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宇宙と地球の放射線 



東日本大震災とそれに伴う原発事故による被災者、避難者の皆様に

改めてお見舞いを申し上げます。 



放射線とは 

そもそも何なのか？ 

どのようにして作られるのか？ 

人間にとってどういう役に立つのか、どういう問題を起こすのか？ 

どこにどれ位あるのでしょうか？ 

などの問いについて考えてみましょう。 



講演者について 

原子核物理学の理論研究が専門。 

放射線は物理学とは深く関わっていますが、放射線が専門ではありません。 

原子核物理学は歴史的には放射線を発見し、原子力の基礎を与えました。 

一方、ここ数十年、原子力との関係はかなり希薄でした。 

大震災前から、もっと交流と貢献をすべきではないかと思い始め、動き始めた 

矢先に原発事故が起きてしまいました。 

基礎科学でも、応用的分野と共有している知識が多い分野は、学術の社会への 

還元をより多面的に考えて進めるべきである、という気持ちを強くしています。 

今日は話しませんが、私の分野の多くの人は似た考えを持ち、個人的に、 
又、組織としても、福島方面での環境放射線測定などを進めて来ました。 
（その成果は文部科学省からも公表されています。） 



 

全国２１機関 
３４０人で測定した土壌の放射線 



最近の世の中の流れを見ると、不安感にとらわれるあまり、必ずしも 

科学的ではない方向もあります。 

ある大手小売業者からのプレスリリース 

“ゼロ” というのは意味のあることか？ ⇒ 考えてみましょう 



放射線とは何でしょうか？ 

光みたいなもの？ 

雷みたいなもの？ 

電波みたいなもの？ 

放射線 ＝ 飛んでくる粒子 
（ある程度以上のエネルギーを持っている） 

光子（フォトン） ＝ ガンマ線 

電子 ＝ ベータ線 

光子（フォトン） ＝ ガンマ線 



１．電子 

電気のコードの中を走っています 

真空中を飛ぶことはあるのでしょうか？ 

テレビのブラウン管 
奥から飛び出して 
前面のガラスに当たって光を出す 

空気中を飛ぶことはあるのでしょうか？ 
 → 長く飛ぶことはありません    

宇宙にも飛んでいますか？ 
 → 何十億光年も遠くから来たのもあります 

放射線の種類 



Ａ ： 電子の寿命は無限です。 自滅することはありません。 

    他の粒子と衝突して、止まったり、別の粒子に変わることはあります。 

    止まるという事は重要で、放射線でなくなることを意味します。 

放射線としての電子はどういう時にできるのでしょうか？ 

例として、ヨウ素１３１という原子核を考えましょう。 

原子炉の中でウラン燃料の核分裂で作られます。 

Ｑ ： 電子には寿命があるんですよね。放射線には半減期があるんですから。 



ヨウ素131 

中性子 

陽子 

陽子の数 ：    53  

中性子の数： 78  

８日経つ間に半分の 

ヨウ素131でこの 

変化が起きる 

キセノン131 

陽子の数：     54 

中性子の数： 77  

+   電子   +  （反） ニュートリノ 

この電子が飛び出して来る 

 = 放射線の内のベータ線 

ベータ崩壊 

中性子 ⇒ 陽子 



２．光 （光子、フォトン） 

光 と 電波 は同じもの （＝ モーターを動かす電磁力） 

光が来るのは、光子が飛んで来ること     

光子＝重さのない、エネルギーだけの粒子 

明るい光＝より多くの光子が飛んでくること  

紫外線も光であり、あたり過ぎるとやけどになる。しかし、紫外線は 

放射線とは言いません。 

 放射線と呼ばれる場合には、１個の粒子が大きなエネルギーを持って 

 飛んで来るのが特徴です。 

放射線の種類 

光が放射線と呼ばれるのはガンマ線やエックス線になっている場合です。 

ガンマ線の場合、１個の光子が持つエネルギーは紫外線の光子１個の 

１００万倍にもなります。 



ヨウ素131 

キセノン131 

中性子 

陽子 

陽子の数 ：    53  

中性子の数： 78  

この光子が飛び出して来る 

 = ガンマ線 

この陽子は光子を１個放出して 
安定なところに落ち着く 

光子 



ヨウ素131の 
基底状態 

キセノン131に変わる時に電子を出す 

キセノン131の励起状態から 
基底状態へ光子を出して変化 

ベータ線 

ガンマ線 

ヨウ素 131 のベータ崩壊とそれに続いて起こるガンマ崩壊 



ガンマ線のエネルギー (keV, キロ 電子ボルト) 

