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Ⅰ 放射線の基礎 

１ 放射線と放射性物質 

⑴ 放射線と放射能 

放射線は色もにおいもなく五感に感じないことや発見されてから１００年ほどしかたっていな

いことなどから、理解されにくいが、生活環境中のどこにでもあり、放射線を避けて生活すること

はできない。 

放射線とは、原子核が壊れる（壊変または崩壊といいます。）ときなどに放出される高速の粒子

や高いエネルギーをもった電磁波（波長が１億分の１ｃｍ程度以下）のことをいう。 

これに対して、放射能とは、放射線を出す性質（能力）のことで、放射能をもっている物質を放

射性物質といいます。また、放射能はその強さ、すなわち放射性物質の量をいう。 

放射線と放射能の関係を電灯に例えると、「電灯」が放射性物質に、電灯から出る光線が放射線

に、そして、電灯の「光を出す性質」と「その強さ（ワット数）」が放射能に対応する（図Ⅰ－１）。 

「放射能」と「放射線」はよく似た言葉であり、混同されやすいので注意する必要がある。例え

ば、“放射線漏れ“というと、放射線を出す源を囲む遮へいなどが不十分で外に放射線が漏れてい

ることを意味する。他方、“放射能漏れ”というと－これはあまり正しい言葉の使い方であるとは

いえないが－放射性物質が囲の外に漏れていること、すなわち、放射線を出す源が漏れていること

を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－１ 放射能と放射線の関係 

 

⑵ 放射性物質 

ア 自然放射性物質と人工放射性物質 

 自然界には約９０種類の元素がある。この元素には安定な状態のものと、中には別の原子核

に変化する不安定なものもある。不安定なものは、重い原子核ではウラン、トリウム、ラジウ

ムなどの仲間（同位体）である。また、軽い原子核では水素、炭素、カリウムの仲間がこれに
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当たる。原子炉の中では、燃料のウラン２３５の核分裂で、たくさんの種類の元素が人工的に

作り出されている。これらを核分裂生成物という。これとは別に、やはり原子炉の中などで、

装置などの材料となっている物質に中性子が当たって、新しい不安定な原子核が作り出される

ことがある。これを放射化生成物という。 

 これらの不安定な元素の原子核は、壊れるときに放射線を出すので、放射性物質と呼ばれる。 

放射性物質にはこのように天然に存在するもの（自然または天然放射性物質）と人工的に作ら

れるもの（人工放射性物質）がある。 

イ 放射性物質の半減期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－２ 放射能の減り方 

 

 放射性物質が壊れて別の元素ができるということは、もとの原子の数が段々減っていくこと

である。したがって、放射能の強さも段々減っていく。この減少の仕方には、一定の法則があ

るが、減少していく速さ（割合）は個々の放射性物質によって異なる。この減少の速さを表す

尺度として、放射能の強さが最初の半分になるまでの時間で表わす。これを半減期という。図

Ⅰ－２は、この半減期とはどういうものかを説明したものである。 

 放射性物質の半減期は何億年という長いものから、１秒より短いものまでいろいろある。表

Ⅰ－１は代表的な放射性物質を自然に存在するものと人工的に作り出されたものに分けて示し

たものである。 
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表Ⅰ－１ 代表的な放射性物質 

 

自然に存在する放射性物質  人工の放射性物質 

元素名 半減期  元素名 半減期 

炭素-14 

カリウム-40 

ラドン-222 

ラジウム-226 

トリウム-232 

ウラン-235 

ウラン-238 

5,730年

13億年

3.8日

1,600年

140億年

7億年

45億年

 トリチウム(水素-3) 

コバルト-60 

クリプトン-85 

ストロンチウム-90 

ヨウ素-131 

キセノン-133 

セシウム-137 

プルトニウム-239 

12年 

5.3年 

10.73年 

28年 

8.06日 

5.29日 

30年 

2.4万年 

注） トリチウムは自然界でも宇宙線によって生成されます。 

 

