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センターが新しくなります
井

尻

憲

一

本年  月からアイソトープ総合センターの教授を務めさせて頂いております。センター
の教員としての期間は私の経歴の中では最も長く、助教授としての着任から数えると20年
近くになります。とは言え、新米の教授ですから多くの方々に助けて頂きながらの毎日で
す。とくに現センター長の徳田教授はこれまでも運営委員かつ幹事としてセンターを見
守ってきて下さった方であり、また前センター長の巻出先生も客員研究員として時折来ら
れるため、心強い限りです。
本年度後半（10 月から 3 月まで）はセンターの建物の耐震工事及び改修が予定されていま
す。施設の一部も新しくなり、いくつかの機器も更新されます。講義室の視聴覚システム
も新しくなります。さらに
「東京大学放射線安全管理情報一元集中化事業」
の予算もつけて
頂きました。これらは学内における当センターの重要性を認めて頂いての予算措置であり、
感謝とともに職員一同、センターのミッション遂行に今後も励むべく決意を新たにしてい
る次第です。
工事中は学内共同利用はできませんが、教育訓練については10月以降も学内の施設を使
用させて頂いて実施しますので、ご安心ください。センターが実施している初心者の教育
訓練には RI コースと X 線コースがありますが、もっと頻繁に実施できないかとの受講者か
らの希望に沿うべく、全学の放射線安全部会に設けられた教育計画専門ワーキンググルー
プで検討して頂いております。現在、准教授の公募も行われており、来年  月の准教授の
着任とともに新しくなったセンターがすべての業務を再開します。
学内共同利用はセンターの施設や機器を使ってアイソトープや放射線を用いた実験を学
内研究者が行うものです。一度当センターを利用された方はお分かりだと思いますが、セ
ンターは家庭的な雰囲気があり、教職員は皆、親切です。かつて私自身も理学部の教員と
してセンターを利用したことがありましたが、実験への助言はもちろん、実験を補佐して
もらったり、ティータイムには呼んでもらったりと楽しく過ごすことができました。なに
せRI実験ですから実験中は緊張し続けており、その合間の休憩時での教職員との会話はじ
つに貴重でした。
当時の私の実験では大量のトリチウム水を使うため、誤って体内へ取り込んでいないか
について呼気テストによる頻繁な測定を受けました。おかげで、いつも安心して実験を進
めることができました。センターの利用者に素晴らしい実験を、しかも安全に行って頂き
たいという姿勢は当時も今も変わっておりません。来年  月からも多くの方にセンターの
施設と機器を利用して頂けることを期待しております。
（アイソトープ総合センター教授）



軽いアクチニド領域の核分裂における
2つの質量分割モード
谷

川

勝

至

１．はじめに
O. Hahnらによって原子核分裂の発見が報告されたのは 1939 年。以来、長年にわたり実
験・理論の両面から数多くの核分裂の研究が積み重ねられ、進展してきた。また核分裂は、
原子力エネルギーの実用化と普及にともない、いまの私たちの生活に深く関わっていると
も言えよう。
核分裂とは、重い原子核がより軽い２つの原子核（分裂片）に分かれる現象を言う。ウ
ランなど軽いアクチニド核種の領域における低エネルギー核分裂の場合、質量数がほぼ等
しい２つの核に分かれる対称分裂と、一方が軽く他方が重い質量数の核へと分かれる非対
称分裂の、２つの異なる質量分割のパターンが見られる。この異なる質量分割のしかたに
ついては、従来の実験結果から２つの独立した分裂経路の存在が間接的に示唆されており、
理論的な枠組みも "Two mode 仮説 " として以前から提唱されていた。しかし、実験的な精
度の難点などもあって、その実証は長らく困難であった。
私たちは二重飛行時間法という精密な実験手法によって、軽いアクチニド領域における
核分裂に２つの質量分割モードが存在することを初めて実証した。本稿では、この実験手
法を解説し、核分裂の２つのモードに関する最近の研究についても紹介する。
２．二重飛行時間法
（double time-of-flight method）
実験のセットアップを図 1 に示す。なお、実験
はすべて日本原子力研究所（現在は日本原子力研
究開発機構）のタンデム加速器を使用して行って
いる。
加速器からのビームがターゲット核に照射さ
れると、核分裂が起こり、2 つの分裂片は互いに
ほぼ反対方向へと飛び出す。そうした一組の分裂
片それぞれの飛行時間（time-of-ﬂight, TOF とも言
う）を、MCPD（Micro Channel Plate Detector）と
PPAC
（Parallel Plate Avalanche Counter、位置情報
も取得できるガスカウンター）により同時計測す
る。これらの検出器はとりわけ時間分解能に優れ
ており、また分裂片が検出器を通過する際のエネ
ルギー損失を最小限に抑える工夫も施されている。
ここで一組の分裂片のそれぞれを1、2とし、質

