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文科省「放射線副読本」 小学生版表紙 

１．文科省「放射線副読本」 
文部科学省（文科省）は、福島原発事故後
から初等・中等学校教育用の補助教材とし
て「放射線副読本」を配布し始めました。 
その後何回か改訂を重ね、現在は2018年
版が使われています。 
初版当初から、この副読本には多くの批判
があります。19年4月には滋賀県野洲市の
教育委員会が「放射線の安全性を強調する
ような印象を受ける記述が多い」として
いったん配布した副読本の回収を決めたほ
どです。（19年4月25付け朝日新聞電子版）広島
市でも市民グループが回収を求めています。 
いったい副読本の中身のどこに問題がある
のでしょうか？ここでは「小学生版」を例
にとって見ていきましょう。 
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 小学生版4頁のイラストから 

２-1．放射線って、なんだろう？ 
副読本は、「放射線って何だろう？」
の見出しを掲げ、5頁にわたって説明
しています。 
ところが肝心の「放射線って何だろ
う？」に対して全く答えていません。
説明は「放射線はどこにあるか」、性
質、放射線、放射性物質、放射能の違
い、放射性物質はずっと残っているか、
どこで使われているかなど、放射線の
発生源、性質、用語の説明、使用例の
話に終始しています。いってみれば自
分で「What？」と聞いておいて、そ
の質問に全く答えていません。非論理
的・反教科書的な内容となっています。 

放射線の発生源などの説明の仕方にも問題がありますが、「肝心の
放射線とは何か？」に答えていないのでは、小学生は正しい理解に
たどり着けないでしょう。 
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電離放射線･･･放射能がある 
非電離放射線･･･放射能がない 

子どもに 
電離、非電離などと 

難しい説明をしてもわからない、
という人もいるかもしれませんが、
そんなこともないと思います。 

筋の通った説明なら、頭の 
まっさらな子どもほど 
理解するものです。 

そして電離放射線には放射能があるが、非電離放射線には放射能がな
い、と一般原理を説明し、私たちが問題にするのは放射能のある電離
放射線であることを強調すれば子どもたちの理解は進みます。 

２-2．放射線って、なんだろう？ 
この質問に答えるのはさほど難しいことではありません。 
「放射状に拡散する（広がる）、粒子（小さい粒）や光子（ひかり）
の流れ」が正解です。 
ですから、電球の光も放射線なら、太陽の光、スマホから発する電磁
波、福島第一原発から発するエックス線やガンマ線もみな放射線です。 
次に放射線には大きく2種類があることを説明しなければ理解は進みま
せん。 
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宇宙の電離放射線から地球を守る2重
のシールド：磁気圏と大気圏 

３-1．宇宙から放射線は沢山やってくる？ 
4頁に「宇宙には、最初から沢山の放射線があり、今もつねに地球に
降り注いでいます。」と文科省は書いています。 
宇宙には電離放射線が充満し、これが当たり前の状態であることは
事実ですが、文科省の記述はそれがそのまま地球に降り注いでいる
ように読めてしまいます。 
文科省が小学生にそう思わせたいのであれば、これは事実ではあり
ません。 
地球は磁気圏と大気圏という２つの、
宇宙の電離放射線から地球を守る防御
壁をもっています。これを「２重の
シールド」と呼びます。 
地球が２重のシールドを持つに至った
いきさつは、地球の歴史にまつわる話
ですが、２重のシールドができあがっ
たころ生き物は、やっと海の中から陸
上に上がることができ、両棲類、爬虫
類、ほ乳類と進化の歴史をたどります。 5 



３-2．宇宙から放射線は沢山やってくる？ 
電離放射線から２重のシールドで守られた地球のような惑星は、電離
放射線に曝された恒星、惑星、衛星が当たり前の宇宙では珍しい存在
と考えられます。すくなくとも太陽系の中では地球だけです。 

２重のシールドをかいくぐって地球に到達する宇宙からの電離放射線
も文科省のいうようにないわけではありません。しかしそれは文科省
の描くように宇宙からの電離放射線がそのまま地表面に届いているわ
けではなく、全体から見ればわずかです。ほとんどの宇宙からの電離
放射線は、電離層に見られるように大気圏、あるいはバンアレン帯に
代表されるような磁気圏で補足され、地表面には届いていません。 
小学生に、身の周りは放射能だらけだ、と教え込みたいばかりに、文
科省は大げさな誇張、あるいは取り方によってはウソをついているこ
とになります。教育上よい結果は決して期待できないでしょう。 

