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4.2放射線教育カリキュラムの課題と現状

広井禎1 村石幸正2 三門正吾3 渡部智博4

1筑波大学附属高等学校， 112-0012東京都文京区大塚1・9・1

2東京大学教育学部附属中・高等学校， 164-8654東京都中野区南台1・15-1

3千葉県立鎌ヶ谷西高等学校， 273・0121千葉県鎌ヶ谷市初富284・7

4立教高等学校， 352・8523埼玉県新座市北野1-2-25

要旨 放射線教育は幅広い分野にわたる内容を含んでいるため，カリキュラム研

究に際しては，総合的な検討を要する.本研究では， “物理分野" “物理実

験

めた.前者の 2テ一マは実際の授業で実践した.後者の 2テーマは，それぞれ現

状の調査と試案の作成を行った.今後も研究を継続する予定である.

1 .はじめに

放射線に関する用語1)は，今や新聞やニュースなどでも知られている一般的な

科学用語と言える.一方，それらを支える放射線教育は，理科や地歴・公民科を

はじめとする幅広い分野にわたる内容を含んでいる.ところが，新学習指導要領

2)では，各教科の教育内容が厳選されるため，放射線教育のカリキュラムを総合

的に検討しなければならない時代にある.筆者らは，多岐にわたる課題の中か

ら，いくつかの観点にしぼって研究を進めた.

一般に，高等学校教育では，放射線に関する事項は物理分野で教えることに

なっている.そして，ニュートン力学やマクスウェル電磁気学といった古典物理

を学んだ後に，量子論，相対論，原子，分子，そして放射能などを学ぶカリキュ

ラムになっている.広井3)は，物理分野の視点から放射線教育のカリキュラムを

検討した.具体的には 放射線を学んだ後に，ニュートン力学などを学習させる

カリキュラムを開発し，それを実践した.最初に放射線に関することを学習する

ことにより，これから学ぼうとする物理学の全体像を一つ一つ示すことができ

た.学習目標を明確にさせることができる利点のあることがわかった.

本論文では，さらに，物理実験の視点から“物理における放射線のグループ実

験"化学分野の視点から“高校化学での放射線教育の扱い"そして新学習指

導要領の視点から“放射線教育を考慮した「総合的な学習の時間J案"について

検討したので報告する.尚 I総合的な学習の時間Jとは 教科ではなく領域を

指し，創意工夫を生かした教育活動の展開を図ることが原則であるのと言われて

いる.
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2 .物理における放射線のグループ実験

自然科学における実験の重要さはいうまでもないが，できれば演示実験という

生徒にとっては間接の体験よりも，グループ実験という直接体験の方が実験の印

象が強い.特に， 40人学級の日本では，後ろの席の生徒には演示実験の全貌がわ

からず，生徒に与えるインパクトは小さい.しかし，生徒による放射線のグルー

プ実験を実践しようとするとき，以下のような壁がある.

(1)放射線測定器が高価なため，グループ実験をしようとすると，かなりの費

用が必要である.

(2)グループ実験は教授者には準備，実験，後かたづけのうえでかなりの負担

になる.

(3)予算が捻出でき，教授者の意欲が十分で，実践する条件が整っても，手本

とすべき実験内容や授業カリキュラムの実践の積み上げがないので，手探りで試

行錯誤することになる.

上記(1)に関しては，空気GMカウンターという教育用の放射線測定器を開発

して対処した.空気GMカウンターについてはポスターセッションでの発表「空

気GMカウンターの製作と活用J5)を参考にして欲しい.ラッキーなことに旧式

のコンビューターが更新され， 10台の旧式コンビューターが使えるようになっ

た.コンビューターは放射線の数を数えて表示するだけだから，旧式のもので十

分である.

(2)に関連して，霧箱で放射線の飛跡を見る実験は今回はあきらめた.

(3)については，実際の授業内容を紹介することで，一つの試行錯誤例を示し

たい.物理実験機器の工夫もさることながら，どういうカリキュラムを組むかと

いうことが大切だということを痛感した.

授業を行った鎌ヶ谷西高校は，就職・専門学校・短大・ 4年生大学進学のすべ

ての希望者がいる，進学校ではない普通の学校である.

1時間目:放射線の基礎知識(講義と演示実験)

-原子と原子核

・放射線と放射能

.放射線の種類

・放射線の測定

-電離作用と透過力

2時間目 r放射線を目で見てみようJ (ビデオと補足の講義)

-原子力研究所製作のビデオを視聴し，内容を補足する.

