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 福島原発事故の結果、「関東以北の本州太平洋

側は無視できない放射能汚染を受けてしまったし、

東京も放射能まみれです」と私は言っている。実

際、皇居二重橋近辺の土壌を採取して研究室のガ

ンマ線測定器にかけると、セシウム 137 とセシ

ウム 134 の存在を示すピークが見る間に現れる。

汚染の主役であるセシウム 137 の半減期が 30 年

であることを考えると、私たちはこれから 50 年、

100 年にわたって放射能汚染と付き合わざるを得

ない。 

 福島の事故が起きるまでの私は、「日本にもた

くさんの原発があるので、下手をしたら日本でも

チェルノブイリのようなことが起こる可能性があ

ります」と警告を発していればよかった。しかし、

3 年前からは警告が事実に変わってしまった。3

年たった今でも福島第一原発周辺に居住していた

約 8 万の人々が“強制避難生活”を余儀なくさ

れており、自主的に避難している人々を入れるな

ら、おそらく数十万の人々が住み慣れた家を離れ

た生活を続けている。 

 福島事故が発生して以来私は、事故による放射

能汚染を明らかにし、人々の被曝量を見積もるこ

とが原子力研究者としての自分の仕事と思ってい

る。同時に、この 3 年間さまざまな場所で講演

を行い一般の方々と話をしてゆく過程で、福島事

故前とは違った役割が私に出てきたように感じて

いる。 

福島事故をきっかけに、日本中の普通の人々が

突然にベクレル、シーベルトでものごとを判断し

なければならない世界に巻き込まれてしまった。

そして、「100 ミリシーベルトまで健康に影響は

ありません」という当局サイドの楽観的見解から、

「チェルノブイリの汚染地域で健康な子どもは 1

割もいません」といった悲観的情報もが日常のな

かで飛び交っている。放射能汚染に囲まれながら

これから長く暮らしてゆかざるを得ない人々にと

って “どの情報が頼りになるの？”というのが

正直な気持ちであろう。私としては、みんながベ

クレルとシーベルトを理解して単位になじみ、さ

らに被曝リスクについて勉強し、さまざまな情報

の根拠を自分でチェックし、それぞれの人がどこ

までの被曝をガマンするのか自分で判断できるよ

うになるしかないだろうと考えている。そして、

そのための手伝いをするのが私の新たな役割だと

思っている。 

 一度に大量の放射線を全身に浴びると人は死ん

でしまう。4 シーベルトという被曝を受けると半

分の人が亡くなるといわれている。このように大

量の被曝による大量の細胞死にともなって直ぐに

現れる症状は“急性放射線障害”と呼ばれて、あ

る量（しきい値）以下の被曝では現れない。問題

は、被曝によって細胞が受けた傷が後々になって

ガン・白血病として現れる晩発的影響である。晩

発的影響については、被曝量が小さくても被曝量
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に比例してそれなりにリスク（発生率の増加）が

