
福島事故と放射能福島事故と放射能福島事故と放射能福島事故と放射能
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今日のお話の内容今日のお話の内容今日のお話の内容今日のお話の内容

⑴⑴⑴⑴ 福島原発事故の前とその時と後福島原発事故の前とその時と後福島原発事故の前とその時と後福島原発事故の前とその時と後

⑵⑵⑵⑵ 放射能って何？放射能って何？放射能って何？放射能って何？

⑶⑶⑶⑶ 放射能の生体への影響放射能の生体への影響放射能の生体への影響放射能の生体への影響



福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前----1111
福島第一原発の立地状況福島第一原発の立地状況福島第一原発の立地状況福島第一原発の立地状況
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建屋建屋建屋建屋

現在の地表現在の地表現在の地表現在の地表

海水面海水面海水面海水面

今回の今回の今回の今回の

津波の高さ津波の高さ津波の高さ津波の高さ
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粘土や砂岩層粘土や砂岩層粘土や砂岩層粘土や砂岩層

泥岩層泥岩層泥岩層泥岩層

3
非常用電源非常用電源非常用電源非常用電源



福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前----2222
福島第一原発における津波対策福島第一原発における津波対策福島第一原発における津波対策福島第一原発における津波対策

• 2002200220022002年政府の地震調査研究本部が、沖合での年政府の地震調査研究本部が、沖合での年政府の地震調査研究本部が、沖合での年政府の地震調査研究本部が、沖合でのM8M8M8M8の地の地の地の地
震が震が震が震が30303030年以内に年以内に年以内に年以内に20%20%20%20%の確率で起こる。の確率で起こる。の確率で起こる。の確率で起こる。2008200820082008年には年には年には年には

15.7m15.7m15.7m15.7mの津波が襲う可能性があると経営陣に報告さの津波が襲う可能性があると経営陣に報告さの津波が襲う可能性があると経営陣に報告さの津波が襲う可能性があると経営陣に報告さ

れていた。れていた。れていた。れていた。

• 2006200620062006年年年年3333月、東電は津波対策月、東電は津波対策月、東電は津波対策月、東電は津波対策((((防潮堤）を作ると防潮堤）を作ると防潮堤）を作ると防潮堤）を作ると80808080億億億億
円必要と試算し報告していた。円必要と試算し報告していた。円必要と試算し報告していた。円必要と試算し報告していた。

• 2010201020102010年頃、保安院・耐震安全審査室長小林氏は、過年頃、保安院・耐震安全審査室長小林氏は、過年頃、保安院・耐震安全審査室長小林氏は、過年頃、保安院・耐震安全審査室長小林氏は、過

去に起きた貞観地震を考え、新たな津波対策を福一去に起きた貞観地震を考え、新たな津波対策を福一去に起きた貞観地震を考え、新たな津波対策を福一去に起きた貞観地震を考え、新たな津波対策を福一

に提案したが、保安院幹部から「余計な事言うな」に提案したが、保安院幹部から「余計な事言うな」に提案したが、保安院幹部から「余計な事言うな」に提案したが、保安院幹部から「余計な事言うな」

「あまり関わると首になる」と言われた。「あまり関わると首になる」と言われた。「あまり関わると首になる」と言われた。「あまり関わると首になる」と言われた。
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福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前福島原発事故の前----3333
第一次安倍政権により改善の機会を失った第一次安倍政権により改善の機会を失った第一次安倍政権により改善の機会を失った第一次安倍政権により改善の機会を失った

• 2006200620062006年年年年12121212月月月月22222222日当時も総理大臣だった安倍晋三首相が第日当時も総理大臣だった安倍晋三首相が第日当時も総理大臣だった安倍晋三首相が第日当時も総理大臣だった安倍晋三首相が第165165165165回回回回
国会で吉井英勝衆議院議員からの質問に答えた、原発事故対策国会で吉井英勝衆議院議員からの質問に答えた、原発事故対策国会で吉井英勝衆議院議員からの質問に答えた、原発事故対策国会で吉井英勝衆議院議員からの質問に答えた、原発事故対策

についての国会答弁。についての国会答弁。についての国会答弁。についての国会答弁。

• 安倍晋三首相「（日本の原発で全電源喪失）事態が発生すると安倍晋三首相「（日本の原発で全電源喪失）事態が発生すると安倍晋三首相「（日本の原発で全電源喪失）事態が発生すると安倍晋三首相「（日本の原発で全電源喪失）事態が発生すると

は考えられない」は考えられない」は考えられない」は考えられない」

• 安倍晋三首相「（原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故安倍晋三首相「（原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故安倍晋三首相「（原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故安倍晋三首相「（原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故

は想定していない）原子炉の冷却ができない事態が生じないよは想定していない）原子炉の冷却ができない事態が生じないよは想定していない）原子炉の冷却ができない事態が生じないよは想定していない）原子炉の冷却ができない事態が生じないよ

うに安全の確保に万全を期しているところである」と言いながうに安全の確保に万全を期しているところである」と言いながうに安全の確保に万全を期しているところである」と言いながうに安全の確保に万全を期しているところである」と言いなが

ら何もせず放置した安倍晋三首相。ら何もせず放置した安倍晋三首相。ら何もせず放置した安倍晋三首相。ら何もせず放置した安倍晋三首相。

• 結果この答弁の結果この答弁の結果この答弁の結果この答弁の1540154015401540日後、日後、日後、日後、2011201120112011年年年年3333月月月月11111111日に福島第一原発事故日に福島第一原発事故日に福島第一原発事故日に福島第一原発事故

が起こることになりました。が起こることになりました。が起こることになりました。が起こることになりました。



その時 2011201120112011年3333月11111111日14141414時46464646分
•日本の観測史上最大、世界でも日本の観測史上最大、世界でも日本の観測史上最大、世界でも日本の観測史上最大、世界でも1900190019001900年以降年以降年以降年以降4444番目の番目の番目の番目の

規模の規模の規模の規模のM9M9M9M9の地震が起こる。の地震が起こる。の地震が起こる。の地震が起こる。

•福一へは福一へは福一へは福一へは50505050分後に津波が来る。分後に津波が来る。分後に津波が来る。分後に津波が来る。

•そのそのそのその50505050分の間に、分の間に、分の間に、分の間に、1111号機の格納容器内の温度と圧力号機の格納容器内の温度と圧力号機の格納容器内の温度と圧力号機の格納容器内の温度と圧力

が急上昇が急上昇が急上昇が急上昇⇒⇒⇒⇒冷却システム冷却システム冷却システム冷却システム2222系統作動系統作動系統作動系統作動

•圧力容器か容器につながる配管の一部が破損し、格圧力容器か容器につながる配管の一部が破損し、格圧力容器か容器につながる配管の一部が破損し、格圧力容器か容器につながる配管の一部が破損し、格

納容器内に高温の蒸気が漏れたのでは納容器内に高温の蒸気が漏れたのでは納容器内に高温の蒸気が漏れたのでは納容器内に高温の蒸気が漏れたのでは((((田中三彦氏）田中三彦氏）田中三彦氏）田中三彦氏）

•外部電源喪失、非常用電源起動、津波により水没、外部電源喪失、非常用電源起動、津波により水没、外部電源喪失、非常用電源起動、津波により水没、外部電源喪失、非常用電源起動、津波により水没、

燃料のオイルタンクも流失。冷却用海水系ポンプも燃料のオイルタンクも流失。冷却用海水系ポンプも燃料のオイルタンクも流失。冷却用海水系ポンプも燃料のオイルタンクも流失。冷却用海水系ポンプも