NASAのwebサイトより地球の写真。太陽の光が大気圏に差し込みはじめた夜明けの様子 
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４．カリウム４０は無害 
同じく4頁にカリウム40の話が出てきます。食べ物の中に含まれる放
射性物質の例としてカリウム40があげられているわけですが、それで
は自然な状態で食べ物に含まれる他の自然由来の放射性物質は？とい
うとカリウム40以外にはありません。 
カリウム40は、カリウムの同位体ですが、放射性物質の中では、独特
の過程をたどって地表面に残るようになりました。 
地球がまだドロドロの火の玉だった時代、地球に衝突する隕石がさま
ざまな元素を運んできました。地球が冷え固まる過程の中で、鉄、
ニッケル、ウラン、プルトニウムなどのような重い金属は地球の内部
へと沈み、軽い元素は地表面に残っていきました。カリウムもそうし
た元素の一つです。 
地表近くに残ったカリウムの同位体カリウム40だけ
は、放射性物質ですが、生物はこれを無害化する形
で進化していきました。カリウム40がなぜ生物に無
害なのかはまだはっきりした定説がありません。し
かしヒトには無害であり、国際放射線防護委員会
（ICRP）でも防護対象核種から外しています。 

むがいなのに 
なぜか 
引き合いに 
だされる 
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５．放射線、放射性物質、放射能の違い 
下の図は副読本5頁に掲載されているイラストです。 
放射性物質と放射能との関係を示すイラストですが、放射性物質を電球
に例え、そこから出てくる光を放射能に例えて説明しています。 
電球からの光は非電離放射線、一方放射性物質から出てくる放射線は電
離放射線です。非電離放射線には放射能はないが、電離放射線には放射
能がある、という基本知識さえあれば、電球から光を出す能力を、仮に
例え話としても“放射能”だと説明するのはおかしな話だと、子どもでも
気づきます。 
文科省は、生活空間の周りは放射
能だらけだとイメージさせたいの
でしょうが、基本知識を欠いたま
ま誤ったイメージだけが子どもの
頭に残ってしまいます。これでは
科学的思考力を備えた子どもは育
たないでしょう。 

放射線副読本5頁に掲載されているイラスト 8 



６-1．自然放射線と人工放射線による被曝 
下の図は副読本9頁に掲載されている「自然の放射線と人工放射線によ
る年間の放射線の量」と題するイラストです。 
この表によれば、「自然の放射線による年間線量」は日本平均で
2.1mSv、世界平均は2.4mSvということです。 
この表を見ておかしいな、
と思う人も多いと思いま
す。というのは、かつて
日本の平均は1.5ｍSvと
か1.7ｍSvでは？いつ
2.1mSvに？という疑問
です。 
そうすると、宇宙からの
放射線が増えているのか、
空気中のラドンの量が
年々増加しているのか、
食品中のカリウム40（人
体には無害）が増えている
のか･･･？ 9 



そこでこのデータの基になっている環境省の「放射線による健康影響等
に関する統一的な基礎資料（平成29年度版）第2章放射線による被ば
く」に戻って見てみることにします。 
この資料では「原子力安全協会では20年ぶりに日本人の国民線量を発表
しました。」と但し書きがついているので、1.5mSvとか1.7mSvなどと
いう数字は20年前の数字なのかとわかります。そして日本平均は
2.1mSvという数字が示されています。つまり環境省は「自然放射線」
の意味で「国民線量」という言葉を使っています。 
そして文書の最後に「なお、上記の国民線量の算定では･･･東京電力福島
第一原子力発電所事故の影響は考慮されていません。今後は、これまで
の平常時の被ばく線量に、東京電力福島第一原子力発電所事故による被
ばく線量が加算されることになると考えられます。」と書かれています。 
はて、これはどうしたわけでしょうか？ 
この疑問は「バックグラウンドの放射線」という考え方を持ってくると
たちどころに氷解します。 

６-2．自然放射線と人工放射線による被曝 
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 つまりバックグラウンド放射線とは私たちの生活空間周囲をとりまく
環境放射線のことだとわかります。 

６-3．自然放射線と人工放射線による被曝 
バックグラウンド放射線についてはたとえば放射線影響研究所は次のよ
うに説明しています。「我々は日常生活の中で、種々の自然発生放射線、
例えば宇宙線、地球上に存在する放射性物質、体内で自然発生している
放射線などに被曝しています。一般的に、これらはバックグラウンド放
射線と呼ばれています。 」 
これは自然放射線の説明そのものです。つまり文科省の副読本は自然放
射線とバックグラウンド放射線を同じ意味で使っていることがわかりま
す。そしてそれは環境省のいう「国民線量」と同じ意味です。しかしこ
れでもバックグラウンド放射線そのものを説明していません。 
そこで、バックグラウンド放射線は何かというと「 《background 
radiation》放射線測定の際の、測定対象以外からの放射線」（コトバン
ク）のことだとわかります。 

