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この山が私をつくってくれた。山には危換があるが、そ

の危険が人をきたえる。それが人生のテーマでもある。

ゲルギエフ世田章者、キーロフ都圏F雌穆始監督)

こんにち、私たちは、放射線との付き合いなしに生きて行くことかできません。それは三つの

理由からです。第一は、私たちの住む世県生活環境には、自然がもたらす方謝線が充満(?)し

ているからです[第 1図。私たちは、知E代々、自然放射線にさらされた環境の下で生命の再生産

を続け、もっと長い時間スケールでいえば進化を続けて来ました。進化は生物の種が環境の変化に

適応して生き延びるために必要なことであり、進化の主たる引き創立自然放射線カ担っているとい

う説があります。また、自然放射線が人体にもたらす程度の線量は、生体の風波活性化させる働

きを持ち、総備に見て人の健康にポジティプな効果をもたらしているのではないかという説(放

射線ホルミシス論)も出てきています。そうだとすれば、自然放射線も、熱や光や水、空気と同様、

私たち個人個人や人類の生存にとって、なくてはならないものの一つかもしれません。

一方、放射線は私たちの文明を発展させる手段として重要な働きをしてきました。人類が放射線

の存在を自覚し積極的にそれを使うようになったのは、 1895年にレントゲン事授がX線を発見し

てからのことであり、この 1∞年の間に科学の分野でノーベル賞を授けられた仕事の 1/3以上は

何らかの形で放射線にB鑓したものであるといわれています。人類がっくりだし、使いこなしてい

る放射線の種類は最早元素の数を超えています。 物質文明、精神文明の別を問わず、文明を更に発

展させ、私たちの生活がより一層豊かなものとしていく上で放射線が有用であり、必要であること

はこれからも変わることがないでしょう。これが第二の理由です。

今二十齢己は、電気と放射線で文明を築きその成果を楽む齢己で、あったといえましょう。この事

情は齢己が変わっても変わりそうにありません。変わるであろうとか、変わるかも知れないと思ゐ

せる兆しが見あたらないのです。このような文明の成果として私たちが今日その，恩恵に浴している

最大のものは、医療の世界に於ける放射線の利用と核エネルギーを電気エネルギーに転換する原子

力発電です。今日の医療は放射線なくして成り立ちませんし、資源特にエネルギー資調に恵まれ

ない日本にとって、日本人という“密'の生命を保存するための“コメ"であるエネルギー資源が

長期的かっ安定的に確保されるということは、個人の場合に生命維持に必要な空気や水を心配しな

いで済むということと同レベルの重要事です。このように高度に発展・発達した文明の成果を享受

するに際して不可避的に付随する放射線の出現があります。これが第三の理由です。

現在日本の国民がこの 3種類の放射線にどれくらい身を曝しているかというと、 1992年の調査

報告町で、 1年に総量で 3.75mSv、医療が 2.25mSvで 60%、自然が1.48mSvで 39%、残

りは原子力発電所や教育・研究機関などの放射線施設などにおける放射線とのつき合いによるもの

ですが、これがなんと 1%に満たないのですI第2図。しかし、この事実を定性的にも定量的にも

正しく理解している人の数は非常に少ないのが実状です[第3図。原発からの放射線被曝に、間違

って偏った大きな重みの掛けられているケースが多いので、す。これJま、マスコミが毎年大きく取り

上げる、夏の定伊師事と化した「広島・長崎の原爆被災」関連のニュースや、チェルノプイリ原発

の事故と絡めてしばしば取り上げられる「原発と放射線をキィーワードとして含む出来事」の輯直

が、心証的に大きなインパクトを与えているせいであると思われます。専門家にとって、予想され

る被曝や放射飴奇染は事故でも異常でもありません拭マスコミはしばしば「事件」に仕立てます。
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こうして、世の中に沢山の「放射線嫌悪秘や「放射繍晶敏症Jを生み出しました。放射線の怖さ

