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原発からの距離による市町村の6群わけと甲状腺がん
罹患率比、土壌セシウム137沈着量の集計表

市町村別20Kmごとの6群わけと罹患率比
（IRR）
IRR= Incidence Rate Ratio

群 原発からの
距離区分

先行罹患
率比

原発からの
平均距離
(km)

平均土壌
Cs137
(KBq/m2)

G1 ～20Km 5.21 8.98 1176.5 
G2 ～40Km 3.23 29.76 308.6 
G3 ～60Km 2.62 53.32 106.0 
G4 ～80Km 2.07 65.05 113.7 
G5 ～

100Km 1.67 93.9 8.5 

G6 100Km
～ 1 111.23 3.2 距離および土壌Cs沈着濃度はUNSCEAR 2013 ReportのAttachmentC-20、福島県下

13500の測定箇所からのまとめ。2005年国勢調査により重み付した。
先行検査の甲状腺がん罹患率比は先行検査の締切である2016年6月の
第23回県民健康調査会議までのデータ。100km以遠を基準にした各群のオッズ比



福島第一原発からの距離と
甲状腺がん罹患率比の単回帰 （山本英彦氏より）
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福島第一原発からの距離で6群にわけた時の
甲状腺がん罹患率比とセシウム土壌線量との回帰
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距離で6群分けした時土壌セシウム線量と甲状腺がん罹患は容量反応関係を示す



周産期死亡率
周産期死亡（妊娠22週から生後1週までの死亡）率が、放射線被
曝が強い福島とその近隣5県（岩手・宮城・茨城・栃木・群馬）
で2011年3月の事故から10か月後より、急に15.6%（3年間で165
人）も増加し、被曝が中間的な強さの千葉・東京・埼玉でも
6.8%（153人）増加、これらの地域を除く全国では増加していな
かった。（Sherb H.,K.Mori and K.Hayashi)
事故後10ヶ月後に障害が現れたことは、その原因は主に卵子・
精子、他に胚細胞や胎児に障害を与えたものと考えられる。

被曝被害は関東・東北に及ぶ。福島県だけでない。



周産期死亡率
強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）で福島原発事故から10ヵ月経った
2012年1月に周産期死産率が15.6％増加した。オッズ比1.156（1.061，1.259）
強汚染県（福島、群馬、茨城、岩手、宮城、栃木）

福島原発事故から10ヵ月経った2012年1月に周産期死産率が15.6％増加した。オッズ比

1.156（1.061，1.259）



日本における乳児の複雑心奇形の手術数
原発事故後14.2％増加











出生率の低下とその原因
• 1994年から2008年にかけてベラルーシ共和国では
人口は60万7400人減少した。総人口の5.9％である。15歳以下の子供は
2000年から2009年の間で29万人減った。

ビデブスク州では1990年から2004年の間出生率が13.8%から7.8%にまで
低下した。
一方、2000年から2008年にかけて先天性奇形や発育異常のある新生児の数
が10万出生につき359.5から558.7に増加した。（55%増）
出生率が低下したのは子どもを作る動機が欠けているからではない。
生殖能力が失われているがゆえに子どもができないケースがはるかに多
い。









福島県の死亡率の上昇 矢ヶ崎克馬・小柴信子人口動態
調査より集計



福島原発事故以後の死亡率の上昇 全国
矢ヶ崎克馬・小柴信子人口動態調査より集計

















チェルノブイリ被害の全貌

• 内部被曝を主な原因とする被曝による健康被害はヤブロコフたち
の報告『チェルノブイリ被害の全貌』に詳しく報告されている。同
報告は住民の健康への影響として罹病率の増加、平均寿命の短縮、
老化の進行、新生児の体重の低下を紹介している。

• さらにがん以外の疾患の増加として、血液・リンパ系の疾患、遺伝
的変化、内分泌系疾患、免疫系疾患、呼吸器系の疾患、泌尿生殖系
の疾患、骨と筋肉の疾病、神経系と感覚器の疾患、消化器系疾患と
その他の内臓疾患、皮膚と皮下組織の疾患、感染症及び寄生虫症、
先天性奇形、その他の疾患を報告している。