図 1 二 重 飛 行 時 間 法（double time-offlight method）の 実 験 に お け る セット
アップ

量数をm、速度をvとすると、運動量保存の法則から、m1v1 ＝m2v2 が成り立つ。分裂する
核の質量数をAとすれば、A＝m1 ＋m2 となり、この 2 つの式から分裂片の質量数は、m1 ＝
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A/(1 ＋v1/v2)となる。また一組の分裂片対の全運動エネルギー（Total Kinetic Energy, TKE
と略）
も、TKE＝(1/2)Av1v2として直接求めることができる。
核分裂直後の分裂片は高い励起状態にあるが、すぐに中性子を放出して脱励起していく。
ここで、分裂直後の分裂片を1次分裂片、中性子放出後のそれを2次分裂片と呼ぶ。
従来、分裂片の質量数や運動エネルギーの測定には半導体検出器（SSD）が用いられてき
た。ところが、エネルギー較正などの複雑な補正手続きが必要であり、また実際に測定で
きる分裂片も中性子放出後の2次分裂片に限られていた。
それに対して二重飛行時間法は、検出器それ自体のエネルギー較正といった煩雑な過程
を経ずに、飛行時間の較正のみで、1 次分裂片の質量数、全運動エネルギーをダイレクト
に求めることが可能となったのである。
３．核分裂における質量分割の2つのモード
この二重飛行時間法を用い、232Th の 1.7MeV 陽子誘
起核分裂において、2 つのモードの存在を検証するため
の実験を行った。
この反応系における分裂片の質量分布は、質量数が90
付近と10付近にピークを持つ2つ山を示すが、対称分裂
と非対称分裂の成分が混在する領域は、質量数 m ＝ 126
から13において顕著である。図2に、その質量数の範囲
における分裂片の運動エネルギー（TKE）分布と、2 つの
成分の量的な変化を示す1）。
各成分について正規分布でのフィッティングを行うと、
質量数が126から13へと移るにつれ、破線で示した運動
エネルギー（TKE）の低い成分がしだいに小さくなると
ともに、点線で示した高い運動エネルギーの成分が急速
に大きくなっていくことが分かる。また実線で示した 2
つの成分の和は、実験で得られた各質量数における分裂
片の運動エネルギー分布をよく再現している。
さらに、陽子の入射エネルギーを変化させ、2 つの運
動エネルギー成分の励起エネルギー依存性を調べた結果、
質量分割に至る 2 つの独立した経路の存在を初めて実証
した。すなわち、
（1）低い核分裂障壁を越えて、球形に近い核の形状で、 図 2 232Th＋p
（14.7MeV）
の核分
裂における分裂片の全運動エネ
非対称に質量分割して分裂していく経路
（運動エネル
ギーの大きな成分）

ルギー（TKE）
分布
質量数126から134までを示す。

（2）高い核分裂障壁を越えて、長く伸びた核の形状で、
対称に質量分割して分裂していく経路
（運動エネルギーの小さな成分）
という2つのモードである。
こうした概念を、図3に図式化して示す2）。核分裂障壁の山をあらわすsaddle
（鞍点）
から、
scission（切断点）へと至る経路において、上で述べた（1）に対応するモードが図 3 の下にあ
る部分、
（2）
に相当するのが上の部分である。
他方、1980 年代後半にフェルミウム（Fm, 100 番元素）など重いアクチニド核種の領域



