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放射線教室「放射線って、なんだろう？ 」（25分46秒）

内 容

●あいさつ

●霧箱

項 目 LAP
経過
時間

導 入

●放射線の作用と性質

●放射線の活用（医療・工業・農業・その他）

放射線が、わたしたちの
身の回りにある？

●今日の授業のまとめとメッセージ

実験

放射線と放射能の違いや性質、単位など基礎知識を理解してもらう。

授業のまとめ

そもそも放射線ってなに？

●原子核から放出されるエネルギー＝放射線

●放射線、放射能、放射性物質の違い

●放射線、放射能の単位

●放射線の種類と透過性

●放射能の半減期

放射線は、いろいろなことに
利用されている？

●外部・内部被ばく

●放射線による人体への影響
放射線は、人体に
影響があるの？

自然放射線と人工放射線があり、身の回りに存在していることを理解してもらう。

一度に多量に「被ばく」すると人体に影響があるが、100mSv未満の場合は人体へ

の影響があるかどうかは確認できていないことを理解してもらう。

●３つの基本「さえぎる」「はなれる」「時間を短く」
余分な放射線から
身を守るためには？

特性実験

ﾜｰｸｼｰﾄ

自然放射線の存在を実感し、放射性物質から「離れる」「遮へい」することで、放射

線を受ける量を減らすことができることを理解してもらう。

いろいろな分野で放射線が活用されていることを理解してもらう。

放射線を扱う施設では３つの基本を厳守、徹底管理されていることを理解してもらう。
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●自然放射線

