
ゼロから知ろう 被ばく問題



プログラム
• 自己紹介

① 核実験

② 核分裂；大きな原子核に？中性子が当たると

③ 核崩壊：陽子と中性子のバランスが崩れると？

④ 未臨界核実験 核分裂性物質

⑤ 放射能、放射線発見史①

⑥ 原爆

⑦ デーモンコア（屋内臨界実験事故）

⑧ 福島原発事故 原発と原爆

⑨ 原子炉周辺のがん発生率 コネチカット

⑩ 破壊と創造の中性子を解剖する
⑪ 核エネルギーと放射線の謎

お願い、寝た子を起こさないでくださ
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自己紹介
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中学高校時代は友人と天文＆ＳＦ三昧
月面惑星研究会・宇宙気流（ＳＦ同好会）

•電子工学専攻
• クラブ活動・自然科学部天文班
•大学天文連盟設立に参画
•東大地震研闘争

•元東大地震研・地震予知観測情報セ
ンター

•地磁気移動班 文部科学技官（技術屋）
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物理学はいかに創られたか。上下巻
アインシュタイン,インフェルト

数式が一切使わずに、力学・熱学・電
磁気学がどういった経緯で確立され
たかを紹介。

物理学に携わってきた人たちの積み
重ねにより、世界の見方がグレード
アップする
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お仕事

地震計測、核実験の記録検索

地磁気地電流観測、井戸の水位観測。

外回り専門、ただし人間相手ではありません。
地震なまずの多い所、噴火している火山。
大島、三宅島、淡路島。
伊豆半島、房総半島、三浦半島
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松代群発地震での地震観側

1965年8月3日（昭和40年）始まり地震のエ
ネルギー計M6.4最大は1966年4月5日M5.4
有感地震は、６万回を越え、

１日有感回数の最大は５８５回２．５分に１回、

無感地震を含めると６７８０回約１３秒に１回
1966年4月17日 その後総回数は、既に
７４万回

現在も１日に１回程度は起きています。
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核実験探知

• 核実験の度にアメリカ・コロンビア大
ラモント地質学研究所より。

• エアメールで地震記録の問い合わせがあり

• 筑波地震観測所にラモントより依頼設置され
た地震計の記録を検索しコピーを送る。

• ただしエアメールには大雑把な時間帯のみ記
載してあるだけ。

• ネットではラモントに核探知の記載はない。
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核兵器は第ニ次世界大戦以降、世界中
に拡散。過去数十年で何千回もの核実
験が行われた。

核兵器の数は現在、冷戦時代に比べる
と減少。
が、威力は数百倍増した。

現在、9カ国1万4525基の核兵器を保有。
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質問⑥の１、核分裂と核崩壊
• 核分裂
• ウラン235の半減期は約7億年で、（ウランはすべ
て放射線崩壊するため不安定核と言う。

• ウラン235単独でも自然に核分裂（自発核分裂）す
ることもありますが、めったに起きないため、原子
炉では自発核分裂しやすいカリホルニウム235を
使って中性子を発生させ、ウラン235に吸収させま
す。

• ウラン235が1個の中性子を吸収するとウラン236と
なり、エネルギーが増大し、原子核は一層不安定
になります。
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質問⑥核崩壊

• 核崩壊

• 陽子間は＋電荷同士で電磁気力に
よる反発力が働き。

• 陽子と中性子のバランスによっては
原子核が不安定となる。

• 不安定な原子核は放射線を出して
崩壊し安定な原子核になる。
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a線は皮膚程度の厚さでそのエネルギーを全
部付与して、止まってしまいます。

β線でも数10μmの厚さで止まり。放射線が強い
と、やけどになります。
体の内部に入ると、内部被曝となり危険です。

γ線は透過能が高いので、突き抜ける間にエネ
ルギーを付与しますので、被曝になるわけです。
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天然ウラン238が約99.3％核燃料なるウラン235が約
0.7％の比率は地球上何処のウランでも同じ。
1972年9月、アフリカのガボン共和国のオクロ地区

のウラン鉱山ではウラン235の比率が異常に小さい。

フランスの原子力科学者は大弱り、オクロの鉱山で
は、ウランの核分裂が無ければ出ない物質が発見。
フランスの科学者は、ウラン鉱床で核分裂の連鎖反
応が起こり、ウラン235の割合が少なくなったと断定。
20億年前に人類と同じような文明生物がいた証拠は
ない。自然に起きた天然原子炉と考えられる。

