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《概要》長期にわたる低線量内部被曝で問題となる放射線は、アルファ（α）

線とベータ（β）線であり、K-40 と Cs-137 では、β線が問題となる。  
ICRP（国際放射線防護委員会）などを拠所とする政府や政府寄り専門家は、

「原発事故に起因する人工放射性核種のセシウム 137（Cs-137）などによる

内部被曝は、飲食物から日々取り込んでいる自然放射性核種のカリウム 40
（K-40）などによる被曝と比べたら微々たるもので問題ない」などと述べて

いる。しかし、生物進化上における C-137 など人工放射性核種の位置づけや、

実際の放射性降下物としての放射性微粒子の大きさ、さらには体内で放出され

るβ線の飛程内における細胞の内部被曝の実態を無視しており、まったく非科

学的である。  
そもそもは、進化の過程で獲得した全生物と自然放射性核種 K-40 などとの

安定的適応関係に、突如二十世紀半ばから核兵器や原発の登場により有害な諸

人工放射性核種を上乗せ的に大量拡散したことが、低線量内部被曝による癌そ

の他の健康被害の爆発的な多発の根源である。  
そこで、自然放射性核種の K-40 と福島原発事故に起因する Cs-137 のβ崩

壊によるβ線放射の実態を比較検証することにより、福島県などの高放射能汚

染地域に子どもたちなどが住まうことの危険性と人権無視を告発したい。  
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K-40 によって体内の約 3 千箇所で毎秒 1 発のβ線が放射され、出生後は細

胞分裂しない心筋細胞などが一生の間（80 年として）に各細胞が被曝する回

数は約 27 回である。しかし、体重 1 kg 当たり 5.824 京個の原子が必要であ

るため、非常にまばらな被曝であり深刻な健康被害は極めて起りにくい。  
一方、福島原発事故に由来するセシウムボールなどの Cs-137 によるβ線被

曝では、セシウムボール近傍の細胞が極めて局所的、すなわち体重 1 kg 当た

りわずか約 17 粒で 54 Bq のβ線が放射されるから、3,530 兆分の１の高密度

で、K-40 の約１京倍も被曝する。粒径が 1μm 未満で水溶性の放射性セシウ

ム含有硫酸塩エアロゾル粒子でも、含有する Cs-137 の放射能量は平均 0.66 Bq
だから、体重 60 kg の体内に約５千粒が取り込まれれば 3,240 Bq のβ線を放

射することになる。そして、このうち 0.1μm 以下の微粒子は消化管や肺胞か

ら血中に入るので、体内各所で局所的にβ線を放射し続けることになる。だか

ら、放射性セシウム微粒子では、K-40 によるβ線被曝に比べて、著しく局所

的に少数の細胞が短時間に繰り返し被曝することが明らかである。  
 
 

１．自然放射性核種  K-40 による β 線放射の実態  
 

（１）日々の飲食により、必須元素のカリウム（K）とともに K-40 も体内

に取り込まれる。したがって、日々飲食物からＫを摂取しているため、体内に

は K-40 を 0.011％含む約 2 g/kg の K があり 1）、約 60 ベクレル（Bq） /kg の

放射能を帯びており、その内訳は 89.3％約 54 Bq/kg（5.4E1；E1 は×101）

がβ崩壊してβ線（体重 60 kg なら 3,240 Bq = 3.24E3）を、10.7％約 6 Bq/kg
がγ崩壊してγ線を発している（両者は別の原子による）。K-40 は単体の原子

で体内では陽イオンとして全身の細胞内に存在し、β崩壊によるβ線の内部被

曝が起り、体重１キログラム当たり毎秒 54 ベクレル（54 Bq/kg）である。  
1）

コルネリウス・ケラー，岸川俊明『新版  放射化学基礎』（現代工学社，2002）．なお，

放射能の単位 Bq は，物体（kg）中の放射性核種の原子核崩壊数 /秒で，多くの場合は１Bq

なら原子核崩壊が１回 /秒である．  

 
（２）体内におけるβ線の主要な飛程は約 2 mm（最大 10 mm）で 2）、細

胞の１辺は約 10μm だから、１発のβ線が放射されると単純平均で 200 細胞

に 0.005 Bq ずつ放射される（β線が発射された当初は 1 Bq だが、エネルギ

ーを細胞の構成分子に与えながら進み、飛程限界内で保有エネルギーがゼロと

なる）。だから、単純計算すれば、54 発では 10,800 細胞（200×54）が 0.005 
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Bq ずつ放射を受けることになる。  
2）

