
トリチウムの危険 
ミニ学習会レジュメ 

原発・被曝ホントはどうなの？学びのひろば 
日時：2019年11月4・5日 
場所：広島県民文化センター第２展示室 
主催：広島市危機管理対策強化を求める市民の会 
後援：伊方原発広島裁判応援団 
報告者：原田二三子（伊方原発広島裁判応援団） 
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 トリチウムは危険な放射性物質です。しかし世界中の核施設からほ
ぼ無制限に放出されています。原発を維持・推進しようとする電力
会社などは「トリチウムは無害」と人々に印象づけようとしていま
す。まずは電力会社などはどのように言っているのか東京電力の
「福島第一原子力発電所でのトリチウムについて」という配布文書
を例にとって見てみましょう。 

１．東京電力配布文書「福島第一原子力発電所 
  でのトリチウムについて」 

引用：http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_08-j.pdf 2 



２．東京電力配布文書「福島第一原子力発電所 
  でのトリチウムについて」2ページ目 

引用：http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_08-j.pdf 3 



引用：http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_08-j.pdf 

３．東京電力配布文書「福島第一原子力発電所 
  でのトリチウムについて」４ページ目 
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ここには実は、 
「トリチウムは無害」と印象づける
ための誇張・論点のすり替え・大切
なことには触れない、といったよう
な非科学的な記述があります。 
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 これは、HTOとして生物の体内に取り込まれHTOとして排出
されるトリチウムに限った話。 

 HTOの摂取や、OBTに汚染された食品の摂取によって体内に
取り込まれ、OBTとして細胞を構成する有機分子に取り込ま
れたトリチウムは、長く体内に留まります。（マウスの実験で
は、OBTの生物学的半減期は550日という結果も。人間ではさらに
長い可能性あり） 

４．非科学性その１ 
トリチウム水（HTO）についてだけ述べ、有機結合
型トリチウム（OBT）にはまったく触れていない 

人体への影響を考えるときに重要なのは、
有機結合型トリチウム（OBT）です。 

「水として存在するので人体にも魚介類にも殆
ど留まらず排出される」（2頁目） 
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５-1．非科学性その２の① 

単純に「電離放射線のエネルギーの大きさ」だけを
「人体影響評価」の基準にしている。 

「食品用ラップでも防げる極めて弱いエネル
ギー（0.0186MeV）のベータ線しか出さ
ない」（2頁目） 

 確かに、質量数の小さいトリチウムの発するβ線のエネル
ギーの大きさは最大0.0186MeV（メガエレクトロンボル
ト）と、小さいものですが、放射性物質の生物への影響
の大きさはその放射性物質の出す電離放射線のエネルギ
ーの大きさだけで決まるものではありません。 

 そもそも、人体の内部に入ったトリチウムのβ（べータ）
線を「食品用 ラップで防ぐ」ことはできません。 
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５-2．非科学性その２の② 

 放射性物質としてのトリチウムの特異な性質は、生物の
細胞を構成 する有機分子、特にDNAに集まってその構
成要素になってしまうことです。 

 エネルギーの小さいトリチウムのβ線の飛程（進む距
離）は、体の組織内では0.6μm（マイクロメートル）程
度です。しかし一方、細胞核内の染色体の直径は0.3～
1.0μm程度です。0.6μmという飛程は、有機分子の構成
要素になったトリチウムが、体の内部どころか、細胞内
部からDNAを攻撃するには十分な飛程です。 

単純に「電離放射線のエネルギーの大きさ」だけを
「人体影響評価」の基準にしている。 

「食品用ラップでも防げる極めて弱いエネル
ギー（0.0186MeV）のベータ線しか出さ
ない」（2頁目） 
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 電離放射線が飛程の単位距離あたりに付与する電離エネルギ
ーの大きさ（線エネルギー付与）は、飛程が小さくなると相
対的に大きくなります。飛程の小さいトリチウムのβ線は、
極めて狭い範囲に集中的に電離作用を起こすことで、細胞を
損傷し、生物学的には大きな影響を持ちます。 

５-3．非科学性その２の③ 

単純に「電離放射線のエネルギーの大きさ」だけを
「人体影響評価」の基準にしている。 

「食品用ラップでも防げる極めて弱いエネル
ギー（0.0186MeV）のベータ線しか出さ
ない」（2頁目） 
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５-4．非科学性その２の④ 

