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近藤宗平先生が常に言われていた言葉 

 

• 近藤先生が常に言われていた言葉 

• これは「正論であっても、仲間だけで、こそこそ
言っていたのでは潰されてしまう。自分が正論
だと信じるならばあらゆる所で堂々と主張をし
なさい」。 

 と言うことだと思う。 
                   



近藤宗平先生より 
保物セミナーに頂いた手紙 
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放射線の功罪 
放射線の危険性に対する防護 



へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ安全安心科学ア
カデミーが核癒合科
学研究所から 
受けた委託研究 

 
「低線量放射線の健
康影響に関する調査」 

   著者：近藤宗平 
米沢司郎 
斎藤眞弘 
辻本 忠 



 

 

   はじめに 

 この調査は、核融合科学研究会の求めに応じておこなったものです。核融合の基礎

的研究は、エネルギー資源に乏しい日本で、末来のエネルギーを科学技術で確保し

ようという遠大な長期計画の一環としてなされています。 

 核融合科学研究所では、つぎの実験段階として、重水素を用いる実験が計画され

ています。この実験では、トリチウム（三重水素）と中性子が微量ながら研究所の外へ

もれる可能性があります。その量は、すでに自然に存在しているそれぞれの量より桁

違いに少ないという計算結果です。 

 他方、「放射線はどんなに微量でも人体に危険」とい

う仮説が、科学的真実であると一般には誤解されてい

ます。この誤解が普及しているのは、この仮説を基本

にして、放射線を取り締まる法律が現実に作られてい

ることも、大きな理由になっています。 
 このような現実を考えると、一般の誤解を訂正してもらうためには、微量の放射線の

危険が実際にあるのか、あるならどの程度であるかなどを詳細に総括的に調査して

みることが重要なことです。 

 このような趣旨に従って、低線量放射線の健康影響に関連する実際の資料を綱羅

した調査をおこなって、その概要をまとめたのが本書です。環境中でのトリチウムの

振る舞いと被ばく線量の評価について詳細な記述をしました。 中性子の健康影響の

実際の資料はないので、動物実験の結果を記述しました 

                                     ２００３年２月 

   執筆者と分担した章・節の関係 

 近藤宗平 （大阪大学名誉教援）；序章、Ｉ章、Ⅱ章（５節を除く）、Ⅲ章、Ⅳ章 

 米澤司郎  （大阪府立先端科学研究所放射線総合科学研究センター教授）；              

Ⅱ章５節 

 斉藤眞弘 （京都大学原子炉実験所放射線管理学分野教授）；Ⅴ章、Ⅵ章、Ⅶ章 

 辻本 忠  （財団法人電子科学研究所専務理事）；Ⅷ章、Ⅸ章 



 

旬の科学テーマを判りやすく 

安全安心科学

アカデミー 
最終更新日： 2014年 10月 10日 

 
 

 

最終更新日 2014 年 10 月 10日 

                          季節の花巡り-                        

                                    写真提供 真室哲雄     

真室哲雄 『花のギャラリー』 

安全安心アカデミーのホームページ（１） 



 
MENU 

 

 安全安心科学アカデミーとは      

 安全安心科学アカデミー掲載情報

ガイド  

 安全安心科学アカデミー行事案

内・活動履歴  

 保物セミナー情報  

 低線量放射線被ばくの健康影響 

（報告資料）  

 

 

        

安全安心科学アカデミー広報 

 

保物セミナー2014 のご案内  
 

  

 

 ＜掲載論文・資料＞ index 

放射線被ばくの健康

影響 

に関する資料・議論 

放射線のレベルと

危険度 

リスクコミュニケーション 医療放射線 

放射線照射利用・食品規制

値 

I 放射線管理  

国内規制・国際勧告  

放射線の単位・用語 

・測定器  
放射性廃棄物処分問題 放射線教育 原子力災害への対応 

放射線防護の議論 トリチウム  エネルギー問題 環境放射線 原子力と環境問題 

おすすめの本 

トピックス  スク

ラップ記事 

アスベスト問題 放射線・原発報道の解説＆論

評 

劣化ウラン ポロニウム 

フェロシルト 廃棄物 

放射線事故 電磁界（電磁波問題） 

地球環境 

安全安心アカデミーのホームページ（２） 



訃報：6 月 10 日 近藤宗平大阪大学教授が逝去されました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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近藤宗平教授の提言 

