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　ヒトが弱い放射線を浴びたときある割合で癌が発生する。発生の割

合を理論的に予測をする。中、低線量の被曝の場合、発癌の割合を線

量の関数として表すと、それは閾無し線形であるか、放物線形である。

癌発生が放射線のみによって起こるときは応答は放物線形であり、発

癌性物質の摂取など他の発癌要因を持つ人が被曝したときは発癌の増

加は線量に比例する。

序

高線量の放射線を浴びたときは個体の生理機能に障害が現れ、重篤の場合は死に

至る。低い線量の場合はある確率で癌が発生する。放射線、あるいはそれの作る活

性ラディカルが細胞の遺伝子構造を破壊し、それの始末に失敗すると一部が癌へと

進行すると考えられている。癌発生の割合と被曝線量との関係を究めることが当面

の問題である。

線量と癌発生率との関係の疫学的データとして広島・長崎のものがある。普通の

人の死亡原因の約３割は癌によるが、データによると被曝線量が と

の間では、癌死亡率増加と被曝線量とがほぼ比例している。 以下の線

量に対してはデータがないが、国際放射線防護委員会（ ）はこの低線量でも比

例関係が成り立つと外挿した。すなわち閾無し線形（

の仮説である。

これに対し、この 仮説は正しくない、癌発生率と被曝線量の関係には閾があ

る、極低線量では両者は比例しない、という議論も多く見られる。

この議論の齟齬は問題設定の不十分なことによる。癌発生の割合は被曝線量だけ

で決まるものではない。線量 と書く が同じであっても、他の変数、状況の違い
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によって結果は異なるのであり、発癌率の 依存性も変わるのである。したがって、