ウラン235の濃度は約4％（軽水炉なみ）その約40年

前、日本人科学者、黒田和夫博士が、理論的予測 20



質問⑥の２、未臨界核実験
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核爆発臨界状態の寸止め実験。

高性能火薬の衝撃波を中古核兵器プルト
ニウムにぶつけ衝撃波の反応で、エネル
ギー省は核兵器の劣化状況、安全性、信
頼性確認。米は1997年7月より計10回ロ
シア計15回の実験。

核爆発どうかを地上で検証不能、包括的
核実験禁止条約（CTBT）違反も指摘される。

アメリカは「核兵器の安全性と信頼性維持
がねらい。
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https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0-127344
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84-43626
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臨界前核実験は高性能火薬を爆発さ
せ、原爆の爆発前と同じように衝撃波
でプルトニウムを圧縮するが、この実験
は火薬を使いません。実験結果は、爆
発を引き起こす中枢部分「プルトニウ
ム・ピット」がどのぐらい長期間、信頼性
を保てるか評価するのに役立つという。
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「Zマシン」はオバマ米政権が新しい
タイプの核兵器性能実験
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質問⑥の３、核分裂性物質
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天然の核原料物質
天然に存在する核原料物質は以下のもの（原子炉における
中性子照射も含む）。

トリウム232 ・ウラン233 ウラン234 ・ウラン235ウラン
238 ・ プルトニウム239

原子炉内で生成される人工同位元素が単一の中性子捕獲
により核分裂性物質となる場合 プルトニウム238 ・・・ プルト
ニウム239

プルトニウム240 ・・・ プルトニウム241プルトニウム242 →ア
メリシウム243 →キュリウム244 →キュリウム245ウラン
236 →ネプツニウム237 →プルトニウム238 →プルトニウム
239アメリシウム241 →キュリウム242 →キュリウム243
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3233
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3235
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3238
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0239
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%88%86%E8%A3%82%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0238
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0240
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3236
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%97%E3%83%84%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0238
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0


29



同じウラン235でもそのつど異なる

数字が質量数を表わしウラン235が核分
裂してヨウ素131とセシウム137ができる。
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「131＋137＝268」ではウランに比べて重
すぎ。

ウランが核分裂のヨウ素の片割れは、セ
シウムではなく。

ヨウ素 131の片割れはイットリウム103で、
セシウム137の片割れはルビジウム95で
す。
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核分裂しにくいウラン238が中性子を
吸収する過程で、核分裂物質に変身

32

原子番号

92 92 93 94
β崩壊：中性子がβ線とニュートリノを放出、陽子になる



放射能、放射線発見史①
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ノーベル賞第一号Ｘさんは？

34



35



１９世紀末、レントゲン博士がX 線を発見した当時は、科学

者がクルックス管と呼ばれる真空管で真空中の放電現象を
実験、レントゲン博士もこの実験中に、暗くした実験室で、ク
ルックス管の近くにある蛍光紙が光ることを発見しました。

クルックス管と蛍光紙の間に紙や布を入れても光は
変化せず、金属板を入れるとその影が見え、X 線は
紙は通すが金属は通さないことを発見しました。
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体の内部構造が分かれば、外側から触診
したり、病状を観察するしか診断出来な
かった医療に応用、1~2年後くらいにもう
診断とか治療に応用していた 39



クイズ・小学生でも知ってる有名人
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1896年「ウラン」から放射線は発見された。発見者はアンリ・

ベクレルでウラン鉱石の近くに写真乾板をおいたところ感光
しているのを発見。1898年にはパリにいたキュリー夫妻は

ウラン鉱石から放射線を出している「ポロニウム」や「ラジウ
ム」を発見した。 1903年放射線発見により、アンリ・ベクレ
ルとキュリー夫妻はノーベル物理学賞を受賞した。

ウランよりもラジウム、ポロニウムは放射線量が多く、キュ
リー夫妻は放射線を多量に浴び、ノーベル賞の栄光と同時
に放射線障害の苦しみを味わいながら亡くなった。
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ラジウムが出す不思議な光線放射線 。で癌が
治るかも知れない… 放射能は、魔法の力、