近藤宗平『分子放射線生物学』（東京大学出版会，1972）の  p.59 の図 5.7 より概算．

水中での β 線の飛程は 0.0015～10 mm，平均エネルギー0.5 MeV の飛程は約 2 mm であり，

線量は細胞を突き抜ける間に指数関数的に減る．  
 
（３）毎秒 54 Bq/kg のβ線放射に要する K-40 の原子数を計算すると、２

つの関係式は、  
体重 1 kg 当たりの K-40 の原子数 N = 放射能量÷速度定数  
速度定数 k =２の自然対数÷K-40 の半減期（秒）  

なお、K-40 の半減期は、約 12.8 億年（4.0366E16 秒）である。  

∴N = 5.4E1÷1.717E-17 = 3.145E18 
  = 314.5 京個（1 京  = 1E16）  
∵k = 6.931E-1÷4.0366E16 = 1.717E-17/秒  

ここで、例えば放射能量 5.4E1 は 5.4×10 の 1 乗（54）を意味し、1.717E-17
は 1.717×10 のマイナス 16 乗（1.717÷10 の 16 乗）のことである。  

上の計算から、体重 1 kg 当たり毎秒 54 Bq のβ線を放射する K-40 の原子

数は 314.5 京個（１京= 1E16）であるから、  
K-40 が１回のβ崩壊に要する原子数は、  

= 原子数 /kg÷放射能 /kg 
= 3.145E18÷5.4E1 = 5.824E16  
= 5.824 京個（１京= 1E16）  

∴K-40 では、毎秒β崩壊が 5.824 京個の原子当たり１回起っている計算に

なる。  
なお、K-40 の 1 g 当たり原子数は，  

=アボガドロ定数（6.02E23）÷質量数（40）  
 = 6.02E23÷4E1=1.505E22 個  
 = 1,505 京の１千倍（１京=1E16）  
∴5.824 京個の K-40 原子の重量は，  
 = 5.824E16÷1.505E22=3.8698E-6 

= 3.87μg（1E-6 = 1μg）  
 
（４）身体の細胞数は概数で 60 兆個（6E13）だから、体重 60 kg（6E1）

とすると、前記の体重 1 kg 当たりの K-40 の原子数 N に基づき、  
体内でβ線を放射する K-40 の総原子数は、  



4 
 

= 原子数 /kg×体重  
= 3.145E18×6E1 = 1.887E20（1 京=1E16）   
= 1,887 京個の 10 倍（１京= 10,000 兆）  

∴体内には約 1,900 京個の 10 倍もの K-40 原子が散在する。  
そして、体内のβ線総放射量は、毎秒 3,240 Bq（54 Bq × 60 kg= 3.24E3）

だから、  
K-40 が１回のβ崩壊をするのに要する細胞数は、  
 = 総細胞数÷総放射量  

= 6E13÷3.24E3 = 1.8519E10 
 = 185.2 億個（１億=1E8）  
∴β崩壊は約 185 億個の細胞当たり１回起り、β線の放射量が毎秒約 54 

Bq/kg で、体重 60 kg では 3,240 Bq（3,240 回のβ崩壊）となるわけだから、

大雑把に見れば体内の約 3 千箇所で毎秒 1 発のβ線が放射されるわけである。 
 
（５）そこで、体重 60 kg で総細胞数 60 兆個の体内において、放射される

β線の総線量が 3,240 Bq/秒であり、前記（２）のとおり１発のβ線放射で 200
細胞（2E2）が平均 0.005 Bq ずつ被曝する。  

∴１日（86,400 秒＝8.64E4）当たりの被曝細胞数は、  
= 秒数×β崩壊数 /秒×1 発当たり被曝細胞数 /秒  
= 8.64E4×3.24E3×2E2 = 5.599E10 
= 559.9 億（1E8 = 1 億）  