• さらに次の章で腫瘍性疾患を取り上げ詳しく議論している。最後に
事故後の死亡率の増加を報告している。



内部被曝

• 「報告」はICRPなどと同様内部被曝を過小評価している。ICRP
は歴史的にも、内部被曝を外部被曝に換算して実効線量として
被曝の被害を評価してきた。

• 人体内部の微細な構造を捨象した「ファントム」という死んだ
物体で評価するという非科学的な方法である。このようなモデ
ルで安全性や危険性を評価することができない。もはや、科学
ではない。

人体は多くの臓器や筋肉さらにそれらは幾兆もの細胞からなり、
細胞は細胞膜やミトコンドリア、細胞核等からなる有機的な活動
体である。



内部被曝とペトカウ効果

特に胎児を含む子供は生殖系、免疫系、内分泌系など脆弱な
システムを持ち、放射線で直接に、より多くは放射線で生じ
た活性酸素・フリーラジカルによって攪乱され、破壊され、
傷つけられ、それが蓄積する。

例えば遺伝子の発現時に放射性原子核が崩壊して放射線を出
すと多数の活性酸素が発生し、ホルモン作用が攪乱され、遺
伝子が正常に発現できなくなる。チェルノブイリでは体力や
免疫力の弱い子どもが多い。自然死産率の増加は胎児の正常
な発育が妨げられたことを示している。

化学物質との複合汚染（レーチェル・カーソン）



低線量放射線は活性酸素（･OH,･O2
-）などを発生させ、細胞内

の器官を傷つける
ミトコンドリアについては遠藤順子氏の論考参照

http://nukecheck.namaste.jp/ronbun/1711endo.html#11

ほぼあらゆる疾患が起こり得る





チェルノブイリ膀胱炎（数ベクレル/ℓで
がん）



福島、山口県宇部、沖縄のカタバミを餌として沖縄で飼育されたヤマトシ
ジミという蝶の奇形の調査では汚染地では幾世代も増幅して継承された。
（琉球大 野原千代さんらの研究）野原さんは被曝し腎臓の病で亡くなっ
た。



『知ろうとすること』
早野龍五・糸井重里著、新潮文庫、2014年

Ｐ８１早野「年間5万ベクレルまでというのは、ある意味安全なレベルなん
ですよ。」

内部被曝の無視・軽視で重大な誤りである。ユーリ・バンダジェフスキー博
士の研究では体重１ｋｇ当たり200から500Ｂｑで多臓器不全で死亡。セ
シウム137の経口摂取の実効線量係数を用いると１mSvは7万5千㏃の
摂取に対応する。子どもで11から26Bq/kgで心電図に異常。

Ｐ111 小児甲状腺がんについて「最近になって発表されている新しい研
究結果から見ると、これは今回の事故とは関係がない、という説が国際
的な専門家の間では有力になってきています。チェルノブイリのケース
と比べると、今回福島で見つかったガンは、発生時期も発生している年
齢層も違う。それから福島の場合は、原発からの距離と発生数の関係
性も見られない。」 すべて誤り



1日１００Ｂｑ摂取すると1年で１万２０００Ｂｑ蓄積する。
体重６０ｋｇとすると２００Ｂｑ／ｋｇ



セシウム137の多くの組織への取り込みによる症候群（体内臓器に
蓄積の実証）

セシウム137の臓器別分布ー心臓や脳にも



セシウム１３７体内蓄積量と心電図異常との相関性

低線量セシウム137で子どもの心電図異常



体内セシウム137量の増加により子どもの健康が損なわれる

健康被害を心電図によりチェック出来る











Ｐ101 大事なのは「量の問題」なんです。放射線の害について話すとき
は、とにかく量を把握した上で検証することが必要です。ちゃんと産めま
すと、ぼくが確信を持って言える要素は何かというと、福島でたくさんの
人の被ばくデータをずっと見てきて、内部被曝と外部被曝を合わせた被
ばく量が、十分低いと確信したからです。

Ｐ114 2回目の検査の結果，1回目に比べて新しく見つかる人が多かった
ら、原発の事故である可能性が高い。新しく見つかる人が少なかった
ら、原発の事故と甲状腺ガンは関連性が低いということになる。全部の
検査が終わるはの2年後なので、その時には明らかになると思います。