生命の万能薬 と持てはやされた。

46

https://twitter.com/hashtag/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD?src=hash


ラジウム時計の工場で働き、ラジウムを塗る筆を舐め続け
少女達は、あごに大きな腫瘍ができ、骨のがんを発症した、

47



古代からウランは装飾品として珍重
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歴史上の人物について調べるには、その人物が残した作品や文献に、

ポロニウムとラジウムの発見で知られるマリ・キュ
リー(キュリー夫人)の残した研究資料は、100年以上

経った現在でも放射線を出し続けているため、安易
に手にすることはできない状態になっています。 49
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１９４５年、７４年前放射能と言えば原爆
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？
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ドクター・アトミック
科学者オッペンハイマーの実像

2005年、サンフランシスコの劇場で、ある新作オペラが上

演された。題名は「ドクター・アトミック」（原爆博士）。主人公
は、科学者ロバート・オッペンハイマー。原爆を開発したマ
ンハッタン計画の中心人物だ。これは1945年7月16日にア

メリカが行った人類初の原爆実験と、その開発の舞台裏を
描いた異色のオペラである。

「芸術はどのようにして、テロや核拡散という、現代の社会
問題に応えることができるのか？」オペラの作者やスタッフ
はそう問いかける。
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才能豊かな物理学者として核の動きを研究
し、同時にヒンドゥー教の精神にも惹かれ
ていた彼は、天体物理学、核物理学、量子
力学などの理論物理学を推し進めようとす
るアメリカに大きな貢献を果たしている。

彼の研究は、今日ブラックホールと呼ばれ
る現象の下地を作ったが、第二次世界大戦
が勃発すると、これに終止符を打つ手段と
して精力的に原爆の開発を行うようになる。
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ロスアラモス国立研究所の初代所長としてマンハッタン計画に
参加する一流の物理学者をスカウトし、同時に自らは原爆を刺
戟する中性子連鎖反応を研究した。その成果が人類最初の核実
験「トリニティ実験」だ。その爆発はTNT爆薬18,000トン相当
したという。

オッペンハイマーはこの実験を忘れることができず、あるテ
レビ番組でこのように話している。

世界が変わってしまうことに気がついていました。何人かが
笑い、何人かは泣いた。が、ほとんどは黙ったままでした。ヒ
ンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』の一節にこうあ
ります。『ヴィシュヌは王子に義務を果たすよう説得するため
恐ろしい姿に変身し、『我は死神なり、世界の破壊者なり』と55
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爆発によって生じた放射線は、爆発１分以内
に放射された初期放射線（主要成分はガンマ
線と中性子線）と、その後長時間にわたって地
上で放射された残留放射線（核分裂生成物：
いわゆる死の灰と、誘導放射能）に分けられる。
原爆投下の翌日に爆心地に入り1週間作業を
した人の被ばく線量は、広島で約10rad
（0.1Gy）、長崎で30〜40rad（0.3〜0.4Gy）

と推定されている。

60

https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_686.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_645.html


７４年前悪魔の球体デーモン・コア
臨界事故ー恐怖の１分間

61



球状の悲劇

6.2キロの「デーモン・コア」は臨界量に満たないため、

急激で連鎖的な核分裂は起こらない。安全な状態にあり、

プルトニウムやウランの内部ではゆっくりした、自然な分

裂「自発的核分裂」と言う。

原子核が分裂すると、生まれた中性子が外にかって逃

げてゆく。球ではなくアルミホイルのような箔状で、表面

積が大なら、中性子は逃げ放題となり、連鎖反応の危険

はない。球状になると、表面積が小さくなるため、中性子

は逃げにくくなってしまう。 62



1945年、8月21日─アメリカ人核物理学者
ハリー・ダリアン1921～1945

は、ロスアラモス国立研究所で実験に没頭してい
た。24歳で、パデュー大学の物理学専攻の飛び切
り優秀学生。1942年以来、核開発競争の最前線で
働いていた。

ハリーの実験は、不安定なプルトニウム球のまわ
りを、ブロック状の金属で取り囲み、不安定な状態、
臨界までもっていく超危険な実験。

• ミスから致死量の放射線を浴び、急性放射線症
候群で死亡。
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• ベリリウム半球をゆっくりと下に置かれた半
球に近づけていく実験を行っている際、ス
ローティン博士の同僚の1人であったリー

