
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 


