
広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 1

伊方原発広島裁判
広島市中区定期ミニ学習会

第７回
低線量被曝の健康影響リスク（その２）

報告者：哲野イサク（原告）
Webジャーナリスト

日時：11月17日（木曜日）19:00〜21:00
場所：レンタルスペース亜室
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低線量被曝における健康影響の確⽴
（ECRR2010勧告第７章から）

2

1.朝日新聞の広める『放射能安全神話』①
 右図は朝日新聞2011年

5月11日付「特集東日本
大震災」の中の「いち
からわかる健康との関
係」と題する記事に掲
載されたおなじみの“放
射能リスク図”

 この表で100mSv未満
を低線量被曝として
胸部CTスキャン1回被曝線量6.9mSv、1人あたりの
⾃然放射線被曝線量年間2.4mSvと比較し、
「100mSvは健康に影響が出る危険が高まるレベル、
100mSv未満の被曝は安全」であるかのように印象
づけている。 次スライドへ
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1.朝日新聞の広める『放射能安全神話』②

 実際にこの記事に付属したQ&Aでは次のようなやり
とりが紹介されている。

Q.放射線をあびるとどんな影響があるの？
A.細胞の中の遺伝子が壊れたり、構造が変わったり

する可能性があるが、少量の放射線なら、⼈体に
影響はない。しかし、⼤量に浴びると体に備わっ
ている修復機能が追いつかなくなる。すると体に
いろんな障害が出るんだ。

ここで使われている材料は⾃然放射線。
2.4mSvは世界平均。福島原発事故前、
日本の平均は1.5〜1.6mSvだった。

前スライドより続き
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1.朝日新聞の広める『放射能安全神話』③

 ここで朝日新聞が世界に広めたいプロバガンダは、
“100mSv以下の被曝は人体に影響がない”とする
“放射能安全神話”

 こうした、原発推進勢⼒によって広められるプロ
バガンダに対して、第７章で「神のふるまい（す
なわち⾃然放射線）と、⼈の営み（すなわち⼈工
放射線）を比較する際、それぞれの被曝は細胞あ
るいはDNAレベルで評価されるべきであり、
従って異なるタイプの被曝比較は危険であるとい
う原則を確⽴しておきたい」として第７章をはじ
めている。
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２．2016年11月6日中国新聞特集記事
 中国新聞は「第7部 明日に向

けて④残された課題」と題す
る特集記事を組み、11月6日
付では“グレーゾーン低線量被
曝”という記事を掲載した。

 前述2011年5月11日付け朝日新聞特集記事で
“100mSv以下の低線量被曝では、人体にほとんど
影響がない”とする内容とは大きく様変わりしてい
ることが注目される。

 ５年という時間の経過の違いなのか、それとも朝
日新聞、中国新聞の違いなのか…

（別途参照資料１参照のこと）
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3.北海道がんセンター⻄尾名誉院⻑の主張

 細胞に与える影響は内部被曝は外部被曝に比べて極
めて大きい。

 外部被曝と内部被曝はそのメカニズムが全く異なる。
 線量が同じなら外部被曝も内部被曝も影響は同じと

する解釈は明らかに誤り。
 低線量被曝のリスクを考える上で、内部被曝（の特

殊性）を切り捨てた議論は科学とは⾔えない。

⻄尾⽒の議論は、ほぼこの定期ミニ学習会
で学んできたことと一致している。
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4.INWORKSの研究が指摘すること
 同じく同中国新聞の特集記事

