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法人化に向けたアイソトープ総合センターの役割
影

山

和

郎

10月1日より国立大学法人法が施行されました。そして来年4月1日より東京大学は国立
大学法人東京大学が設置する大学となります。また教職員の身分も非公務員に移行しま
す。現在、労働安全衛生について国立大学には「人事院規則10-4（職員の保健及び安全保
持）
」および「人事院規則10-5（職員の放射線障害の防止）
」が適用されていますが、来年4月
1日以降は、この人事院規則に代わって「労働安全衛生法」が適用されることになります。
労働安全衛生法適用については、国立大学法人としての適切な対応が不可欠であり、
（社）
日本化学会会長野依良治先生の国立大学長向け書状は、この問題に対する組織整備と予算
化の緊急性を強くアピールするものでした。東京大学としても労働安全に関わる諸課題を
前向きに検討し、必要があれば積極的に改善・強化していく必要があります。
アイソトープ総合センターの目的の1つに、全学の放射線安全管理業務を総括すること
がありますが、関連支援業務の中核として本センターの重要性が、法人化に向けて益々強
く認識されています。加えて本センターのもう一つの柱である、放射線取扱者の教育・訓
練は、教職員のみならず本学の重要な構成メンバーである学生の安全教育に深く関連する
ものであり、大学の機能としての必要性は法人化後も変わらないことは明らかです。
先日、東京大学の中期目標・中期計画（素案）が文部科学省に提出されました。今後、
国立大学法人評価委員会や文部科学省等との折衝を経て最終案が決定されていくものと思
われますが、その素案においても、安全管理を統括、監督する全学機関の設置が提唱され
ております。この安全管理を総括する責務を担う全学機関は、関係法令等に則って、安全
衛生に関わる諸事業場組織と管理者等の編成、日常的な防災安全衛生の管理業務、災害・
事故等の発生時における初動対応と危機管理等を統括するものと位置づけられておりま
す。この方向性は従来から本センターが提案していた「東京大学の放射線安全管理情報集
中管理システム」の導入や、
「東京大学安全管理室」設立構想に沿うものと理解しておりま
す。
これまでアイソトープ総合センターが蓄積してきた実績や経験を活かし、法人化後の東
京大学の安全衛生に関わる諸課題の改善、特に「安全教育」
、
「リスク管理」や「危機管理」
に対する貢献を引き続きお願いする次第です。

（総長補佐・工学系研究科）
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地球表層における宇宙線生成核種

7,10

Be の分布
永

井

尚

生

宇宙線による大気中の核種生成
地球大気に入射する宇宙線は、幅広いエネルギースペクトルを持つ荷電粒子（大部分は
陽子）である。このため、その強度は磁場の影響を受け、1）太陽磁場の変動、すなわち太
陽活動の変動による変化（周期的変動、永年変動）
、2）地磁気の影響により、低エネルギー
の粒子は低緯度では大気に入射できないが、緯度が高くなるにつれ低エネルギー粒子も入
射するようになるので、全体として宇宙線の強度は増加する（緯度分布）
、等の特徴を示
す。これに加え、大気中における減衰のため、地表では大気表層の1/1000程度に減少す
る（高度分布）
。これらの宇宙線は核反応を起こし、様々な核種を生成させる（宇宙線生成
核種）
。この大気中における核種の生成速度は宇宙線の強度に比例すると考えられ、1962
年に Lal and Peters1）が宇宙線の観測データに基づく大気中の3次元分布の見積りを行って
おり、その計算結果は今日まで大筋において正しいとされている。これに基づく大気中の
宇宙線生成核種の生成速度は図1のように表される。この図には0°
から90°
まで、緯度10°
おきの高度分布が示されているが、各緯度の高度分布は200g/cm2ずつ原点をずらしてあ
るので、同時に緯度分布も表していることになる。高度分布の形は緯度に伴い変化する
が、おおまかには高度が下がるにつれ指数関数的に減少し、成層圏全体は対流圏全体の約
2倍の生成速度となる。また緯度分布は大気表層・成層圏では変化が大きいが、海面・対
流圏では変化は小さい。次に、大気
中に生成する主な核種を表1に示す
が、これらの核種の生成速度はその
質量数により大きな差がある。生成
速度の大きい核種は大気の主成分で
ある14N,

