
2020年5月25日
日本原子力研究開発機構

JAEA（ジェイ＝エイ＝イー＝エイ）
パリ事務所

注：本教材の著作権は、出典について特段の明記のあるものを除き日本原子力研究開発機構に属します。

パリ日本人学校オンライン講座
「科学を知ろう～今と科学とわたしと未来～」



メンバー紹介
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• 講師：小川 達彦
（おがわ たつひこ）

• 原子力科学研究部門
原子力科学研究所原子力基礎工学研究センター
環境・放射線科学ディビジョン
放射線挙動解析研究グループ

• ナビゲーター：渡辺 文隆
（わたなべ ふみたか）

• パリ事務所長



本日の内容
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•社会の中の放射線と原子力
• 日本原子力研究開発機構JAEAの役割
• 日本とフランス、JAEAとフランス

•放射線と地球の旅
• 地球誕生と放射線
• 宇宙と地球の歴史
• 放射線の生物への影響
• 放射線の歴史と基礎知識
• 宇宙と放射線

•研究者から皆さんへメッセージ



まなぶ/
人をそだてる

しらべる/
たしかめる

つかう/
うごかす

社会の中の放射線や原子力
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あんぜんだいいち
安全 第一

例：発電用一体型
ロータシャフト

つくる



日本原子力研究開発機構の役割
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「しらべる/たしかめる」を行う
•職員 3,941名

• 研究者0,831名
• 技術者2,268名

•全国に10拠点
•予算1,560億円
（2020年時点）



日本原子力研究開発機構の役割
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「しらべる/たしかめる」を行う

350m 



日本原子力研究開発機構の役割
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原子力に関する唯一の総合的な研究開発機関として
• 原子力開発や利用
• 原子力の安全性向上
• イノベーションの創出
に貢献しています。



日本とフランス
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•原子力の分野でフランスは
日本の重要なパートナー

ITER（イーター）国際熱核融合実験炉
Credit © ITER Organization, http://www.iter.org/

Cigéo：長寿命高・中レベル放射性廃棄物地層処分場
【出典】https://www.cigeo.gouv.fr/

小型原子炉の開発
高い安全性を持つ
2030年代の運転開始を目指す

仕様 開発中 運転中の原子炉

発電能力（万キロワット） 17 90
高さ（メートル） 16 58
直径（メートル） 15 37
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• フランス原子力・代替エネルギー庁

JAEAはフランスと協力しています

JAEAとフランス

• フランス放射線防護・原子力安全研究所など

CEA IRSN

ANDRA iLL

eDF ORANO



ここでちょっと予習
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物質、原子と原子核
ようし

ちゅうせいし

でんし

げんし げんしかくぶっしつ

１億分の１
センチメートル

１兆分の１
センチメートル

およそ110種類

この世界は何でも、粒の
かたまり(原子核)でできている

出典：文部科学省「中学生・高校生のための放射線副読本」平成30年9月
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放射線と地球の旅
https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/openingmovie.mp4

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/openingmovie.mp4


地球誕生と放射線（約5分）
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https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st1/movie.mp4

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st1/movie.mp4


宇宙と地球の歴史１
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• 約137億年前：
宇宙のはじまり

• 約46億年前：
地球の誕生

• 約39億年前：
生命の誕生

初期の生命はみな海
の中。海の上は、放

射線が強い。



宇宙と地球の歴史２
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• 約28億年前：
バンアレン帯が生成

• 約10億年前：
オゾン層が形成

• 2.2億～6,500万年前：
恐竜が活躍

生き物が陸に住める
かどうかは、放射線
が重要だった。



放射線の生物への影響
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• DNAを直接傷つける
• 水が分解してできた活
性酸素がDNAを傷つけ
る

• 傷ついたDNAを修復
する機能がある

活性酸素は、放射線
や運動などで発生。

放射線をたくさん浴
びると、傷を治せず
がん等になる。

放射線は浴びる量
が重要になる



放射線の歴史と基礎知識（約6分）
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https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st2/movie.mp4

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st2/movie.mp4


放射線の研究とノーベル賞
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• 1895年 レントゲン（ドイツ）
• 1898年 キュリー夫人（ポーランド、フランス）
• 1898年 ラザフォード（イギリス）

それぞれX線、放射線を出す物質、放射線の種類を発見しました。



原子と放射線
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アルファ線を使って、原子の中
心に原子核がある、ということ

を突き止めました。



核分裂の連鎖反応
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• 中性子１個が原子核に入る
• 原子核が不安定になり壊れる
• エネルギーと中性子２個が放
出される

約20億年前の天然原子炉は
原子力発電所５基分のエネ
ルギーを発生しました。



クイズ①
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←オクロの天然原子炉

天然原子炉は日本生ま
れの科学者、黒田和夫
さんが予言しました。

1. フランス
2. ガボン
3. アメリカ

ここで問題。オクロ鉱山を採掘したのは、どこの会社？



宇宙と放射線（約4分）
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https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st4/movie.mp4

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/st4/movie.mp4


宇宙での活動
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国際宇宙ステーション



宇宙放射線の人体への影響
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•人形に組み込んだ測
定器で放射線を測る

•宇宙放射線の1日分
は、地上の自然放射
線の約半年分に相当
する



クイズ②
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火星との往復で受け
る放射線
今の技術だとどれく
らい？

1. 宇宙ステーション滞在 2か月分 (66 mSv)
2. 宇宙ステーション滞在 15年分 (660 mSv)
3. 宇宙ステーション滞在 150年分 (6,600 mSv)



続きはスマートフォン
でアクセス！
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https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/tablet/

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/パソコン用はこちら

https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/tablet/
https://www.jaea.go.jp/the_radiation_odyssey/pc/


意見や感想を
聞かせてください

最後まで、ありがとう



正誤表
「Stage1 地球誕生と放射線」

2:35付近 正 シアノバクテリア
（誤 シノアバクテリア）

「Stage4 宇宙と放射線」
動画完成後、以下の進展がありました。
2:30付近 「SEDA-AP」はミッションを終え、

2018年12月にISSより分離されまし
た。

3:00付近 X線天文衛星「すざく」は、2015年
8月に科学観測を終了しました。
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