で 見 出 さ れ た 特 異 な 現 象 に、“Bimodal
ﬁssion”（分裂片の質量分布は鋭い一つ山
のピークを示すが、運動エネルギー分布
では2つの成分が混在している現象）
があ
る 3）。この現象についても、私たちが実
証した 2 つの核分裂のモードで解釈でき
ることを、232Th 以外のアクチニド核種
をターゲットとした実験を積み重ねるこ
とによって見出している2）。
４．核分裂の 2 つのモードと他の因子と
の関係
このように質量分割から分裂へと至る 図 3
2 つの経路が実験的に明らかにされたも

アクチニド核種の低エネルギー核分裂におけ
る質量分割から分裂へと至る2つの経路の概念図

のの、これら 2 つのモードが核分裂に伴う他の因子、たとえば原子核の殻構造とどう関連
しているのかといったことは、まだよく分かっていない。核分裂の理論的な理解を深める
ためにも、今後さらに解明されるべき課題である。
前述した 1 次分裂片から放出される中性子の個数は、分裂片の持つ励起エネルギーを反
映する指標と考えられている。二重飛行時間法を応用することにより、この 1 次分裂片か
らの放出中性子数についても精度よく測定し、一対の分裂片の間で励起エネルギーがど
う分配されるのか、232Th について 2 つの核分裂モードとの関連を調べた ）。そしてさらに、
ウランの同位体をターゲット核とした反応系についても、2 つの核分裂モードの励起エネ
ルギー依存性を詳しく測定し、同様の反応系における文献値とも比較、検討した5）。
その結果、分裂片からの放出中性子数は、分裂片が中性子数50および陽子数50・中性子
数82といった魔法数の場合に少なくなり、殻構造に強く依存していることが分かった。ま
た2つの質量分割モードのうち、非対称に分裂するモードについては、分裂する核の殻構造、
とりわけ陽子数に強く影響されていることが示唆されている。→魔法数
（脚注参照）
今後、さらに核分裂の過程を明らかにしていくためには、より多元的に物理量を計測で
きるような実験方法を開発してデータを蓄積していくとともに、解析手法の改善や理論計
算なども取り入れたアプローチが求められていよう。
参考文献
1 ) Y. Nagame, M. Tanikawa, et al., Phys. Lett. B 387, 26 (1996).
2 ) Y. Nagame, M. Tanikawa, et al., Radiochim. Acta 89, 681 (2001).
3 ) E. K. Hulet, et al., Phys. Rev. C 40, 770 (1989).
 ) I. Nishinaka, M. Tanikawa, et al., Phys. Rev. C 70, 01609 (200).
5 ) I. Nishinaka, M. Tanikawa, et al., Proc. Int. Nucl. Phys. Conf., Tokyo, 2007 (in press).
（大学院理学系研究科化学専攻）
魔法数：陽子や中性子が特定の数で構成される原子核は特に安定であり、この数を魔法数と呼ぶ。
現在知られている原子核の魔法数には、2、8、20、28、50、82、126がある。
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衝撃によるステンレススチール表面からの
メタン発生過程の解明
桧

