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被曝と健康被害（短期被曝）

致死量 30 シーベルト(Sv)
１ヶ月以内に半数死亡 5～7 Sv
医療機関が崩壊していたら

１ヶ月以内に半数死亡 500mSv

緊急作業での絶対被曝限度 250mSv



被曝と健康被害（長期被曝）

積算被曝量 100mSv で 発がん率 1％増加

年間20mSv ＝ 毎日１箱のたばこ喫煙

生涯で発がん率10％up → 平均寿命 －７年



主な放射性同位元素と崩壊反応

ストロンチウム90 → 100％ イットリウム90 → 100％ ジルコニウム90
28.79年 β 0.540MeV 64時間 β 2.280MeV

セシウム137 → 94.4％ バリウム137励起 → 89.7％ バリウム137
30.17年 β 0.514MeV 2.55分 γ 0.662MeV

→ 5.6％ β 1.174MeV バリウム137

セシウム134 → 70.2％ バリウム134励起 → 97％ バリウム134
2.06年 β 0.658MeV 150ピコ秒 γ 0.6MeV＋0.8MeV

ヨード131、キセノン133、水素3なども β ＋ γ

カリウム40 → 89.1% β 1.311MeV カルシウム40
12.5億年 → 10.7％ γ 1.461MeV アルゴン40 カリウム40は全カリウムの0.012％

ウラン238 →→ ラドン222気体 →→ ポロニウム210水溶性 → 鉛206
45億年 3.82日 α 5.48MeV 138.4日 α 5.304MeV



自然放射能

ラドン222  （呼吸） 1～1.5mSv/年
ポロニウム210 （海産物） 0.3～0.5mSv/年
カリウム40 （飲食物） 0.3～0.5mSv/年
宇宙線μ粒子 0.3～0.5mSv/年

合計 日本人平均 2.4mSv/年

診療目的の医療被曝 3mSv/年
日本は世界一の医療被曝大国 第二位 オーストラリア 1.4mSv



放射能と被曝線量 ベクレル Bq と シーベルト Sv

セシウム137の汚染基準は

水 10Bq/kg 牛乳 50Bq/kg 一般食品 100Bq/kg
もし全ての飲食物が セシウム137を100Bq/kg
含んでいたら → 一ヶ月後には全身が100Bq/kg

一年間の内部被曝量は
100×[0.944×(0.514×0.5＋0.662×0.7)＋0.056×1.174×0.5]×60×60×24×365×106×1.6×10-19