つまり、１日 24 時間では全細胞 60 兆個中の諸組織・器官の計約 560 億個

の細胞が被曝する計算になる。  
∴60 兆個の細胞が１回は被曝する日数は、  
 = 総細胞数÷被曝細胞数 /日  
 = 6E13÷5.599E10 = 1.072E3  

= 1,072 日  
つまり、３年弱（2.94 年）で全細胞が１回は被曝する計算になる。  
 
（６）ただし、全身に単体で散在する K-40 の１原子（陽イオン）ごとが放

射するβ線被曝であり、上述のとおり毎秒β崩壊が 5.824 京個の原子当たり１

回、また約 185 億個の細胞当たり１回の割合であり、β崩壊のたびに 200 細

胞が平均 0.005 Bq ずつのβ線に被曝する状態でしかない。ゆえに、自然放射

性核種の K-40 によるβ線被曝では、短時間に２本鎖 DNA が２本とも切断さ

れる状況にはない。現存する生き物は、種類ごとの集団として見れば、いずれ

も進化の過程で適応的関係を獲得しており、この程度の被曝には打ち勝って個
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体維持と種族維持を全うしている。一方、自然放射性核種との間に適応的関係

を獲得できない生き物の種類は、特に陸に上がってから消滅せざるを得なかっ

たのである。現実には、同一年齢でも個体レベルでは諸々の感受性（抵抗性）

に大きな個体差があるが、放射線に対する感受性は年齢が若いほど強い（抵抗

性が弱い）。しかし、自然放射性核種 K-40 などによるβ線被曝の影響下でも、

大方の個体は深刻な被曝被害を受けず個体維持と種族維持を全うしている。  
 
（７）結論として、体重 60 kg の体内における天然の K-40 が放射するβ線

による低線量内部被曝は 3,240 Bq/秒であり、見かけ上は高い放射線量にみえ

る。しかし、K-40 のβ崩壊は毎秒約 185 億個の細胞当たり１回の割合であり、

全細胞が 1 回は被曝するのに要する日数は 3 年弱である。したがって、現存

する生物は進化の過程で DNA が損傷しても修復能力を獲得してきたとはいえ、

K-40 によるβ線被曝では DNA の修復能力を発揮する必要はほとんどなく、

DNA 以外の被曝のリスクも極めて微々たるものである。  
 
 
２．人工放射性核種  Cs-137 による β 線放射の実態  
 

（１）Cs-137 によるβ線被曝の実態についてみるとき、ICRP（国際放射線

防護委員会）による放射能量の単位「ベクレル」（Bq）の概念に従えば、K-40
と Cs-137 によって同一ベクレルのβ線に被曝したとき、被曝線量とその健康

リスクは等しいことになる。しかし、放射性核種の半減期が違えば、単位時間

当たりの原子核崩壊数が異なり、半減期の短い放射性核種ほど崩壊間隔が短い

ため、少量の放射性核種数でも放射する放射能量は半減期の長い放射性核種と

同じになる。また、人工放射性核種は、以下で示すとおり粒径が自然放射性核

種よりもいちじるしく大きい混成集合体である。さらに、体内に摂取された人

工放射性核種は、自然放射性核種とは大きく異なり複数の特定臓器などに集積

しやすい特性もある。したがって、人工放射性核種による内部被曝は、極めて

局所的に集中して被曝することが特徴である。  
 
（２）福島原発事故で放出され、つくば市内で捕集された放射性セシウム微

粒子の粒径は約 0.3～5 μm で（大原利眞ほか  2011） 3）、福島市内で捕集され

た放射性セシウム微粒子の多くは呼吸で吸入可能な約 5 μm 以下であった（小

泉昭夫ら；A. Koizumi et al. 2012）4）。そして、福島原発事故由来の放射性セ

シウム含有微粒子には、粒径 1 μm 以下で水溶性の放射性セシウム含有硫酸塩

エアロゾル粒子と、約 2μm で水に不溶性の放射性セシウム含有球状合金粒子
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（球状セシウム含有粒子）がある（足立光司ら；K. Adachi et al. 2013） 5）。

