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今日、話したいこと

・ 放射線と放射能（種類や性質）
放射線と放射能の違いと単位、
放射線の種類と作用、放射能の減り方

・ 身のまわりの放射線（能）
自然放射線（大地、宇宙、食物から）、
日常生活と放射線（自然及び医療に伴うもの）

・ 放射線による影響
放射線の人体への影響
（種類、線量と症状（現われ方の違い））

・ 外部被ばくと内部被ばく
外部被ばくと内部被ばくの違い、防護の方法

・ 近県他での現状



電電電電電電電電
子子子子子子子子

陽陽陽陽陽陽陽陽
子子子子子子子子

中性子中性子中性子中性子中性子中性子中性子中性子

原原原原原原原原 子子子子子子子子 のののののののの 構構構構構構構構 造造造造造造造造

原子核原子核原子核原子核原子核原子核原子核原子核

原子原子原子原子のののの大大大大きさきさきさきさ原子原子原子原子のののの大大大大きさきさきさきさ

約約約約１１１１兆分兆分兆分兆分のののの１１１１cmcmcmcm

約約約約１１１１億分億分億分億分のののの１１１１ｃｍｃｍｃｍｃｍ



窒素原子窒素原子窒素原子窒素原子のののの例例例例

元素元素元素元素
記号記号記号記号

14141414

7777NN

質量数質量数質量数質量数：：：：陽子陽子陽子陽子＋＋＋＋中性子中性子中性子中性子

原子番号原子番号原子番号原子番号：：：：陽子陽子陽子陽子のののの数数数数

陽子陽子陽子陽子とととと中性子中性子中性子中性子でででで決決決決まるまるまるまる
原子核原子核原子核原子核のののの種類種類種類種類 ⇒⇒⇒⇒ 核種核種核種核種

同同同同じじじじ元素元素元素元素にもにもにもにも異異異異なるなるなるなる核種核種核種核種がががが
存在存在存在存在するするするする
⇒⇒⇒⇒ 同位体同位体同位体同位体（（（（アイソトープアイソトープアイソトープアイソトープ））））

原原原原 子子子子 番番番番 号号号号 とととと 質質質質 量量量量 数数数数原原原原 子子子子 番番番番 号号号号 とととと 質質質質 量量量量 数数数数





環境科学技術研究所HP「放射線のはなし」から引用

＊1903年ラザフォードが命名

放射線放射線放射線放射線のののの発見発見発見発見

ロルフ・シーベルト（典）：
スウェーデン国立放射線防護研究所の初代所長

（1958年～1962年まで国際放射線防護委員会の委員長）

西暦西暦西暦西暦 でででで きききき ごごごご とととと

1895
エックスエックスエックスエックス線線線線の発見
ウィルヘルム・レントゲン（独）

1896
ウランの放射能の発見
アンリ・ベクレル（仏）

1898
ポロニウムとラジウムの発見
ピエール＆マリー・キュリー(仏)

アルファアルファアルファアルファ線線線線とベータベータベータベータ線線線線の発見
アーネスト・ラザフォード（英）

1900
ガンマガンマガンマガンマ線線線線＊の発見
ポール・ヴィラール（仏）

1908
アルファ線の構造を発見
アーネスト・ラザフォード（英）

1919
原子核の人工変換に成功
アーネスト・ラザフォード（英）

1932
中性子中性子中性子中性子の発見
ジェームズ・チャドウィック（英）

1934
人工放射能を作り出す
ジョリオ＆イレーヌ・キュリー（仏）

1938
ウランの核分裂反応の発見
オットー・ハーン＆リーゼ・マイトナー(独)



五感に感じない明るさを感じる

（（（（放射線放射線放射線放射線をををを出出出出すすすす能力能力能力能力））））

（放射性壊変）



アルファアルファアルファアルファ線線線線・・・・ベータベータベータベータ線線線線・・・・ガンマガンマガンマガンマ線線線線アルファアルファアルファアルファ線線線線・・・・ベータベータベータベータ線線線線・・・・ガンマガンマガンマガンマ線線線線

原子核の壊変

α

β
γγγγ

γγγγ

ラジウムラジウムラジウムラジウム （（（（Ra））））226 ラドンラドンラドンラドン （（（（Rn））））222

（（（（気体気体気体気体））））

コバルトコバルトコバルトコバルト（（（（Co）））） 60 不安定不安定不安定不安定ななななニッケルニッケルニッケルニッケル（（（（Ni））））60 ニッケルニッケルニッケルニッケル 60