宇宙、大地、食べ物、空気から受ける放射線

●人工放射線

●日常生活と放射線の関係

放射線の測定

●自然放射線の測定

●距離の実験

●遮へいの実験

●霧箱
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チャプター１

チャプター2

チャプター３

霧箱

放射線基礎が身近にあることを感じてもらう。

放射線の発見 ●放射線の発見の歴史

クルックス管実験
●電流の流れ （陰極線）

●電流の招待は電子
クルックス

管の実験
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ポイント内容/せりふ

皆さん、こんにちは。

「放射線教室」へようこそ！

今日は一緒に放射線について学んでいきま
しょう。

早速ですが皆さん、この白い線は何かわかり
ますか？

実はこの白い線は放射線の飛んだ跡です。

放射線は目に見えませんが、放射線が通った
道筋に霧ができ、白い線のように見えるので
す。

導入

この実験装置は、ウィルソンというイギリス
の物理学者が発明した「霧箱」を改良したも
のです。

この箱の中には、この周辺の空気が入ってい
る状態です。

放射線には種類があって、太くて直線的な線
は、アルファ線。細くて、ジグザグに曲がっ
ている線はベータ線です。

つまり、ここ、でんきの科学館にも「放射
線」が存在しているということです。

でんきの科学館だけでなく、実は、私たちの
身のまわりには、常に「自然の放射線」が存
在しているのです。

それでは、もう少し詳しく放射線についてお
話していきます。

１



ポイント内容/せりふ

「放射線」が発見されたのは、およそ120年
前のことです。

放射線は、「見えない、聞こえない、匂わな
い、味もしない、さわれない」ものです。つ
まり、人間の五感で感じることはできないの
です。

そんな放射線を最初に発見したのがレントゲ
ン博士です。

1895年、ドイツの物理学者レントゲン博士が、
放電管を使って陰極線の研究をしているとき、
放電管の周辺に、目に見えない光のようなも
のを偶然発見しました。

この未知の線を「X線」と名付けました。

これは、X線を利用して骨の撮影をした写真
です。

この歴史的な大発見に続いて、世界中の学者
たちが研究を重ねるうちに、「放射線」につ
いて少しずつ解明されてきました。

２

放射線の発見



ポイント内容/せりふ

レントゲン博士がＸ線を発見した放電管の実
験について、説明しましょう。

蛍光灯は、みなさんの教室でも使われていま
すよね？

この蛍光灯は、電球と違って、＋極と-極の
間が導線でつながっていません。つまり、空
間を電流が流れるんです。これが「放電」で
す。

ガラス管の中に電極を閉じ込めたものを放電
管と言います。また、放電管の中の空気を抜
いて圧力を小さくしたものをクルックス管と
呼びます。

このクルックス管を使って真空放電を起こし
て、２つの実験をしてみましょう。

まず１つ目の実験です。

＋極側に十字形の金属板が設置してあるク
ルックス管を使います。これに電圧をかけて
みましょう。

すると金属板の後ろに十字形の影ができます。

＋極と-極を逆にしてみると・・
今度は影ができません。

つまりクルックス管の中では、－極から＋極
に向かって、目に見えない何かが飛んでいる
ということがわかりました。

この何かは、－極、つまり陰極から出ている
ことから陰極線と呼んでいます。

３

クルックス管
実験



ポイント内容/せりふ

次に２つ目の実験です。

これは蛍光板が入ったクルックス管です。

電圧をかけてみると・・・
+極に向かって、陰極線が直進していること
がわかります。

それでは、クルックス管の上下に＋と－の電
極をつけ、電圧をかけてみましょう。

そうすると＋極の方に陰極線が曲げられるこ
とがわかります。

念のため、+と-の位置を変えてみても…
+極の方に陰極線は曲がります。

このことから、クルックス管の中を流れる電
流の正体は、－の電気をもつ粒子、つまり電
子であることがわかります。

レントゲン博士は、黒い厚紙で覆ったクルッ
クス管で実験を行っているときに、少し離れ
た場所においてあった蛍光板がかすかに光っ
ていることを発見しました。

そしてクルックス管から、目に見える光の他
に、紙を透過する目に見えない光のようなも
のが出ていることをつきとめ、これをＸ線と
名付けたのです。

４



ポイント内容/せりふ

それでは、そもそも放射線ってなんでしょう
か？

私たち人間の体も含め、地球上の全ての物質
は、「原子」が結びついてできています。

「原子」は、「原子核」と「電子」で構成さ
れています。

「原子核」の中には「安定なもの」と「不安
定なもの」があり、その「不安定な原子核」
が余分なエネルギーを放出し「安定な原子
核」に変わろうとします。

この時、放出されるエネルギーが「放射線」
なのです。

この放射線を出す物質を「放射性物質」、放
射線を出す能力を「放射能」といい、懐中電
灯に例えると、「放射性物質」が懐中電灯、
「放射能」が光を出す能力、「放射線」が光
にあたります。

また「放射線」「放射能」には単位がありま
す。
まず、「放射能（放射線を出す能力）」の強
さを表す単位を「ベクレル」といいます。
１ベクレルとは、１秒間に１つの不安定な原
子核が壊れることです。

放射性物質から出る放射線を発見したフラン
スのベクレル博士の名前が単位になりました。

５

そして、放射線が人体に与える影響を表す単
位を「シーベルト」といいます。

こちらは、放射線の防護に功績を残したスウ
ェーデンのシーベルト博士の名前が単位にな
っています。

放射線基本篇



ポイント内容/せりふ

また、「放射線」には、アルファ線、ベータ
線、ガンマ線、Ｘ線、中性子線などがあり、
物質を通り抜ける能力、透過力が異なってい
て、紙１枚や薄いアルミニウムの板、さらに
は鉛の板でしか遮られないなど差があります。

シーベルトにも、長さの単位と同じように
「ミリ」や「マイクロ」という接頭語がつけ
られます。

つまり１シーベルトは1000「ミリ」シーベル
ト、1「ミリ」シーベルトは、1000「マイク
ロ」シーベルトに換算されます。

そして「放射能」は、時間がたつにつれて弱
まっていきます。「放射能」が半分になるま
でにかかる時間を「半減期」といい、その減
り方は、規則性をもっています。

半減期は、放射性物質の種類によって違い、
１秒以下と短いものから100億年を超える長
いものまであります。

６



ポイント内容/せりふ

ここからは、私たちの身の回りにある「放射
線」についてお話しましょう。

実は、「放射線」は地球誕生以前から存在し、
私たちは、知らず知らずのうちにいつも「宇
宙」や「大地」「食べ物」「大気」など自然
界からの「放射線」を受けています。

これを「自然放射線」といいます。

宇宙からの「放射線」を「宇宙線」と呼びま
す。宇宙線は、上空から地上までの間に、地
球を取り巻く空気に吸収され、次第に減って
いきます。

次に、大地からうける「放射線」。
土や岩石の種類によって含まれる放射性物質
の量が違い、同じ日本でも各地で放射線の量
が違います。

世界に目を向けてみると、放射性鉱物が多い
イランのラムサールという地域では、最大
149ミリシーベルトで、日本とは比べものに
ならないほど高い数値です。

７

そして、食べ物からの「放射線」です。

私たちは、普段の食事から人体に欠かせない
栄養素の一つでもあるカリウムを摂取してい
ます。カリウムには、放射性物質であるカリ
ウム40もあり、私たちは、それを食べ物と一
緒に体内に取り入れています。

