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原子の世界と分子の世界

• 3.11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。

• 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。
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原子と電子と分子の関係（化学の世界）
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原子の最外殻の電子の数(価電子数)によって、その物質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

• 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。

• 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。

• 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
化の問題です。

• 3.11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。
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原子の構造

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

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(重さ）

元素番号 5
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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
能力を言います。

• 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

アルファー線

電子の流れのベーター線

電磁波の一種のガンマー線

が主な放射線です。

• 放射線は、自然も人工も同じです。
• でも放射能は、自然と人工で
生体への作用は、全く異なります。

中性子線中性子線中性子線中性子線
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電磁波の姿？



電磁波と生活



自然放射能K40と人工放射能Cs137
放射能の生体への影響を考える時は、自然と人工の放射能は、大放射能の生体への影響を考える時は、自然と人工の放射能は、大放射能の生体への影響を考える時は、自然と人工の放射能は、大放射能の生体への影響を考える時は、自然と人工の放射能は、大

きく異なります。例えば、カリウムきく異なります。例えば、カリウムきく異なります。例えば、カリウムきく異なります。例えば、カリウム40とセシウムとセシウムとセシウムとセシウム137では、化学的性では、化学的性では、化学的性では、化学的性

質が似ていると言われますが、同じ質が似ていると言われますが、同じ質が似ていると言われますが、同じ質が似ていると言われますが、同じ1μｇｇｇｇ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(崩壊崩壊崩壊崩壊

の回数）は、の回数）は、の回数）は、の回数）は、1000万倍も異なります。万倍も異なります。万倍も異なります。万倍も異なります。

3,076,923Bq/s/μg

0.266667Bq/s/μg
同じ同じ同じ同じ1ug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）

K40 Cs137

この違いは、半減期の違いを表しています。



自然放射能と人工放射能

• 自然放射能の中で、人に一番身近なのが、カリウム40
(K40 ）です。K40は地球が出来た40億年前から存在し、生命
もその環境下で発展してきました。

• カリウム40は、普通のカリウム39の1万分の１しかなく、しか

もバラバラになってK39の中に存在しています。

• カリウムは動物にも植物にも必須の元素で、たくさん吸収し
ますが、まったく蓄積しません。カリウム40があっても、蓄積
しないので、体にわるさをしません。

• セシウム１３７(Cs137 )は、地球上に出てきて80年位です。

• セシウムは、体に蓄積することが知られています。

• 体内に一度入ったセシウム137は、100日位で半分に減ると

言われています。(生物学的半減期）
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ICRP Publication111
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セシウム137は、ベータ線と

ガンマー線を出して崩壊します
カリウムの崩壊

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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セシウム137とカリウム40の崩壊の違い

• セシウム137は、1崩壊（1ベクレル）する時、ベー
タ線とガンマー線をそれぞれ1本づつ出して崩壊
します。つまり、セシウム137の1ベクレルは、放
射線2本が出ています。

• カリウム40の崩壊は、2種類あります。そのそれ

ぞれが、ガンマー線を出す種類とベータ線を出

す種類にわかれますので、1崩壊は、1放射線で
す。

• 1ベクレルは、１崩壊と決まっているので、放射線
の数や性質をあらわしません。
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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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DNAに放射線が当たった場合

カリウムカリウムカリウムカリウム40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、遺伝子への影響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。遺伝子です。遺伝子です。遺伝子です。遺伝子DNA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。

1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

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、DNA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。
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• 体の細胞は、いつも同じ状態をしているようですが、実は
新陳代謝をして、新しく入れ替わっています。

• 細胞は常に生まれ死んでいます。（脳や神経細胞を除い
て。）

• 細胞は分裂をする前に、遺伝子DNAの二重らせんがほ
どけ、最も弱い状態になります。このとき放射線が当たる

と、DNAに致命的影響を与えます。

• つまり、細胞分裂が激しい生体ほど、放射線に弱いので
す。

• 放射能が蓄積すれば、必ず細胞の弱い時期にも放射線
を出します。

• 蓄積する放射能・セシウム137などは、それだから怖いの
です。

蓄積する放射能の怖さ

18



内部被ばくとは

• 体の細胞の中に、放
射線が飛び込むこと。

• 細胞の中は、核を中心
に、さまざまな構造が

あります。

• 代表的なのが、核の
中のDNA

• 細胞質には、エネル
ギーを生み出すミトコ

ンドリアやさまざまな

役目のあるものがあり

ます。

• それら構造体の間は、
水が満ちています。
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細胞の中の大きさ比較

