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【本文】 

 

（はじめに） 

 福島原発事故によって環境に放出された放射性セシウムその他の放射性核種

の多くが不溶性の放射性粒子の形態で存在していること、不溶性の放射性微粒

子を体内に取り込んでしまった場合の内部被ばくのリスクの程度は判明してお

らず、従来考えられていた内部被ばくのリスクを大幅に超える可能性があるこ

と、土壌汚染濃度の高い地域では、風等で再浮遊した不溶性放射性微粒子を体

内に取り込むリスクが高いこと等は、原告ら準備書面(31)、同(45)で主張した。 

今回、原告らは、京都大学工学部原子核工学教室で長年文部技官を務められ

た放射線計測等の専門家である河野益近氏、東神戸診療所長で医師である郷地

秀夫氏から、それぞれ、この点についての意見書をお書きいただいた（以下「河

野意見書」、「郷地意見書」という。）ので、河野意見書を甲Ｂ第１１６号証、同

意見書の末尾に掲げられた参考文献を甲Ｂ第１１７号証の１～２０（既出のも

のは証拠説明書にその旨記載した。）、郷地意見書を甲Ｂ第１１８号証、郷地意

見書の末尾に掲げられた参考文献のうち、第一章の参考文献を甲Ｂ第１１９号

証の１～１２、第二章の参考文献を甲Ｂ第１２０号証の１～２３として提出す

るとともに、本準備書面において、その内容を踏まえて不溶性放射性微粒子の

健康リスクについての主張を補充する。 

併せて、この問題について書かれた九州大学大学院理学研究院化学部門准教

授宇都宮聡氏の論説を甲Ｂ第１２１号証として提出し、その内容を紹介する。 

 

第１章 河野意見書を踏まえて 

 第１ 放射性微粒子についての議論の系譜 

   河野意見書は、まず、放射性微粒子の問題が今日までどのように議論さ

れてきたのかについて述べている。その概要は次のとおりである。 

１ ホット・パーティクルの認知 

放射性微粒子の問題が社会的に認知されたのは、１９７４年のタンプ

リンとコクランのレポート（甲Ｂ第１１７号証の４）を契機とする。こ

こでタンプリンとコクランは、不溶性のアルファ放射微粒子が体内に取

り込まれ、肺等の組織に不均一に放射線を照射する場合の危険性につい

て、ＩＣＲＰは何も述べていないこと（同 184頁右段）、実験結果によれ
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ば、沈着した放射性微粒子による肺の不均一照射は、均一照射よりも明

らかに造ガン性が高いこと等を述べた上（同 185 頁左段）、「ホット・パ

ーティクル」を「限界アルファ放射能【１年以上の半減期を持ち、0.07

ピコキュリー（引用者注 0.0026 ベクレルに相当する。１キュリーは３

７０億ベクレルである。）以上の放射能】を持つ不溶性の粒子」と定義づ

け（同 188頁左段）、ホット・パーティクルの被ばく基準として、非職業

被ばく（一般公衆の被ばく）ではＭＰＬＰＢ（最大許容肺粒子負荷量）

は 0.2 ホット・パーティクル、地表汚染については１平方メートルあた

り１ホット・パーティクルとすることを提唱したのである（同 192 頁右

段）。 

なお、ここで、0.0026 ベクレルの被ばくを軽視してはならない。アル

ファ線を照射するホット・パーティクル１個が 0.0026ベクレルであると

いうことは、ホット・パーティクルが沈着した周囲の細胞は、アルファ

線（陽子２個及び中性子個のヘリウム原子）の攻撃を１日に約２２４回

も受けることになるのである。 

【計算式 0.0026回/秒＝0.156回/分＝9.36回/時間＝224.64回/日】 

 

