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１-1．自然の放射性物質 
自然の放射性物質はどこからきたか 
 「放射能」について考えてみる前に、放射能を出す物質放射性物質につ
いて考えてみましょう。放射性物質には自然由来の放射性物質・「自然
の放射性物質」と人間が作り出した「人工の放射性物質」の2種類があ
ります。 

自然の放射性物質 
 地球にある自然の放射性物質は、すべて宇宙から隕
石などに運ばれてやってきました。放射性物質のう
ち重い元素「ウラン」や「プルトニウム」などはド
ロドロの火の玉だった地球が冷え固まる過程で地中
深く沈んでいきました。一方、軽い放射性物質であ
るカリウム40だけは地表近くに留まりました。 

 ですからもともと重い元素である放射性物質（軽い
カリウム40は除く）は地球の地中深くに今でもた
くさん存在しています。 

地球に到達した放射性物質はどうなったか 

図引用出典：国立研究開発法人海洋研究開発機構webサイト「地球46億年の歴史と生命
進化のストーリー」より https://www.jamstec.go.jp/sp2/column/04/ 2 



 本来地中深く人間の手の届かないところ
に大量にある重い放射性物質は、地球の
内部活動や造山運動などでその一部が地
表近くに持ち上がり、冷え固まりました。 

 人間がウラン鉱山などでウラン鉱石など
を採掘できるのもこのためです。 

１-2．自然の放射性物質 

 地球にやってきた放射性物質
は大きく４つの系列に分類で
きます。これを原始放射性物
質と呼びます。（右図参照）
４つの系列の放射性物質が
次々と核崩壊を起こして新た
な放射性物質が地球内部で生
まれてきました。 

原始放射性物質 

地表近くに上昇してきた放射性物質 

オーストラリアのウラン採掘
「Ranger鉱山」 
写真出典：Energy Resources 
of Australia Ltd.（ERA）公
式webサイトより 
https://www.energyres.co
m.au/media/gallery/ 
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２-1．人工の放射性物質 
核分裂の発見 
 原子核は分裂するのではないかーという予測
は物理学者の間で早くから議論されてきまし
た。これを実験で確認したのが、ドイツの核
物理学者オットー・ハーンです。ハーンは、
天然ウランに中性子を照射し、バリウムの同
位体が生成されることを実験で確認しました。
つまり、核分裂が起こることを実際に証明し
たのです。1938年のことです。 

核の軍事利用 
 核分裂は膨大な宇宙的エネルギーを放出することがすでに
わかっていましたので、これを利用できないか、という議
論はすでに30年代の中ごろから学者の間で議論がありまし
た。ハーンの発見を機に、これを最初に利用するプロジェ
クトが始まりました。これがマンハッタン計画です。マン
ハッタン計画はウランの同位体であるウラン235を核分裂
させることによって、軍事兵器を開発しました。これが
1945年の広島原爆であり、長崎原爆でした。 4 

引用出典：日本語Wikipedia
「オットー・ハーン」より 

引用出典：日本語
Wikipedia「リトル
ボーイ」より 



２-2．人工の放射性物質 
核の産業利用 
 核分裂から大量のエネルギーが放出されることがわかった時点で、すでに核の
産業利用は企画されていました。しかし当時は第二次世界大戦中であり、核の
軍事利用が優先されたという要因と、核の産業利用のほうが軍事利用より難し
い、という事情もあり、核の産業利用が実用化されたのは戦後のことになりま
す。大規模な実用化は原子力発電の形態でスタートします。1953年国連総会に
おける米アイゼンハワー大統領の”Atoms for Peace”（平和のための原子）演
説をきっかけに国際的な産業利用が呼びかけられ、1957年にその推進機関とし
て国連の下部組織として国際原子力機関（IAEA）が設立されました。 
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1953年国連総会アイゼンハワー大統領演説”Atoms for Peace” 
図出典：IAEA Webサイトより 
https://www.iaea.org/sites/default/files/54401210304_ru.pdf 

建物外観 
引用出典：日本語Wikipedia
「国際原子力機関」より 

資料出典：スティムソン「陸軍長官声明」http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/rikugun_chokan_seimei.htm 
       「1945年5月31日暫定委員会議事録」 http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Interim%20Committee1945_531.htm 

http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Interim Committee1945_531.htm


２-3．人工の放射性物質 
大量につくられる 
人工放射性物質 

 こうして1945年以降、核の時代
がスタートします。核の軍事利
用、たとえば核実験、兵器級核
燃料製造施設や核の産業利用、
たとえば原子力発電所、核燃料
再処理施設、原子炉級核燃料製
造施設などで大量に人工の放射
性物質がつくられるようになり
ました。 

