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利用者にとって魅力的な RI 実験施設にはなにが必要か
九州大学アイソトープ総合センター
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国際学会で20年ぶりに訪れた秋の奈良は前回と同じような佇まいを見せていた。遷都1300年の
にぎわいのなか、多くの観光客が訪れていた東大寺や法隆寺は大火によって焼失して建て直しも
あったと聞くが、歴史的な建築物が古の風情を保ち現在でも機能しているのは、管理する人々の
普段の努力のたまものと感心するばかりである。
RI 実験室も同様で、管理者のたゆまぬ努力がなければ、その持つべき機能が健全に維持され
ることはあり得ない。しかし管理者の不断の努力にも関わらず、時間とともに施設が老朽化する
ことはいかんともし難い。この免れることのできない時間の行いは、私がいる箱崎キャンパスの
RI 実験施設でもみられ、限られた予算と相談しながら毎年手直しを施しているところである。
しかし違法な使用状態にならないようにすることに精一杯で、利用者側から見て快適な RI 実験
室になっているかどうかは怪しいところがある。使い勝手が良い RI 実験室は少なくともハード
面とソフト面がともに快適に維持管理されていることが必要で、法的には問題はなくても老朽化
した施設はハード面での快適性が損なわれるのは避けられない。抜本的な解決策は新築というこ
とになるが、大きな予算を伴うことから簡単にはできない相談となる。
九州大学は福岡市の西区の伊都キャンパスに移転を進めているところで、すでに工学系と高等
教育系が移転を終わり、平成26年には理学系が箱崎キャンパスから移転する予定になっている。
RI 実験室の新築も移転が絡めば可能で、伊都キャンパスには新しい RI 実験施設を作る方向で話
は進んでいる。この施設は最新の排気・排水設備を有し、利用者には快適な作業環境をもつ実験
室を提供できることになる。最新のハード面と使い勝手が良いソフト面を兼ね備えた RI 実験施
設ができても利用者がいなければ宝の持ち腐れとなる。この５年間の登録者数を見てみると教員
は横ばいであるが、院生・学生は減少している。
国際学会会場へ向かう道筋にある奈良国立博物館では正倉院展が開催されていた。朝９時から
の開場であるにも関わらず、８時過ぎには長蛇の列が毎朝できていた。遷都1300年のロマンが人
気の原動力であろうか。伊都キャンパスの RI 実験室を多くの人に利用してもらうには、新築の
ロマンだけでは原動力としては足りない気がするのは私だけであろうか。
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ポジトロニウムを用いた素粒子物理学実験
東京大学素粒子物理国際研究センター
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１．はじめに
素粒子物理学は、現在、大きな転換期を迎えている。20世紀に確立された「標準理論」を完成
させ、さらに標準理論を超える物理現象を探すため、スイスの CERN ＊１ において、Large
Hadron Collider（LHC）実験が開始された１）。LHC 実験は、周長27km の巨大な円形加速器で陽
子を7TeV まで加速して正面衝突させ、電弱統一スケールを大きく超えた高エネルギー現象を発
生させる。標準理論で唯一未発見の粒子であるヒッグス粒子の発見、あるいは標準理論を超えた
超対称性粒子やマイクロブラックホールの発見が大きく期待されている。素粒子物理国際研究セ
ンターは LHC 実験の計画段階から参加し、検出器の建設から物理現象の解析まで多くの面で活
発に研究を行っている。
ただし、素粒子実験は LHC 実験のような巨大な加速器実験だけではない。われわれのグルー
プは小さなテーブルトップサイズの実験で、
「ポジトロニウム」を用いての標準理論を超えた物
理現象を探索している。

２．ポジトロニウム
ポジトロニウムは、素粒子である電子と、その反粒子である陽電子が電磁気力によって結びつ
いた準安定な粒子である。ちょうど水素原子の陽子が陽電子に置き換わった「原子」であり、全
質量が1022keV と非常に軽い。水素原子と同様にポジトロニウムも角運動量やスピンの状態に
応じて多様なエネルギー準位を持ち、基底状態の結合エネルギーは6.8eV と、水素原子の結合エ
ネルギー（13.6eV）の半分である。さらに、基底状態を詳細に見てみると、電子と陽電子のスピ
ンが平行状態の場合（オルソポジトロニウム、全スピン = １）と、反平行状態の場合（パラポ
ジトロニウム、全スピン = ０）でわずかに（0.84meV）エネルギー準位が異なっている。これは
スピン−スピン相互作用に起因したもので、ポジトロニウムの超微細構造と呼ばれている。面白
いことに、この二種類の基底状態は、崩壊時の振る舞いが全く異なる。オルソポジトロニウムは
奇数本（３本、５本、…）のガンマ線に、パラポジトロニウムは偶数本（２本、４本、…）のガ
ンマ線にしか崩壊しない。これは、両者の荷電共役変換（粒子と反粒子の入れ替え）に対する変
換性が異なるからである。オルソポジトロニウムの波動関数は荷電共役変換をおこなうと符号が
反転してしまうのに対し、パラポジトロニウムの波動関数は変化しない。この変換性は崩壊を通
じて保たれるため、崩壊時のガンマ線（荷電共役変換に対する変換性が奇）の数に制限がつくの
＊１