むきだしだった為、津波で壊れる。むきだしだった為、津波で壊れる。むきだしだった為、津波で壊れる。むきだしだった為、津波で壊れる。

• 19191919時時時時3333分、枝野官房長官、原子力緊急事態宣言発表分、枝野官房長官、原子力緊急事態宣言発表分、枝野官房長官、原子力緊急事態宣言発表分、枝野官房長官、原子力緊急事態宣言発表 6



原発事故その時
3333月12121212日1111号機、14141414日3333号機爆発

• 1111号機の爆発は、煙が横に伸びる水素爆発号機の爆発は、煙が横に伸びる水素爆発号機の爆発は、煙が横に伸びる水素爆発号機の爆発は、煙が横に伸びる水素爆発

• 3333号機の爆発は、核燃料プールのそばが、ピカッ号機の爆発は、核燃料プールのそばが、ピカッ号機の爆発は、核燃料プールのそばが、ピカッ号機の爆発は、核燃料プールのそばが、ピカッ

と光ってから、ドーン。いわゆるピカドンであと光ってから、ドーン。いわゆるピカドンであと光ってから、ドーン。いわゆるピカドンであと光ってから、ドーン。いわゆるピカドンであ

る。る。る。る。

⇒⇒⇒⇒ 核爆発核爆発核爆発核爆発

20150731201507312015073120150731----2347511234751123475112347511号機号機号機号機3333号機爆発号機爆発号機爆発号機爆発....aviaviaviavi
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15151515日日日日2222号機の水素爆発号機の水素爆発号機の水素爆発号機の水素爆発

•サスペンションチェンバーという格納容器の一部で、サスペンションチェンバーという格納容器の一部で、サスペンションチェンバーという格納容器の一部で、サスペンションチェンバーという格納容器の一部で、

爆発。通常は酸素のない部分なので、地震によってサ爆発。通常は酸素のない部分なので、地震によってサ爆発。通常は酸素のない部分なので、地震によってサ爆発。通常は酸素のない部分なので、地震によってサ

スペンションチェンバーが壊れたのでは。スペンションチェンバーが壊れたのでは。スペンションチェンバーが壊れたのでは。スペンションチェンバーが壊れたのでは。((((小出氏）小出氏）小出氏）小出氏）

•最大の放射能量の放出が起こる。最大の放射能量の放出が起こる。最大の放射能量の放出が起こる。最大の放射能量の放出が起こる。

• 1111号機・号機・号機・号機・3333号機は、一応、ベントが出来たので、放出放号機は、一応、ベントが出来たので、放出放号機は、一応、ベントが出来たので、放出放号機は、一応、ベントが出来たので、放出放

射能は、水を通っていたので、放射能量が少。射能は、水を通っていたので、放射能量が少。射能は、水を通っていたので、放射能量が少。射能は、水を通っていたので、放射能量が少。
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全国の放射線量全国の放射線量全国の放射線量全国の放射線量3333月月月月15151515----5555月月月月2222日日日日
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放出放射能の太平洋への移動放出放射能の太平洋への移動放出放射能の太平洋への移動放出放射能の太平洋への移動

• 20110311-0322放射能の太平洋拡散.avi

• 3/213/213/213/21に関に関に関に関東地方を襲ったフォールアウトは、大気圏東地方を襲ったフォールアウトは、大気圏東地方を襲ったフォールアウトは、大気圏東地方を襲ったフォールアウトは、大気圏

核実験が全盛期だった過去核実験が全盛期だった過去核実験が全盛期だった過去核実験が全盛期だった過去50505050年間の同地域の総量に年間の同地域の総量に年間の同地域の総量に年間の同地域の総量に

匹敵する莫大なものであった。匹敵する莫大なものであった。匹敵する莫大なものであった。匹敵する莫大なものであった。

•この放射性物質は、よく言われるように、この放射性物質は、よく言われるように、この放射性物質は、よく言われるように、この放射性物質は、よく言われるように、3/153/153/153/15までまでまでまで

にににに福島第一原発から放出された放射性物質が雨に福島第一原発から放出された放射性物質が雨に福島第一原発から放出された放射性物質が雨に福島第一原発から放出された放射性物質が雨に

よって落ちてきたものでは決してなく、直前に放出よって落ちてきたものでは決してなく、直前に放出よって落ちてきたものでは決してなく、直前に放出よって落ちてきたものでは決してなく、直前に放出

されたものである。されたものである。されたものである。されたものである。
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3333月月月月20202020日日日日----21212121日の日の日の日の3333号機号機号機号機格納容器内爆発格納容器内爆発格納容器内爆発格納容器内爆発



• その汚染源は明らかにその汚染源は明らかにその汚染源は明らかにその汚染源は明らかに3333号機であり、おそらく福島第号機であり、おそらく福島第号機であり、おそらく福島第号機であり、おそらく福島第

一原発最大の事故であった。一原発最大の事故であった。一原発最大の事故であった。一原発最大の事故であった。

• パラメータを分析すると、パラメータを分析すると、パラメータを分析すると、パラメータを分析すると、3333号機では、号機では、号機では、号機では、3/203/203/203/20----21212121に圧力に圧力に圧力に圧力

容器設計圧力を大幅に超える圧力が記録され、また格容器設計圧力を大幅に超える圧力が記録され、また格容器設計圧力を大幅に超える圧力が記録され、また格容器設計圧力を大幅に超える圧力が記録され、また格

納容器内の爆発的事象によって圧力容器・格納容器と納容器内の爆発的事象によって圧力容器・格納容器と納容器内の爆発的事象によって圧力容器・格納容器と納容器内の爆発的事象によって圧力容器・格納容器と

も大破したことが明らかである。も大破したことが明らかである。も大破したことが明らかである。も大破したことが明らかである。

• その事故は再臨界を伴う可能性が否定できない。その事故は再臨界を伴う可能性が否定できない。その事故は再臨界を伴う可能性が否定できない。その事故は再臨界を伴う可能性が否定できない。

• この異常事態を受けて、放射性物質の放出を防ぐためこの異常事態を受けて、放射性物質の放出を防ぐためこの異常事態を受けて、放射性物質の放出を防ぐためこの異常事態を受けて、放射性物質の放出を防ぐため

に、に、に、に、1000100010001000トンを超える放水が行われた。トンを超える放水が行われた。トンを超える放水が行われた。トンを超える放水が行われた。

• 3/213/213/213/21に行われた海水サンプリング調査・土壌採取などに行われた海水サンプリング調査・土壌採取などに行われた海水サンプリング調査・土壌採取などに行われた海水サンプリング調査・土壌採取など

は、は、は、は、3333号機格納容器内爆発という事態を受けたもので号機格納容器内爆発という事態を受けたもので号機格納容器内爆発という事態を受けたもので号機格納容器内爆発という事態を受けたもので

ある。ある。ある。ある。

• 3/213/213/213/21のののの3333号機原子炉建屋から出た煙は、原子炉が破損し号機原子炉建屋から出た煙は、原子炉が破損し号機原子炉建屋から出た煙は、原子炉が破損し号機原子炉建屋から出た煙は、原子炉が破損し

た物理的な帰結であるが、東電は当然それを認めるこた物理的な帰結であるが、東電は当然それを認めるこた物理的な帰結であるが、東電は当然それを認めるこた物理的な帰結であるが、東電は当然それを認めるこ