はノースカロライナ大学のデ
イビット・リチャードソン准
教授のコメントを紹介。

 国際的な研究コンソーシアム
INWORKSが2015年10月20
日にBMJ（ブリティッシュ・

 リチャードソン氏⾃身は故アリス・スチュワート氏
とも共同研究したことがあるとのこと。

メディカル・ジャーナル）に掲載した論⽂などを引⽤し、
中央値4.1mSvで固形がん死（この場合は直腸がん）が
最大となる結果を紹介している。

（別途参照資料２参照のこと）
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5.INWORKSの研究とは
INWORKSは、フランス原⼦⼒・
新エネルギー庁、アレヴァ・
ニュークリアサイクル、フランス
電⼒、全英放射線労働者登録協会、
イギリス原⼦⼒兵器公社、ブリ
ティッシュ・エナジー、マグノッ
クス社、イギリス国防省、アメリ
カ・エネルギー省傘下のハン
フォード施設、サバンナ・リバー
施設、国⽴オークリッジ研究所、
アイダホ国⽴研究所、ポーツマス
海軍造兵廠などから被曝データを
提供され、核産業労働者の被曝影
響を研究する国際コンソーシアム。

http://www.bmj.com/content/
351/bmj.h5359

【参照資料】ブリティッシュメディカルジャーナ
ル（BMJ）
「Risk of cancer from occupational 
exposure to ionising radiation:retrospective
cohort study of workers in France, the United 
Kingdom, and the United States (INWORKS)」
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６．研究対象群は30万8297⼈

 研究対象群は30万8297人と膨大
 被曝線量は線量推計体系（DS）によらず核産業

労働者個々の被曝データを基にした信頼のおける
もの

 追跡調査は1944年〜2005年と超⻑期にわたる。
 喫煙やアスベスト吸入など、発がん交絡因⼦を完

全に除去
 中性⼦線、トリチウム被曝などについてもチェッ

クし内部被曝要因を排除した⻑期低線量外部被曝
にのみ限定した研究
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７．INWORKS研究の結論

 全研究対象群のうち、
肺がん死を除く固形
がん死は1万2155人

 平均個人蓄積被曝線
量は20.9mSv

 固形がん死の中央値は4.1mSvと驚くほど低線量
 ⻑期外部低線量被曝でも、有意に危険であること

を⽴証
 線量線量率効果（DDRE）を明確に否定
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８．低線量被曝が⼗分に危険であることが
徐々に知られはじめている

 日本政府、電⼒会社、原発御⽤学者が声を揃えて
“100mSv以下の低線量被曝は健康に害がない”あ
るいは“健康に害があるという科学的証拠はない”
と述べている。→放射能安全神話

 ところが近年、これに相反する研究や⾔説が徐々
に説得⼒を持ち始めている。

 なかでも最も体系的・実証的にこれら⾔説をまと
めているECRR2010年勧告をみてみよう。

12

９．がんに集中するICRPと幅広い健康損傷
に注目するECRRーリスク観の違い

 ECRR2010年勧告第7章は、低線量放射線による
健康影響に対するICRPとの⾒⽅の違い、⼀⾔で
⾔えば低線量放射線リスク観の違いを対比させて
いる。

 まとめて⾔えば、低線量分野でICRPは「“がん”
と白血病が発症する可能性があるとするのに対し
ECRRはあらゆる疾病が生じ、生活の質（QOL）
を考慮するとその損害は膨大である」とする。

 第7章は⾃然放射線からはじまる。
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10．⾃然放射線とは

① 宇宙放射線
② 岩石や土壌中の天然同位元素からの外部ガンマ線
③ 体内の天然同位体（カリウム40、炭素14など）
④ 岩石や土壌中からのラドンガスとトロンガス及び