• 多くの動物細胞：10～30μm

• 細胞核：3～10µm

• DNAアルファ螺旋の直径：2nm

• アミノ酸：0.8nm

• 水素原子：0.1nm

1μm＝1000nm

DNAに放射線が

当たる可能性は？
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放射能の崩壊エネルギー

• セシウムCs137 ・トリチウムH3
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細胞の中の様子
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１電子ボルトの世界１電子ボルトの世界１電子ボルトの世界１電子ボルトの世界



細胞の中の世界

細胞の中の世界は、水中で電子のやりとりを

している世界です。

細胞の中は、化学の世界です。種々の化学物

質が、最外殻の電子を、やり取りする種々の

反応が起こりながら、食べたものをエネルギー

に変えています。

1電子ボルトの世界に、100万電子ボルトの放
射線が飛び込んでくるのが「内部被ばく」です。
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細胞の中に入った放射線の様子
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Cs137：：：：1000,000電子ボルト電子ボルト電子ボルト電子ボルト

細胞の中は、細胞の中は、細胞の中は、細胞の中は、

水で満ちている水で満ちている水で満ちている水で満ちている

ｴﾈﾙｷﾞｰを得てｴﾈﾙｷﾞｰを得てｴﾈﾙｷﾞｰを得てｴﾈﾙｷﾞｰを得て

活性酸素を生じる活性酸素を生じる活性酸素を生じる活性酸素を生じる



水の中に飛び込んだ放射線は？

狭義の活性酸素(水との反応）:
・ヒドロキシルラジカル・ヒドロキシルラジカル・ヒドロキシルラジカル・ヒドロキシルラジカル HO・・・・

・スーパーオキシドアニオンラジカル・スーパーオキシドアニオンラジカル・スーパーオキシドアニオンラジカル・スーパーオキシドアニオンラジカル O2････-

・ヒドロ・ヒドロ・ヒドロ・ヒドロぺぺぺぺルオキシルラジカルルオキシルラジカルルオキシルラジカルルオキシルラジカル HO2・・・・

・過酸化水素・過酸化水素・過酸化水素・過酸化水素 HOOH

・一重項酸素・一重項酸素・一重項酸素・一重項酸素
1O2

広義の活性酸素：

・活性窒素種活性窒素種活性窒素種活性窒素種(ニトロソ化ストレス）ニトロソ化ストレス）ニトロソ化ストレス）ニトロソ化ストレス）

一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素一酸化窒素 NO

二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素二酸化窒素 ONO

・オゾン・オゾン・オゾン・オゾン O3

・過酸化脂質・過酸化脂質・過酸化脂質・過酸化脂質
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活性酸素の構造
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活性酸素と好気性生物