11 



６-4．自然放射線と人工放射線による被曝 
まとめてみると、まず環境放射線をバックグラウンド放射線と言い換え、
次にバックグラウンド放射線を自然の放射線と言い換えた上で、日本平
均は「2.1ｍSv」として表記しているのが、文科省「放射線副読本｣9頁
というわけです。 
ですから20年以上前に1mSv台だった日本平均が、その後の原発など核
物質を使う産業や医療の発展で環境に放出した放射線が増え、環境放射
線が上がって2.1mSvになっていることもわかってきます。また福島原
発事故で新たに放出された放射線が「自然放射線」にカウントされてい
くカラクリもわかってきます。 
原発など核の産業利用、CTスキャンなど核の医療利用などで環境に放出
される放射線は人工放射線ですから、文科省副読本は人工放射線も自然
放射線の一部分だと教えていることにもなります。 

こういう教え方はよく言っても誤解を招く、
有り体に言えば「ウソ」を教えることにな
り、小学生の将来に決していい影響は与え
ない、低俗なポルノ雑誌同様、発禁処分に
すべきだと思いますが･･･。 
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７-1．体に受ける放射線の量の健康への 
          影響は？ 

文科省副読本は、10頁で表題のテーマをとりあげ次のように述べて
います。 

 
 
 

 
原爆からの影響調査は、ABCC=放射線影響研究所が永年手がける
被爆者寿命調査（LSS）を指していますし、もう一つは医療被曝に
よる遺伝的影響調査のことを指しています。どちらも遺伝的影響で
有意な「がん」発生があったかどうかを調査研究した調査です。 
問題は、子どもに有意な「がん」発生がなかったから、遺伝的影響
はない、と結論することが科学的な態度かどうかという点です。 

「原爆からの放射線の影響を受けた人や放射線による小児がん
の治療を受けた人から生まれた子どもたちを対象としたとし
た調査においては、人が放射線を受けた影響が、その人の子
どもに伝わるという遺伝的影響を示す根拠はこれまで見つ
かっていません。」 
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７-2．体に受ける放射線の量の健康への 
          影響は？ 

右表は、2011年ウクライ
ナ政府が公表した「チェル
ノブイリ事故後25年」と
題する報告書の中にある
チェルノブイリ原発事故に
よる影響を調査研究した資
料のひとつです。 
「被曝した両親」というの
は、両親がウクライナ国家
統計委員会または労働・社
会福祉省に登録している被
害者という意味です。 

右のデータは被曝した両親から1992年以降に生まれた子どもたちの健
康状態を調査したもので、慢性疾患をもつ子どもたちの割合いが飛躍
的に増加していることを示しています。 
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７-3．体に受ける放射線の量の健康への 
          影響は？ 

この原因は様々な観点から
探索することができますが、
ただ一つはっきりしている
ことは、子どもたちが受け
継いだ遺伝子あるいは遺伝
子情報（ゲノム）が変異を
起こしており、それが免疫
監視機能の低下や抵抗力の
低下などによって、様々な
健康損傷の原因になってい
るということです。 
発がんに限定した文科省のデータと違って、ウクライナ政府はあらゆる
非がん性疾患に着目した点が大きな違いです。 
発がんだけを調べて遺伝的影響は確認されていないと断ずる文科省の姿
勢は科学的といえません。もっと幅広い研究成果を参照すべきでしょう。 
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８．非科学的・非論理的な副読本 
文科省「放射線副読本」の抱える問題点はこればかりではありません。
時にはあからさまなウソ（たとえば17頁の食品中の放射性物質の規制
値に関する国際比較表）もついています。また基準値内の食品は「安
全」であるかのような、科学的事実に反するような記述も見られます。
（同17頁） 
文科省「放射線副読本」全体を通して指摘できることは、 

このような教科書らしからぬ「放射線副読本」は子どもたちの教育
に決していい影響は与えないでしょう。そればかりか、科学的・論
理的思考力の発達を阻害する効果しか持ちません。 

①非科学的 
②恣意的（全体を説明せず都合のよい部分だけに触れる） 

③非論理的（言葉の定義を曖昧にしたまま説明を進める） 

などといった特徴を色濃く持っています。 
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