）線は、質量数４で+2の電荷をもつもので、ヘリウムという原子の
原子核と同じもので、粒子（小粒の石のようなもの、といっても目に見えるよ
うな大きさではない）である。この粒子が高速（光の速度の数十分の１とか）
で動いているもの。原子番号84（Po）以上の元素は、すべてα崩壊。	

	

＊ベータ（β）線は、電子そのものである。この二つ（α、β）は線とは言いなが
ら、実は粒子である。そしてこれらの粒子は、非常に速い速度で運動している
ので、大変大きなエネルギーを持っている。中性子過剰な不安定核が、中性子
を陽子と電子に変換、その電子がβ−線。	

	

＊ガンマ（γ）線は、電磁波の一種。携帯電話は信号が電磁波で送られて来るし、
通常の目にみえる光（可視光）も電磁波、紫外線も電磁波だが、ガンマ線はこ
れらとは比較にならないほど大きなエネルギーを持っている。そのエネルギー
は、可視光のエネルギーの百万倍もある。X線は、γ線と同種だが、エネルギー
は、10分の１から100分の１程度。	

	



放射線の種類 
中性子(n) 中性子(n)陽子(p) 陽子(p)

α－放射線 βー放射線 γ－放射線

Z, A

Z-2, A-2

Z, A

Z+1, A
! (He)

β(電子） γ線



不安定核の崩壊の仕方 
α崩壊の際
に、α粒子
が自分の原
子中の電子
を励起して、
その電子が
基底状態に
落ちる際に、
γ/X線を出
すことがあ
る。	



放射線は核反応 
に基づき 

 

地球上の現象 
（生物も含めて）は  

化学反応 
に基づく 



地球上のあらゆる現象は 
化合物、化学反応に依拠 

（１）生命現象：数千〜数万種の化合物の化学反応に基づ
く；視覚、臭覚その他の感覚作用も	

	

（２）紅葉も、落ち葉が朽ちて、土に帰るのも、	

	

（３）鍾乳洞ができるのも（化学ばかりでなく、物理現象でも
あるが、核反応は関与せず）	

	

（３）自動車、その構造物はすべて化学物質であり、石油
燃焼による動き（動きそのものは物理現象）も、化学反応
に基づく。化学反応では、原子核は変化しない。 





典型的な化学反応のエネルギー 

T	(β)	18.6	KeV;	Cs-137	β+γ 1.18 ΜeV;	Sr-90	β	546	KeV;		
I-131	β+γ	970	KeV;	Mo-99	β 1.357	MeV;	K-40	β 1.311	
MeV;　U-238	α	4.267	MeV;	Pu-239	α	5.245	MeV	
(K=1000;	M=1000000)	

　　　　　　　放射線のエネルギー 
(1	eV	=	1.60218	x	10-19	J)	



放射線の 
種類と 

エネルギー 
 

可視光線 
500nm 
= 

2.5 eV 
 
 

なぜ可視光線だけ
が人間の感覚で捉
えられるか 

波長 エネルギー
ラジオ波

赤外線

可視光線

紫外線

X－線
γ－線

宇宙線

α,β

マイクロ
ウエーブ

化学エネルギー

化学エネルギー

放射線エネルギー

放射線エネルギー

数千から百万倍の違い



可視光線が見えるわけ 
＊可視光線（赤〜紫）のエネルギー：1.8〜3.1eV；これは、化学反応
のエネルギーの範囲に入る。	

	

＊可視光線（光子）が、生物の分子に作用すると、分子の中の電子
を動かす（励起する）が、蹴り出すわけではない。	

	

＊励起された状態の分子は、その影響を他の分子に及ぼす。そうし
た化学反応系によって、神経系の細胞に情報が行き、光（色彩も）が
認識される。	

	

＊マイクロ波も、γ線も、エネルギ—値が、化学反応のそれとかけ離
れているので、化学反応では対応できない。したがって、生物はそれ
らを感知できない。	



＜被爆とはなに？＞ 
 

放射性粒子 
の 

生体内分子への作用 
 

＝いわゆる電離作用 



放射性粒子が電子を蹴り出す（電離作用） 



放射線の謎（危険性の基礎）-１ 
＊被曝線量＞10Sv（Gy）：即死	
	

＊10Gy（Sv）＝10J/kg＝2.4カロリー：体温を0.0024度上げる。
体が感じることはない。風邪をひいても1~2度の変化	

	

