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〔付録 2〕　数量の単位（SI）

　単位については，JIS Z 8203（2000）「国際単位系（SI）及びその使い方」で規定している他，JIS Z 8202（2000）「量及び単位　―

　第 0 部：一般原則」，計量法（改正平成 5 年　法律八九号），電離放射線障害防止規則などで指定されている．国際単位系（SI）

は，国際度量衡総会（CGPM）で採択され，国際度量衡委員会（CIPM）で代執行される．国際単位系（SI）は，広く国際間で使用

するよう勧告された単位系で一貫したものである．

1．放射線量の単位

　国際単位系の中で，人の健康を守るために認められる固有の名称をもつSI組立単位に，ベクレル（Bq），グレイ（Gy），シーベ

ルト（Sv）を挙げている．さらにJIS Z 8203（2000）　附属書Ａ（規定）「SI単位及びその10の整数乗倍と使用してよいSI以外の単位

の例」第10部　核反応及び電離放射線で照射線量（C/kg）を追加している．以上の単位を原則として，組立単位の使用例を挙げる．

　原則として，以下の単位は使用しない．

dps，dpm，Ci，erg，rad，R，rem

　ただし，電離放射線障害防止規則に関する法令等に規定している単位は用いてもよい．

2．計量の単位

2-1　SI基本単位について 　　　　　　　　　　　　　　　　　2-2　固有の名称をもつSI組立単位

　

基本量 名称 記号�

長さ メートル m�

質量 キログラム kg�

時間 秒 s�

電流 アンペア A�

熱力学温度 ケルビン K�

物質量 モル mol�

光度 カンデラ cd

組立量  固有の名称 記号 
SI基本単位及びSI組立単位�

   による表し方　　　　　　　�

平面角 ラジアン rad 1rad=1m/m=1�
立体角 ステラジアン sr 1sr=1m2/m2=1�
周波数 ヘルツ Hz 1Hz=1s−1�
力 ニュートン N 1N=1kg･m/s2�
圧力，応力 パスカル Pa 1Pa=1N/m2�
エネルギー，仕事，熱量 ジュール J 1J=1N･m�
パワー，放射束 ワット W 1W=1J/s�
電気・電気量 クーロン C 1C=1A･s�
電位，電位差，電圧，起電力 ボルト V 1V=1W/A�
静電容量 ファラッド F 1F=1C/V�
電気抵抗 オーム Ω 1Ω=1V/A�
コンダクタンス ジーメンス S 1S=1Ω−1�

磁束 ウェーバ Wb 1Wb=1V･s�
磁束密度 テスラ T 1T=1Wb/m2�
インダクタンス ヘンリー H 1H=1Wb/A�
セルシウス温度 セルシウス度 ºC 1ºC=1K�
光束 ルーメン lm 1lm=1cd･sr�
照度 ルクス lx 1lx=1lm/m2

 
量 単位の名称 単位記号

 特殊な分野で使用される�
    単位に関する備考　　　�

 放射能 ベクレル（becquerel） Bq 1Bq=1s−1（1Ci=3.7×1010Bq）�
 吸収線量 グレイ（gray） Gy 1Gy=1J/kg（1rad=10−2Gy）�

 実効線量，等価線量 シーベルト（sievert） Sv 1Sv=1J/kg（1rem=10−2Sv）�

 照射線量 クーロン毎キログラム C/kg （1R=2.58×10 −4C/kg）�
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雑誌記事の場合：著者名は 3 名までは全員記載する．

但し， 4 名以上の場合は 3 名連記の上，「＿，他」あるいは

「＿, et al」とする．

　著者名．論文名．雑誌名　発行年；巻（号）：ページ数．

1）坂下亮子，杉本勝也，福屋裕子，他．123I-MIBG心筋シンチ

グラフィにおける低中エネルギー用コリメータの有用性．

日放技学誌　2007；63（2）：241-246．

2）Shope TB, Gagne RM, Johnson GC. A method for describ-

ing the doses delivered by transmission x-ray computed to-

3．SI単位の10の整数乗倍の構成

3-1　接頭語

（注）SI接頭語の名称には，以下のような決まりがある．

倍量の接頭語は語尾が a で終わり，記号は大文字

分量の接頭語は語尾が o で終わり，記号は小文字

ただし，メートル法の初期に作られた接頭辞には，このル

ールに従っていないものもある．

また，ミクロンという名称は避ける．

3-2　SI接頭語の使用法

　複数の接頭語は同時に使用することはできない．例えば

10−9メートルは 1 m�mではなく 1 nmと書く．また，SI接

頭語は 3 の倍数の累乗となっているものを使用するのが推

奨される．よって 1 hmよりも 100 m と書く方が良い．著

名な例外はセンチメートル，ヘクタール，センチリット

ル，立方センチメートル（これはミリリットルと等しい），

ヘクトパスカル，デシベルである．

　キログラムはSI基本単位の中で唯一接頭語がついてお

り，グラムはその質量の1000分の1として定義されてい

る．したがって，質量の単位の10の整数乗倍の名称は，グ

ラムという語に接頭語を付けて構成する．例えば，�kgで

はなく，mgとする．

3-3　SI単位と併用してよい単位

3-4　 SI単位と併用してよい単位で，SI単位による値が実

験的に得られる単位

〔付録 3〕　参考文献の書き方
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乗数 名称 記号　　　　�

1024 ヨタ Y（以下　大文字）�

1021 ゼタ Z�

1018 エクサ E�

1015  ペタ P�

1012  テラ T�

109 ギガ  G�

106 メガ M�

103 キロ k（以下　小文字）�

102 ヘクト h�

101 デカ da�

10−1 デシ d�

10−2 センチ c�

10−3 ミリ m�

10−6 マイクロ ��

10−9 ナノ n�

10−12 ピコ p�

10−15 フェムト f�

10−18 アト a�

10−21 ゼプト z�

10−24 ヨクト y

　量 名称 記号 定義�

時間 分 min 1min=60 s �
時間 時 h 1h=60 min�
時間 日 d 1d=24 h�
平面角 度 ˚ 1˚=（π/180）rad �
平面角 分 ´ 1´=（1/60）̊�
平面角 秒 ˝ 1˝=（1/60）́�
体積 リットル l，L 1l=1 dm3�
質量 トン t 1t=103 kg

        量        名称 記号             定義�

エネルギー 電子ボルト eV 1.602177×10−19 J �

質量 原子質量単位 u 1.660540×10−27 kg


