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近年の学会発表
第33回日本手術医学会総会．
2011年10月7・8日．（鹿児島市）．

「リスクマネージメントに活かす福島原発事故の教訓」

日本科学者会議 第20回総合学術研究集会．
2014年9月12～14日．（福岡市）

「放射線ホルミシス説の検証」

第56回日本社会医学会総会．
2015年7月25・26日．（福岡県久留米市）

「玄海原発と白血病の関連の検討」

第57回日本社会医学会総会．
2016年8月6・7日．（滋賀県草津市）

「六ヶ所村核燃料再処理施設と六ヶ所村における白血病
の関連」 2



事故を起こさなくても、
通常運転中の原発からは
トリチウム（放射性水素）が
大量に放出されている。
中でも玄海原発は全国一
トリチウム放出量が多い。
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通常運転中の原発からの放射性物質の放出はトリチ
ウム（放射性水素）が圧倒的に多いが、 中でも玄海原
発は全国一 トリチウム放出量が多い (2002～2012年合計)

4(データ出典：原子力施設運転管理年報)N.D.：not detectable，検出限界以下

原発名
原発立地
自治体

トリチウム
放出量 (テラ Bq)

放射性希ガス     
放出量 (ギガ Bq)

放射性ヨウ素
放出量 (メガ Bq)

加
圧
水
型

玄海原発 玄海町 826.0　 1,880.6    12.54
川内原発 薩摩川内市 413.0 　186.2      0.16
伊方原発 伊方町 586.0 2,043.0         1.906
高浜原発 高浜町 574.8 1,355.8         1.754
大飯原発 おおい町 768.0 1,954.3   194.17

沸
騰
水
型

島根原発 松江市 　　4.3 N.D.       0.16
柏崎刈羽

原発
   柏崎市
   刈羽村

　　6.9 N.D.   47.4

女川原発 女川町 　　0.2 5,820.0  28,000.0
東通原発 東通村 　　0.7 N.D.       0.88



「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規
則の規定に基づく線量限度等を定める告示」
（平成13年、最終改正：平成25年）（経済産業省告示） 

 周辺監視区域外の
空気中の濃度限度

 5×10-3 （Bq/cm3） 〔 0.005 （Bq/cm3） 〕 

 周辺監視区域外の
水中の濃度限度

 6×101  （Bq/cm3）    〔 60 （Bq/cm3） 〕 
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トリチウム排出の濃度だけが規制され
ている。つまり、薄めればどれだけで
も流していいこととなっている



原発の安全審査におけるトリチウムの放出基
準(規制値ではなく、単なる指標)は加圧水型
と沸騰水型とでは20倍もの開きがある。
住民の健康ではなく,原子炉の実態に合わせて
基準が決められている。

「発電用軽水型原子炉施設の安全審査にお
ける一般公衆の線量等量評価について」　　

（平成元年）（原子力安全委員会了承） 

「3-1  年間平均放出率 
トリチウム以外の核種の合計年間放出量は、
3.7×1010Bq/yとした。トリチウムは、BWRについては
3.7×1012Bq/y、PWRについては7.4×1013Bq/yとした」
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　高浜原発の約3km沖
合で6Bq/L、約7km沖合
で3Bq/Lのトリチウムが
検出されている。
　この原発由来のトリチ
ウムは半減期が12.3年
と長く、海棲生物には濃
縮・蓄積されるために危
険性を否定することはで
きない。
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高浜原発沖合からはトリチウムが検出される

出典：藤波直人，他：原子力発電所放水口
沖におけるトリチウムと温排水の拡散状況．
保健物理, 32(3), 305～311 (1997)

 8 August 1988.



高浜原発沖合の3～6Bqは、全国平均の0.71Bqよりはるかに高い
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高浜原発沖合のトリチウム濃度はやはり高い

出典：高島良正．環境
 トリチウム―その挙 動
 と利用．
RADIOISOTOPES, 
40. 520-530. 1991
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トリチウムとは?

画像出典：村上茂樹．「原発ミニ講座　第２回　トリチウム」．2014年12月6日（主催：みんなで決める
会・妻有）　(一部改変)
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10B（ホウ素） + n（中性子） →2 4He（ヘリウム） + 3 H（トリチウム）5 2 1

2 H（重水素） + n（中性子） → 3 H（トリチウム）1 1

画像出典：百島則幸．「環境中のトリチウム」．トリチウム研究会～トリチウムとその

取扱いを知るために～（主催・原子力学会）．2014  　　　　　　　〈引用改変〉

しかし、これだけでは　
加圧水型が沸騰水型より　
トリチウム放出が多いこ
とは説明できない。



　「沸騰水型炉(BWR)に比べて加圧水型炉
(PWR)からの放出が多いのは、1次冷却水中
にケミカル・シム（注・化学的調整剤）と
して加えたB（注・boron, ホウ素）のため
であり、とくに旧式の炉ではステンレス被覆管
を採用しているため、燃料中の核分裂生成の
トリチウムが、1次冷却水中に移行する割合
が多い結果と考えられる」
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出典：岩倉哲男. 「一般環境におけるトリチウムの挙動とモニタリングのための
予備知識」．保健物理．1975

なぜ、加圧水型炉は沸騰水型より
トリチウム放出が多いのか?