２ その後の議論の経緯 

これに対し、１９７６年には、メイネオルドとクラークが、アルファ

線を放出するホット・パーティクルの人体影響は、タンプリンらの指摘

程には大きくないとの内容の論文を発表した（甲Ｂ第１１７号証の５）。

しかし、ホット・パーティクルに関する議論は深く進展しないままチェ

ルノブイリ原発事故を迎えることになる。チェルノブイリ原発事故では、

アルファ線を放出するホット・パーティクルのみならず、ベータ線を放

出する放射性微粒子の存在も報告され（甲Ｂ第１１７号証の６）、ＩＡＥ

Ａ（国際原子力機関）は、「チェルノブイリ原発事故からの降下物に含ま

れるベータ線を放出する粒子の放射線医学的な影響：リスク評価」とい

う集まりを企画したが、その報告書[甲Ｂ第１１７号証の６]によれば、

結論は得られなかったようである。ＵＮＳＣＥＡＲ（原子放射線の影響

に関する国連科学委員会）の２００年報告書（Ｕ３）（甲Ｂ第１１７号証

の７で「付録Ａ」として紹介されている。）には、「アルファ線を放出す
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るホットパーティクルは、肺全体に均一に分布したアルファ線の放射能

と同程度の放射性毒性であることが１９７０年代に実証されたが、ベー

タ線を放出するホットパーティクルで同様の結論になるかどうかは明確

ではない」と記載されている。 

なお、ＵＮＳＣＥＡＲがアルファ線を放出するホットパーティクルの

健康リスクを軽視していることについては多くの批判があるが、ここで

大切なのは、ＵＮＳＣＥＡＲであっても、ベータ線を放出するホットパ

ーティクルの健康リスクについては何も言えないということである。 

 

第２ 福島原発事故による不溶性放射性微粒子の放出と人体に及ぼす危険に

ついて 

  １ 福島原発事故による不溶性放射性微粒子の放出 

次に河野意見書は、福島原発事故によって不溶性放射性微粒子が放出

されたことについて述べている。その概要は次のとおりである。 

福島原発事故によって大量に放出された放射性セシウムは日本全土を

汚染した（甲Ｂ第１１７号証の１０）だけでなく、地球全体の環境を汚

染した。リトアニアでも、福島事故由来の放射性セシウムや放射性ヨウ

素だけでなく、プルトニウム２３８、２３９、２４０までが検出されて

いるのである（甲第１１７号証の９）。そして、放出された放射性セシウ

ムの多くが不溶性の放射性微粒子の形態で存在していることは多くの研

究結果が明らかにしている（甲Ｂ第９６号証の１、同第１０４号証～第

１０８号証、同第１１４号証、同第１１７号証の１２～１７、１９、２

０）。また、不溶性の放射性微粒子には放射性セシウムだけでなく、ウラ

ン２３５、同２３７（甲Ｂ第１１７号証の１７）やストロンチウム９０

（甲Ｂ第１１７号証の１５）などの放射性核種までが含まれていること

も明らかになっており（甲第１１７号証の１５～１７）、特にウラン２３

５、同２３７を含む微粒子は、ベータ線のみならず、アルファ線まで放

出するので、リスクの程度はより大きいということになる。 

 

２ 不溶性の放射性微粒子の存在と内部被ばくのリスク 

    多くの研究が放射性セシウムを多く含む不溶性放射性微粒子の存在を

明らかにしているとはいえ、福島県及びその周辺地域の土地の広大さか
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らみれば、なお断片的な情報であるということはできる。しかし、放射

線計測等の専門家である河野益近氏は、「調査が行われていない福島の各

地においても、人体に影響を与えると思われる不溶性のベータ線を放出

するホットパーティクルが存在すると考えることに論理的な矛盾はない

と思われます。」と述べておられる（甲Ｂ第１１６号証５頁）。 

そして、土壌に含まれる放射性セシウムを多く含む不溶性放射性微粒

子が風等によって再浮遊する危険については、原告ら準備書面(45)の５

～６頁で指摘したところであるが、河野益近氏も、「土壌表面から大気中

に再浮遊する放射性微粒子と土壌汚染密度との関係は調べられており

[参考文献 20]、土壌汚染密度が大きくなれば再浮遊する放射性微粒子の

量も多くなることが知られています。」と述べておられる（甲Ｂ第１１６

号証６頁）。 

 