あると考えるのが、被曝影響を考えるときの基本

である。 

 被曝にともなって、後にガン・白血病がどれく

らい増えるかを示すのが “リスク係数” である。

リスク係数については、さまざまな見積もりがあ

る。私たちが翻訳した米国のゴフマン博士の本

『人間と放射線―医療用 X 線から原発まで』の

値に従うと、1 ミリシーベルトの被曝で後々にガ

ン死する確率は 0.04％、つまり 1 万分の 4 であ

る。ICRP（国際放射線防護委員会）の値では

0.005％、10 万分の 5 となる。ここでは、1 ミリ

シーベルトの被曝によるガン死リスクは 10 万分

の 5 から 1 万分の 4 の間にあるとして考えてみ

よう。日本人は現在、半分の人がガンになって、

3 分の 1 がガンで死ぬといわれている。1 ミリシ

ーベルトという被曝のリスクを個人で考えるなら、

もともと 33％のガン死率が、たとえばゴフマン

の値に従って 33.04％に増えたところで、“気に

しなくていいよ”といえるだろう。 

 次に、たくさんの人が 1 ミリシーベルトの被

曝を受けた場合を考えてみよう。たとえば原発事

故で福島県民 200 万人の受けた被曝量が平均１

ミリシーベルトだったとしたら、将来のガン死数

は 100 人から 800 人という計算になる。一方、

2012 年の福島県での交通事故による死者数は 89

人である。1 ミリシーベルトの被曝リスクは、個

人レベルでは神経質になるほどではないものの、

交通事故死と同じように、集団としては無視でき

ない。 

“被曝はできるだけしない方がいい”という原則

を考えるなら、結局の問題は、“私たちはどこま

での被曝をガマンするのか、ガマンさせられるの

か”ということになる。原発事故を引き起こした

責任は東電と国にあり、「原発事故由来の汚染は 

「神様。2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分より

前に、時間を戻してください。そのまま時間を

止めてください」、福島に住む小学校四年生の

海ちゃんは言います。 

1 ベクレルでも、被曝は 1 マイクロシーベルトで

もいやだ」という権利は私たちにはあるが、日本

のかなりの部分が汚染されてしまった現実の問題

としてはどこかで折り合いを付けざるを得ない。

どこで折り合いを付けるかは、それぞれの人の家

族環境、職業、さらには価値観によって変わって

くるであろう。 

 私は、ガマンを考える出発点は“年間 1 ミリ

シーベルト”と言っている。この値は、現行法令

での一般公衆に対する線量限度であるし、自然放

射線による日本での平均的な年間被曝量でもある。

自然放射線の強さは場所によって違っており、そ

の違いは年間 0.2～0.3 ミリシーベルトになる。

東京都区部での福島由来の土壌汚染データを眺め

ると、汚染にともなう追加の被曝は年間 0.1 ミリ

シーベルト程度であろう。自然放射線の強さを考

えながら住むところを選ぶ人はまずいないので、

私個人としては、「東京も放射能まみれだけれど

も、逃げ出すレベルではないでしょう」と言うこ

とにしている。一方、福島周辺の避難地域で国が

帰還の上限としている「年間 20 ミリシーベル

ト」は、私のような放射線取り扱い作業者の職業

上の線量限度であり、その値を一般公衆に当ては

めるのは明らかに大きすぎる。私の役割は結局、

福島原発事故にともなう追加の被曝を、年間 0.2

ミリシーベルトから 20 ミリシーベルトの間のど

こかでみなさんが折り合いを付けながらやってゆ

くための知識と知恵を提供することだろうと思っ

ている。 

（漫画『美味しんぼ』に描かれた福島の鼻血がい

ま話題になっている。鼻血の多発については事故

直後から言われてきた。私の知識と経験からは、

被曝の影響としては説明しがたいが、因果関係の

議論よりも、まずは事実をキチンと調査する必要

があると考えている。） 

「おとなになっても好きな人と結婚できなかっ

たり赤ちゃんをあきらめたりするくらいなら子

どものままでいい」と。 

（「空の村号」篠原久美子作 より） 

    朝日朝日朝日朝日    潤太郎潤太郎潤太郎潤太郎    
（よこはま・げんぱつ劇実行委員会事務局長（よこはま・げんぱつ劇実行委員会事務局長（よこはま・げんぱつ劇実行委員会事務局長（よこはま・げんぱつ劇実行委員会事務局長／／／／三省堂労働組合）三省堂労働組合）三省堂労働組合）三省堂労働組合）    