＊1日の食事：2000キロカロリー；放射線致死量のエネルギ
ー10Gy（2.4カロリー）はこの食事のエネルギーの百万分
の１。	

	
	

＊こんなに小さなエネルギーなのに、それが放射線ならば、
致死量。なぜ？	

	

＊こんな基本的な疑問が関係者から表明されたことはな
いー不思議	



放射線の謎（危険性の基礎）-２	

＊放射線の代表的エネルギーとして1MeV=106eV；化合物の
電離エネルギーの代表値として50eV	

	

＊1個の放射線粒子は理論上106/50=20000個の化合物を破
壊：少なく見積もって2000個と仮定	

	

＊人体1kgには、細胞	1012個	
	

＊10Gy＝10J/kgを与えるには、何個の放射線粒子が必要
か？　1eV=1.6	x	10-19J;	1MeV=1.6	x	10-13J;10Jには10J/1.6	x	
10-13J=6	x	1013個の放射線粒子が必要	

	

＊各細胞は、60個の放射性粒子を受け、約120000個の分子
が壊される。その為、細胞は、壊死、でなくとも生理作用を
失うー人体の死亡	

	

＊生命（化学反応系）はこうした破壊力には抵抗できない。	



放射線の生体化合物への影響 

＊豪速球160km/hぐらいでも、好打者は打ち返せる。２倍の
300km/hぐらいでは、バットは折られる。	
	

＊投手＝放射性物質、ボール(α, β, γ-光子)	は超高速（豪速
球の数百万倍）。	
	

＊１個のボール（放射性粒子）は、通常、数千ほどのバット
を折るーすなわち、数千個の分子を破壊する。	
	





放射線の影響 
 

人体にどう現れるか 



Bq値と半減期 
＊（不安定）核の崩壊は、その核固有の速度定数kで起る。式で
示すと、崩壊速度(=-dN/dt)=kN；Nは問題にしているサンプル中
の核の数。崩壊速度はdt=１秒とすれば、Bq値=-dN/dt；変形（積
分）するとN=N0exp(-kt)、 ln(N0/N)=ktとなる：N0は時間t=０（初期）
にあった核の数。最初の式からは、崩壊現象はエクスポネン
シャル（次のスライド）という式にしたがって起ることを意味する。	

	

＊セシウム、プルトニウムの排泄のデータ（次の次のスライド）は
明らかに、生物から排泄はエクスポネンシャル曲線に従わない
ことが明らかー生物半減期はSv/Bq係数を計算するための、い
い加減な仮説	

	

＊半減期Tとは、NがN0の半分になる時間t=T；すなわち、	
ln(N0/(N0/2))=ln(2)=kT；これからk=ln(2)/T、これを最初の式に入
れると、Bq＝kN=（ln(2)/T)Nとなる。Bq値は、半減期に反比例す
る。半減期８日という非常に短いI-131が、非常に高いBq値で、
単位時間の影響（被曝量）が大きい。	



半減期に規定される減少曲線 
（エクスポネンシャル曲線） 



Cs(セシウム）の体内での挙動 



ルビジウムRuの排泄（RuとCsは同族） 



Bq値-Gy (Sv) 値（２）	

Gy（Sv）=ENは何を意味するか	
放射線の破壊力（何個の分子を破壊するか）はE値によっ
て決まる。その放射線がN個、１kgに作用したことは、その
何倍（N)の分子が破壊されるかを示唆する。例えば、１個
の放射線によって、DNA分子が壊される確率を“p”とする
と、N個の放射線によって、DNA分子が壊される確率はお
よそ“Np”。このDNA破壊が、ガンに発展すると仮定すると、
放射線N個のときには、ガンの発症確率は、１個の時のお
よそN倍になる。Gy（Sv）値はNに比例するので、Gy（Sv）値
はガン発症の確率に比例。言い換えれば、ERR（過剰相対
危険率＝ガン発症確率）は、Gy値に比例（LNT仮説)。	



LNT（閾値なしの直線関係）仮説 
＊ICRPも含めて、大方はLNT仮説をとっている。	
	

＊多くの研究で、この仮説は認められている：	
特に、医療用のX-線線量とガン発症率との相関	
	

＊Gy（Sv）=EN(E=一定）、ある種の生理状態（病気、その
他）の発生確率が、Nに比例すること、したがってGy（Sv）
に比例することを示唆した。これがLNTの説明。しかし生
理現象は非常に複雑なので、このような関係は、“おおよ
そ”であり、また、Sv値の不確かさもあるので、完全に直線
になるとは云いきれない。	
	

