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【資 料】

幼児死亡と原子力発 電

（アメ リカにおける原子力発電の環境保全に関する具体的論争例の紹介｝

水利科学研究所

はしがき

アメリカのピッツバーグ大学教授の ErnestJ. Sternglass 博士がさる1970年10月18

日ペンシノレパニアナII議会上院特別委員会でイリノイナHにおける幼児死亡率と ドレスチ

ン原子力発電所（沸騰水型軽水炉 （BWR））との関連について証言し， ドレ久チン発

電所の通常運転がドレスデン発電所敷地の風下地域で幼児の死亡率の増加に関連があ

ると述べた。

この情報は，わが国の一部新聞紙上にも報道され反響をよんだが，その証言内容が

科学的根拠に欠け多くの疑問を残しており，米国原子力委員会 （AEC）およびイリノ

イ州保健部， FranklinYoder部長が， Sternglass博士の主張をいち早〈否定する公

式見解を明らかにしている。 とのように，原子力発電の環境保全に関する問題［土地球

上の全生物に関連する重要な問題であるため，微細な事項についても論争の怒となっ

ている。アメリカでは当分の問，このような論争は続くものと思われる。

なお ドレスデン原子力発電所の設備概要はつぎのとおりである。

原子炉名 Dresdenー I号炉

設置場所 Morris. I 11 

臨界年月 1959-10 

炉型式 BWR 

電気出力（MMe) 210 

燃料 二酸化ウラン

冷却材 軽水
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所有者 コモソウェノレスエジソン社

I. Ernest J. Sternglass博士の証言に対する米国諸機関の反論の紹介 （訳文）

1. 米国原子力委員会（AEC）の反論

AECはつぎのようなステー トメントを発表している。

ピッツパーグ大学教授 ErnestJ. Sternglass博士はつぎのようなことを述べている。

すなわち，イリノイのド レスデγにある原子力発電所の平常運転は， ドレスヂンの敷

地から風下方向の区域内の幼児死亡が増加する原因となっている。 ドレスデソ発電所

は環境や，その地域に住んでいる人々への放射線被爆の可能性とL、う見地から， おそ

らくJもっとも十分に調査された原子炉である。

合衆国公衆衛生院は，“沸騰水型原子炉における放射線監視調査”というドレスデン

についての調査を公表して，つぎのように結論を出している。

このような測定にもとづいて， ドレスデ、ノから放出される放射性核種により食物

と水の摂取から周辺大衆への被爆は測定不可能である。 ドレスデンのスタックから

廃棄される放射性気体によ る外部被爆は検出可能であったが，長期間にわたって自

然放射能パックグラウンドのわずかなもので， FRC規則（原子力に関する連邦規則）

に定められた範凶内であった。

1970年10月21日にベンシノレハニア， Harrisburgで開催された立法委員会に提出さ

れた Sternglass博士の証言で， イリノイ州の幼児死亡率は1964年に“急激な上昇”で始

まり，“1965年には25.6/1,000人出生のピ－ '7，’となっている。この原子炉が運転を続

けている間，イリノイの幼児死亡は1966年に一様に減少し始め， 1969年に22.4/1,000

人出生になった. Sternglass博士は，この減少について何も述べていなし、。

Sternglass博士の報告では， ドレスデンに隣接した風下方向の君11を引用していた。

ここでもまた Sternglass博士は思い違いをしている。気象データはドレスデン地域の

主風向は南西方向であることを示している。合衆国公衆衛生院レポートは， “風は大

部分の年に南西から著しく吹くが，西風は冬JV]に多い”と述べている。

Grundy mに隣厳した郡を考慮して， Sternglass博士は隣接郡で、最高に増加している

のは“14%の上昇で南方に位置する” Livingston郡であったと主張している。 Stern

glass博士は“北方の Kendall ~l~は2 1%の減少を示している”と言い続けている。 こ

れは Sternglass博士の主張を無効にするように，風がもっとも多く吹く方向の郡であ

る。

イリノイ州の保健統計について完全な情報が得られるまで， Sternglass博士の論文

の広範な評価は不可能である。 しかしながら，博士の結論が重大な疑問を受け易いこ

とは博士の論文の予備的評価から明らかである。
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過去において， Sternglass博士は，科学者クノレーフの多くのメ ンパーによ って間連