16

O から生成する質量数の小

さ な 核 種、3H(T), 7Be,

10

Be,

14

Cであ

り、これ以外の核種は、大気中に1％
しか存在しない Ar から生成するので
生成速度は1/100以下となる。従って
大気中の宇宙線生成核種の研究にお
いては、生成速度の大きい核種が対
象となることが多い。特に14C につい
ては広範囲の研究が以前から行われ、
放射性炭素年代 と呼ばれる年代測
定法が確立されており、考古学・地
球科学などの分野に広く用いられて
いる。これに対し10Be は14C と同じ生
成速度の大きいグループに属してい

図1 大気中10Be 生成速度の高度分布および緯度分布
各緯度の高度分布の同じ高度の点を結んだ線が緯度分
布を表す（大気表面、成層圏、対流圏、海面）
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るが、検出が困難であったため、海底
堆積物の年代測定など比較的少数の研
究しか行われていなかった。近年 AMS
（加速器質量分析）が発展し、様々な試
料中の10Be の高感度測定が可能になっ
た た め、14C よ り 長 い タ イ ム ス ケ ー ル
の歴史やイベントの検出のための研究
が増加しているが、14C のように生成後
CO2の形で大気中に拡散し均一になる
10

核種と異なり、 Be は生成後酸化され
エアロゾルに吸着し、成層圏から対流
圏へ、さらに主として雨によって地表、

表1

大気中の宇宙線生成核種（半減期＞1日）

核種
3

半減期

生成速度の推定値1）
（×10−4 atoms cm −2 s −1）
2500
810
N, O から生成
（生成速度大）
450

H
12年
Be
53日
10
Be 150万年
14
C 5730年 25000
22
Na
2.6年
0.86
26
Al 71万年
1.6
32
Si （150年）
1.6
32
P
14日
8.1
33
P
25日
6.8
35
S
88日
14
36
Cl 30万年
11
37
Ar
35日
8.3
7

Ar から生成
（生成速度小）

海面に降下すると考えられ、移動・蓄 （注）この表以外に、安定核種なども生成するが、地
積の過程が単純ではないため、その分
布およびフラックスなど、年代測定な
どの応用研究に不可欠な情報がほとん

球の物質との区別ができないので大気中で観察
される宇宙線生成核種はすべて放射性核種であ
る。

どないというのが現状である。
本研究は、長期的には10Be の年代測定などへの応用を目指しているものであるが、まず
陸上・海洋上において、大気エアロゾル・雨・海水・土壌・海底堆積物など、多種類の物
質を採取して7Be・10Be の測定を行い、地球表層における分布や変動を調べることを目標
としており、ここではその結果の一部として大気エアロゾル・雨の測定結果を紹介する。
試料採取と7Be・10Be 測定
大気エアロゾルや雨水などを陸上で収集する場合、一度地上に降下した10Be が大気中に
再浮遊するので、濃度あるいはフラックスを正確に見積もることが難しい。従って、再
浮遊の影響のない海洋上で試料収集を行うことが必要となるが、海洋上で連続して試料
を収集することも難しい。そこで再浮遊の影響が少ないと思われる離島における連続観測
も組み合わせて試料収集を行っている。10Be の測定を目的として試料収集を行うと、同時
に半減期の短い7Be の測定も可能であり、また検出感度もほぼ同程度であるので、同位体
比（10Be/7Be）を観察することができる。この比は、生成後の経過時間と共に7Be の壊変に
よる減少にともなって変動（増加）するので、時間あるいは起源についての情報が得られ
る。次に測定について大気エアロゾルを例とすると、7Be については、大気エアロゾルを
1000m3程度採取したロ紙を八ッ折りにして、LEPS により非破壊で477keV γ線測定を一晩
〜数日行っている（計数効率1.6％で計数率0.01-0.1cpm 程度）
。10Be については、このロ紙
の1/4を灰化し、9Be 担体0.5mg 程度加え、Be を分離精製し、BeO の形にして東京大学原
子力総合センター MALT のタンデム加速器において AMS 測定を行っている。これらの測
定における検出感度は7Be・10Be の原子数で、106〜107個程度である。
大気中7Be・10Be 濃度の緯度分布
主に太平洋で、ハイボリュームエアサンプラーを用いて採取した大気エアロゾル中の
7

