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市⺠科学研究室
低線量被曝研究会



さあ きょうは放射線の勉強よ

副読本の11ページを開いて

身体にどんな影響があらわれるか
まず⾒ておきましょうまず⾒ておきましょう
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⽂部科学省放射線副読本 ⇒
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1409740.htm



これでなにが言いたいの？

放射線で毛が抜けたり不妊になった
りするってことだろ

水晶体の白濁だって... これ目が⾒
えなくなるってこと？

造血系の機能の低下っていうのは白
血病のことじゃないか血病のことじゃないか

矢印が書いてあるけど これはどう
いう意味なの？
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100ミリシーベルトのところ
に説明がありまーす
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それ ⿊板に書いてみ
るよ

先生 それ どういう
意味ですか？

先生 これって これよ
り上のシーベルトを被曝したり上のシーベルトを被曝した
らがん死亡者が増えるってこ
とじゃないかですか？

... じゃあ これ以下な
ら大丈夫ってことですか？

（ワイワイがやがや)
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そうね そこは大事なところね
理科の先生に来ていただいて聞いて
みましょう

（理科の先生が⼊室）

ふんふん なるほど 大事なとこ
ろだねろだね

早⾒図を別のクラスで勉強したと
き同じ疑問が出てね 早⾒図をつ
くった放射線医学研究所の所⻑の山
下俊一さんに手紙をだしてきいてみ
た そのやり取りを簡単なプリント
にしてるので配るね
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(質問) 100ミリシーベルト以下の放射線は安全なんですか？

(回答) 早⾒図はそのことに触れていません

(質問) どうしてですか？

(回答) ⽂章を少なくしたかったんです

(質問) 早⾒図に書かないとしても ほんとうはどうなんですか？

(回答) 研究所は科学的なコンセンサスだけを皆さんに伝えること(回答) 研究所は科学的なコンセンサスだけを皆さんに伝えること
にしています

(質問) コンセンサスって?

(回答) 国連科学委員会が決めたことがコンセンサスです
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放射線医学研究所への質問と回答 ⇒ 別添

https://koko.matrix.jp/box/QST-QandA.pdf


国連科学委員会は100ミリシー
ベルト以下にリスクがあることは
コンセンサスではないといってい
るのですか？

そうだねえ 国連科学委員会の報
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告書には100ミリシーベルト以下の
影響が⾒つかりそうにないといって
いる箇所がある

そこの⽂章を⿊板に書いてみよう

国連科学委員会の正式名称「原子放射線の影響に関する
国連科学委員会」，略称UNSCEAR（アンスケア）．
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といっている
このmGy(ミリグレイ)は

ミリシーベルトと同じだと
考えていいよ



じゃあ 100-200ミリシーベルト以下は安全だと
いうことなんですか

そこがこの⽂章の巧妙なところだ ⾒つけられそ
うにないといっているが安全だとはいっていない

ふーん ⾒つからないのなら安全だと考える⼈が
でてきそうですね

そういう解釈を許しているのが

この⽂章の巧妙なところなんだ
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先生 100ミリシー
ベルト以下のリスクの
ことを科学委員会は本
当に何も言ってないん
ですか

おっ 鋭い質問だ 実
はこの⽂章には続きが
あるんだ

⿊板に書くね
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100ミリシーベルト以下のリスクが⾒つか
りそうにないというのは子どもにあてはまら
ない 胎児では10ミリグレイでもリスクがあ
るといっているね

わたしたち子どもにはそこ大事よね

100ミリシーベルト以下なら心配はいらな
いと大⼈から聞いたことがあるけど

だまされるところだった！

科学委員会がこういっていることを山下さ
んたちは知っているのかなあ
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先生 その⿊板に書いている⽂章のことですけど 「統計学的に
有意なリスク上昇」ってなんですか

いいところに気がついたね リスク上昇がないのにデータがたま
たま統計的なばらつきでリスク上昇を示すことがある その可能性
が一定の基準より小さいのでリスク上昇があると判断したという意
味なんだ

しかし 基準のとりかたに大きな問題がある リスクの確率を直しかし 基準のとりかたに大きな問題がある リスクの確率を直
接計算するベイズ統計学というのがあってね それによれば「統計
的に有意」になるのはリスクのある確率が97.5%以上のときだと
いうことがわかる