市民が原発問題に向き合うために 



3 
 

「よこはま・げんぱつ劇実行委員会」は、この 3

月 29～30 日、横浜でドラマリーディング（≒朗

読劇）とトークイベント（講演と座談会）で構成

する「いま、みんなで考えよう！ 『福島』との

向き合い方」を開催しました。 

 福島の酪農一家の幼い兄妹が原発事故でふるさ

とを離れるまでの暮らしを描く劇「空の村号」の

上演と、武藤類子さん（福島原発告訴団団長）や

三浦広志さん（福島県の農家）のほか、漫画家、

医師、教員など、さまざまな場で「福島の今」に

向き合い活動する人たちのお話を聞くというイベ

ントでした。 

 満員御礼とはいきませんでしたが、2 日間で

230 人が参加、用意した席の 7 割が埋まった勘定

です。組織的には何のバックボーンも持たない実

行委員会でしたし、ほとんどのメンバーはこうい

うイベントは初体験というなかで、もしかすると

ガラガラなんじゃないかって、かなり心配してい

ました。それだけに、赤字は出たもののホッとし

たというのが正直な感想です。 

 こうして書きだすと、お話ししたいことがいっ

ぱい出てきます…。以降は、原稿依頼を受けたと

きの質問に答えていくかたちで書きすすめます。 

Ｑ：「空の村号」をなぜ取り上げたのか？ 劇団

員はこの脚本をどのようにとらえ、議論して、や

ろうと決めたのか？ 劇団員たちの原発とのかか

わりは？ 

Ａ：よく間違えられるのですが、私たちは劇団で

はありません。今回のイベントは、その実現のた

めに横浜やその周辺の市民によって結成された実

行委員会が企画･制作したものです。10 人の役者

も、1 人を除いて一般の方から募集して集まった

いわば素人ばかりです（3 人は実行委員会のメン

バーでした！）。 

 10 人ほどの実行委員は、「原発なんかいらな

い。一刻も早く原発をなくしたい」と強く思い、

それぞれのコミュニティで何らかの活動をしてい

る人たちがほとんどです。 

 しかし、その思いを実現するためには、これか

らの社会をつくってゆく若い人たちや、多数を占

める無関心層といわれる人たちにこそ、原発の問

題を自分の問題として向き合ってもらうことが必

要だと考えました。そのために、私たちの価値観

を押し付けるのではなく、「福島の今」にどう向

き合うべきかをいっしょに考える、というスタン

スを取ろうと考えました。そして、芝居づくり、

トークイベントの企画から実行委員会の運営まで、

実行委員会としてのすべての取り組みをそのスタ

ンスで実施しようと努めてきました。 

 答えの順序が後先になりましたが、「空の村

号」とは、昨年 2 月、横浜で上演されたときに、

実行委員と観に行き出合いました。もともとは自

分たちで台本をつくろうと考えていたのですが、

思うように進まず、困っていたところでした。観

終わってすぐ「まさに自分たちがやりたいお芝

居！」と思いが一致、実行委員会で上演を決めま

した。 

 もともと子ども向けに書かれた脚本ということ

もあって、わかりやすく、ヒーローの登場するア

クションシーンなどもある楽しめるお芝居です。

もちろん、観る者はだれしも「福島の今」が抱え

るさまざまな問題を深く考えさせられます。 

Ｑ：トークイベントのゲストをどのように発掘し

たのか？ 

Ａ：芝居と合わせて、さまざまな場で「福島の

今」と向き合う人たちのお話を聞きたいと考え、

トークイベントを企画しました。 

 実行委員会が何らかのつながりを持っている人

のほか、「お話を聞いてみたい」と思った人にも

ダメもとでアタックし、これが思いのほか功を奏

して幅広いゲストをお招きすることができました。 

 武藤さんのほか、漫画家の井上きみどりさん、

練馬の中学校で演劇部顧問をされコンクールで

「空の村号」を上演した田代卓さんと演じた中学

生、飯舘村の写真展を全国で開いている本田敬子

さんは、みな面識のないままにお願いをしたにも

かかわらず、快くお引き受けいただきました。実

を言えば今回ほとんどお礼らしいお礼をしていま

せん。みなさん、イベントの趣旨に賛同してくだ

さり、ほとんど手弁当でご出演くださったのです。 

Ｑ：観客の反応はどうだったか？ 主催者の思い

は伝わったか？ イベントの趣旨からいって１回

だけではすまないと思うが今後は？ 

Ａ：寄せられたアンケート回答を見るかぎり、イ

ベントは「考えさせられた」「感動した」などよ

い評価をされていて、私たちの思いは十分に伝わ

ったかと思います。 

しかし、観に来てくださったみなさんに感謝の
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意を表したうえでいうならば、私たちが今回思い