 
 
カ
ウ
ン
ト
数

 
 

 
 

２０１１年５月２日に福島県で採集された土壌 



ヨウ素131 

中性子 

陽子 

陽子の数 ：    53  

中性子の数： 78  

８日経つ間に半分の 

ヨウ素131でこの 

変化が起きる 

キセノン131 

陽子の数：     54 

中性子の数： 77  

+   電子   +  （反） ニュートリノ 

ベータ線 

中性子 ⇒ 陽子 

ガンマ線 

+  光子 

この一連のプロセスが１秒間に１回起こる分量を１ベクレル 



放射線の種類 

３．ヘリウムの原子核  （アルファ線）  

プルトニウム239を初めとする重い元素の原子核で起こる 

４．中性子  

核分裂で発生 

核分裂が停止すれば出て来ない 

１９９９年のＪＣＯ事故で発生、中性子が作業中の人にあたり犠牲者 

寿命は有限で半減期１０分、陽子＋電子＋（反）ニュートリノになる 



放射線を出す原子核は原子炉や原爆でつくられるだけなのでしょうか？ 
 
       ．．．そうなら放射線ゼロは不可能ではない！ 

１３７億年前 
宇宙の誕生（ビッグバン） 

陽子や中性子が 
作られる 

超新星爆発で 
重い元素が作られる 

４５億年前 
地球の誕生 

地球のでき方を考えてみましょう 

カリウムの 
アイソトープ 



Ｃ 

小柴昌俊博士 
ノーベル賞 ２００２年 

超新星爆発 １９８７年 

超新星爆発： 
星がその一生の最後に、 
自らの重みに耐えかねて 
押しつぶされてから爆発する。 
大量の中性子やニュートリノを放

出し、それによって重い元素が

合成され、宇宙にばらまかれる

と考えられている。 



カリウム４０は、宇宙や地球の年齢に半減期が近いのでまだ残っている。 
地球誕生時には現在の１０倍位あった。 

カリウム （Ｋ）  地殻（地球の表面）で７番目に多い元素 （原子番号19） 
           生物にとって必須元素。肥料の３要素（窒素、リン酸、カリウム） 
           人体では７～８番目に多く含まれる。 

アイソトープ    化学的な性質は同じ 

中性子の数：       ２０          ２１           ２２ 
名称         カリウム３９     カリウム４０     カリウム４１ 
半減期          安定       １２．５億年       安定 
存在比            93%                0.01%                 7% 
放射線                       -------          ベータ線、ガンマ線     --------- 

カリウムは主に超新星爆発で作られ、何十億年かかけて、地球の成分にもなった。 
その間、カリウム４０はベータ線やガンマ線を出して、少しづつカルシウム４０ 
（安定）やアルゴン４０（安定）に変わり続けた。 

このベータ線やガンマ線が人体、食品、花崗岩などからの自然放射線となる。 



体重６０Kgの日本人の体内では 

１秒間に４０００個のカリウム４０ 

の原子核が壊れている 

カリウムの多さによる 



自然放射線には他にどんなものがあるでしょう？ 

１３７億年前 
宇宙の誕生（ビッグバン） 

陽子や中性子が 
作られる 

超新星爆発で 
重い元素が作られる 

４５億年前 
地球の誕生 

ウランは数段階を得てラドンに 
なる。ラドンはガスとなって大気中へ。 



（ラドン） 
ウラン 

ラジウム ラドン 

ガスとして大気へ 



ガボン共和国 

今と違って、ウラン－２３５の割合が高く（3.7%）、 
「天然ウラン」がある量以上集り、水の中に 
つかっていれば、連鎖反応を起こした。 
  半減期  ウラン２３５   ７億年 
             ２３８  ４５億年 