にされた放射能の影響について多くの発表を行なっている ことは注目すべきことであ

る。例えば，1969年に合衆国公衆衛生院は Sr-90のフォ ーノレアウ トについてSternglass

博士の主張の完全なレビュ ーを出版し，合衆国公衆衛生院は Sternglassの結論を支持

できないと述べていた。 さらにアメリ カ小児科医学土院の委員会は1970年4月にこれ

と同じような内容“Sternglass博士のデータを評価して， 博士の結論は完全に理由が

なくかっ根拠がないことを委員会は確信した”と述べていた。

2. イリノイ州保健部 FranklinYoder部長の報告。

(1970年10月22日発表）

最近の証言の結果がベンシノレパニア州議会上院特別委員会に提出されているよう

に，イリノイの原子力発電所周辺環境の放射線安全について疑問が発生してし、る。

イリノ イJ+I（呆健部長 FranklinD. Yoder博士は，放射能汚染から環境を防護するた

め同部の放射線保健謀で行なっている厳重な監視を，本日再び強調した。また Yoder

博士は， “保健部の大量のデータにもとづいて， 腿康上の危険が存在すると結論する

ための理由は何もなL、”と述べている。

Yoder博士が言ったように，保健部は Marrisにあるドレスデン原子力発電所の周

辺区域の連続環境モニタリ ングを実施しており ，合衆国公衆衛生院によって行なわれ

た最近の充分な調査の結果と同じように保他部の判断はドレスデン原子炉からの放出

レベルが連続的にイリノイ州保健部合衆国公衆衛生院および U S.AECによ って認め

られた制定レベノレ以下で、あるこ とを示している。

Grundy L'!Iまたは Kankakelnilの地上， 空気または表面ノ1j（の著しい欣射能汚染｛まな

かった。 1959年以前の10年間の幼児死亡の予備的な分析による と， ドレスデン原子炉

の設i丘後認められた幼児死亡率と比較して統計上着 しい傾向を示していなし、。あらゆ

る原因による問題の幼児死亡数は統計上十分な偏差を実証するには不充分な数である

ことを認識しなければならない。 また Yoder博士は，連続モニタ リングとナIiの放射

線状況の評価を行ない，必要ならいつでも改訂する よう行動するイリノイ 州保健部の

堅実な監視体勢を強調した。

II. 「幼児死亡と原子力発電」 に関する ErnestJ. Sternglass博士の論文紹介

（訳文）

2～3年前までは核兵器のフ ォーノレアウトや原子力発電炉の平常運転から発生する

低νベノレて、低線量率における人体への放射線の健康への影包’について， 直接的な証拠

はなかった。しかしながら現在，注目すべきことはつぎのような内容のデータがある。

すなわち，幼児死亡率に急激な増加を示すような人間の健康におよぼす近大な影特が，

電力発生の商業用原子力発電炉の平常運転中に放出される放射性気体による原因で発
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生している。

