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　放射線を出す物質を放射性物質といい、
放射線を出す能力を放射能といいます。
　これらの関係を懐中電灯に例えると、
「放射性物質」が懐中電灯で、「放射線」が
光になります。

放射線と放射性物質は

光と懐中電灯の関係に

似ているんだね。

AA 放射線は目に見えない光
のようなものなのよ。
においもしないし、さわる
こともできないの。

放射線は目に見えない光
のようなものなのよ。
においもしないし、さわる
こともできないの。

放射線って
　　なあに？
放射線って
　　なあに？

懐中電灯に例えると…懐中電灯に例えると…

放
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放射線を
出す能力
（放射能）

懐中電灯

放射性物質
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　放射線には、電磁波の仲間であるガンマ線
とエックス線や、粒子線の集まりである
アルファ線やベータ線、中性子線などがあ
ります。種類によって物を通りぬける力が
違います。

健康診断の胸の検査

などで使われるのは

エックス線なんだって。

AA 放射線には電磁波（光のよ
うなもの）と粒子線の集ま
り（原子よりも小さな粒）
があり、それぞれ性質が
違うのよ。

放射線には電磁波（光のよ
うなもの）と粒子線の集ま
り（原子よりも小さな粒）
があり、それぞれ性質が
違うのよ。

放射線には、
どんなものがあるの？
放射線には、
どんなものがあるの？ いろいろな放射線の通りぬける力いろいろな放射線の通りぬける力

紙

アルファ（α）線

ベータ（β）線

中性子線

ガンマ（γ）線
エックス（χ）線

水

アルミ板
厚い鉛板や
コンクリート
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　木や水、食べ物や私たち人
間の体も「原子」でできてい
ます。原子は、原子核とその
周りを回っている電子からで
きています。自然界には９２種
類の原子があり、この原子の
組み合わせで、いろいろな物
ができています。

AA 私たちの身の回りにある
すべての物は、「原子」と
いう目に見えない小さな
粒からできているのよ。

私たちの身の回りにある
すべての物は、「原子」と
いう目に見えない小さな
粒からできているのよ。

原子って
なあに？
原子って
なあに？
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　原子核は陽子と中性子でできていて、原
子の種類によって陽子の数が違います。水
素原子は陽子１個、酸素原子は陽子８個で、
原子力発電所の燃料に使われているウラン
原子は陽子が９２個あります。

酸素の原子…陽子８個 ウランの原子…陽子９２個
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　原子は普通、安定し
た状態で存在していま
すが、余分なエネル
ギーを持っている不安
定な原子もあります。

　不安定な原子は余
分なエネルギーを出
して、安定した原子
になろうとします。
　このとき、出てくる
余分なエネルギーが
放射線です。

「セシウム137」の原子
は、ベータ線とガンマ線
を出して「バリウム
137」の原子に変身し
て安定するのね。

AA 放射線は余分なエネル
ギーを持っている原子
から出てくるのよ。

放射線は余分なエネル
ギーを持っている原子
から出てくるのよ。

放射線は、
どこから出てくるの？
放射線は、
どこから出てくるの？

放射線の発生〈例〉放射線の発生〈例〉

変身して安定

冷えて安定
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　放射性物質は放射線を出すことで、時間
とともにより安定した違う原子に変わって
いきます。このため放射性物質の原子の数
は減少し、その減り方は種類によって違いま
す。ある種類の放射性物質の原子の数が半
分になるまでの期間を「半減期」といい、例
えばヨウ素131の半減期は8日です。

AA 放射能の強さは時間ととも
に弱くなっていくわ。放射
性物質の種類によってその
弱まり方が速かったり、遅
かったりするのよ。

放射能の強さは時間ととも
に弱くなっていくわ。放射
性物質の種類によってその
弱まり方が速かったり、遅
かったりするのよ。

放射能は、どうやって
減っていくの？
放射能は、どうやって
減っていくの？

放射能の減り方放射能の減り方
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ヨウ素131は放射線を出して
キセノン131という安定した
原子に変わります。
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　地球が誕生した当時は、自然の放射性物
質が多く存在していました。これらは放射線
を出しながら変化し、最後には放射線を出さ
ない安定した物質になります。安定した物質
に変わる速さが遅いウランやトリウムなど
は、地球誕生から４６億年経った現在でも土
や岩などの中に残っています。

