
トリチウムってなあに？ 
ミニ学習会レジュメ 

原発・被曝ホントはどうなの？学びのひろば 
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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：原田二三子（伊方原発広島裁判応援団） 
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「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会説明・公聴会説明資料」より
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf
/HPup3rd/5siryo.pdf 

 事故を起こした福島第一原発では約105万m3のト
リチウム汚染水（他の核種も混じっている）がタ
ンクに貯蔵されています。 

１．福島第一原発敷地内に溜まる 
  トリチウム汚染水 

写真引用：東京電力webサイト・ビジュアルコンテンツ・廃炉の記録・2019年4月9日撮影写真
http://www.tepco.co.jp/decommission/visual/photo/ 
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２．伊方原発から大量に放出される 
  トリチウム 
 伊方原発は通常運転で年平均約50兆ベクレルの液体トリ
チウムを瀬戸内海に放出しています。（この他、水蒸気
の形や気体トリチウムも放出しています） 
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福島第一原発や伊方原発からの 
放出が問題となっている 

トリチウムとは 
いったいなんなのでしょうか？ 

写真引用：東京電力webサイト・ビジュアルコンテンツ・廃炉の記録/汚染水対策・2015年11月27日撮影写真
http://www.tepco.co.jp/decommission/visual/photo/ 
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３．トリチウムは水素の放射性同位体 
 トリチウムは、水素の放射性同位体です。普通の水素
（1H）の原子核は1個の陽子から成っていますが、トリ
チウム（3H）の原子核は1個の陽子と二個の中性子から
成っています。 

軽水素・重水素・三重水素のモデル図 
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４．トリチウムはβ線を出して壊変する 
 私たちが「水素」と呼びなじみのある軽水素や重水素は
安定した同位体ですが、トリチウムは不安定で、β（ベ
ータ）線という電離放射線を出して壊変し、ヘリウム3
（3He）に変わります。 

 トリチウムの半減期は12.3年です。 
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５．トリチウムが発する 
  β線のエネルギーと飛程 
 β線は、電離放射線の一種です。 
 トリチウムが発するβ線の持つ電離エネルギーは、例えば、
セシウム137や134などに比べると圧倒的に小さいです。
（最大18.6keV、平均5.7keV程度） 

 トリチウムが発するβ線の飛程（進む距離）は、空気中で
は数cm、水中では0.9μm（マイクロメートル）、体の組
織内では0.6μm程度の短いものです。 

トリチウムの発するβ線は、エネルギーは小さく、
飛程は短いですが、あとでも見るように、このこ
とは決してその影響が小さいことを意味しません。 
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６．自然のトリチウムと 
  人工トリチウム 

「Tritium Hazard Report:Pollution 
and Radiation Risk from Canadian 
Nuclear Facilities」（2007年）p8 

 自然のトリチウムは、宇宙線（宇宙空間を飛び交う放射線）によって、
主に大気圏の上層でつくられます。その量は、１年あたり最大7.4京
（京は兆の1万倍）ベクレルです。 

 しかし、原子力利用が始まって以降、自然のトリチウムとは桁違いの
量の人工トリチウムが環境中に放出されました。 

日本語wikipedia「ビキニ環礁」よりクロスロード作戦
の写真 

（1954年～62年の核実
験で放出された人工トリ
チウムは1.6垓〈京の1万
倍〉ベクレル、原発や再
処理工場からの人工トリ
チウムの量は1980年代
初期にはすでに自然のト
リチウムと同量かそれを
上回る量になっていた） 



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
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７．トリチウムの存在形態 
 気体トリチウム（HT） 
 トリチウム水（HTO） 
 有機結合型トリチウム（OBT） 

という３つの形をとります。 

「Tritium Hazard Report:Pollution and Radiation Risk from 
Canadian Nuclear Facilities」 （2007年） p7～8 

