
食品に関するリスクコミュニケーション
「食品中の放射性物質のこれからを考える」

おさえておきたい科学的な知見
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長岡技術科学大学

大場恭子
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自分で

判断する

土台となるのは
「知る（学ぶ）こと」

「考えること」



人の意見や行動の背後要素

知識

経験感情
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自分で判断する

4

危 険

安 全

どこにあたるの？

自分の行動が決まる



リスク評価研究に用いられる電離放射線被ばく集団

5放射線医学総合研究所（監訳），ＵＮＳＣＥＡＲ１９８８，放射線の線源影響及びリスクに関する
１９８８年報告書，附属書Ｆ，実業公報社（１９９０），ｐ．５４８ より作成

性別や年齢が多様



広島および長崎の原爆による被ばく

• 爆心地における放射線量（推定）は，
• 103 シーベルト（ガンマ線）
• 141 シーベルト（中性子線）

• 爆心地 500 メートル地点の放射線量（推定）は
• 28シーベルト（ガンマ線）
• 31.5シーベルト（中性子線）

※即死（即日死）ないしは， 1 ヶ月以内に大半が死亡

• 爆心地 5 キロメートル以内で放射線を浴びた被ばく者
は，急性放射線症を発症した。

• 6シーベルト以上の放射線を浴びた被ばく者は、腸管障
害により、1ヶ月以内に大半が死亡したとされている。
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青の面積に対する1000分の1



ミリ・マイクロのひみつ
国際単位系(SI)接頭語
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なにもついていないミリ
m

マイクロ
μ

キロ
k

1000分の1 1000分の1

1000倍

1,000,000分の1



リスク評価研究に用いられる電離放射線被ばく集団

9放射線医学総合研究所（監訳），ＵＮＳＣＥＡＲ 1988，放射線の線源影響及びリスクに関する
1988年報告書，附属書Ｆ，実業公報社（1990），p.548 より作成

内部被曝の存在が広く知られるきっかけ



外部被ばくと内部被ばく
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
ｐ.5より抜粋



外部被ばくと内部被ばくの
留意すべき点の違い

外部被ばく 内部被ばく

どれくらいの放射能があるか？ ○ ○

どんな放射線か？ ○ ○

遮蔽するものはあるか？ ○

距離はどれくらいか？

時間はどれくらいか？

どんな性質の放射性物質か？
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〇 ✕

〇（織り込み済み）〇

〇✕

✕

ベクレル
（Bq）



放出する
放射線の種類

天然の放射性物質の例
核実験や原子力施設に由来する

放射性物質の例

α（アルファ）線
ウラン238，トリウム232
ラジウム226，ラドン222

プルトニウム239，
プルトニウム240

β（ベータ）線 炭素14，トリチウム3
ストロンチウム89
ストロンチウム90

β（ベータ）線
と

γ（ガンマ）線
カリウム40

ヨウ素129，ヨウ素131
セシウム134，セシウム137
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
ｐ.3より抜粋

どんな放射線か？

遮蔽するものはあるか？



日常的な被ばく源とその量
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
ｐ.6より抜粋
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50シーベルト
50,000ミリシーベルト
50,000,000マイクロシーベルト

10シーベルト
10,000ミリシーベルト
10,000,000マイクロシーベルト

全身痙攣で死亡（中枢神経
死）

胃腸障害で2週間以内に死亡（腸
死）

7シーベルト
7,000ミリシーベルト
7,000,000マイクロシーベルト

造血障害で60日以内に100％死亡（骨髄死）

4シーベルト
4,000ミリシーベルト

造血障害で60日以内に50％死亡（骨髄死）

放射線の人体への影響（命の危険領域）
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
ｐ.9より抜粋
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60兆個の細胞のうち，毎日6000億個の細胞が

死に／細胞分裂によって生まれることで，入れ
替わる ※細胞分裂ではDNAをコピーする

参考：日常の細胞分裂とがん細胞の誕生

（活性酸素の影響による）コピーミス ：100万個に1個＝60万個／日

ガン細胞：5000個／日発生

→
→

↑

ガン細胞を殺そうとする（免疫）
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3シーベルト
3,000ミリシーベルト
3,000,000マイクロシーベルト