マー・シュレーベル博士は、他の作業に集中
するべく実験が行われている場所に背中を
向けたそうです。しかしその瞬間、シュレーベ
ル博士は音を聞きます。その音とは、「スロー
ティン博士が手に持っていたドライバーを滑
らせ、ベリリウム半球が完全にくっついてし
まった音」だったそうです。シュレーベル博士
は、振り返った瞬間に実験現場から青い閃光
が放出されたことを目視し、同時に顔に熱波
を感じたと語っています。 65



放射線が見える？

事故の1週間後、シュレーベル博士は「実験を行っていた部屋の中は
窓から入る光と電球で十分な明るさでしたが、事故時にはハッキリ目
で見てわかるレベルの青色の光が発生しました。この閃光が発生し
たのは時間でいえばわずか10分の数秒にすぎませんでした。スロー
ティン博士はとても素早く半球をはじき飛ばしました。事故が起きた
のは午後3時頃でした」という内容の報告書を記しています。

• 『青い光』は『チェレンコフ光』と言われています
が、空気中で見える『青い光』はチェレンコフ光
ではないそうです。水中で見えるのはチェレンコ
フ光とのこと。）

• 『青い光』は目をつむっていても見えると言われ
ています。目の水晶体に『放射線が通過する』と
見えるのだそうです。
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• 事件から7日後、スローティン博士は精神錯

乱に陥ります。唇は青色になり、酸素テントの
中での生活を余儀なくされた模様。更にその
後、スローティン博士は昏睡状態に陥り、事
件発生から9日後に35歳の若さで死亡しまし

た。なお、死因は放射線障害として知られる
「急性放射線症候群」として記録されています。
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２０１１年、８年前放射能と言えば福島原発事故
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６５年隔てて米国から、そして日本で。

日本は１９４５年米国による人類史上初めての核攻撃によ
り原爆が投下された。
死者：長崎…７万人・広島…１４万人、合計２１人 死傷者

合計３６万８千人、今なお放射線被ばくの苦しみは終わら
ない。

６５年を経て日本自ら福島原発で過酷事故をおこし放射線
被ばくと避難者を数多く出し未だ避難生活を強いられてい
ます。

日本は２度も核による放射線を浴び未曽有の悲惨な事でし
た。

• これは世界でも類を見ない人間の愚かさです。
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国際環境NGOグリーンピースがイン

ターネット投票で最悪の企業を選ぶ
賞「パブリックアイ・アワード（世間の
目）」で、地球に害を与え人権を侵
害した企業に見事に東京電力が上
位六社にノミネート、２７日に発表さ
れた結果で堂々の世界二位に選ば
れました。
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原発と原爆は同じ穴（核）のムジナ
原爆と原発。 核分裂爆弾と核分裂発電所です。

74



原発（原子炉）から生まれた原爆。

• 核エネルギーはいかに能率よく人間を殺傷する
かを研究し原子炉の実験等により兵器として開
発したものである。結果広島長崎に原爆を投下
し数十万人を殺傷した、それ以降日本はビキニ
の水爆実験で操業中のマグロ漁船が被爆し船
員は放射線障害で死亡あるいはガンなどで命を
落した

• 。原発が運転してから数万から数十万の原発作
業員が被爆、多く人が放射線障害で苦しみ亡く
なっている。
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原発は核兵器製造器である。

• 原爆は５０㎏の５０文の１、１㎏前後のウラン
が核分裂を起こし０，７ｇがこの世から消え莫
大なエネルギーと死の灰をばら撒き大量殺人
が行われた。

• 原発は１日３Ｋｇ年間で１トンのウランを使い

原爆の千倍の死の灰（核のゴミ）と原爆、水爆
の原料である核物質プルトニウムを生産する
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原発も原爆も核分裂

私設原子力情報室より
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連鎖的核分裂反応の仕組み。

基本原理は原爆も原発も同じ。

原爆の場合は、連鎖的核分裂反応が1
億分の1秒という短い時間に起きます。

原発の場合は、反応速度を調節して、
ギリギリ連鎖的核分裂反応が起きる状
態（臨界状態）で、ゆっくりと反応を進め
ます。
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核エネルギーは化学エネルギーの１００万倍