を過小謝回するのは良くないが、過大に評価し恐がりすぎたり、影に怯えたりするのも良くありま

せん。ここで、チェルノプイリ原発の事故を振り返ってみましょう。 1986年 4月に起きたあの事

故では、 30人ほどの人達が放射線を過剰に浴び、急性の放射線症で亡くなりました。 ICRP(国際

放射線防護委員会)力制出L劫告している放射線防護の体系は、日本を含む世界の主要各国が結果

としてこれを採用し匡聞としていますが、実はこの体系は、嗣蜘できる被曝を前提・対象としてお

り、戦争やチェルノプイリのような事故による被曝は対象としていないのです。 国やその構成員

である個人の生命を大きく脅かすこれらの“リスク源'や“リスク"にどのように対応するかは極

めて重要な課題ですが、私たちが日常生活で否応なしに付き合っている放射線の被曝に伴うリスク

管理の問題とは異質のものであり、区別して扱われるべきものと心得ます。放射線が人の健康に与

える影響については、過小でも過大でもなく、適切に恐がることが肝要です。

この世には、個人や社会の生命を脅かすもの(リスク)が、多種多様、無轍に存在します。そ

のどれかを退治したとき、別のものカ勢いを増したり、新手のリスクカ顎を出してきたりすること

は、往々にしてあることです。特定のリスクを狙い撃ちし、リスクフリーを目指すということは、

その限りにおいては経靖なことであり、異を唱えるに及ばないと思われるかも知れませんが、実は

理に適ったことではありません。リスクの源は無轍といって良いほと下註しますし、リスクが小さ

くなるにつれてそれを下げるのに要する労力、コストが増大するからです。私たちに与えられてい

る資源や時苛は有限であり、それらを最適に配分してより有効に使うことが重要です。最適配分の

評佃湛準は有効性ですカミこれは個人や社会の価値観によって決まります。

個人で嗣胸可能なリスクは自らの判断・責任で行われることが望ましく、個人では嗣胸できな

いけれと有会としては可能なリスクは担会が責任を持って行うべきで、す。椅様以外布1胸lできないリ

スクは心配しても始まりません。それこそ杷憂というもので、ストレス過剰による健康への悪影響

の方がリスクとして大きくなるでしょう。

安全や安全管理の基準は社会と当事者との契約であるというのが私の考えですが、合理的な契

約は、契約の両当事者が同レベルになければで、きないことです。放射線の安全管理に関しては、人々

の我が身に対する放射線被曝(リスク)の受容レベルが、あまりにも広範囲に分散していて[第4

図]、社会としての意音、集約は極めて困難な状況にあります 1)。二十一世紀に生きる人達は、リス

クとその管理法について知識と技術を身につけることを崩邸島ι要な素養のーっとし、相会全体の

安全文化の薫育を図って上記の契約が伺処においても、迅速にしてEつ合理的にし締結できるよ

う世の中を変えていかなければなりません。そのための方策をご参加の皆様と一緒に考えるという

のがこのワークショップの趣旨であります。

以下は、リスク要因の一つである放射線を中心に、討議に必要と思われる基礎的な事柄のおさ

らいで、す。

2. リスク

生命の本質は再生産を通じて生命の保存を図るということであり、生命の宿る物体である生物す

べてに共通する宿命はその命に限りがあるということである。人間とて伊外ではない。人は誰しも

いつか死ぬ。今日、日本は世界の中で第 1級の長寿命国といわれている。寿命というのは生まれた

ときから死ぬまでの時司の出生時における期待値である。その寿命を、今恨に、男女共通に 80年

としよう。もしもすべての人が誰しも 80歳の誕生日を迎えた日に死を迎えるようになっていると

したら、単位時間あたりの句Eぬ確率」、死亡率 M(t)は

M(t) = o (t-80) ， t:生存時間[年]

とディラック (Dirac)関数形となる。しかし実際はこうならないことを誰でも経験で知っている。

また、死亡率が生まれてから死ぬまでの期間一定で不変、つまり、

M(t) = 1 /船[Y-I]

ともならないことも、経験上知っている。完環は、死亡率は性別や年齢に依存し、横軸に年齢縦

軸に死亡率をとって描いた曲線(Mobility Curve) [第5図]は工業製品の故障率の時間推移を示
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すワイプル(恥ib叫1)曲線に似たものとなっている。 死亡率の増大をリスクといい、リスクの増