特に、後者の粒子は、爆発による超高温と上空に放出後の急冷却が成因であり、

「放射性セシウム含有ガラス状微粒子」（セシウムボール）と命名されている

（阿部善也ら：Y. Abe et al. 2014） 6）。そして、Cs-137 の一連の原子核崩壊

で放射されるβ線とγ線の放射量はほぼ同じである。  
上記の論文と産総研 HP（兼保  2012） 7）のデータと合わせてみれば、福島

原発事故によるセシウム含有放射性微粒子の粒径は、調査地点や時期で 0.1 
μm 以下～4 μm 以上の変異がある。混成集合体の人工放射性核種の多くは 10 
nm～20 μm であり、最大約 0.6 nm で単体の自然放射性核種よりも著しく大

きい。だから、仮に自然放射性核種の粒径 0.6 nm の微粒子が線香花火１本の

火玉だとすると、体内で血中に入る最大粒径 100 nm（0.1 μｍ）の人工放射性

核種は 460 万本の線香花火の火玉であり 8）、肺胞に留まる微粒子はもっと大

きい 9）。このような粒径の大きさは著しい差異は、Cs-137 の内部被曝の被害

が K-40 とは比較にならないほど甚大であることの理由のひとつである。  
3）

大原利眞，森野  悠 , 田中  敦「福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の大気

中の挙動」『保健医療科学』60(4), 292-299 (2011)．  

4）
小泉昭夫ら；A. Koizumi, K. H. Harada, T. Niison et al. Preliminary assessment of 

ecological exposure of adult residents in Fukushima Prefecture to radioactive cesium 

through ingestion and inhalation. Environmental Health and Preventive Medicine 17(4), 

292-298 (2012)．  
5 ）

足 立 光 司 ら ； K. Adachi, M. Kajino, Y. Zaizen et al. Emission of spherical 

cesium-bearing particles from an early stage of the Fukushima nuclear accident. 

Scientific Reports Volume 3, Article number: 2554: 2013.8.30．  

6）
阿部善也ら；Y. Abe, Y. Iizawa, Y. Terada  et al. Detection of uranium and chemical 

state analysis of individual radioactive microparticles emitted from the Fukushima 

nuclear accident using multiple synchrotron radiation X-ray analyses. Analytical 

Chemistry 86(17), 8521–85251021/ac 501998d, 2014.8.1．    

7）
産総研 HP「風に乗って長い距離を運ばれる放射性セシウムの存在形態」（兼保直樹  2012

年 7 月 31 日）．http://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/nr20120731/nr20120731.html 

8）
生井兵治「自然核種と人工核種の大きな差異の証明――放射性カリウム  K-40 のリスク

は無いに等しい」『市民と科学者の内部被曝問題研究会第１回研究報告会予稿集（2013 年６

月 15～16 日）』pp,11-12．動画もあり．http://www.acsir.org/info.php?2013-6-15-16-39 

9）
粒径 10 μm（0.01 mm）未満の粗大粒子 MP10 は呼吸で気管支にまで達し、2.5 μm（250

ナノメートル（nm）；１μm = 1,000 nm）未満の微粒子 PM2.5 は呼吸で肺の肺胞に達して留ま

り、0.1 μm（100 nm）未満の超微粒子 PM0.1 は消化管や肺胞から血中に入る．United Nations 

Environment Programme -- Pollutants: Particulate matter (PM) (Suspended PM, PM10, PM2.5 and 
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PM0.1)． http://www.unep.org/tnt-unep/toolkit/pollutants/facts.html 
 
（３）粒径が約 2 μm で水に不溶性のセシウムボールが上記１で述べた K-40

と同様に 54 Bq/kg のβ線を放射するのに要する粒数を計算してみると、  
Cs-137 の原子数 N = ベクレル値÷速度定数（k）  
速度定数 k = 2 の自然対数  ÷ Cs-137 の半減期  
Cs-137 原子の半減期は約 30 年（9.4608E8 秒）だから、  
k = 6.931E-1÷9.4608E8 = 7.326E-10/秒  