核の危険度も石炭石油天然ガスの１００万倍
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コネチカット州：甲状腺がん患者は政府に報告する義務
・１９３５年〜１９４５年：減少傾向
・医療の向上や改善によってさらに減少するはずだったが、
１９４５年からわずか５年間で３倍に。
・１９６５年（大気核実験のピークから５年後）再び上昇。
・大きなミルストーン原子力発電所が稼働し始めてから
５年後に急激な上昇開始。
・チェルノブイリの事故から５年後に大きな上昇。

・重要なことは、甲状腺ガン発生率の増大が医療の向上を
反映していない事実です。ガン発生率が0.8から4.5に５倍も

増大したことは統計的にも小さな変化ではあり得ません。
81
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• Victory! CT Supreme court reverses lower court decision on Millstone

• 最高裁における見事な勝利は、ニアンティッ
ク川生まれのヒラメ幼魚がロングアイランド
湾に移動する最盛期の10日間、ミルストー
ン2号機の稼働を差し止めるように申し立て
て勝訴して以来、18年ぶりのことである。

• 毎年、数百万匹規模の幼魚が取水口に吸
い込まれ、全滅していた。

勝訴！コネチカット州最高裁、ミルストーン
核発電所に対する下級審決定を破棄
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http://www.beyondnuclear.org/home/2016/12/12/victory-ct-supreme-court-reverses-lower-court-decision-on-mi.html
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ミルストーン原子力発電所があるだ
けで、原子力発電サイトでコネチカッ
トでのみマルチユニット原子力プラン
トニューイングランド。ウォーター
フォードの旧採石場にあります。総容
量2GW
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https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://en.wikipedia.org/wiki/New_England
https://en.wikipedia.org/wiki/Waterford,_Connecticut
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核分裂の引き金中性子とは

中性子は、電荷を持っていない事から他
の電荷をもつ陽子などに比べて、入射し
た物質の原子核と容易に直接反応する
事が出来る。

電磁気力の影響を受けない中性子線は
透過性が高く、原子核の核変換に使う
粒子として重要である
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中性子の速度（またはエネルギー）によっ
て異なります。自然界または人工の中性
子には、図のように、さまざまな速度（また
はエネルギー、温度）を持つものが存在し
ています。
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中性子は太く短い人生！

原子核の核変換に使う重要粒子。

原子核の外では例外を除いて中性
子は不安定
平均寿命（約15分）、半減期約10.3

分で陽子と電子および反電子ニュー
トリノに崩壊する。
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メタボ粒子中性子は中性脂肪、核子がメタボに
なり不安定 飛び出すと寿命も１５分短命
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半減期は平均寿命のlog2倍（0.693倍）となる。

半減期より平均寿命の方が長いのは明らかで
ある。
粒子 平均寿命

中性子 890s

ミューオン 2.2×10-6s

π＋（π－） 2.6×10-8s

Ｗ＋（Ｗ－） 5.1×10-44s

原子核崩壊はそれぞれの原子核に独立で確率的な現象である。
崩壊せずに残っている核の数が1/2になるまでの時間を半減期、
1/eになるまでの時間を平均寿命という。
半減期は平均寿命のlog2倍である。
1.崩壊せずに残っている核の数が1/2になるまでの時間を半減期、1/eになるまでの時間
を平均寿命という。
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中性子の特性
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中性子は微小磁石，物質の磁気構造磁場分布を観測
モーターの強力磁石や高温超電導送電材料の分析
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核の中は陽子と中性子、核子-中性子と
陽子は-クォークと呼ばれる素粒子で構成。
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• 放射性降下物に基づく環境内の人工放射性物質の半減期

核実験による放射性降下物は、フォールアウト（狭義）と呼
ばれている。生成する人工放射性物質は、大部分が90Sr、
137Cs、14Ｃ、95Zrである。それらの半減期は、28.79年、
30.07年、5730年、64.02日である。原子力施設に起因

する環境中人工放射性物質の半減期核燃料サイクルを構
成する原子力施設のうち、ここでは原子力発電所と再処理
工場について述べる。原子力発電所において注目すべき放
射性核種は、60Co、63Ni、90Sr、137Cs、14Ｃであり、それら
の半減期は、1925.1日、100.1年、28.79年、30.07年、
5730年などである。再処理施設における主要な放射性核
種は、3Ｈ、137Cs、106Ru、90Sr、134Csとされている。半減
期は、それぞれ12.33年、30.07年、373.6日、28.79年、
2.065年である。