97.5%以上って厳しすぎませんか

先生もそう思う 統計的有意でないとリスクは証明できないと頑
固に信じている⼈たちがいるんだよ
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仮説検定とベイズ統計の解説があります ⇒ 別添

https://koko.matrix.jp/box/kaisetu.pdf


統計的有意の弊害はずっと以前から統計学者が指摘して
いたんだ 改善されないのにたまりかねて米国統計学会が
異例の声明を発表している．これは有名な科学雑誌ネイ
チャーでも大きく取り上げられた ネットで探してみると
いいね 大事なことだから声明の一節を板書しておくね
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声明の翻訳 ⇒ https://biometrics.gr.jp/news/all/ASA.pdf



放射線医学研究所にこの声明のことを知っているか
と聞いたんだが声明の内容に異論はないというよくわ
からない回答だった

知ってるんなら早⾒図を変えなきゃだめだよね

そうだよ 100ミリシーベルトでリスクを2分割して
いるんだから
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放射線医学研究所への質問と回答（2022年） ⇒ 別添

いるんだから

日本の放射線専門家にはこの声明を知らないか無視
しているひとが多いように思う きみたちはこれから
データサイエンスを勉強するはずだからしっかり勉強
してほしい

https://koko.matrix.jp/box/QST-QandA.pdf


先生 その統計的有意という厳
しい条件を付けたら100ミリシーベ
ルト以下のリスクは⾒つかってな
いんですか．

これもいい質問だねえ どんど
ん増えているんだよ 放射線医学
研究所はこうした最近の研究を早
⾒図に反映させようとしていない

2006年から2017年に平均被曝線量100
ミリシーベルト以下の集団を分析した論⽂⾒図に反映させようとしていない

んだ

国連科学委員会はそれも科学的
コンセンサスでないというのかな
あ

リスクがあることを認めるのが
イヤなんだろうなあ
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ミリシーベルト以下の集団を分析した論⽂
が26件ある．これらの論⽂の統合分析に
よってがんリスクの上昇が低線量で直接的
に支持されることが明らかになっている．
（M.Hauptmann et al. , J Natl Cancer 
Inst Monogr, 2020, Vol. 2020, No. 56)

https://academic.oup.com/jncimono/article/2020/56/188/5869934


科学委員会がこういってい
るのも重要だ 板書するね

しきい値がないんだから
100ミリシーベルト以下でも
リスクはあるということにな
るね
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えっ 山下さんはそんなこと説明してくれなかっ
たよ

うん 100ミリシーベルト以下のリスクについて
は何も言わないことにしているといってた

科学委員会がしきい値なしの可能性を支持して
いることに触れたくなかったのかなあ



先生 ひとつわからないところが出て
きたんですけど... 

おっ なんだ．

あのー この早⾒図に書いてある100
ミリシーベルトですが これは一年の被
曝量のことですか？曝量のことですか？

ぼくは年間線量のことだと思いまーす
だってちょうど20 ミリシーベルトのと
ころに 作業者の線量限度 1 年 20 ミ
リシーベルトと書いてあるじゃないです
か
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どうなんですか 先生

実は先生もそこがわからなくて 前に放射線医学研
究所に問い合わせたことがあったんだ

返事はどっちでした？

どっちでもない 一年線量と累積線量のどっちでも
ないというんだないというんだ

（一同ア然） なに それ

変だよ そこはっきりしないで１００ミリシーベル
トという数字だけをぼくたちに教えるなんて

そうだね よく考えてくれ

さてと ぼくは職員室に戻るね
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• 100ミリシーベルト以下のリスクは早⾒
図からはわからない

• 100ミリシーベルト以下でリスクがある

さあ 授業のまとめをノートに書いたら終わりよ

どう書こうかな
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まあ これでいいか
さあ 掃除して帰ろう

• 100ミリシーベルト以下でリスクがある
という論⽂がたくさんある

• 子どものリスクは大⼈より大きいのに早
⾒図にはそのことが書いてない



⽂部科学省が学童生徒に配布している「放射線副読本」には国⽴研究
開発法⼈量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門放射線医学研究
所の「放射線被ばく早⾒図」を掲載しています．わたしたちはこの図に
100ミリシーベルト以下のリスクが一切書かれていないことに疑問をも
ち研究所に質問書を送りました．

この作品はその質問と回答をもとに作成しました．質問書と回答書は
https://www.shiminkagaku.org/openletter_radiation_20220216/においてありにおいてあり
ます．

⼈物のマンガには「tokico」と「てがきですのβ」のフリー素材を使
わせていただきました．お礼を申し上げます.

https://allabout.co.jp/gm/gp/1492/
https://regeld.com/desi/

2022年11月28日
市⺠科学研究室 低線量被曝研究会
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