 ∴N = 5.4E1÷7.326E-10 = 7.371E10  
= 737.1 億個（１億=1E8）  

∴Cs-137 が１回のβ崩壊に要する原子数は、  
  = 7.371E10÷5.4E1 = 1.365E9  

= 13.65 億個  
すなわち、毎秒 54 Bq/kg のβ線を放射する Cs-137 原子は約 737 億個で、

１回のβ崩壊に要する原子数は約 13.7 億ある。しかし、実際には、セシウム

ボール中の Cs-137 の放射能は平均 3.27 Bq/粒だから（前出の足立ら） 5）、わ

ずか約 17 粒 /kg（5.4E1÷3.27E0 = 1.651E1 = 16.5 粒）で 54 Bq のβ線を放

射することになる。  
 
（４）したがって、人工放射性核種のセシウムボールを体重 60 kg の体内に

約 990 粒（16.5 粒×60 kg）を取り込むと、わずか 990 箇所に局在して計 3,240 
Bq/秒のβ線が密に放射され、毎秒、約 65 万細胞（3,240×200 = 648,000）
が被曝する。しかも、放射性セシウム含有ガラス状微粒子（セシウムボール）

には Cs-132 なども含むから 5）、実際にはもっと少ない粒数でこれだけの放射

線量になる。  
なお、セシウムボールは、粒径が大きすぎるので消化管や肺胞から血液中に

入ることはない。しかし、鼻腔から気管をとおり肺胞に達するまでに各所に沈

着すれば、局所的に集中してβ線による内部被曝が長時間継続する。したがっ

て、人によって鼻血はもちろん様々な健康被害が生じ得ることは当然の帰結で

あり、雁屋 10）の主張どおり「鼻血は風評」との断定は根本的に間違っている。  
10）

雁屋 哲「美味しんぼ『鼻血問題』に答える」（遊幻舎，2015）．  
 
（５）もしも、54 Bq/kg のβ線を放射する人工放射性核種のセシウムボー

ルから、体内において単体の Cs-137 が遊離するとしても（実態は不明）、体

重 60 kg（6E1）の体内でβ崩壊する Cs-137 の総原子数は、  
 = 7.371E10×6E1 = 4.4226E12  
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= 4.423 兆個（1E12 =１兆）  
 ∴Cs-137 の原子数は、13.57 個（6E13÷4.4226E12 = 1.357E1）の細胞当

たり 1 個となる。  
したがって、これを自然放射性核種の K-40 の場合と比べると、既述のとお

り K-40 が１回のβ崩壊をするのに要する細胞数は、  
 = 総細胞数÷総放射量  

= 6E13÷3.24E3 = 1.8519E10 
 = 185.2 億個（１億=1E8）  
∴K-40 のβ崩壊は約 185 億個の細胞当たり１回起り、β線の放射量が毎秒

約 54 Bq/kg で、体重 60 kg では 3,240 Bq（3,240 回のβ崩壊）となるわけだ

から、大雑把に見れば体内の約 3 千 200 箇所で毎秒 1 発のβ線が放射される。  
∴体内における単体の Cs-137 のβ崩壊箇所は、K-40 の場合の約 13 億 6,500

万分の１（1.8519E10÷1.357E1 = 1.3647E9 = 1,364,700,000）であり、この

ことは体内における Cs-137 のβ崩壊箇所の近傍では K-40 のβ崩壊箇所の近

傍の 13 億倍以上のβ線被曝を受けることを意味する。   
なお、Cs-137 の 1 g 当たり原子数は、  

= アボガドロ定数÷質量数  
= 6.02E23÷1.37E2 = 4.394E21  
= 4,394 京の 100 倍（１京  = 1E16）  

∴13.65 億個の Cs-137 原子の重量は、  
= 1.365E9÷4.394E21 = 3.107E-13 g 

すなわち、わずか 0.31 pg（ピコグラム；1 pg = 1E-12）である。  
 
（６）粒径 1 μm 以下で水溶性の放射性セシウム含有硫酸塩エアロゾル粒子

に含まれる Cs-137 の放射能量は平均 0.66 Bq である 5）。したがって、この水

溶性粒子中の Cs-137 が 54 Bq/kg のβ線を放射するのに要する粒数は約 82 粒

/kg（54 Bq÷0.66 Bq = 81.82）だから、体重 60 kg の身体に約 5 千粒（81.82
×60 = 4,909）が取り込まれれば 3,240 Bq のβ線を放射することになる。  