いかなる場合に が成立するかを明らかにすれば問題は解決する。

第３節において癌発生が被曝者の状況によって大きく変わることを示し、引き続

きそれを数量的に扱い、線量 以外の変数については平均して、癌発生の割合を

のみの関数として表すことを論じる。

２ 放射線による癌発生

放射線による癌発生の機構が明らかにされたとは言えないが、かなりのことは分

かってきた。放射線が生体細胞の遺伝子 を傷つけ、それの修理、処置に失敗

すると、ある確率でガンが発生すると考えられる。 を傷つける際、電子、ガン

マ線の場合は、直接傷つけるよりも、放射線が水を分解して活性酸素を作り、それ

が を破壊するという間接作用の方が効果が大きいことが認められている。

１本の放射線では癌は生じない。それがある細胞の を壊しても、細胞の持つ

修復作用により元通りになって何らの影響も残らない。しかし損傷の修復中にその

近傍にもう１本が命中するときは、修復は不十分なもの、あるいは修復不能なもの

となってしまう。このような異常 を持つ細胞は、細胞死作用 アポトーシス）

により死亡して体外に排出されるのが常道であるが、ときにはそれにも失敗し、異

常細胞が体内に残ることがある。この異常細胞は奇形、種の突然変異の原因となり

うるが、分裂制御の機能により異常細胞の分裂増殖は抑えられて破局へとは進行し

ない。しかし遺伝子のうち分裂制御を司る部分があり、そこが破壊され、排除され

ないときは細胞は無制限に分裂増殖をする。これが癌ではないかと考えれれる。

発癌の可能性はこれに限られるわけではない。１本の放射線が、小さい確率では

あるが、 の２重鎖を切断することがある。このときも修復困難であり、不十分

な修理、あるいは修理不可能で終わることがある。この場合も排除作業に失敗して

癌が生じることがある。逆に少数本の放射線では発癌せず、多くの細胞のＤＮＡが

壊されたとき、それらの協同作業によりき癌が発生する、と言う説もあり得る。

本論文では２放射線の連続入射により の分裂制御機能が破壊され、その修

理が不能となり排除にも失敗して癌となる、と言う説を採り、放射線による発癌の

割合を算出する。この理論により既知の事実を矛盾なく説明することが出来、新し

い現象を予言することが出来る。２放射線説以外の説の当否は第 節で検討する。

癌の誘導発生

同じ線量の放射線を浴びても、その個体の状態により癌発生率が大きく異なるこ

とを示す。

健全な人は放射線に当たっても容易には癌にならない。１放射線だけでは癌にはな

らないので、放射線だけにより癌を作るには 本が協力しなければならない。しかし



複数の放射線がＤＮＡの局所に命中する確率は、強度の被曝を除き、小さい。次節以

下で定量的に取り扱うことにする。放射線のみによる癌発生を自発的（ ）

発生と呼ぶならば、放射線による自発的癌発生は少なく、 放射線による協力現象

であるから、線量に対する応答は線形にはならない（次節）。

普通の人は放射線を浴びなくても他の原因、すなわち発癌性物質の摂取、加齢に

よって生じる何か、などの刺激により癌となる。普通の人の死亡の約３割は癌によ

るものである。このような発癌の要因をもつ人が放射線を浴びたときは、健全の人

の場合と事情は異なる。これを放射線による癌の誘導 発生と呼ぶならば、

放射線 本でも癌を誘導発生させ得る。発癌性物質で傷つけられた に放射線

が当たって修復不能となった、など 本でも自然の原因に加勢して発癌を増加させ

る。 本がある割合で癌を発生させるので、線量に比例した誘導発癌が期待される

（次節）。

簡単な模型により誘導過程の例を示す。癌発生の自然要因を数量化して とし、

これと放射線量 との和の 乗が癌発生に比例するとする：

癌発生量

第 行では の項は小さいので省略した。癌発生の増加（右辺の第 項）は線量

に比例する誘導発生である。第 行が他要因のない自発的癌発生で、 次曲線の応

答である。自然要因 が大きくなく線量 と同程度の場合（上式の第３行目）は第

２行目と同様で、癌発生量は小さく、それと との関係は線形ではない。

微量の刺激はむしろ有効であるというホルミシス効果は 　もし顕れるならば

の付近であり の近くではない。誘導発癌にはこの効果は認められない。

癌発生率の平均化

ヒトの放射線による癌発生の割合を被曝等価線量 の関数として表すことを心が

ける。等価線量は

で定義される。 は 番目の放射線が人体に与えた等価エネルギーであり、電磁波、

電子線に対しては与えたエネルギーそのもの、陽子線ではその 倍、 である。等

価方式は近似的に正しいものと仮定し、その正当性はここでは論じない。

放射線被曝により発生する癌の量は線量 のみの関数ではない。人体の状況に大

きく関係することは前節に述べたが、放射線だけに限っても のみで決まるもので

はない。同じ であっても、高エネルギーの放射線を少数と、低エネルギーのもの



を多数量とでは作用が違うし、強い線を短時間と、弱いものを長時間とでも異なる

はすである。正しくは 本の放射線により発生する癌の量 は

と書くべきである。 は 番目の放射線が与えた等価エネルギー、 はその入射位

置、 は入射時刻である。 は放射線以外の発癌要因の強度、 は性別、年齢等人

体の特徴を表す変数とする。 はある人が被曝によって癌となる確率であるが、こ

れに比例する別の量であってもかまわない。

本入射の場合を

と書く。バール記号は平均を表わし、 、 については考慮されている集団に対す

る平均をとる。エネルギー 、 についても平均する。内部被曝の場合は入射位置の

意味が曖昧となるが、データ採取の条件に従って処理するものとする。前々節で放

射線１本では癌は生じないと述べたが、これは自発的発癌 の場合である。

のときは１放射線で癌が生じるのである。

放射線 本入射の場合の癌発生量を

と書く。 は 本の放射線が協力して癌を作る効果で、 本がある細胞遺伝子の分裂

制御機能を傷つけ、それが修復される前にその近傍にもう 本が命中して修復不能

となり、結局癌になった、がこれである。時間間隔 に大きく依存するが、環

境に応じた平均をとる。

本入射のときは

と書ける。 を与え、 を の関数として表す。 であるから、

ｈ

すなわち、

とべき級数に表される。 は平均値 等で書き表される定数である。

線量と癌発生率

本入射の発癌 はエネルギー に依存し、その増加関数である。 が に比例

すると近似出来るならば、 はほとんど定数である。 入射線の過程である



から、線量密度とは無関係である。もちろん被爆者の状況に大きく関係し、誘導発

癌のときに であり、自発的過程では である。

放射線過程の は線量密度に大きく依存する。入射間隔が長い場合は損傷修復