 例えば、右表に見られるように、
人工放射性物質のなかで特にプ
ルトニウムは現在では軍事利用、
産業利用を含めて大量に地球に
存在するようになりました。 

•この表は International Panel on Fissile Materials (IPFM)の2011年報
告を元にしている。 
•高濃縮ウランは兵器級ウラン（90%濃縮）等量 
•核兵器プルトニウムはプルトニウム239の濃縮率が80％以上。 
•原子炉級プルトニウムはプルトニウム239濃縮率が5%未満。 
•表中、日本の原子炉級プルトニウムの保有量が44.9トンになっているが、これ
は2011年報告の時点であり、現在（2018年時点）では47トンになっている。 
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引用元：核情報のwebサイト 
http://kakujoho.net/ndata/pu_wrld.html 



⼤気圏核実験で放出された主な⼈⼯放射能
（⼈⼯放射性物質）

単位はペタベクレル（PBｑ＝千兆 Bq) または質量（ｇ）
数字はすべて推定

放射線核種 記号 半減期 地球放出量
トリチウム
炭素 14
ストロンチウム 89
ストロンチウム 90
イットリウム 91
ジルコニウム 95
ルテニウム 103
ルテニウム 106
ヨウ素 131
バリウム 140
セリウム 141
セリウム 144
セシウム 137
プルトニウム 239
プルトニウム 240
プルトニウム 241

3H
14C
89Sr
90Sr
91Y
95Zr

103Ru
106Ru
131I

140Ba
141Ce
144Ce
137Cs
239Pu
240Pu
241Pu

12.33 年
5730 年

50.53 ⽇
28.78 年
51.51 ⽇
64.02 ⽇
39.36 ⽇
373.6 ⽇

8.02 ⽇
12.75 ⽇

32.5 ⽇
284.9 ⽇
30.07 年

2 万 4110 年
6563 年

14.35 年

186,000
21

117,000
622

120,000
148,000
247,000

12,200
675,000
759,000
263,000

30,700
948

6.52g
4.35g
142g

単位は PBq｡10P( ペタ）で京の単位になる。たとえばトリチウムは、
1 万 8600 京の放出量となる。
＜参照資料＞ATOMICA 『⼈⼯放射線（能）』の「表１ ⼤気圏内核実験において
⽣成した地球規模に拡散した放射性核種」

＜参考資料＞

伊⽅原発広島裁判応援団



３-1．放射性物質と放射能 
放射性物質から放たれる電離エネルギー 
 自然の放射性物質にしても、人工放射性物質にしても、環境に「電離エ
ネルギー」を放出します。電離エネルギーとは、物質に電離作用をおよ
ぼすエネルギーのことです。 

 物質に電離エネルギーによって電離作用をおよぼす力（能力）のことを
「放射能」と呼びます。 

 放射性物質はすべてこの電離エネルギーを持ちますから、放射性物質に
は放射能がある、という言い方も出来ると思います。 

 放射性物質からの電離エネルギーは粒子や光子の流れによってもたらさ
れます。この光子や粒子の流れのことを「電離放射線」と呼びます。 

 すべての放射線が電離放射線ではありません。電離放射線という以上、
非電離放射線もあります。 

 大きな違いは、電離放射線には電離作用をもたらす力、すなわち放射能
がありますが、非電離放射線には電離作用をもたらす力がありませんか
ら、放射能がない、という点です。 
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３-2．電離エネルギーは 
   どこからくるの？ 

 電離エネルギーは核融合・核分裂・核崩壊という物理現象にともなって放出さ
れるα線、β線、γ線、X線、中性子線などといった電離放射線によってもたらさ
れます。 

 ここでは、核崩壊によってβ線が放出されるしくみをみてみましょう。 

核融合・核分裂・核崩壊 
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３-3．電離エネルギーは 
   どこからくるの？ 

 この原子核で構成された原子はもう水素ではなく水素より重い原子核、ヘリウ
ムに変わります。（ヘリウムの同位体、３He）この現象を核崩壊と呼びます。 

 この核崩壊の際に、２つのエネルギーを放出します。一つのエネルギーはβ線の
放出に伴う電離エネルギーです。もう一つのエネルギーは熱エネルギーです。 

 このように、放射性物質の核崩壊は電離エネルギーと熱エネルギーを放出しま
す。 

 図は不安定な同位体（核分裂物質）
であるトリチウムの核崩壊を描いた
模式図です。トリチウムの原子核は、
図のように陽子1個中性子2個で非
常に不安定な状態です。 

 安定化しようとして中性子1個が電
子1個放出し、陽子に変わります。
放出した電子は電子殻に捕獲されま
す。図にあるように、陽子2個、中
性子1個で構成される原子核になり
ます。 
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３-4．福島第一原発で放出され
る膨大な熱エネルギー 
 核崩壊は私たちの生活とは無縁な現象とおもわれがちですが、実はそれ
ほど無縁でもありません。 