3時間目:身近な放射線(生徒実験)

-パックグランドの放射能強度測定

・プロメティウムとマントルの遮蔽実験

・食塩と塩化カリウムの違い(カリウム40からの放射線測定)

.空気中の塵の放射能強度測定

4時間目:原子核の崩壊(講義)
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-原子核の崩壊

・放射性系列

-半減期

5時間目:原子核崩壊の模擬実験(コンビューター使用の生徒実験)

-崩壊確率を与え，モンテカルロ法で模擬実験をする.

6時間目:トロンの半減期の測定(生徒実験)

-トリウムを含むマントルから放射性の気体トロンを抽出し，それを空気GM
管に直接注入して半減期を測定する.

7時間目 r放射線と人体J (講義)

-電離作用と生体への影響

・確定的影響と確率的影響

-自然放射線による被爆と医療被爆

8時間目:原子力発電の是非(ビデオと若干の補足)

・原研製作ビデオ「あなたもディベートしてみませんか」の視聴

生徒に対してアンケート調査はしていないので，授業に対する客観的な評価は

できないが，放射線は目に見えないもので危険なものであるが，身の回りにあり

ふれているものでもあり，物理の法則にしたがっていて，決して神秘的なもので

はないということがわかってもらえたのではないかと思う.

3 .高校化学での放射線教育の扱い

高等学校の化学分野での放射線教育の扱いを検討するため， ( 1 )学習指導要

領と，それに伴う教科書の記述の歴史的変遷， ( 2) イギリスの教科書の一例を

調査した.これらをふまえ，高校化学での放射線教育について記す.

( 1 )学習指導

要領と教科書の

記述

今日までの約

5 0年間の日本

の学習指導要領

(理科)6)は，

表 1のように変

遷してきた.放

射線教育に関わ

る内容の内，各

科目で扱われる

主な項目は，表

2に示す.

このような変

遷に伴い，教科

表 1 学習指導要領の理科の科目

年 科目

1952 (昭和27) 物理，化学，生物，地学

1955 (昭和30) 物理，化学，生物，地学

1960 (昭和35) 物理A，物理B，化学A，化学B，生物，地学

1970 (昭和45)
基礎科目，物理1.物理11，化学1.化学11，生物1.
生物11.地学1.地学11

1978 (昭和53) 理科1，理科11.物理，化学，生物，地学

総合理科，物理IA.物理IB，物理11.化学IA，化
1989 (平成元) 学IB，化学11，生物IA.生物IB.生物11.地学IA.

地学IB.地学11

1999 (平成11)2) 
理科基礎，理科総合A，理科総合B，物理1.物理
11.化学1，化学11，生物1.生物11. 地学1，地学11
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書の記述も変

わってきた.

高校の教科書

の中で，放射線

に関する記述の

特徴を記す.

1 948年

(昭和 23年)

発行の教科書

(柴田，津田，

島村;大日本図

書)では，放射

線の種類，自然

放射性元素，人

工放射性元素，

キュリ一夫人，

放射性壊変，原

子爆弾，将来の

エネルギー産業

など幅広い話題

と展望が記され

ている. 1 9 5 

5年(昭和 30 

年)になると，

自然放射性元素

や人工放射性元

素の用語がなく

なり，放射性元

素として説明さ

れている.原子

爆弾やエネルギ

ー産業の記述が

なくなり，かわ

りに化学作用や

生理作用，そし

てガン治療など

の説明がある.

また，放射性元

素の発見と化学
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表2 学習指導要領(理科)の項目と説明

年 科目 学習指導要領(抜粋)

物理 (5単 原子核の崩捜 ;α線・ 8線・下線，原子核の崩壊，原子エネル

位) ギー(原子については.簡単に扱う. ) 

物理 (3単 原子核の崩捜;原子核の崩捜，原子エネルギー(原子について

1955 (昭 位) は，簡単に扱う. ) 

和30)
化学 (5単 放射能，原子核反応(放射能については，現象を理解する程度

位) とする. ) 

化学 (3単
放射能(放射能については，現象の理解の程度とする. ) 

位)