３ 不溶性放射性微粒子による内部被ばくのリスク 

福島原発事故により放射性セシウムを多く含んだ不溶性放射性粒子が

環境中に大量に放出されたことを受けて、再び、ベータ線を放出する不

溶性微粒子の内部被ばくによる健康リスクの研究が始まっている。２０

１７年１２月２日、ＩＣＲＰ、放射線影響研究所、日本保健物理学会の

共催で開かれたワークショップで、不溶性セシウムの被ばく評価モデル

に関する発表があった（参考文献８、甲Ｂ第１１２号証の１）。同号証で

は、「福島第一原発事故後、セシウムボールと呼ばれるミクロンサイズの

粒子が発見された。この粒子は比放射能が高く水に溶けにくい性質を示

した。このような粒子が体内に取り込まれると、粒子に含まれる放射性

セシウムは、血液や体液に溶けることによって全身に分布するというこ

とはなく、一つのまとまった物質としてふるまう。臓器や組織内での崩

壊数を推定するために一般的に使用される方法は、無数の放射性核種の

平均的な挙動（すなわち体内での分布）を基にデザインされている。し

たがって、これまでの方法では、数の少ないセシウムボールの体内摂取

には適用できない。」とその問題意識が述べられている（この点は、原告

ら準備書面(45)の８～９頁でも述べた。）。 

この点について、河野益近氏は、「現時点では、いわゆるセシウムボー
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ル（ベータ線を放出するホットパーティクル）が体内に取り込まれた場

合の影響は、科学的にはわかりません。すなわち、現在の科学ではベー

タ線を放出するホットパーティクルが人体に及ぼす具体的な影響を評価

できません。放射線は微量でも危険であること、すなわち放射線を放出

する微粒子を体内に取り込むことは危険であるということは、ＩＣＲＰ

とその勧告を受け入れている日本の法令下では議論の余地はありません

が、その危険の程度がわからないということです。」と述べておられる。

（甲Ｂ第１１６号証４頁） 

 

第３ 小括 

河野益近氏は、「福島第一原発事故は、日本に均一でない放射能汚染をも

たらしました。環境にばらまかれた放射能のうちその大部分を占める放射

性セシウムは不溶性微粒子として存在しており、この新しい汚染物がどの

ような影響を人に与えるかは全く知られていません。内部被ばく評価を如

何にするかの検討が始まったばかりです。」と述べておられる（甲Ｂ第１１

６号証６頁）。子どもの健康に責任を持つ大人は、この問題を胸に刻まなけ

ればならない。 

 

第２章 郷地意見書を踏まえて 

第１ 第一章について 

郷地意見書第一章は、原子力安全・保安院や東京電力の試算による放射

性物質放出量を前提にすると、福島原発事故は、ＩＮＥＳ（国際原子力事

象評価尺度）７に相当する事故であったこと、ＩＮＥＳ７の事故は、通常

であれば、１００人以上が死亡し、１００人～１０００人以上が２～３シ

ーベルトという多量の被ばくをすると考えられる深刻な事故であること、

放射性物質放出量についての原子力安全・保安院や東京電力の上記評価は

過少である疑いが強いこと、政府には、原子力関係事故対応の基本として、

適切な情報を市民に、いち早く、正確に知らせる義務があったこと、しか

るに政府は、事実を告げるどころか、事故の実態を隠ぺいし,根拠のない安

全宣言を出し続けたこと、このことが、市民、被災者を不安にさせた最も

大きな要因であり、かつ、不必要な放射線被ばくを住民にもたらした原因
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でもあったこと、が述べられている。この点は、本件の国賠訴訟との関係

でも重要な指摘である。 

さらに、福島第一原子力発電所からは今なお放射性物質が環境中に放出

され続けており、その測定値は日によって大きな差があるが、その原因も

解明されておらず、安心は何ら保証されていないことが述べられている。 

 