８）
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_909.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_914.html


自然放射性核種の3Ｈ、14Ｃ、40Ｋ、226Ra、238Ｕの半減期は、そ
れぞれ12.33年、5730年、12.77億年、1600年、44.68億年であり、
人工放射能の60Co、90Sr、99Mo、99mTc、129Ｉ、131Ｉ、137Cs、239Puは、
それぞれ1925.1日、28.79年、65.94時間、6.01時間、1570万年、
8.0207日、30.07年、2.411万年である（自然放射性核種は人工

でも作られるが、壊変法則では核種が同じであれば壊変型は
同一であるため省略した）。

放射性降下物に基づく環境内の人工放射性物質の半減期

核実験による放射性降下物は、フォールアウト（狭義）と呼ば
れている。生成する人工放射性物質は、大部分が90Sr、137Cs、
14Ｃ、95Zrである。それらの半減期は、それぞれ28.79年、30.07
年、5730年、64.02日である。

自然放射性核種及び人工放射性核種の半減期
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_317.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_401.html


地殻に存在する自然放射能の半減期

• 地殻中には、地球の誕生時から存在した多数の
放射性核種が広く分布している。主要なものとして
は、ウラン系列（238Ｕ）、トリウム系列（232Th）、アクチ

ニウム系列（235Ｕ）と言われるような、（ ）内に示し
た放射性核種を始まりとして、次々に娘核種を作り
ながら壊変していくものがある。一方、単独の放射
性核種としては、半減期が12.77億年のカリウム40
（40Ｋ）、475億年のルビジウム87（87Rb）のようなもの
がある。このうちカリウム40は、カリウム中に0.012

重量％含まれていて、天然に存在する放射性核種
の主要なものである。わが国の土壌中には229〜
814Bq/kg含まれているとされている。
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_186.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_1124.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_670.html


宇宙線によって生成される放射性核種の
半減期

• 宇宙線が地球及びその大気に突入す
るときに、種々の放射性物質が生成す
る。その代表的なものとしては、3Ｈ、14Ｃ
がある。半減期は、それぞれ12.33年、
5730年である。このほかに、7Be、10Be、
22Na、24Na、28Mg、36Cl、81Krなどがある。
それらの半減期はそれぞれ、53.29日、
151万年、2.6019年、14.96時間、20.91
時間、30.1万年、22.9万年である
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_180.html


医療などに使用される放射性核種の
半減期

放射線治療に使用される放射性核種としては、癌・腫瘍の場合
等の放射線治療で用いられる226Ra（半減期は1600年）が知ら

れている。現在は、症状に応じて各種の放射性線源が選択さ
れ、使用されるようになっている。

体外の放射性線源を用いる、いわゆる外部照射のためには、
60Co、137Cs、192Ir線源が使用され、甲状腺疾患の治療には、体

内で131Ｉを使用する非密封内用治療が良く知られている。それ
ぞれ半減期は、1925.1日、30.07年、73.83日、8.0207日である。

試験管内検査のための標識化合物として、使用される放射性
同位元素としては、125Ｉ、131Ｉ、3Ｈがある。それぞれ半減期は、
60.2日、8.02070日、12.33年である。体内に放射性物質を投与
する検査には、99mTc（99Mo）、81mKr（81Rb）が使用される（括弧内

は親核種でこのような組合せをジェネレータと呼ぶ）。半減期は
それぞれ6.01時間（65.94時間）、13.10秒（4.576時間）である。102

https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_366.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_953.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_1006.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_312.html


体内に存在する自然放射能の半減期

• 体内に存在する放射性核種は、われわれ
人間が被ばくするもっとも身近な放射能であ
る。これは、主として天然のカリウム中に含ま
れる放射性同位元素（40Ｋ、質量数が40のカ
リウム）であり、半減期は12.77億年である。

生体に取り込まれた放射性核種は代謝によ
り体内から排せつされて変動するため、放射
能が体内から半減する時間を生物学的半減
期という。この対比で通常の放射性核種の半
減期を物理学的半減期ということがある。
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_645.html
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_444.html
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透過性があり，軽元素の観測が得意
なため，様々なモノの構造（原子の配
列）を観察するために利用されていま
す。

