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放射線遮蔽 

従来の理解 
1.放射線遮蔽能力は元素に依存したX線質量吸収係数と 
 材料厚みによって決定される 
2.X線質量吸収係数は放射線源波長により影響を受ける 
3.ガンマ線の遮蔽は個々の核種により決定される 

つまり 
1.重元素ほど遮蔽効果が高い ⇒ 重たい 
2.軽元素では厚みが必要 ⇒ プールや分厚い黒鉛 
3.作業着やロボットに適用 ⇒ 重たく、加工難しく、大きくなる。 
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原子力施設の維持管理・廃棄は数十年続く 

原子力施設管理、修理、廃棄の 
ための技術 

当初の想定 2012年以降のニーズ 

原子力発電所敷地内 放射線は管理区域で厳密に遮蔽、
管理されているので燃料、廃棄物
の搬入・搬出以外は標準的な安全
管理で良い。 

・爆発により放射性物質が飛散して
いる。 
・粉塵抑制のクリコート（土壌に撒
かれた青い液体）は合成樹脂なの
で放射線遮蔽は期待できない 

原子炉建屋、発電機建屋、 
廃棄物管理施設内 

放射線管理区域であるが厳密に管
理されている。廃棄物の搬入・搬出
も歩被ばく防止措置が取られてい
る 

・重粒子からのガンマ線照射が予
想される。 
・災害により放射性物質取扱い装
置、遮蔽物が破損、使用不可状態
で作業員の手作業が必要。手袋が
必要。 
・予想より空間放射線が強い：電子
機器も破壊されるのでロボットへの
遮蔽技術必須 

原子炉周辺 同上 ・ガンマ線の照射が懸念される。 
・災害により放射性物質が破損、一
部漏れ出している。設備修復も手
作業で行わなければならない。 



Demron®防護服： 
（タングステンをポリマーに混錬） 

Tyvec®防護服： 
放射線は非遮蔽、ガンマ線は無防備 

ホームページの説明 
“The suit is an excellent shield of 

high-energy beta particles, such as 
those emitted from Strontium-90, 

and provides at least 50% shielding 
of gamma rays up to 130 Kev.” 

・基本的にβ線を遮蔽→紙1枚、Tyvec
で十分 
・ガンマ線遮蔽は10％以下 
・Demronは言外に遮蔽用「盾」を推
奨 
ガンマ線遮蔽の基本性能は不十分 



～汚染土壌、空間の遮蔽～ 

原子力施設の維持管理・廃棄は数十年続く 

汚染地域管理、修理、廃棄のため
の技術 

当初の想定 2012年以降の現実 

土壌からの放射線 表層度の入れ替えをすればよい ・ホットスポットが点在する 
・農地山間部は広大で平らでない 

構築物（建物） 屋根、屋上、壁を洗浄すればよい ・洗浄の効果は不十分 
・コンクリート用の砕石が汚染されて
いた 

空間放射線 土壌、構築物洗浄で低減可能 ・一部地域では空間放射線がいまだ
に高い 

2012年6月17日共同 
 
平野達男復興相は１７日、東京電力福島第１原発事故で全町避難している福島県浪江町の馬場有町長と
同県二本松市の仮役場で会い、除染事業について、一定時間を超えて洗浄を続けても効果は限定的との
実験結果を示した。 
 
 旧緊急時避難準備区域の同県広野町で昨年度に実施した実験では、道路の線量が除染前の毎時０・１
４マイクロシーベルトから、１５０秒間の高圧洗浄後には同０・０９マイクロシーベルトまで下がった。しかし、
さらに５００秒まで洗浄を続けても同０・０８マイクロシーベルトと微減にとどまった。 
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本研究の研究成果 

項目 従来の方法 本研究 

固体材料と放射線の関係 元素で決定される 元素とナノ構造により決定される 

X線吸収量への効果（炭素） 元素を選択 構造により20 ～100%の減衰率増加 

材料創成への道 固い、厚い、重い、大きい、重金属 柔らかい、薄い、軽い、非重金属または重
金属の使用量低減 

具体的方法 金属板、重金属添加コンクリート、 
タングステン添加樹脂・紙、水プール、
黒鉛スレッド 

布帛、ナノ炭素添加コンクリート、樹脂 

便益 加工性、搬送性、リサイクル、安全な廃棄 



単層 多層 

☑HOPG, C-textileを除き、すべてペレット化して測定 
☑合成または製造された状態で計測 

5～20層 

約14層 
約30層 

MoKα線(波長0.0711nm)による各種炭素材料の質量吸収係数 
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MWCNT (1) 

中心は炭素 
が詰まっている

タイプ 

MWCNT (2) MWCNT (3) 



ピーポッド：金属内包ピーポッド 
～基礎研究：ナノ炭素と高放射線吸収材料の組み合わせ～ 
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（投稿中のため未掲載） 
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ナノ炭素材料によるガンマ線対策を実現する応用（概念図） 