それらの核崩壊生成物

ECRRの分類

ICRPの分類
① 宇宙放射線
② 地殻・建設材料などに含まれる⾃然放射線核種
③ カリウム40や炭素14など体内に存在している

⾃然放射線核種
④ 空気中に含まれているラドンなどの核種

ICRPに言わ
せるとこれも
⾃然放射線

14

１１．日本語wikipedia“⾃然放射線”
からの引用

「人間が受ける⾃然の放射線による被曝の内訳
1. 宇宙から年間約390μSv
2. 地殻・建材などから年間480μSv
3. 体内の⾃然放射線核種から290μSv
4. 空気中に含まれているラドンから年間1260μSv
合計、⾃然界から約2400μSv（2.4mSv）前後
の被曝を受けている」
（この記述は2000年代に入ってからのWHOの報告を
基にしていると思われる。なお2.4mSvは世界平均と
される）
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＜参考＞ラドンとトロン
ウランは地下深部にあって時折マグマの上昇と共に地表
近くにもたらされることがある。この時、マグマがゆっ
くりと冷えて固まると⻑⽯、⽯英、雲⺟の結晶が⼤きく
成⻑する。その結果、ウランなどの元素成分は結晶の間
の隙間に追いやられる。これら岩⽯が風化によって壊さ
れ、結晶間のウランが水に溶けやすいウラニル錯体とし
て運搬される。これらが堆積層に留まり、ウラン、ラジ
ウム、ラドンの濃度の⾼い地層が形成される。

ウラン238→ラジウム226→ラドン222（これが通
常ラドンと呼ばれる）
トリウム232→ラドン220（これが通常トロンと呼ば

れている）
従ってウラン鉱山はラドンガスを多く含むことに

なる。

16

１２．ウラン採掘で出てくるラドンは
⾃然放射線か？①

 ウラン採掘をしようとすると、必然的にラドンガス
が放出される。

 ICRPはこうして環境中に出てきたラドンガスを⾃
然放射線に分類している。

 ECRRはこれを人間活動によって補強された⾃然放
射線として⾃然放射線に分類しない。

 ECRRはこうして人間活動によって補強された⾃然
放射線を区別して「人造放射線」(Man-made 
radiation）と呼んでいる。（なお人工放射線は
Artificial radiation）

 さてどちらの⾒⽅が正しいのだろうか？



広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 9

17

１２．ウラン採掘で出てくるラドンは
⾃然放射線か？②

 また地球上には、マグマの上昇によって、ラドンガ
スが⾃然に地表に漏れ出している地域もある。

 これは科学観の違いによる分類の違いというよりも
電離放射線の人体および環境に対する影響をどれだ
け深刻にみるか、という“放射能観”の違いというべ
きだろう。

例）インドのビハール＝オリッサ州の⼀部やブラジル、
アマゾン台地の⼀部など

18

１３．⾃然放射線被曝年間2.4mSvは
本当に⾃然放射線被曝なのか

 ECRR2010年勧告第７章はおおよそ次のように述べてい
る。

 ICRPやその他の放射線防護機関が採⽤している⾃然バッ
クグラウンド放射線被曝の中には人間の営みによって放
出された人造放射線による被曝が含まれている。

 ICRPなどの⾃然バックグラウンド放射線の定義は厳密で
はない。

 ECRRは⾃然バックグラウンド放射線の定義を核時代出
現前にさかのぼらせるべきだと考える。その時期は1910
年である。

☆ 核時代とは何も核兵器や原発ばかりではない。それを取り巻くあら
ゆる産業や⼈間的営みから発生する⼈工放射線や⼈造放射線から⼈
間と環境における全ての生き物が攻撃を受ける時代が“核時代”であ
る。
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１４．⼈工放射線源の7つのカテゴリー
 ECRRは⼈工放射線源として以下の7種類を挙げている