第２ 第二章について 

   郷地意見書第二章では、不溶性放射性粒子による内部被ばくの危険性が

述べられている。その概要は、以下のとおりである。 

０ はじめに 

郷地意見書は、第二章「はじめに」において、広島及び長崎への原爆

投下と福島原発事故との違い、すなわち、原爆では、核爆発時に大量に

放出された放射線による外部被ばくが一番の問題とされたが、福島原発

事故では、大気中や土中に放出された放射性物質による長期の被ばくが

問題になること、内部被ばくが引き起こす放射性障害の機序は最近よう

やく明らかになりつつあるが、その流れの中で、特に問題になっている

のが不溶性放射性粒子による被ばくであること、水に溶けない不溶性の

金属物質として体に取り込まれた不溶性放射性粒子は、容易に排泄され

ず、体内に長期にわたって留まり、粒子のある周辺の細胞、組織だけを

選択的に集中して被ばくさせ続け、これまでに想定されていなかった内

部被ばくの形態をとること、従来、国際放射線防御委員会ＩＣＲＰが基

準としていた、組織や臓器に均一に被ばくすることを前提とした被ばく

線量の考え方が、根本的に適用できない被ばく形態であること、ＩＣＲ

Ｐでは、そうした不溶性放射性粒子による被ばくの考え方については、

殆ど手つかずの状態で、これからの課題とされていること、そうした中

で起こった福島原発事故では、多くの研究者たちによって、大・小様々

な種々の不溶性放射性粒子が、環境中に大量に放出されていることが確

認されており、その住民に対する健康障害が非常に危惧される状況にあ

ることが述べられている。 

 

１ 福島原発事故で放出された不溶性放射性粒子 
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郷地意見書は、第二章１において、不溶性放射性粒子が発見確認され

てきた経緯を跡付け、次のように述べている。 

(1) 福島原発事故で放出された不溶性放射性粒子には次の４種類があ

る。 

① つくば市の気象研究所の足立孝二氏が発見した高濃度セシウムを

含む球状の微粒子（セシウムボールと名付けられた。）。大きさは最

大 2.6μｍ。 

② 英国ブリストン大学のマーチン氏が双葉町の土壌から見つけた不

整形の放射性微粒子。大きさは約１００μｍで原発建屋の断熱材の

成分が中心となっている。 

③ 東京理科大学の小野貴大氏が浪江町の土壌から発見・報告した放

射性微粒子。①より大きさは一桁大きく、放射能は２桁多く、多種

の放射性核種が入り混じっている。 

④ 九州大学の落合朝須美氏らによって報告された放射性微粒子で、

ウラニウムを中心とする。この中にも二つのタイプがあり、一つの

タイプは、酸化ウラニウムと幾つかのナノ単位の大きさのガラス状

粒子がからなり、大きさは 70nm（ナノメートル）以下で、テクネチ

ウムやモリブデンを含む磁鉄鉱で包み込まれたようになっている。

もう一つのタイプは、ウラニウムとジルコニウムの比率が 0.14～

0.91 の酸化合金と同程度のガラス状ナノ粒子の合わさったもので、

大きさは 200 ナノメートル以下のものである。これらは比較的小さ

いので、身体に取り込みやすく、最も危険と思われる。 

(2) 上記４種類の放射性微粒子のうち、①は２号機から、②は３号機か

ら、③は１号機から放出されたと考えられている。④については、判

っていない。 

 

２ 不溶性放射性物質による被爆の特徴 

    郷地意見書は、２において、不溶性放射性物質による被ばくの特徴に

ついて次のように述べている。 

(1) 不溶性放射性粒子による被ばくは、粒子のある所だけが局所的に被

ばくする。国際放射線防護委員会ＩＣＲＰの被ばく評価は、放射線原
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子の一つずつがイオン化した単独の放射性原子として、均一に環境を