大をもたらす事象や行為をリスク要因(リスク源)という1。大雑把に言って、死亡率は 20歳で

111，α泊、 40歳で 115∞、 50歳で 112臥 60歳で 111∞程度である。死をもたらす原因は、癌など

の疾病に擢ることや自動車などの事故に遭うことなと二様々である。まこと、生きているというこ

と、生を営むということは、リスクとの戦いで、あると言える。

我々が生を営むために必手頁のものが沢山ある。太陽からの主弘水、空気A ・・・・等々 がなければ

我々は生きていけない。ところが、こういった必須のもので、も、採りすぎると身体(の健康)に悪

いのだということがはっきりしてきた。空気を吸うことにより体内に活性酸素がつくら才L生命再

生産の処方筆である DNAに傷をつける2。空気を吸わないと酸素を採れないから生きていけない

が、同時に加齢・老化を進めることになるというわけである。熱や光を一度に大量浴びると火傷を

したり眼を潰したりする。水を無砲して沢山飲むと苦くなってきて身体が受け付けなくなる。塩で

も砂慣でも薬でも、度を越して摂取すれば毒と化すのである。

3. 放射線

物事を定義するのに二つの方法がある。帰納的定義と演緯的定義である。「アルファ線がありま

す、ベータ線があります、ガンマ線があります…これらを放射線といいます。」というのか布市で、

「運動エネルギーをもって空間を飛んで、し1る素粒子(またはその結合体である裸の原子核)Jとい

うのが後者である。前者は分かりゃすいが適用限界がぼやけるのでので一般向け、後者は正確で応

用が利くので専門家向けである。

4. 線量

放射線が物体に入射すると物理的作用を引き金に様々の反応を誘起し、最終的に様々の影響を

もたらす。これを科学の対象として取り扱うには、定量的な因果関係を樹立する必要がある。ミクロ

の世界の物(モ))の理(コトワリ)も功日の世界のそれと共通するものが多い(例えばエネルギーのも

っとも低し叶え態が一番安定であるなど)祇異なった趣もある。その最たるものは、「量の取りう

る値力不道続で、離蜘ヲ」であることや、状態聞の遷移等「事象の生起が確率的」であることである。

?如の世界で、は原因があったら結果が出るの比約束されたことであり、確率 1∞%である。言って

み制ま物理の論理は「必側生の論理」で成り立ってし1る。これに対し、ミクロの世界では原因があ

っても結果は一意に定まらず、ある原因がある結果を引き起こすこともあれば引き起こさないこと

もある。しかしその確率はきちんと決まっているのであって、その意味で定量的因果関係か在ると

いえるのである。物理の論理は「蓋然生の論哩」と呼ばれる。

放射線の物体に及ぼす影響を扱う科学で原因の量としているのカず線量」で、ある。物理的作用を

引き起こすもとはエネルギーであると考え、放射線によって物体に与えられたエネルギー密度を基

本の線量とし、「吸収線量Jと呼んでいる。特別の単位グレイが使われていて、 1Gy = 1 J/kgで

ある。

ところが、放射線の人体に及ぼす影響は、吸収線量が同じ量で、あっても必ずしも同じでないこと

が多い。放射線の種類やエネルギーの違いにより、また人体の放射線に対する感受性の制立による

違いにより、影響の発現に違いが生じるのである。そこで、防護の目的には、上記 2種類の補正を

荷重係数の形で織り込弘一定量の線量が常に一定量の効果・影響を生ずるよう調整したものを使

l リスクという言葉は多くの分野で使用されているが、その定義や概念規定は一様ではないの。

放射線防護の分野ではこのように確率で定義してきたのに対し、原子力安全 (NuclearSa島ty)の

分野では期待値(災害の芳椴x発生確率)を用いている。

2 発癌や遺伝障害のもとになっているといわれる 8オキソグアニンやチミングリコールは、放射

線によってもつくられるが、毎日吸っている酸素によってもつくられる。酸素によってつくられる

1日当りの量は、控えめに見績もっても、一般人に対する放射線の年限度である lmSvの線量が

つくる量に匹敵するというの。
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う。最初の補正を施こしたものを等価線量、二重に補正したものを実安燐泉量と呼ぶ。ここでも特別

の単位シーベルトが用意されていて、 1 Sv= 1 J/kgである。

5.放射線防護の目標

現在の放射線防護システムは、確定的影響については完全阻止、確率的影響についてはそれの

もたらすリスクをある限度内に抑制することを目標としていて、等価線量は前者の、実安雄軽量は後

者の目標を達成するための手段として使用される。

確定的影響というのは皮膚の障害や白内障脱毛や血球数変化など目に見える身御句障害のこ

とで、線量がある値(しきい値)を越えない限り発生しないが、 発生したときの障害の程度は受

けた線量に依存する。

確軸句影響は、生命再生産の処方筆である DNAの遺伝情報が放射線により傷つき、生命再生

産が上手くいかなくなることで起こる障害であって、個体を維持するのに必要な棚包に起こると発

癌、子孫をつくるのに必要な細胞に起こると遺伝障害に結びっく。

管理の対象は、実際上リスクの限度内抑制となっていて、放射線防護の分野では線量に実効線

量、影響にリスクが採られていると言って良い。
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目田mlnll・御s・・nfrlmRs:胸町
slln・旬lIislrill皿111・1・m・眠掴町