垣

正

吾

１．研究の背景
大気中に微量存在するメタンは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスであり、その
大気中における反応が多くの大気汚染物質等の濃度を支配し、環境に及ぼす影響が大き
い。このため、大気中メタン濃度の経年変動を測定して、人間活動による濃度増加を評価
することが不可欠である。ガスクロマトグラフにより、初めて大気中メタン濃度が直接測
定されたのは1962年のことであり1）、それ以前は測定されていない。しかし、南極などでは、
降り積もった雪が溶けないため、過去の大気が氷床中に気泡として閉じこめられており
（南極・ドームふじ基地の最深部 3035.22m 地点の氷は、約 72 万年前のものとされる）
、そ
こから氷床コア試料と呼ばれる筒状の氷の柱を採掘し、その中の気泡を取り出せば、過去
の大気中メタン濃度を測定できる。
氷に閉じこめられている気泡を取り出す方法として、氷を溶かす融解法および、溶かさ
ないまま削って取り出す粉砕法の 2 つが考えられる。メタンは水にほとんど溶解しないた
め、どちらも利用可能である。メタンと同様に測定対象となる気体の中には、二酸化炭素
のように水に溶解しやすいものもあり、これらと同時に測定する場合には、粉砕法により
取り出す必要がある。ところが、同法により、金属製ミリングカッターでかき氷を作るよ
うにして氷試料から気泡を取り出すと、融解法により取り出した試料に比べ、メタンのみ
が高濃度を示し、ミリングカッターの動作に比例したメタンの濃度増加が見いだされた 2）。
また、融解法により取り出した試料でも、駆動部分がステンレススチール
（以下SSと記述）
製のベローズポンプにより移動させると、ポンプの動作に比例したメタンの濃度増加が見
いだされた3）。
このように、SS に摩擦や衝突などの機械的な刺激が加わると、メタンが発生する現象
は広く知られているが、その発生過程は明らかにされていなかった。そこで、我々は、そ
の現象をシミュレートするために、SS に放射性トレーサーとして 3H（トリチウム；以下 T
と記述）を浸透させて SS 同士の摩擦や衝突による衝撃を与え、メタン発生が再現されるか
どうかを調べ、生成および放出の機構を明らかにすることを試みた。
２．実験方法および結果〜衝撃によるCH3TおよびHTの発生
SS とは、鉄にクロムを約 12 〜 32%（重量比）含ませた合金である。表面の酸化膜が不動
態となるため、腐食しにくい性質がある。SS には多くの種類があるが、本実験では、気
体分析において容器や配管などの材料として一般的に用いられている SS316 を使用した。
SS316とは、鉄にクロム
（約18%）
のみならず、ニッケル
（約1%）
、モリブデン
（約2%）
を添加
したもので、より優れた耐腐食性を持っている。
3
SS同士の摩擦や衝突による衝撃を与えるため、直径 3mmのSS製球 25cm（約
1800 個）を

内容積 50cm3 のSS製容器に入れた。その容器に、重水素で希釈したT2 ガス（7.5MBq）を導
入して、227℃で 6 時間加熱することによりSSに浸透させた。加熱後の容器内の気体を分



析した結果、約 50% の T が SS 中に浸透したと
考えられた。
以上の方法により作成した、T が浸透した
SS 容器を振れば、メタンなどの気体が発生
するはずである。しかし、発生する気体は極
めて少量のため、容器内を真空にして振ると、
ガスクロマトグラフ装置
（後述）
への圧力差に
よる導入ができない。そこで、気体発生に影
響を及ぼさないと考えられる不活性な気体と
して、少量のヘリウムを導入することにした。
ヘリウム 15kPa を容器に導入して、全体を 30
分間の加熱（70℃、120℃、200℃あるいは室
温のまま）後、シェーカーにより 15 分間（20
回／分）振って SS に衝撃を与えた。容器内に
発生した気体は、アイソトープ総合センター
 階の分析機器室
（I）
に設置したラジオガスク

図1

分析機器室（I）に設置したラジオガスク
ロマトグラフ装置の写真
（右上枠内）
比例計数管
試料は、真空ライン
（左）
に導入して、デュワー
瓶中のサンプルループに低温濃縮する。オー
ブン（中央奥）中のカラムにより気体成分が分
離され、FID（オーブン中）および比例計数管
（左奥）
により検出される。