ウラン濃縮を経ずに、 
現在の軽水炉と同じ原理で動いた 
天然原子炉の痕跡 

２０億年前の地球には天然の原子炉がありました 
２０億年前の地球 （現在４５億才）： 
今日の大型生物につながる真核生物が出現。 
大量のシアノバクテリアが酸素を供給。 



自然放射線 

地殻中のウランからできた 
ラドンのガス 

カリウム４０ 
などから 

シーベルト：放射線の人体への影響を表わす単位 

日本ではラドンの 
影響が少なく 
合計値は大体 
１．４ 
ミリシーベルト位 



（宇宙からの 
 放射線） 

太陽 銀河 

高度が高いと放射線が 
強くなる（飛行機など） 
東京－ニューヨーク 
往復で 0.2 ミリ 
シーベルト余分に被曝 



中性子（２次宇宙線） 

光合成 

宇宙からの放射線 

大気 
宇宙線が大気中を通っていく過程で、

中性子が発生。 

それが窒素１４とぶつかり、炭素１４と

水素になる（荷電交換反応）。 

炭素１４は二酸化炭素になり、光合成

などによって植物に取りこまれる。 

炭素１４の半減期＝５７３０年 

 ⇒ 炭素１２との比が変化 

 

年代測定に使われ考古学などで 

重要な役割 

自然放射線の一部を成している 

炭素１４の生成 



炭素１４ 



日本の国土における 
地上１ｍでの自然放射線 
（マイクロ グレイ／時） 
 
  この場合にはグレイは 
  シーベルトと同じ 
 
  －大震災の前－ 

日本地質学会ｗｅｂより （今井登（産業技術総合研究所）） 

花崗岩が地表に多く露出して 
いる場所では、花崗岩に多く 
含まれるカリウム４０のため、 
高い数値になる 



大地からの 
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もともとの自然界に放射線はあるのでしょうか？  

 

はい、あります。 

人間にも、食べ物にも、岩、空気にもあります。  

◇ 肉や魚からの放射線と人体からのは同程度です（１００ベクレル／Kg位） 

◇ 干しシイタケ、ポテトチップ、或いは、バナナなどからは相対的に 

   多くの放射線が出ます （心配な量ではありません） 

◇ 呼吸する空気から受ける放射線が実は一番多く、全体の半分以上で、 

   １ミリシーベルト以上（年間） 

       ラドンの多い部屋では換気をすることになっています 



福島県のコープ福島が、販売している食品（弁当類）について調べたもの 





放射線は飛んでいる粒子です。それがある原子核にぶつかって 

原子核の性質を変えて放射線を出すようにするには大きなエネルギー

が必要です。普通考えられている場合には、この条件は成り立たないか、

ほとんど起こらず、考慮する必要はありません。 

Q:  放射線が物質に当たると、その物質も放射線を出すようになるでしょうか？ 

病原菌が人間や動物に感染して増殖し、次々に感染するようなことは 

ありません。 

A: 



まとめ 

放射性物質は半減期を過ぎるとその量（原子核の数）が半分になります。 

放射能とは、放射線を出す能力 

放射能を持つ物質を放射性物質 

セシウム137 は放射性物質である 
セシウム137 は放射能を持つ 

例： 

セシウム137 は放射線を出す 

放射線とは、飛んでいる粒子 （電子、 光子、 ヘリウム原子核、 中性子） 

ベータ線、ガンマ線、 アルファ線 

光子は重さが無いがエネルギーを担う粒子 

単位  ベクレル   イベントの数 
     シーベルト 人体への影響の度合い 



自然には放射線があります 
 
  起源： 地球の中 （誕生時から、超新星爆発などでできた） 
       宇宙から （ほとんどは大気や地球の磁場がさえぎる） 
 
  地表で暮らしていて世界平均で 2.4 ミリシーベルト位になる 
  場所による変動も大きい 
  飛行機の利用や医療によっても増える 

地球の中からの放射線は億年を単位にする半減期で減っている 
 ⇒ 昔は放射線がもっと高かった 
     カリウムは１０倍以上の放射線 
     ウランは濃縮無しに天然原子炉 
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