とができない。とができない。とができない。とができない。

• 東電・政府はこうした最悪の事態を知りながら隠蔽し東電・政府はこうした最悪の事態を知りながら隠蔽し東電・政府はこうした最悪の事態を知りながら隠蔽し東電・政府はこうした最悪の事態を知りながら隠蔽し

ている。ている。ている。ている。

• 東電は、こうした事態を隠匿するため、データの間引東電は、こうした事態を隠匿するため、データの間引東電は、こうした事態を隠匿するため、データの間引東電は、こうした事態を隠匿するため、データの間引

きや悪質な印象操作をいくつも行っている痕跡がある。きや悪質な印象操作をいくつも行っている痕跡がある。きや悪質な印象操作をいくつも行っている痕跡がある。きや悪質な印象操作をいくつも行っている痕跡がある。

11



3333号機は号機は号機は号機はMOXMOXMOXMOX燃料を使用燃料を使用燃料を使用燃料を使用

• MOXMOXMOXMOX燃料とは、通常の使用済み核燃料に含まれるプルトニ燃料とは、通常の使用済み核燃料に含まれるプルトニ燃料とは、通常の使用済み核燃料に含まれるプルトニ燃料とは、通常の使用済み核燃料に含まれるプルトニ

ウムを取り出し、ウランと混ぜて軽水炉のウラン燃料としウムを取り出し、ウランと混ぜて軽水炉のウラン燃料としウムを取り出し、ウランと混ぜて軽水炉のウラン燃料としウムを取り出し、ウランと混ぜて軽水炉のウラン燃料とし

たもので、プルサーマールともいう。たもので、プルサーマールともいう。たもので、プルサーマールともいう。たもので、プルサーマールともいう。

•通常のウラン燃料より、融点が上がり、一方熱伝導率が下通常のウラン燃料より、融点が上がり、一方熱伝導率が下通常のウラン燃料より、融点が上がり、一方熱伝導率が下通常のウラン燃料より、融点が上がり、一方熱伝導率が下

がるので燃料温度が上がりやすい。がるので燃料温度が上がりやすい。がるので燃料温度が上がりやすい。がるので燃料温度が上がりやすい。

•炉心溶融の危険性が高くなる。炉心溶融の危険性が高くなる。炉心溶融の危険性が高くなる。炉心溶融の危険性が高くなる。

•再処理が難しい。再処理が難しい。再処理が難しい。再処理が難しい。

•ガス状核分裂生成物（キセノン、クリプトン等）と「アルガス状核分裂生成物（キセノン、クリプトン等）と「アルガス状核分裂生成物（キセノン、クリプトン等）と「アルガス状核分裂生成物（キセノン、クリプトン等）と「アル

ファ粒子（ヘリウム原子核）の放出が多いので、燃料棒内ファ粒子（ヘリウム原子核）の放出が多いので、燃料棒内ファ粒子（ヘリウム原子核）の放出が多いので、燃料棒内ファ粒子（ヘリウム原子核）の放出が多いので、燃料棒内

の圧力がの圧力がの圧力がの圧力が高くなりやすい高くなりやすい高くなりやすい高くなりやすい。。。。



放射能汚染マップ

（シュミレーション）

早川地図
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原発事故後原発事故後原発事故後原発事故後----1111



東日本の土壌汚東日本の土壌汚東日本の土壌汚東日本の土壌汚

染調査染調査染調査染調査

2013201320132013年年年年7777月から月から月から月から2017201720172017年年年年

10101010月までの測定結果月までの測定結果月までの測定結果月までの測定結果

((((全全全全260260260260か所約か所約か所約か所約500500500500検体検体検体検体))))

https://www.google.com/maps/d/u/0/https://www.google.com/maps/d/u/0/https://www.google.com/maps/d/u/0/https://www.google.com/maps/d/u/0/

viewer?mid=1HObtfQEQruWzockCmfqviewer?mid=1HObtfQEQruWzockCmfqviewer?mid=1HObtfQEQruWzockCmfqviewer?mid=1HObtfQEQruWzockCmfq

naXelgjA&ll=37.60704965697781%2CnaXelgjA&ll=37.60704965697781%2CnaXelgjA&ll=37.60704965697781%2CnaXelgjA&ll=37.60704965697781%2C

135.70514525&z=5135.70514525&z=5135.70514525&z=5135.70514525&z=5



原発事故後原発事故後原発事故後原発事故後ｰーーー2222

4444基の原発爆発後の上空写真基の原発爆発後の上空写真基の原発爆発後の上空写真基の原発爆発後の上空写真

15

海側

山側
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原発事故後原発事故後原発事故後原発事故後ｰーーー5555
太平洋の海への放射能の移動太平洋の海への放射能の移動太平洋の海への放射能の移動太平洋の海への放射能の移動

海への拡散

７年後までの太平洋汚染

アーニー･ガンダーセンの核爆発説



原発事故後原発事故後原発事故後原発事故後ｰーーー6666

事故後の最大懸念事故後の最大懸念事故後の最大懸念事故後の最大懸念4444号機燃料プール号機燃料プール号機燃料プール号機燃料プール

• 4444号機は定期点検中で、燃料棒はすべて燃料プールに入ってい号機は定期点検中で、燃料棒はすべて燃料プールに入ってい号機は定期点検中で、燃料棒はすべて燃料プールに入ってい号機は定期点検中で、燃料棒はすべて燃料プールに入ってい

た。た。た。た。1500150015001500本、本、本、本、400t400t400t400t以上以上以上以上

• 3333月月月月15151515日早朝、建屋で水素爆発日早朝、建屋で水素爆発日早朝、建屋で水素爆発日早朝、建屋で水素爆発⇒⇒⇒⇒燃料プールの不安定化燃料プールの不安定化燃料プールの不安定化燃料プールの不安定化⇒⇒⇒⇒倒壊倒壊倒壊倒壊

した時は、した時は、した時は、した時は、3000300030003000万人の避難万人の避難万人の避難万人の避難

• 燃料プールの冷却燃料プールの冷却燃料プールの冷却燃料プールの冷却⇒⇒⇒⇒常識では水がない常識では水がない常識では水がない常識では水がない⇒⇒⇒⇒何故か水があった何故か水があった何故か水があった何故か水があった⇒⇒⇒⇒東東東東

電の工事遅れで、通常は水のない原子炉上部に水が電の工事遅れで、通常は水のない原子炉上部に水が電の工事遅れで、通常は水のない原子炉上部に水が電の工事遅れで、通常は水のない原子炉上部に水が1000t1000t1000t1000tあり、あり、あり、あり、

それが燃料プールに流れ込んでいた。それが燃料プールに流れ込んでいた。それが燃料プールに流れ込んでいた。それが燃料プールに流れ込んでいた。((((水素爆発で仕切りが取水素爆発で仕切りが取水素爆発で仕切りが取水素爆発で仕切りが取

れた？）れた？）れた？）れた？）

• 燃料プールは格納容器と異なり、上部が開いているので、メル燃料プールは格納容器と異なり、上部が開いているので、メル燃料プールは格納容器と異なり、上部が開いているので、メル燃料プールは格納容器と異なり、上部が開いているので、メル