沸騰水型炉(BWR)と加圧水型炉(PWR)

画像出典：資源エネルギー庁． 「平成16年度エネルギーに関する年次報告・第3節 
一次エネルギーの動向」 12



出典：岩倉哲男. 「一般環境におけるトリチウムの挙動とモニタリングのための
予備知識」．保健物理．1975 13

加圧水型炉は沸騰水型より大量のトリチウムを放出する



　「気体廃棄物は、〈中略〉 PWRでは、原子炉運転制御設備
等において1次冷却材から分離された気体中に放射性物質
が含まれ、ガス減衰タンク系排ガスとして放出される。また、
BWR、PWRとも、ポンプ、弁の機器等から漏洩した冷却材中
（漏水廃液：ドレン水）に含まれる放射性物質の一部が、建
屋内雰囲気に移行し、換気系を通じて放出される」
　「液体廃棄物として、建屋の床にたまる床ドレン、機器配
管の水抜きの際の機器ドレン、原子炉冷却材浄化用イオン
交換樹脂の再生廃液、洗濯廃液等が挙げられ、これらには
冷却材中に含まれる放射性物質が混入する可能性がある」
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原子炉からは様々な経路で放射性物質が
漏れ出ている

出典：高度情報科学技術研究機構．原子力百科事典ATOMICA．「原子炉施設
からの放射線（能）」



15画像出典：中部電力「トリチウムについて」 (一部改変)

トリチウムは垂れ流されている

安全を確認しながら＝濃度を薄めて



外部被曝と内部被曝
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画像出典：日本生活協同組合連合会．「放射線・放射能・食品中の放射性物質問題に
ついてのQ&A」



身近な「外部被曝」、胸部X線検査

画像出典：がん情報サイト．
「小細胞肺がんの治療」
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人体の外部に
放射線源がある



出典： Richardson DB, Wing S．：Leukemia mortality among workers at the 
Savannah River Site. Am J Epidemiol. 2007;166(9):1015-22. 18

「電離放射線の放射線量は、外部被曝とトリチウム摂取に
よる内部被曝に着目した」 。　　    “Savannah River Site”は

米国、サウス・カロライナ州の原子力関連施設の集積地区。

内部被曝の主要な要因はトリチウム(放射性水素)

「サバンナ川流域労働者の白血病死亡率」



サバンナ川地域 (Savannah River Site)
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画像出典： Wikipedia “Savannah River Site”

画像出典：原子力百科事典ATOMICA　(高度情報科
学技術研究機構) 「発電炉・開発中の炉・研究炉以外
の原子炉」

原子炉の所在地

　冷戦時代に核兵器の
原料、プルトニウムを製
造してきた施設。原子
炉が5基、現在は閉鎖。
敷地面積800km2。



放射能・放射線・放射性物質

　　放射線とは、高いエネルギーをもつ高速の粒子
線あるいは短い波長の電磁波の総称である。 放射
線を出す能力を放射能といい、放射線を出す物質
を放射性物質という。
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粒子線

  アルファ　(α)　線  ヘリウムの原子核

  ベータ　(β)　線  電子 

  中性子線  中性子

電磁波
  ガンマ　(γ)　線  電場・磁場の周期的

 変化による波   X線



放射線の透過力

21画像出典：資源エネルギー庁 「原子力2010」



内部被曝では飛程の短いα線やβ線でも
細胞を損傷する

出典： Ochiai,E．“The Human Consequences of the Fukushima Dai-ichi Nuclear 
Power Plant Accidents”．The Asia-Pacific Journal．2015 22

広島の被爆者の臓器内の内部被曝。

肺

腎臓



放射線の生体への直接作用 ・ 間接作用
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•直接作用 : 放射線がDNAに直接衝突して変化させる。
•間接作用 : 放射線が水分子に衝突して活性酸素に変化させ、
   その活性酸素がDNAを変化させる。

出典：環境科学技術研究所．「放射線のはなし」



名称 単位 定義

 放射能  ベクレル (Bq)
　 1秒間に原子核が崩壊
  する数を表す単位。つま
  り、放射能の強さの単位。

 実効線量  シーベルト (Sv)   放射線の影響を表す単位。

 吸収線量  グレイ (Gy)
     放射線のエネルギーが
  どれだけ吸収されたかを
  表す単位。

放射能・放射線の単位
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1Sv ＝ 1,000 mSv， 1 mSv ＝ 1,000μSv



