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身の回りにもあるウランとラジウム温泉

日本原子力研究開発機構 川妻伸二

自己紹介

第一部 身の回りにもあるウラン

（休憩 ウランガラスとウラン鉱石をみてみよう！）

第二部 地球からの贈り物 ラジウム温泉

2010年4月16日



自己紹介
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略歴：

昭和33年9月4日生

昭和57年早大理工卒

勤務先：

日本原子力研究開発機構

趣味：

鉄道写真,

温泉

雑学(好奇心の塊）

食べること

ｳｫｰｷﾝｸﾞ,

平成21年10月 常磐線 偕楽園下 EF81型電気機関車が牽くコンテナ貨物



ウランのはじまり
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16世紀頃、ボヘミア地方（チェコとドイツ国境）のヤヒモフシュタール鉱山で産出されるピッ

チブレンドという鉱物が顔料として使われ始め、後のボヘミアンガラスにつながりました。

引用：http://www.yumetai.co.jp/shop/g/g45AYA010000/

ボヘミアンガラス
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ウ
ラ
ン
ガ
ラ
ス
か
も
？

昭和48年夏 北海道塩狩峠を駆け上るC55型蒸気機関車 ウランガラス同好会HPより
（ http://uranglass.gooside.com/ ）



ウランとは
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 原子番号：９２

 質量数：２３４，２３５，２３８etc

 比重：１９．０

 融点：１１３０℃

 自然界で一番重い金属

Ｕ Ｔｈ Ｒa Ｒn

ウラン トリウム ラジウム ラドン

放射線を出しながら崩壊（違う元素に変化）していく。



この人達を知っていますか？
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 1898年ヤヒモフシュタール産のピッチブレンドから放射線を
放出するラジウム(Ra226)の分離に成功（ノーベル賞受賞）

 ラジウム針はがん治療に使用された

キュリー夫妻



ウランはどこにあるの？
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•ウラン鉱山（鉱床）

•石の中（花岡岩）

•海の中

出典：駒ヶ根市観光協会ライブラリー



ウランは土や水の中にもあるんだよ

8

日本国土中

約154万トン

ウラン鉱山
（0.8万トン）

表層土壌 1ｍ 99％
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産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地球化学図を基に編集

地球化学図（ウラン）

範囲 ：0.0029～2.15 Bq/g
平均： 0.033 Bq/g



こんなところにもあったウラン（1）
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Bq/g

河川堆積物 0.029～1.0

宅地 0.26～1.0

水田 0.037～0.46

リン酸肥料 0.82～3.3

（日本原子力原子力機構調べ）

リン酸肥料
いただきます

イメージ写真



こんなところにもあったウラン（2）
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御影石

Bq/g

コンクリート材料（砂、砕石、灰） 0.045～1.3

縁石、敷石（御影石） 0.14～0.53

（日本原子力原子力機構調べ）



こんなところにもあったウラン(3)
通勤通学途中にもウラン！？

12
引用：自然放射線源からの被ばく／地殻γ線による被ばく 日本原子力研究開発機構 長岡鋭



こんなところにもあったウラン（4）
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Bq/ｌ

河川水 0.00071～0.022

温泉・鉱泉水 0.00044～0.87

ミネラルウォーター 0.00081～0.19

（参考）海水 0.077

（日本原子力原子力機構調べ）



身の回りのウランからの被ばく量
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日本原子力機構パンフレットより



危なくないの？

15

7000

10000
100%の人が死亡

5000

3000

1000

500 末梢血中のリンパ球の減少
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50

100 臨床症状が確認されず

一般公衆の線量限度

2.6

1.1

放射線従事者の線量限度

胸のX線集団検診（1回）

東京-ニューヨーク航空機旅行（往復）

胃のX線集団検診（1回）

航空機搭乗員の線量限度

我が国の環境放射線による平均的な線量（年間）

6.9
胸部X線コンピュータ断層撮影検査（１回）

*1Gy=1Svで換算した



「身の回りにもあるウラン」まとめ
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田 畑 川砂 建材 水の中