トダウンしたら東日本全滅トダウンしたら東日本全滅トダウンしたら東日本全滅トダウンしたら東日本全滅

⇒⇒⇒⇒2014201420142014年末年末年末年末 1533153315331533本、取り出し完了本、取り出し完了本、取り出し完了本、取り出し完了

18



沸騰水型原子沸騰水型原子沸騰水型原子沸騰水型原子

炉圧力容器と炉圧力容器と炉圧力容器と炉圧力容器と

格納容器格納容器格納容器格納容器

19

黄色い部分が圧力容器黄色い部分が圧力容器黄色い部分が圧力容器黄色い部分が圧力容器

灰色の部分が格納容器灰色の部分が格納容器灰色の部分が格納容器灰色の部分が格納容器



福島原発事故の前、その時、その後

•質問をお願いします。
•あなたが質問することで、他の方々が、より理解
出来たり、納得できたりします。

•他の方のため、質問しましょう！



⑵⑵⑵⑵ 放射能って何？放射能って何？放射能って何？放射能って何？

言葉の定義：言葉の定義：言葉の定義：言葉の定義：

・放射能とは、放射線を放出する能力を言う。・放射能とは、放射線を放出する能力を言う。・放射能とは、放射線を放出する能力を言う。・放射能とは、放射線を放出する能力を言う。

・放射線を出す物質そのものを言う事もある。・放射線を出す物質そのものを言う事もある。・放射線を出す物質そのものを言う事もある。・放射線を出す物質そのものを言う事もある。

21



分子の世界と原子の世界分子の世界と原子の世界分子の世界と原子の世界分子の世界と原子の世界

• 3.113.113.113.11以前までは、私達は物については、分子の事だけ以前までは、私達は物については、分子の事だけ以前までは、私達は物については、分子の事だけ以前までは、私達は物については、分子の事だけ

を考えて暮らしていました。を考えて暮らしていました。を考えて暮らしていました。を考えて暮らしていました。

• 原子だけの物は、不活性ガスのヘリウムやアルゴン等原子だけの物は、不活性ガスのヘリウムやアルゴン等原子だけの物は、不活性ガスのヘリウムやアルゴン等原子だけの物は、不活性ガスのヘリウムやアルゴン等

や金属等しかなかったので、原子について何か考えるや金属等しかなかったので、原子について何か考えるや金属等しかなかったので、原子について何か考えるや金属等しかなかったので、原子について何か考える

必要はなかったのです。必要はなかったのです。必要はなかったのです。必要はなかったのです。

• 多くの原子は、そのままでは落着かなくて、自分自身多くの原子は、そのままでは落着かなくて、自分自身多くの原子は、そのままでは落着かなくて、自分自身多くの原子は、そのままでは落着かなくて、自分自身

や他の原子と結合し、分子を作ります。や他の原子と結合し、分子を作ります。や他の原子と結合し、分子を作ります。や他の原子と結合し、分子を作ります。

• 酸素や水素、窒素ガスなどは、同じもの同士で結合し酸素や水素、窒素ガスなどは、同じもの同士で結合し酸素や水素、窒素ガスなどは、同じもの同士で結合し酸素や水素、窒素ガスなどは、同じもの同士で結合し

た例ですし、水は、水素と酸素が結合したものです。た例ですし、水は、水素と酸素が結合したものです。た例ですし、水は、水素と酸素が結合したものです。た例ですし、水は、水素と酸素が結合したものです。

• これらの結合は、最外殻の電子の数で決まっています。これらの結合は、最外殻の電子の数で決まっています。これらの結合は、最外殻の電子の数で決まっています。これらの結合は、最外殻の電子の数で決まっています。

22



原子と電子と分子の関係（化学の世界）原子と電子と分子の関係（化学の世界）原子と電子と分子の関係（化学の世界）原子と電子と分子の関係（化学の世界）

23

原子の最外殻の電子の数原子の最外殻の電子の数原子の最外殻の電子の数原子の最外殻の電子の数((((価電子数価電子数価電子数価電子数))))によって、その物資の化学的性質が決まります。によって、その物資の化学的性質が決まります。によって、その物資の化学的性質が決まります。によって、その物資の化学的性質が決まります。

H2O
水分子 アンモニア

分子



放射能の世界は物理の世界放射能の世界は物理の世界放射能の世界は物理の世界放射能の世界は物理の世界

• 化学は、原子の外側の電子が、結合したり、結合相手を化学は、原子の外側の電子が、結合したり、結合相手を化学は、原子の外側の電子が、結合したり、結合相手を化学は、原子の外側の電子が、結合したり、結合相手を

変えたりする変化をみる学問です。変えたりする変化をみる学問です。変えたりする変化をみる学問です。変えたりする変化をみる学問です。

• 放射能は、原子の中の原子核の世界です。放射能は、原子の中の原子核の世界です。放射能は、原子の中の原子核の世界です。放射能は、原子の中の原子核の世界です。

• 通常の物質の世界では、原子は変化しません。中世、錬通常の物質の世界では、原子は変化しません。中世、錬通常の物質の世界では、原子は変化しません。中世、錬通常の物質の世界では、原子は変化しません。中世、錬

金術で金を作ろうと試みられましたが、出来ませんでし金術で金を作ろうと試みられましたが、出来ませんでし金術で金を作ろうと試みられましたが、出来ませんでし金術で金を作ろうと試みられましたが、出来ませんでし

た。た。た。た。

• 放射能は、原子核が壊れ、他の元素に変わる現象です。放射能は、原子核が壊れ、他の元素に変わる現象です。放射能は、原子核が壊れ、他の元素に変わる現象です。放射能は、原子核が壊れ、他の元素に変わる現象です。

• 化学は電子の問題であり、放射能は原子核の変化の問題化学は電子の問題であり、放射能は原子核の変化の問題化学は電子の問題であり、放射能は原子核の変化の問題化学は電子の問題であり、放射能は原子核の変化の問題

です。です。です。です。

• 3.113.113.113.11以降、私達は、今までと異なる放射能について、考以降、私達は、今までと異なる放射能について、考以降、私達は、今までと異なる放射能について、考以降、私達は、今までと異なる放射能について、考

えなくてはいけなくなりました。えなくてはいけなくなりました。えなくてはいけなくなりました。えなくてはいけなくなりました。
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原子の構造原子の構造原子の構造原子の構造

すべての物は、原子からできています。すべての物は、原子からできています。すべての物は、原子からできています。すべての物は、原子からできています。

原子は、陽子と中性子のかたまりの原子核とその回りを原子は、陽子と中性子のかたまりの原子核とその回りを原子は、陽子と中性子のかたまりの原子核とその回りを原子は、陽子と中性子のかたまりの原子核とその回りを

飛び回っている電子からなっています。飛び回っている電子からなっています。飛び回っている電子からなっています。飛び回っている電子からなっています。

水素原子水素原子水素原子水素原子

重水素原子重水素原子重水素原子重水素原子

((((安定同位体安定同位体安定同位体安定同位体))))

トリチウムトリチウムトリチウムトリチウム

((((放射性同位体放射性同位体放射性同位体放射性同位体))))

電子電子電子電子 電子電子電子電子電子電子電子電子

陽子陽子陽子陽子
陽子陽子陽子陽子

陽子陽子陽子陽子中性子中性子中性子中性子

中性子中性子中性子中性子

質量数質量数質量数質量数((((重さ）重さ）重さ）重さ）

元素番号元素番号元素番号元素番号 25



放射能と放射線
• 放射能とは、放射線を出す物質、或いは放射線を出す能放射能とは、放射線を出す物質、或いは放射線を出す能放射能とは、放射線を出す物質、或いは放射線を出す能放射能とは、放射線を出す物質、或いは放射線を出す能