放射線遮蔽の 
最適化技術の構築 

1. 内包物とCNTの相乗効果 
  

ピーポッド 

CNTｓ 

1. CNTの向きと配置 
  
2. 層数 
  

内包物 

1. 金属と塩類 
 ・従来の放射線吸収加算則 
  との整合性 

 
基板技術の構築 

 
製造技術の構築 

3. 現象解明  2. 波長依存性 

2. 染み出し防止技術 3. 大量合成方法 
 ・湿式法： 
 ・乾式法： 

軽量快適防護作業服・手袋 軽量可搬防護シート 軽量樹脂 
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C-TextileのX線（X線波長:0.071nm）遮蔽率 
～応用研究：CNT応用工業製品（繊維）が示すX線遮蔽効果～ 

MWNT含有量: 10% 

（厚さを1/2に出来る技術はメーカーが既に開発済） 
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・α線/β線： 
紙一枚で十分 
・X線遮蔽： 
 a) C-H結合を有する 
  ポリマー 
 b) 金属 
 c) 臭素、ヨウ素 
 d) 炭素 
 e) コンクリート 

・ガンマ線遮蔽： 
 a) 重原子 
 b) ヨウ素 
 c) 水、炭素 
 d) コンクリート 
・中性子遮蔽： 
 a) 水 
 b) 炭素 
 c) 重原子 
    

ガンマ線遮蔽材料 

・軽量：可搬性、運動性の確保 
・柔軟性： 
 持ち運びやすさ 
 作業のしやすさ 
 精密作業への対処 
 凸凹への対処 
・通気性： 
 微粒子を遮断して通気性を 
 確保する 
  （夏季）熱中症予防、 
  （冬季）保温 作業員またはロボットが可搬 

可能で容易に作業できる材料 
・カッターで裁断 
・ブロックで積み上げ 
・ロールで搬送 
・熱中症対策作業着， 他 

・既存製造設備の 
  転用可能技術 
 - 経済的な合理性 
 -  緊急時の即応性 
・適用条件に即した材料技術 
a) 作業場所（作業者対策） 
 - 原子炉、発電設備建屋 
 - 原子炉建屋屋外 
 - 低空間放射線地域 

作業性 

b) 暴露条件と遮蔽物 
 ・構造物→作業者：遮蔽物、作業着 
 ・構造物→空中：遮蔽シート 
 ・廃棄物→空中：遮蔽シート、容器 
・鉛やタングステンを使用できる 
 ところは限られる 
・炭素や水（減速材）は大規模設備 
・水銀は形が定まらない、他 

汎用性 

短期的技術 中/長期的技術 

技術応用範囲の広い 
ナノ炭素を有効活用する 

厳しい環境での作業に対処するために期待される条件 
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実用化のための課題 

1. CNTと他の材料との組み合わせ 
・繊維：実績あり 
・樹脂：エラストマー（ゴム）は信大技術で実用化済 
・樹脂（発泡性）：実績あり 
・コンクリート：12月発表の論文以降、数社が行っている模様 
⇒実用化のための現地実証が必要 
 

2. CNTの供給 
・世界的に製造能力が増加、価格も低下傾向 
⇒不安は無い 
 

3. CNTの安全性 
・OECDを含めて日米欧が協力して安全性評価を実施中、2013年にOECDから 
 ガイドライン（案）が発表される予定 
・信州大学：各国主要研究機関と緊密に連携 
⇒現状の安全性研究知見に基づいて活用することを推薦 
 

4. 課題 
・CNTにドープさせる効率の良い粒子の探索 
⇒信大で研究中 
・使用後の処理方法 



炭素材料の後処理 
（仮に炭素が放射性になった場合の処理方法） 

～放射性炭素の減容技術～  

CNT合成 

防護服 

シート、テント 

遮蔽板 

構造材 

原子力設備 

応用材料 

放射性炭素
分離技術 極少量の 

放射性 
炭素化合物 

炭素の再利用 
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有効・有用な技術であっても事後の処理ができなければ「後顧の憂い」となる → 放射性炭素は分離できる 

・炭素は燃焼、二酸化炭素・メタンにして放射性炭素14を分離する 
・放射性二酸化炭素は放射性メタノールにして回収 
・基礎研究は原研と千葉大/信州大 

炭素分離 
（燃焼） 

少量の 
核廃棄物 

主原料は炭素 

二酸化炭素→メタン
からCNTを合成する技
術は存在する 
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放射線遮蔽以外の用途 

1. 識別マーカー 
・CNTに内包する粒子ごとに放射線吸収特性が異なる 
⇒素材に混錬して使用できる識別標識 
⇒放射性物質を使用しないので適用範囲が広い 
⇒素材から製品まで 
 

2. 極微小電線 
・研究中 
 

3. ステルス材料 
・波長の短い電波～X線の遮蔽 
・空間電波、放射線からの防御 
 

4. 課題 
・チャレンジングなパートナー企業 
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お問い合わせ 

信州大学 
エキゾチック・ナノカーボンの創成と応用プロジェクト拠点 
プロジェクトマネージャー 田中厚志 
TEL: 026－269－5736 
E-mail: attanaka@shinshu-u.ac.jp 
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