単体では留まりにくい 

“水”になりやすい 
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８．どこにでも入っていく 
  トリチウム水（HTO） 
 HTOは高い浸透性を持ち、水や
水蒸気の存在する所にはどこに
でも入っていきます。 
「Tritium Hazard Report:Pollution and 
Radiation Risk from Canadian Nuclear 
Facilities」 （2007年）Part1 p7 

 環境中にある水分中のトリチウ
ム濃度と、その環境中に存在す
る有機物（生物を含む）の水分
中のトリチウム濃度は同じにな
ります。（「平衡化」という性
質） 

 このことから生活環境中のトリ
チウム濃度が大きな問題となっ
ていることがわかります。 
 「Tritium Hazard Report:Pollution and 
Radiation Risk from Canadian Nuclear 
Facilities」 （2007年）p7～8,22 HTOは環境濃度と平衡化する 

トリチウム水（HTO）は高い
透過性を持つ。環境の水蒸気
中のトリチウム濃度と、その
環境中にある物（人体を含
め）の水分のトリチウム濃度
は、速やかに同じになる。
（平衡化現象） 



「Tritium Hazard Report:Pollution and Radiation Risk from Canadian 
Nuclear Facilities」 （2007年） Part2-8(p50) 11 

８．有機結合型トリチウム（OBT） 
 HTOとして生物の体内に取り込まれたトリチウムは、交換反応や酵素
の触媒作用によって、体（細胞）を構成するさまざまな有機化合物、
リン、硫黄、窒素、炭素などと結合します。こうして有機化合物の構
成要素となったトリチウムを、有機結合型トリチウム（OBT）と言い
ます。 

 特に有機結合型トリチウムのなかで、人体に大きな影響をもたらすの
は、炭素と結合した有機結合型トリチウムです。 



12 

９．DNAに取り込まれる 
  有機結合型トリチウム（OBT） 
 人間を含む生物の生命活動は、生物の体を構成する細胞に担われていま
す。マウスの実験では、体内に入ったトリチウム（OBT）は、細胞の中
でも特に遺伝情報を担うDNAに集まっていくという傾向があります。 
「Tritium Hazard Report:Pollution and Radiation Risk from Canadian Nuclear Facilities」 （2007年） Part2 
Chapter14 (d) (p57～58) 

 DNAに取り込まれたOBTは、壊変するとき
にβ線を発するとともに、ヘリウムに変わっ
てDNAを構成する分子そのものを破壊して
しまいます。 『放射線被ばくによる健康影響とリスク評価』

（2011年）p168～169 

水素原子（1H）は細胞の化学
結合を構築する重要原子。水
素原子（1H）に替わってトリ
チウム（3H）が使用されると
元素転換で高分子結合が破壊
される。 
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10.生体内のトリチウムの半減期 
 ICRP（国際放射線防護委員会）のモデルでは、生物の体に入ったトリ
チウムの半減期（生物学的半減期）を10日と仮定しています。このモ
デルは、HTOのケースです。 

 OBTの生物的半減期は大きく違います。マウスを使ってのこれまでの研
究で、最も長いものでは、最大550日という結果も出ています。（次ス
ライド参照） 

 多くの動物実験の結果は、OBT（特に炭素と結合したOBT）の生物半減
期がきわめて長いことを示しています。 

OBTは生物の中に残留する 
有機結合型トリチウム（OBT）
は、トリチウム濃度の低い環境
に移っても、容易に体外に排出
されない。 
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トリチウムとは 
危険な放射性物質です 

 トリチウムの出す電離放射線のエネルギーは他の放
射性物質に比べて微弱ですが、水素の同位体である
トリチウムはきわめて高い浸透性をもっています。 

 生物の体内に入ったトリ
チウムは細胞を構成する
有機分子の構成要素とな
り、特にＤＮＡに集まり、
容易には体外に排出され
ません。そして、細胞を
構成する有機分子の内部
から、細胞を破壊してい
きます。 
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