ウランは含まれています

全てイメージ写真



来て、

見て、

試して！
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休 憩



ウランからの贈り物ラジウム(ラドン)温泉
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地中にあったラジウムや
ラドン（ガス）が溶け込ん
でいるものが

ラジウム(ラドン)温泉

Ｕ

Ｔｈ

Ｒa

Ｒn



ラジウム(ラドン）温泉とは

Ra-226(Bq/cc) Rn-222（Bq/l)

国内の温泉 ０．００００１～０．０１３９ ４～１６１０００

外国の温泉 ０．００１７～７．８５ ３５９０～１８２０００

放射能泉の基準（温泉法） １E-8mg/l以上 ７４以上
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㈳日本温泉協会HPで検索すると全国に約２７００ある温泉地のうち１６７（約７％）が放
射能泉であった。（H１９/11/20現在）



ラジウム（ラドン）温泉
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 新陳代謝促進（免疫力）

 SOD（抗酸化物）

 βエンドルフィン（脳内ホルモン）
（柳澤「自然治癒の力 放射能泉について」Vol.53 No.12）

Ｒa

ラジウムラドン

Ｒn



ラジウム（ラドン）温泉での被ばく量

【湯治客】

 客室中等のラドンによるもの
：０．００５４ｍSv（一日）

 入浴中のラドンによるもの
：０．００００４６ｍSv

 飲泉(180cc)によるもの
：０．００２２ｍSv
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(下ら「岐阜県のⅠ温泉施設のラドン濃度と被曝線量試算」温泉科学第55巻（２００６）第4号）を基に作成

客室滞在中 約71％

飲泉 約29％

入浴中 1％

湯治客（1日当たり）：0.0076 mSv



国内のラジウム（ラドン）温泉
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二股ラジウム温泉（北海道）

（玉川温泉（秋田））

馬場温泉（福島）

増富ﾗｼﾞｳﾑ温泉（山梨）

村杉温泉（新潟）

ローソク温泉（岐阜）

有馬温泉（兵庫）

三朝温泉（鳥取）

池田ラジウム温泉（島根）



三朝温泉の例
【ラドン濃度】

 温泉水中 １３５．５～４８１．５ Bq/l

 客室中 １００ ～５３０ Bq/㎥

 温泉地区大気中 ２６ Bq/㎥

（参考）全国一般家屋中平均 １５．５ Bq/㎥

【がん死亡率】

 三朝地区 ０．５４（男）、０．４６（女）

 周辺地区 ０．８

 全国平均 １．０
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（柳澤「自然治癒の力 放射能泉について」Vol.53 No.6および10より）



三朝温泉での温泉療養（１）
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三朝温泉観光協会 パンフレットより



三朝温泉での温泉療養（２）
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三朝温泉観光協会 パンフレットより



三朝温泉の効能

リウマチ性疾患

痛風

高血圧症

動脈硬化症
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三朝温泉観光協会 パンフレットより

糖尿病

消化器系疾患

胆肝道疾患

喘息 など



ヨーロッパのラジウム（ラドン）温泉
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ヤヒモフシュタール（チェコ）

バドガシュタイン（オーストリア）

エビアン（フランス）



オーストリアのバドガシュタインの
ラドン温浴の例

 元は金鉱山

 第二次大戦中の工夫の罹患率が異常に少なかった

 戦後の調査でラドンによるものと判明

 現在は医療施設として利用されている
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引用 / http://www.gastein.com/en-index.htm



チェコのヤヒモフシュタールの例
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チェコ ヤヒモフシュタール保養所

引用 / http://www.laznejachymov.cz/en/



「ラジウム（ラドン）温泉」まとめ
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ラジウム（ラドン）は含まれている

普通の温泉にも

イメージ写真



ご清聴有難うございました
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お時間と関心がある方は、

温泉水を試飲してみませんか？
イメージ写真出典元 /http://www.s-hoshino.com/kiyaku.html

この場を借りて、貴重な助言をいただいた日本原子力機構のみなさん、小道具の準備をしてく
れた下村さん、無茶な注文にも嫌な顔をせずに資料を作成してくれた片野さん、ファシリテータ
を引き受けてくれた虎田さんにお礼を申し上げます。
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