（（（（安定安定安定安定））））

アルファアルファアルファアルファ（（（（αααα））））壊変壊変壊変壊変

ベータベータベータベータ（（（（ββββ））））壊変壊変壊変壊変
ととととガンマガンマガンマガンマ（（（（γγγγ））））線放線放線放線放
出出出出

（U-238）

鉛鉛鉛鉛（（（（ Pb）））） 206

（（（（安定安定安定安定））））



半減期の期間経過
→放射性物質は最初の量の半分

カリウムカリウムカリウムカリウム40 12.812.812.812.8億年億年億年億年

＊天然に存在する核種

＊

＊

＊

炭素炭素炭素炭素14 5730573057305730年年年年＊



αααα αααα

αααα

αααααααααααα

αααα αααα

ββββ ββββ

ββββ

ββββ

ββββ ββββ

αααα：：：：アルファアルファアルファアルファ壊変壊変壊変壊変

ββββ：：：：ベータベータベータベータ壊変壊変壊変壊変

安定安定安定安定

ポロニウムポロニウムポロニウムポロニウム----214214214214

ラドンラドンラドンラドン----222222222222ポロニウムポロニウムポロニウムポロニウム----218218218218

ビスマスビスマスビスマスビスマス----210210210210

ビスマスビスマスビスマスビスマス----214214214214

プロトアクチニウムプロトアクチニウムプロトアクチニウムプロトアクチニウム
----234234234234

トリウムトリウムトリウムトリウム----234234234234

ラジウムラジウムラジウムラジウム----226226226226

ポロニウムポロニウムポロニウムポロニウム----210210210210

鉛鉛鉛鉛----214214214214

鉛鉛鉛鉛----210210210210 鉛鉛鉛鉛----206206206206

ウランウランウランウラン----234234234234ウランウランウランウラン----238238238238 トリウムトリウムトリウムトリウム----230230230230

ウランウランウランウラン238238238238のののの壊変壊変壊変壊変のののの例例例例



放射線の単位
1mSv〔ミリシーベルト〕＝0....001Sv〔シーベルト〕
1μSv〔マイクロシーベルト〕＝0....001mSv〔千分の1ミリシーベルト〕

＝0....000001Sv〔百万分の1シーベルト〕
1μSv/h〔マイクロシーベル・パー・アワー〕:1時間あたり1μSvの放射線

→100μSv/hの場所に15分いると25μSvの放射線を受ける
放射能の単位

放射性物質の濃度：Bq/kg〔ベクレル・パー・キログラム〕
放射性物質の表面汚染：Bq/cm2〔ベクレル・パー・平方センチメートル〕





お も な 放 射 線 の 種 類

種種種種    類類類類    本本本本    質質質質    透透透透        過過過過        力力力力        備備備備                    考考考考    

αααα線線線線    
陽子２個と

中性子２個 
極めて小さい 

(紙１枚で止められる) 

 体外からの被ばくは、 

ほとんど考えなくてよいが、

α線を出す物質が体内に 

入ると危険度が高い。 

ββββ線線線線    電  子 

小さい 
(厚さ数 mm のアルミ

ニウムやプラスチッ

クで止められる) 

 

体外からの被ばくは、 

皮ふ表面だけが問題。 

β線を出す物質が体内に入る

と体内組織に影響を与える。 

γγγγ線線線線    電 磁 波 

大きい 
(鉛やコンクリートな

ど密度の高い物質で

止められる) 

 
透過力が大きく、 

体外からの被ばく原因の 

主要なもの。 

 