ロマトグラフ装置
（図1）
を用いて測定した。
試料は、真空ラインにより低温濃縮してガスクロマトグラフに導入される。試料の各気
体成分は、モレキュラーシーブ 13X を充填したカラムにより分離され、時間差がついて検
出器に導入される。検出器は2種類備えられており、切り替え可能である。メタンはFID
（水
素炎イオン化検出器；炭化水素に対して高感度）により、CH3T などの T を含む気体はガス
フロー型比例計数管により検出される。
測定後の容器内の気体は高真空に排気し、同じ容器にヘリウムを導入して繰り返し実験
を行った。結果の一部を図 2-a（1）および図 2-b（1）に示す。いずれの温度でもメタンが再現
性良く発生した。また、CH3TおよびHTも再現性良く発生した。
次に、30分間の加熱
（あるいは室温のまま）
後、容器を振らずに内部の気体を測定した。
結果を図2-a
（2）
および図2-b
（2）
に示す。メタンおよびCH3Tは、いずれの温度でも発生しな
かったが、HTは、70℃、120℃、200℃に加熱した場合に発生した。

図2

a. メタンの発生量
b. HT
（上部、小さいマーカー）
およびCH3Tの発生量
（下部、大きいマーカー）
◆：室温、●：70℃、◇：120℃、○：200℃
（1）
ヘリウム雰囲気で振った場合 （2）
ヘリウム雰囲気で振らなかった場合
（3）
酸素雰囲気で振った場合 （）
再度ヘリウム雰囲気で振った場合
枠外にあるマーカーは検出下限以下を示す。
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さらに、SS表面
（酸化膜）
と反応を起こす可能性がある酸素 15kPaを導入して同様の実験
を行い、メタン、CH3TおよびHTの発生量変化を調べた。結果を図 2-a
（3）
および図 2-b
（3）
に示す。酸素雰囲気では、容器を振ってもいずれの気体も検出下限以下しか発生しなく
なった。なお、酸素はカラムにより分離されるため、試料気体中に酸素が含まれていても、
メタン、CH3TおよびHTの検出には影響を及ぼさないことを確認している。
メタン、CH3TおよびHTが発生しなくなったのは、水素およびメタン源が尽きたことに
よるものではないことを示すために、再度ヘリウム雰囲気に戻して同様の実験を行い、発
生を確認した
（図2-a
（）
および図2-b
（）
）
。
３．実験結果の考察〜SS表面からのメタン発生機構
実験結果をもとに、SS 表面からのメタン発生機構を考察した。メタン源は、SS 内部に
存在しているメチル基などの炭素含有物質
（SS316には規格として質量比0.08％以下の炭素
が含まれている）と考えられる。SS 表面に吸着している有機物などではないことは、放出
量の合計に足りないことから明らかである。
ヘリウム雰囲気で容器を振らない場合には、加熱により HT のみが発生した。このこと
から、加熱によって、SS内部に存在する水素（HまたはT）はSS表面の酸化膜を通過し、互
いに結合して水素分子を生成するが、その一方で、酸化膜は炭素含有物質の放出の障壁と
なっていると考えられた。容器を振ると、室温でも HT が発生し、容器を振った場合に限
りメタンが発生した。このことから、衝撃によって酸化膜は一時的に破壊され、その部分
から水素および炭素含有物質の放出が促進されると考えられた。その際に、水素と炭素含
有物質が結合してメタンを生成すると考えられた。
一方、酸素雰囲気では、加熱しても容器を振ってもHT、CH3Tおよびメタンは発生しな
かった。このことから、水素は、互いに結合して水素分子を生成するよりも、また、炭素
含有物質と結合してメタンを生成するよりも、酸素と結合しやすいと考えられた。
水素と酸素が反応した場合に生成しやすいのは水であるが、現在のラジオガスクロマト
グラフ装置では検出できていない。その点が今後の課題として残っている。
参考文献
1 ) M.A.K. Khalil, and R.A. Rasmussen, Atmospheric methane: trends over the last 10,000
years, Atmos. Environ., 21, 25-252 (1987).
2 ) B. Stauffer, G. Fischer, A. Neftel, and H. Oeschger, Increase of atmospheric methane recorded in antarctic ice core, Science, 229, 1386-1388 (1985).
3 ) Y. Tohjima, T. Tominaga, Y. Makide, and Y. Fujii, Determination of methane concentration in air extracted from antarctic ice core samples, Bull. Chem. Soc. Jpn., 64, 357-359
(1991).
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酒