Isin・ml旬sllc・
1.無敢闘兆仰の微小生命体の集まり

2.生命再生産を邪贋=生命再生産の

処方筆由闘にキズ

3.放射線と処方筆との相互作用

4 キズの修復

5.ホルメシス効果

，: Phvsics・IMlcl'l-W・同a
ミクロの世界の“物の理(コトワリ)"

DIscr818n・SS離散的
骨曲曲111岨e確率的

LOllc論理

必然性→蓋然性

Sci・回目3・・田E町・cts
影響の科学

蜘・刷個目IIC岨sal町制紺叩

定量的因果関係の確立

。岡剛園田町凶伽咽s8and凹・ct
原因と影響の定量化

SCIIIS: Mlcr・t・Micr・
官蓮fマクロの世界同口の世界

の寸法

d長¥J 目剛.n陶町人体 1m 
τ 0111細胞 1・μm

d義D岨(生命再生産処方聾 1・m

-384-

E主・ .・柵原子 1・・pm
lPa同cllllR.II岨・nJ 1加

.-'114止'1"/， ，-.I-11l:t~ ，-副L蹄 7rM

t・曲alD・s・致死線量:ω108V(S凶
WhlI・陶晦1.101旬nt踊・・回同・s町・l1hrJ

1・.1.:r-ravs・11闇@曹

目u・nc・ψー1.51101+1担Ic.I-211
__1・ngthλ-101-101c.
Eπ【λ121**2)禽ψ-101-町
h8atuT:叩JI同14.2J/cal-0.002。

RalllaUo目DOI・:亀田a目UtvofCa目"

放射線の線量:原因の量

曲11:線量/剤量/用量

基本線量:吸収線量[1旬・1J1切]

物体中の注目点におけるエネルギー

吸収密度
防聾(用加量)線量:[1.・1J1同]

・等価線量陶蜘.1・蹴胸踊

-実効線量聞・曲・蜘踊



B・s・線量

陶nd・m・ntllOos・:抽so向8dOos・
吸取線量.0
1旬=1J1切

w・laht8d勘s・:EII・町・Dos・
実効線量.E=蜘・加.0 

t絢 =1J1切

刷m・fRldil固・皿Pntlc固・m
(lCRPSV.'・.J
放射線防護の目標

08t・nnlnls駒田1・cts 確定的影響

町制側目。m 完全阻止

a・chls目e聞・cts 確率的影響

SUpprasslon 01 RI疏 リスク抑制

B・s・u.it<聞闘園田Oos・〉
線量限度値<実効線量>

現行法日開円911年勧告等準拠】:
.聴業人;年駒田卸

-一般人:年1.010卸
改正法IICR円"。年勧告準拠】:
-職業人:年 50101蜘.5年100101胸
.一般人:年1.010卸
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Ri.匝リスク

剛錨=Incra・s・In聞ortlll町
リスク=死亡率の増加:確率

事リスクの概念規定は分野により異

なっている。

事通常は損失・損害等の<期待値>

事蜘tohは“余命損失の期待値"提唱

M・同a田町S園町IUIII田1
生命図(死亡率曲線)

0' 

時。0¥

i醐

，号
"， 

00(加 1 ーι一一」一一-ー→ I

20 由<0田 00 河田 90

'" ，陥

放射線以外のリスク要因

町抽S・圃n・.0曲町曲師

Rldil岨・田

WlldB・1st.111同副・n.WIIIC・111園田・伽t
器 開m・凶，副s・m・E陶鵬町.m刷0S，8tCJ，

品掛蜘cld・ntslB目mlna.刷110・-Oown，

-385-

刷蜘m岨11・.8tCJ，聞s・a・rc個 S叫胸
蜘佃ra(踊同時UI胸，目ωd.TW加側，

闘8t80l1t・，8tCJ.剛na，8tC.
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リスクと便益
Ris匝vsB・m・，it

リスクフリー追求:

望ましいことでないし可能でもない

ALARA (ICRP) : 

リスク要因聞に見られる11M'州の関係

目IW踊Isslcid・輔副Risll;J 
リスクといかに付き合うか?