2巡目で増加した。

『知ろうとすること』
早野龍五・糸井重里著、新潮文庫、2014年



放射線審議会資料 １４３－１－１号









ＩＣＲＰの改定案に対する意見
－被ばくから住民を護る基準に！

住民を被ばくから護る基準を求める市民と科学者
• （連絡先：山田耕作 kosakuyamada@yahoo.co.jp）

• パブリック・コメントを提出するに際して、２つの大きな疑問
を述べておきたいと思います。まず第一に、パブリック・コメ
ントを集める対象は、今回は、草案自体は一部のみの翻訳であ
り、基本的に英語を理解するもののみを対象としているので、
パブリックと言いつつ、きわめて限定的で差別的に収集してい
る点です。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 第二に、今回も含めて草案にたずさわっている当事者は、ＩＣ

ＲＰの基準を日本に導入することを検討する当事者でもあるの
で、利益相反にあたるのではないか、という点です。基準を作
る側、基準を導入する側は本来立場が違うはずなのに、ＩＣＲ
Ｐの基準については、それを取り入れるのが前提で進められて
いるところがおかしいと思います。その一方で、ＩＰＰＮＷの
勧告やアナン・ド・グローバー氏の勧告は、ＩＣＲＰも日本政
府も無視している状態です。基準を作る側も取り入れる側も、
本来多様な研究・提言の中で、よりよいものを選択する必要が
あるはずなのに、予定調和がなされているのは、大変な問題だ
と思います。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• （１）ＩＣＲＰ2007年勧告の問題
• 現在日本政府がとっている住民帰還政策では年間20mSvを規

準にしていますが、それは国際放射線防護委員会（ICRP）が提
唱するICRP2007年勧告での推奨値を参考に決められました。

• しかし、ICRP2007年勧告自体が、2011年3月の時点で、日本の
法令になっていたわけではなく、福島第一原発事故のどさくさ
に紛れて取り入れらました。しかもICRP2007はチェルノブイ
リの経験を踏まえ、出来るだけ避難者を少なくすることで、政
府と電力会社の賠償責任などの負担を少なくすることを狙った
ものであることが考えられます。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 日本の法令に取り入れることを検討する文部科学省放射線審議会の

基本部会は、2009年3月13日（第19回）から2011年1月12日（第38
回）まで、20回にわたって、ＩＣＲＰ2007年勧告の国内法受け入れ
を検討しました。基本部会の委員としては、東京電力株式会社福島
第一原発の副所長（第25回基本部会より）や、東電環境エンジニア
リング株式会社 原子力事業部長（第19回基本部会から第24回基本
部会まで）など、東京電力の関係者が常に入っており、原子力発電
を推進する側の影響下に基準が検討されていたといえます。利害関
係者が委員となっている時点で利益相反です。同部会は、2011年1
月に出した第二次中間報告において、「（３－ｄ）緊急時における
公衆被ばくに適用する参考レベルについて」として次のように提言
しています。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• （基本部会の提言）
• 緊急時被ばく状況における公衆に対する参考レベルに関して、

ＩＣＲＰが提案する線量（２０～１００ｍＳｖ）は、緊急時に
おける防護措置の実施の要否、防護の最適化、および更なる防
護措置の必要性を判断するための総合的な戦略に関する指標と
して妥当であり、我が国においても防護活動計画の策定のため
にこの指標を考慮すべきである。また我が国でこれまでに提案
された個々の防護措置（屋内退避及び避難、安定ヨウ素剤予防
服役用等）に関する基準は、個々の防護措置の実施の要否を判
断するための初動値として継続して適用可能である。

•



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• このように、文部科学省放射線審議会基本部会は、原発事故よりも

前に公衆に対する参考レベルについてのＩＣＲＰ2007年勧告導入に
ついて具体的に提言していました。ＩＣＲＰ２００７年勧告は日本
の法令に反映されたわけではないのに、原発事故後、導入されたの
です。

• しかし、この導入に対しては強い批判がありました。2011年4月29
日、放射線審議会基本部会のメンバーであった内閣官房参与の東京
大学大学院教授は辞意表明をした際には、学校施設の利用基準が年
間20mSvであることに対して、「この数値を乳児、幼児、小学生に
求めることは、学問上の見地からのみならず、私のヒューマニズム
からしても受け入れがたい」と述べました。それだけ、年間20mSv
という基準が不適切であることを示しています。ＩＣＲＰ2007年勧
告の導入自体が、そもそも法令違反なのです。