井

理

栄

9月1日より、保健センターで勤務させていただいています酒井理栄
です。
出身は宮城県です。大学卒業後は小学校で養護教諭として働き、そ
の後、千葉に移り住み、保健センター柏支所で勤務していました。
歴史と趣きのある本郷キャンパス……。毎日いろいろな発見があり、
朝夕の通勤時間を楽しんでいます。
趣味はドライブ
（もちろん運転します！）
と映画鑑賞です。
マイペースな性格ですが、仕事を早く覚え、戦力となれるよう頑張りますので、ご指導
のほど宜しくお願いします。

（アイソトープ総合センター業務係・保健センター出向）

●センター日誌

産業医による職場巡視行われる
去る6月21日
（木）
10時から東京大学産業医による平成19年度1回目の職場巡視が実施さ
れ、全学担当の産業医・大久保准教授及び古澤助教が巡視された。
当日は徳田センター長の挨拶の後、本センター 5 階〜地階の研究室、実験室、廊下等
を巡視。巡視後の講評では、前回の指摘事項が改善されていることへの評価とともに、
新たに本棚の転倒防止対策の徹底等の指摘があったが、本センターがこれから耐震改修
工事を予定していることもあり、これらの指摘については改修工事にあわせ対処するこ
ととなった。当日はセンター側から井尻安全衛生管理室長、野川放射線管理部門助教、
桧垣化学部門助教、小池物理部門助教、佐藤主査、清水会計係長、仙名技術専門職員が
立ち会った。
平成19年 9 月28日

平成19年度共同利用終了
（耐震改修工事等のため、9月28日で終了）

教育訓練の実施
平成19年 7 月 2 日

新規放射線取扱者講習会第103回Ｘ線コース

7 月25日、26日

新規放射線取扱者講習会第135回R I コース
（A）

7 月25日、27日

新規放射線取扱者講習会第135回R I コース
（B）

9 月28日

新規放射線取扱者講習会第10回Ｘ線コース

9 月28日

新規放射線取扱者講習会第1回英語Ｘ線コース

7 月 9 日、10日

理学部生物学科学生実習

7 月12日、17日

工学部システム創成学科
（E&Eコース）
学生実習

9 月 3 日〜13日

理学部化学科学生実習
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●人事消息
○退

職
（平成19年 8 月31日）

事務補佐員

小田

友美
（業務係・保健センター出向）

○採

用
（平成19年 9 月 1 日）

事務補佐員

酒井

理栄
（業務係・保健センター出向）

●委員会だより
○第11回運営委員会

平成19年 7 月  日
（水）
開催

○平成19年度第 7 回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 7 月 9 日
（月）
開催

○センターニュース編集委員会

平成19年 7 月20日
（金）
開催

○平成19年度第 8 回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 7 月23日
（月）
開催

○平成19年度第 9 回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 9 月 3 日
（月）
開催

○平成19年度第10回放射線・安全衛生管理委員会

平成19年 9 月19日
（水）
開催

アイソトープ総合センター図書室の閉室について
本センターでは、建物の耐震改修工事等のため、下記期間図書室を閉室しています。
記
閉室期間：平成19年 9 月 1 日〜平成20年 3 月31日

10
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編集後記
今年度より、はじめてアイソトープ総合センターニュース編集委員を拝命いた
しました。私が東京大学に赴任してから 8 年が過ぎましたが、少なくともその間、
アイソトープ総合センターニュースはまったく変わらないスタイルでずっと続い
ています。これはアイソトープ総合センターの行ってきた全学の研究・教育支援
の営みを象徴しているともいえ、実に尊重すべきことです。
実際に編集作業に参加してニュースに掲載する原稿に接してみますと、実にさ
まざまな分野の研究者の方が執筆されており、内容もバラエティに富んでいます。
アイソトープが多くの研究領域で重要な役割を果たしていることを改めて思いま
した。このようなアイソトープ総合センターニュースの編集に携わることは、誇
りでもあり、また楽しみでもあります。

（松崎

浩之）
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