＝ 3.6×10-4 J/kg ＝ 0.36 mSv



放射性セシウムの食品汚染基準は 過剰

でも 世界的に 100Bq/kg が推奨されている

セシウム がいたら ストロンチウム もいると思え

ストロンチウム90はセシウム137よりはるかに危険

前提条件

生体内で セシウム は ナトリウム のように

ストロンチウム は カルシウム のように振舞う

成人男性（70kg）は
毎日 ナトリウム を 10g ,  カルシウム を 0.5g 摂取する

体内に ナトリウム は 100g ,  カルシウム は 1kg 含む



ストロンチウム90はセシウム137よりはるかに危険

要因１ 生物学的濃縮 ～200倍
セシウムは一ヶ月で濃度一定

ストロンチウムは10年以上濃度上昇が続く

要因２ 崩壊１回の被曝エネルギー 2倍

要因３ 全身被曝と骨髄集中被曝 3.25倍
ストロンチウムは体重の4％を占める骨組織に集中する

組織加重係数 骨髄 0.12 、 骨表面 0.01

要因４ 実効半減期 70倍
１／実効半減期 ＝ １／物理的半減期 ＋ １／生物学的半減期

生物学的半減期は ナトリウム ３ヶ月 カルシウム 50年



ストロンチウム90はセシウム137よりはるかに危険

セシウム137とストロンチウム90を同じ濃度で含む食品をとると

初日の内部被曝量は 要因２×要因３ 6.5倍

そのうち 要因１が効いてきて1日の被曝量は

一年後 6.5× 60 ＝ 390倍
20年後 6.5×200 ＝ 1300倍

汚染なしの食品をとりだしても その後の被曝は

セシウム４ヶ月分 、 ストロンチウム25年分

ストロンチウム90を100Bq/kg含む飲食物を
一年間摂取した場合の生涯被曝量 3.5 Sv



海産物はさらに危険

農産物 水 → 食品 食物連鎖 １回

畜産物 水 → 牧草 → 肉、牛乳 食物連鎖 ２回

魚 海水 → 植物プランクトン → 動物プランクトン

→ 小魚 → 大型魚 食物連鎖 ５回

海産物のストロンチウム90濃度はセシウム137
濃度から推定できない。 独自の測定が必要

福島県水産業は現在も29魚種で操業規制
宮城県６漁種（うち４は淡水魚）、茨城県２＋自主規制６

福島県の水揚げ 平成21年度 112.80億円

平成26年度 6.58億円



γ線の測定
γ線は核種ごとに決まったエネルギーで発生する

厚い物質を通過しても散乱しないγ線が必ず存在する

測定器の中で全エネルギーを放出するγ線が必ず存在する

β線の測定
β崩壊は 中性子 → 陽子 ＋ 電子 ＋ 反電子ニュートリノ

電子の運動エネルギーは不定 最大値が核種ごとに決まるだけ

電子の平均運動エネルギーは最大値の約半分

どんな薄い物質を通過しても必ず運動エネルギーを失う
水1mmで最低 0.2MeV  平均 0.5MeV

測定器の壁を通過する際にもエネルギーを失う

今の環境で1.311MeV以上の電子は イットリウム90 からと

断言できる ← 宇宙線μ粒子に注意



放射線測定器

ガス検出器 ガイガーカウンターなど

放射線の数は計れるがエネルギーは測れない

半導体検出器 ゲルマニウム検出器など

エネルギーを高精度で測定できる

高価、有効面積が狭い

測定器本体を密閉して液体窒素で常時冷却する

γ線エネルギーは測れるがβ線エネルギーは

測定器本体の壁が邪魔して測れない

光検出器 シンチレーションカウンターなど

エネルギーを測定できるが精度低い

MeVの荷電粒子では特にばらつきが大きい



ストロンチウム90測定器の開発競争

ストロンチウム90測定器の需要は見込める

世界中の研究者・放射線測定器製造販売事業者が

開発競争中（大部分がシンチレーション測定器）

測定対象が放射性同位元素を一種類だけ含むなら

シンチレーション測定器で放射能密度と核種が判定できる

カリウム40 が 10～100Bq/kg、宇宙線μ粒子が 1000Hz/m2

存在する現実の環境の中で

ストロンチウム90濃度を 1Bq/kgの精度で測定できる装置

は 誰も開発できていない



JIS規格のストロンチウム90測定法
ストロンチウムの精製

イットリウム90半減期の10倍程度放置して

ストロンチウム90-イットリウム90放射平衡状態に

イットリウムの精製

全ベータの測定 標準１ヶ月、20万円

質量分析法（質量数90の原子数測定） 精度0.5Bq/kg
ジルコニウム90などの質量数90の他原子の除去

酸化ゲルマニウムの除去 の 前処理に半日程度必要

必要経費が魚の商品価値よりずっと高い

連続自動測定困難

市販のストロンチウム90測定器 HIDEX 300 SL
８ｍｌ 12時間で0.5Bq/kg
複数の核種が混在すると測定不能



チェレンコフカウンター
ほとんどの放射線検出器は放射線のエネルギー損失に比例した信号を出す
チェレンコフカウンターは高速荷電粒子だけに反応する

波源の速度が波自身の伝播速度を上回れば衝撃波が生じる

低速の船からは同心円状の波

高速の船の舳先からは一対の大きな波 が生じる

波打ち際で波だけ見ていても高速の船が通ったことが分かる

屈折率 n の物質中での光速は真空中の１／n
物質中では電子の速度が光速を上回ることが可能

屈折率 1.042 の輻射体を用いたチェレンコフカウンター

は1.311MeV以下の電子ではチェレンコフ発光をしない。

このような屈折率はシリカエアロゲルだけ



屈折率 0.512MeV 137Csの95％

1.174MeV 137Csの5％,134Csのγ

2.28MeV 90Y



シリカエアロゲル
・直径数nmの二酸化珪素

粒子が数珠つなぎとなり、

間に大量の空気を含む

・シリカ粒子と空気塊の

大きさが光の波長より

ずっと小さく、一様な

物質のように振舞う

・シリカと空気の体積比に

よって、1.003～1.25の屈折率が得られる

・素粒子実験で粒子速度の測定に使われる



シリカエアロゲル開発の歴史
1930～発見

1977 Saclay研究所（フランス） 素粒子実験用の

チェレンコフ輻射体として発見 1.025＜ｎ＜1.055
1980～いくつかの素粒子実験で使用 DESYのTASSO実験

1992 LBL（米国） 低屈折率の製法開発 1.01＜ｎ＜1.06
1995 KEK Belle実験の粒子識別装置に採用

千葉大とKEK、松下電工の共同研究開始

2004 超低密度(0.01g/cm3)製法の開発 @千葉大

2007 高透明度製法の開発 @パナソニック電工＋千葉大

2009 パナソニック シリカエアロゲル製造販売事業から撤退

2011 ピンホール製法の開発 @千葉大

ｎ＜1.3までの任意屈折率、さらに高透明度

現在 世界でシリカエアロゲルを供給できるのは実質我々のみ



高エネルギー加速器研究機構
世界で２番目に長い電子線形加速

器と一周3kmの電子と陽電子の衝突

型シンクロトロンKEKB

電子陽電子衝突実験装置Belle
小林益川理論が正しいことを実証

し、お二人の2008年ノーベル物理

学賞受賞に導いた

粒子識別装置に3m2のシリカエアロ

ゲルが使われている



波長変換ファイバー
光を吸収し少し長波長の光を等方的に再発光する

全反射条件を満足する光だけが端面まで伝播する

クラレ㈱（高性能）とサンゴバン社だけが製造

光電子増倍管
微弱な光を計測可能な電気信号に変える

増幅率数百万倍

浜松ホトニクスが世界最高性能

本測定器のチェレンコフ光測定部は

直径0.2mmの波長変換ファイバーシート２層と

外径15mm長さ20mmの光電子増倍管４本

物質量が微少なのでγ線の”感度”がほとんどない





リアルタイムストロンチウム90カウンター１号機
2013年度の科研費と中部電力原子力安全技術研究所公募研究費で開発した

屈折率1.042のしきい値型チェレンコフカウンター

1.311MeV以下のβ線(1.52MeV以下のγ線)に感度がない検出器

４段階の感度が選べる 40Kだけ 137Cs  134Cs
90Sr感度絶対値 （％） 1.5 0.23 0.03 0.005
90Sr／137Cs の感度比 450 2000 10000以上