AA 自然界には放射性物質がもと
もと存在しているのよ。大昔
から土や岩の中に含まれてい
るものや、宇宙からの放射線に
よってできるものがあるのよ。

自然界には放射性物質がもと
もと存在しているのよ。大昔
から土や岩の中に含まれてい
るものや、宇宙からの放射線に
よってできるものがあるのよ。

自然界にも
放射性物質はあるの？
自然界にも
放射性物質はあるの？

自然界にある主な放射性物質自然界にある主な放射性物質
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放射性物質 半減期 放出する主な放射線

　また、宇宙から地球に絶え間なく降り注い
でいる放射線（宇宙線）が、空気中の窒素や
酸素と衝突すると炭素14などの放射性物質
になります。

自然界にもいろいろ

な放射性物質が

あるんだね。

 ラジウム２２６ 約1600年 アルファ線

 ウラン２３５ 約7億年 アルファ線

 カリウム４０ 約12億年 ベータ線・ガンマ線

 ウラン２３８ 約45億年 アルファ線

 トリウム２３２ 約141億年 アルファ線

 三重水素（トリチウム） 約12.3年 ベータ線

 炭素１４ 約5730年 ベータ線
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　原子力発電所は、ウラン235の核分裂で
発生する熱エネルギーを使って発電してい
ます。この時できた原子のほとんどが放射
性物質です。これらは「核分裂生成物」と呼

AA 天然の放射性物質である
ウラン燃料が核分裂する
と、また違う放射性物質に
変わるのよ。

天然の放射性物質である
ウラン燃料が核分裂する
と、また違う放射性物質に
変わるのよ。

どうして
原子力発電所には、
ウラン以外の放射性
物質があるの？

どうして
原子力発電所には、
ウラン以外の放射性
物質があるの？

原子力発電所でできる主な放射性物質原子力発電所でできる主な放射性物質

1313 1414

放射性物質 半減期 放出する主な放射線

冷却材…核分裂で発生した熱を原子炉から外に取り出す役目をするもの。
　　　　軽水炉では、普通の水が使われている。

 ヨウ素１３１ 約8日 ベータ線・ガンマ線

 マンガン５４ 約312日 ガンマ線

 コバルト６０ 約5.3年 ベータ線・ガンマ線

 ストロンチウム９０ 約29年 ベータ線

 セシウム１３７ 約30年 ベータ線・ガンマ線

 プルトニウム２３９ 約2.4万年 アルファ線

ばれ、セシウム137やヨウ素131などです。
　また、原子炉や冷却材の中の物質が、核
分裂の時に飛び出す中性子を受けて放射
性物質に変わります。これらは「放射化物」
と呼ばれ、コバルト60やマンガン54など
です。
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せん せん

せん せん

せん せん

やく              まん  ねん

やく                にち

やく              ねん

やく            ねん

やく            ねん

せん

せん

れい きゃく ざい         かく ぶん  れつ         はっ  せい                 ねつ          げん   し     ろ                  そと           と            だ           やく   め

