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内部被曝と外部被曝の違い 
原発・被曝ホントはどうなの？学びのひろば 
日時：2019年11月4・5日 
場所：広島県民文化センター第２展示室 
主催：広島市危機管理対策強化を求める市民の会 
後援：伊方原発広島裁判応援団 
報告者：安藤久恵（伊方原発広島裁判応援団） 

ミニ学習会レジュメ 



１．放射線被曝とは何か？ 
 外部被曝と内部被曝の違いを説明する前に、そもそも
放射線に被曝するとはいったいどういうことなので
しょうか？わかったようでわからないのが、放射線被
曝です。 

 ここでは、放射線被曝一般について基本的な知識を身
につけておきたいと思います。 

放射線被曝とは、物質が電離作用を
受け、電離現象を起こすことです。 

被曝という言葉は、物質一般対して通常使われませんので、この学習会
では生物、特にヒトに対して起こる電離現象のことを差すことにします。 
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２．電離作用・電離現象 
  とはなんでしょう？ ※ 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。 
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３．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
の作用を起こさせる
放射線のことを「電
離放射線」と呼びま
す。 
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 代表的な電離放射線には、α線、β線、γ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。 



４．マイナスの電離作用 

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。残った原子全体はプラスの電荷を
持つ陽子を奪われるので、マイナスの電荷となります。 
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 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。 

※ 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。 



５．電離放射線による被曝とは 
 これまでのまとめとはなりますが、放射線被曝とは、要するにヒトの
体を構成する細胞の基礎単位である原子や分子に電離現象が発生する
ことです。 

 電離現象を発生した原子や分子は、もともとの正常な機能を失います
から、それで構成されている細胞も正常に機能しません。 

 ヒトの臓器、器官、組織はこうした細胞で出来上がっていますから、
正常に機能しなくなれば、こうした臓器などは正常に機能しません。 

 これが放射線被曝による健康被害です。 
 放射線には電離作用を起こさせる放射線（電離放射線）と、電離作用
を起こさない放射線（非電離放射線）があります。私たちがここで学
ぶのは、電離放射線の作用です。 

 わずらわしいですが、これ以降、放射線ではなく、電離放射線という
言葉を使います。 
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放射線源が体外か、体内か 
 放射線源が体外にある・・・外部被曝 
 放射線源が体内にある・・・内部被曝 

放射線源 

放射線源 

外部被曝 内部被曝 

６．内部被曝と外部被曝の基本的違い 
電離放射線被曝とは、ヒトの体に電離現象が生ずる状態だとわかりました。 
被曝は電離放射線によって引き起こされることも学びました。 
その電離放射線の発生源のことを線源と呼びます。 
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放射線源  体の外部に放射線源がある、という
特徴から、全身や臓器・器官・組織
が平均一様に被曝する、という状況
が生まれる。 

臓器が 
平均一様に被曝 

（例）・レントゲンやCTなどによる医療被曝 
   ・広島・長崎原爆などによる一次高線 
    量被曝 

7．外部被曝の状況 
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 体の内部に放射線源があるという特
徴から、平均一様ではなく、スポッ
ト的に（点状に）被曝するという状
況が生まれる。 
（例）・チェルノブイリや福島原発事故で 
    多く発生しているセシウム137な 
    どによる内部被曝 
   ・イラク戦争などで発生した劣化ウ 
    ラン弾粒子による内部被曝など 
    枚挙にいとまがない 

臓器の一点に付着して被曝 

8．内部被曝の状況 
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9．代表的な電離放射線 

 α線･･･α粒子（ヘリウム４の原子核）の流れ。 

 β線･･･粒子（電子）の流れ。 

 γ線･･･波長が短く電離エネルギーが大きい光子の流れ。 

 X線･･･波長が比較的長く電離エネルギーが小さい光
子の流れ。 

 中性子線･･･電荷を持たない中性子（粒子）の流れ。 
こればかりではありません 

 内部被曝・外部被曝を理解する前に、どうしても必要
になる知識が電離放射線に対する知識です。 

 ここで代表的な電離放射線について見ておきましょう。 
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 透過力とは…電離放射線が物質を透過して飛ぶ力のことをいいます。
飛程力ともいいます。 

 α線…密度の低い空気中では2～3cmの飛程力があります。物質密度
の高い紙1枚を透過できません。 

 β線…空気中の飛程力は核種により違いますが、数十cm～数mです。
物質密度の高いアルミ板やプラスチックを透過できません。 

 X線・γ線…空気中では100m～200mで飛程力が半減します。高密度
物質の鉛や厚い鉄の板は透過できません。 

 中性子線…空気中では200m～300m以上飛程します。X線やγ線、中
性子線の飛程力は線源のエネルギーの大きさに依存し、一概に数字で
示すことはできません。 

１０．電離放射線の透過力 

図引用出典：文部科学省「高校生のための放射線副読本」「放射線の基礎知識」より 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attach/1314239.htm 
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11．電離放射線の線エネルギー付与とは 
 内部被曝と外部被曝の違いを理解するにあたって、もう一つやっか
いなことを知識として持っておかなければなりません。 
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図引用出典：ATOMICA「宇宙放射線の影響研究の現状」（図２）より 