単純に「電離放射線のエネルギーの大きさ」だけを
「人体影響評価」の基準にしている。 

 そもそも水素が体の必須元素である理由は、水素が細胞を構成
する分子結合を担うからです。水素がなければ、分子結合は成
立しません。トリチウムは水素ですから、人体でもトリチウム
を分子結合の担い手として構成要素となります。 

 そのトリチウムが放射性同位体であり、核改変を起こしてヘリ
ウムの同位体、ヘリウム３に変わってしまえば、ヘリウムには
分子結合を担う力はありませんから、細胞は壊れます。 

 このことを「元素転換による細胞損傷」と呼びます。 

「食品用ラップでも防げる極めて弱いエネル
ギー（0.0186MeV）のベータ線しか出さ
ない」（2頁目） 

10 



５-5．非科学性その２の⑤ 

単純に「電離放射線のエネルギーの大きさ」だけを
「人体影響評価」の基準にしている。 
トリチウムのβ線のエネルギーが小さいことは、トリチウムの人体への
影響が小さいことを意味しません。 

 体内でDNAなど生命活動を担う細胞の重要な有機分子に取り込ま
れて長く留まる 

 トリチウムのβ線は高い「線エネルギー付与」を持ち、 高い密度で
周囲にダメージを与える 

 さらに元素転換によって細胞の破壊をもたらす 

細胞の内部から細胞を破壊する放射
性物質はトリチウム（OBT）以外
にはありません。 
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という特異な性質から、トリチウムは 
きわめて大きな影響を人体に及ぼします。 



６-1．非科学性その３の① 
「被曝線量」が「人体への影響度」を正確に示して
いるかのように印象づけている 

60,000Bq=環境放出限度 
8,000Bq=トリチウムの飲料基準値 

 上記は東電資料に書かれてある記述ですが、まず「濃度限度」を1リ
ットルあたり6万ベクレルとしています。これは、環境放出濃度限度
であり、飲料水の濃度限度は1リットルあたり8000ベクレルです。
つまり東電は環境放出濃度の水を飲むことを前提にこの計算をして
いることになります。 

 環境放出限度のトリチウムをここで私たちも飲んでみましょう。そ
うすると6万ベクレル×2リットル×365日＝4380万ベクレルのトリ
チウムを摂取することになります。 
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６-2．非科学性その３の② 
「被曝線量」が「人体への影響度」を正確に示して
いるかのように印象づけている 

 それでは、4380万ベクレルのトリチウムはからだの中で実効線量と
してどのくらいになるのかという問題となります。 

 東電は線量係数と書いていますが、これは実効線量係数のことです。
実効線量係数は放射性物質１ベクレルあたり実効線量に換算すると
どのくらいになるのかという換算係数のことです。 

 係数は放射性物質によって違いますが、トリチウム（HTO）の場合、
１ベクレルあたり1.8×10-8mSv/Bqです。 

 東電はこの換算係数を使って、4380万ベクレル×1.8×10-8mSv/Bq
＝年間被曝実効線量0.79mSvを割り出して、1mSvより低いから安
全だと印象付けるような記述となっています。 
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６-3．非科学性その３の③ 
「被曝線量」が「人体への影響度」を正確に示して
いるかのように印象づけている 

 問題は、この東電の計算が信頼がおけるのか、またICRPの換算係数
が信頼がおけるのか、という点にあります。まずICRPのトリチウム
（HTO）の換算係数がトリチウムを過小評価しているという批判が
あることに触れないわけにはいきません。少なくとも2桁～3桁、換
算係数を上げる必要があるという意見があります。つまり、換算係
数そのものに信頼がおけないという人が多いのは事実です。 

 次にICRPはOBTの換算係数を用意していないという点が挙げられま
す。ですから、OBTの人体の影響は全く数値化できません。 

 これまで見たように、人体に大きな影響を及ぼすトリチウムは、
HTOではなくOBTですから、東電の記述ではトリチウムの安全を示
したことにはなりません。 14 



７． イアン・フェアリ博士（2007年6月） 
「トリチウム・ハザード・レポート」の勧告 
 「トリチウム・ハザード・レポー
ト  カナダの核施設からの環境汚
染と放射線リスク」は、カナダ・
グリーンピースの名前でイギリス
の科学者イアン・フェアリが調
査・執筆した、トリチウムの危険
に関する第一級の資料の一つです。 