1. 核爆発からの降下物
2. 原発など核施設事故からの放出
3. 原発など核施設から放出された放射性廃棄物。これには

汚染物質による再汚染、海の汚染から陸の汚染への移⾏、
汚染の再循環が含まれる

4. ⾃然放射線の人工的な増強

5. 医療⽤画像処理や治療
6. 研究を含む職業被曝
7. 電⼦測定機器

例）化学肥料生産、石油生産、ガス生産、ウラン工業、
劣化ウランの軍事利⽤、高高度⾶⾏など

例）計測器、煙探知器、厚さ計

私たちはこうした⼈工放射線源や⼈造放射線源に
よってどれほどの被曝を受けてきたのだろうか

別紙資料３は
イギリス住⺠
の例である

20

15.放射性物質の影響をいかに評価するか①
不断に放出される⼈工放射能や⼈造放射能の影響はど
うやって定量化されるのだろうか？

⼤気や水への放出とそれらにおける放射性廃棄物の保
持挙動、空間と時間におけるその漂積物の生物圏への
分配挙動を測定することから始まる

生態系や食物連鎖への取り込み、生物圏内での残存、
環境への移⾏係数、ヒトによる摂取と体内での生理学
的分配及び生化学的性質、電離エネルギー付与、公衆
と職業従事者の線量評価、これら被曝がヒトと環境の
健康にどれほど密接に関わっているかを評価

次スライドへ
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☆図式化すると以下のようになる

15.放射性物質の影響をいかに評価するか②

⼈工・⼈造放射性物質 生物圏・環境への影響

ヒトと環境への影響評価

言われてみればその通り！

前スライドより
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16.確率的影響はがんだけ？①
☆ 電気事業連合会のサイト「でんきのひろば」からの

引用

確定的影響は「一定量の放射線を受けると、必ず
影響が現れる」現象をいいます。また、受けた放射
線の量が多くなるほど、その影響度（障害）も⼤き
くなります。確定的影響は数多くの細胞が放射線に
よって傷ついたときに生じ、毛が抜けたり、白内障
になったりという障害が発生します。確定的影響は、
放射線を受ける量を一定量（しきい値）以下に抑え
ることで防ぐことができます。

＜http://www.fepc.or.jp/learn/houshasen/eikyou/kakuteiteki/index.html＞

次スライドへ



広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 12

23

16.確率的影響はがんだけ？②

 整理すると確定的影響ではがんを含んで様々な
影響が現れるが、確率的影響ではがん（白血病
含む）しか現れない、動物実験では遺伝的影響
が確認されていると主張

確率的影響は、一定量の放射線を受けたとしても、
必ずしも影響が現れるわけではなく、「放射線を受
ける量が多くなるほど影響が現れる確率が⾼まる」
現象をいいます。しきい値がないと仮定する影響で
す。

がんや白⾎病は確率的影響です。しかし放射線の
量が多くなったからといって、症状が重くなるわけ
ではありません。

前スライドより
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17.ECRRの主張：確定的影響と確率的影響
低線量被曝におけるICRPと
ECRRのリスク評価比較表
健康損傷例

致死がん
非致死がん
良性腫瘍
遺伝性損傷
幼児死亡
出生率低下
低体重出産
IQ低下
心臓病
⼀般的健康損傷と
非特異⽼化

する
しない
しない
する
しない
しない
しない
する
しない
しない

する
する
する
する
する
する
する
する
する
する

ICRP ECRR

註）ICRPの項目には、ICRPとともにその学説を採⽤する
UNSCEAR（原⼦放射線の影響に関する国連科学委員
会）、BEIR（全⽶科学アカデミー・電離放射線の生物学
的影響委員会）、NCRP（アメリカ放射線防護委員会）、
NRPB（イギリス放射線防護審議会）及びEU加盟国の各
国放射線リスク評価機関を含んでいる。

ICRP は確定的影響と確率的
影響との区別を論じているが、
その確定的影響は低線量には
存在せず、がんや遺伝的影響
以外の確率的影響はないこと
を仮定してのことである。し
たがってICRP は、確率的影
響の範囲においては、被曝の
主要な結果としてはがんにそ
の関心を集中させている。そ
して、もっぱら⾼線量被曝の
疫学研究に基づいて、がんに
対する確率係数、すなわちリ
スク係数を確定してきている。

次スライドへ
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低線量あるいは中線量領域においては、ICRP や他のリ
スク評価機関は、線量とがん発生率との間に直線的な応答
を仮定している。（直線しきい値なし理論。ATOMICAの
いうLNT仮説）