を伝えたかった人たち、すなわち若年層や無関心

層には、まだまだ届いていないといわざるを得ま

せん。というのも、観客の多く（半数以上でしょ

うか）は実行委員や役者の知り合いの人だったか

らです。たしかに、いくつかの新聞で取り上げら

れたことのほか、若い出演者を通じてその友だち

に活動が伝わったり、フェイスブックやツイッタ

ーなどのＳＮＳで情報が拡散したこともあり、観

に来ていない人にも多少の広がりはできたようで

す。とはいえ、「まだまだ」という意味でも、今

後に活動をつなげていかなくてはならないと思っ

ています。 

 それにしても今回のイベント、多方面にかなり

の負担をかけてようやく実現できた、というのが

実感です。とくに劇の上演という部分では、横浜

で活動されている多くの市民劇関係者の手をわず

らわせました。芝居は金も人手もかかります…

（やり方にもよりますが）。 

 それでも芝居で人に伝えられるものはとても大

きいと思います。テレビや映画にはない力があり

ます。どんな形なら続けられるか、自分たちの思

いを伝えていけるか、それを十分に話し合いなが

ら、次につなげられれば、と考えています。 

＊トークイベントは今後、文字起こしをして配布

の予定です。関心のある方は、ぜひ朝日までご連

絡ください。 

（e-mail：genpatsugeki@yahoo.co.jp） 

 宮沢賢治といえば 20 世紀前半の日本を代表す

る詩人の一人といっていいだろう。宮沢賢治は膨

大な童話作品を残しているが、その中に長編童話

『グスコーブドリの伝記』がある。作家の山口泉

が 1999 年 9 月の JCO 臨界事故に際しての考察

の中で、この童話を徹底的に批判している

（「1999 年のグスコーブドリ」、『批判精神』

1999 年秋号・2000 年春号、オーロラ自由アトリ

エ発行、後に『宮沢賢治伝説―ガス室のなかの

「希望」へ』河出書房新社、2004 年に所収）。 

 グスコーブドリは冷害による飢饉や火山噴火、

干ばつなどの自然災害によって少年時代から人生

を翻弄されてきた。とくに幼い頃に二年連続で襲

った冷害は父母を死に追いやり、妹とも生き別れ

になるなど、最も大きなダメージを与えたものだ

った。ブドリは長じて火山被害を防ぐ研究や対策

を講じるイーハトーブ火山局というところで働く

ようになる。「イーハトーブ（ヴ）」は賢治の詩

や童話に時折登場する「ドリームランドとしての

岩手県」をイメージした架空の地名だ。ある年、

この地方を再び冷害が襲うとの予報が出た。ブド

リは冷害をなんとか防ごうと、火山島を人工的に

爆発させて炭酸ガスを放出させ地球温暖化状態を

つくり出すことを思いつく。しかし、この作業は

たいへん危険で、最後に残る作業員一人はどうし

ても犠牲になってしまう。ブドリは自らこの役目

を買って出て、自分の生命と引き換えに冷害を防

ぐ。 

 同様に、原発は作業員をはじめとするそこで働

く人々の被曝労働＝犠牲なしでは成り立たない発

電手段だ。ウラン鉱山の採掘から燃料精製、原発

運転、定期点検、廃炉、放射性廃棄物の処理に至

るまで、どの段階をとっても被曝の可能性がある。

被曝は健康被害をもたらすが、その被害は「科学

的因果関係」の名の下に過小評価され、最小限の

ものしか表に出てこない。 

 ブドリは火山島人工爆発の決行日、作業員たち

を帰した後に一人残り「青ぞらのごみ」となって

散っていく。山口泉は「それにしてもブドリはな

ぜ死ななければならないのか？ ほかには、事態

を打開するいかなる方策もなかったのか？」と疑

問を投げかける。この童話の問題点は児童文学者

の鳥越信からも指摘されていて、「科学というも

のが一人の人間の命さえ救えない、というより救

うことに全知を傾けていない」と作者（宮沢賢

治）の態度を批判している（前掲「1999 年のグ

スコーブドリ」）。 

『グスコーブドリの伝記』は賢治の死の前年

1932（昭和 7）年 3 月 10 日発行の『児童文学』

第二冊に発表された（棟方志功・挿絵）。数少な

詩人と原発―グスコーブドリと鉄腕アトムをめぐって 

丸田丸田丸田丸田    潔潔潔潔（出版ネッツ／フリーライター）（出版ネッツ／フリーライター）（出版ネッツ／フリーライター）（出版ネッツ／フリーライター）    
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い生前に発表された作品なのだが、この年の 5