（1）南北両半球20
Be・10Be 濃度の緯度分布を図2に示す。その中で見られる特徴として、

〜30°
で極大、
（2）赤道付近で極小、
（3）南北両半球50〜60°
も極小？、等が挙げられる。こ

4

の特徴については、図3に示す大気の循環により説明が可能である。即ち、極大値の観測
された緯度は、大気の下降域であり、大気上層で生成された7Be、10Be などの核種が地表・
海面に輸送されるので高い濃度を示す。一方、極小値の観測された緯度は、大気の上昇域
であるので、大気上層からの供給が少ないため濃度が低くなると考えられる。
7

Be・10Be 濃度・同位体比の季節変動
図4に東京において収集した大気・雨水試料の測定から得られた、7Be・10Be の濃度（大

気）およびフラックス（雨水）
、同位体比（10Be/7Be）を示す。春に、7Be,

10

Be,

10

Be/7Be の

全てにピークが見られる。これは、核実験のフォールアウトについて観測されたいわゆる
スプリングピークと同じ原因で、成層圏と対流圏の大気の交換により、7Be，10Be 濃度の
高い成層圏大気が対流圏へ流入した影響が観察されたものと考えられる。成層圏において

図2 太平洋とその周辺海域の洋上大気中のａ）7Be 濃度、ｂ）10Be 濃度
船舶上でハイボリュームエアサンプラーによりペーパーフィルターで1〜2日間採取

図3

大気循環の模式図
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図4 2002年東京におけるａ）7Be 濃度（大気）およびフラックス（雨）
、
ｂ）10Be 濃度（大気）およびフラックス（雨）
、ｃ）同位体比（10Be/7Be）
大気エアロゾルは日本大学文理学部5号館（4階建）屋上に設置したハイ
ボリュームエアサンプラーによりペーパーフィルターで1週間程度収集。
その近くにバケツを設置し、1 ヶ月毎に雨水を収集。

は生成速度が大であり、かつ滞留時間が長いので、7Be,

10

Be 等の核種の濃度は対流圏より

かなり高くなると見積もられる。また、成層圏における同位体比（10Be/7Be）については、
滞留時間とくらべて半減期の短い7Be 濃度は壊変により減少してしまうため、10Be/7Be は
高くなり、高濃度の7Be, 10Be と同時に高い同位体比（10Be/7Be）が観測される。
今後は、これまでの試料収集および7Be,

10

の測定も並行して行って相関を調べ、7Be,

10

Be の測定を継続すると共に、他の元素・物質
Be がどのような物質・現象についてのトレー

サーとなるのかを検討する予定である。
［参考文献］
１）D. Lal and B. Peters, in: Handbuch der Physik, 46/2, ed. S. Frügge (Springer, Berlin,
1967) p. 551.
（日本大学文理学部・アイソトープ総合センター客員研究員）
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放射線障害防止法関係法令の改正に伴う施設能力の見直し
─新法令には使用核種と数量の変更で対応─
野

川

憲

夫

国際放射線防護委員会の勧告（ICRP Pub. 60、1990年）の取り入れ等による放射線障害防
止法関係法令が改正され、平成15年4月1日から施行された。これに先立ち、東京大学にお
ける特殊な核種や大量の使用など共同利用に特長ある本センターは、新法令に基づく施
設・設備の遮へい能力、排気設備の能力及び排水設備の能力の見直しを行った結果、施
設・設備の改造工事を行わず、過去における使用実績、共同利用者の希望及び将来使用
されると予想される核種などに基づいて、使用核種の種類と数量の変更で対応することに
なった。変更に伴いアイソトープの利用実態に合わせるため施設の使用変更も行った。以
下に示す変更内容の承認を得るために「承認使用に係る変更承認申請書」を平成15年1月30
日付けで文部科学省に提出した。
１．密封されている放射性同位元素
中性子線源226Ra-Be 1110MBq（1個）は廃止する。サーベイメータなどの測定器校正用
線源137Cs 370MBq（1個）と37MBq（1個）及びメスバウアー線源57Co 1850MBq（1個）
をそれぞれ追加する。
２．密封されていない放射性同位元素
理研で製造される主なマルチトレーサ核種（第2群12核種、第3群28核種）を追加する。
ポジトロン核種11C の使用数量を増加する。第2群18核種、第3群1核種、第4群4核種に
ついて使用数量を削減する。
作業室は年間及び3 ヶ月の使用数量、ならびに1日最大使用数量に応じてグループ分
されている。レベル A 〜 D の4段階区分からレベル E を追加した5段階のレベル A 〜 E
に変更する。
３．施設・設備
無機化学実験室の貯蔵箱は廃止する。教育訓練棟3階測定室Ⅱに校正線源137Cs 用貯蔵
箱を設置する。生物実験室Ⅱのフードは廃止する。地階の汚染検査室は廃止し、室名
を高レベル前室に変更する。地下埋込式の貯留槽（10 t ×2基、希釈槽10 t ×1基）は非
常時のみの使用とする
変更内容を承認した旨の通知は、文部科学大臣から平成15年5月7日付けであった。
放射性有機廃液（液体シンチレータ廃液）を焼却処理するための「廃棄の業」の見直しで
は、今回の法令改正をおり込み済で平成11年12月8日付けで承認を得ている。よって変更
承認の申請を行なう必要はなかった。
平成15年3月25日の文部科学省放射線規制室による立入検査及び平成15年9月19日の原子
力安全技術センターによる定期検査は大きな問題もなく終了したので、本センターは新法
令に対する対応は完了したと考えている。
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●共同利用のお知らせ
平成15年度共同利用予定
平成16年1月5日〜3月19日（第Ⅲ期）
平成15年度《第Ⅲ期》共同利用採択課題一覧（通年採択課題以外）
所属
医学部