一時的脱毛，紅斑，永久不妊

4シーベルト
4,000ミリシーベルト
4,000,000マイクロシーベルト

造血障害で60日以内に50％死亡（骨髄死）

2シーベルト
2,000ミリシーベルト
2,000,000マイクロシーベルト

白内障

1シーベルト
1,000ミリシーベルト
1,000,000マイクロシーベルト

吐き気，倦怠感（放射線宿酔）

自

覚

症

状

あ

り

0.5シーベルト
500ミリシーベルト
500,000マイクロシーベルト リンパ球の一時減少

0.25シーベルト
500ミリシーベルト

放射線の人体への影響（一時的症状領域）

発

が

ん

率

の

増

加
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0.25シーベルト
250ミリシーベルト
250,000マイクロシーベルト

放射線の人体への影響（わかっていない領域）発

が

ん

率
0.1シーベルト
100ミリシーベルト
10,000マイクロシーベルト

発がん率を高めるのか？
が焦点



どんな性質の放射性物質か？
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
pp. 11-12より抜粋

※赤下線は講演者による
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福島第一原子力発電所の事故を受け
食品規制をどうするか？

消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
pp. 16



一般的な食品規制検討の柱
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リスクを評価する リスクを管理する

リスクを受容できるか話し合う

組織：食品安全委員会 組織：厚生労働省、農林水産省など

対象：さまざまなステイクホルダ―
手法：リスクコミュニケーション（社会）

食品の安全性を科学的に調べ、
評価する

「リスク評価」の結果に基づき、
必要なルールを決め、そのルー
ルが守られているか監視する

生産者や流通業者、消費者、国
などそれぞれの立場で話し合い
リスクを正しく理解する
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
p. 19より抜粋
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
pp. 18,21-22より抜粋



家族みんなで同じものを
いただけるようにしよう！
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
p. 21より抜粋



海外との比較
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
p. 20より抜粋
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
p. 17より抜粋

※赤丸は講演者による
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旧ソ連チェルノブイリ※原子力発電所4号機の事故

◼ 概要

1986年４月26日、旧ソ連（現ウクライ
ナ）のチェルノブイリ原子力発電所４号機
（黒鉛減速軽水冷却チャンネル型炉：ＲＢ
ＭＫ）で、運転規則違反の低出力試験運転
中に、原子炉出力の異常上昇が発生し、原
子炉が水蒸気爆発し、原子炉と建屋構造物
のかなりの部分が破壊され、その後の黒鉛
火災により大量の放射性物質が環境に放出

◼ 人的被害

死者：２８名（急性放射線障害）、２名（爆発）、負傷者：１０６名（急性放射線障害）

１８歳未満の甲状腺がんの増加（晩発性影響）

◼ 住民の防護対策

避難：約１１万６千人（ウクライナ、ベラルーシ、ロシア）

移住：約２２万人（ウクライナ、ベラルーシ、ロシア）

※チョルノービリ原子力発電所。ただし、事故名としてはチェルノブイリ原子力発電所事故が通称のため、
本講演資料では、チェルノブイリを使用している。



広島・長崎のような白血病の上昇は
認められなかったが、甲状腺癌に
なる子供の比率が上昇した！

チェルノブイリ事故で被ばくした0〜18歳の甲状腺がん発生率
(1986〜2002)

甲状腺がん 6000人

がんで亡くなった方 15人

（財）ルイ・パストゥール医学研究センター／NPO法人知的人材ネットワークあいんしゅたいん

宇野賀津子先生ご講演「低線量放射線の生体への影響と食の重要性」（ 2012.7.20 ）資料より
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29http://d.hatena.ne.jp/warbler/20120630/1341012335より

放射性ヨウ素による内部被ばく（べラルーシ／ロシアの15歳未満の子ども）

http://f.hatena.ne.jp/warbler/20120630013814
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はじめて、チェルノブイリ事故についての
記事が掲載された事故3日後の
19８6年4月29日の新聞

－チェルノブイリ博物館所蔵－
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消費者庁，食品と放射能Q&A第16版
p. 2より抜粋



5.7 Bq／kgの食品100gを
一年間食べ続けた場合の被ばく量

•セシウム137のBq→Sv換算係数：

～1歳：4.37μSv（＝0.00437mSv←228.8年食べて1mSv）

～2歳：2.50μSv（＝0.0025mSv ←400年食べて1mSv ）

～7歳：2.08μSv（＝0.00208mSv）

～12歳：2.08μSv（＝0.00208mSv）

～17歳：2.70μSv（＝0.0027mSv）

17歳以上：2.70μSv（＝0.0027mSv）

33



34