相関係数 R= -0.5547  　相関係数の有意性の検定 p= 0.011　  
決定係数 R2=0.307　　　(死亡率の出典：佐賀県人口動態統計) 25

原発稼働前(1969～1976年)の佐賀県内自治体の
玄海原発からの距離と住民の年平均白血病死亡
率　

決定係数：独立変数 (この場合は
距離) が従属変数 (この場合は死
亡率) をどの程度を説明できるか
を表す値。寄与率。

距離は、玄海原発から各自
治体庁舎までの距離。

玄海町

唐津市
伊万里市

多久市

武雄市 鹿島市

佐賀市

鳥栖市

神
埼
市

小城市
↓

↓

嬉
野
市

↓

トリチウム被曝と白血病発症までには タイム
ラグがあるため、1976年までを稼働前とした。



唐津・東松浦地区では山間部より沿岸部のATLウイルス
陽性率が高い
(1985年の調査)
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出典：諸藤美樹，他：唐津東松浦
地区における疾患別抗ATLA 
(adult T-cell Leukemia-
associated antigen)抗体調査．
感染症学雑誌，第64巻，第8号，
1013-8，1990

検定の方法は、陽性者と陰
性者の比率の検定、カイ二乗
検定 (χ2検定、Chi-squared 
test）。

ATLウイルス＝ HTLV-1



成人T細胞白血病（ATL，Adult T-cell leukemia) の原因
ウイルス、  HTLV-1（Human T-cell leukemia virus 
type 1) は  縄文人が日本に持ち込んだ!!??

27

画像出典： Sonoda S et al.,：
Ethnoepidemiology of HTLV-1 
related diseases: ethnic 
determinants of HTLV-1 
susceptibility and its worldwide 
dispersal. Cancer Science. 2011

出典：松岡雅雄：ヒト

T細胞白血病ウイル

ス1型感染症．日本

内科学会雑誌．

2012

HTLV-1分離株の遺伝子解析によるHTLV-1の拡散

　 採集生活のた
め沿岸部に住ん
でいた縄文人の
名残が、今でも、
わずかに佐賀に
残っていると解
釈できる。



玄海原発稼働前も玄海町、唐津市では白血病死亡率
がやや高いが、それは“日本人集団の二重構造説”で
説明できる

　玄海原発稼働前も玄海町、唐津市では白血病死亡率が

やや高い。これは 成人T細胞白血病（ATL)が原因と考え
られるが、この要因として日本人集団の二重構造が考えら
れる。“日本人集団の二重構造”とは、東南アジア系の成
人T細胞白血病（ATL) の原因ウイルス、 HTLV-1の感染
率が高く沿岸部で採集生活する縄文人がいた日本列島に
弥生時代以降にHTLV-1感染率が低く内陸部で農耕生活
する北アジア系の弥生人が渡来したことによる二重性のこ
とであリ、両者は徐々に混血したが、その過程は現在も進
行中である（埴原和郎：日本人のルーツ．日本老年医学会
雑誌．1993）とされる。この影響が現在も残っていると考え
られる。　 28



相関係数 R=-0.8086  　相関係数の有意性の検定  p＜0.001 　　  
決定係数 R2=0.6539 　　(死亡率の出典：佐賀県人口動態統計) 29

玄海町

原発稼働後(2001年～2012年)の佐賀県内自治体の玄
海原発からの距離と住民の年平均白血病死亡率

距離は、玄海原発から
各自治体庁舎までの
距離

唐津市
伊万里市

武雄市

佐賀市

多久市

鹿島市

鳥栖市

玄海町

↓ 嬉野市

神
埼
市

小城市



原発稼働後、玄海町と唐津市の住民の
白血病死亡率は急激に上昇している

　最近12年間の佐賀県内自治体毎の住民の年平均白血

病死亡率と玄海原発からの距離との関係は、稼働前と
比較すると負の傾きが大幅に大きくなっている。両者

の関係を示す回帰式は、 y(白血病死亡率) ＝－0.2402x 
(玄海原発からの距離)＋20.859 であり、玄海原発に

4.1km近づく毎に10万人当たり1人、白血病死亡率が増

加するというものとなった。　稼働前と比較すると4倍以

上の増加率となっている。この間、住民のHTLV-1の感

染率は減少しており、ATLによる死亡率の増加とは考え

られない。そのほかにこの要因として考えられるものは見

当たらず、玄海原発の影響が強く示唆される。

　
30



玄海町、唐津市、佐賀市と全国の白血病死亡率の推移 

単年度で見ると、玄海町と唐津市では1983年から増加傾向がみられ、
1985年からは高止まりしている。 (データ出典：佐賀県人口動態統計) 31

白
血
病
死
亡
率(1

０
万
対)



　玄海町と唐津市の8年毎の年平均の白血病死亡率を佐賀市、全
国と比較すると（玄海町の母集団が小さく、バラつきがあるため8年
毎とした）、1985年から増加し始めていることが明瞭である。これを
単年度で見ると、玄海町と唐津市では1983年から増加傾向がみ
られ、1985年からは高止まりしている。玄海原発 1 号機の稼
働は 1975 年 10 月であり、トリチウム被曝と白血病死亡までには 
3 年のタイムラグがあるという指摘がある(Richardson & Wing. ： 
Am J Epidemiol. 2007)が、これは原子力関連施設労働者の調
査であり、原発周辺住民の被曝はこれらよりは少ないために、10年
のタイムラグが生じたものと考えられる。
　佐賀市、全国も増加傾向がみられるが、これは高齢化にともなう
ものと考えられる。玄海町と唐津市においても高齢化は進行して
いるが、白血病死亡率の増加はそれをはるかに上回るものと　
なっており、この増加を高齢化で説明することは困難である。32