【引用出典】カナダ・オンタリオ州政府『飲料
水諮問委員会』“the Ontario Drinking Water 
Advisory Council”－ODWACのサイトより 

トリチウム・ハザード・レポート表紙 

引用出典】ガーディアン紙webサイトより 
http://www.theguardian.com/profile/ian-
fairlie 

イアン・フェアリ氏 
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イアン・フェアリ博士（2007年6月） 
「トリチウム・ハザード・レポート」の勧告 

８． 

この中で、イアン・フェアリは次のように指摘しています。 

「 妊娠中の女性の体内では、受精卵や胎児の段階において活発な細
胞増殖が行われている。この時期のトリチウムの摂取や吸収は胎児
の発達において致命的な結果をもたらす可能性がある。死産、先天
的な奇形、新生児死亡の可能性である。 

  この懸念を最初に問題提起したのはエドワード・ラドフォード教
授だった。それはカナダのトロント近辺の核施設から放出される大
量のトリチウムによって起こりうる健康への影響を調査した『オン
タリオ水問題特別調査委員会』での証言の中でなされた（1978
年）。 

  同様の懸念はカマフォードら（1982年）によっても提起された。
カマフォードらは、最もリスクの高い細胞は、被曝の時点で分裂し
ている、その後の寿命の長い細胞、すなわち受精後８週間以内の胎
児にとって鍵となる細胞（神経細胞や卵母細胞）であろうと述べ
た。」（p60） 
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イアン・フェアリ博士（2007年6月） 
「トリチウム・ハザード・レポート」の勧告 

９． 

そして次のような勧告を行っています。 

 妊婦や4歳以下の子ども及びその母親は、トリチウム放
出核施設の近傍（10km圏）に居住しないようアドバイ
スされるべきである。 

 トリチウム放出核施設近傍（5km圏）に居住する人々
は、家庭菜園や 果樹園、あるいは養蜂による農産物を
摂取しないように、また野生の食品たとえばブラックベ
リーやキノコ類を摂取しないようにアドバイスされるべ
きである。（p36） 

水や水蒸気の形のトリチウム（HTO）の高い浸透性と、HTO摂取や 
OBTに汚染された食品の摂取によって細胞の生命活動を担うDNA など
の有機分子にトリチウムが取り込まれること、有機結合型トリチウム
が容易には体外に排出されないことを理解すれば、イアン・フェアリ
の指摘と勧告はきわめて適切であることが分かります。 
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１０．トリチウムの危険とはなにか？ 

 高い浸透性、 
 生物の体の中では、DNAなど細胞の重要な有機分子に
結合して体内に長く留まり、核壊変するときには元素転
換によって結合していた有機分子を破壊するとともに、
至近距離からのβ線で集中的に周囲に打撃を与えるとい
う特異な性質から人体に大きな影響を及ぼすこと、 

 そして、「トリチウムは無害である」というまやかしの
もと、世界中の核施設からほぼ無制限に大量に放出され
ていること、 

トリチウムの危険は、 トリチウムという放射性物質が 
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にあります。 



＜おまけ＞ 
原発を推進する人たちにとって 

なぜ「トリチウムは無害」でなくては 
ならないか？ 

朝日新聞2013年11月7日 

 原子炉に水、あるいは重水を大量に使用する限り、原子炉
内で大量にトリチウムが発生することは避けられません。 

 しかし、トリチウム水（HTO）といっても、その性状・
化学的性質は「水」そのものですから、水から水を取り除
くことはできません。従って、そのまま環境に放出せざる
を得ないのです。 

 近年、様々な技術開発が行われ、トリチウムを取り除く技
術はある、とは言うものの、トリチウムの量を1/10に減
容するのに1千億円程度かかるという指摘もあります。し
かも、それだけ費用をかけてもトリチウムが残ることを考
えると、トリチウムを取り除くのは非効率高コストという
結論となり、原発を推進する人たちにとっては「トリチウ
ムは無害」でなくてはならないのです。 

 しかし実際に見たとおり、トリチウムは人体にとって無害
どころか、特に核再処理施設や原発から放出される人工ト
リチウムは非常に危険な放射性物質なのです。 
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・いずれも疫学研究。疫学研究は様々な限界をもつ。従って研究上の⽋点ももっている。そうした学術上の⽋点は
「調査・報告の問題点」の欄に記載した。参考にして欲しい。

報告時期

1989年及び
1991年

1991年

1997年

2004年

1991年及び
1994年

研究者

Clarke et al.