                              けい すい    ろ                           ふ    つう         みず         つか



グレイグレイ
GyGy

吸収した放射線の総量吸収した放射線の総量

受ける放射線の量受ける放射線の量

QQ

ベクレルは、放射能（放射線を出す
能力）の量を表す単位です。

グレイは、放射線がある物質に吸収
された放射線のエネルギーを表す
単位です。

シーベルトは、放射線が人体に与え
る影響の大きさを表す単位です。

人体への影響はシーベルト
で表すんだね。

AA 「ベクレル」は放射能の量、
「シーベルト」は放射線が
人体に与える影響を表す
単位なのよ。

「ベクレル」は放射能の量、
「シーベルト」は放射線が
人体に与える影響を表す
単位なのよ。

放射線の
単位はなあに？
放射線の
単位はなあに？

放射性物質人

1515 1616

ベクレルベクレル
BqBq

グレイグレイ
GyGy

シーベルトシーベルト
SvSv

シーベルトシーベルト
SvSv

放射線の影響放射線の影響

放射線が人体に
与える影響の大きさ

放射線が人体に
与える影響の大きさ

ベクレルベクレル
BqBq

放射能放射能

放射能（放射線を出す能力）
の量

放射能（放射線を出す能力）
の量

放射線

1シ ー ベ ルト＝1000ミリシーベルト
1ミリシーベルト＝1000マイクロシーベルト
1マイクロシーベルト＝1000ナノシーベルト

ほう  しゃ  せんひと ほう  しゃ  せい  ぶっ  しつ

ほう             しゃ           せん

たん             い

                                                                     ほう     しゃ     のう                りょう

                                                                                    ほう      しゃ      せん

じん      たい                   あた                             えい     きょう                あらわ

たん       い

                                                                     ほう     しゃ     のう                りょう

                                                                                    ほう      しゃ      せん

じん      たい                   あた                             えい     きょう                あらわ

たん       い

                                                      ほう    しゃ    のう           ほう    しゃ     せん              だ

 のう   りょく                  りょう           あらわ            たん     い

                                          ほう    しゃ     せん                                ぶっ    しつ            きゅう  しゅう

                               ほう    しゃ    せん                                                                       あらわ

  たん     い

                                                              ほう    しゃ     せん             じん   たい             あた

          えい   きょう            おお                              あらわ            たん     い

きゅうしゅう             ほう しゃ  せん        そうりょう

う                 ほう しゃ  せん       りょう

ほう しゃ  のう

ほう しゃ  のう    ほう しゃせん       だ       のうりょく

りょう

ほう しゃ  せん        えいきょう

       ほう  しゃ  せん        じん たい

 あた              えいきょう        おお

  じん    たい                       えい   きょう

          あらわ



QQ

　私たちが日常生活で受けている放射線で
も、体の中の細胞に変化が生じますが、回復
能力によってすぐ元に戻り、特別な障害は現
れません。
　これまでの様々な調査・研究によると、受
けた放射線の量が100ミリシーベルト以下
であれば、健康への影響は確認されていま
せん。

どれくらい受けると
危険なのかを知るこ
とが大切ね。

AA 放射線の人体への影響は、
受けた放射線の量によって
違うのよ。

放射線の人体への影響は、
受けた放射線の量によって
違うのよ。

放射線は体に
どのような影響が
あるの？

放射線は体に
どのような影響が
あるの？

1717 1818

宇宙から  0.3

大地から  0.33

食べ物から 0.99

空気中の
ラドンから  0.48

0.1

1

10

100

1000

ブラジル・
ガラパリの自然放射線

（年間）          10

１人当たりの自然放射線（年間）

東京～ニューヨーク
航空機旅行（往復） 
     0.08～0.11

0.06  胸のＸ線集団検査（１回）

0.6  胃のＸ線集団検査（１回）

1.0  一般の公衆の線量限度（年間）［医療は除く］

参考：原子力総合パンフレット2016をもとに作成

胸のＸ線コンピュータ
断層撮影検査（１回）［ＣＴスキャン］

1,000  全身被ばく

悪心・おう吐（10％の人）

死亡

500  全身被ばく

末梢血中のリンパ球減少

10,000

  7,000  全身被ばく
〜

これより低い線量では健康への影響は確認されていません

全身被ばく　　　　　　 100

放射線の量
ミリシーベルト
（mSv）

世界平均 2.4

2.4～12.9

ほう           しゃ         せん                     からだ

ほう      しゃ      せん                 じん      たい                            えい     きょう

  う                              ほう     しゃ      せん               りょう

ちが

ほう      しゃ      せん                 じん      たい                            えい     きょう

  う                              ほう     しゃ      せん               りょう

ちが

             わたし                                    にち    じょう    せい     かつ                  う                                                  ほう     しゃ      せん

                   からだ               なか                 さい     ぼう              へん      か                 しょう                                                    かい     ふく

     のう    りょく                                                                もと                 もど                    とく     べつ               しょう    がい               あらわ

                                                                     さま     ざま               ちょう      さ            けん    きゅう                                                      う

