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資源エネルギー庁
経済産業省

放射線とその影響
放射線は私たちの身の回りにもたくさんあります。大地や食べ物などから出ている自然からの放射線や病院の X 線
検査などで使われている放射線や原子力発電所から出てくる放射線があります。受ける放射線の量が同じであれば、
発生源が何であっても影響の度合いは同じです。また、一度に多量の放射線を身体に受けると健康に害を及ぼすこ
とがありますが、日常生活で受ける放射線のレベルであれば影響はありません。

くらしの中の放射線
わたしたちは宇宙から地球上に降り注ぐ宇宙線を受けています。この宇宙線は、放射線の一種です。また、大地か
らも放射線を受けています。これは、大地の中の岩石などに放射線を出す物質が含まれているため、そのような岩
石などからの放射線を受けるためです。
また、わたしたちが日常食べる食物からも放射線を受けています。これは、食物の中に放射線を出す物質が含まれ
ているためです。具体的には、全ての食物には栄養素であるカリウムが含まれていますが、カリウムの中には、放
射性物質であるカリウム 40 がごくわずか含まれているため、食物を食べることにより放射線を受けています。
わたしたちが 1 年間に受ける放射線の中で最も割合が多いのは、呼吸によるものです。これは、大地の中に含まれ
るラドンが呼吸によりからだの中にとりこまれるためです。
このように、わたしたちは昔から放射線にかこまれて生活していますが、放射線のことをご存知でしたか？ このリー
フレットでは、放射線のことをできるだけわかりやすくご紹介します。

［注］ ラドンは無色無臭の気体で、希ガスの中
で最も重い元素。放射線をだす。鉱泉、
温泉、地下水などに溶けている。建材に
も含まれることがある。

出典：
（財）日本原子力文化振興財団資料
国連科学委員会（UNSCEAR）2000 年報告
電気事業連合会「原子力・エネルギー図面集」
2008

〜考えよう、放射線のこと〜

■わたしたちが 1 年間に受ける自然放射線■
一人当たりの年間線量（世界平均）

■食品中の放射性物質濃度の例（ベクレル／キログラム）■
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外部線量：体外から受ける
　　　　　放射線の量。

内部線量： わたしたちが体内に摂取
した放射性物質から受け
る放射線の量。

1

10

0.1

0.4 国内での自然からの放射線の差（年間）（県別平均値の差の最大）

0.2 東京～ニューヨーク航空機旅行（往復）
（高度による宇宙線の増加）

10ブラジル・ガラパリでの自然からの放射線（年間）

2.4 世界の1人当たりの自然からの放射線
（年間・世界平均）

6.9 全身CTスキャン（1回）

1.48日本の1人当たりの自然からの放射線（年間全国平均）

0.022
0.05

胸のX線集団検診（1回）

原子力発電所（軽水炉）周辺の線量目標値（年間）
（実績ではこの数値を大幅に下回っています）

再処理工場の操業による工場周辺の線量評価値（年間）

出所：放射線医学総合研究所調べ等0.01

1.26 空気中の
ラドンから

0.39 宇宙から0.29食物から

0.48大地から

7000mGy 死亡

1000mGy 悪心、おう吐（10％の人）

500mGy 末梢血中のリンパ球の減少

100mGy以下 これより低い線量での臨床症状は確認されていない  

◆体に受ける放射線量とすぐに現れる症状の関係（多量のγ、X線を一時に全身に受けたとき）

※γ線、X線を全身に受けたとき、ミリグレイ（mGy）はそのままｍSvに換算できます。（例えば100mGyは100mSvです）

◆放射線の量
 （単位：ミリシーベルト〈mSv〉）

※日本の原子力発電所から
 放出される放射性物質から
 受ける放射線の量は
 0.001ミリシーベルト未満です。（年間）
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 放出される放射性物質から
 受ける放射線の量は
 0.001ミリシーベルト未満です。（年間）