陽子（水素陽イオン）を水銀の標的原
子核に高速でぶつけて，核破砕を起こ
して中性子を取り出しています
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中性子の質量をM Kg とし、速度 V 2 km/s で飛行す
る中性子粒子の運動エネルギーは、E 21 meV （温
度換算では、300 K)となる。この値X線と同様に中性

子は物質による回折現象を起こし、波動としての特
徴を示します。
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中性子とは，原子核を構成する粒子であ
り，陽子とほぼ同程度の質量をもち，電
荷をもたない中性の粒子です。
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周期律表にゼロ番ない？
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原子番号ゼロ番

知られている原子核はすべて陽子と中性子の組み合わせで
できているが、4個の中性子だけで出来た原子核の共鳴状
態テトラ中性子共鳴を発見した。

110



原子番号ゼロ番

新同位元素「テトラ中性子共鳴」を理研RIBF
施設のSHARAQ磁気分析装置を用いた実験

で、下浦享東京大学教授らのグループが発
見しました。

テトラ中性子共鳴は、通常の原子核と異なり、
陽子を含まず4個の中性子だけで構成されて

います。テトラ中性子共鳴の研究により、中
性子星の中に存在すると考えられている中性
子物質の研究の進展が期待されます。 111



自然界の物質質量の大半を担う原子核は、通常、
陽子と中性子の組合せで構成されている。陽子の
個数が元素の種類を表し、同じ陽子数で異なる中
性子数のものを同位元素と呼ぶ。天然に存在する
安定な原子核の陽子数と中性子数はほぼバランス
をとっているが、どれだけバランスが崩れた原子核
が存在できるのかを知ることは、陽子や中性子を結
びつけている核力の性質と深く関連している。

色んな組合せのうち、最も極端な中性子だけで構
成される原子核が存在するか否かは、原子核研究
における1つの重要な課題である中性子物質の研

究に直接関わるものとして、実験的にも、理論的に
も注目されてきた。
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＜原子・原子核の構造＞
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テトラ中性子核の想像図。
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相対論で導かれる質量とエネルギーは等価である
という結論、E=mc^2を使って計算する問題。

２個の重水素(陽子１個と中性子１個が結合したもの)とヘリ
ウムの原子核(２個の陽子と２個の中性子が結合して１つの
原子核になったもの)をてんびんに乗せると、バラバラにした
２個の重水素のほうが重い。

「質量欠損と結合エネルギー」は原子核の分野に特有のこと
ではない。

何らかの力で結合している系は、すべて質量欠損しており、
その質量欠損にc^2を掛けたものが結合エネルギーになる。
原子核は核力という強い力で相互作用している系。

水素原子。これは陽子１個と電子１個が電磁気力で相互作
用している系。陽子１個と電子１個にバラバラにしたほうが
質量が大きい。
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BD%C5%BF%E5%C1%C7
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「弱い力」と「強い力」は馴染みが薄い。こ
れは素粒子の世界で発見された力だから
である。

素粒子の世界が初めて発見されたのは、
1897年4月29日のイギリスのトムソンが、

最初の素粒子「電子」を発見してからで、
まだまだ歴史が浅い。
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• 地球と月の質量欠損を計算してみよう。

月と地球を無限遠まで遠ざけるに必要な仕事が、
まさに質量欠損である。

それは、無限遠をゼロとしたときの地球と月の結合
エネルギー、つまりポテンシャルエネルギーに等し
い。

• ΔE=GMm/rで、M、m、G、r、はそれぞれ地球質量、

月質量、万有引力定数、月と地球の距離である。
実際数字を入れて、それを光速度cの２乗で割って、
どれだけ質量が大きくなるか電卓で計算すると、10
の12乗キログラム程度になる。月の質量が10の22
乗程度だから、10桁も小さい値だが、それでも車1
億台くらいの質量が増える。 121

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B5%B8%C2%B1%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%B5%B8%C2%B1%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%FC%CD%AD%B0%FA%CE%CF
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%F7%C2%AE%C5%D9


７月３０日放射能の起源予告

• 実験の進歩により、宇宙には陽子と中性子の
数が大きく異なる『不安定核』というものが存
在

• 超新星爆発など宇宙における様々な物質誕
生のプロセスの謎を解き明かす重要な役割,

不安定なため、存在時間が非常に短く、安定
核には見られない特異な性質

• 乞うご期待！
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