力を言います。力を言います。力を言います。力を言います。

• 放射線は、放射能から出る線で、放射線は、放射能から出る線で、放射線は、放射能から出る線で、放射線は、放射能から出る線で、

ヘリウムという原子核の流れのヘリウムという原子核の流れのヘリウムという原子核の流れのヘリウムという原子核の流れの

アルファー線アルファー線アルファー線アルファー線

電子の流れのベーター線電子の流れのベーター線電子の流れのベーター線電子の流れのベーター線

電磁波の一種のガンマー線電磁波の一種のガンマー線電磁波の一種のガンマー線電磁波の一種のガンマー線

が主な放射線です。が主な放射線です。が主な放射線です。が主な放射線です。

• 放射線は、自然も人工も同じです放射線は、自然も人工も同じです放射線は、自然も人工も同じです放射線は、自然も人工も同じです

• 放射能は、自然と人工は全く違い放射能は、自然と人工は全く違い放射能は、自然と人工は全く違い放射能は、自然と人工は全く違い

ます。ます。ます。ます。

中性子線中性子線中性子線中性子線
26



•放射線と放射能は、似ている言葉のため、よ放射線と放射能は、似ている言葉のため、よ放射線と放射能は、似ている言葉のため、よ放射線と放射能は、似ている言葉のため、よ

く混同して使われます。く混同して使われます。く混同して使われます。く混同して使われます。

•放射能から出た線が、放射線です。放射能から出た線が、放射線です。放射能から出た線が、放射線です。放射能から出た線が、放射線です。

•放射線を出す物質を放射能とか放射性物質と放射線を出す物質を放射能とか放射性物質と放射線を出す物質を放射能とか放射性物質と放射線を出す物質を放射能とか放射性物質と

言います。言います。言います。言います。

•放射線は出た線のことですから、自然放射線放射線は出た線のことですから、自然放射線放射線は出た線のことですから、自然放射線放射線は出た線のことですから、自然放射線

も人工放射線も同じです。も人工放射線も同じです。も人工放射線も同じです。も人工放射線も同じです。

•放射能は、放射線を出す能力を言い、自然放放射能は、放射線を出す能力を言い、自然放放射能は、放射線を出す能力を言い、自然放放射能は、放射線を出す能力を言い、自然放

射能と人工放射能は、その性質が大きく異な射能と人工放射能は、その性質が大きく異な射能と人工放射能は、その性質が大きく異な射能と人工放射能は、その性質が大きく異な

ります。ります。ります。ります。

•人工放射能とは、原爆や原発で人間が作り出人工放射能とは、原爆や原発で人間が作り出人工放射能とは、原爆や原発で人間が作り出人工放射能とは、原爆や原発で人間が作り出

した放射能で、地球上に出来てからした放射能で、地球上に出来てからした放射能で、地球上に出来てからした放射能で、地球上に出来てから70707070数年し数年し数年し数年し

か経っていません。ですから、その人体へのか経っていません。ですから、その人体へのか経っていません。ですから、その人体へのか経っていません。ですから、その人体への

影響は、まだほとんど分かっていません。影響は、まだほとんど分かっていません。影響は、まだほとんど分かっていません。影響は、まだほとんど分かっていません。

27

放射能と放射線



⑶⑶⑶⑶ 放射能の生体への影響放射能の生体への影響放射能の生体への影響放射能の生体への影響

放射能がどんなものか、理解していただけたでしょうか？放射能がどんなものか、理解していただけたでしょうか？放射能がどんなものか、理解していただけたでしょうか？放射能がどんなものか、理解していただけたでしょうか？

分からない点は、或いは何となくここがわからないという事分からない点は、或いは何となくここがわからないという事分からない点は、或いは何となくここがわからないという事分からない点は、或いは何となくここがわからないという事

でもよいので、ご意見を願いします。でもよいので、ご意見を願いします。でもよいので、ご意見を願いします。でもよいので、ご意見を願いします。

では、次に放射能の生体への影響を見ていきます。実際にでは、次に放射能の生体への影響を見ていきます。実際にでは、次に放射能の生体への影響を見ていきます。実際にでは、次に放射能の生体への影響を見ていきます。実際に

は、たくさんの影響があるはずですが、まだまだほとんどは、たくさんの影響があるはずですが、まだまだほとんどは、たくさんの影響があるはずですが、まだまだほとんどは、たくさんの影響があるはずですが、まだまだほとんど

分かっていません。どうしてわからないかも含め、放射能分かっていません。どうしてわからないかも含め、放射能分かっていません。どうしてわからないかも含め、放射能分かっていません。どうしてわからないかも含め、放射能

が生体内に入るという事がどういうことかを説明します。が生体内に入るという事がどういうことかを説明します。が生体内に入るという事がどういうことかを説明します。が生体内に入るという事がどういうことかを説明します。



内部被ばくと外部被ばく内部被ばくと外部被ばく内部被ばくと外部被ばく内部被ばくと外部被ばく

アルファーアルファーアルファーアルファー線やベーター線やベーター線やベーター線やベーター線は、外部被ばくなら、線は、外部被ばくなら、線は、外部被ばくなら、線は、外部被ばくなら、

止められても、内部被ばくだとすべて吸収されます。止められても、内部被ばくだとすべて吸収されます。止められても、内部被ばくだとすべて吸収されます。止められても、内部被ばくだとすべて吸収されます。

ガンマー線の場合のみは、内部被ばくも外部被ばくも影響は、似ています。ガンマー線の場合のみは、内部被ばくも外部被ばくも影響は、似ています。ガンマー線の場合のみは、内部被ばくも外部被ばくも影響は、似ています。ガンマー線の場合のみは、内部被ばくも外部被ばくも影響は、似ています。

しかし、透過力の弱いアルファー線やベーター線は、影響が大きく異なります。しかし、透過力の弱いアルファー線やベーター線は、影響が大きく異なります。しかし、透過力の弱いアルファー線やベーター線は、影響が大きく異なります。しかし、透過力の弱いアルファー線やベーター線は、影響が大きく異なります。
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自然放射能自然放射能自然放射能自然放射能K40K40K40K40と人工放射能と人工放射能と人工放射能と人工放射能Cs137Cs137Cs137Cs137

内部被ばくを考える時は、自然と人工の放射能は、大きく異な内部被ばくを考える時は、自然と人工の放射能は、大きく異な内部被ばくを考える時は、自然と人工の放射能は、大きく異な内部被ばくを考える時は、自然と人工の放射能は、大きく異な

ります。例えば、カリウムります。例えば、カリウムります。例えば、カリウムります。例えば、カリウム40404040とセシウムとセシウムとセシウムとセシウム137137137137では、化学的性質では、化学的性質では、化学的性質では、化学的性質

が似ていると言われますが、同じが似ていると言われますが、同じが似ていると言われますが、同じが似ていると言われますが、同じ1μ1μ1μ1μｇｇｇｇの重量でのベクレル数の重量でのベクレル数の重量でのベクレル数の重量でのベクレル数

((((崩壊の回数）は、崩壊の回数）は、崩壊の回数）は、崩壊の回数）は、1000100010001000万倍も異なります。万倍も異なります。万倍も異なります。万倍も異なります。

