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(1)ホルミシス効果とは
ホルミシス（hormesis）効果とは、生物に対して通常有害な作用を示すものが、微量
であれば逆に良い作用を示す生理的刺激作用のことをいう。ホルミシスは、ホルモンの
語源でもあるギリシャ語のホルメ（horme）に由来し、このホルメの意味は、
「刺激する」
であるという(英語では、to excite)。特に低線量放射線の効果は、放射線ホルミシス効果
（Radiation hormesis）である。なお、民間治療のホメオパチー治療とは無関係である。
放射線ホルミシス効果は、1978年、ミズーリ大学のトーマス・D・ラッキーが、20世
紀初頭から報告された多くの研究者の原著論文から、低線量の放射線による生物の各種
刺激効果を総説の中で紹介し、この時に使用した言葉である（単行本「放射能を怖がる
な!」 T.D. ラッキー (著), 茂木 弘道 (翻訳) 出版社: 日新報道 (2011/08)。）ラッキーに
よれば、低線量の放射線照射は、体のさまざまな活動を活性化するとしている。さらに、
現在の自然放射線では少なすぎ、もっと積極的に放射線を浴びるべきであると主張して
おり、最適な放射線量は年間1,000 mSv（ミリシーベルト）であるという。また、放射
線ホルミシスの妥当性を支持する論文は、3,000以上も発表されているとのことである。
逆に、400ページにも及ぶ「電離放射線の生物学的影響(Health Risks from Exposure to
Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII-Phase 2（BEIRは米国電離放射線の生物影響に
関する委員会）(米国科学アカデミー出版、2005))では、４ページにわたって放射線ホル
ミシスについて言及しているが、放射線ホルミシス効果は仮説であり仮説が立証されて
いるとは認めていない。ただし、adaptive responseについてはやや寛容であるようだ。

(2)放射線と酸化ストレス：実験動物を用いた実験
いわゆる放射線は、衝突した物質をイオン化するので正確には電離放射線（ionizing
irradiation）とよぶ。生体内では、水が 70%をしめるので、放射線に主に水と反応し、
H20→・OH＋H＋＋e-

のようにヒドロキシルラジカル（・OH）を発生する。・OH ラジ

カルは、その後連鎖反応によって次々とラジカルを生じさせ、生体内分子を酸化する。
タンパク質などの分子は損傷を受けても、代謝回転が速いので酸化の影響も代謝回転と
ともに消失するが、後々まで影響が残るのは遺伝子の損傷である。遺伝子に放射線が直
接損傷を与える直接作用もあるが、確率的には低く、20％以下程度とされている。
つまり放射線障害はミトコンドリアから発せられる過剰な酸化状態、つまり酸化スト

レスと同義であると考えられる。現在は、適度な酸化ストレスなら健康にプラスである
こ と が 提 唱 さ れ 、 ミ ト コ ン ド リ ア へ の ス ト レ ス で 、「 mitohormesis ＝
mitochondria+hormesis」の用語も提唱されている(1)。活性酸素は、生体内シグナルとし
て働き、抗酸化酵素を誘導し、酸化ストレスに耐性になることが知られている。
実際、・OH を消去する水素分子(H2)を事前に投与すると 95%が死亡する線量である
9000 mSv の放射線を浴びさせても、80%の照射マウスを生存させることができた（2）。
なお、放射線障害を水素によって防御できることは、著者らも確認している（Terasaki et
al., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2011;301:415-26.）。これらの結果より、放射線障
害は（α 線を除いて）主に活性酸素の害であることがわかる。
最近の本書（アンチ・エイジング医学）でも、2011 Vol.7 No. 5 で放射線とアンチエイ
ジング特集が組まれ，「低線量放射線によるチオレドキシンの放出」と「低線量放射線
による老化・生活習慣病の抑制の可能性」「低線量全身照射による癌治療」などの優れ
た総説が掲載されており、放射線ホルミシスの効果も記載されている。本稿では、でき
るだけ重複を避けるように努めた。

(3)疫学調査
古くより、ラドン温泉やラジウム温泉などの放射線量の高い温泉には、様々な活性化
効果があるとされてきた。ラドン温泉で有名な三朝温泉地域の 36 年にわたる住民に対
する詳細な研究がある（3）。この研究によれば、三朝温泉近くでは、放射性ラドン（気
体）の放射線量 1m3 あたり 26 Bq（ベクレル）（一日あたり 600 Bq 程度の呼吸）で近く
の地域の 2 倍以上であり、発がん率は近くの地域と比べ、半分以下である（図１）。し
かし、同地区の別の調査では、統計的有意な差は認められなかったとの報告もある。

図1

三朝温泉における住民の発がん率の調査結果（文献 3 の結果を改変）。

米国ではラドンの濃度は日本よりも高く地域によって大きな差がある。米国人の 90%
は住んでいる 1600 地域から放射性ラドンを計測し、その地域毎の肺癌での死亡率を調

べている。肺癌の死亡率が少ないのは、最も放射性ラドンの高い地域であり、むしろラ
ドンの放射線が低い地域の方が有意に肺癌の死亡率が高い。図２に記載されている５
pCi/L は、一日に 4000 Bq の空気を呼吸することに対応する（4）。この調査は、喫煙率
の少ない女性を対象としているので、喫煙による肺癌の効果をできるだけ排除している。

