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新刊書籍 発売！
「放射線を科学的に理解する
　̶ 基礎からわかる東大教養の講義」
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１章 放射線とは？《放射線入門》
２章 放射線の性質《放射線物理学 I 》
３章 原子力発電で生み出される放射性物質《原子核物理学・原子力工学》 
４章 放射線量の評価《放射線物理学 II 》 
５章 放射線の測り方《放射線計測学》
６章 環境中での放射性物質《環境放射化学》 
７章 放射線の細胞への影響《放射線生物学》
８章 放射線の人体への影響《放射線医学》 
９章 放射性物質と農業《植物栄養学・土壌肥料学》 
10章 放射線の防護と安全《放射線防護学》 
11章 役に立つ放射線《放射線の利用・加速器科学》
Ｑ&Ａ

放射線を理解するには、物理学・化学・生物学・医学・工学など、
多くの分野の知識が必要です。しかしこれらすべてを網羅することは
難しく、系統立てて学べる機会は非常に少ないのが実情です。
　本書は、東京大学教養学部で行われた講義をもとにし、放射線につ
いて多角的に学べるよう配慮しています。日常生活や原発事故にかか
わる具体的な例を引きながらやさしくていねいに解説しましたので、
高校生や一般の方にも広く読んでいただきたいと願っています。
http://radphys4.c.u-tokyo.ac.jp/~torii/lecture/radiolect-kn.html
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第４回 環境放射化学
放射線量の時間変化・濃縮と拡散

小豆川 勝見
東京大学 教養学部／大学院総合文化研究科

2012 / 11 /  2（金）



 10/12  放射線入門　【鳥居】
 10/19  放射線物理学【鳥居】
 10/26  放射線計測学【小豆川】
 11/  2  環境放射化学【小豆川】
 11/  9  放射線生物学【渡邊】
 11/16  放射線医療　【作美】
 11/20  原子核物理学【鳥居】

鳥居　 寛之
小豆川 勝見
渡邊 雄一郎
《教養学部》

 11/30  環境システム工学【森口】 
 12/  7  科学技術社会論　【藤垣】
 12/14  環境放射化学　【小豆川】
 12/21  植物栄養・肥料学【藤原】
   1/11  放射線の利用　　【渡邊】
   1/25  放射線防護学・加速器科学
　　　　　　　　　　　　  【鳥居】

作美 　明《医学部附属病院放射線科》
森口 祐一《工学系都市工学》
藤原 　徹《農学部応用生命化学》
藤垣 裕子《教養学部広域システム》

ゲスト講師

放射線を科学的に理解する

担当教員
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  É*ŃĂ�ù(Fission Product)…ƕǉƶ÷ƗǑǙ 
◦  É*ŃƳǃƬƮĂ�ƤǆÉĜ(90Sr, 131I, 133Cs(stable), 137Cs…) 
◦  ÷±ƚ235UƯƏ<dñƴǜǌǫƚÞƻƬƮƕǇƶƏƘƘǃƧƴÉ*ŃĂ�
ƴ?ů(Yield)Ƶ�ìƯƛǆƐ 

  ¨q4Ă�ù(Activation Product) 
◦  É*Ń>�ƳǃƬƮĂƣǆƇŠ	�dƚëŠÀƯëŠơǇƏö	�dưƲ
ǅƏƟǇƚ	�d �>�ƳǃƬƮ²ƩƳĂƣǆÉĜ(134Cs,110mAg, 
239U…) 
◦  ƇŠ[Ôñ 
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OsloŨ^(~1500km)
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  106Ruǀ144Ceƚú�
ċ(ĘzĢ�<ĊƙǄ
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ƕƲƕÉĜ) 

  239NpƵ239UƙǄƴβ 
decay 

Henriksen et al., Environ, 
Inter., 14, 157-163, 1998 
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P.Carbol et al, J. Environ. Radioactivity 68, 27-46, 2003�



P.Carbol et al, J. Environ. Radioactivity 68, 27-46, 2003�



100�

0.4- 2�

0�
16.6�

4 - 12�

0 - 0.2�

42.7�

8�















ƌGMĤƯƒOVERƓŀĖƵňƩƟưƚƲƕ�

ƋÃźƳǃǆǗǺǫǶǺǕ�ÌƴƠ§¦�



~2000 uSv/h�

āĕ�1 Sv/h�











  _ƜƴĠŲĬůŋƳƵǏǦǷǓǽ*ŊĴƚƲƕƴƯƏÉĜǊD
kǼkůƤǆƟưƚƯƛƲƕƐ 
◦  ƿưƿưƵlƆ¸ƳÛÇËÈĄƳ�ƬƮƕƩƿƴƐ 
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131I, 134Cs, 137Cs, 110mAg, 
132Te, 132I, 140Ba, 140La, 
89Sr, 89Y, 95Zr, 95Nb, 
239Np, 59Fe�

Shozugawa et al., 2012�

125Sb, 127mTe, 129mTe, 
136Cs, 141Ce, 144Ce, 54Mn, 
58Co, 60Co, 114mIn�

szǄ, 2011,2012�

ųÃLǊFƾƩ90Srƴ�«ƳƭƕƮƵ 
þOKŷōƳ�ĝ	ƯƤ(sŔ|)Ɛ 

241Pu� Zheng et al, 2012�
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Dƣ¯Pƴ	Ưƿ¨q�ùŗƳǃǆÛÇƵƻƪǄƐ�



Pò� X�� ¨q�ǛǘǍǱǿBq/kgȀ� ĠŲĬůü
ǿµSv/hȀ� ġƫ#ǅŉ-�

1� ×½P� 17,200� 2.04� ó�
2� ×½PĵÙŚ� 43,700� 1.49� ó�
3� ÙŚA1� 12,500� 1.45� ó�
4� ÙŚA2� 18,700� 1.90� ó�
5� ÙŚB1� 9,060� 0.60� ó�
6� ÙŚB2� 14,400� 1.04� ó�
7� ŕÙÝĵ&M� 71,400� 2.72� óǿ�Ū½ǅȀ�
8� ÙŚC� 14,700� 3.25� ó�
9� ÙŚD� 15,200� 1.91� ½�

10� ÙŚE1� 30,500� 1.75� ½�
11� ÙŚE2� 28,200� 3.70� ½�
12� ÙŚF� 13,500� 1.30� ó�

VĞùǼŀv5cm�

ƕǉǁǆƒǭǟǢǙǮǟǢƓƯƵƲƜÙŚ$�ƚƒǭǟǢǏǶǋƓưƢƮÛÇơǇƮƕǆ�
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*sŔ|3ň, ęf,82(10), 1059 ,yâº��
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