あまり知られていませんが、この図のとおり、
私たちが毎日食べるいろいろな食べ物全てに
「放射性物質」カリウム40が含まれています。

放射線基本篇



ポイント内容/せりふ

体内に取り込んだ放射性物質は蓄積されるの
ではなく、新陳代謝されるため、体内にとど
まり続けることはありません。常に体内でほ
ぼ一定の割合に保たれます。

最後に、大気中からの「放射線」です。

大地に含まれているウランは「放射線」を出
しながら安定した原子に変化する過程で「ラ
ドン」という気体になり、大気中に放出され
ます。

私たちは、こうした「自然放射線」を１年間
に、世界平均で2.4ミリシーベルト受けてい
ます。

宇宙から約0.39ミリシーベルト

大地から約0.48ミリシーベルト

食べ物などから約0.29ミリシーベルト

大気の吸入により約1.26ミリシーベルト

です。

8

また、「自然放射線」以外に人工的に発生
させる放射線があります。
それを「人工放射線」と呼びます。

実は、私たちは、生活の中で「人工放射
線」を受けています。

身近なものだと、健康診断や骨折などけが
をした時にとる、レントゲン撮影などがそ
うです。

これは日常生活における人工放射線と自然
放射線の量を表した図です。

先ほどお話したとおり、わたしたちは、自
然放射線を１年間に2.4ミリシーベルト受け
ています。

また、検査や治療で「人工放射線」をうけ
ることもあります。放射線治療は、外科手
術よりも体への負担が小さいことから、広
く受け入れられています。



ポイント内容/せりふ

私たちの身の回りにある放射線を、実際に測
定してみましょう。

この「Mr.Gamma」という放射線測定器を使い
ます。

単位は、マイクロシーベルト毎時μSvで、こ
こに１時間いた場合に、私たちが受ける放射
線量が測定できます。

では自然放射線量を測ってみます。

０．０８１です。

これが、でんきの科学館の

自然放射線量です。

10

それでは１つ目の実験です。

ここでは「距離」によって放射線量がどう変
わるかをみていきましょう。

この実験で使うのは、船底塗料といって、船
の底に塗る塗料で、トリウムという放射性物
質が含まれています。このトリウムが貝類や
海草の付着を防いでくれます。

測定には先ほどと同じ「Mr.Gamma」を使用し
ます。 「Mr.Gamma」は放射線の中でも「ガン
マ線」を測定します。

では、船底塗料を中央に置きます。
そこから、5㎝、10㎝、15㎝、20㎝離したとこ
ろで測ってみます。

放射性物質から距離が離れると、数値はどう
なるでしょう？

皆さんも考えてみましょう。

実験
放射線の測定

＜10秒間＞

子どもたちに

考えてみるよう、お

声がけ願います。

先生へ



ポイント内容/せりふ

11

それでは測定結果を発表します。

5㎝ ０．６１８
10㎝ ０．２５９
15㎝ ０．１３９
20㎝ ０．１２０

この結果、放射線量は放射性物質との距離に
よって変わることがわかりました

では２つ目の実験です。

先ほどの船底塗料を、違う材質の物で遮って
測定してみましょう。

このブロックは、アクリル、アルミニウム、
鉛、ステンレスと４面が違う材質でできてい
ます。

このブロックで船底塗料を囲みます。

同じ条件にするため、Mr.Gammaを船底塗料か
ら同じ距離のところにおきます。

さぁ、どんな結果になるでしょう。

皆さんも考えてみましょう。

測定結果を発表します。

アクリル ０．２６４

アルミ ０．２３３

ステンレス ０．１９９

鉛 ０．１１７

この実験では、材質によって放射線を遮る能
力に違いがあることがわかりました。

＜10秒間＞

子どもたちに

考えてみるよう、お

声がけ願います。

先生へ

結果を

ワークシートへ

記入するよう、

お声がけ願います。

先生へ

結果を

ワークシートへ

記入するよう、

お声がけ願います。

先生へ



ポイント内容/せりふ
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これらの実験で何がわかったでしょうか。

結果をまとめてみましょう。

放射性物質から離れたり、放射性物質を遮る
ことで、放射線を受ける量を減らすことがで
きます。

また、参考までにお話しします。

２つ目の実験では、放射性物質を囲む材質に
よって放射線量が変わりましたね。これは密
度が関係しています。

原子番号が大きく密度が大きいものは遮る力
も高く、原子番号が小さく、密度が小さいも
のは遮る力も低くなります。

このため、アクリルから、アルミニウム、ス
テンレス、鉛の順に放射線の量も減っていっ
たんですね。



ポイント内容/せりふ

目にはみえない「放射線」ですが、
実は「放射線」は私たちの暮らしの中で
大変役立っています。

「放射線」の特徴の一つである「物を通り抜
ける性質」や「物質の分子の形を変える性
質」などを生かして、幅広い分野で有効活用
されています。

医療分野では、病気の発見や治療に利用され
ています。また、放射線には滅菌作用がある
こともわかっており、注射器など医療器具も
包装した状態で滅菌することで、開封するま
で滅菌状態が継続できます。