月には 5・15 事件が起きている。その前年、日

本は日中全面戦争に突入、ファシズムが全面化し

た時代だ。冷害という「有事」に自ら犠牲を買っ

て出るブドリ。冷害が周期的に繰り返し訪れると

すればそれは「第二、第三のブドリとなって後に

続け！」という戦争動員への悪質なアジテーショ

ンではないのか。しかも童話として子どもたちに

向けて。私にはとてつもなく恐ろしい物語に思え

る。 

 山口泉はまた次のように指摘する。「関連して、

私は手塚治虫『鉄腕アトム』の TV アニメーショ

ン版の最終回で、アトムが地球の危機を救うため

太陽めがけて自爆してゆくという終局を想い出す。

ここにも、同質のパセティックなヒロイズムを看

て取ることが不可能ではないだろう」。1952 年

生まれの私は典型的な鉄腕アトム世代で、少年時

代、手塚治虫は神様のような存在だった。最終回

の自己犠牲の物語は自らの生命を顧みずに犠牲と

なることが尊いというイデオロギーを日本の茶の

間に浸透させる大きな役割を果たしたのではない

だろうか。「原子力」や「核エネルギー」を意味

する「アトム」によって演じられていることも象

徴的だ。このアニメは「核の平和利用」＝原発推

進に、中心的な役割を果たした。そして原発黎明

期から原発推進 PR に積極的であった日本テレビ

やフジテレビでは、最近でもこのアニメを放送し

ているのである（日本テレビ放送開始 50 周年記

念で 2013 年 3 月放送。フジテレビオンデマンド

にて 2014 年 12 月 31 日まで配信中）。 

アニメ版鉄腕アトムといえば、いまでも主題歌

が口をついて出てくるが、作詞者は詩人の谷川俊

太郎である。谷川俊太郎は私が 10 代の頃から愛

読してきた詩人だ。あらゆる才能が科学技術賛美

に動員されてきた国策＝原発推進の奥深さに慄然 

    

 放射性物質には、余分なエネルギーをもった膨 

 

 

 

 

ベクレル――放射能の単位ベクレル――放射能の単位ベクレル――放射能の単位ベクレル――放射能の単位    

 放射性物質には、余分なエネルギーをもった膨

大な数の不安定な原子（＝放射性同位体放射性同位体放射性同位体放射性同位体）が含

とせざるを得ない。 

『グスコーブドリの伝記』についてまったく違っ

た捉え方をしているのが批評家の吉本隆明だ。吉

本は火山をコントロールするなどの一連のエピソ

ードを賢治の「自然は変えられるという世界観」

と捉える。ブドリの最期についても「宮沢賢治と

いう人は、自分が超人、つまり人間以上のものに

なりたいという願望をいつでももっていた人です。

これは法華経でいえば菩薩ということでしょう」

（「宮沢賢治の詩と童話」『宮沢賢治の世界』筑

摩書房、2012 年）と語っている。犠牲を「人間

以上のもの」「菩薩」として美化する思考は、こ

の童話が書かれた時代を考えれば「英霊」にも直

結する危ういものではないだろうか。 

吉本隆明は 1980 年代から一貫して反核／反原

発運動に敵対し、3・11 以後も「原発をやめては

進歩がなくなる」（毎日新聞）、脱原発は「人類

をやめろというのと同じです」（日経新聞）と発

言してきた原発推進イデオローグだ。吉本も詩人

とされ、私も高校生時代に『吉本隆明詩集』（思

潮社）を入手しいまでも持っているが、私の心に

響いた詩は一片もない。吉本が『グスコーブドリ

の伝記』について語ったのは 1992 年 7 月 29 日

に読売ホールで行われた講演会（主催・日本近代

文学館／後援・読売新聞社）でだが、当時はチェ

ルノブイリ原発事故の衝撃が世界を被い、脱／反

原発運動が昂揚していた。 

私は昨年、仕事で『知の虚人・吉本隆明』（土

井淑平著、編集工房朔発行 2013 年１月）とい

う書籍の編集と校正を担当する機会があった。ジ

ャーナリストして、市民活動家として長年、公害

反対や反原発の運動に取り組んできた著者による

吉本批判の書だが、教えられることが多かった。

これからも文学作品や批評を通して、原発と向き

合う思想を深めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

まれている。放射性同位体は放射線を出して安定

な原子に変わっていくが、放射性同位体の種類に

よって放射線を出す頻度は異なる。1 個 1 個の放 

      きちんと知りたい原発用語 

川原川原川原川原    徹徹徹徹（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合）（岩波書店労働組合） 

[[[[第第第第 3333 回回回回]  ]  ]  ]  放射線にかかわるさまざまな単位放射線にかかわるさまざまな単位放射線にかかわるさまざまな単位放射線にかかわるさまざまな単位                    ベクレルベクレルベクレルベクレル・グレイ・シーベルト・グレイ・シーベルト・グレイ・シーベルト・グレイ・シーベルト    
 

連載連載連載連載    
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射性同位体がいつ放射線を出すのかはわからない