 それは「線エネルギー付
与」という概念です。線
エネルギー付与の元の英
語は「Linear Energy 
Transfer」ですので頭文
字をとって「LET」と呼
ぶこともあります。 

 電離放射線が物質と衝突
したときに放出する電離
エネルギーのことです。 

 α線・β線はLETの高い電
離放射線なので高LET、
X線・γ線はLETが低いの
で低LETと分類されてい
ます。 



12．電離放射線の透過力と線エネルギー付与 

透過力 
X線 
γ線 
中性子線 

β線 α線 
X線 
γ線 

β線 α線 

線エネルギー付与（LET) 

 外部被曝においては、透過力の大きいX線、γ線、中性子
線が危険な電離放射線ということになります。 

 内部被曝においては、線エネルギー付与（LET）の高い
電離放射線が危険ということになります。 

 一口に電離放射線といってもその危険度の大きさは内部
被曝と外部被曝では、ちょうど逆転する関係になります。 
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13.電離放射線被曝を理解するための 
  基礎単位 

 ベクレル（Bq） 
 

 グレイ（Gy） 
 

 シーベルト（Sv） 

放射能の強さを表す単位 

物質の電離放射線吸収量の単位･･･吸収線量 

①電離放射線から臓器・器官・組織が受ける 
 影響度の単位･･･等価線量 
②電離放射線から全身が受ける影響度の単位･･･実効線量 

内部被曝と外部被曝の違いを理解するために、さらに
もう一つ、被曝に関連する単位を理解しておきましょう。 

※ATOMICAより引用 
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例えば次のように使われています 

ウクライナの放射能汚染食品許容制限値 
 パン・パン菓子類  Cs137 20Bq／kg 

ドイツ放射線防護協会が推奨する制限値 
     食品     大人     Cs137   8Bq／kg 
      子ども  Cs137   4Bq／kg 

日本の放射能汚染食品基準値 
        放射性セシウム換算で100Bq／kg 

Cs134とCs137 
の合算 

１４．ベクレル（Bq）とは？ 
Ｂｑ。放射能の強さを表す単位で、単位時間（１秒間）内
に原子核が崩壊する数を表す。歴史的には「キュリー」
（Ｃｉ）が使用されてきた。 ※ATOMICAより引用 
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1kgの物質が1J（ジュール）の電離エネルギーを 
吸収した時1Gy（グレイ）とする  定義 

1J（ジュール）はエネルギーの普遍単位 

• 熱エネルギーの単位cal（カロリー）に換算する
と1J＝約0.24cal 

• 電離エネルギーの単位eV（電子ボルト）に換算す
ると1J＝ 6.24×1018eV 

日常生活の中ではわずかなエネルギーが、細胞のようなミクロ
の世界では膨大なエネルギーとなります 

1個の電子を電離させるのに
要するエネルギーは約10eV
といわれています。 

1５．グレイ（Gy)とは？ 
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 国際放射線防護委員会（ICRP）が勧告して
いる単位概念 

 現在２つの異なる単位に同じSvが使われてい
ます。 
①ある電離放射線から 
 臓器・器官・組織が受ける影響度＝等価線量 
 （吸収線量×放射線荷重係数） 
②ある電離放射線から 
 全身が受ける影響度＝実効線量 
 （等価線量×臓器荷重係数） 

※新聞などで特に断りなしに使っている場合、  
 多くは実効線量のことを指します 

16．シーベルト（Sv）とは？ 
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 Gyは1kgの物質が吸収する電離エネルギーの
吸収量ですから純粋に科学的・学術的概念です
が、Sv（シーベルト）は「影響度」の単位ですか
ら科学的・学術的概念ではありません 

１７．シーベルトについてよくある誤解 

 ICRPも学術研究論文
などでは使ってはなら
ないと勧告しています。 

【参照資料】資料２：放射線防護の体系 （佐々木専門参考人説明資料） 
http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai
20110428so1&fileId=120 

←日本アイソトープ教会の佐々木康人氏の説明 
 食品安全委員会WG第2回資料２「放射線防護の 
 体系－ICRP2007年勧告を中心に－」32P目 

 
 

（影響度は大きく個体差があります） 
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① 外部の線源から電離放射線照射 
② 全身、臓器・器官・組織などが平均一様に被曝 
③ 細胞の原子や分子に電離現象 
④ 低線量の場合、細胞は自己修復する 