食物などから 0.29 ミリシーベルト

宇宙から 0.39 ミリシーベルト

呼吸により（主にラドン［注］）1.26 ミリシーベルト

大地から 0.48 ミリシーベルト

自然放射線による年間線量　2.4 ミリシーベルト

第16回 原子力ポスターコンクール

主催：文部科学省　経済産業省資源エネルギー庁

中田　喜文さん　（10歳  富山県）
なか　だ　　 　よし  ふみ

永井　繭子さん　（13歳  埼玉県）
なが　い　　　 まゆ　こ

ポスターで伝えたいこと
日本で作られている電気は、原子力発電で約
26％もまかなわれていて、電気を作る時に CO2
が出ないクリーンなエネルギーというのが印象
に残りました。こうして温暖化ストップにつな
がっていくといいなという希望があります。

ポスターで伝えたいこと
僕は電車が好きなので、原子力エネルギーの
力で走る電車で、環境に良い未来を運ぶこと
が出来るようになればいいなと思いました。

文部科学大臣賞 経済産業大臣賞
な

子ども
部 門

な

一 般
部 門

原子力－未来へつなぐエネルギー－
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放射線の特徴は何ですか？放射線は防ぐことができるのですか？
放射能、放射線とはなんですか？

放射線とは、電子や中性子などの粒子、または X 線などの電磁波の
ことで、原子核の崩壊や核分裂、またレントゲン撮影のときなどに放
出されます。放射線の特徴は物を通り抜ける能力（透過力）を持って
いることです。その能力は放射線の種類により異なります。

天然に存在するカリウムは、ほとんどがカリウム39なのですが、ごくわずかにカリウム40が存在しま
す。カリウム40はカリウム原子核の中性子が陽子に変わり、そのとき電子が飛び出しカルシウム40
に変化します。この電子をベータ線と呼びます。この様に放射線を出す物質を放射性物質と呼びます。
また放射性物質の崩壊が進み、物質の量が半分になる期間を半減期と言います。これは放射性物質の安
定度を示す値でもあり、半減期が短ければ短いほど不安定な放射性物質ということになります。

放射能や放射線の強さや影響はどのように表しますか？

放射能や放射線は「ベクレル」「グレイ」「シーベルト」という単位で表され
ます。放射線が大量に人体に吸収されると大きな影響があります。しかし、
放射線は遮へいすることができ、また放射線から遠ざかったり、当たる時間
を短くすることで安全なレベルまで下がります。

放射線はわたしたちの暮らしに役立つのですか？

放射線には、透過力（とうかりょく）のほかに物質を変質させる能力などが
あります。
わたしたちは放射線のこのような性質を上手に活用して、
生活に役立たせています。

なぜ原子力発電所などの原子力施設から出る放射線の量は、
自然からの放射線の量よりも少ないのですか？

原子力施設から受ける放射線の量は、自然からの放射線よりも極めて
少ない量です。それは、原子力施設が放射性物質を閉じ込める構造に
なっていて、放射性物質が原子力施設の外部へ大量に出ることがなく、
また、放射性物質を放出する場合は、放射性物質の量をできるだけ少
なくしているからです。

原子力発電所の構造
日本の原子力施設の設計・建設に当たっては、放射性物質の放出から周囲の人々を守ることが基本的条件とされ
ており、原子力施設の構造は、事故が起きた場合でも周辺環境への大量の放射性物質の放出に至らない構造とな
っています。

　「放射線」にはアルファ線、ベータ線、エックス線、ガンマ線、中性子線などいろいろな種類があります。共
通した特徴の一つは物を通り抜ける能力（透過力）を持っていることですが、その能力は放射線の種類によ
り異なります。アルファ線やベータ線は透過力が弱く、薄い紙やアルミ板で、ガンマ線や中性子線は厚い鋼
鉄、コンクリート、水などで防ぐことができます。

放射線と放射能
原子力発電に利用されるウランなどは、核分裂する時に

「放射線」を出します。放射線を出す物質を「放射性物質」、
放射性物質が放射線を出す能力のことを「放射能」とい
います。
電灯にたとえると、「放射性物質」が電球で光が「放射線」
になります。