全国、佐賀市と比較すると、原発稼働10年後
には玄海町と唐津市の住民の白血病死亡率
は急激に上昇している
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玄海町では、稼働後に白血病死亡数が
統計学的に有意に増加している

t検定の結果
玄海町

p=0.0124

t検定は2群間の数値が統計学的に増加あるいは減少しているといえるか
の検定。通常、p<0.05、つまり、たまたま偶然にこのような数値になる確率
が5%未満である場合を「統計学的に有意」という。

地図出典：マピオン．
「佐賀県地図」

データ出典：佐賀県人口
動態統計

玄
海
町

　 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

稼働前 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

稼働後 0 6 1 2 4 0 0 1 2 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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玄海原発周辺の唐津市、伊万里市でも、稼働後に
白血病死亡数が統計学的に有意に増加している

t検定の結果
唐津市 伊万里市

p＜0.0001 p＜0.0002

地図出典：マピオン．
「佐賀県地図」

データ出典：佐賀
県人口動態統計

稼
働
前

　 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

唐津市 7 10 5 5 6 9 5 3 5 7
伊万里

市
3 5 0 2 1 2 3 0 2 3

稼
働
後

　 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

唐津市 19 21 20 17 18 18 15 10 17 12

伊万里
市

7 10 3 3 8 5 6 6 3 8



高齢化の影響を少なくするために、玄海原発稼働前後
の5年間を比較しても白血病死亡数が統計学的に有意
に上昇し、4.5倍となっている
 稼働前5年と稼働8年後からの5年をt検定で統計学的に比較

玄
海
町

稼
働
前

年 1971 1972 1973 1974 1975 平均

白血病
死亡数

0 0 2 0 0 0.4

稼
働
後

年 1983 1984 1985 1986 1987 平均

白血病
死亡数

2 1 2 3 1 1.8

稼働前後のｔ検定の結果 
p=0.026 4.5倍

データ出典：佐賀県人口動態統計35



佐
賀
県

稼
働
前

年 1971 1972 1973 1974 1975 平均

白血病
死亡数

26 23 17 26 22 22.8

稼
働
後

年 1983 1984 1985 1986 1987 平均

白血病
死亡数

34 21 26 44 45 34.0

稼働前後のｔ検定の結果 
p=0.030 1.49倍

データ出典：佐賀県人口動態統計

玄海町、唐津市、伊万里市を除く佐賀県全体でも玄
海原発稼働後に、高齢化のために白血病死亡数が
統計学的に有意に上昇している
  しかし、玄海町の1/3、1.49倍の増加でしかない
 (稼働前5年と稼働8年後からの5年をt検定で統計学的に比較)
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満潮時には玄海原発沖合の海水が
伊万里湾に流入する

出典：鈴木誠二，他．「伊万里湾の流動構造に及ぼす風の影響に関する
研究」．海岸工学論文集(土木学会)．2008 37



トリチウムについて 　　　（中部電力 パンフより）

38



トリチウムはベータ線（β粒子）を出して、
ヘリウムに変わる（中性子は陽子に変わる）

39

画像出典：AND NOW, A FEW WORDS ABOUT RADIOACTIVE 
WATCHES．2010 （In Search of the Perfect Watch）　（一部改変）

電子
（ベータ粒子）



本当にトリチウムは「新陳代謝などにより普通
の水と同じように排出される」のか???

40

　トリチウムは通常の水素より中性子が2つ多いだけで、化学
的な性質に変わりはない。環境中、生体中での挙動は質量
が大きいこと以外は通常の水素と変わらないために、タンパ
ク質や脂肪、DNAなどにも取り込まれる。
　水の形のトリチウム（自由水トリチウム）と異なり、 こうした
有機物結合トリチウムは、排出されるまでには長い期間が
かかる。

“Some of these nuclear wastes are mostly in the form of krypton gas and tritium. It is 
not difficult to anticipate their impact on living organisms and to man himself, who 
lives in eternal fear of the increasing deterioration of his environment.”
「核廃棄物のほとんどはクリプトンガスとトリチウムである。環境の
荒廃が進行する中で生物と人間への影響を予測することは難しく
はない」 （Ananthakrishnan,T.N. "The environmental crisis." 
Zoologicana 1980）



　「トリチウム水で栽培されたアルファルファとトリチウム水で飼育さ
れたウサギの各組織のトリチウム濃度は、元の飼料および水のトリ
チウム濃度と本質的な差はなかった」（出典：Moghissi AA, et al. 
“Biological concentration of 3H.” Health Phys. 1987）

　アルファルファはマメ科の牧草であリ、タンパク質5.7%、脂肪
0.7%を含有する（上田博史.  愛媛大学農学部紀要．2004）。しかし、炭水
化物の約7%よりは少ない。炭水化物はエネルギー源として消費さ
れた後は二酸化炭素と水に分解され、トリチウムを含む水は自由
水として通常通り、排出される。
　しかし、トリチウムの生物濃縮が問題となるのは、海洋の底生生
物である貝類、甲殻類などを捕食する魚介類のタンパク質であり、
約20%含まれるタンパク質の有機物結合トリチウムは通常の水の
様には排出されない。 したがって、アルファルファを使った実験
により、生物濃縮がないと結論することはできない。

41

有機物結合トリチウムが普通の水と同じように排出され
ないならば、生物濃縮されるのか??　　　生物濃縮を否定
する研究もあるが、これには問題点がある!!