K40

Cs137

3,076,923Bq/μg

0.266667Bq/μg

////ｓｓｓｓ

////ｓｓｓｓ

同じ同じ同じ同じ1ug1ug1ug1ug当りの当りの当りの当りの

崩壊回数崩壊回数崩壊回数崩壊回数

((((ベクレル）ベクレル）ベクレル）ベクレル）

K40K40K40K40

Cs137Cs137Cs137Cs137
半減期約半減期約半減期約半減期約13131313億年億年億年億年 半減期半減期半減期半減期30303030年年年年



セシウムセシウムセシウムセシウム137137137137もカリウムもカリウムもカリウムもカリウム40404040も、ベータ線とガンマー線も、ベータ線とガンマー線も、ベータ線とガンマー線も、ベータ線とガンマー線

を出して崩壊しますを出して崩壊しますを出して崩壊しますを出して崩壊します

セシウム137は、1崩壊で、ベータ線１本、

ガンマー線１本を出します。

カリウム40は、1崩壊で、

ベータ線か、ガンマー線か、

どちらか１本を出します。
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ベータ崩壊と電子捕獲とは？ベータ崩壊と電子捕獲とは？ベータ崩壊と電子捕獲とは？ベータ崩壊と電子捕獲とは？

ベータ崩壊、電子がベータ崩壊、電子がベータ崩壊、電子がベータ崩壊、電子が1111つ減る。つ減る。つ減る。つ減る。

中性子中性子中性子中性子1111個が陽子になる個が陽子になる個が陽子になる個が陽子になる

酸素酸素酸素酸素OOOO8888

フッ素フッ素フッ素フッ素FFFF9999

電子捕獲、電子が電子捕獲、電子が電子捕獲、電子が電子捕獲、電子が1111つ増える。つ増える。つ増える。つ増える。

陽子陽子陽子陽子1111個が中性子になる個が中性子になる個が中性子になる個が中性子になる

窒素窒素窒素窒素NNNN7777



Cs137Cs137Cs137Cs137の体への蓄積の体への蓄積の体への蓄積の体への蓄積

• カリウムは、体の中カリウムは、体の中カリウムは、体の中カリウムは、体の中

で全く蓄積せず、体で全く蓄積せず、体で全く蓄積せず、体で全く蓄積せず、体

内の半減期は内の半減期は内の半減期は内の半減期は30303030日日日日((((口口口口

から入って外に出るから入って外に出るから入って外に出るから入って外に出る

まで）まで）まで）まで）

• セシウムは、体の中セシウムは、体の中セシウムは、体の中セシウムは、体の中

に蓄積する。半減期に蓄積する。半減期に蓄積する。半減期に蓄積する。半減期

は約は約は約は約3333か月。か月。か月。か月。



カリウムカリウムカリウムカリウム40404040とセシウムとセシウムとセシウムとセシウム137137137137の遺伝子への作用の遺伝子への作用の遺伝子への作用の遺伝子への作用

カリウムカリウムカリウムカリウム40404040のののの場合場合場合場合
((((自然放射能）自然放射能）自然放射能）自然放射能）

放射性セシウムの場合放射性セシウムの場合放射性セシウムの場合放射性セシウムの場合

（人工放射能）（人工放射能）（人工放射能）（人工放射能）

放射線の生体への影響で、よく知られているのが、遺伝子への影放射線の生体への影響で、よく知られているのが、遺伝子への影放射線の生体への影響で、よく知られているのが、遺伝子への影放射線の生体への影響で、よく知られているのが、遺伝子への影

響です。遺伝子響です。遺伝子響です。遺伝子響です。遺伝子DNADNADNADNAは、図のように二重らせん構造をしています。は、図のように二重らせん構造をしています。は、図のように二重らせん構造をしています。は、図のように二重らせん構造をしています。

1111か所が壊れても、鋳型の方に情報があるので、すぐ修復できます。か所が壊れても、鋳型の方に情報があるので、すぐ修復できます。か所が壊れても、鋳型の方に情報があるので、すぐ修復できます。か所が壊れても、鋳型の方に情報があるので、すぐ修復できます。

しかし、同時に複数個所壊れると修復が追い付きません。しかし、同時に複数個所壊れると修復が追い付きません。しかし、同時に複数個所壊れると修復が追い付きません。しかし、同時に複数個所壊れると修復が追い付きません。
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蓄積する放射能の怖さ蓄積する放射能の怖さ蓄積する放射能の怖さ蓄積する放射能の怖さ

体の細胞は、常に新陳代謝をしています。つまり、細体の細胞は、常に新陳代謝をしています。つまり、細体の細胞は、常に新陳代謝をしています。つまり、細体の細胞は、常に新陳代謝をしています。つまり、細

胞が生まれ死んでいっています。細胞が生まれる前に、胞が生まれ死んでいっています。細胞が生まれる前に、胞が生まれ死んでいっています。細胞が生まれる前に、胞が生まれ死んでいっています。細胞が生まれる前に、

DNADNADNADNAのらせんがほどけ、複製されます。このほどけたのらせんがほどけ、複製されます。このほどけたのらせんがほどけ、複製されます。このほどけたのらせんがほどけ、複製されます。このほどけた

ときに放射線を浴びると複製がうまく出来ません。ときに放射線を浴びると複製がうまく出来ません。ときに放射線を浴びると複製がうまく出来ません。ときに放射線を浴びると複製がうまく出来ません。
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体は細胞体は細胞体は細胞体は細胞60606060兆個から出来ている兆個から出来ている兆個から出来ている兆個から出来ている



中学教科書の中学教科書の中学教科書の中学教科書の

細胞内のエネ細胞内のエネ細胞内のエネ細胞内のエネ

ルギーの生成ルギーの生成ルギーの生成ルギーの生成

の様子の様子の様子の様子

これらはほとんど

数eVの世界



体内のエネルギーと放射能のエネルギー体内のエネルギーと放射能のエネルギー体内のエネルギーと放射能のエネルギー体内のエネルギーと放射能のエネルギー

体内のエネルギーは、体内のエネルギーは、体内のエネルギーは、体内のエネルギーは、

eVeVeVeVエレクトロンボルトでエレクトロンボルトでエレクトロンボルトでエレクトロンボルトで

表される。表される。表される。表される。eVeVeVeVとはとはとはとは1111つのつのつのつの電子を電子を電子を電子を

1111ボルトの磁場に置いたボルトの磁場に置いたボルトの磁場に置いたボルトの磁場に置いた

時、時、時、時、1eV1eV1eV1eVと定義。と定義。と定義。と定義。

1eV1eV1eV1eV＝＝＝＝1.61.61.61.6××××10101010----19191919
ｼﾞｭｰﾙｼﾞｭｰﾙｼﾞｭｰﾙｼﾞｭｰﾙJJJJ

放射エネルギーは、大体放射エネルギーは、大体放射エネルギーは、大体放射エネルギーは、大体

MeVMeVMeVMeV＝＝＝＝100100100100万万万万eVeVeVeV



細胞内に放射線が侵入したら細胞内に放射線が侵入したら細胞内に放射線が侵入したら細胞内に放射線が侵入したら

•遺伝子を傷つける。遺伝子を傷つける。遺伝子を傷つける。遺伝子を傷つける。

•遺伝子に当たらなくても、細胞内の水に当たり、・遺伝子に当たらなくても、細胞内の水に当たり、・遺伝子に当たらなくても、細胞内の水に当たり、・遺伝子に当たらなくても、細胞内の水に当たり、・OHOHOHOH
ラジカルや・ラジカルや・ラジカルや・ラジカルや・HHHH、、、、O2O2O2O2－－－－等々の活性元素を生じる。等々の活性元素を生じる。等々の活性元素を生じる。等々の活性元素を生じる。