この証拠は， シカコの50マイノレ南西， イリノイ ナIi. Marris近くに位置するドレス

デン原子力発電所の周辺区j或内で1歳に達しないで死亡した幼児の死亡率の変化を分

析して得られた。

ドレスデン I号炉は沸騰水型原子炉（BWR）で， 1959年から運転され認可熱出力70

万kW, 電気出力21万kWである。 この原子炉は単一の冷却ノレープを使い，このなか

で後燃料から発生した蒸気は，蒸汽タ ービンを動かすため格納容器の外へ直綾取り出

される。

U.S. Department of HEWの放射能保健局によって1970年3月に出版された詳細

な調査（BRH/DER70-l）に述べられているように，冷却材中の非凝縮性の核分裂生

成物と放射された気体は，およそ20分間だけのホーノレド・アッ7・時間後スタックから

放出される。放出される主な気体は Kr81,K,88, X,'35, X,138で半減期は， それぞれ

76 min, 2. 8 hr, 9. 1 hr, 17 min である。1961年から， 年間の気体廃気放出総量は，

1969年に34,800～800,000 Ciの範囲であった。 これは認可最大放出量 22,000 Ciと比

較され，またペンシノレパニアの積出港にある潜水艦用の加圧水型原子炉（PWR）から

の年開放出量 0.001～0.350 Ciよりも非常に大量である。

HEWの出版物に報告されているよう に，1967～68年の聞に，年間総放出量が，

240,000～250, 000 Ciであったと き， 発電所から 1～2kmの放射性雲の直下での放射

線量率は 13～40μR/hrの範凶で，これは 114mr/year～350 mr/yearに相当する。

熱ノレミネッセンス線量計により， 2週間にわたって平均したとき， 線量率は，パッ ク

グラウンド 9μR/hrに加えて 2～3μR/hrの範聞である ことがわかった。年間を基

準にすると， この区域のパックグラウンド線量 88mr/yearと比較して， これは 17～

26mr/yearの範囲の線量である。気体状の放射性雲は，スタックから北東 15km （ま

たは 9.6 mile）の距離でも他認され，そこでは代表的な10分間の測定中 22mr/yearの

線量率を測定した。

これらの線量率のレベノレに関しては，1963年に行なわれた核兵総テストの最中， 地

上の妓分裂生成物から 56mr/yearの最大他が， P.E. Gustagsonによって ANLの近

くで測定されたこと， および AECによって認められている。現在の FRG （アメリ

カ連邦放射能指標）のレベノレにしたがって，平均的人口に対する最大許容線量 170mr

/yearと比較すれば判断できょ う。これらの局地的線量率は，すべての原子炉の運転

から生じる U.S.の公衆全体としての平均線量率，すなわち AECによって引用され

た約 0.001 mr/yearよりも10,000倍以上である。

イリ ノイナ｜｛において， 1960年の中ごろ幼児死亡は，大規模な実験前の傾向にもとづ

いた予想を越えて約60%のレベノレに達した（Bulletinof Atomic Scientists, 1969年12

月loドレスデン原子炉によって放出された気体からの線量率は比較しうる量なので，

幼児死亡の著しい増加は風上方向では見い出されず，西風からの風下区域に見い出
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されると患われる。さらにイリノイ州の人口の約2/3(660百人）は原子炉から半径 50