ＩＣＲＰはチャリティー団体？
• （２）ＩＣＲＰの歴史的問題
• ＩＣＲＰの公式のホームページではＩＣＲＰを「放射線防護科

学を公衆の利益を進める独立した国際組織」としています。ま
た「イングランドとウェールズの慈善団体委託に登録された
（登録番号１１６６３０４）慈善団体、とのことですが、果た
して公衆の利益を進めるチャリティー団体なのでしょうか。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 歴史を振り返ると、ＩＣＲＰの前身は1928年に発足したＩＸＰＲＣ

（International X-Ray and Radium Protection Committee：国際Ｘ
線・ラジウム防護委員会）です。1950年に初会合が開かれたICRPは、
米国放射線防護委員会（NCRP）議長のL・S・テイラーが中心と
なって組織されました。NCRPとは1946年に発足し、広島・長崎の
原爆を開発したマンハッタン計画で放射線人体影響の専門家として
携わったスタッフォード・ウォレン（同計画の医学部長）らが執行
委員となっていました。またマンハッタン計画に従事した科学者た
ちが中心メンバーでした。さらにマンハッタン計画を引き継いで米
国の核開発を担ったのは米原子力委員会という連邦政府機関ですが、
その生物医学部長を務めたシールズ・ウォレンが執行委員となりま
した。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• ICRP発足の経緯そのものからして、マンハッタン計
画やそれを引き継ぐ米原子力委員会（AEC）の影響
が大きい、米国の核戦略の強い影響力を受けていた
といえます。そうした組織の基準が、国際的だとし
て福島県内の子どもたちに適用されているのです。
しかも、公衆への基準が1990年勧告において年１ミ
リシーベルトとなり、この勧告については日本の法
令に反映されていますが、その20倍もの基準が、し
かも「緊急時」ではなく永続的に、胎児・幼児・子
どもにまで適用されたのです。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• （３）ＩＣＲＰ改定案の問題
• 今回の草案は、ICRP2007に少し手を入れたようですが、10ｍ

Ｓｖと被ばくを20ｍＳｖから減少させたようにいいながら､
図からは10mSvは分布の中央値であると理解され､それを越え
てはならない被ばく限度としておらず､むしろ現在以上の被ば
くを容認する危険性を持つ提案です。被曝によって何らの利益
を得ることがない公衆に被曝を我慢させる案です。改正案の危
険性はこの参考レベルが中央値であるような図2.3として出さ
れ、被ばく限度でないことです。





また、草案の「201」に「甲状腺に対する特別の監視プログラムは
可能な限り早く甲状腺の深刻な異常を検出するのに有効である。し
かしながら、そのような監視は住民の集団レベルで便益が害を上回
ることを確実にするように組織されるべきである（Togawa, 
2018）。この点について、長期間の健康監視プログラムは胎児期
や、小児期、あるいは青年期において、甲状腺に100から500 mSvの
吸収線量を受けた個人に限って取り組まれるべきである。」と述べ
られていますが、この記述は甲状腺調査の対象範囲を狭めるために
今回の改正草案に盛り込んだのでしょうか。行政側に都合の良い基
準で調査の対象を狭めることを正当化する提案を作ろうとしている
のではないでしょうか。私たちは甲状腺調査の対象はむしろ広げ、
また継続的包括的調査をするべきだと思います。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 今回の改訂は、事実上、「世界の住民全体」の基準になりま

す。その改定をＩＣＲＰに迫る衝動力は次の3点に有ります。
①今後世界的規模でチェルノブイリ・福島級事故が繰り返され
ることが想定されている。②トランプアメリカ大統領等の「使
える核兵器」による核戦争が想定されている。③核兵器による
攻撃が、原発あるいは核施設に対して行われる場合、両方の事
態が組み合わさって生じることが想定されています。そのため
の緊急時の被ばく基準改正であり､極めて危険なものであると
言うことです。いうまでもなく「使える核兵器」などないこと
は、広島・長崎の例が示しています。しかし、ＩＣＲＰの基準
は核戦争・核被災を前提としている点で、被災者を切り捨てる
ことを合理化する基準だといえるのではないでしょうか。







ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• ＩＣＲＰの使用してきたＡＬＡＬＡ（As Low As Reasonably 

Achievable）の原則は、社会的・経済的要因を考慮しながら
「合理的に達成可能な限り低く」するという意味で使用されて
いますが、そもそもどのような立場からの社会的・経済的要因
か、そしてその合理性が誰に向けられているのかが問題です。
核産業を前提とした「社会的・経済的」が成り立つ範囲での、
放射線への感受性の強い人々の存在を排除した「合理性」で
す。つまりは、とりわけ感受性の高い胎児・乳児・子どもたち
生命・身体に影響がない程度に低くおさえることを目的にして
いるわけではありません。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• ＩＣＲＰは核産業が置かれた状況の変化のもと、「アラーラ原