２ 放射線の種類と性質 

 私達が一口に放射線とよんでいるものには、いろいろな種類がある。放射線にはガンマ線（γ線）、

エックス線（Ｘ線）、アルファ線（α線）、べ－タ線（β線）、電子線、中性子線などがある。主な

放射線を性質と発生の仕方によって分類すると図Ⅰ－３のようになる。これらのうち、原子力施設に

おいて放射線被ばく上重要になる主なものは、α線、β線、γ線、中性子線である。 

 放射性物質の原子核の壊れ方は、大きく分けると二通りある。 

 その１つは図Ⅰ－４－（ａ）のように、元の元素の原子核から、陽子２個と中性子２個が一塊とな

って放出される現象で、このとき出てくる高速粒子をα線という。 

 もう一つの壊れ方は図Ⅰ－４－（ｂ）のように、原子核から電子が放出される現象で、このとき出

てくる高速電子をβ線という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ線（原子核の外で発生する） 

ガンマ線（原子核から出る） 

ベータ線（原子核から飛び出る電子） 

陽電子（原子核から飛び出る電子） 

電子（加速器で作られる） 

アルファ線（原子核から飛び出るヘリウムの

原子核） 

陽子（加速器で作られる） 

重陽子（加速器で作られる） 

種々の重イオンや中間子 

 

中性子（原子炉、加速器、アイソトープなど

を利用して作られる） 

電磁放射線 

電荷をもった粒子線 

電荷をもたない粒子 

放射線 
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図Ⅰ－３ 主な放射線の種類 

 

 

 

図Ⅰ－４ 主な放射線の種類 

 

 また、一般にα線やβ線の放出に伴って、Ⅹ線と同じような透過力の強いγ線が放出さる。

α線やβ線が粒子であるのに対して、Ⅹ線とγ線は光と同じ仲間の電磁波である。 

 主な放射線とその性質の違いとして透過力、言い換えれば「吸収のされ方」などの比較を表

Ⅰ－２と図Ⅰ－５に示す。 

 

表Ⅰ－２ 主な放射線の性質と被ばくの特徴 

種類 本   質 透過力（図３－５） 備          考 

α線 

陽子２個と中性

子２個からなる

粒子 

極めて小さい 

紙１枚で止められる 
体外からの被ばくはほとんど考えなくてよいが、α

線を出す物質が体内に入ると危険度が高い。 

β線 電 子 

小さい 

厚さ数ｍｍのアルミニウム

やプラスチックで止められ

る 

体外からの被ばくは皮膚表面だけが問題。β線を

出す物質が体内に入ると体内組織に影響を与え

る。 

γ線 電 磁 波 

大きい 

鉛やコンクリートなど密度

の高い物質で止められる

透過力が大きく、体外からの被ばく原因の主要な

ものである。 

中性 

子線 
中 性 子 

大きい 

パラフィンブロック、水など

水素の多い物質で止めら

電荷を持たないため、透過力が大きく、体外から

の被ばくの原因となる。 

（ｂ）β線、γ線 （ａ）α線、γ線 
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れる 

 

図Ⅰ－５ 放射線の透過力 

 

 α線は、水素の次に軽いヘリウムの原子核と同じ陽子２個と中性子２個からなる粒子である。

物質を透過しにくく、薄い紙や皮膚の表面近くで完全にエネルギーを吸収されてしまう。β線

は、原子から出る電子の流れである。α線の数１００倍ぐらいの透過力を持っている。γ線は、

光と同じ電磁波である。透過力が大きく、身体深くまで到達する。Ｘ線と同じ性質を持ってい

るが、原子核から放出されるものをγ線という。中性子線は、電気的に中性であるため透過力

が大きい。 

 