図 2

米国の各地域の放射性ラドンの濃度と住民の肺癌での死亡率（Luckey TD. Raiation

hormesis: The good, the bad, and the ugly. Dose response 4 169 -190 (2006)の図を改変）

世界では、自然放射線量の高い地域がいくつかあって、少なくとも健康に悪い影響は
なく、傾向としては長寿である。最近の食品安全委員会のレポート
（http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/radio_hyoka_detail.pdf）でも、高線量地帯のインドの
ケララ地方では、累積 500 mSv の被曝でも発がんリスクの上昇はなかったと評価してい
る。
また、台湾では知らずのうちにマンションの鉄材に放射性コバルト-60 が混入し、約
１万人の住民が知らないうちに 20 年にわたって被曝していた事件がある。1,600 人は年
間 5 mSv 以上を被曝していた。その後の調査では、被曝していた住民には他の地域の住
人よりもはるかに発がんした人が少ないどころか、ほとんど発がんした人が認められな
かったと報告された（5）。この結果が信頼できるなら、放射線ホルミシスが観察された
よい例になるはずである。ところが、その後発表された別の論文では、同じ地域での調

査で放射線被曝した住民と他の地域の住民を比較するとほとんど有意な差がみとめら
れていない（6）。

(4)低線量放射線によってマウスの寿命は延びるか？
動物実験では、低線量の放射線被曝によってマウスの寿命は延びたという報告と延び
なかったという報告がある。最近のマウスの寿命が延びたという報告を見ると、図３に
示すように、最長寿命が延びるのではなく、平均寿命が延びている(7)。また、この結
果の生存期間はどこから測定した時間なのか不明確であるが、この数字をマウスの年齢
とするなら用いたマウスの平均寿命は平均的なマウスよりも短く、寿命で死亡したとい
うより、おそらく感染症によって死亡するのを放射線は防御したと考えられる。また、
自己免疫疾患のモデルマウスでは低線量放射線の照射によって寿命が延びることが示
されている(8)。なにか、個体にとって不利益になるような状況下では、放射線ホルメ
シスが働きだすのかもしれない。実際、SPF で飼育したマウスでは低線量放射線を浴び
させても寿命は延びなかったという(9)。
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図3

低線量放射線を被曝させたマウスの生存（文献 7 の図を改変）

(5)遺伝子変異によるホルメシス効果の消失
最近では、ショウジョウバエを用いたホルミシス研究結果が報告されている(10)。シ
ョジョウバエでは様々な遺伝的バックグラウンドをもつ系統が多数分離・維持されてい
る。そこで、様々な遺伝子欠損のショウジョウバエを用いて、放射線の寿命への効果を
調べた。低線量放射線として 400 mSv、高線量として 30 Sv を照射した。典型的な雄の

結果のみを図４に示す。長寿遺伝子 Sir2 の欠損ハエとオートファジー関連の Atg8 欠損
ハエでは低線量で生存の長さが長くなり、ホルメシス効果が増幅された。逆に、がん抑
制因子 p53 欠損ハエ、遺伝子修復酵素 mei-41 欠損ハエ、酸化ストレス防御機構に関連
する Foxo 欠損ハエでは、放射線ホルミシス効果は認められず、逆に放射線による死亡
が早まった。これらの結果は、酸化ストレス防御機構がなく、損傷を受けたハエの遺伝
子が修復されないと早く死ぬというもので、合理的な結果である。また、オートファジ
ーやカロリー制限に関与する遺伝子が欠損すると放射線ホルミシス効果が増大するの
は、通常の状況よりも何らかの不利な状況下であることを示唆している。
遺伝子の background を変えるだけで、低線量の放射線に対する効果が変化すること
は、低線量放射線がある特定の状況ではプラスに働く可能性を示唆している。今後、こ
のような遺伝子の背景や環境の違いにより放射線ホルミシス効果が発揮されるかどう
かを明確にすることによって、ホルミシス効果自体の分子機構も明らかになるだろう。
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図4

野生型と変異ショジョウバウの放射線被曝後の生存曲線。図に記載された遺伝子の欠損ハ

エの系統を用いた（文献 10 の図を改変）

(6)最後に
私のような酸化ストレスの研究者からは、放射線ホルミシスは素直に受け入れやすい
概念である。前述のように低線量の放射線は害のない程度に活性酸素を生み出し、微量
の活性酸素は生体内シグナルとして機能するからである。本稿をひきうけた時には、放
射線ホルミシスの概念を支持する立場から原稿を書こうと思っていたが、原著論文や総
説を調べれば調べるほど、相反する論文があり、一筋縄ではいかないことがわかってき
た。そのため、本稿では放射線ホルミシスを支持する結果に加え、相反する結果も併記
することにした。しかし、放射線ホルミシスという概念を受け入れ難い人でも
「radioadaptive response」という言葉に置き換えると受け入れ易い人も多いようだ。
adaptive response は生命の本質であるからだ。
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