マイルの範囲内に居住しているので，イ リノイ州全体の幼児死亡率は，空気中に放出

される短寿命の気体状放射性の上昇と下降にしたがって増加および減少を示すべきで

ある。

幼児死亡におけるこのようなピータが放出された放射性気体のピークにしたがって

実際に発生したという ことは第1図から読みとられ， この図にはイリノイ州の幼児死

亡率が北側にある大きな州であるエ ューヨー Fの幼児死亡率と共にプロット されてい

る。また，この図に示されている内容は，最近出版された HEW 調査にも報告されてい

る（BRH/DER702）。また第1図l主ドレスチン原子炉から空気中に廃棄される年開放

射能登を年度別に示している。
第1図 ドレスデン原子炉から放出され

る放射性気体（1959～1968）と

比較して， イリノイとニ ューヨ
ークについて 1,000出生（ 0～ 
1歳）当りの幼児死亡率

27.0 
最後のH実験

第 1図の調査による と， ドレスデン原

子炉の稼動直前の1958年にイリノイ州、！と

ニュ ーヨーク州では，そ れぞれ 24.9/ 

1,000出生と24.5/1,000出生とL、う非常に

同じような幼児死率を示している。 1961

～1962年にソ連の大きな水爆実験から生

じた局地的なフォ ーノレア ウトがニューヨ

ネパダ ー」ー』」上」一 常時世」ー
26.0ト実験 ］実誤－ - I 君 、ι

「 ｜期間L

ーク区域で発生したと きの1962年にイリさ 25.0

ノイ州は実際にニュ ーヨークより低い死 g
. :::: 24.0 

亡率を示していることは興味深いことで ヨ

ある。しかしながら，ドレスデン原子炉か ど 23.0

らの放出が急激に増加した1年後の1964i; 
22.0 

年にイリノイ州の死亡率が急激に増加し

始め， 一方ニュ ーヨーク州では減少し始 21.0 

めている。そしてイリノイ川の幼児死亡

~t:Sが1965年に25.6/1 , 000出生の最大ピー

タとなり，1968年に 2.7/1,000出生だけ 己 0.5 

ニューヨーク升｜の死亡率を越える時期が 三

。
’70 

きている。この割合は，ネパダ実験にも

かかわらず以前の11年間にイリノイ 州で

発生した割合より高い。実験禁止が1963

年に尖施された後のイリノイ州における

幼児死亡率のこのような増加は，イリ／

（注） ニューヨークよりもイリノイの

方が大きい死亡率は斜線で示す。

イ州の北側にある ユューヨークおよび他のすべての区域において 死亡率が減少してい

るのと対照的である。 イリノイナ｜｛はアメリカの北東および北方中心区域の全体にわた

るすべての州でも っと も高い幼児死亡率の州といまやなっている。 ニューヨーク市の



北方20－？イんで1962年に原子炉

が稼動し始めたけれども，この

原子炉は加圧水型 （PWR）で年

間の気体放出量はドレスデン原

子炉より 10,000倍も少ないこと

に注目すべきである。もしニュ

ーヨークJ十｜と北方のすべての他

の州に関してイリノイ州全体の

この上昇が ドレスデンの BWR

原子炉から放出される気体が原

因として関係するなら， 死亡率

の差は短寿命の放射性気体廃棄

物の年間量と直接関係があるべ

きである。これは実際のケース

として現われている様子は第2

図に示されて，この図にはニュ

ーヨークナト｜とイリノイ州の幼児

死亡率の差が放出放射能量に対

してプロットされている。

1963～1967年と1963～68年の

ニューヨ ークと比較したイリノイの超過呼吸

病の死亡率とド レスデン原子炉から放出され

る放射性気体年間量
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イリノイとニューヨークの幼児死亡率の
差が，全出力運転中（1963～1968) ドレ

スデン原子炉からの年間気体放出量につ

いてプロットされている。
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し始めたときの1959年の割合に関して測定さ

れている。
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（注）

2つの期間についての最小

2乗法適合が計算され，放

射線量と幼児死亡におよぼ

す影響との聞に確かな関連

性があることを示 してい

る。

同様な直按的な相関関係 （g 500 
が1959年と放射性気体廃棄 2

物に関してイリノイ州のあろ
ι」

らゆる年齢グループについ

て，肺炎とインフルエンザ

以外の呼吸器系病気による

死亡率に存在することがわ

かった。一方1949年から19

59年の10年間に気管支炎を

含んだこれらの病気はイ リ
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／イ・:IHて、10%増加しているが， これらの病気は1959年から1966年の聞に放射性気体廃