バックグラウンド頻度(cpm) 0.5 0.012 0.001 測定不能

手動測定用0.1m2（自動測定用は1m2以上も可能）

1kg試料の検出限界 10分で1.5Bq/kg 1時間で0.7Bq/kg
水の質量比75％の試料を加熱して水分を除いた場合は

10分で0.7Bq/kg 1時間で0.3Bq/kg

製造原価 (230＋700Ｓ)万円 Ｓはm2単位の有効面積

大量生産時の原価 (100＋600Ｓ)万円





高電圧電源と計数回路
（既製品では400万円相当）

本測定器専用品を
林栄精器㈱が開発

大量生産予定価格50万円



リアルタイムストロンチウム90カウンター2号機
今年の新技術開発財団東日本大震災復興支援特別研究助成と

千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー研究公募 で 現在製作中

1号機と同じ有効面積

宇宙線μ粒子測定用のシンチレーターを増設し、

測定器本体を完全に取り囲む

バックグラウンド頻度を１ケタ落とす予定

200g試料の検出限界予想 10分で1Bq/kg 1時間で0.5Bq/kg
水の質量比75％の試料を加熱して水分を除いた場合は

10分で0.4Bq/kg 1時間で0.15Bq/kg

製造原価 １号機より＋50万円



大面積測定器の用途 飲料水汚染検査

今回の事故で、γ線を出さない放射性物質は非常に効果的な

国家的テロ攻撃の武器となる ことが判明

使用済み核燃料からストロンチウム90を精製するのは、作業従
事者の被曝問題を除けば、簡単

ストロンチウム90(やポロニウム210)は空港のＸ線検査で発見
不可能

上水道取水口上流の川に投げ込むテロ行為の阻止は困難

1gのストロンチウム90で51億トンの水を1Bq/kgに汚染できる

EUでは全ての上水道事業者に毎日の汚染検査を義務つける
ことを検討中 → ポロニウム0.5Bq/kgは容易に測定可能だが
ストロンチウム90 1Bq/kg の測定が困難



リアルタイムストロンチウム90カウンター3号機
予算申請中

少量サンプル用 有効面積10cm×10cm
位置弁別型光電子増倍管を用いて感度を1ケタ上げる予定

20g試料の検出限界予想 10分で2Bq/kg 1時間で1Bq/kg
水の質量比75％の試料を加熱して水分を除いた場合は

10分で0.7Bq/kg 1時間で0.3Bq/kg

製造原価 800万円 大量生産で500万円





３号機の別用途 がん可視化

がん組織は新陳代謝が活発 ぶどう糖消費は正常組織の5倍
PET薬剤はぶどう糖の1原子核を陽子過剰核に換えたもの

炭素11 20分,0.96MeV 窒素13 10分,1.20MeV 酸素15 2分,1.73MeV

フッ素18 110分,0.634MeV の陽電子を放出する

陽電子は体内の電子と対消滅して2本の511keVγ線が反対方向に出る

PET検査は2本の511keVγ線を観測して、体内のPET薬剤濃度を推定する

胃がんや腸がんの摘出手術前にPET薬剤を投与する
と 摘出予定場所が暴露されれば陽電子が測定できる

511keVγ線のコンプトン散乱でmax. 341keVのβ線が発生

屈折率1.25以下のチェレンコフ測定器は陽電子だけに反応

３号機はがん摘出手術時のがん可視化装置になる



まとめ

自然放射能が存在する環境中で

ストロンチウム90濃度を 1Bq/kg の精度で

短時間で測定できる安価な装置は、

世界中で、とりわけ日本で、求められている。

我々は現時点で世界で唯一開発に成功した。
シリカエアロゲルを用いたしきい値型チェレンコフカウンター

この測定器を商品化するため、

製作を分担し、販売を担当して頂ける企業を

求めます。



特許出願 （出願人：千葉大学 , 発明者：河合秀幸）

2014年11月17日 特願2014-213331
放射性物質測定器及び放射性物質測定方法



問い合わせ先

千葉大学 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1番33号
理学研究科 准教授 河合秀幸

Tel 043-290-3688 , Fax 043-290-3691 , 
kawai@Hepburn.s.chiba-u.ac.jp

学術連携推進機構 産学連携研究推進室

特任教授/産業連携コーディネーター 小柏 猛

Tel 043-290-3565 , Fax 043-290-3519 ,
ogashiwa@chiba-u.jp