本委員会は、放射線被曝の唯一の確率的影響ががんであ
ると想定しているところについてはICRP に従わない。成
⼈の心臓病、幼児死亡や胎児死亡を含む、非がんの結果に
及ぼす放射線の一般的な効果に、本委員会は関心を向ける。

前スライドより

17.ECRRの主張：確定的影響と確率的影響

26

18.低線量被曝における全般的な健康損傷
 前述のごとくICRPは低線量被曝においては確率的

影響しか現れず、しかもがん（白血病含む）と遺
伝的影響（動物実験のみ）としている。

 これに対して、ECRRは確定的影響と確率的影響の
違いを認めず、低線量被曝でも全般的な健康損傷
が生じるとしている。

 それではECRRはいかにして低線量被曝における健
康損傷を定量化（数値化）するのであろうか？

低線量被曝による健康損傷があるという
のならどれくらいで何が起きているのか
数字で表すべき



広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 14

27

19.損害強調荷重係数の導入
 1980年代、ICRPは実効線量概念に代わって、損

害強調荷重係数「N」の導入を検討、そして導入
を放棄したいきさつがある。

 ECRRはICRPが放棄した損害強調荷重係数「N」
の導入を決めた。

 「N」の構成成分は生物物理学的損害係数と同位
体生化学的損害係数の２つ。

 ICRPの実効線量が電離エネルギー量という物理
量1本槍なのに比べると生物学的影響。
細胞に対する生物学的影響を考慮した、より内
部被曝損傷を実態にできるだけ近づけるものと
なっている。

28

20.ICRPシーベルトとECRRシーベルト

 ECRRの線量体系は基本的にICRPの体系を踏襲拡
張したもの

 従って単位名称も同じくシーベルトを使う
 ただし両者を区別するため、ICRP・SvとECRR・

Svと表記されることがある。
 両者の間にはどれくらいの差があるのだろうか？
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21.内部被曝評価はICRPの約250倍

 ECRRはその勧告で次のように述べている

① ICRPの計算によって0.8mSvと評価されている
内部被曝はおよそ200mSv・ECRRに相当。

② 従って、内部被曝に関する限り、⼀般的に⾔え
ばECRRはICRPに比べて250倍のリスク評価を
していることになる。

③ 別に⾔えば、ECRRはICRPが内部被曝を250分
の１に過小評価している、と指摘していること
になる。

30

22.ICRPの「名目確率係数」

 ICRPは名目確率係数を採⽤している
 これはある決定的な被曝者集団（例えば広島・⻑

崎原爆被爆者被曝集団）のがん発生率を求め、そ
れを全ての確率的影響分野での、がん発生率にあ
てはめるという⽅法。
（この⽅法の妥当性については、様々な疑問がある。
第5回中区定期ミニ学習会レジュメ参照のこと）



広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 16

31

23.日本非破壊検査工業会の説明
 名目確率係数について、日本非破壊検査工業会の

サイトでは次のように説明している。
① ICRP1990年勧告（pub.60）は、1Sv

当たりの被曝によって致死性がんが起
こる確率を名目確率係数と呼んだ。

② これはICRP1977年勧告（pub.26）で
いうリスク係数に相当するもの。

③ 例えば、甲状腺がんの名目確率係数は
８×10-4／Svとされており、1Svの線
量で甲状腺がんが現れる確率は１万人
に８人ということになる。

32

24.ICRPの線量・線量率効果係数（DDREF）
 これとは別にICRPは線量・線量率効果係数（Dose 

and Dose Rate Effectiveness Factor-DDREF）を定めてい
る。

 ATOMICAはDDREFについて次のような説明をして
いる。

放射線の生物学的効果は、同一の吸収線量であっても放射線
の種類や線量率によって異なる。⾼線量率で短時間に照射し
たときに得られる生物効果に比べて、線量率を下げて時間を
かけて照射すると生物効果は減弱する。これを線量率効果と
いう。このとき、同じ効果を得るのに要する線量の逆比を線
量・線量率効果係数（DDREF）という。また、線量、線量
率は同一でも⼩線量に分け間隔をあけて分割照射すると生物
効果は減弱する。このような効果は照射中や照射後におこる
細胞の回復によると考えられている。