則」から「正当化」「最適化」「参考レベル」、そして 「ス
テークホルダー」および「共同専門性」と、一連の概念の創出
によって、事故による放射能汚染下での生活に被災者を慣れさ
せ、住民に放射能汚染下での生活を選択せざるを得ない状況を
作り出してきたのではないでしょうか。ステークホルダーと
いったとき、その利害関係者とはＩＣＲＰの想定する関係者で
あり、そこには被災から逃れている避難者が含まれてはいない
ようです。このような概念は核産業の、核産業による、核産業
のための概念であって、けっして一般公衆の、一般公衆によ
る、一般公衆のための概念ではありません。



日本国憲法前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖
と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確
認する」と、平和的生存権が謳われています。

また世界人権宣言では、第3条、第6条、第8条、第13条１ にて次のよ
うに謳われています。
• 第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有す

る。
• 第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人

として認められる権利を有する。
• 第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を

侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を
受ける権利を有する。

• 第十三条 １ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居
住する権利を有する。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• しかし、日本で起こった福島第一原発事故によって被災した住

民は、放射線被曝を含むさまざまな恐怖の状況下に置かれ、平
和のうちに生存する権利を奪われています。また、避難してい
る住民も、安全に平和に生活してゆくための、賠償・補償を受
けていないどころか、住宅を追われている状況です。「生命、
自由及び身体の安全に対する権利」が侵され、「救済を受ける
権利」を脅かされ、「自由に移転及び居住する権利」が奪われ
ているのです。ＩＣＲＰの使用してきた概念にのっとった基準
を、住民に適用することは、憲法違反であり、世界人権宣に反
した基準を住民に適用するということです。ＩＣＲＰ2007年緊
急時の勧告、さらには改定草案は住民に被ばくをさせることを
前提としており、これはもう放射線防護基準ではありません。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 放射線影響史が専門の中川保雄は『増補 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』（明石書店、2011
年）の中で「ICRPとはヒバクは人民に押しつけ、経済的・政治
的利益は原子力産業と支配層にもたらす国際委員会である」と
述べているように、公衆の利益のためのチャリティ団体どころ
か、原発事故が起ころうとも、一般公衆を年10ミリシーベルト
の基準に永続的に押し込み、原発を推進するための基準を提供
する団体、といえるのではないでしょうか。



２０１８年３月１９日、人権理事会にて、二人の子どもを連れて
の避難者である森松明希子氏は「わたしたちには、情報は知らさ
れず、無用な被ばくを重ねました。空気、水、土壌がひどく汚染
される中、わたしは、汚染した水を飲むしかなく、赤ん坊に母乳
を与えてしまいました。放射能から逃れ、健康を享受することは
基本的原則です。日本の憲法は「全世界の国民がひとしく恐怖と
欠乏から逃れ平和のうちに生存する権利」と書かれています。し
かし、日本政府は市民をまもるための施策は、ほとんど実施して
きませんでした。その上、日本政府は放射線量の高い地域への帰
還政策にばかり力を注いています（グリンピース訳）」と述べ、
日本政府に対して国連人権理事会の勧告を、「直ちに、完全に受
け入れ、実施」することを求めています。こうした避難者の声こ
そ、重視しなければいけません。



ＩＣＲＰ改正案に対する意見
• 私たちは人間の生命･健康を護るという人権の立場から考える

と緊急時だからと言う理由でより多くの被ばくを許容できると
することはできないと考えます。生命･健康に危険が及ぶので
あればその場に留まったり､まして居住することはできませ
ん。できる限り速やかに避難すべきであり、新たな基準を設け
て滞在を認めることは人権に反することです。避難の権利を認
め､経済的にも避難者の生活を保障すべきです。もし仮に避難
が社会的に保障できないならば避難を必要とする原発等の核施
設の存在を許してはなりません。 私たちは基準を緩めることは許
しません。 日本の被ばく基準年間１ｍＳｖでさえ決して安全で
はありません。むしろ、内部被曝を重視し、感受性の高く、深刻な
影響を及ぼす妊婦、胎児、幼児、そして子どもたちをを中心に考え
るべきです。
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