　「環境へ放出されたトリチウムは、有機物に取り込まれる
可能性がある。その場合の有機物結合トリチウムは、トリ
チウム水より、かなり長い生体での残留時間を示す。
　（有機物結合トリチウムの）最も重要な生成工程は、量的
な点では緑色植物の光合成である。有機物結合トリチウ
ムはいくつかの経路、一次生産者（植物性食品）または高
栄養段階　（動物性食品）で人体に入る。
　〈中略〉環境において、植物と動物の有機物結合トリチウ
ムは、組織水より高いトリチウム濃度がしばしば見られる
。自然状態ではいかなる均衡状態にも達しない」
（この場合の「均衡状態にも達しない」とは、生体内のトリチ
ウム濃度の方が環境中濃度より高いことを示す）

42

有機物結合トリチウムの主要な生成過程は
光合成であり、自然界では均衡状態にはならない

出典：Diabate,S & Stack,S“Organically bound tritium.”　Health Phys. 1993



植物中の有機結合型トリチウム濃度は増加し続ける

43

画像出典：日本原子力研究所．「トリチウムの環境中挙動を解明する」 （原研の研究
活動と成果 1996）

トリチウムガスを12日間放出し、植物中の有機物結合型トリチウム
（OBT）を測定した。いずれの野菜も、OBT濃度が上昇した。



　“The radioactivity of tritium in nucleic acids (DNA 
plus RNA)…was closely proportional to HTO 
concentrations.”
　「核酸内（DNAおよびRNA）の放射性トリチウムは…トリ
チウム濃度と密接に比例する」

“the loss of tritium from the DNA of the eggs was very 
slow.”
　「 （ＤＮＡに取り込まれたトリチウムは徐々に減少するが、　　　
メダカの）卵のDNAからのトリチウムの消失速度は極めて
緩慢である」

44

トリチウムはDNAに取り込まれ、その排出は
極めて緩慢であるーメダカでの研究

出典：Ueno,AM. “Incorporation of Tritium from Tritiated Water into 
Nucleic Acids of Oryzias latipes Eggs. ” Radiation Research. 1974



　トリチウム水を投与され
た母マウスが授乳した仔
マウスの体内のトリチウム
は長期間、残留する。
　したがって、持続的に
トリチウムに曝露されれば
生体内に溜まり続ける。　
つまり、生物濃縮される。

画像出典：斎藤眞弘．「トリチウムの影
響と安全管理・生体内挙動モデル」．原
子力学会誌.1997                           　　 
(原典：Saito,M. et al. :Radiat. Prot. 
dosim.1986 )

45

有機物結合トリチウムは生体に残留する



　ハンガリー、Paks原
発のドナウ川への温
水排水口の上流と下
流で巻貝、ドブ貝、肉
食・雑食魚類の自由水
トリチウムと有機物結
合トリチウムを測定し
た。下流の方は自由
水ではわずかな上昇
だったが、有機物結合
トリチウムは明確な上
昇を示した。

46

原発周辺水域の魚介類からはトリチウムが検出される
ー ハンガリー、Pask原発 ー

画像出典：Robinson T.“Fukushima anniversary 
marked in Hungary” Pressenza (一部改変)

出典：Janovics R, et al．“Monitoring of tritium, 60Co and 137Cs in the vicinity 
of the warm water outlet of the Paks Nuclear Power Plant, Hungary”J Environ 
Radioact. 2014



47

　複数の原発の排水が流
入する英国南部、セバ－ン
川河口とブリストル海峡　　
(湾)で、ヒバマタ属海藻、ム
ール貝、カレイのトリチウム
を測定した。それぞれ600、
2,000、100,000 Bq/ kg　　
(乾燥重量)であった。海水
のトリチウム濃度は約
10Bq /kgであり、これらは
生物濃縮の結果である。画像出典：STOP HINKLEY (一部改変)

原発周辺水域の魚介類からはトリチウムが検出される
ー 英国、原発が集積するセバーン川河口・ブリストル海峡 ー

出典：McCubbin D, et al. “Incorporation of organic tritium (3H) by marine 
organisms and sediment in the severn estuary/Bristol channel (UK).”Mar 
Pollut Bull. 2001
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トリチウムは“生物濃縮”される

カゲロウ幼虫

藻類

ブルーギル

オオアオサギ 　トリチウムの半減期
は 12.3年と長く、タン
パク質、脂肪などの
有機物と結合したトリ
チウムの排出は遅い
ために、食物連鎖に
より、次第に大型の
生物に濃縮される。