＜http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-02-02-14＞
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25．線量・線量率効果は仮説に過ぎない

 これは要するに同じ被曝線量でも短時間に被曝す
る⽅が、⻑時間被曝（低線量率⻑時間）よりも、
生物学的効果（ダメージ）は大きい、という理論。

 内部被曝の場合、この理論が正しいかどうかは確
認されていない仮説の段階。

 もし、この理論が正しいなら、同じ被曝線量でも
生涯（約70年）で被曝するより短時間で被曝する
⽅が損害は大きいということになり、この係数を
DDREFと呼んでいる。ICRPは2009年勧告で
DDREFを２とした。

34

26．ペトカウ効果①
 英語wikipedia「ペトカウ効果」（Petkau Effect）の

記述
① ペトカウ効果は放射線被曝に関する線形しきい値

なし理論（LNT仮説）に対する早い時期の1つの
反証。

② カナダのカナダ原⼦⼒公社のホワイトシェル核研
究機構でアブラハム・ペトカウ博士がこの効果を
発⾒し1972年3月号の保健物理学（Health 
Physics）で発表。

③ ペトカウは2時間30分で3500ラド（35Gy)の放
射線を与え続けると細胞膜（この場合は豚の細胞
膜）が破壊することを発⾒していた。（この場合
1時間あたりの線量率は15.5Gyとなる）

次スライドへ



広島市中区第７回定期ミニ学習会 2016年11月17日

伊方原発広島裁判応援団 18

35

26．ペトカウ効果②

④ 次に11時間30分にわたって0.7ラド
（700mGy）づつ与え続けると細胞膜が破壊さ
れることを発⾒した。

⑤ このことからペトカウは高線量を短時間に与える
よりも低線量を⻑時間与えたほうが細胞に対する
損傷は大きい、ということを導き出した。

前スライドより

36

27.線量・線量率効果のウソ

 前述のICRPの仮定する線量・線量率効果は実は
存在せず、低線量⻑期被曝の⽅がダメージが大き
いことを示したのがペトカウ効果である。

 ICRPは線量・線量率効果係数「２」を使って⻑
期被曝の健康損傷リスクを短期高線量被曝のリス
クに対して２で割って、⻑期低線量被曝を過小評
価している。

 冒頭紹介した中国新聞の特集記事でリチャードソ
ン氏はINWORKSの研究に⾔及しているが、
INWORKSの研究でも線量・線量率効果は認めら
れなかったとしている。
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28.ICRPが定義するがん化のリスク

 ICRPは、広島・⻑崎の被爆者寿命調査（LSS）
の研究結果に基づいて、がん化の絶対リスク値を
5.5×10-2／Svという数式で表現している。

 これは1Svあたり100人について5.5人が致死性
がんになる、ということを意味する。

 高線量域で得られた結果を、低線量域にも機械的
に当てはめ、さらに、⻑期被曝の場合は線量・線
量率効果が働くとし、係数２で割って

5.5×10-2／Sv
２

とし、これは他の「交絡因⼦に
よるがんと区別がつかない」と
している。

38

29．全身体的影響に関するICRPとECRR
の放射線被曝リスク観の違い①

 次スライドは、低線量被曝の健康影響に関する
ICRP（2007年勧告）とECRRの評価を比較表にま
とめたもの。

 致死性がんについては、ECRRはICRPの2倍の評価
 非致死性がんも同じく2倍の評価
 遺伝性疾患も2倍の評価
 胎児期被曝後の奇形では、ICRPは100mSvをしき

い値としているのに対し、ECRRはしきい値なしと
している。

その他心臓病など非がん性疾患についてはICRPで
は発生しないとしているが、ECRRは一定のリスク
を認めている。
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全身影響についての全集団に対するICRP2007 並びに
ECRR の修正リスク係数