Johnson と
Rouleau

Green et al

Zablotska et al

イギリス・チャン
ネル4テレビ番組、
Gadekar et al

報告された健康被害の内容

オンタリオ州の核施設25km以内での⼦どもの⽩⾎病と死亡に関する研
究。1971年から1987年の間、ブルース原発とピカリング原発近傍で0歳
から14歳までの⼦どもで36名の⽩⾎病死が発⽣した。（標準化死亡⽐＝
1.40）原発操業開始前後と⽐較すると明らかに有意。

⽣態学研究。オンタリオ州ピカリング原発25km以内地域での先天的⽋損症
（birth defect)、死産（stillbirth)、周産期死亡（perinatalmortality)、新⽣
児死亡（neonatal mortality)、乳児死亡（infant mortality。⽣後12ヶ⽉以内
の死亡）に関する研究。全体としてみれば有意な結果。放出液体トリチウ
ム、排出⽔蒸気トリチウムの量と関連づけた。ピカリング原発の⽔蒸気ト
リチウムの排出量と中枢神経系⽋損とは明らかな関連があった。また頻発
するダウン症候群との関連も疑ったが、有意な関連付けには⾄らなかった。

症例対照研究（ケース・コントロール研究）。カナダの核施設労働者の⼦ども
たちの間の先天性異常（Congenital Abnormality)についての研究。⽗親が
労働者だったケース763組、⺟親が労働者だったケース165組について調
べた。トリチウム被曝線量の同定も⾏っている。明らかな染⾊体異常増加
が認められた。

カナダの核施設労働者4万5,468⼈（1957年から1994⼈）について⽩⾎病死と固形がん死について調べた。ト
リチウム被曝線量は尿検査データ（urinalisis data)から計算した。⽩⾎病死についても固形がん死についても
有意な結果。この調査ではフィルムバッジによる外部被曝線量（ガンマ線）のデータも参照できたため、内部外
部被曝リスクを⽐べることもできた。その結果、トリチウム被曝が過⼩評価されてきたかあるいはトリチウム
線量係数が過⼩評価されてきたかあるいはその両⽅があると結論。

1991年4⽉イギリスのチャンネル4は、”電⼒のお値段”（The Price of Poewer)と題するTV番組を放映し、イン
ド・ラジャスタン州コタ（Kota)にある2基のCANDU型原⼦炉の⾵下で⽣まれる新⽣児に明らかに先天性奇形
児が⾼い発⽣率で⽣じていることを明らかにした。⼤量の液体トリチウムを放出している地域である。1994
年ガデカール（Gadekar）らは、同原発付近の⼦ども（18歳以下）と離れた地域の⼦どもとを⽐較し先天性奇形
の発⽣が原発付近の⼦どもで発⽣しているとした。その相対リスク（RR）は3.45だった。11歳以下の⼦ども
に限定すればRRは5.08にものぼった。ガデカールらは、同原発から放出されるトリチウムはカナダのそれよ
り⼤きいと指摘し、更なる調査・研究をすべきと勧告したが、現在（2007年）時点でまだ実施されていない。

調査・報告の問題点

⼩規模調査のため信頼区間
（CI）が広いデータを含んでい
る。トリチウム被曝線量が推定
されていない。

すべての結果を合理的に説明で
きる結果とはならず、個々の事
実がそれぞれ⽭盾する結果が⼀
部でた。トリチウム被曝線量が
推計されていない。

信頼区間が広い。（対象数が少な
いためやむを得ない）また染⾊体
異常増加ばかりがあってその他
の異常が認められないのは何故
かについて答えていない。

＜参考資料＞トリチウムに関するこれまでの主な健康被害研究・報告

調査・まとめ：哲野イサク
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