 炉心溶融事故を起こした福島原発事故では、原子炉内に大量の、そして
様々な種類の放射性物質を抱えています。こうした放射性物質（核分裂
生成物＝死の灰）は、いっせいに核崩壊をしています。この核崩壊にと
もなって膨大な崩壊熱を出しています。この崩壊熱を下げなければ、再
び核燃料は熔けてしまいます。（メルトダウン）熔けないようにするた
めには、水をかけ続けなければなりません。 

 福島第一原発でいま行われていることは、一言でいえば、崩壊熱の上昇
を防ぐために水をかけ続けている、という作業なのです。 

 それではいつまで水をかけ続けなければならないのか？例えばプルトニ
ウム240が半分になる期間（物理的半減期）は約6500年、プルトニウ
ム239は約2万4000年ですからほぼ、永久に水をかけ続けなければなら
ない、ということになります。 

 それでは、電離エネルギー・電離作用とはいったいなにかという話にな
ります。 10 



３-2．放射性物質と放射能 
電離エネルギー・電離作用とはなにか 

※ 電子の挙動は量子力学的
世界では実際にはもっと
ダイナミックです。ここ
では表現の制約上、ラザ
フォードのモデルを使い
ます。 

 ヒトの体は原子や分子で基本的に構成されています。 
 原子はマイナスの電荷を持つ電子、プラスの電荷を持つ陽子、電荷を
持たない中性子の３つの素粒子によって構成され、通常はプラスとマ
イナスの釣り合いがとれて安定しています。 

 「電離作用」とは、原子から電子を奪ったり、陽子を押し出して釣り
合いのとれない不安定な状態にすることです。また、この現象を「電
離現象」といいます。電離現象を起こすエネルギーのことを「電離エ
ネルギー」といいます。電離エネルギーの単位はエレクトロンボルト
（eV）です。 

電離エネルギー・電離作用は、物質一般について使われる言葉ですが、以降、ヒトの体に
およぼす影響の範囲で見ていきましょう。 

電離は英語の「ionization」の訳語なので、電離作
用のことを「イオン化」と呼ぶ人もいます。 

プラスとマイナスの 
釣り合いがとれて 
安定した状態の原子 
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４．プラスの電離作用 
プラスのイオン化の例  プラスの電離作用とは、安

定した原子から電子を奪う
作用のことです。マイナス
の電荷を持つ電子が奪われ
るので残った原子全体はプ
ラスの電荷を持ちます。 

 この作用をプラスの電離作
用（プラスのイオン化）と
呼びます。 

 この電離作用を起こさせる
代表的な電離放射線には、
α線（アルファ線）、β線
（ベータ線）、γ線（ガン
マ線）、X線などがありま
す。 

※ 電子の挙動は量子力学的世界では実際にはもっとダ
イナミックです。ここでは表現の制約上、ラザ
フォードのモデルを使います。 

プラスとマイナスの釣り合いがとれて 
安定した状態の原子から、マイナスの電荷を持つ 
電子が奪われるので、原子はプラスの電荷を持ち 

不安定な状態になります。 
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５．マイナスの電離作用 

※ 電子の挙動は量子力学的世界では実際にはもっとダ
イナミックです。ここでは表現の制約上、ラザ
フォードのモデルを使います。 

プラスとマイナスの釣り合いがとれて 
安定した状態の原子から、プラスの電荷を持つ 

陽子が押しだされるので、 
原子はマイナスの電荷を持ち 
不安定な状態になります。 

マイナスのイオン化の例  マイナスの電離作用とは、
安定した原子から陽子を押
し出す作用のことです。プ
ラスの電荷を持つ陽子を奪
われるので、残った原子全
体はマイナスの電荷を持ち
ます。 

 マイナスの電離作用は中性
子線によって起こされます。
中性子線自体は電荷を持ち
ませんが、原子から陽子を
押し出すという電離現象を
起こしますので、電離放射
線に分類されています。 
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６-1．放射能の危険 
放射線被曝とはなにか 
 電離エネルギーに曝されて、物質に電離現象の生ずる状態を「放射線
被曝」と呼びます。 

 放射線被曝は、何もややこしい現象ではありません。中性子線に曝さ
れる原子炉の圧力容器も放射線被曝をしていますし、病院でレントゲ
ン検査を受ける時も放射線被曝をしています。 