汚染し、体内に取り込まれた時も原子一つずつが分離した形で体内に

広がると仮定している。不溶性放射性微粒子による被ばくは、ＩＣＲ

Ｐの考え方に符合しない。 

(2) 外部被ばくのうち接触被ばくについて 

１ｍ離れた地面に落ちているセシウム粒子から飛んでくる放射線の

外部被ばく線量は大したことはない。しかし、その放射性粒子が身体

に付着したとすると、話は全く別である。その放射性粒子から出てく

る放射線の半分近くが身体を射貫くことになる。皮膚 1cm２当たりに

100μm の粒子がびっしり付着したと仮定すれば、周囲の組織の被ばく

量は 34Svと計算され、その十分の一でも脱毛する位の強度の被ばくと

なる。放射性粒子が鼻粘膜に付着すれば、鼻血も出る。不溶性放射性

粒子は関東一円に振り落ちている。約 90％の汚染はこの不溶性放射性

粒子によるとされている。土や砂埃に混ざってこれらが皮膚や衣服に

付着すると、こうした接触被ばくをすることになり、単に空間線量か

ら求めた外部被ばく線量とは較べものにならない線量となる。 

(3) 内部被ばくについて 

     ＩＣＲＰの想定している内部被ばくは、放射性物質が体内に入ると、

水溶性となって、それぞれの物質の特性に従って各臓器に分布し（例

えば、ヨウ素は甲状腺に集中し、ストロンチウムは骨に集中し、セシ

ウムは筋肉に多く分布する。）、年齢ごとの放射性物質の体内動態に従

って臓器の濃度が割り当てられ、生物学的半減期（例えば放射性セシ

ウムの生物学的半減期は、大人では 80日、子供では 30～40日である。）

と呼ばれる期限に従って、体外に排泄されるというものである。しか

し、不溶性放射性粒子は、こうした代謝過程とは全く異なる体内動態

をとる。その実際はこれからの研究課題なのである。ただ分かってい

ることは、不溶性粒子は体内に蓄積し、長期に被ばくさせ続けること

があるということである。 

 

３ 広島・長崎被爆者の不溶性粒子被ばくによる内部被ばく 

    郷地意見書は、ここで、不溶性放射性粒子が体内に沈着した例として、
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死亡した原爆被爆者の臓器の飛跡オートラジオグラフィーの図を紹介し

ている。広島の被爆者の例では、６０年間近くもの長期間にわたってウ

ラニウムのアルファ線の攻撃にさらされて癌化した肺の組織が写ってい

る。６０年弱にわたるアルファ線による被ばく線量の総量は積もり積も

って約 1.2Svになるとのことである。 

 

４ 福島原発労働者の体内に確認された不溶性放射性粒子 

郷地意見書は、ここで、福島原発労働者の体内に放射性微粒子が残り

続けていたことを紹介している。ＩＣＲＰの理論では、放射性セシウム

は生物学的半減期 60日～80日で体外に排泄されるから、800日で 99.9％

は排泄され、960日だと残留量は 0.024％と体内には殆ど残らないはずで

ある。ところが、1000 日を越えても放射性セシウムは福島原発労働者の

体内に残存し、沈着していることが判ったのである。 

 

５ 不溶性放射性粒子による内部被ばくの危険性 

    郷地意見書は、ここで、人は自然放射性物質であるカリウム４０で内

部被ばくしていることを理由に、内部被ばくのリスクを軽視する議論の

誤りを指摘している。 

人の体内には、大人で４０００ベクレル程度のカリウム４０がある。

しかし、カリウム４０は、体内に均等に分布するから、１個の細胞がカ

リウム４０から放出される放射線で攻撃される確率は、３０年に１回程

度である。これであれば、遺伝子が破壊されても修復されることが十分

期待できる。ところが、ウラニウムを含む粒子が体内の１か所に止まり、

そこからアルファ線を放出して同じ細胞に対する攻撃を続けた場合は、

１か月に１本の攻撃であっても、十分癌化の危険があるというのである。 

 

６ 動き出した不溶性放射性粒子による被ばく線量の再評価 

郷地意見書は、ここで、日本の放射線影響を研修している諸機関が、

不溶性放射性粒子による被ばく線量の見直しを始めていることを紹介し

て、不溶性放射性粒子による内部被ばく線量の評価法が大きく変わろう

としていると指摘している。 
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７ 現在の不溶性放射性粒子による被爆の可能性 