＊極低線量では、高線量域よりも、病体発症率の線量依
存度が高いというデータもある	
	



空間線量率 
＊現在通常用いられている空間線量率とはなにか：	
計測器中の空気に入るエネルギーをその場にいる人体に与えるであ
ろうエネルギー値に換算し、それをSv/hr値で表示する。数十秒ほど
の計測値を時間あたりに変換	

	

＊人体に模したファントム中へのエネルギ—入力値と、同時にその空
間でのエネルギ—値を計測し、関連性を確かめ、空間での計測値を
人体へのエネルギ—値に変換する関数を決定。その関数を用いて、
計器のエネルギ—計測値を人体へのSv値に変換；この数値が、実態
をどの程度正確に表示しているかー充分な検証はない	

	

＊しかも、通常はγ線のみの線量率（１時間当りに換算）であり、α、β
の線量率までは表示されない。α、β計測器はある。	

	



放射線の当る対象 
＊臓器、組織（皮膚、血管、リンパ管も）、細胞、最終的
には分子（化合物）	
	

＊外部被曝（主としてγ線）の場合：ICRPが決めた臓器
加重度；これは原爆被爆者の死亡原因臓器の数から
割り出したもの。これは各臓器の実質的線量を計算す
るため。外部に露出している部分（皮膚、毛根など）へ
の被ばくは紫斑、脱毛など確定的影響とされる。	
	

＊内部被曝（α、β、γすべて）の場合：放射性物質の性
質；どのような経路で侵入したか、侵入後どのような臓
器、組織に滞留するか。どのように排泄されるかに依
存。非常に多様。しかし、放射性物質によっては、その
化学的性質上、入りがちな組織、臓器はある。	



影響される分子 
＊体内の全ての分子	
	

＊確率的には、水分子が最も影響を受け易い：結果は、
OHフリーラジカルなどの生成：これは非常に反応性が
高く、周辺の分子を攻撃：これを2次的作用とするが、
確率的にはこの影響が最も多い	
	

＊その他の分子に直接的に作用し、破壊したり、反応
性を阻害。とくに細胞膜（ミトコンドリア膜も）を構成する
分子：細胞膜破壊	
	

＊各種タンパク質の破損：未解明	
	

＊DNAの損傷。DNA損傷は確率的には低いが、結果
はガン発症に繋がる可能性。しかし、DNA損傷以外で
もガンに繋がる可能性はある。	



チェルノブイリで見られた放射線による 
（と思われる）健康障害 

＊ほとんどあらゆる病気	
	

＊顕著なものは：甲状腺ガン、心臓疾患、精神疾患、糖
尿病など	
	

＊事故処理に参加した労働者の健康悪化：消化器系
＞神経系＞内分泌系＞し尿・生殖系＞循環器系＞造
血器系＞悪性腫瘍	
	

＊新生児の異常（ダウン症候など）、奇形、死産	
	

＊胎内で被ばく：知能指数が低く、精神発達も遅い。	

	

＊チェルノブイリ認知症	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（１） 
（ヨウ素、希ガス） 

＊臓器の機能に必要とされる化学物質；または、必要
とされる化学物質と性質が似たもの。すなわち、分布・
滞留は、放射性か否かに関係なく、物質の化学的性
質に依存	
	

＊ヨウ素（I、放射性あるなしに拘らず）：甲状腺；ホルモ
ンチロキシンが、ヨウ素を必要とする	
	

＊希ガス元素：クリプトン（Kr-85、半減期10.8y）、キセノ
ン（Xe-135、6.6hr）、（ラドン（Rn）は核分裂生成物では
ない）。これらは常に気体で、気管を通り、肺に入る。
気管や肺の内分泌物（粘液）には溶けて、滞留。また、
呼吸作用に伴って、血流に。そして、脳などに運ばれ
る。脳機能障害に。	
	
	

	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（２、Cs）	

＊セシウム（Cs＋）はカリウム（K＋）に化学的性質が
似ているので、同じように振る舞うが、サイズが大
きいので、カリウムチャンネルなどではつかえてし
まう。全体としては、カリウムは、細胞内に多く、血
液中には少ない。血液中K濃度が高くなると危
険ー腎臓が制御；セシウムも腎臓で制御するはず
だが、サイズの違いで、充分ならず。滞留しがち。	
	