担憂→ストレス

リスクフリー:(財的/人的)資源は有限

リスクの制御:

感覚の補償/量的判断力(量の遣い

は質の変化をもたらす)

リスクへの対処法(1/2)

点個人で制御できるリスクは自己の責任で!
-必要な知自慢と技能の取得は別世紀に生きる人
の基本的素養.生き方/価値感に依存

・人生を生きるに値するものとすることも大事:
側副刷錯・剛...・・圃mも包める必要ある

ゅ専門.と非専門.のm創価問旬『が必要

@有限の時間・資酒をどう使い、リスクと便益

をどう組み合わせるか7: リスクを考えるということは生
き方を考えるということ

"."圃陥T加割引3 IS陪ge，同町宮...岬'" 泊

-386-

e耐制a・'SI'・旬【SI'I・町e・ntn日
安全(管理)の基準

社会との契約 e・nb'aClWl曲目腸SlcI・m
基準は社会の状態に依存

契約を合理的に行うための条件

個人の価値観の多様化

個人のリスクと社会のリスク:IIIBY 
....チヱルノブイリ原発事故

111佃ralR細胞圃・ninJIPln(1田町田11
d・s・1自然放射線による年被曝線量と内訳

白押胆射闘の内訊(全世界平均
191i~団連科学書員会報告)

リスクへの対処法(2/2)

:!i自己の意思で制御できないリスクの管理は社会
に任せるしかない!
.リスクの管理基準の聾合性をどのようにとか?
...田崎掴備品同胸a・聞M

-意思の集約法:技術(方法諭)の開発と判断
材料としてのデータの収集I揖輸の公開I人的
及び財的・資酒の量適配分が望まれる
・NIMBYへの対応策:安全文化の庸膏

"'"国訓 KAT加 盟 問3 IS旺咽閣官叫岬'" 24 
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一般人に関わりのある放射線管理基準

・放射線事業所敷地 21・μ書官11月
-放射線事業所管理区峨境界1Jm蜘 11月
・病院病室1Jm絢11月

園町役与患者帰宅 1.μ'1'価"剛

-放射線発生装置規制除外:・sμlI'hl削剛

t ・副議備隊療犠器(骨塩Iカ・}，1}ロ):・sμ絢川(裏面・μ蜘川 (1m使用時)

・放射性物質運級 2幅削川表面】

1・・ μ蜘I価"同
・放射性廃棄物:現状では下限なし
・岡上[導入予定の蜘開制剛副]: 1・μ卸'y

目Ilfl恥半減期

FUI園間:Prlblbilis固s
Plst蜘胸nninis固S

放射能は永遣にセ.ロにならないというのは迷信

半減期1年の放射性核種

t隼後

1・・万個 剖万個

2個 2個 (25%)

1個 (1.%)

・個 (21%)

，.隼後 (2-'・-10."3)

，."個
2個 (1DI~J)

1個 (1・1・.1)
・個1.......%) 

刷InullP・pull圃・皿B・s・1目..1回 国民線量の値と内訳
一人当たりの岨量 3.75同，;年

-387-

TJPic11 slisunll・m踊nlli回目S

よく見られる世間の誤解

-HanU陶:“半減期"というものがあるので.放射

能"は永遣にゼロにならない。

来五~/~.事1t.J.た:/)(.去1~.JÈAt1 ! 

-僻cld・nt/抽MnnalllJ:事故と異常
予:18dlLで'(，115.....，合汚'!it.ぽ.. iftτ'!t 
11'11で':ttJ.~L 1 ! 

刷Iblslpl・・fS田町"・目
ICCIP旬bl・llv・Is胸

Rld胸囲・目白m・縄問 >Lu: unb四lable

<LI: not worring 

l，ll.Sv h1“恥 JOfrllS" l!1lS... Hl.sr. ltX1cSY 18.... "6S~ 

10 tβ四 位詰詑限時':<<..:

高説空空

m 
~;O:-!-!~ 

p・・pl・'sC・mprlll・目si・皿・t
PIPul1回・皿B・s・
国民線量の内訳についての理解度

1岡崎...自然 関 舗 %

2 ・・dcal医療 ca'l% 
3.・m・2その他(原発・研究・教育、等) 制問

981120:Jl.II~大学'2*~主 Mλ

S刈埼:21111 培喝:1・111
1>2刈:21111 2>1>1 :盟111

1>1>2:1・111 2>1>1: .，.1 無回答21


