
放射線は、原子力発電所
だけじゃないの？

自然の中にも放射線が
あるって知ってるかい？

じゃあ僕は、放射線を
受けているの？

放射線は私たちの身近にあります放射線は私たちの身近にあります放射線は私たちの身近にあります放射線は私たちの身近にあります
そうじゃ、目に見えないだけなんじゃ。
地球ができた太古の昔から
自然の放射線はあるんじゃ。

まず、太陽や宇宙空間からは、
宇宙線という放射線が飛んできておる。

それから大地や食べ物の中には、
自然の放射性物質が含まれていて、
放射線を出している。

それに空気中にも自然の放射性物質が
あって、それを吸い込んでいるんじゃ。
これらから受ける放射線を
自然放射線というんじゃな。

肉や野菜の中にも
放射性物質が入ってるの？

そうじゃよ。
わしらはみんな、自然から
1年間で2.4ミリシーベルト
の放射線を受けているんじゃ。
ミリシーベルトというのは、
どれだけの放射線を
受けたかを表す単位じゃよ。

レントゲン検査でも放射線
を受けるんでしょ？

そうじゃ、病気の診断や
治療に放射線が使われ
ているし、

原子力発電所の運転でも少しだけ
じゃが放射線が出る。 これらを
自然放射線と区別して、人工放
射線というんじゃよ。

それはどのくらいあるの？ 君たちが学校などで受ける胸のレントゲン検査が
１回で0.05ミリシーベルトじゃ。

法律では、1年間に1ミリシーベルト以下に制限されて
おるんじゃが、原子力発電所から実際に受ける量は
0.001ミリシーベルト以下なんじゃよ。

放射線を受けると
悪い影響があるんでしょ？

もちろん一度にたくさんの
放射線を受けると体に障害が出るんじゃが、
少しだけなら心配しなくてもいいんじゃよ。

どれだけの放射線を受けたかが問題なんじゃよ。

たくさん放射線を受けたときの影響

1,000

(全身） 血を造る臓器の機能が一部低下する

(全身） これ以下では臨床症状がない200以下

500

(全身)  吐き気がしたりだるくなる

7,000～10,000

(全身）  死亡する

放射線の量
(単位：ミリシーベルト）

病気の診断以外にも
放射線が利用されているのね。

放射線はこんなところで利用されています

空港では、エックス線を使って、

荷物の中に危険物などがない

かを調べています。
放射線を当てて車のタイヤ(ゴム）

を硬くしたり、プラスチックを長持

ちさせることができます。

放射線の性質を利用して、煙が

やってきたことを感知します。

ジャガイモやタマネギに放射線

を当てると芽が出なくなり、長期

間保存ができます。
注射器やメスなどに放射線を当てて

ばい菌を殺します。袋詰めした上から

殺菌できるので、手で触れることがな

く清潔です。

植物に放射線を当てると、その特徴

を変えることができます。病気に強い

品種を作り出したり、花の色を変えた

りしています。

放射線をガン細胞

に当てて破壊し、

ガンを治療します。
放射線には、
物を突き抜けるなどの
いろいろな
力があるんじゃ。
この力を利用して、放射線は
工業、農業、医学など、
いろいろなところで
役立っているんじゃよ。

放出実績（評価）0.001以下
原子力発電所からの放射線(年間）

出典：2000年版「国際放射線影響科学委員会報告」に準拠し、実効線量で記載。
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