３ 放射線被ばくと放射能・放射線の単位 

⑴ 放射線被ばく 

 放射線被ばくには外部被ばくと内部被ばくの２つがある。 

 外部被ばくとは、体の外にある放射線源（放射性物質など）から出る放射線を受けることで、Ⅹ

線診断のときの被ばくはその典型である。一方、内部被ばくとは、放射性物質で汚染されたものを

飲み込んだり、汚染された空気を吸ったりすることによって放射性物質が体内に入り、それによっ

て受ける被ばくをいう。 

ア 外部被ばくの特徴 

ａ）α線は、皮膚の表面で阻止されてしまうので、ほとんど影響はない。β線は、人体組織の

数ｍｍで阻止されるので、通常皮膚の被ばく以外を考慮する必要はない。γ線は、透過力が

強いので、放射線の量によっては、人体の内部組織にも影響を与える。 

ｂ）被ばくは、放射線に当たっているときだけに限られ、放射線源がなくなれば被ばくもなく

なる。 

ｃ）被ばく線量は、個人線量計やサーベイメータ等で比較的容易に測定できる。 

イ 内部被ばくの特徴 
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ａ）α線は、透過力は弱いが、エネルギーが大きく極めて短距離で吸収されるため、すぐ近く

の細胞には大きな影響を与える。次いでβ線も大きい影響を与える。 

ｂ）体内に取り込まれた放射性物質の多くは、人体の生理作用にしたがって、体内の特定の部

位（臓器など）に沈着する性質をもっている。したがって、その部位の被ばくが問題になる。

例えば、放射性ヨウ素は甲状腺に集まり、プルトニウムは肺や肝臓に集まってそれぞれ被ば

くを与える。 

ｃ）内部被ばくは、その要因となる放射性物質が体内に存在する限り続くが、放射性物質の体

内残留量は、物理的な減衰と生物学的な減衰（新陳代謝等）の両方で減少する。 

ｄ）内部被ばく線量を直接測定によって求めることは不可能で、内部被ばくの評価は、体内の

放射能量の測定値などから計算によって求める。 

⑵ 放射能・放射線被ばくに関する単位（図Ⅰ－６、表Ⅰ－３） 

ア ベクレル（Ｂｑ） 

 放射能の単位。放射能は放射性物質の量を計るめやすとなる。放射能の強さは、単位時間当

たりに放射性物質の原子核がどれだけ崩壊するかで定義され、１ベクレル（Ｂｑ）は１秒間当

たり１個の原子核が崩壊する放射能のことである。 

 なお、Ｂｑが単独で使われることは少なく、単位体積当たり、または単位重量当たりの放射

能の強さを表すＢｑ／ｃｍ３、Ｂｑ／ｌ、Ｂｑ／ｋｇなどがよく使われる。 

イ 吸収線量 

 放射線が物質に当たった場合、その物質がどれだけのエネルギーを吸収したかを示す量を吸

収線量という。吸収線量は放射線の種類、物質の種類に関係なく使用される。吸収線量の単位

としてグレイ（Ｇｒａｙ、記号Ｇｙ）が用いられる。１グレイは、物質１ｋｇ中に１ジュール

のエネルギー吸収があるときの吸収線量である。 

ウ 線量当量 

 体の臓器や組織では、吸収線量が等しくても放射線の種類やエネルギーの大小によって影響

は異なるので、これらを考慮して、線量当量が同じであれば、放射線の種類やエネルギーの大

小に関係なく人体への影響を同じ尺度で知ることができるように補正したものである。線量当

量と吸収線量との関係は、次式で表される。 

 

線量当量（シーベルト）＝吸収線量（グレイ）×線質係数 

 

 線質係数（IＣＲＰ１９９０年勧告では放射線荷重係数という。）は、放射線の種類とエネル

ギーの違いによる人体への影響を補正する係数である。例えば、β線（電子線）、γ線（Ⅹ線）

については１、α線については２０である。すなわち、γ線やⅩ線の場合には１グレイは１シ

ーベルトと同じになる。 

 また、異なった組織の障害の感受性の違いを考慮し、補正した実効線量当量という単位があ

る。この単位は、条件の異なった放射線照射により人体に与えられるリスク（危険）を全身が

γ線やⅩ線によって照射された場合と同一尺度で比較できるように考え出されたものである。

日本では、外部被ばくについてはこれに相当するものとして、１センチメートル線量当量が実

用的に使われている。 

 線量当量の単位はシーベルト（Ｓｉｅｖｅｒｔ、記号Ｓｖ）で表す。なお、ミリシーベルト
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（ｍＳｖ＝１／１０００Ｓｖ）、マイクロシーベルト（μＳｖ＝１／１，０００，０００Ｓｖ）