 私は近藤宗平です。大阪大学医学部に 1963年新設された放射線基礎

医学講座の教授となり、定年まで 23年間勤めました。これから私の意見を

述べます。 

 食品の放射線照射による殺菌は 50カ国以上で許可されているが、日本

では禁止されている。昨年の中越沖地震の直撃を受けた柏崎の原発は、

運転中の原子炉はすべて安全に自動停止し、原子炉からの放射性物質

の流出も微量であったが、それから 1年半経過しても、原子炉はすべて停

止したままである。この 2つの事実は、日本人の放射線怖がりすぎの異常

さの反映である。 

 日本人の放射線怖がりすぎの原因は何であろうか？ 

それは、一つには、放射線取締りの行き過ぎである。日本の法律では、一

般公衆の被ばく限度は 1年間 1mSvで、放射線職業人の被ばく限度は 5

年間 100mSvである。他方、米国の保健物理学会の声明は次のようにな

っている。「放射線の健康影響は 100mSv以下ではでは認められていな

い。放射線のリスク評価は年間 50mSv以上の被ばくに限定すべきであ

る。」 

 米国保健物理学会の声明は放射線は年間 50mSv以下は安全という主

張。この主張に賛成する運動を国内で広げたい。この運動が広がれば日

本人の放射線怖がりは治るだろう。  

上記の米国保健物理学会の声明は、2年前の”保物セミナー2006”の要旨

集にある金子正人さんの論文「疫学研究の現状としきい値問題」の末尾近

故近藤宗平先生の提言 



      故近藤宗平教授の提言 

・放射線は、少しなら、安全で発がんの危険はない 

・低線量放射線の健康影響に関する調査 

・宇宙線被ばくの健康影響データ    

・適量の放射線は健康に良い有力な証拠 

・線量限度50mSvのリスクはゼロ     

・放射線は少しなら健康に全く害はない  

・放射線の功罪- 放射線の危険性に対する防御  

http://anshin-kagaku.news.coocan.jp/sub081128kondo.html
http://anshin-kagaku.news.coocan.jp/sub081128kondo.html
http://anshin-kagaku.news.coocan.jp/sub081128kondo.html
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放射線は少し浴びたほうが健康によい  

放射線は、少しなら、安全で発がんの危険はない  

低線量放射線の健康影響に関する調査  

宇宙線被ばくの健康影響データ   

適量の放射線は健康に良い有力な証拠  

線量限度 50mSvのリスクはゼロ  



 

放射線の健康レベルと
危険レベル 

注目レベル」 
自然放射線の1１/3遮蔽環境下で 

哺乳動物細胞の抑制を確認 

安全安心科学アカデミー作成 
大阪名誉教授近藤宗平先生監修 

2003年3月改訂 



レ ベ ル 年間線量（mSv） 人体に対する影響 

危険レベル 500 以上 臨床的症状があらわれる 

健康レベル 0.1～30 健康に良いと言われている。 

注意レベル 30～500 悪い影響があらわれる可能性がある。 

注目レベル 0.1 未満 よくない影響があるかもしれない。 

 

 
放射線の健康レベルと危険レベル 
 



近藤 宗平（こんどう そうへい、1922年 5月 7日 - 2014年 6月 10日[1]）は日

本の遺伝学者、放射線ホルミシスの研究者。理学博士。 

 
1993年に、放射線ホルミシス説を普及させるため、日本語ではなく、英文の著書

「Health Effects of Low-level Radiation」[12]を出版した。安全安心科学アカデミーによ

れば、この著書は広くヨーロッパの研究者にも知られるようになり、放射線ホルミシス提

唱者 Luckeyの著書よりも高い評価を受けたとしている[13][14]。安全安心科学アカデミー

によれば、近藤の活動もあって、ICRP1990年勧告において、ICRP加盟国の国内規制

法令への取り入れの大幅な遅れが生じるなど、その波及効果は 1990年以降の放射線

リスク論争にも及んでいる、としている[15]。日本では、「ICRP1990年勧告（Pub．60）の

国内制度等への取入れについて」の放射線審議会が 1998年にも行われている[16]。 

安全安心科学アカデミーは、近藤の提唱に対して、米国上院が動き始め、2000年に国

家研究プロジェクトとして米国エネルギー省（DOE）のもとに低線量放射線研究プログラ

ム（Low Dose Radiation Research Program）[17]が設立された、と主張している[18]。 

2003年、核融合科学研究会の求めに応じて、委託研究報告書「低線量放射線の健康

影響に関する調査」が発行され、序章、Ｉ章からⅣ章までを執筆担当した[19]。 

近藤宗平 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia） 



出典・引用[編集] 