 ただし、この単純な現象が体の中で慢性的に起こると、とてつもない
健康被害を生じます。 

 体全体を構成するのは臓器・器官・組織ですが、それらはそれぞれお
細胞で構成されています。細胞は当然のことながら原子で構成されて
います。その原子が電離作用によって不安定になり、元の機能を果た
せなくなるわけですから、原子によって構成されている細胞も当然元
の機能を果たせなくなります。あるいは、変異するかもしれませんし、
死滅するかもしれません。細胞で構成されている臓器・器官・組織も
機能しなくなる（機能不全）場合もあります。機能不全に陥った臓
器・器官・組織が体の中で優勢になれば、多臓器不全で死ぬことすら
あります。 14 



６-2．放射能の危険 
放射線被曝が人体にもたらす影響 
 放射線被曝が人体にもたらす影響については、真っ二つに相反した
２つの見方が存在します。 

国際放射線防護委員会（ICRP）の見解 

 ICRPは「低線量被曝（100mSv以下）では人体に有害な影響をも
たらすという科学的な証拠はない」と主張しています。しかし、放
射線被曝に安全量はないという立場（LNT仮説＝しきい値なし論）
から、低線量被曝で生ずる健康影響は、もしあっても発がんだけだ、
と主張しています。日本政府はICRPの見解に100％従っています。
また、日本政府の関係者のなかには、「科学的証拠はない」という
見方を拡大解釈して「100mSvまでは安全だ」（100mSvしきい値
論）と主張する人もいます。また、ICRPは低線量被曝で発生する
健康影響は発がんだけだ、とも主張しています。（動物実験では遺
伝的影響もある、としています）なお、ICRPのこの見解は、広
島・長崎原爆被曝者寿命調査（LSS）の結果を元にしています。 

15 



６-3．放射能の危険 
欧州放射線リスク委員会（ECRR）の見解 
 ICRPの見解は核産業擁護、被曝強制の見解だとしている学者・研究者
たちが欧州放射線リスク委員会を結成し、2003年・2010年と2回にわ
たって勧告を出しました。（ECRR2003年勧告、2010年勧告） 

 それらによると、ECRRは次のように主張しています。 
 高線量被曝評価（高線量外部被曝評価）に関してはICRPの主張は
概ね正しい。 

 低線量被曝についてはICRPは全く正しい評価を行っていない。
100mSv以下の低線量被曝であっても、人間には十分危険な影響を
及ぼし、たとえ1mSv以下の被曝であっても人によっては重篤な結
果をもたらす。 

 低線量被曝で発症するのは何もがんばかりではない。高線量被曝で
発症するのと同様に、がん、およびありとあらゆる非がん性疾患を
発症する。 

 ECRRの主張は、大気圏核実験時代に世界中で見られた放射線被曝
影響研究、チェルノブイリ事故による被曝研究（チェルノブイリ研
究）、核施設の事故による被曝被害研究などを元にしています。 16 



６-4．放射能の危険 
相反する２つの被曝影響評価 
 ICRPとECRRは全く相反する２つの被曝影響評価をしています。その影
響評価は外部高線量被曝ではなく、低線量被曝の分野で全く見方が分か
れています。 

 次スライドはその相反する２つの見方を象徴する表でしょう。1986年に
発生したチェルノブイリ原発事故によって、がん過剰死がどれくらい発
生するかを予測した表です。100％ICRPの見解に基づくUNSCEAR（原
子放射線の影響に関する国連科学委員会）は地球規模でのがん過剰死を
3万人としています。 

 ECRR2010年勧告は低線量被曝の影響を重く見て、600万人と予測して
います。 

 ICRPとECRRのちょうど中間の立場をとるジョセフ・ゴフマンという学
者は97万500人と予測しています。 

 ECRRの科学幹事であるクリス・バスビーは当時の駐英ベラルーシ大使
の依頼に対して、ベラルーシでのがん過剰死は毎年2万5000人に達する、
と予測しました。 

 どちらの見方をとるのかによって、福島原発事故による低線量被曝影響
に関する評価は全く違っていきます。 17 



６-5．放射線被曝影響で相反する２つの見方 
 UNSCEARのメンバー国：アルゼンチン、オーストラリア、ベラルー
シ、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、フィンランド、フ
ランス、ドツ、インド、インドネシア、日本、メキシコ、パキスタン、
ペルー、ポーランド、韓国、ロシア、スロバキア、スペイン、スーダン、
スェーデン、ウクライナ、イギリス、アメリカ、の27カ国。核兵器保
有国、原発保有国、核関連産業保有国で構成されているのが大きな特徴
です。 資料出典：UNSCAER.org 

18 
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