などもよく用いられる。 

 また、１時間当たりどのくらいの放射線を受けるかという線量当量率（μＳｖ／ｈ）などの

単位もよく用いる。放射線測定では、単位時間当たりの計数率（ｍｉｎ－１）なども使われる。

これは、放射線測定器が数えた毎分当たりの放射線の数のことである。計数率は放射性物質の

量、測定器との距離、測定器の種類などにより変化する。 

 

 

図Ⅰ－６ 放射線被ばくに関する単位 
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表Ⅰ－３ 放射能・放射線被ばくに関する単位 

項目 単位名 記号 定義 

クーロン毎キログラム C/kg 空気1kg中に1クーロンのイオ

ンを作るγ(Ｘ)線の量 

SI単位* 

照射線量 レントゲン R 空気1kg中に2.58×10-4クーロ

ンのイオンを作るγ(Ｘ)線の

量 

IC/kg＝3.876R 

グレイ 
Gy 

1kgあたり 1ジュールのエネル

ギーの吸収があるときの線量 
SI 単位 

吸収線量 

ラド rad 

1kgあたり 1/100 ジュールのエ

ネルギーの吸収があるときの

線量 

1Gy＝100rad 

シーベルト Sv 
吸収線量（Gy）×線質係数×修

正係数 
SI 単位 

線量当量 
レム rem 

吸収線量（rad）×線質係数×

修正係数 
1Sv＝100rem 

ベクレル Bq 1 秒間に 1個の壊変 SI 単位 

放射能 

キュリー** Ci 1 秒間に 3.70×1010個の壊変 1Bq＝2.7×10-11Ci

放射線のエ

ネルギー 
電子ボルト eV 

電子が 1ボルトの電圧で加速

されて得る運動エネルギー 
1eV＝1.60×10-19J

 

４ 身のまわりの放射線 

⑴ 自然放射線 

 私たちは、日常生活の中でどこにいても宇宙や大地、そして食物を通じて放射線を受けている。

これらは自然放射線と呼ばれる。 

 自然放射線による被ばく線量は、地域によって差がある。日本国内でも、関東や東北地方では０．

８１～１．０６ｍＳｖ／年、関西や中国地方などの花崗岩地帯では１．０１～１．１９ｍＳｖ／年

と差がある（図Ⅰ－７）。外国ではブラジルやインドの一部の地域では、日本の約１０倍も強いと

ころもある。 

 

⑵ 人工放射線 

私たちは、病気になれば放射線を用いた検査を受けることがある。このような医療用検査、治療

などに使われている放射線、工業や農業の分野で使われている放射線、原子炉で作り出される放射

線などを人工放射線という。 
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図Ⅰ－７ わが国の年間自然放射線量 

 

 

Ⅱ 放射線の人体への影響 

放射線の人体への影響は、身体的影響と遺伝的影響の２つに大別され、身体的影響はさらに急性影

響と晩発影響に分けられる。 

放射線の人体への影響は、被曝した本人に現れるものと、被曝した人の子孫に現れるものの２つに

大別される。前者を身体的影響、後者を遺伝的影響という。 

身体的影響は、被曝してから影響が現れるまでの期間により、急性影響と晩発影響に分けられる。

急性影響は被爆後比較的短期間の内に現れる影響であり、これに対して晩発影響は長い期間を経て現

れる影響である。影響が現れるまでの期間を潜伏期という。 

同じ線量の放射線を受けても、１回に受けた場合と、少しずつ何回にも分けて受けた場合とでは影

響の程度が異なる。これは、人体にそなわっている回復作用が働くためである。また、放射線を全身

に受けた全身被曝の場合と、身体の一部だけに受けた局部被曝の場合とでは、影響の現れ方がちがう。 

 