取扱責任者
尾藤晴彦

工学部
農学部
農学部
農学部
農学部
農学部

山崎裕一
佐々木治人
伊原さよ子
大西康夫
加藤久典
永田晋治

農学部
農学部
農学部
農学部
農学部
農学部
農学部

八
石
有
岡
中
伯
戸

村
井
岡
田
西
野
塚

敏志
正治
学
茂
啓仁
史彦
護

研
究
課
題
新規リン酸化酵素 CLICK-1, -11, -111の中枢神経系における発現
解析
人工ウイルスベクターの分子設計
ゲノム情報等を利用したイネ収量関連形質の遺伝子解析
細胞内情報伝達の研究
放線菌の分子遺伝学的研究および、微生物変換に関する研究
栄養素が遺伝し発現に及ぼす影響の解析
放射性核種を用いたタンパク質と生理活性物質の相互作用に
関する研究
経口免疫寛容の誘導・維持の機構に関する研究
海洋性水素細菌の Rubisco の発現調節機構
分泌型ホスホリパーゼ A2の生理機構の解析
微細緑藻のトリテルペン生合成酵素に関する研究
イネ科植物のムギネ酸合成遺伝子に関する研究
IGF-I インスリンの細胞内情報伝達機構の解析
食品成分の腸管免疫系に及ぼす影響の解析

●センター日誌
平成15年10月15日、16日

放射性同位元素等取扱施設安全管理担当教職員研修
（文部科学省、名古屋大学アイソトープ総合センター共催）

12月19日

平成15年度第Ⅱ期共同利用終了

教育訓練の実施
平成15年10月７日、８日

新規放射線取扱者講習会第112回 RI コース

11月４日〜12日

薬学部学生実習

12月１日、３日

新規放射線取扱者講習会第113回 RI コース

12月２日、３日

新規放射線取扱者講習会第13回英語 RI コース

12月８日

新規放射線取扱者講習会第83回Ｘ線コース

12月８日

新規放射線取扱者講習会第10回英語Ｘ線コース

●委員会だより
○運営委員会

平成15年12月15日（月）開催

○センターニュース編集委員会

平成15年11月６日（木）開催
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センター日誌……………………………………………………………………………………
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太陽系初期における隕石形成史や地球岩石の年代を調べるため、中性子照射し
た試料の希ガス同位体分析を行うことになり、昨年からセンターを利用させてい
ただくことになりました。この年になるまで放射線取扱の資格を持っていなかっ
たため、若い人に混じって講習と実習を受け、現在センターで装置の製作と改良
を行っています。
これが縁で、思いがけず今年度からセンターニュース編集委員を務めさせてい
ただくことになりました。先般行いました「センターニュース」誌の内容に関す
るニーズ調査には、多くの皆様のご協力をいただきありがとうございました。こ
れらのご意見を反映させて、役に立つニュースになるように努力して行きたいと
思っています。

（長尾敬介）
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