・ 放射線と放射能（種類や性質）
放射線と放射能の違いと単位、
放射線の種類と作用、放射能の減り方

・ 身のまわりの放射線（能）
自然放射線（大地、宇宙、食物から）、
日常生活と放射線（自然及び医療に伴うもの）

・ 放射線による影響

・ 外部被ばくと内部被ばく

・ 近県他での現状







宇宙線宇宙線宇宙線宇宙線のののの高度変化高度変化高度変化高度変化宇宙線宇宙線宇宙線宇宙線のののの高度変化高度変化高度変化高度変化

出所：国連環境計画「放射線 その線量、影響、リスク」

15,000m

10,000m

5,000m

20,000m：：：：13μμμμSv／／／／時間時間時間時間

12,000m：：：：5μμμμSv／／／／時間時間時間時間

4,000m：：：：0.2μμμμSv／／／／時間時間時間時間

2,000m：：：：0.1μμμμSv／／／／時間時間時間時間

海面海面海面海面：：：：0.03μμμμSv／／／／時間時間時間時間

20,000m



食品中の放射性物質







・ 放射線と放射能（種類や性質）

・ 身のまわりの放射線（能）
自然放射線（大地、宇宙、食物から）、
日常生活と放射線（自然及び医療に伴うもの）

・ 放射線による影響
放射線の人体への影響
（種類、線量と症状（現われ方の違い））

・ 外部被ばくと内部被ばく

・ 近県他での現状



放射線の人体への影響

身体的影響身体的影響

遺伝的影響遺伝的影響

早期影響早期影響
脱毛・不妊
など

脱毛・不妊
など

確定的
影響

確定的
影響

晩発的影響晩発的影響

白内障白内障

ガン・白血病ガン・白血病
確率的
影響

確率的
影響

（しきい値の
ある影響）

（しきい値の
ない影響）

遺伝的障害遺伝的障害



確定的影響確定的影響確定的影響確定的影響
障
害
障
害
障
害
障
害
のののの
重重重重
ささささ

自然発生率自然発生率自然発生率自然発生率
？？？？（（（（低線量低線量低線量低線量でのでのでのでの関係関係関係関係））））

線線線線 量量量量

確率的影響確率的影響確率的影響確率的影響

障
害
障
害
障
害
障
害
のののの
起起起起
こ
る
こ
る
こ
る
こ
る
確
率
確
率
確
率
確
率

線線線線 量量量量

しきいしきいしきいしきい値値値値

健康(疫学)調査

原子力作業者

ブラジル, 中国の

高自然放射線地域の住民

チェルノブイリ事故の被ばく者

広島･長崎の原爆被ばく者

放射線影響の研究

線量と障害の関係





放射線量と急性の放射線影響



・ 放射線と放射能（種類や性質）

・ 身のまわりの放射線（能）

・ 放射線による影響
放射線の人体への影響
（種類、線量と症状（現われ方の違い））

・ 外部被ばくと内部被ばく
外部被ばくと内部被ばくの違い、防護の方法

・ 近県他での現状



外部被ばく 内部被ばく

放射線

（放射性物質は体の外） （放射性物質は体の内）
（放射性物質の体内への取込）

放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質をををを体内体内体内体内にににに取取取取りりりり込込込込まないまないまないまない放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質にににに近近近近づかないづかないづかないづかない、、、、遮遮遮遮へいするへいするへいするへいする

空気中の放射性
物質（吸入）

汚染した食物
（経口摂取）

身体汚染

どのようにして防ぐか？

放射性物質

浮遊

経皮吸収

外部被ばくと内部被ばく

表面汚染



最良の方法 ⇒放射線源の排除

外部被ばくの防護

1. 放射線源と作業者の間に遮へい材を置く。
（遮へいによる防護）

2. 放射線源からできるだけ距離をとる。
（距離による防護）

3. 被ばくを伴う作業時間を短くする。
（時間による防護）

外部被ばく防護の３原則



○○ 放射性物質を体内に取り込まないようにする。放射性物質を体内に取り込まないようにする。

摂取経路：摂取経路：
・・汚染した空気の呼吸による吸入汚染した空気の呼吸による吸入((吸入摂取）吸入摂取）
・・汚染物の口からの取り込み汚染物の口からの取り込み((経口摂取経口摂取))

・・皮ふ皮ふ((傷口傷口))からの摂取（経皮吸収からの摂取（経皮吸収))

呼吸保護具呼吸保護具((マスク他マスク他))

人体の露出を防ぐ人体の露出を防ぐ((防護衣、手袋、帽子他）防護衣、手袋、帽子他）

（放射線が遮蔽できる防護衣もあり）（放射線が遮蔽できる防護衣もあり）

内部被ばくの防護

体内に取り込まれた放射性物質は、それ自体の
半減期と人体の代謝作用により、減少していく。



・ 放射線と放射能（種類や性質）

・ 身のまわりの放射線（能）

・ 放射線による影響

・ 外部被ばくと内部被ばく
外部被ばくと内部被ばくの違い、防護の方法

・ 近県他での現状



群馬県近県におけるモニタリングポストの値

各県HP記載１時間値データ
（15,16日以外は各日0時における値で代表）

6/20～現在：
0.03～0.0７程度





福島の放射線（能）の現状～空間放射線量

6月27日までの線量の変化
（文部科学省HPのデータより抜粋して作成）

１マイクロシーベルト毎時



文部科学省HPより（平成23年9月27日及び10月12日付け）



文部科学省HPより（平成23年9月27日及び10月12日付け）



事故時事故時事故時事故時のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの放出放出放出放出、、、、拡散拡散拡散拡散、、、、移行移行移行移行事故時事故時事故時事故時のののの放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの放出放出放出放出、、、、拡散拡散拡散拡散、、、、移行移行移行移行

原子炉原子炉原子炉原子炉
建建建建 屋屋屋屋

放射性雲放射性雲放射性雲放射性雲
（（（（風風風風にににに乗乗乗乗ってってってって拡散拡散拡散拡散））））

ガンマガンマガンマガンマ線線線線

農作物農作物農作物農作物 土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染

沈着沈着沈着沈着
((((ヨウヨウヨウヨウ素素素素、、、、セシウムセシウムセシウムセシウム））））

吸入吸入吸入吸入
((((ヨウヨウヨウヨウ素素素素））））

人間人間人間人間

ガンマ線

風下方向

雨

参 考