• 好気性生物は、生命維持のエネルギーをミトコンド
リアで得ており、酸素を使って栄養分をエネルギー

に変えている。その際に活性酸素が生じる。

• 活性酸素を無害化する仕組み：抗酸化酵素をカタ
ラーゼ、スーパーオキシドディスムターゼ、ペルオキ

シダーゼ等。

⇒活性酸素の人体への影響

・ガン、生活習慣病、老化等の原因

・筋萎縮性側索硬化症

・喫煙による活性酸素増加により、ガンだけでなく、ビ

タミンCの破壊促進、メラニン増加
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活性酸素と人体

• 通常の量の活性酸素は、それなりの防御機構に
より、害を最小にされている。

• しかし、とんでもない大量だったら、体の防御機
構は、役に立たないでしょう。

• Cs137は、100万電子ボルトです。

• トリチウムでも、18,600電子ボルトです。

• 活性酸素の殺菌性や細胞増殖阻止の性質を利
用して、ガン治療として、放射線治療が用いられ

ている。

29



体の中に入った放射線

筑波の気象研で検出された福島由来筑波の気象研で検出された福島由来筑波の気象研で検出された福島由来筑波の気象研で検出された福島由来

ののののCs137の粒子は、の粒子は、の粒子は、の粒子は、2.6μmの球形で、の球形で、の球形で、の球形で、

6.5Bqでした。これが体内に入ったと仮でした。これが体内に入ったと仮でした。これが体内に入ったと仮でした。これが体内に入ったと仮

定すると、定すると、定すると、定すると、1個が個が個が個が1日に出す放射線量は日に出す放射線量は日に出す放射線量は日に出す放射線量は

56万本のベータ万本のベータ万本のベータ万本のベータ(β）線とガンマ）線とガンマ）線とガンマ）線とガンマ(γ）線で）線で）線で）線で

す。す。す。す。

β線は体内で線は体内で線は体内で線は体内で1.6㎜㎜㎜㎜飛ぶと言われ、半径飛ぶと言われ、半径飛ぶと言われ、半径飛ぶと言われ、半径

1.6mmの球形には、の球形には、の球形には、の球形には、1715万個の細胞万個の細胞万個の細胞万個の細胞

があります。計算によると、があります。計算によると、があります。計算によると、があります。計算によると、1個のセシ個のセシ個のセシ個のセシ

ウムでウムでウムでウムで1日に、日に、日に、日に、1715万個の細胞に平均万個の細胞に平均万個の細胞に平均万個の細胞に平均

5.2回回回回β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。

1個の個の個の個のCs137が体内に入ると半減期が体内に入ると半減期が体内に入ると半減期が体内に入ると半減期100

日として日として日として日として100億個の細胞に億個の細胞に億個の細胞に億個の細胞にβ線が当たり線が当たり線が当たり線が当たり

ます。ます。ます。ます。
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まとめ

• 放射能は、放射線を出す能力、或いは放射線を出す物質
です。

• 原爆や原発で出来た人工放射能は、少量でたくさんの放
射線を出します。

• 人工放射能が、体の中に入ると大きなエネルギーを持っ
たベータ線やアルファ線が、周りの細胞の構造を破壊しま

す。

• 細胞は分裂する前に、遺伝子の二重らせんがほどけ、もっ
とも弱い状態になります。

• 放射能が蓄積すれば、必ず細胞の弱い時期にも放射線を
出します。

• 蓄積する放射能・セシウム137などは、それだから怖いの
です。

• 放射線と水分子の衝突で生じる活性酸素は、人体へさま
ざまな複雑な影響を与える事は、確実でしょう。 31



放射能のことをわかって頂けましたか？

放射能について、一人一人が正しい知識を持ってもらいたくて、これを

作成しました。

これを読んで、放射能についての基礎を学んで下さい。

この内容に納得出来たら、講演会の話を聞いた時、あなたは疑問が

わき、質問したくなるかも知れません。質問をする事で、あなたはきっ

ともっとよく理解出来るでしょう。

ご自分がよくわかったら、他の人に説明してみてください。

その人にわかってもらえたら、あなたは本当にわかったことになります。

この内容だけでは、わからなかったら、下記に連絡してください。

喜んで説明させて頂きます。

お待ちしています。

－この内容はすべて、下記エビデンス(証拠）/引用に基づいて記載しています。－

http://m-epoch.com/benkyoukaikikan/kisotekijouhoukaisetu-2.pdf

三原 翠mdmihara@hotmail.co.jp

http://m-epoch.com/index.html
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化学結合のエネルギー

33

結合結合結合結合 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

/mol 

分子の１つの分子の１つの分子の１つの分子の１つの

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

共有結合 400kJ/mol 4eV

水素結合 <10kJ/mol 100m eV

イオン結合（水中） <10kJ/mol 100m eV

疎水性相互作用 <10kJ/mol 100m eV

ＳＳ結合 400kJ/mol 4eV

熱運動 2.5kJ/mol 25m eV

http://www.ml.seikei.ac.jp/biolab/lecture/AppliedBiology/3water.pdf