原子，原子核;原子模型(原子は 1個の原子核とそのまわりを

物理A 回る何個かの電子とからなることを扱う. ) .原子核の電荷と

1960 (昭
質量，原子核の変換，放射能

和35) 原子，原子核;原子模型(原子は 1個の原子核とそのまわりを

物理B 回る何個かの電子とからなることを扱う. ) .原子核の電荷と

質量，原子核の変換，放射能

物理 I
放射能(r放射能Jについては，放射線の種類，強さ，作用な

どを扱い，応用についても簡単に触れること. ) 

1970 (昭
原子と原子核;原子の構造，原子核の構成，原子核の変換，核

和45) 物理 11 
エネルギー

地学 11 地球内部における放射性元素

太陽エネルギー，原子力の活用(r太陽エネルギー・原子力の

理科I 活用Jについては，エネルギー資源としての利用を扱い，放射

能にも触れること. ) 

1978 (昭
物理

放射能，核エネルギー(r核エネルギーJについては，原子力

和53) の利用とその安全性の問題にも触れること. ) 

太陽;太陽の形状，太陽の活動(r太陽の形状」については，

地学 太陽を恒星のーっとして扱うが，そのエネルギー源である核融

合反応については，その概略を扱う程度にとどめること.) 

人間と自然;資源・エネルギーとその利用(自然を総合的にと

らえ，人間生活とのかかわりを中心に被うこと.例えば，水資

総合理科 源，化石燃料，太陽エネルギーなどを取り上げ，資源・エネル

ギーの有限性や再利用にも触れること.また，放射能及び原子

力の利用とその安全性の問題にも触れること. ) 

エネルギーと生活:太陽エネルギーと原子力(原子力について

物理 IA は，放射能及び原子力の利用とその安全性の問題にも簡単に触

れること. ) 
1989 (平
成元)

物理 1B 
放射能(放射能及び原子力の利用とその安全性の問題にも触れ

ること. ) 

物理 11 原子の構造;原子核の変換

地学 IA
資源と人間生活;エネルギー資源(太陽放射の熱エネルギー，

化石燃料及び核燃料のエネルギーを中心に扱うこと. ) 

地学 1B 
太陽と恒星;太陽の形状と活動(地球に及ぼす影響にも触れ，

核融合反応については概略にとどめること. ) 
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理論への影響なども議論されている. 1 962年(昭和 37年)の教科書(大日

本図書)では，特に，原子核分裂，連鎖反応，爆発のエネルギー，発電などの記

述が詳しくなった.また，アインシュタインによる質量とエネルギーの関係，太

陽の原子核反応，水素爆弾などの記述がある. 1 964年(昭和 39年)の「化

学BJの教科書(大日本図書)では，ウラン・ラジウム系放射性元素のおもな壊

変系列の図などがなくなり，放射性元素の用語とキュリ一夫人の略歴などの簡単

な記述で終わっている. 1 9 7 2年(昭和 47年)の「基礎理科 2Jの教科書

(坪井，木下，鈴木;大日本図書)では，放射線と放射能，霧箱の実験，サイク

ロトロンによる原子の変換，ラジオアイソトープ， トレーサー，炭素 14の年代

測定，核分裂，連鎖反応，原子炉，地球上でのカリウム 40の熱量，太陽の原子

核反応などが紹介されている. 1 976年(昭和 51年)の「化学IIJの教科書

(柴田，島村，吉岡ほか;大日本図書)では，人工放射性元素と天然の放射性元

素の簡単な紹介のみである. 1 982年(昭和 57年)の「化学IIJ の教科書

(大日本図書)では，キュリ一夫人の説明が加えられている. 1 984年(昭和

5 9年)の「理科IJの教科書(三輪，市川，中村ほか;三省堂)では，放射線量

と突然変異の関係，放射能，放射性元素，核分裂反応，核融合反応，エネルギー

源としての原子力などの記述がある. 1 985年(昭和 60年)の「理科IJの教

科書(市川，中村，渡辺，藤伊ほか;三省堂)では，エネルギー資源の観点か

ら，放射線の種類，放射能，放射性同位体，核分裂反応，核融合反応，そして核

エネルギーや原子力，核廃棄物処理の検討の話題などが取り上げられている.

( 2 )イギリスの教科書の一例

海外の教科書の特徴7)を述べる場合は，その国によって教科書の位置づけが異

なっていることをふまえた上で議論を進める必要があるが，本報では，イギリス

で使用されている rKEYSCIENCEJ 8， 9)の一例を紹介するにとどめる.本書は，

rGCSEJ向けに書かれた書籍であり r物理編J， r生物編J， r化学編」の

三分冊に分かれている.