棄物の量に直綾比例して， 75%増加した。さらにイリノイ州の呼吸器系の死亡率は75%

増加したが， 高汚染地区のペンシノレパニアやニュ ーヨークでーは死亡率がたった40%と

47%増加しただけで、ある。 第3図には肺炎とインフノレユンザ以外の呼吸法系の病気に

よる死亡の相対的増加の差が， ドレスデンの原子炉からの年間気体放出量と ともにプ

ロット されている。 この死亡率は， l～2年の遅れで，気体放出とほとんど同じ割合

で増加したことは明らかである。

さらに有力なテストは， 原子炉が設置されている地域に直接隣接した地核の幼児死

亡の相対変化を調べたり， 風下地域の変化と管理区域・として北方および西方40＜＇イノレ

以上離れた同じような地域はもちろん風土地域の変化を比較して得られた。

1964年は放出された気体放射 第4図 イリノイ州 Grundy郡に設置されたドレ

能が最小となった翌年で， 1964 スデン原子力発電所の周辺の官~について
～1965年に急激な上刻となった 1964～1966年の1,000出生当りの幼児死

亡率の変化
前年でもある。第4図の俸グラ

フは， 6つの隣接する榔と， 6 

つの管理地域部について， 1964

隣接地Jま

幼児妃亡変化 1964・66
イリノイ

。
（注） 北西と西方 40mile以上離れた 6つの管

理地域III¥の変化も示す。気体主主出率は1963
年に 71,600 Ciらか1965年に 610,000 Ciに
増加した。

250 

年に対する1966年の幼児死亡の

百分率を示す。原子炉が設置さ

れている Grundymにもっとも

近い 6m1問で示している 調査

は，幼児死亡率が最大の増加す

なわち，1966年の割合をこえて

141%を示している。増加率で

つぎは 140% の上昇で，南方の

Livingstonである。ついで‘43%

上昇の南東の Kankakel であ

る。北東の Willは5%だけの

上昇で，北方の Kendallは21%’

の減少を示している。

風上地域について，アメリカ

国内の近くのどこでも，かっ全

位界にわたって起こっているよ

うな減少を示す。このような傾

向は， 40＜＇イノレ以上も離れた 6つの管理地域郎，すなわち Lee, Knox, Stephens, 

Henry, Winnebagoおよび Ogleについて隊グラ フによって他認される。ただし，

OgJ，.部だけは増加を示している。
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偶然性によって得られたこの結果の確率は，簡単な統計的順位テスト を用いたり．