郷地意見書は、ここで、土壌の中に固着し、再浮遊しにくいとされて

いる水溶性の放射性セシウムと異なり、不溶性粒子は、いろんなものに

付着して再浮遊する可能性が高いこと、木々などに付着した粒子は葉っ

ぱなどに付着したまま落下したり再浮遊したりし、除染後も、再汚染さ

せる原因になること、そうした汚染地域、特に樹木、草木の多いところ

では、放射性粒子が飛散してくる可能性が極めて高いことを指摘してい

る。そして、現在でも放射性物質の降下は続いていて、空気中に一定以

上の放射性セシウムが漂っていること、２０１７年度は全国各地で放射

性降下物の量が２０１６年度よりも増加していることを指摘している。 

    そして、ナノメートル単位の放射性粒子は、体や食品に付いていても

見つけることは困難であり、容易に屋内にも入り込み、体内に取り込む

と血液中やリンパ流中に入り込み全身に回ること、その一部は組織や臓

器に沈着して、長期にわたって周辺組織を被ばくさせ続けることを指摘

し、特に、放射線感受性が高く、これからの長い人生、未来が待ち構え

ている子供達が、こうした被ばくから守るための避難行動は、本人の希

望があれば、守られるべき権利であると考える、と結んでおられる。 

 

第３章 宇都宮准教授の論文 

不溶性の放射性微粒子の健康リスクの問題を九州大学大学院理学研究院化

学部門准教授宇都宮聡氏がわかりやすく説明しておられるので、甲Ｂ第１２

１号証として提出する。 

ここで宇都宮准教授は、次のことを指摘しておられる。 

 ① 福島原発事故で放出された放射性セシウムの化学形態は、水溶性と難溶

性の二種類に分類され、難溶性のセシウムは、セシウムを付着した鉄・亜

鉛酸化物のナノ粒子が二酸化ケイ素のガラスに包有された直径１～２マイ

クロメートルの微粒子として存在し、その放射能の密度は、１グラム当た

り１０の１１乗ベクレルと極端に高い。 

 ② 福島県、東京都のどちらにおいてもこのような高濃度放射性セシウム含

有微粒子（ＣｓＭＰ）が検出され、特に３月１５日に東京に飛来したプル
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ームには、難溶性、高放射能密度、かつＰＭ2.5 サイズ（2.5μｍサイズ）

の微粒子がセシウム放射能の約９割を占める濃度で含まれていたことが明

らかになった。 

③ 0.58～2.0μｍの大きさのＣｓＭＰを人間が経口吸引した場合、２０～５

０％が肺胞に、１０％以下が気管支に沈着すると考えられる。これが不溶

性であれば、リンパ節にゆっくりと移動し、その場合の生物学的半減期は

数十年になると推定される。 

④ ＣｓＭＰは、単位質量当たりの放射能密度が非常に高いため、周囲のミ

クロな領域で局所的に強いベータ線とガンマ線が水の放射性分解を引き起

こし、様々なラジカルが生成され、これは、細胞中ＤＮＡに酸化的損傷を

引き起こすのに十分な生成量である。 

⑤ ＩＣＲＰによる被ばく線量評価ではＣｓＭＰの影響は考慮されていない。

今後は、ＣｓＭＰの内部被ばくに関する詳細な評価が求められる。 

 

第４章 結語 

以上のとおり、不溶性の放射性微粒子の接触被ばく、内部被ばくによる健

康リスクは、ＩＣＲＰによる被ばく評価を大きく超える恐れがある。そうす

ると、学校教育における子ども達の健康の維持に責任を負っている被告基礎

自治体らは、少なくとも、不溶性の放射性微粒子が学校の校庭、通学路、あ

るいは周辺の山林、農地、原野等の土壌中に存在しており、子どもたちが現

在の学校に通っている限り、遊びやスポーツによって不溶性放射性微粒子が

皮膚に付着して接触被ばくをするリスクがあること、風等によって再浮遊し

た不溶性放射性微粒子を吸入して内部被ばくに晒されるリスクがあること、

ベータ線を放出する不溶性放射性微粒子による内部被ばくの健康リスクは今

の科学では分かっていないこと等を踏まえ、子どもたちの健康を危険に晒さ

ないための対策をとる義務があるというべきである。 

以上 

 

 

 

 