結 果
致死がん
非致死がん
良性新生物
遺伝性疾患
胎児期被ばく後の奇形
心臓病
胎児期被曝後のがん

胎児期被曝後のIQ 低下

胎児期被曝後の重篤な精神発達
遅滞

0.05
0.1

考慮されていない
0.02

100mSv 閾値
仮定されていない

0.2
30 IQ

100mSv 閾値

100mSv 閾値

0.1
0.2

評価中
0.04

閾値無し
0.05
50

30 IQ
閾値無し

閾値無し

ICRPリスク係数 ECRR リスク係数

29．全身体的影響に関するICRPとECRR
の放射線被曝リスク観の違い②

40

29．全身体的影響に関するICRPとECRR
の放射線被曝リスク観の違い③

 胎児期被曝後のIQ低下については、IQ30のレベル
でICRPは100mSvの被曝がしきい値としているの
に対して、ECRRはしきい値なし、としている。

 胎児期被曝後の重篤な精神発達遅滞については
ICRPは100mSvがしきい値としているのに対して
ECRRはしきい値なしとしている。
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30．ICRPとECRRの低線量被曝リスク観
の違い

 以上、みたように、ICRPのリスクモデルでは、
低線量被曝（概ね100mSv以下）の被曝では発
生する疾病はがんの白血病のみとしている。

 ECRRは、低線量被曝では、高線量域と同様あ
りとあらゆる疾病がおきるとしている。

 福島原発事故以降、濃淡の差こそあれ、日本中
が⻑期低線量被曝環境にあるなかで、どちらの
⾒⽅を採⽤するかは、放射線被曝影響リスク観
の大きな分かれ目となるだろう。
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＜別紙資料３＞

第７章

被曝源 線量範囲（ICRPモデル） 備考

1
地球規模の核実験からの降
下物

1960 年代にピーク。積算
線量は1000〜2000μSv。
現在では年間10μSv。

降⾬量の多い地域では、3:1 の割合
で線量が最も⾼くなる。

2
欧州に影響を及ぼした原子
⼒事故チェルノブイリ

ウインズケール1957年
（10〜4000μSv）とチェ
ルノブイリ1986年（1000
μSv）

チェルノブイリによる線量が最も⾼
かったのはブルガリア、オーストリ
ア、ギリシャ

3 核施設からの放出

最も放出の多かった1970
年代。決定集団への線量
は、変動があるが5000μ
Sv 以下。公衆平均線量は
年間10μSv 未満とされ
る。

「決定集団」は魚と貝類を食べてい
るが、吸⼊がより重要な経路であ
る。それにもかかわらずICRPモデル
では十分にそのリスクが評価されて
いない。

4 ウラン兵器ナノ粒子降下物

ICRP のモデルでは評価さ
れず;被ばく集団に対し
100 μSv 未満は無視でき
ると仮定。

イラク、アフガニスタン、バルカン
半島で数千トンが使用された。

増強された自然放射線
TENORM

一般的には選択的。
（医療検査から受ける利益と放射線
被曝による不利益とを考慮して、前
者の利益を選択する、という意味）

7 研究を含む職業被ばく
5 年間で100 mSv の実効
線量制限（平均20
mSv/y）

内部被ばくは区別されず。

註 ７に出てくるTENORMは｢技術的に濃度が⾼められた自然発⽣の放射性物質｣(Technology
Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials)のこと。アジア諸国ではクリアラン
スレベルを超えたTENORM廃棄物が何の規制も受けずに放置されているケースがある。な
お、TENORMの最大の発⽣源は、（地中の天然放射性元素を含む）石炭の排煙とともに拡散
される石炭灰（コールアッシュ）で、世界での年間発⽣量は約2億8000万トンといわれてい
る。

⼈⼯放射線の被曝線源とICRPモデルによる線量（イギリス住⺠の例）

5 変動する。 十分には評価されず

6 医療画像処理と治療 変動する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