                           ほう     しゃ      せん               りょう                                                                                                                い        か

                                                        けん     こう                            えい    きょう               かく     にん

えい         きょう

                                                    う

  き      けん                                               し

                   たい   せつ

ぜん   しん    ひ

ほう  しゃ   せん          りょう

ひく     せんりょう            けんこう            えいきょう     かくにん

し  ぜんほうしゃ せん

ねんかん

せ かい へいきん
日本平均 2.1
にっぽんへいきん

ひとり  あ                    し  ぜんほう しゃせん       ねんかん

う ちゅう

だい  ち

た        もの

くう  き ちゅう

とうきょう

こうくう   き  りょ こう      おう ふく

むねエックスせんしゅうだんけんさ           かい

い   エックスせんしゅうだんけんさ         かい

いっぱん      こうしゅう    せんりょうげん ど        ねんかん          い りょう     のぞ

むね エックスせん

だんそう さつえい けん さ           かい

まっしょうけっちゅう                   きゅうげんしょう

ぜん しん  ひ

お  しん                    と                            ひと

ぜんしん  ひ

ぜんしん  ひ

し  ぼう

日本平均の内容
にっぽんへいきん       ないよう



QQ

　放射性物質から身を守るには、屋外にい
る人は建物に入って窓を閉めたり、換気扇を
止めたりして建物の気密性を保つことが重
要です。また、自治体の指示で制限されてい
る水や食べ物はとらないことや、放射性物
質を屋内に持ち込まないようにするため、
帰宅したら手や顔、髪などを洗ったり、服を
着替えたりすることも有効です。

AA 自宅などの建物の中に
退避したり、遠く離れて
身を守るのよ。

自宅などの建物の中に
退避したり、遠く離れて
身を守るのよ。

どうすれば、
放射線から
身を守れるの？

どうすれば、
放射線から
身を守れるの？

放射線の外部被ばくを防ぐためには…放射線の外部被ばくを防ぐためには…

放射線の発生源から離れる

建物の壁でも放射線

をさえぎることが

できるんだね。

1919 2020

　放射線の影響は遠く離れれば離れるほど
弱くなるので、放射線を大量に受ける状況
では避難するのが効果的です。

受ける放射線の量は、発生源から離れれば離れる
ほど少なくなる。

放射線を受ける時間を短くする
受ける放射線の量は、時間が短いほど少なくなる。

放射線を遮へいする
発生源の近くでも、コンクリートなどで遮へいする
と受ける放射線の量が少なくなる。

ほう           しゃ         せん

み                          まも

じ        たく                                        たて      もの                  なか

たい      ひ                                             とお               はな

 み                まも

じ        たく                                        たて      もの                  なか

たい      ひ                                             とお               はな

 み                まも

               ほう      しゃ     せい      ぶっ     しつ                             み                  まも                                             おく    がい

             ひと                たて     もの               はい                         まど                 し                                            かん     き       せん

     と                                                            たて     もの                 き       みつ      せい               たも                                               じゅう

   よう                                                             じ         ち      たい                 し        じ                  せい     げん

              みず                 た                    もの                                                                                                   ほう      しゃ     せい      ぶっ

   しつ                 おく      ない                 も                    こ

     き        たく                                     て                  かお            かみ                                      あら                                         ふく

     き        が                                                                                       ゆう     こう

             ほう      しゃ     せん                 えい    きょう               とお              はな                                      はな

  よわ                                                                   ほう     しゃ      せん                たい     りょう                 う                            じょう   きょう

                          ひ     なん                                               こう       か      てき

  ほう     しゃ     せん               はっ    せい     げん                        はな

ほう    しゃ   せん             がい    ぶ      ひ                             ふせ

う                        ほう   しゃ    せん            りょう                 はっ   せい    げん                    はな                               はな

                すく

  ほう     しゃ     せん               う                            じ      かん             みじか

う                        ほう   しゃ   せん           りょう                  じ     かん           みじか                           すく

  ほう     しゃ     せん               しゃ

はっ    せい   げん             ちか                                                                                                              しゃ

          う                      ほう    しゃ   せん           りょう           すく

たて   もの            かべ                     ほう    しゃ    せん