がほぼ完了してしまうので の値は小さくなる。逆に広島・長崎の原爆の場合は瞬

時の被曝であるから、最も大きい値となり、一般被曝の場合の の上限を与える。

の項の存在は微妙である。これは２本の放射線が局所 を修復不能に破

壊したところへもう１本が命中した効果である。これが破壊にだめ押しをして発癌

を強めるのか、それとも破壊を決定的なものとしてアポトーシスを確かめ癌を減ら

すのか分からない。 の符号は不明である。

それよりも、この項は前項 に比べて極めで小さい。 式で第３項と第２項

との比は、前項の過程で傷つけられた場所にもう１本が命中する確率に比例する。

１ の線量は の生体に数 の電子線 本の入射に相当する。すなわちほ

ぼ１細胞に１本の入射である。それが の破壊箇所に命中する断面積の正確の

値は不明であるが、活性酸素を仲介とする効果を含めても幾何学的断面積より著し

く大きくはない。１ でも第３項は第２項に比して１／１００よりは大きくはなく

（註）、低線量では第３項以下を無視することが出来る。

同様の大小関係は（ ）式の第 項と第 項についても言える。その比は１ の線

量でも極めて小さい。中、低線量では、（ ）式でゼロでない最初の項だけ取り、以

下は無視することが出来る。このことは次節で疫学的データで確かめられる。放射

線による癌発生は、線量 に比例する（閾なし線形）か、少なくて に比例する

か、のどちらかである。

は の関数として極めて簡単で、閾を持つなど複雑な行動をする余地がない。

これは至極当然である。発癌の量 は多くの変数の関数であり、ある変数について

は閾を持つこともあるだろう。しかし線量 を定めて他変数については平均を取る

とき、他変数の不連続性は均されて消えてしまうのである。ある変数 については

閾（不連続点）が生じる物理的理由があるだろう。しかしその物理は変数 に対し

ては適用されない、 と とは別の変数である。

例えば入射粒子の時間間隔については、間隔が長ければ修復回復して癌にならな

い。間隔が短くて修復が間に合わないと発癌となりうる、ここが時間間隔変数の閾

である。しかし を決めて平均すると、 が小さくても時間間隔の短い入射はあり

うるので、 には閾がない。

癌発生率 は（１）式のべき級数であり特異点を持たないから、閾がないことは

直ちに理解できる。しかし閾はないが低線量では複雑な振る舞いをし、中線量では

直線になる関数はどうか？すなわち、 ｍ では値を持ち、 ｍ で

はゼロになる関数は排除されるか？

これも上記の閾と同じ議論ができる。ある特定の変数、例えば入射粒子の等価エ

ネルギー についてはそのような複雑な振る舞いをすることもあるだろう。しかし



関数 は を与えて他の変数については平均を取る過程で他変数の複雑さは均

されて、 については滑らかな関数になってしまうのである。実際、本節始に述べ

たとおり、 の単項式になるのであった。何かの物理的理由により発癌が の関数

として激しく振舞うように定められているかも知れない。しかしその定めは変数

に対しては成り立たない。 と とは異なる変数である。

広島 長崎のデータ

以上の考察の下に広島と長崎の被爆の疫学的データを検討する。測られているの

は癌による死亡率であり、癌発生率ではないが、甲状腺癌を除き、殆どの癌は致命

的である。癌発生率と死亡率は１に近い比例関係にあると仮定して扱い、あとでそ

の正当性を確かめる。

測られたのは放射線による癌死亡率ではなく、自然原因による癌死亡率が放射線

被曝によってどれだけ増加したか、である。放射線による死亡率の増加は 程度

と小さい。これは正に第 節で論じた誘導発癌である。放射線 本で癌を作りうる

から、第３節の 式の はゼロでない。 の高次の項は小さいならば、放射線に

よる癌発生増加は線量 に比例する。これは のデータで確か

められており、 の項は認められない。このことは高次項が実際小さいこと、癌発

生率と死亡率とがほぼ比例することを確認するものである。

ｍ においても、固形癌について線形応答と矛盾しないと言うデータが

得られている。こうして誘導発癌に対しては低線量の全領域で閾なし線形性（ ）

が成立すると結論できる。

広島・長崎のデータでは、白血病の発生が固形癌と区別して測られている。それに

よると放射線以外の自然要因による白血病は多くはない。白血病の発症は線量 の

関数として図示した場合、直線ではなく放物線（ 曲線）で近似される。これらの

ことから、広島・長崎の白血病は誘導発症ではなく、自発的癌に近いと思われる。こ

のときは 式の であり、第２項の 項から始まる。 は成立しない。

は放射線密度に大きく関係するので、瞬時に被曝した原爆のデータは緩い被曝の他

の環境には当てはまらない。原爆で得られた の値は、一般の場合の上限である。、

結語

低線量放射線被曝の際の癌発生量は線量 の関数として

と表される。 は 第 節 式には書かなかったが 放射線以外の自然原因による

もの、 項は自然原因と放射線 本が協力して癌を作る誘導発癌、 項は放射線

本の協力による自発的発癌である。 本以上が協力するものは、中・低線量では小

さく無視できる。



広島長崎の疫学的データのうち主部分 固形癌 については、領域の大部分で線形

応答であることが確かめられている。すなわち の誘導発癌で、閾なし線形

（ である。他方白血病については 関係が線形でなく、 項が認められる。

白血病では自発的発癌が主であり、 ではない。自発的の場合は 本の放射線が

絡むので、 の値は線量密度に大きく依存する、瞬時に被曝した原爆のデータは緩

い被曝の福島にはつかえない。誘導的な場合は、 放射線であるので、 の値は線

量密度には関係しない。

以上の議論では発癌の機構として、刺激が細胞の の局所を傷つけ、その修

復に失敗し、それを排除することにも失敗すると癌になりうるとした。この考えに

より疫学的データを矛盾なく説明、解釈をすることができる。しかし、もっと単刀

直入に、 放射線が細胞の急所、例えば の 重鎖を破壊し、修復不能、排除失

敗となって癌となる、という説もありうる。このときは 放射線が癌をつくるので、

いつでも が成り立つ。しかし白血病は でないと思われる。マウスに強力

な放射線を浴びせた実験は間違いなく自発的発癌であるが、その応答は線形でなく

次曲線に近いものである。こうして 発説は否定される。

逆に 細胞の損傷だけでは癌にはならず、複数の細胞が傷つくことが発癌のため

に必要、という考えもある。自然原因が大きく、それが多くの細胞を傷つけ、放射

線 本でも反応が認められる誘導発癌については本論文の議論に変わりない。自然

原因のない自発的の場合は、発癌に多数個の放射線が必要であり この説では白血病

などの 応答を出すことが出来ない。