⑤ 高線量の場合、多くの細胞ががん化、あるいは変異、
死滅する。死滅する細胞が多い場合、その臓器・器
官・組織は機能不全となる。全身機能不全となり死に
至る場合もある。 

１８．外部被曝のメカニズム 

 以上は１つの放射線源に対して1回きりの被曝のメカニズムです。 
 ただし外部被曝でも、慢性外部被曝や複数回被曝の場合は別なメ
カニズムとなります。 

外部被曝で特に 
危険な放射線は 

X線・γ線・中性子線 
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自己修復できなかった場合、変異する 
変異も自己修復もできなかった場合死滅する 



① 放射線源を体内に取り込む 
② 体内で臓器・器官・組織が点状に被曝する（ホット
スポット的被曝） 

③ ホットスポットの影響する範囲で細胞を構成する原
子や分子が電離現象 

④ 放射線源が体外に完全に排出されるまで、慢性被曝
状態になるため、低線量であっても細胞は変異、が
ん化、または死滅する。 

1９．内部被曝のメカニズム 内部被曝で特に 
危険な放射線は 
α線・β線 

＜ホットスポット的被曝＞ 
豚の肺組織に付着した酸化プルトニウムから発せられたアルファ線
の飛跡を撮影したもの。プルトニウムは不溶性なのでいったん体内
で付着すると体外に排出されることはほとんどない 
（出典：ECRR2003年勧告） 20 

⑤ 慢性被曝状態が長期にわたる場
合、臓器・器官・組織が機能不
全となる。 



内部被曝ではLET（線エネルギー付与）の高い
電離放射線ほど危険です 

放射線源が体内に入った場合（内部被曝）ではどうなるので
しょうか？ 
 ヒトの細胞の大きさは平均約8ミクロンです。仮に線源が
２ミリ（2000ミクロン）の範囲で電離放射線を放出すれ
ば、その範囲の細胞の数は約1562.5万個になります。 

 （2000÷8＝250 細胞の数2503=15,625,000個） 

こうして内部被曝ではLETの高い電離放射線（α線やβ線
など）であれば、どんなに低線量の線源でも、多くの細
胞を損傷させることになります。 

2mm 
放射線は球形
なので被曝箇
所は本来球形 

２０．内部被曝で損傷される細胞の範囲 
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平均化概念とは 

平均化概念とは 

「ヒトの全身や臓器・器官 
 ・組織などが平均一様に 
 被曝する」という考え方 

参考．平均化概念のトリック① 
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『平均化概念』は、今世の中で広く使用されてい
る被曝計測単位（Gy・Svなど）にすでにわかちが
たく盛り込まれています。なぜならー 

1Gyの定義＝ 1kgの物質が、１J（ジュール）
の電離エネルギーを吸収すること 

1Svの定義＝ 放射線荷重係数が１の放射線の電
離エネルギーを1Gy吸収した時の
影響度 

Svはヒトが電離放射線のエネルギーを吸収したと
きの影響度という意味ですが、SvにしてもGyに
しても常に「1kgあたり平均一様に被曝する」と
いう前提が隠れています。 

参考．平均化概念のトリック② 
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外部被曝には当てはまる平均化概念 

放射線源 

外部被曝には『平均化概念』があてはまるこ
とは明らかです。 

線源が身体
から離れて
いるため、
臓器が平均
一様に被曝 

参考．平均化概念のトリック③ 

広島原爆での被曝を想像してください。 
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内部被曝には全く当てはまらない 
平均化概念 

臓器の一点に付着して被曝 

内部被曝はスポット的な被曝ですから、
臓器・器官・組織が1kgあたり平均一
様に被曝する、などということは絶対
にありえません。 
（例えば成人の心臓の重量は平均300gにすぎません。 
 この300gの心臓が平均一様に被曝するなどという 
 ことはありえません） 

ICRP1990年勧告 Pub.60項目番号（18）より抜粋 
「将来の発展において、細胞核あるいはその中にあるDNA分子のよう
な生物学的単位の寸法に相応する微小な体積の物質中における事象の
統計学分布に基づいた別種の量を用いる方がよいということが示され
るかもしれない。しかしながら現状では、委員会は巨視的な量の使用
を今までどおり勧告する。…」（日本アイソトープ協会訳） 

ICRPも実は 
わかっている 

参考．平均化概念のトリック④ 
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• 以上みてきたように現在の線量体系は、
本来内部被曝評価には全くあてはまらな
い「平均化概念」を含んだ単位が使われ
ています。 

• これは内部被曝影響の極端な過小評価と
なります。 

• これを「平均化概念のトリック」といい
ます。 

参考．平均化概念のトリック⑤ 
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