しかも、既述のとおり、このうち 0.1 μm（100 nm）以下の微粒子は消化管

や肺胞から血中に入るので、骨格筋肉や幾つかの特定臓器などで局所的にβ線

を放射し続けることになる（詳細は、後述の３を参照）。  
 
（７）結論として、実際には、体内に取り込まれた放射性核種の放射能（ベ

クレル数）が等しくても、混成集合体である人工放射性核種のうち粒径が 2 μ
ｍ程度で不溶性のセシウムボールや、粒径が 1 μm 以下で水溶性の放射性セシ

ウム含有硫酸塩エアロゾル粒子を呼吸によって呼吸器系器官に取り込んだと
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きの内部被曝と、粒径が 0.1 μm 以下で水溶性の放射性セシウム含有硫酸塩エ

アロゾル粒子を飲食によって消化器系器官に取り込んだときの健康被害は、全

身に散らばる単体の K-40 原子によるよりも格段に桁違いの大きさで被害を局

所的に受けることになる。  
 
 

３．細胞の寿命（細胞の交替）との関連でみるβ線被曝の実態 

 
（１）各種組織・器官の細胞の寿命との関連で、K-40 と Cs-137 のβ線放

射による被曝影響を見てみよう。種々の細胞のおよその寿命は、例えば、消化

管上皮細胞は約１日、赤血球の寿命は約４ヵ月、骨細胞は約 10 年であるが、

心筋細胞、脳細胞・神経細胞などは出生後にはヒトが死ぬまで細胞分裂しない

ままである 11）。したがって、単純計算すると、  
既述のとおり、60 兆個（6E13）の細胞が自然放射性核種の K-40 によって

１回は被曝する日数は、  
 = 総細胞数÷被曝細胞数 /日  
 = 6E13÷5.599E10 = 1.072E3 = 1,072 日  
∴K-40 のβ崩壊によるβ線被曝では、3 年弱で全細胞が 1 回は被曝する計

算になるので、寿命が１日と短い消化管上皮細胞や寿命が約 4 ヵ月の赤血球

では被曝前に新細胞に世代更新する割合が高いことになる。  
11）

秦  順一「細胞の不思議－その２‐」  

http://www015.upp. so-net.ne.jp/j-hata/husigi/saibou2.html 

 

（２）自然放射性核種の K-40 によって長寿命の心筋細胞などが一生の間

（80 年として）に被曝する細胞ごとの回数を単純計算すると、  
年毎の細胞当たりのβ崩壊の回数は、  

= β崩壊数 /秒×年間秒数÷総細胞数  

= 3.24E3×3.1536E7÷6E13 = 1.703E-3 

= 0.0017 回   
一生の間（80 年）の各細胞当たりのβ崩壊の総回数は、  

= 8E1 年×1.703E-3 回  = 1.3624E-1  
= 0.13624 = 約 0.14 回  

∴一生の間（80 年間）の細胞当たりのβ線被曝回数は、β崩壊ごとの被曝

細胞が 200 個（2E2）だから、  
= 1.3624E-1 回×2E2 細胞= 2.7248E1 
= 27.248 回  
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つまり、一生の間に細胞分裂をしない心筋細胞などのβ線被曝回数は約 27
回である。しかし、現実には、約３年に１回 0.005 Bq と極めてまばらな低線

量被曝であるから、深刻な健康被害は起らない。  
 
（３）福島原発事故に由来する人工放射性核種のセシウムボールなどの

Cs-137 によるβ線被曝は、既述のとおりセシウムボール近傍の細胞に極めて

局所的である。すなわち、体重 1 kg 当たり、自然放射性核種の K-40 では 5.824
京個の原子に対して、セシウムボールの Cs-137 では 3.27 Bq/秒のβ線を放射