＊子供でも大人でも、最も集まり易い臓器は甲状
腺（次図）。核燃料棒中核分裂によってできたCsとI	
が電子を交換してCsIを形成（Cs->e->I;	Cs+I-）、この
形で甲状腺へか？	
	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（２、Cs） 
（バンダジェフスキー）	

＊甲状腺に集ま
り易い。同程度
に骨格筋	
	

＊次に腎臓、脾
臓だが、子供で
は小腸、心筋に
集まり易い。脳
にもかなり。	
	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（２、Cs） 
	

左上：心筋の繊維が破損	
	

左下：ネズミの腎臓（900	Bq/kg)：糸球体の壊
死、空洞化など	
	

右上：急死した４０歳男性の肝臓(142	Bq/kg):	
栄養異変や肝臓細胞の壊死	
	

バンダジェフキー：3rd		Internabonal	Conf.	of	
ECRR	(2009),	p19-36	
	



Cs(セシウム）の体内での挙動	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（３、Sr）	

＊ストロンチウム（Sr）：これは必要とされるわけで
はないが、カルシウム（Ca）に化学的に似ているの
で、カルシウムの行くところ（主として骨だが、人体
どこでも、少量ながら必要とされている）へ。	
	

＊骨に入れば、放射性Srからのβ線は、骨髄にあ
る造血機構に影響。赤血球ばかりでなく、免疫機
構にも。	
	

＊あらゆる細胞の制御機構には、Caが関与してお
り、それが放射性Srで置き換えられれば、細胞の
機能が停止。例えば、神経伝達機構（アセチルコ
リンの神経細胞間の移行）に関与。	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（４、T）	

＊T（トリチウム）は、ウラン,	プルトニウムの核分裂中に
時々（１万回に1回）できる。通常の水（軽水）の中のD(重
水素）、または、重水を冷却剤に使う原発では、そのDが
中性子を吸収してTになる。	
	

＊Tは、HT（気体）とかHTO（水）の形で放出される。HTOは
通常の水とかわらず、体内に取り込まれる。これは、体内
での化学反応に繰り込まれ、有機化合物にHの代わりにT
として入り、それが、β線を放出して、その分子を破損する。
また、血液中の水成分として、体内を回り、造血機構を損
傷するー白血病など	



特定放射性物質の滞留組織・臓器（その他）	

＊モリブデン（Mo-99、β）：Moは生体に必須で、とくに
肝臓にMoを含む酵素が多い。	
	

＊カドミウム（Cd-113、β）：Cdの化学的毒性は、イタイイ
タイ病の原因として知られているが、Caの代わりに骨
に入ることが主な原因。しかし、Cdは必須元素である
亜鉛（Zn）と同族で、非常によく似ているので、亜鉛を
含む多数の酵素（DNA制御も含め）の亜鉛を置き換え
る可能性。これは体中に分布	
＊金属元素：Zr（ジルコニウム）、Pu（プルトニウム）、U
などは、生体必須の鉄、銅などの金属元素と似た挙動	
	

＊その他：落合「放射能と人体」（３章、５節）参照	



生理レベルの現象 
＊免疫機構の一部が損傷し、免疫力が低下すれば、様々な細菌・
ビールスなどへの抵抗力低下。ガン抑制効果も減少	
	

＊DNAばかりでなく、周辺のエピジェネ、関係する情報伝達機構、コ
ントロール機構などが、内部被曝の集中砲火で損傷し、発ガンが加
速。ガン化する細胞が１個に限らず、多数の同時がん化の可能
性ーこれも、発ガン（検出可能なサイズに）を速める。	
	

＊ミトコンドリアが損傷をうけると、様々な障害が（遠藤順子：“ミトコンド

リア障害と心筋症、アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症の
関係“）	
	

＊胎児の被ばく：死産、低体重、奇形など	
	

＊かなり少量の被ばくでも、脳機能の障害（前頭葉など）は、深刻な
精神・行動障害を引き起こす。	



こんなに甚大な健康障害 
 

（特に脳障害）を引き起こす 
 

放射性物質をつくり出す 
 

“核産業”をいつまでつづけるのか 
 
 

人類の自殺行為 



核問題 
 
 

ー終了ー 


