
ウランが核分裂すると
放射性物質が
出るって聞いたけど。
放射性物質からは
放射線が出て
体によくないんでしょ？

そのために原子力発電所では、
異常を感じると自動的に
核分裂を止めたり、
万が一事故が起きたときでも
放射性物質を外に出さない
ように、何重もの安全対策が
　     とられているんじゃよ。

発電所で働いている人や
その周辺に住んでいる人に
被害が出ないようにね。

しかし、
新聞やテレビの
ニュースでは、
放射性物質のことを
放射能って言うことも
あるがのう。

電球と光にたとえると
わかるじゃろ。
電球が放射性物質で、
光が放射線じゃな。

放射線と放射性物質の
関係を説明しよう。

放射線を出す力(能力）のことを
放射能と言っておる。

その放射能を持つ物質を放射性物質と
言うんじゃ。
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放射性物質を閉じこめる5つの壁

放射線の種類

第1の壁

第3の壁

第4の壁

第5の壁

第2の壁

ペレット
ウランを焼き固めたもの。
核分裂で生まれた
放射性物質のほとんどは、
このペレットの中に
閉じこめられる。

燃料棒（被覆管）　
ペレットを入れた金属製の細い筒。
核分裂で生まれた放射性物質は、
ここから外へは出ない。

原子炉容器　　
厚さ約20cmの鋼鉄製の頑丈な容器。
万が一、燃料棒（被覆管）から
放射性物質がもれても
外へ出るのを防ぐ。

放射線には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線などがあり、種類によって物を突き抜ける力が異なります。

原子炉格納容器　　
厚さ約４cmの鋼鉄製の容器。
原子炉を包み込んで密閉する。

原子炉建屋　　
厚さ約１ｍのコンクリートでできた建物。
第1から第4までの壁を
全部覆ってしまって
放射性物質を閉じこめる。
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アルファ線

ベータ線

ガンマ線
エックス線

陽子（2個）

紙 アルミ板 鉛板・コンクリート

中性子（2個）
原子核

電子

電磁波

電　球 放射性物質

光 放射線

約
1
セ
ン
チ

ほう     しゃ     せい     ぶっ      しつ                       　　               かべ                  と ほう        しゃ       せん　　　　　　 ほう       しゃ       せい       ぶっ       しつ                    かん      けい

ほう    しゃ     せい   ぶっ    しつ             と                                                              かべ

かく  ぶん  れつ
げん   し  りょく  はつ でん  しょ

なん じゅう              あん  ぜん たい  さく

い  じょう        かん                   じ   どう   てき

ほう  しゃ  せい ぶっ  しつ       そと          だ

はつ でん  しょ       はたら                         ひと

しゅうへん         す                            ひと

ひ  がい         で

ほう   しゃ   せい  ぶっ  しつ

ほう  しゃ  せい  ぶっ しつ

ほう   しゃ   せん         で

からだ

で　　　　　　　 き

だい　　　　　　かべ

だい　　　　　　かべ

だい　　　　　　かべ

だい　　　　　　かべ

だい　　　　　　かべ

や         かた

かく  ぶん れつ         う

ほう   しゃ せい ぶっ  しつ

なか

と

や
く

や
く

ねん    りょう     ぼう              ひ      ふく      かん

い                 きん  ぞく せい         ほそ       つつ

かく  ぶん れつ         う                      ほう  しゃ  せい ぶっ  しつ

そと　　　　　  で

げん       し         ろ      よう       き

あつ       やく                           こう てつ  せい        がん じょう        よう   き

まん        いち     ねん りょう  ぼう       ひ   ふく  かん

ほう  しゃ  せい  ぶっ しつ

そと          で                     ふせ

げん       し        ろ       かく      のう      よう       き

あつ       やく                       こう  てつ せい         よう   き

げん   し     ろ        つつ         こ                みっ ぺい

げん       し         ろ      たて       や

あつ       やく                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　   たて  もの

だい                  だい                        かべ

ぜん  ぶ   おお

ほう   しゃ  せい ぶっ しつ         と

ほう   しゃ  せん        ほう   しゃ   せい  ぶっ   しつ

かん  けい       せつ めい

ほう  しゃ  せん         だ        ちから   のう  りょく

ほう   しゃ   のう         い

ほう  しゃ  のう          も         ぶっ  しつ       ほう  しゃ   せい ぶっ  しつ

しん ぶん

ほう  しゃ  せい  ぶっ しつ

ほう   しゃ  のう              い
ひかり

ほう   しゃ  せん

でん きゅう     ひかり

でん  きゅう       ほう  しゃ  せい  ぶっ しつ      

ひかり　　 ほう  しゃ  せん

でん         きゅう ほう  しゃ   せい  ぶっ  しつ

ほう      しゃ   せん              しゅ   るい

ほう  しゃ  せん                                         せん                       せん                       せん                                     しゅ るい                         もの         つ           ぬ             ちから     　こと

せん

せん

せん

せん

よう    し             こ

ちゅう せい   し             こ

げん   し   かく

でん   し

でん   じ　  は

かみ ばん なまり ばん

い

かく ぶん  れつ         と

まん　　  いち   じ     こ           お

16 17