放射性物質の放出と放射線の量の測定
原子力発電所や再処理工場等の原子力施設では、運転に伴い放射性物質を含む廃棄物（放射性廃棄物と呼びます）
が発生します。放射性廃棄物のうち、気体・液体の廃棄物については、最新の技術や設備を用いて、放出する放
射性物質の量を可能な限り少なくし、さらに安全を確認した上で、大気や海中などへ放出しています。
原子力施設周辺の放射線の量は、原子力事業者はもとより原子力施設のある地域の地方自治体が 24 時間体制で
監視・測定し、異常が無いことを確認しており、その測定結果は誰でも役場などで見ることができるようになっ
ています。
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■原子力発電所の構造■

ほぼ実物大

ガンマ（γ）線
エックス（χ）線

α線を止める β線を止める
γ線を止める
χ線 中性子線を止める

紙 アルミニウムなどの
薄い金属板 鉛や厚い鉄の板 水やコンクリート

アルファ（α）線

ベータ（β）線

中 性 子 線

カリウム40の放射性崩壊 半 減 期のしくみ
量
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：中性子

：陽子 原子核の中性子が、
電子と陽子に変わる。

同位体存在
0.0117％

電子ベータ線

カルシウム40

カリウム40

放射性物質

放射能

放射線

電球

光を出す能力

光

放射線はわたしたちの日常生活の中で用いられています。
具体的には、アルファ線は煙探知機（火災報知器）等に、ベータ線は夜光塗料として時計の文字盤等に、
ガンマ線は注射器等医療用器具の滅菌やガン治療、ジャガイモの発芽抑制、害虫ウリミバエの撲滅に、
また、エックス線はレントゲン撮影等に用いられています。このほかにも、陽子線や重粒子線は粒子線
がん治療に、電子線はラジアルタイヤやフロッピーディスクの製作等に、また、イオンビームはカーネー
ションの新品種生産等に用いられています。

● 粒子線（重粒子線や陽子線）による
がん治療

今までの放射線治療と違って粒子線は正常
な細胞を傷つけず、がん細胞のみをねらい
撃ちすることができます。

●環境を守る放射線
火力発電所やゴミ焼却炉から出る排煙に放射線
を利用し、大気汚染物質を除去します。また排
水や汚泥に放射線を利用して有害物質を分解・
殺菌する技術の開発も進められています。

放射線の最新利用

花
放射線による品種改良によ
って、今までなかった色や形
の花が作れます。

ボタン型アルカリ電池
カメラや電卓、時計に使われ
る電池の膜を放射線で強化し
て寿命を延ばします。

半導体イオン注入
半導体に添加したい元素を
イオン化したあと、高電圧
をかけて加速し、半導体内
に打ち込むことで、注入部
分の電気特性を変えます。
超高集積回路の製作に使わ
れています。

ばんそうこうやしょう油パック
ばんそうこうや目薬の容器、お弁当のしょう油
パックなどを放射線で滅菌します。

ジャガイモ
ガンマ線の照射によりその発芽を防ぎ、保存性を高めます。照
射によってジャガイモが放射能を持つことはありません。

ラジアルタイヤ
電子線照射でゴム分子同士を橋かけすることにより、ゴムの流動性を
抑えて硬化させ、加工性や強度を格段に向上させることができます。

ガラス
ガラスの花びんや宝石などに
放射線をあてて色づけします。

電化製品のコード
テレビやパソコンなどのゴムや
プラスチックのコードは放射線
で耐熱性を高めます。

シーベルト（Sv）
受けた放射線による影響の度合いを表す単位
放射線の人体への照射による将来の影響を表します。放射線を安全に管理する
ための指標として用いられ、通常の原子力施設や環境の放射線のレベルで使用
することができます。

放射線・放射能を表す単位
「ベクレル」「グレイ」「シーベルト」という単位で表されます。

ベクレル（Bq）
放射性物質が放射線を
出す能力を表す単位
1ベクレル＝1秒間に1つ
の原子核が壊変することを
表します。
たとえば 370 ベクレルの
カリウム 40は、毎秒ごと
に 370 個の原子核が壊変
して放射線を出してカルシ
ウム40に変わります。

グレイ（Gy）
放射線のエネルギーが物質（人体）に吸収された量を表す単位
放射線が物質（人体）に当たると、持っているエネルギーを物質に与えます。
1グレイ＝1kgの物質が放射線により1ジュールのエネルギーを受けること
を表します。

放射性物質

放射線

［注］ 沸騰水型原子炉（BWR）の場合
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