１ 急性影響 

一時に大線量の放射線を受けたときの急性影響は、放射線を受けた部位および線量によって異なっ

た症状として現れる。 
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ここでは、γ（Ⅹ）線を一時に全身に受けた場合に現れる急性影響について述べる。症状の現れ方

には個人差があるが、表Ⅳ－１には典型的な例を示す。０．２５グレイ以下の線量では臨床症状はほ

とんど認められない。０．５グレイの被曝では、白血球数が一時的に減少するが、やがて回しゆくす

い復する。１．５グレイ以上の被曝で現れる放射線宿酔の症状は二日酔に似た症状である。被曝後３

０日以内に５０％の人が死亡する線量はほぼ４グレイである。１００％の人が死亡する線量は７グレ

イと考えられている。 

 

表Ⅳ－１ 急性影響の症状と被曝線量との関係（γ（Ⅹ）線を一時に全身に受けたとき） 

被曝線量 

（グレイ） 
症状 

０．２５以下 ほとんど臨床的症状なし 

０．５ 白血球（リンパ球）一時減少 

１ 吐き気、嘔吐、全身倦怠、リンパ球著しく減少 

１．５ ５０％の人に放射線宿酔 

２ ５％の人が死亡 

４ ３０日間に５０％の人が死亡 

６ １４日間に９０％の人が死亡 

７ １００％の人が死亡 

 

 

 

２ 晩発影響 

晩発影響の潜伏期間は数十年におよぶものもある。 

晩発影響の代表的なものとして、がん、白内障（白そこひ）などが挙げられる。 

発がんの潜伏期間は被曝した器官・組織の種類、被曝したときの年齢、被曝線量によっても異なる

が、数年から数十年である。放射線被曝による発がんの確率は器官・組織、年齢などによって異なる

が、ＩＣＲＰ＊は、放射線防護上、１０ミリシーベルトを全身に被曝した場合の致死性がんの発生す

る確率を１万分の５としている。 

眼の水晶体（レンズ）が混濁する白内障の潜伏期間は、被曝線量によっても異なるが、数年から数

十年である。白内障は、１回被曝の場合には２シーベルト以上を受けないと発生しない。このような

影響の発生する最小の線量をしきい値＊＊という。 

放射線被曝による影響と同様な症状は放射線以外の原因によっても起こりうる。そのため、がんや

白内障などは、放射線被曝により発生したのか、他の原因により発生したのか区別することはできな

い。 

 



３１ 

 

 

３ 遺伝的影響 

放射線による遺伝的影響の発生は人間では確認されていない。 

放射線による遺伝的影響の研究は古くから行われているが、今までに人間で放射線による遺伝的影

響が発生したという事実は確認されていない。マウスやサルを用いた実験の結果を人間にあてはめて

遺伝的影響の発生確率を考えた場合、両親のどちらかが１０ミリシーベルトの放射線を受けたとき、

子孫のすべての世代に現れる重い遺伝的影響の発生する確率は、１．３×１０－４、すなわち１０万分

の１３程度と推定されている。１９８２年国連科学委員会報告によると、放射線被曝がなくても、出

生児の１０．５％はなんらかの障害をもっているとされている。１０万分の１３という値は、放射線

以外のさまざまの因子による障害児の発生する確率、１００分の１０．５に比べればきわめて低い。 

また、これまで述べてきた放射線のいろいろな人体影響を分類表示すると表Ⅳ－２のようになる。 

 

 

 

表Ⅳ－２ 放射線影響の分類 

急性影響 

皮ふの紅斑 

脱毛 

白血球減少 

不妊など 

白内障 

胎児の影響など 

確定的影響 

身体的影響 

晩発影響 
白血病 

がん 

放
射
線
影
響 

遺伝的影響 
代謝異常 

軟骨異常など 

確率的影響 

 