1. ^ 安心科学アカデミー 心の相談員 輪嶋隆博, 判りやすい放射線の説明の要点 －納得さ
せられる放射線の説明の知恵を提案する－, 安全安心科学アカデミー 2011年 8月 26日閲

覧。 

2. ^ 安心科学アカデミー 心の相談員 輪嶋隆博, 判りやすい放射線の説明の要点 －納得さ
せられる放射線の説明の知恵を提案する－, 安全安心科学アカデミー 2011年 8月 26日閲

覧。 

3. ^ “DOE Low Dose Radiation Research Program”. United States Department of Energy. 

2011年 8月 26日閲覧。 

4. ^ 安心科学アカデミー 心の相談員 輪嶋隆博, 判りやすい放射線の説明の要点 －納得さ
せられる放射線の説明の知恵を提案する－, 安全安心科学アカデミー 2011年 8月 26日

閲覧, "放射線リスク問題の社会適応においてはリスクに関わる利害問題も複雑に絡んでいる

ことも挙げなければならない。放射線リスクの国際的な取り決めの帰趨が当面考えられるの

は 2010 年に米国エネルギー省から出される予定の低線量健康影響報告である。近藤宗平

教授の提唱に米国上院議会が動き出し、この問題に決着をつけるという目的のために 2000 

年設立された米国国家研究プロジェクトである。" 

 

近藤宗平 
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傘寿の会 

１．平成24年3月25日に傘寿の会を開催した。 

２．傘寿の会に先生をお招きした。 

３．先生はご辞退された。 

• そのような事をするくらいなら論文の一つも読
みなさい。 

• 先生抜きで行った。 

• お祝いの品はお届けした。 

• お受け取りくださった。 



 

傘寿の会 

わが人生を語る 

討論会 
 

 

このたびの勉強会は 放射線、原子力、エネルギーの各応用分野で永年にわた

って貢献されてきた先生方が齢 80歳を越えられたことをお祝いするとともに、

これからもお元気で活躍されることを祈念して開催されました。 

 

平成 17年 4月２３日 

場所：財団法人電子科学研究所会議室 

 

真室哲雄氏 ＶＳ 溝畑 朗氏（大阪府立大学先端科学研究所 所長）  

本田嘉秀氏 ＶＳ 森嶋弥重氏（近畿大学原子力研究所 所長）     

飯田孝三氏 ＶＳ 岸田哲二氏（関西電力株式会社 副社長）  

 



 

近藤宗平先生講演会 

 

「低線量放射線の健康影響」 

場所：サンエイビル 3階 

開催日：平成 24 年 3月 22 日 

 

 

 

主催：ＮＰＯ安全安心科学アカデミー 



 



 

近藤先生の講演会 



 

近藤先生の講演会 

放射線は年間50ｍＳｖ以下なら浴びても安全 



 

近藤先生卒寿の会 



 

近藤先生卒寿の会 

平成24年３月27日 



  近藤先生が我々に残された言葉 

米国保健物理学会の声明は放射線
は年間50mSv以下は安全という主張。
この主張に賛成する運動を国内で
広げたい。この運動が広がれば日
本人の放射線怖がりは治るだろう。  
 



 



ものを怖がらなすぎたり、怖がり過ぎたり
するのはやさしいが、正当に怖がることは 

    なかなかむつかしい。      
寺田寅彦 

放射線は少しでも危険と信じている人が多
い。実際は放射線は少しなら健康に全く害
はない。放射線を防ぐ人体の機能は」素晴
らしい。本署は、これらの事実を、世界中
の疫学的資料と生命科学の進歩の基づいて

広く集めた。         
近藤宗平 

放射線を怖がり過ぎる日本人の感情的・独
断的風潮が、放射線を正しく怖がる理性
的・科学的風潮に代わる事を切望する。                

近藤宗平 



             

            完 


