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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」

丸善出版 本体 2500円＋税

鳥居寛之・小豆川勝見・渡辺雄一郎 著
中川恵一 執筆協力

2012年10月10日 刊行

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５回 放射線生物学
放射線の生体への影響、放射線防護の考え方

渡邊 雄一郎
東京大学 教養学部／大学院総合文化研究科

2012 / 11 /  9（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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�ĺƎŔùǘǨǫ�ơ!
ƴăåādƵƤRǘǨǫ�ơǯľƼǫǚǛǅǐǩ�

ĤĪ°zĺƎ�

µSv!/!h�µSv!�



œĞÌǚƁƺ�

ȔǳǺȡǿȣȒȟȈƴǕƴȕȞǿȣȒȟȈ�

!!1!mSv!!=!!1000!µSv!!

!!1!!!Sv!!!=!1000!mSv!
ǿȣȒȟȈƴǕƴȕȞǿȣȒȟȈ�



Ç�ǘƺǫǕǈǓǚŦŤ�

Fukushima!Daiichiƽǩ!

ƴĨäƴƴ170!km!
!!!Ç�ƴƴ240!km�

@đƽǩǚ°zĺƾĖ©ƣǰǔƺǫǮǃǔǛǗƺ!
ƴƴƴƴFallout!(°z�Ɩ�ú)!ǘǨǫǥǚ�



Don’t!be!hysteric.!

ňǩ,ƟǘľƼǫǅǕƾƌŘ�



đă-ăĄ 

ād�ĩ-ăo¡ĉ 

ĚĥȆȣȔ 

ȘȇȟÏú 

uƨv 



ƴȠȓȣȈ�

I.ƍǆǕǘȧÄƄ¦ƵJś3Ä!
ƴȤǍǬǨǪjǁ«-ǈǓǥǨƺȥ!

ƳƴăQğp.ƍƴ#1!
!Ļ/ƴ2013�1À11ºƴȤǥƻ}ǈ�ǚ§ÑW¼ǚ«-ǞŜt
tȥ!

� 24�ȩÀƽǩƵ�ŉƤRȤƍōƢƵģƢȥǗǖǘǒƺǓ¸ǎǗaì ƾŜtǇǬǎƶ
ǅǬǘǨǑǓǍǬǢǔǚ500!Bq/kgȤ¾taì ȥƽǩƴ100!Bq/kgǘ ƾ�ƿ�ǄǩǬǎƶ
�ǘƵĔǇǰȤȧȪ£ǚÓìēǗ�ǕǈǢǊȥƾaì ǀǪǀǪǚƤúǯ��ƓƤǟĸǃ
ǎǕǈǓƵ!
ƴ(1)!ǖǬǏǃǚŔǜǁǘǗǫǕľƼǩǬǫƽǯśĪǌǨ�tƾǇǬǓƺǫƽȦ!
!!!(2)!LNT�ŢǘàǑǓǖǬǏǃđƾǰƾeƼǫƽǯśĪǌǨȦ!
ƴ(3)!ǍǬ�3ǚ¾taì ǚƤúǯƤǟĸǃǎƚǚbJǕÜųǌǨȦ!
!!!(4)!(1)~(3)!ǚæǬǘǒƺǓǚ��Ƶ�řǯŶǟǨȦ�


