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原子力発電・放射線基礎講座

V

放射線の利用
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放射線は，半導体製造や農作物の品種改良，医療診断・治療など日常生活に密着した分野において実用化
され，その経済規模は年間 4 兆円を上回っている。また，実用面だけでなく，放射線は先端科学の研究にも
大きな役割を担っている。実用から研究において，放射線の特性がどのように利用されているかを解説し，
また利用に関する法的規制と課題や展望について触れる。
Radiation is practically used in the field of the daily life, such as the crop breeding, the
semiconductor manufacturing, and the medical diagnosis and treatment. The economic magnitude
is greater than 4 trillion yen per year. In addition, not only practical, radiation plays an important role
in advanced scientific research. It is explained how to utilize the characteristics of the radiation in
the field of practical use and advanced researches. Future prospects and legal restrictions on the
use are also mentioned.
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はじめに

放射線は限度を超えて被ばくすると健康被害を

ので放射線である。ところが，電磁波の仲間であ
るにもかかわらず可視光線や放送用電波などは一
般的には放射線とは呼ばれていない。両者を区別

もたらす危険なものであることは周知の事実であ

するのは電離能力等のエネルギーの違いである。

る。一方で，医療（診断や治療）
，半導体製造，イ

可視光線や放送用電波の波長はエックス線やガン

ネなどの農作物・花卉の品種改良や環境浄化等に

マ線よりも長く光量子としてのエネルギーが低い

幅広く利用されており社会に大きな便益をもたらし

ために電離能力がない。原子力基本法などの関連

ている。放射線利用の現状を理解いただくため，は

法規では，電離能力をもった放射線のみを放射線

じめに利用の原理を説明し , 続いて，医療，工業，

と定義している。エックス線やガンマ線の電磁波

農業，環境等の各分野における利用の代表的事例を

とアルファ線，ベータ線，電子線，陽子線，重粒

紹介する。併せて，各分野における放射線利用の経

子線等の荷電粒子線と，中性子線などの中性粒子

済規模と放射線利用に関する法的規制に触れ，最後

線は照射された物質を電離する能力を持つ（中性

に，放射線利用の促進に向けた課題と展望を述べる。

子線は核反応により発生する 2 次粒子による間接

2

放射線の基本的特性

的な電離作用）
。図 1 に電離放射線の分類を示す。

2.1

放射線とは何か

物質と放射線の違いは何か。
物質を分割していっ
た窮極の存在を素粒子とするならば，全ての物質
は多様な素粒子が多数一体となった集合体といえ

図1

電離放射線の分類

2.2 放射線と物質の相互作用 1）

る。一方で，素粒子や原子核（素粒子の簡単な組

電荷を持たない電磁波であるエックス線やガン

み合わせから構成されたもの）が素朴な姿で飛ん

マ線は，物質を構成する原子の軌道電子との相互

でいるものが放射線である。エックス線やガンマ

作用によりエネルギーの一部又は全てを失う。軌

線などの電磁波は光量子（素粒子）が飛んでいる

道電子数の多い原子番号が大きな物質の方がエッ
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クス線やガンマ線とより多く反応するため透過し

な工業製品の厚さや，液面，あるいは密度を測定

にくく，遮蔽性能が大きいことになる。一方，電荷

することなどに活用されている。また，照射され

を持った粒子（電子や陽子等）は物質中の電場と

た物質から放出される別種の放射線を検出するこ

の相互作用によって徐々に運動エネルギーを失い

とにより照射物を分析する方法は，水分計，硫黄

一定の距離を進むと失速する。この距離は物質組

計，ガスクロマトグラフィ等に利用されている。

成と入射粒子の質量やエネルギーに依存し飛程と

半導体製造工程では放射線は大きな比重を占めて

呼ばれる。飛程の近辺が最も比電離（単位長さ当

いる。一つは中性子照射による核反応を利用した

たりのエネルギー付与）が大きくなり，周囲の原

シリコンウェハーの製造であり，もう一つは高密

子へ与える影響が大きくなる（図 2 参照）
。電荷を

度集積回路の転写に放射線が用いられている。

持たない中性子は，主として原子核と相互作用（核

木材に低分子化合物を染み込ませた後，放射線

反応）する。安定核種が中性子を捕獲すると原子

を照射して重合反応を起こさせて耐摩耗性や寸法

核内が中性子過多状態となって不安定になる。こ

安定性を向上させている。架橋反応の応用例の代

のように，安定核種であったものが，核反応の結

表はラジアルタイヤの製造である。シート状ゴム

果として放射性核種となることを放射化という。

を放射線照射により事前に架橋して補強してい
る。分解反応，および酸化反応促進の応用例は，
石油や石炭の燃焼排ガスに電子線を照射して脱
硫，脱硝する技術である。排ガスにアンモニアを
添加して電子線を照射すると排ガス中の硫黄酸化
物や窒素酸化物が硫安や硝安として回収される。
放射線を利用して排水中の有機汚濁物資を分解す
ることも行われている。
（2）農業利用

図2

物質中の荷電粒子のふるまい
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放射線利用の現状

3.1

放射線利用のしくみ

農業分野での放射線利用は，放射線照射による
突然変異を応用した品種改良があり，代表例とし
て病害虫に強いイネの育成があげられる。食品照
射は，我が国では，安全性に対する国民の不安が

放射線は物質と相互作用することにより，以下

払しょくされずジャガイモの発芽防止だけに利用

のようなことが起こる。第一に，物質を透過する，

されている。一方，諸外国においては香辛料など

物質を放射化する，物質により散乱される，ある

の殺菌処理に幅広く活用されている。また，特殊

いは，別種の放射線を放出する等である（物理的

な事例であるが，沖縄でのウリミバエの不妊化によ

作用）。次に，高温で触媒を必要とする重合（低

る駆除に放射線照射が利用され効果があった。本

分子化合物から高分子化合物を結合する）や架橋

土へのゴーヤ出荷解禁に繋がっている。これらは

（高分子化合物同士を繋ぐ）などの化学反応を常

高線量のガンマ線照射が必要となるため，大強度

温かつ無触媒で促進することができる（化学的作

のコバルト -60 が線源として用いられる例が多い。

用）。最後に，細胞中の DNA に損傷を与え , が
ん細胞を死滅する，細菌を殺す，突然変異を起こ
す等である（生物的作用）。

（3）医療利用
医療分野は診断と治療の両面で放射線が利用さ
れている。代表的なものは，病気の診断に用いら
れるエックス線である。通常のエックス線透過撮

3.2

幅広い放射線の利用

2）3）

（1）工業利用
放射線の持つ物質を透過する能力は，いろいろ

影の他，エックス線及びガンマ線を用いたコン
ピュータ断層撮影（CT）
，陽電子放出断層撮影
（PET）などの検査に放射線が深くかかわっている。
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放射線による治療は，リニアック（エックス線 ,

表1

放射線の各分野の利用状況

（内閣府調査報告書 5）から編集）

電子線）によるがん治療が浸透している。荷電粒
子である陽子や重粒子は病巣に放射線の飛程を合
わせて治療効果を集中できることから，先端医療
としての試みが広がってきている。また，細胞レ
ベルでのがん細胞を識別できるのでホウ素中性子
捕獲療法も脳腫瘍や皮膚がん治療等に効果がみら
れている。ラジウム針，イリジウム 191，ヨウ
素などの放射性同位元素（RI）を一定期間患部周
辺に埋め込んで照射治療を行う治療方法も効果を
あげている。
また，医療器具や輸血用血液の滅菌などにも，
放射線発生装置や RI が活用されている。
（4）環境・研究他

億円

マイクロフォーカスエックス線 CT 装置による
非破壊検査，低エネルギー電子線照射，エックス

億円

線光電子分光分析や走査型電子顕微鏡による表面
分析，融合結合プラズマ質量分析による微量元素
分析などが放射線利用技術として用いられている。
科学研究の分野では，大型加速器や研究用原子

億円

炉によって供給される放射線が先端研究で活用さ

図3

れている。大型放射光施設（SPring-8）は，世界

放射線利用の経済規模

出典 : 内閣府調査報告書 4）

最高性能の放射光を利用することができる大型の

である 4）
（図 3）
。全体の 56％を占める工業利

実験施設であり，大強度陽子加速器施設 J-PARC

用 の 中 で は 半 導 体 加 工 が 1.3 兆 円 と 最 も 多 く

（Japan Proton Accelerator Research Com-

60％を占めている。医療利用では，診断が 1.4

plex）は，世界最高クラスの大強度陽子ビームを

兆円，治療 0.1 兆円と診断の比重が大きい。農

生成する加速器と，その大強度陽子ビームを利用

業利用では，イネの品種改良が 0.25 兆円と大き

する実験施設で構成される最先端科学の研究施設

な比重を占めている。平成 24 年度に放射線障害

である。写真 1 に両施設の外観を示す。

防止法の規制を受ける事業所数は約 7 000 であ
り，同事業所の放射線業務従事者は約 12 万人で
ある 5）。
同年度の原子力エネルギー利用の経済規模は
4.7 兆円であった。これと，放射線利用の 4.1

写真 1

3.3

大型加速器施設の外観（SPring-8，JPARC）

出典：暮らしや産業での放射線利用－文部科学省

経済規模

兆円とを対比してみると，エネルギー利用と放射
線利用の両者が，
原子力・放射線分野の両輪を担っ
ていることが理解できる。

各分野における放射線の利用状況を表 1 にま
とめた。

3.4

法的規制 5）6）

内閣府の調査によれば，これら各分野の平成

放射線業務従事者および一般公衆を放射線障害

17 年度経済規模は，医療利用 1.5 兆円，工業利

から防護する目的で「放射性同位元素による放射

用 2.3 兆円，農業利用 0.3 兆円で総額 4.1 兆円

線障害の防止に関する法律」
，
「電離放射線障害防
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止規則」等が制定されている。これらの法律等は，

されていないことが多く，審査に必要な臨床試験

ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告を基にし

に関連する規制が負担となっている。

ている。放射線関係の法律は，放射線審議会で検

5

討され，放射線を扱う組織，取扱方法等により関
係官庁が異なる。放射性同意元素の輸送は国土交

むすび

（1）放射線利用の現状

通省であり，放射性同位元素を医療で使用する場

放射線利用は工業，農業，医療の分野で既に実

合は，文部科学省と厚生労働省となっている。一

用化されており，年間 4 兆円程度の経済規模で

般的な事業所は，文部科学省，厚生労働省および

日常生活に欠かせない存在となっている。課題と

国土交通省の法律で規制されている。

しては，産業界からは食品照射の許可が望まれて

医療分野における放射線利用については，放射

いるものの，国民感情が障害となり，ジャガイモ

線障害防止法と医療法（医療法施行規則）
・薬事

の発芽防止のみに普及が限定されていることや，

法（放射性医薬品の製造及び取扱規則）により規

世界的に研究用原子炉の老朽化が進み，医療用

制されており，一部は二重規制となっている。薬

RI（モリブデン -99）の安定供給が懸念されて

事法に規定する医薬品については，放射線障害防

いることなどがあげられる。

止法の施行令で適用除外とされており，放射性医

（2）放射線利用に関する展望

薬品については医療法及び薬事法により規制，管

加速器を用いた大型の先端医療施設や，東北放

理されている。陽電子放出断層撮影に使用される

射光施設，SPring-8 II，国際リニアコライダー

放射性の薬剤については，放射性同位元素の半減

などの先端科学研究施設の建設が計画されてい

期が極めて短いため，現在は病院の施設内で製造

る。また，放射線の関連技術は福島復興を始めと

されるものだけが用いられている。

して社会の幅広い局面での貢献が期待されてい

4

る。その期待に応えるには，放射線の新たな利用

課題

（1）放射線源の安定供給

方法の創意工夫や発明等の研究開発の積極的な継
続が望まれる。

核医学診断で利用件数が最も多い医薬品の原料
であるモリブデン -99 は 100％を輸入しており，
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