が、たくさんの数をまとめてみれば、ある放射性

同位体は 1 秒間に 1 個、別の放射性同位体は 1

秒間に 10 個といったように放射線を出す頻度が

決まっているのだ。頻繁に放射線を出す放射性同

位体をたくさん含む物質は、放射線を出す能力

（=放射能放射能放射能放射能）が高いといえる。これを数値化した

のがベクレルベクレルベクレルベクレル（Bq）という単位で、1 秒間に 1

回放射線を出す物質の放射能を 1Bq と定義して

いる。 

 同じ放射性物質なら、量が 2 倍になれば含ま

れる放射性同位体も 2 倍になるので放射能も 2

倍になる。土壌や食品の放射能を測るとき、量に

よって値が異なると不便なので、1 キログラム

（kg）あたりの放射能で表すことが多い。「1kg

あたり○ベクレル」といったり、記号で

「○Bq/kg」と書く。1Bq/kg の放射能をもつ物

質が 2kg あればその放射能は 2Bq だ。水などの

場合は、1 リットル（ℓ）あたりで Bq/ℓ を使うこ

とも多い。 

 放射能という言葉が放射性物質と同じ意味で使

われることがあるように、ベクレルも放射性物質

の量を表す単位のように使われる。「ヨウ素 131

が○ベクレル放出された」といった使い方だ。放

射性同位体の種類（ヨウ素 131 とかセシウム

137）を指定してあれば、その量と放射能は対応

するのでこのような使い方も許される。放出され

てしまったヨウ素 131 を全部集めるとその放射

能が○ベクレルということだ。 

 放射能を表す単位として昔はキュリー（Ci）が使わ

れていた。1 キュリーは 370 億ベクレルである。 

グレイグレイグレイグレイ――――――――放射線の吸収量を測る単位放射線の吸収量を測る単位放射線の吸収量を測る単位放射線の吸収量を測る単位    

 放射線を出す物質側の視点でみたベクレルに対

して、放射線が当たった側の物質がどれだけの放

射線を受けたのかを表すのが吸収線量吸収線量吸収線量吸収線量という概

念だ。その単位として用いられるのがグレイグレイグレイグレイ

（Gy）である。放射線を照射された 1kg の物質

が放射線から 1 ジュール（J）のエネルギーを吸

収するときその吸収線量を 1 グレイ（Gy)と定義

している。ジュールというのはエネルギーの単位

で、1kg の水の温度を約 0.00024 度上げるエネ

ルギーに相当する。 

 以前は、ラド（rad）という単位が使われてい

た。1 グレイは 100 ラドである。 

 同じ種類で同じ強さの放射線でもそれが照射さ

れる物質によって吸収されるエネルギーの量は異

なる。人体への影響を考える際には人体の臓器や

組織が吸収する線量を考える。この場合をとくに、

臓器吸収線量臓器吸収線量臓器吸収線量臓器吸収線量と呼んでいる。 

 1 グレイというのはすぐに障害が生じるような

かなり多量の被曝なので、ミリグレイ（mGy）

=1000 分の 1 グレイのほうをよく目にするかも

しれない。 

シーベルトシーベルトシーベルトシーベルト――――――――放射線の人体への影響を測る単位放射線の人体への影響を測る単位放射線の人体への影響を測る単位放射線の人体への影響を測る単位    

 少量の放射線を長期間被曝した場合の影響を考

えるには、合計でどれだけの放射線を被曝したの

かという情報が必要になる。被曝量は臓器吸収臓器吸収臓器吸収臓器吸収

線量線量線量線量で数値として表せるが、日々の臓器吸収線

量を単純に合計して 1 年間で何グレイ被曝した

と考えては問題が生じる。同じ臓器吸収線量でも

アルファ線を被曝したのかガンマ線を被曝したの

かで健康に与える影響は全然違うし、全身に被曝

するのか体の一部だけに被曝するのかでも違う。 

 放射線を扱う人の被曝量を管理する際に「昨日

はガンマ線を肺に 1mGy、今日はアルファ線を

甲状腺に 0.1mGy、･･･」と日々記録するのは大

変だ。被曝限度を超えていないかどうかも個々人

ごとに検討しなくてはならない。放射線の健康影

響を研究するにも、被曝の仕方が違えば単純に比

較することができない。そこで、等価線量や実効

線量と呼ばれるものが考え出された。 

 等価線量等価線量等価線量等価線量は被曝した放射線の種類を気にせず

に人体への影響を数値で表すために考え出された。

ガンマ線と比べて何倍危険なのかを表す放射線放射線放射線放射線

加重係数加重係数加重係数加重係数と呼ばれる値（表 1）を臓器吸収線量に

掛けたもので、単位にはシーベルトシーベルトシーベルトシーベルト（Sv）を用

いる。 

 例えば、臓器吸収線量で 1mGy の被曝をした場

合、等価線量は、被曝したのがガンマ線ならば 1×1

＝1mSv、アルファ線ならば、20×1＝20mSv になる。

アルファ線 1mGy の被曝は、ガンマ線 20mGy の被

放射線の種類放射線の種類放射線の種類放射線の種類    放射線荷放射線荷放射線荷放射線荷重係数重係数重係数重係数     放射線の種放射線の種放射線の種放射線の種類類類類    放射線荷重係数放射線荷重係数放射線荷重係数放射線荷重係数    