画像出典: Hixson,LW 
“Bioaccumulation: Why 
Fukushima Matters”．Nuclear 
Free Planet. 2011　（一部改変）



DNAに取り込まれたトリチウムはDNAを損傷する

トリチウムがHTO(自由水) の形であ
るときには細胞核内にβ線が届く場
合が少なく、DNA が損傷を受ける
確率も低くなる。

トリチウムがOBT(有機物結合トリチ
ウム) となり、DNA に取り込まれた
場合にはβ線の届く範囲は細胞核内
にほぼ限られるため、DNA が損傷を
受ける確率が高くなる。

☆：HTO， ☆：トリチウム， ……：トリ
チウムβ線の飛程，⚡ ：損傷

49
出典：立花章, 他. 「細胞・分子レベルでのトリチウム影響研究 」. プラズマ・核融合学
会誌. 2012



　DNAを構成するアデニンの分子構造の変化の一例。ベータ線放出
による他のDNAの損傷および自身のDNAの分子構造の破壊という
二重の形で生体に損傷を与える。このためにがんを発症したり、遺
伝的影響を起こしたりする危険性が生じる。 50

H2N
N

N
N

N
3H

DNAに取り込まれたトリチウムは他のDNAを損傷する
だけでなく、ベータ線を放出後にヘリウムに変わるため
に、ＤＮＡの元の分子構造も破壊する

H2N
N

N
N

N
He

アデニン

トリチウム ヘリウム

水素があるべきところ
に結合したトリチウム
がヘリウムに変わる
ことで、DNAの構造
が破壊される



出典：須山一兵，江藤久美．「水生生物に対するトリチウム水の影響」．原子力学会誌．
1981． (原典：Blaylock, B.G.: Proc. Third Nat. Symp. Radioecol., 1971) 51

トリチウムは濃度依存的にユスリカ幼生の
染色体異常を誘発する



魚類ではトリチウムの濃度依存的に
染色体の異常、「染色体橋」頻度が増加する

出典：須山一兵，江藤久美. 「水生生物に対するトリチウム水の影響」. 日本原子力学会
誌, 1981．(原典：Suyama, I, et al. 1980．および  idem. 1981) 52



染色体橋

出典：Amaral, N, et al. “The Aurora B-dependent NoCut checkpoint prevents damage 
of anaphase bridges after DNA replication stress. ” nature cell biology．2016. 53
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トリチウムはマウスの白血病を誘発する傾向がある

HTO：トリチウム水

白
血
病
に
よ
る
死
亡
確
率

日齢

出典：Daher A，et al.：Effect of pre-conceptional external or internal irradiation of 
N5 male mice and the risk of leukemia in their offspring. Carcinogenesis. 1998．
19:1553-8. 

発がんモデルマウス（N5マウス）を、X線照射群
(5Gｙ)、トリチウム水投与群(1.5Gy) 、比較のた
めの対照として生理食塩水投与群に分け比較。

P=0.05

P=0.22
X線照射群

トリチウム水群

生理食塩水群



トリチウムは
単回投与より、
同量の分割投与
の方がより白血
病を誘発する

出典： Seyama, T, et al. "Carcinogenic effects of tritiated water (HTO) in mice: 
in comparison to those of neutrons and gamma-rays." J Radiat Res. 32.Suppl 
2 (1991): 132-142. 55

　マウスの実験では、
トリチウムの単回投与
より同じ量の分割投与
の方が白血病の発症
が大幅に高かった。
　原発周辺住民のトリ
チウム被曝は持続的
であり、まさに分割投
与である。

20mCi分割投与

20mCi単回投与

15mCi単回投与

15mCi分割投与

トリチウム投与後の日数

白
血
病
発
症
率



56画像出典：The Canadian Atlas ONLINE.“Fueling Canada” （一部改変）

五大湖、セントローレンス川周辺にカナダの5原発は位置する

稼働中の原発

閉鎖後の原発

稼働中の大型研究用原子炉

閉鎖後の大型研究用原子炉

小型研究用原子炉

ウラニウム工場廃棄物



原発からの距離が近いほど大気中トリチウム濃度も高い

出典：Fairlie I “Childhood cancer near nuclear power stations” Environ 
Health. 2009 57

1985～1999年のカナダの5原発からの距離と年平均の大気中
トリチウム濃度。 （注意・濃度の目盛は対数目盛）

各原発からの
距離(km)

大
気
中
ト
リ
チ
ウ
ム
濃

度

(Bq/m3)



原子力施設の周辺の米からは、他よりも高い
濃度の有機物結合トリチウムが検出される

　原子力関連施
設が集中する茨
城県東海村周辺
の米の有機物結
合トリチウム濃度
の測定結果。
　当然のことなが
ら、施設に近いと
ころほど高い。
 (単位はBq/燃焼水

1ℓ)

58出典：新 麻里子，他．「自然環境中トリチウム挙動 」．プラズマ・核融合学会誌．1997

原子力施設



トリチウム放出量(2002～2012年)と原発立地　
自治体住民の死因別死亡率(10万対)の関連

59

原発立地
自治体

炉
型

原発名
トリチウム

放出量
 (テラBq)