工業の分野では、製品を丈夫にする、性能を
良くする、接触することなく厚さを正確に測
るなどいろいろな場面で利用されています。

農業分野では、花や果実の品種改良や香辛料
などの食品の保存、害虫の退治などに利用さ
れています。

ほかにも、古い美術品や空港での手荷物検査
など壊したり分解できない物の内部調査や、
地層や考古学試料の年代測定などの研究分野
にも活用されています。

14

放射線活用



ポイント内容/せりふ

「放射線」が私たちの生活に大変役立ってい
るということは、わかっていただけたかと思
いますが、やっぱり、「放射線」と聞くと不
安を感じる方も多いと思います。

身体に放射線を受けることを

「被ばく」といいます。

宇宙や大地から自然放射線を受けることも、
レントゲン撮影などで人工放射線を受けるこ
とも「被ばく」にあたります。

同じ放射線の量であれば、「自然放射線」も
「人工放射線」も人体に与える影響は同じで
す。

また「被ばく」にも２つの種類があり、体外
から「放射線」を受けることを「外部被ば
く」、呼吸や食べ物によって「放射性物質」
を体内に取り込み、体内から「放射線」を受
けることを「内部被ばく」といいます。

こちらも、同じ放射線の量であれば人体に与
える影響は同じです。

では一体、「被ばく」すると、どんな影響が
あるのでしょうか？

15

人が「被ばく」すると、場合によっては、遺
伝子、つまりDNAを傷つけてしまうことがあ
ります。

大部分の場合は、人体がもともと備えている
修復機能により回復できるため、ほとんど影
響はありません。

ところが、一度に多量に「被ばく」すると、
放射線によって傷ついた細胞が十分に修復す
ることが間に合わなくなり、人体に影響が出
ることがわかっています。

現在、１００ミリシーベルト未満では人体へ
の影響があるかどうか確認されていません。
しかし、放射線の「被ばく」線量については、
可能なかぎり少なくすることが、国際的な共
通した認識になっています。

人体への影響



ポイント内容/せりふ

さらに、このような施設では「管理区域」を
示すマークがあり、普通の人の立ち入りは禁
止されています。

また、歯医者さんでのレントゲン撮影のよう
に、私たちが放射線を使った検査や治療を受
ける場合も同じような注意がはらわれていま
す。

放射線を扱う病院や工場、原子力発電所など
で働いている人は、余分な放射線を受けない
ため、どうしているのでしょうか。

体外から「放射線」を受ける「外部被ばく」
から身を守るための３つの基本

1 放射線を「さえぎる」

2 放射性物質から「はなれる」

3 放射性物質の近くにいる「時間を短くす
る」

を徹底し、厳しく管理しています。

放射性物質から距離を離したり、
物質で遮ることで放射線量は減ります。
また、放射線を受ける量は時間に比例します
ので、当然、放射性物質の近くにいる時間を
短くすれば、放射線を受ける量を少なくする
ことができます。

17

放射線防護



ポイント内容/せりふ

そして大切なこととして、
「放射線」はウイルスのように感染したり、
遺伝することはありません。
「放射線」についての間違った情報や、誤解
のため、今もなお苦しんでいる人たちがいる
ことは、とても残念でつらいことです。

だからこそ、一人ひとりが「放射線」につい
て正しく理解することが大切だと思います。

最後になりますが、今日の授業が、
今後「放射線」について、みんなが自分なり
に考えるための、「物差し」になってくれた
ら幸いです。
最後までご静聴ありがとうございました。

放射線についてのまとめです。

・私たちは、普段の生活の中で、宇宙・大
地・食物・大気などから自然放射線を受けて
いる。

・そして、レントゲン撮影など、検査や治療
などで人工放射線を受けることもある。

・放射線には色々な性質があり、私たちの暮
らしの中で活用されている。

・放射線は、一度に多量に受けると人体に影
響がでるが、１００ミリシーベルト未満では
人体への影響があるかどうか確認されていな
い。

・余分な放射線から身を守るための基本は、
「さえぎる」「はなれる」「短い時間」です。
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放射線の測定実験

■でんきの科学館の自然放射線量 （1時間いた場合に受ける自然放射線の量です）

放射線について勉強しましたが、授業をうけて感じたこと考えたことを教えて下さい。

測定値

（μSv/ｈ）

＜実験１＞
放射性物質から離すと、どうなる？

5㎝離した場合

（μSv/ｈ）

10㎝離した場合

15㎝離した場合 20㎝離した場合

（μSv/ｈ）

（μSv/ｈ） （μSv/ｈ）

■放射性物質を使って、測ってみよう！

＜実験２＞
放射性物質を囲うと、どうなる？

アクリルの場合 アルミの場合

ステンレスの場合 鉛の場合

（μSv/ｈ） （μSv/ｈ）

（μSv/ｈ） （μSv/ｈ）

ワークシート