• MeVMeVMeVMeVの放射線に対し、そのエネルギーを失うまでに、の放射線に対し、そのエネルギーを失うまでに、の放射線に対し、そのエネルギーを失うまでに、の放射線に対し、そのエネルギーを失うまでに、

どれだけ多くの水分子を活性化させるか・・・・。どれだけ多くの水分子を活性化させるか・・・・。どれだけ多くの水分子を活性化させるか・・・・。どれだけ多くの水分子を活性化させるか・・・・。

•放射能の内部被ばくによる影響は、数えきれないほど放射能の内部被ばくによる影響は、数えきれないほど放射能の内部被ばくによる影響は、数えきれないほど放射能の内部被ばくによる影響は、数えきれないほど

の多くの病気を生み出すのではと想像される。の多くの病気を生み出すのではと想像される。の多くの病気を生み出すのではと想像される。の多くの病気を生み出すのではと想像される。

•チェルノブイリにおける子ども達の病名のつかない多チェルノブイリにおける子ども達の病名のつかない多チェルノブイリにおける子ども達の病名のつかない多チェルノブイリにおける子ども達の病名のつかない多

くの症状が思い浮かびます。くの症状が思い浮かびます。くの症状が思い浮かびます。くの症状が思い浮かびます。



体の中に入った放射線の様子体の中に入った放射線の様子体の中に入った放射線の様子体の中に入った放射線の様子

筑波の気象研で検出された福筑波の気象研で検出された福筑波の気象研で検出された福筑波の気象研で検出された福

島由来の島由来の島由来の島由来のCs137Cs137Cs137Cs137の粒子は、の粒子は、の粒子は、の粒子は、

2.6μm2.6μm2.6μm2.6μmの球形で、の球形で、の球形で、の球形で、6.5Bq6.5Bq6.5Bq6.5Bqでした。でした。でした。でした。

これが体内に入ったと仮定すこれが体内に入ったと仮定すこれが体内に入ったと仮定すこれが体内に入ったと仮定す

ると、ると、ると、ると、1111個が個が個が個が1111日に出す放射線日に出す放射線日に出す放射線日に出す放射線

量は量は量は量は56565656万本のベータ万本のベータ万本のベータ万本のベータ(β(β(β(β）線と）線と）線と）線と

ガンマガンマガンマガンマ(γ(γ(γ(γ）線です。）線です。）線です。）線です。

ββββ線は体内で線は体内で線は体内で線は体内で1.61.61.61.6㎜㎜㎜㎜飛ぶと言わ飛ぶと言わ飛ぶと言わ飛ぶと言わ

れ、半径れ、半径れ、半径れ、半径1.6mm1.6mm1.6mm1.6mmの球形には、の球形には、の球形には、の球形には、

1715171517151715万個の細胞があります。万個の細胞があります。万個の細胞があります。万個の細胞があります。

計算によると、計算によると、計算によると、計算によると、1111個のセシウム個のセシウム個のセシウム個のセシウム

でででで1111日に、日に、日に、日に、1715171517151715万個の細胞に平万個の細胞に平万個の細胞に平万個の細胞に平

均均均均5.25.25.25.2回回回回ββββ線が当るそうです。線が当るそうです。線が当るそうです。線が当るそうです。

1111個の個の個の個のCs137Cs137Cs137Cs137が体内に入ると半が体内に入ると半が体内に入ると半が体内に入ると半

減期減期減期減期100100100100日として日として日として日として100100100100億個の細億個の細億個の細億個の細

胞に胞に胞に胞にββββ線が当たります。線が当たります。線が当たります。線が当たります。
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放射能による具体的病気の発生小児甲状腺ガン放射能による具体的病気の発生小児甲状腺ガン放射能による具体的病気の発生小児甲状腺ガン放射能による具体的病気の発生小児甲状腺ガン

•チェルノブイリで、唯一、放射能と関係する病気と認チェルノブイリで、唯一、放射能と関係する病気と認チェルノブイリで、唯一、放射能と関係する病気と認チェルノブイリで、唯一、放射能と関係する病気と認

定された。定された。定された。定された。

•小児甲状腺がんは、極めてまれで、小児甲状腺がんは、極めてまれで、小児甲状腺がんは、極めてまれで、小児甲状腺がんは、極めてまれで、100100100100万に１人位。万に１人位。万に１人位。万に１人位。

•甲状腺ガンは、通常、年齢依存性が高く、転移も少な甲状腺ガンは、通常、年齢依存性が高く、転移も少な甲状腺ガンは、通常、年齢依存性が高く、転移も少な甲状腺ガンは、通常、年齢依存性が高く、転移も少な

い。い。い。い。

•福島における健康調査で、既に福島における健康調査で、既に福島における健康調査で、既に福島における健康調査で、既に193193193193人の子どもが発症人の子どもが発症人の子どもが発症人の子どもが発症

((((当時当時当時当時18181818歳以下）歳以下）歳以下）歳以下）

•ヨウ素ヨウ素ヨウ素ヨウ素131131131131による甲状腺がんは、男女差なく、転移が多による甲状腺がんは、男女差なく、転移が多による甲状腺がんは、男女差なく、転移が多による甲状腺がんは、男女差なく、転移が多

く、進行が速い。く、進行が速い。く、進行が速い。く、進行が速い。

•疫学的にも、明らかに福島における小児甲状腺がんの疫学的にも、明らかに福島における小児甲状腺がんの疫学的にも、明らかに福島における小児甲状腺がんの疫学的にも、明らかに福島における小児甲状腺がんの

多発は観測されているが、政府、福島県共に、放射線多発は観測されているが、政府、福島県共に、放射線多発は観測されているが、政府、福島県共に、放射線多発は観測されているが、政府、福島県共に、放射線

の影響であることを認めていない。の影響であることを認めていない。の影響であることを認めていない。の影響であることを認めていない。



2017201720172017年年年年6666月月月月30303030日日日日

現在の福島県下現在の福島県下現在の福島県下現在の福島県下

のののの

小児甲状腺がん小児甲状腺がん小児甲状腺がん小児甲状腺がん

合計合計合計合計 193193193193人＋人＋人＋人＋αααα



3.113.113.113.11以降の放射能問題のおかしな点以降の放射能問題のおかしな点以降の放射能問題のおかしな点以降の放射能問題のおかしな点

• 食品中の放射能基準値食品中の放射能基準値食品中の放射能基準値食品中の放射能基準値100100100100ベクレルベクレルベクレルベクレル/kg/kg/kg/kg

⇒⇒⇒⇒3.113.113.113.11以前は放射性廃棄物の基準値以前は放射性廃棄物の基準値以前は放射性廃棄物の基準値以前は放射性廃棄物の基準値 100100100100ベクレルベクレルベクレルベクレル/kg/kg/kg/kg

⇒⇒⇒⇒放射性廃棄物の基準値放射性廃棄物の基準値放射性廃棄物の基準値放射性廃棄物の基準値 8000800080008000ベクレルベクレルベクレルベクレル/kg/kg/kg/kg

• 福島の帰還基準福島の帰還基準福島の帰還基準福島の帰還基準 20mSv/20mSv/20mSv/20mSv/年年年年

⇒⇒⇒⇒放射線管理区域放射線管理区域放射線管理区域放射線管理区域 5.2mSv/5.2mSv/5.2mSv/5.2mSv/年（現在も有効な法律で規定）年（現在も有効な法律で規定）年（現在も有効な法律で規定）年（現在も有効な法律で規定）