X 線、ガンマ線 1  陽子 5 

ベータ線 1  アルファ線 20 

中性子線 5～20  
 

表１ 放射線加重係数  中性子線はエネル

ギーによって加重係数が異なる。 
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曝と健康影響からすれば等価だということだ（1mSv

＝1000 分の 1Sv）。 

 等価線量を使えば、「昨日は肺に 1mSv、今日

は甲状腺に 2mSv」と、放射線の種類を気にせず

に管理できる。 

 1990 年までは、放射線加重係数および等価線

量と同趣旨の概念として、それぞれ線質係数線質係数線質係数線質係数、

線量当量線量当量線量当量線量当量が使われていた。また、シーベルトに

かわる単位として以前はレム（rem）が使われて

いた。1 シーベルトは 100 レムである。 

 放射線の種類だけでなく体のどこに被曝したの

かも考慮して人体への影響の観点から被曝量を１

つの数値で表せるようにしたのが実効線量実効線量実効線量実効線量だ。

単位は同じくシーベルトを用いる。 

 等価線量で①「肺に 1mSv、甲状腺に 2mSv」

被曝、②「肺に 2mSv、甲状腺に 1mSv」被曝、

③「全身に 3mSv」被曝の 3 通りの被曝について

考えよう。等価線量を単純に合計した場合①～③

のいずれも 3mSv となるが、全身に被曝したほ

うが放射線の被曝量は多いはずだし、肺に多く被

曝するのと甲状腺に多く被曝するのでは健康への

影響も違うはずだ。等価線量の単純な合計では健

康影響を測る被曝量としては使えないのだ。 

 そこで、人体の臓器や組織ごとに放射線による

害の受けやすさや、組織の重量を考慮して組織組織組織組織

荷重係数荷重係数荷重係数荷重係数と呼ばれる値（表 2）を決めて、放射線

の影響が大きい臓器の被曝量を高く評価するよう

にしたのが実効線量だ。全身に被曝した場合を基

準として１にしている。 

臓器・組織臓器・組織臓器・組織臓器・組織    組織加重係数組織加重係数組織加重係数組織加重係数    臓器・組織臓器・組織臓器・組織臓器・組織    組織加重係数組織加重係数組織加重係数組織加重係数    