するのでわずか約 17 粒だから、0.353 京＝3,530 兆分の１の高密度である。

したがって、局所的なセシウムボール近傍の細胞のβ線被曝量は、K-40 の約

１京倍（0.353 京×2.94 年＝1.04）である。粒径が 1 μm 未満で水溶性の放射

性セシウム含有硫酸塩エアロゾル粒子でも、既述のとおり含有する Cs-137 の

放射能量は平均 0.66 Bq だから、体重 60 kg の体内に約５千粒が取り込まれれ

ば 3,240 Bq のβ線を放射し、このうち 0.1 μm 以下の微粒子は消化管や肺胞

から血中に入るので、特定臓器などで局所的にβ線を放射し続け、自然放射性

核種の K-40 によるβ線被曝と比べれば細胞当たり被曝量は桁違いに大きい。 
 
（４）もしも、約 17 粒の不溶性のセシウムボールが肺胞に沈着すれば、わ

ずか 17 箇所のセシウムボール近傍の細胞が毎秒計 54 Bq のβ線に集中して何

度も被曝することになる。また、0.1 μm 以下の水溶性の放射性セシウム含有

硫酸塩エアロゾル粒子の約５千粒が血中に入れば、特に子どもでは甲状腺、骨

格筋、小腸、心筋などに集積しやすく 12）、計約５千箇所の放射性微粒子近傍

の細胞が毎秒計 3,240 Bq のβ線に集中して何度も被曝する。実際には、不溶

性、水溶性の如何にかかわらず、放射性セシウム微粒子には複数の異なる放射

性核種が含まれるので 5）、上記よりも少ない粒数で毎秒 54 Bq/kg（3,240 Bq/60 
kg）のβ線に被曝する。  

したがって、セシウム 137 などを含有する複合混成体としての人工放射性

核種によるβ線被曝の健康被害は、自然放射性核種である単体の K-40 による

β線被曝に比べて、著しく少数の細胞が短時間に繰り返し被曝することが明ら

かである。  
12）

子どもの８臓器（心臓、脳、肝臓、甲状腺、腎臓、脾臓、骨格筋、小腸）の Cs-137 平

均蓄積量は大人よりも顕著に高く、１位の甲状腺が約 1,300 Bq/kg、心臓は４位で約 600 Bq/kg、

肝臓が８位で約 400 Bq/kg である。  

Y. I.  Bandazhevsky Chronic Cs-137 incorporation in children’s organs. Swiss Med WKLY. 

133:488–490 (2003). 
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（５）出生後には細胞分裂しない長命の心筋細胞、脳細胞・神経細胞などで