Grundyに隣接する風下地域は1966年に死亡率が減少するよりもむしろ増加すること

を示すという予想を用いて 0.005以下の（能率であると言えよう。 1964年に始まった放

出の急激な上昇の前後5年間の 2期間について， ニューヨ－!lに関連してイリノイの

年間超過死亡率に適用される同様なテストは 0.004以下の硝率を与え， これはニ ュー

ヨークに関連してイリノイで観測された10年間の超過死亡家、は純粋な偶然性だけで上

昇する。以上の 2つのテストはたがし、に悠立であるので，これらの結果の両者は全く

の偶然の変動の結果であるという見込みは， これらのテストについても っと低いこと

に注意しなければならなし、。

因果関係が存在するという見込みは， 1970年6月オック スフォード大学の Aliec

Stewart博士によって英国医学雑誌“Lancet“に公表されたデータにより示された事

実によってさらに増加する。 すなわち，このデータは，胎児発育の最初の 3ヵ月間の

人間の胎児は，成人と同様に， 白血病や｛也の癌に 100倍も感受性が現われ， 癌1丙は被

爆したX線線量に直俊比例する ことを示している。

Stewart博士の研究では，1943年から1965年間にイングラン ドとウ ェーノレズ地方で

出生した19,500,000人の子供を対象にしていて， このうち13,407人が10歳前に癌にか

かっていた。 Stewart 博士は， Pe l 、• imetry の経過中に出生直前の100万の幼児に与え

るたった 1rad （または 1,000 mr）の線量は約 700／百万出生の自然死亡率と比較 し

て，10年間にわたって300～800の白血病と癌病を追加する原因となると推定し判断し

ている。妊娠初期3ヵ月にX線を受けた場合，患者の約3%に発生した癌は，通常の

15倍の危険i立の高い線量によるもので， それは癌による子供の死亡率を2倍にする80

mrの放射線量に相当するものであった。

成人について 1radの線量は被爆した百万人当り白血病がたった約2ケース／年か

または“倍加線量”50～100radに対応する10年間に20ケースを発生させるので，初期

の胎児は，実験動物による観測と一致して，成人よりもも っときびしく放射線に影響

すると思われる。 さらに，現在の放射線基準は，Stewart博士の初期のデータが公衆

衛生のハーバード大学の BrianMac Mahon博士の研究によって1962年に/i'lt［認された

以前の1960年代に定められたのは成人による低い感受性にもとづいたものであった。

ドレスデン原子炉の風下で 10～300mr/yearの純闘で測定された放射線量率は，胎

児発育のも っとも危険時中に初期胎児に 2～75mrの3ヵ月線量を与える。 5週間

中，現在の AEC規則は一般大衆の個人に年間 500mrの最大線量を許容しているの

で， この規則は子供の癌と白血病に6倍の矯加が原子力発電の恩恵の見返りとして大a

衆に受けいれられている危険のあることを：言、味する。測定された線量は，原子炉から

放出される稀カnス中の放射性セシウム， ストロ γチウムおよびイット リウム娘元素生

成物について，母親と子宮内の発育幼児の臓総内のいろいろな生物学的濃縮メカニズ

ムを考慮していない。 未発育と呼吸および小児感染の抗体力を減ずるような胎児細胞



の染色体におよぼす影響が，癌発育に導く染色体変化としておよそ同一線量で発生す

ると予想するのは妥当と思われる。 これにもとづいて， 局地的な核兵法のフォーノレ・ア

ウトまたは大量の気体状放射能を放出するドレスデンや他の原子炉の場合について，

測定された原子炉の運転によって発生した放射線レベルは，幼児死亡で観測された上

昇を説明するのに十分な量である。

ドレスデン付近のイリノ イ地域における1964～1966年の幼児死亡変化＊

附 ｜割合 ｜ 1966 割合割合の純 化

死亡出生 1000 死亡 出生 1000 1964～1966 

11 44副 15.副 181 474i 38. ol + 141% 

61 72創 8.~引 12 1 6081 19. 71 + 140 

411 1, 9761 20.η 541 1, 830 29. 51 +43 

1091 4, 9201 22. 21 1001 4, 294 23. 3J +5 

491 2, 1761 22.日 3911, 8581 21. 01 -7 

111 4601 23. 91 71 4221 16. 61 ー31

161 8541 18. 71 201 8081 24. 81 + 33 

1221 5, 0021 24. 41 1221 4, 7881 25. 5! +5 

171 9301 18. 31 161 862 18. €' + 2 

251 9781 25. 61 201 8081 24. 81 ー3

221 1, 1301 19. 51 171 9461 18. OI -8 

17: 6581 25. 81 91 594i 15. 2: -41 
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第 1表

一一一丁一

Grundy （原子炉）

Livington (S) 

Kankakee (SE) 

Will (NE) 

La Salle （＼ν） 

Kendall (N) 

Ogle (NW) 

Winnebago (W N) 

Henry (W) 

Stephens (NWJ 

Knox (SW) 

Lee (W) 

隣

接

区

域

管

理

区

域

ニューヨーFよりも多いイリノイにおける幼児死亡は， 1959年から1968年の10年間

にわたってイリノイ州で予想された以上に死亡しだ幼児の推定数は約2,500人に達す

る。

本 U S.人口統計から。注

ニューヨ－ !l , Buffals近くの再処理肱設と同様， ドレスデン原子炉，Humboldt,

California Charlevoix, Michtgan に設置されているすべての他の向型原子炉の運転

を中止し，現在空気中に放出されている放射性気体をトラ ップする装置を設置する必

要があると官、われる。さらに，大規模な原子力発電炉と再処理施設のすべ ての建設

は，環境へ放射性物質を大量に放出しているすべての既存の原子力施設の周辺で健康

におよぼす影符についての証拠の十分な研究が現行の放射線基準の深長な再考を必要

とするまでは停止すべきである。

核分裂生成物の放出による一般大衆の被爆を含めて このような伝染病学的研究は，

会議や科学諮問会による再度の要請にもかかわらず， かつ人間の胎児と幼児におよ；ぎ

す低レベノレの放射線効果についての裏付け証拠はわれわれの子供の将米をにぎってい

るという重大な意味にもかかわらず， AECも HEWも今まで行なっていない。
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