生殖腺 0.08 肝臓 0.04 

赤色骨髄 0.12 食道 0.04 

肺 0.12 膀胱 0.04 

結腸 0.12 骨表面 0.01 

胃 0.12 皮膚 0.01 

乳房 0.12 唾液腺 0.01 

甲状腺 0.04 脳 0.01 

 残りの組織・臓器 0.12 

合計 1 

表２ 組織加重係数 

 例えば甲状腺の組織加重係数は 0.04、肺は甲

状腺の 3 倍の 0.12 である。等価線量で肺に

1mSv の被曝をした場合には実効線量は 0.12×1

＝0.12mSv となる。等価線量 1mSv を肺に被曝

することは、全身に 0.12mSv を被曝することと

健康に与える実
．
際の効

．
果は同じだということだ。

また、肺の組織加重係数 0.12 は、甲状腺の係数

0.04 の 3 倍になっている。これは、同じ等価線

量を被曝した場合、肺だけに被曝したほうが甲状

腺だけに被曝した場合の 3 倍危険であるという

ことだ。 

このように、全身に被曝した場合の危険性を基

準として各臓器の被曝量を表すようにしておけば

被曝の仕方を気にせずに数値を合計できる。先の

①～③のケースの実効線量は、①「0.12×1＋

0.04×2 ＝ 0.2mSv 」、②「 0.12×2 ＋ 0.04×1 ＝

0.28mSv」、③「1×3＝3mSv」となり、全身に

被曝した場合が最も高く、甲状腺よりも肺に多く

被曝した②のほうが①よりも高くなり、1 つの数

値で被曝量を適切に表せることがわかる。なお、

個々の臓器組織のすべてに 1mSv ずつ被曝した場

合は、結果として全身に 1mSv を被曝したのと同じだ

から、組織加重係数の合計値は 1 になる。 

 等価線量だと「昨日は肺に 1mSv、今日は甲状

腺に 2mSv」としていたものを、実効線量では

「昨日と今日で合計 0.2mSv」と 1 つの数値で管

理できる。 

 シーベルトという単位は、放射線の被曝量を管

理し防護に役立てるという実務的な便宜で決めら

れたものなのであまり厳密なものとはいえない。

組織加重係数で考慮する組織の重量も当然個人差

があるはずだが、標準的な重量を用いて国際放射

線防護委員会（ICRP）が決めている。 

 どんな放射線をどこに被曝したのかという細か

な背景は抜きに健康影響を評価するための被曝量

の尺度が実効線量だと考えておけばよいだろう。

等価線量と実効線量の単位が同じシーベルトなの

も紛らわしいが、報道などで出てくるのはたいて

い実効線量なので、業務などで放射線を取り扱う

人以外はあまり気にしなくても大丈夫だ。 

 最初に述べた放射能の単位、ベクレルでは人体

への影響は直接にはわからない。しかし、ある放

射性同位体を○ベクレル摂取してしまったら人体

に何日くらいとどまってその間に身体内部から被

曝する実効線量は×mSv くらいになるというこ

とを評価することはできる。こういった評価に基

づいて「野菜に含まれる放射能は、ヨウ素
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2000Bq/kg、セシウム 500Bq/kg 以下」というよ

うな規制値が決められている。 

 気をつけたいのは、シーベルトは被曝量の合計

値であるということだ。1 時間での被曝量なのか、

1 年での被曝量なのか、生涯にわたる被曝量なの

かでその値が大きく違ってくる。ある場所の線量

が「毎時 1mSv」とか「○mSv/h」といった場合、

その場所に 1 時間いると実効線量で 1mSv の被

曝をすることになるという意味だ。1 時間あたり

の線量を線量率線量率線量率線量率ということもある。シーベルト

が出てきた際には、どれだけの期間での被曝量の

話をしているのかに注意したい。

 

 あの日からニュースをたくさん見るようになった。新聞を詳細に読むようになった。インターネット

を多く活用するようになった。情報を取り込む方法は各自違えど、みんな世間の情勢に耳を傾けるよう

になった。後出しジャンケンのような情報公開「～かもしれない、～になるだろう」という、あいまい

な未確定要素を多く含む表現に、市民は少なからず、困惑したはずである。 

 警戒区域に指定。その後、解除準備区域となった小高区。生活を営む拠点を奪われた事実にどう対処

していくのか？ 行政の復興政策に興味を持ち、行政主催のシンポジウムにも出席している。残念なが

ら参加する人々の年齢は私より先輩である。誰もが感じていることだろう。しかし誰も口にしない。何

故か？ 将来、地元で頑張っていこうと意気込む若者が少ない町に小高は変貌してしまったのだ。3 年

という年数は小高区民にとって帰還をも妨げてしまう事態となっている。 

 手をこまねいているだけでいいのか？ ツイッターで呟くだけでいいのか？ 昨年夏、小高 5 校 PTA

主催による「夏祭り」を企画した。行政や保護者、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力を得て「は

やぶさ」生みの親である川口淳一郎博士にご参加いただき、ペットボトルで親子が製作した水ロケット

を飛ばし、思いきり屋外で自然科学を満喫した。私が「はやぶさ」帰還に想いを重ねた意図は、親たち

に前向きになることを感じてほしいという願いがあった。地元に残る残らないの思考では小高の未来は

無いと考えている。 

だからこそ逆転の発想で、震災を一つの試練として考え、今は全国各地へ子どもたちが自ら飛び立っ

てほしいと願う。そして、多くのことを学び培ったものを未来の小高に持って帰ってきてほしいと思う。

そのために広い視野を持つことの大切さを呼びかけていきたい。必ず小高再生の基礎に成るはずだ。      

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑳    

小高再生の基礎は、今の子どもたちです    
阿部阿部阿部阿部    治幸治幸治幸治幸（南相馬市小高区→同市鹿島区仮設住宅在住）（南相馬市小高区→同市鹿島区仮設住宅在住）（南相馬市小高区→同市鹿島区仮設住宅在住）（南相馬市小高区→同市鹿島区仮設住宅在住）    