「化学編」の中で，放射線については，放射能，放射線の種類，半減期，放射

性同位体の利用，放射能の危険性，原爆の仕組み，広島に投下された原爆，原子

炉，原子力発電所，水爆，放射性廃棄物(低レベル，高レベル)，天然放射線，

スリーマイル島・チェルノブイリ事故などが詳述されている.

(3 )展望

5 0年ほどの高校化学の教科書の変遷をたどると，放射線に関する記述は，少

しずつ削減されていることがわかる.イギリスの教科書と一律に比較することは

できないが，大きく異なっていることは明らかである. 森永10)は，国民の基

礎的な知識として，放射線教育を「化学」で取り上げることを提案している.具

体的には r放射能は一つの核の性質として詳しく扱うJ， rトレーサーの概念

を導入J， r放射線の性質に触れることJとしている.事実，放射性同位体は，

高校の化学分野に関係の深い医学，農学，薬学，生物学等で重要な役割を果たし

ている.
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今後，日本の高等学校の化学分野で放射線教育を導入することが可能であるか

どうかについては，さらに，教育的な観点から研究を進める必要があると考えて

いる.

4.放射線教育を考慮した「総合的な学習の時間J案

放射線は自然界を構成する重要な要素の一つであるということばかりでなく，

非破壊検査に代表される工学的な用途，診断や治療に代表される医学的な用途，

そしてトレーサーとして生物学の領域での用途などさまざまな実用分野で，無く

てはならないものであるにもかかわらず，原子力発電所の事故や原爆に代表され

る大量の放射線被ばくによる影響の恐ろしさばかりがマスコミに取り上げられ，

放射線の正しい姿が捉えられていない.このような事態の中で，冷静に客観的に

学習すること11)ができるのが，学校教育の大きな利点の一つである.

また， (エネルギー問題に絡む)原子力発電に付随する放射線・放射性物質に

関して，あるいは，必要性・重要性が増すであろう医療放射線に関して，考え・

判断することが求められていくであろうこれからの社会の中では，一般的な知

識・教養として，中等教育としての組織化された放射線教育が重要になっていく

と思われる.

しかしながら，理科のカリキュラムの中で放射線教育をしていくことが困難な

状況が生まれようとしている.そこで，新しく実施される「総合的な学習」の枠

内で，放射線教育を考慮したカリキュラムを私案としてお示ししたい.

1.ガイダンス(1 h) 

II.日本のエネルギー事情(原子力発電の現状) (2 h) 

調査:エネルギーの種類・輸入先と割合

調査:エネルギー問題の過去・現在・未来

III.原子力発電の原理と問題点(1 h) 

調査:①原子炉の種類と特徴

②日本の原子力政策(の特徴)と将来像，および問題点

IV.放射線の種類と性質 (2h) 

講義:放射線の種類と性質

実験:①霧箱の観察実験

②「はかるくん」 ・GM管などによる計測実験

V.放射線の利用 (2h) 

講義:医療による放射線量

調査:工学的使用例の調査

VI.放射線の影響とそのリスク(1 '"'-' 2 h) 

調査:放射線の影響の分類と具体事例

調査:放射線被ばく量とリスク

VII.リスクの考え方(リスクの算定の仕方)と様々なリスクの値(1 '"'-' 2 h) 

q
d
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実習:各自の思いつくリスク例の提示とそのリスクの値の見積もり

VIII.諸外国の(原子力発電の現状と)エネルギー政策 (3.......5 h) 

調査:諸外国のエネルギー政策の調査

スイス・ドイツ・スウェーデン・アメリカ・フランスなど

発表:諸外国のエネルギー政策の調査(プレゼンテーション)

グループ発表:各グループ 1.......2カ国

報告:日本と諸外国のエネルギー政策について(レポート作成)

5 .まとめ

日本と海外とでは，放射線に対する認識12，13)が大きく異なっている.特に，

二見13)は海外の教育事情を詳しくレポートし，教育の重要性を指摘している.

今後も，放射線教育のカリキュラムの重要性は，学校教育の現場からだけでな

く，国内外の各方面からも，正しく客観的な議論が望まれることと思われる. 2 

1世紀にふさわしい放射線教育のカリキュラムの再構築が必要な時代となってき

ている.
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