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「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

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、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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放射線の利用
生命科学研究、育種、滅菌、工学応用など

渡邊 雄一郎
東京大学 教養学部／大学院総合文化研究科

第12回



 10/10  放射線入門　【鳥居】
 10/17  放射線物理学【鳥居】
 10/24  放射線計測学【小豆川】
 10/31  放射線物理・化学【鳥居】
 11/  7  放射線生物学【渡邊】
 11/14  放射線影響の疫学【小笹】
 11/28  原子核物理学・原子力工学【鳥居】

鳥居　 寛之
小豆川 勝見
渡邊 雄一郎
《教養学部》

 12/  5  環境放射化学【小豆川】 
 12/12  環境放射化学【小豆川】
 12/19  被曝調査・医療支援【坪倉】
   1/  9  放射性物質汚染と農業【藤原】
   1/23  放射線の利用【渡邊】
   1/27  加速器科学・放射線防護学
　　　　　　　　　　　　【鳥居】

坪倉 正治《医科学研究所》
小笹 晃太郎《放射線影響研究所（広島）》
藤原 　徹《農学部応用生命化学》

ゲスト講師

放射線を科学的に理解する
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Figure 6-22b  Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) 
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Question: この構造もどのようにして!
できたのだろう�

化学的に!
5’末端は無く、!
“3’末端”ごときに!
�なっていた。�

古典的な�裸の5’末端の塩基を決定する試みは失敗した。�



アデノウイルスRNAのスプライシング!

Question：!
どうやってスプライシングという!
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hnRNA:!
 heterogeneous!
 nuclear RNA!
 ヘテロ核RNA!

長い前駆体�→�成熟したmRNAは長い前駆体からできるらしい。�
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