白血病
循環器系
の疾患

急性
心筋梗塞

玄海町

加
圧
水
型

玄海原発 826.0 23.5 338.8 44.3 
薩摩川内市 川内原発 413.0 17.6 401.9 49.6 

伊方町 伊方原発 586.0 29.1 580.5 67.4 
高浜町 高浜原発 574.8 7.6 404.2 77.8 

おおい町 大飯原発 768.0 9.6 407.6 92.3 
松江市

沸
騰
水
型

島根原発 　　4.3 7.4 148.8 21.2 
柏崎市・刈羽村 柏崎刈羽原発 　　6.9 6.6 197.8 50.7 

女川町 女川原発 　　0.2 7.0 291.9 73.4 
東通村 東通原発 　　0.7 0.0 113.1 27.1 

トリチウム高放出原発は加圧水型、低放出は沸騰水型。(出典：トリチウム放出量・原子
力施設運転管理年報、死亡率：各県人口動態統計)



トリチウム高放出原発立地自治体と低放出
原発立地自治体の住民の各死因による死
亡率（10万対）の統計学的比較(t検定)

60

白血病

338.8 148.8 
401.9 197.8 
580.5 291.9 
404.2 113.1 
407.6 

44.3 21.2 
49.6 50.7 
67.4 73.4 
77.8 27.1 
92.3 

循環器系疾患 急性心筋梗塞

t検定
ｐ＝0.018

t検定
ｐ＝0.002

t検定
ｐ＝0.086

t検定は2群間の平均値の差の検定、つまり2つの群は数字的
に異なる群であるかどうかの検定。通常、p<0.05、つまり95%を
超える確率がある場合を「統計学的に有意」とする。

玄海町 23.5 7.4 松江市

薩摩川内市 17.6 6.6 柏崎市・刈羽村

伊方町 29.1 7.0 女川町

高浜町   7.6 0.0 東通村

おおい町   9.6 



　加圧水型原発は沸騰水型原発と比較すると、ト
リチウム放出量が格段に多い。このために、同じ
原発立地自治体でも、加圧水型と沸騰水型の違
いにより、住民の白血病、循環器系疾患による死
亡率には統計学的有意差がみられる。

　このことも、トリチウムと白血病との関連を強く
示唆するものである。

61

同じ原発立地自治体でも、トリチウム
高放出原発と低放出原発の住民とで
は各疾患による死亡率に　統計学的
有意差がある



それでも、九電は「白血病死亡数は玄海町だけでなく、全
国的に増加している」(玄海原発訴訟第9回公判準備書面)
と、玄海原発と白血病との関連はないと主張している

62

　九電のこの主張は、全国的には人口が増加し、玄海町では減少
していることを無視した乱暴な論理である。人口の増減がある場合
には、死亡率で比較しなければ正確な比較とはならない。

データ出典：厚生労働省・人口動態統計全国は当該年、玄海町は当該年
までの5年間の平均

全
国
白
血
病
死
亡
数 (

人

)

玄
海
町
白
血
病
死
亡
数 (

人)

全国と玄海町の白血病死亡数



2集団に人口の増減がある場合には“率”で
比較しなければ、正確な比較とはならない

　1980～2010年の30年間に、玄海町の人口は
7,463人から6,379人へと85.5%に減少したが、全国
の人口は1億1,706万人から1億2,805万人へと
109.4%に増加している。

　こうした状況がありながら、白血病死亡数で比
較するというのはナンセンスである。もしこれが、
意図的であれば真実を隠ぺいするための悪質な
行為といえるし、そうでなければ統計学に無知で
あるといわざるを得ない。
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白血病死亡率で比較すると、玄海町は全国
より極めて高い

人口の増減があるため白血病死亡数ではなく、死亡率で比較する
べきである。玄海町の増加は全国より極めて大きい。 (それぞれ5年間

の平均。2010～2012年のみ3年間の平均)　　(データ出典：国勢調査・人口動態統計)64

白
血
病
死
亡
率 (1

0

万
対)



玄海町と佐賀県、全国の高齢化率推移の傾向に
変わりはない

65データ出典：国勢調査/佐賀県・推計人口(年報)

　玄海町の高齢化は全国より先行して進行しているが、高齢化率
の上昇そのものの傾向は全国と変わらない。したがって、高齢化に
よって玄海町の白血病死亡率の増加を説明することはできない。