この中は、未成年者立入禁止、飲食禁止、就寝禁止この中は、未成年者立入禁止、飲食禁止、就寝禁止この中は、未成年者立入禁止、飲食禁止、就寝禁止この中は、未成年者立入禁止、飲食禁止、就寝禁止

ここで働く人は、毎年ここで働く人は、毎年ここで働く人は、毎年ここで働く人は、毎年1111回の健康診断義務付け回の健康診断義務付け回の健康診断義務付け回の健康診断義務付け

• 放射線管理区域で働く男性放射線管理区域で働く男性放射線管理区域で働く男性放射線管理区域で働く男性

⇒⇒⇒⇒5555年間で年間で年間で年間で100mSv100mSv100mSv100mSvを超えない事、区域内での測定の義務を超えない事、区域内での測定の義務を超えない事、区域内での測定の義務を超えない事、区域内での測定の義務

• 放射線管理区域で働く女性（妊娠可能なものを除く）放射線管理区域で働く女性（妊娠可能なものを除く）放射線管理区域で働く女性（妊娠可能なものを除く）放射線管理区域で働く女性（妊娠可能なものを除く）

⇒⇒⇒⇒3333か月間で、か月間で、か月間で、か月間で、5mSv5mSv5mSv5mSvを超えない事を超えない事を超えない事を超えない事



• 管理区域における事業者の措置管理区域における事業者の措置管理区域における事業者の措置管理区域における事業者の措置[[[[編集編集編集編集]]]]

• 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない[4]
。

• 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事
項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線によ

る労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない
[5]
。

• 事業者は、放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設又は保管廃棄施設について、
遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物

質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入

る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合

計を1週間につき1mSv以下にしなければならない[6]
。

• 管理区域内において放射線業務に従事する労働者（以下「放射線業務従事者」という）
の受ける実効線量が5年間につき100mSvを超えず、かつ、1年間につき50mSvを超えない
ようにしなければならない

[7]
。

• 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者
の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定し

なければならない
[8]
。

• 女性の放射線業務従事者（妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中の者を除
く）の受ける実効線量については、3月間につき5mSvを超えないようにしなければならな
い

[9]
。

• 妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから
出産までの間（以下「妊娠中」という）につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない
[10]
。

• 内部被ばくによる実効線量については、1mSv

• 腹部表面に受ける等価線量については、2mSv



福島の話はこれで終わります。

どうぞ、福島で起こったことを被災した人々

のことを忘れないでください。

そして再び原発事故が起こらないように、ど

うぞよろしくお願いします。



自己紹介

• 最後になりましたが、自己紹介をします。最後になりましたが、自己紹介をします。最後になりましたが、自己紹介をします。最後になりましたが、自己紹介をします。

• 私は私は私は私は16161616年間、厚生省の研究機関の食品部で、研究と検定業務を行っ年間、厚生省の研究機関の食品部で、研究と検定業務を行っ年間、厚生省の研究機関の食品部で、研究と検定業務を行っ年間、厚生省の研究機関の食品部で、研究と検定業務を行っ

ていましたが、その中でした仕事で今でも悔やまれるていましたが、その中でした仕事で今でも悔やまれるていましたが、その中でした仕事で今でも悔やまれるていましたが、その中でした仕事で今でも悔やまれる1111件がありま件がありま件がありま件がありま

す。す。す。す。

• それは輸入食品の検査で、アメリカの柑橘類オレンジ、グレープフそれは輸入食品の検査で、アメリカの柑橘類オレンジ、グレープフそれは輸入食品の検査で、アメリカの柑橘類オレンジ、グレープフそれは輸入食品の検査で、アメリカの柑橘類オレンジ、グレープフ

ルーツ、レモンで使用している防黴剤が、可食部まで浸透しているルーツ、レモンで使用している防黴剤が、可食部まで浸透しているルーツ、レモンで使用している防黴剤が、可食部まで浸透しているルーツ、レモンで使用している防黴剤が、可食部まで浸透している

かどうかを調べる仕事がありました。濃厚な液を浸けて可食部を検かどうかを調べる仕事がありました。濃厚な液を浸けて可食部を検かどうかを調べる仕事がありました。濃厚な液を浸けて可食部を検かどうかを調べる仕事がありました。濃厚な液を浸けて可食部を検

査したところ、防黴剤は皮のぶつぶつの部分に入っていることがわ査したところ、防黴剤は皮のぶつぶつの部分に入っていることがわ査したところ、防黴剤は皮のぶつぶつの部分に入っていることがわ査したところ、防黴剤は皮のぶつぶつの部分に入っていることがわ

かりました。ホッとしましたが、他の柑橘類と異なり、レモンだけかりました。ホッとしましたが、他の柑橘類と異なり、レモンだけかりました。ホッとしましたが、他の柑橘類と異なり、レモンだけかりました。ホッとしましたが、他の柑橘類と異なり、レモンだけ

はスライスして紅茶に入れます。その条件で紅茶を調べるとしっかはスライスして紅茶に入れます。その条件で紅茶を調べるとしっかはスライスして紅茶に入れます。その条件で紅茶を調べるとしっかはスライスして紅茶に入れます。その条件で紅茶を調べるとしっか

り防黴剤が検出されました。レモンだけは使用を許可するべきでなり防黴剤が検出されました。レモンだけは使用を許可するべきでなり防黴剤が検出されました。レモンだけは使用を許可するべきでなり防黴剤が検出されました。レモンだけは使用を許可するべきでな

いと上司に答申しましたが、アメリカがいと上司に答申しましたが、アメリカがいと上司に答申しましたが、アメリカがいと上司に答申しましたが、アメリカが3333つと言っているので、一つと言っているので、一つと言っているので、一つと言っているので、一

つだけ外すわけにはつだけ外すわけにはつだけ外すわけにはつだけ外すわけにはいかなといかなといかなといかなと言って、アメリカの要望通りになりま言って、アメリカの要望通りになりま言って、アメリカの要望通りになりま言って、アメリカの要望通りになりま

した。した。した。した。

• 今でもそのままの状態が今でもそのままの状態が今でもそのままの状態が今でもそのままの状態が40404040年以上続いていますので、輸入のレモン年以上続いていますので、輸入のレモン年以上続いていますので、輸入のレモン年以上続いていますので、輸入のレモン

を見るたびにつらくなります。あの頃と異なり、今ではブロッコを見るたびにつらくなります。あの頃と異なり、今ではブロッコを見るたびにつらくなります。あの頃と異なり、今ではブロッコを見るたびにつらくなります。あの頃と異なり、今ではブロッコ

リーさえ輸入されているのですから、防黴剤の必要性はないと思うリーさえ輸入されているのですから、防黴剤の必要性はないと思うリーさえ輸入されているのですから、防黴剤の必要性はないと思うリーさえ輸入されているのですから、防黴剤の必要性はないと思う

のですが。のですが。のですが。のですが。

• これだけがこれだけがこれだけがこれだけが40404040年間の私の職業人生の中での後悔です。年間の私の職業人生の中での後悔です。年間の私の職業人生の中での後悔です。年間の私の職業人生の中での後悔です。



ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

三原三原三原三原 翠翠翠翠 PhDPhDPhDPhD

mdmihara@hotmail.co.jpmdmihara@hotmail.co.jpmdmihara@hotmail.co.jpmdmihara@hotmail.co.jp