は、上述のとおり一生の間（80 年間）に K-40 からのβ線に各細胞が平均約

27 回の反復被曝を受ける。しかし、この場合は毎秒β崩壊が 5.824 京個の原

子当たり１回起るだけであるから、被曝は著しく散発的である。一方、不溶性

のセシウムボールや水溶性の放射性セシウム含有硫酸塩エアロゾル粒子によ

るβ線被曝が心筋細胞など長命の細胞で起れば、K-40 の場合と等しい被曝量

だとしても、放射性微粒子の近傍の細胞だけが毎秒繰り返し被曝することにな

り、DNA の二本鎖が同時に切断され得るなど、K-40 によるβ線被曝とは根本

的に異なることが分かる。  
しかも、チェルノブイリ原発事故後の経過をみれば、体内の Cs-137 が 50 

Bq/kg を超えると心血管系、神経系、内分泌系、生殖系その他、各種の臓器障

害症候群が多発し、特に子どもでは 15～20 Bq/kg が危険限界であり疎開など

体外排出策を積極的に講じる必要がある 13）。さらに、チェルノブイリ原発事

故によるウクライナの子どもたちの被害の現状は、毎日わずか 1.1 Bq を汚染

食品によって摂取すると頭痛が発症し 14）、毎日 2 Bq を摂取し続けると８割の

子どもたちにさまざまな複数の病徴が発症している 14,15）。  
13）

アレクセイ・V・ヤブロコフら『調査報告 チェルノブイリ被害の全貌』（星川淳監訳，

チェルノブイリ被害実態レポート翻訳チーム訳，岩波書店，2013）．  
14） NPO 法人食品と暮らしの安全基金（旧称：日本子孫基金）『食品と暮らしの安全』．

これまでの同基金によるこれまでのウクライナ調査の報告が網羅されている．  

http://tabemono.info/report/chernobyl.html 
15）

白石 草  『ルポ チェルノブイリ 28 年目の子どもたち――ウクライナの取り組みに

学ぶ（岩波ブックレット No. 917）』（岩波書店，2014）．  
 
（６）したがって、福島原発事故によって放出された不溶性のセシウムボー

ルや水溶性の放射性セシウム含有硫酸塩エアロゾル粒子のβ崩壊によるβ線

被曝の実態を考慮すれば、放射線に対して感受性の高い（抵抗性の低い）人た

ちが鼻血を出すことは容易に理解でき、心臓疾患で急死する人や精神障害など

が増えている現実も残念なことであるが理解できる。  
 
（７）３ .11 に起因する福島原発事故後、例えば放射能汚染地の南相馬市は

ホールボディカウンター（WBC、キャンベラ社製）検査を始め、高校生以上

4,745 名の検査も９～12 月に行った。WBC 検査で Cs-137 のγ線が 40 Bq な

ら、体内のβ線もほぼ 40 Bq である。γ線検出者 1,943 名中、20 Bq/kg 以下

1,774 名、40 Bq/kg 以下 138 名、40 Bq/kg 以上 31 名で、最高値は 110.7 Bq/kg
であった 16）。市当局は、チェルノブイリ原発事故後５～10 年の現地の WBC
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検査結果と比べれば、市民の内部被曝量は極めて少ないとしている。  
また、マーケットバスケット方式のトータルダイエット試料によって

Cs-134、Cs-137 と K-40 の食物摂取による年間被曝線量を ICRP 方式で比べ

た福島県下の例では、Cs-134 と Cs-137 は 3.4 Bq/日で被曝量 0.019 mSv/年、

K-40 は 83 Bq/日で被曝量 0.19 mSv/年で、Cs-134 と Cs-137 による被曝線量

は K-40 の 10 分の１であるという 17）。しかし、ICRP 方式による被曝線量の

シーベルト（Sv）換算は、被曝細胞だけを対象とするのではなく、臓器また

は身体全体で平均化してしまうなど科学的根拠に乏しく、内部被曝がいちじる

しく過小評価されており 18,19）、このような論文は市民を欺くだけである。  
16）

南相馬市 HP：「市民の内部被ばく検診結果」（1）～（6）のうち，引用した数値は（1）

内にある．http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,2023,61,344,html 
17）

堤  智明，鍋師裕美，五十嵐敦子ほか「マーケットバスケット方式による放射性セシウ

ムおよび放射性カリウムの預託実効線量推定」『食品衛生学雑誌』54(1), 7-13 (2013)．  

18）矢ヶ﨑克馬『隠された被曝』（新日本出版社，2010）．  

19）落合栄一郎『放射能と人体――細胞・分子レベルからみた放射線被曝』（講談社，2014）．  
 
 

《結論》以上の検証結果に基づけば、低線量内部被曝について単に総線量や平

均値で論じることは根本的に誤っている。そして、例えば南相馬市で WBC 検

査により Cs-137 が 20 Bq/kg 以上の結果の被検者がセシウムボールを呼吸器

系に取り込んでいる場合には、残念ながら排泄されないため、非汚染地に避難

しても内部被曝が長期にわたり続く可能性が高い。ただし、現在も福島その他

の高線量汚染地帯に住み粒径 0.1μm 以下で消化管と肺胞から血中に取り込ま

れ得る放射性セシウム微粒子を飲食や呼吸によって体内に日々取り込む状態

にある子どもたちにとっては、早急に安全な場所に避難（疎開ないし移住）さ

せることが最良の脱被曝対策である。  
中央政府も地方政府も、政府寄りの「斯界の専門家」も、被曝の危険性を隠

蔽して帰還を進めるのではなく、福島原発事故による放射能汚染と低線量内部

被曝の健康被害の実態を科学的に検討して、自分たちの過ちを真摯に認めて反

省し、原発政策と棄民政策を根本的に改めるべきである。  
子どもたちのいのちを守らない生物集団は、早晩滅びるしかない。子どもた

ちのいのちを守らない安倍晋三・自公内閣総理大臣が、解釈改憲で集団的自衛

権を持って国民のいのちを守ると力んでも、説得力はゼロである。いま政府が

緊急になすべきことは、明治憲法下の戦前に回帰することではなく、福島第一

原発の真の収束と被曝住民の安寧な暮らしの保障である。   
（以上）  