高齢化率：65歳以上の人口が
全人口に占める割合

％



玄海町でのATLによる死亡率の推定

66

　玄海町のHTLV-Ⅰ感染率、キャリアの白血病発症率、白血病発症
者の死亡率などから、ATLによる死亡数が推定可能である。
　唐津・松浦地区の市町村別HTLV-Ⅰの年齢別感染率（諸藤美樹，
他：感染症学雑誌，1990）、HTLV-ⅠキャリアのATL発症率の推定　
（田島和雄, 伊藤新一郎：ウイルス，1992）、白血病発症者の死亡率
（白血病罹患数は国立がん研究センター「がん統計」、白血病死亡
数は「人口動態統計」）の推定によった。
　また、 HTLV-Ⅰの感染経路は① 母乳による母児感染、② 性行為
による夫婦間感染、③ 輸血による感染であるが、このうち輸血によ
る感染は、1986年から献血血液のHTLV-Ⅰ抗体のスクリーニングが
実施されるようになったため、それ以降はほぼ皆無となった。
　したがって、夫婦間の感染のみを考慮すればいいわけであるが、
前述の諸藤らのデータおよびRoucoux　D Fら(J Infect Dis.2005)
が報告した夫婦間の感染率をもとに、同年代の同じ玄海町の住民と
結婚したと仮定して推定した。結果は年間、0～2人の感染でほぼ無
視できるものであった。



ATLによる上乗せ分を除外しても
玄海町の白血病死亡率はやはり高い 

(データ出典：佐賀県人口動態統計) 67

ATLによる上乗せ



核燃料再処理施設から大量のトリチウムが放出される
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出典：宮本霧子．「海産生物と放射性物質 −世界の海で放出されるトリチウム−」．
海生研ニュース(海洋生物環境研究所)．No.119．2013

英国セラフィールドの核燃料サイクル施設から放出された
放射性核種の割合（1998～2002年の5年間の年平均値）



フランス、ラ・アーグ再処理工場

画像出典：Google Earth 69



フランス、ラ・ア
ーグ再処理工場
周辺では、地元
産の魚介類の摂
取、浜遊びの頻
度が高いほど、
白血病を発症し
やすい

　ラ・アーグ再処理工場から半径35km以内に居住し、25歳未満で
1978-～93年に白血病を発症した27人と性、年齢等が同じ健常な
192人の生活習慣を比較し、白血病発症の危険度を分析した。

70
出典：Pobel,D, & Viel,JF. "Case-control study of leukaemia among young people near La 
Hague nuclear reprocessing plant: the environmental hypothesis revisited." ＢＭＪ. 1997.

傾向検定の結果は
ともに　P=0.01

＊＊：統計学的有意差あり



英国、セラフィールド再処理工場
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画像出典：Google Earth



セラフィールド再処理工場からの距離が離れるに
したがって白血病発症の危険度が低下する
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　25歳未満の白血病発症の51人と非発症の350人のデータから、
4km以下の発症危険度を1として、発症の相対危険度を比較した。　　　　　

出典：Gardner，M. et al.“Results of case-control study of leukemia and lymphoma among 
young people near Sellafield nuclear plant in West Cumbria.” BMJ. 1990

＊
＊

＊：「4km以下」と比較して統計学的有意差あり



現在、六ヶ所村 核燃料再処理施設では
使用済み核燃料を用いた「アクティブ試験」
が実施されている

73出典：高度情報科学技術研究機構．原子力百科事典 ATOMICA．「六ヶ所再処理工場」 

竣工予定が大幅にずれ込んでいる!!  



六ヶ所再処理工場からの年間トリチウム放出量と
玄海原発、東通原発との比較

年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 総量

玄海原発
（加圧水型）

95 73 74 99 86 69 81 100 56 2 735.00  

東通原発
（沸騰水型）

－ 0.01 0.39 0.34 0.53 0.90 2.30 0.30 1.60 0.45 6.80 

六ヶ所
再処理
工場

0.0076 0.0084 0.1714 496 1309.8 363.7 4.44 1.64 1.34 1.26 2178.40 
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アクティブ試験開始ウラン試験開始 単位はテラBq
（兆ベクレル）

(データ出典：平成16～25年版原子力施設運転管理年報)

2007年は1年で玄海
原発18年分を放出



六ヶ所村ではトリチウム大量放出後に
白血病死亡数が増加傾向にある

トリチウム大量放出前後の六ヶ所村の白血病死亡数の比較

大量放出
前

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

0 0 0 1 0 

大量放出
後

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

1 1 1 1 0 
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　大量放出前後の2群間のt検定の結果は p=0.033 と統計学
的には有意な差があったが、症例数が1例と4例と少数であり
疫学的には有意な差ということは困難かもしれない。しかし、
大量放出後に増加傾向にあることは否定できない。

データ出典：2003～2014年 青森県保健統計年報



終わりに

　玄海原発が全国一トリチウムの放出量が多いこ
と、トリチウムは原発周辺の海水、大気、水産物を汚
染すること、動物実験ではトリチウムは白血病を誘
発する傾向があること、同じく動物実験ではトリチウ
ムの単回被曝より持続的被曝の方がより白血病を
誘発すること、同じ原発立地自治体でもトリチウム
高放出と低放出原発立地自治体の住民の間には白
血病死亡率に統計学的有意差があることなどから、
玄海町における白血病死亡率の上昇は玄海原発か
ら放出されるトリチウムの関与が強く示唆される
。

　また。青森県六ヶ所村でも白血病死亡が増加傾
向にあり、今後が懸念される。
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ご清聴ありがとう
ございました

77