CERN

欧州合同素粒子原子核研究機構。スイスのジュネーヴ西方にあり、地下には 全周 27km の円形加速器・
「LHC」
が、国境を横断して設置されている世界最大規模の素粒子物理学の研究所である。ヨーロッパの中心的な研
究拠点であり、欧州 20 ヶ国が参加、出資して運営されている。
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である。また、このことから、オルソポジトロニウムの崩壊は最低でも３つの電磁相互作用の結
合を持たなくてはならず、パラポジトロニウムよりも崩壊しにくい。パラポジトロニウムが
125ps の寿命であるのに対し、オルソポジトロニウムはその約1000倍も長生きで、142ns の寿命
を持つ。
素粒子物理学を研究する上で、ポジトロニウムを利用するメリットはいくつかある。まず、非
常にシンプルな系であることが挙げられる。素粒子である２個のレプトン同士が電磁気力のみで
束縛されているため、ハドロンの不定性を含まず、量子電磁力学のみで計算ができる。理論計算
を高い精度で行うことができるため、もし計算値からの微少なズレを観測できれば、標準理論を
超えた物理現象を示唆している可能性が高い。また、粒子と反粒子のペアであることもポジトロ
ニウムが面白い点であり、s−チャンネルと呼ばれる、仮想的に全質量がエネルギーになったよう
な状態を介して未知の物理現象と結びつくことができる。パラポジトロニウムは真空と同じ量子
数を、オルソポジトロニウムは光子と同じ量子数を持つことも興味深い。また、オルソポジトロ
ニムの寿命が量子電磁力学で記述される系としては例外的に長寿命であることも、未知の物理現
象を探索する上で有利である。標準理論での崩壊モードが抑制されているため、未知の現象への
感度が相対的に高くなっている。
実験的な面では、ポジトロニウムの入手のしやすさが大きな利点となる。22Na や68Ge などの
放射性核種からの陽電子をシリカエアロゲルや不活性ガスなどに打ち込むだけで、長寿命のポジ
トロニウムが生成できる。巨大な加速器に頼らなくても、放射線源を用いた卓上のセットアップ
だけで物質と反物質から成る系の研究ができる。

３．ポジトロニウムの不可視崩壊の探索
われわれのグループは、これまでポジトロニウムを用いて多くの素粒子実験を行ってきた。そ
のひとつが、アイソトープ総合センターで行った「ポジトロニウムの不可視崩壊の探索」である。
先述のように、ポジトロニウムはガンマ線に崩壊する。ところが、いくつかの理論では、ポジ
トロニウムがガンマ線以外に不可視崩壊すると予言している。近年特に注目を集めているのが、
W/Z ボソンの担う電弱相互作用の破れのスケール
（〜
余剰次元モデルである２）。このモデルでは、
100GeV）と、重力が担う Planck スケー
ル（1019GeV）の大きく食い違う二つの
スケールを自然に説明するために考案さ
れた。われわれの４次元時空が、もっと
大きな次元中の４次元の面（D ブレー
ン）だと考え、重力子以外の粒子がブ
レーン上に束縛されている一方で、重力
子のみが余剰次元中に逃げ出せると考え
る。すると、D ブレーン上のわれわれか
らは重力の大きさが非常に弱く見えるた

1.4m

め、Planck スケールも見かけ上大きく
なっているというものだ。この場合、本
当の重力はもっと強く、Planck スケー
ルももっと小さな値となるため、力のス

図１

ケールの大きな食い違いがなくなる。重
力と他の力を自然に統合できるだけでな
3

ガンマ線検出器。30 本の CsI
（Tl）
検出器と、
62 本の NaI
（Tl）
検出器からなる。中心のポ
ジトロニウム生成部を全方位覆ってある。

く、われわれの時空の概念すら変えてしまうモデルであるため、LHC 加速器などで積極的に探
索が行われている。
もし、余剰次元が1TeV 〜 10TeV に潜んでいる場合、オルソポジトロニウムが量子的に振動
した仮想光子が、トンネル効果を通じて非常に小さい確率（崩壊分岐比 : 10−７〜 10−９）ではあ
るが、余剰次元を含んだ世界に崩壊する３）。結果、われわれの世界では検出不可能であり、オル
ソポジトロニウムが不可視粒子に崩壊したように見える。超高感度でポジトロニウムが消えた事
象を探索すれば、数 TeV のスケールの余剰次元モデルを探索する事が可能である。
われわれは、独自に装置を設計、製作し余剰次元の探索を行った（図１）
。巨大なシンチレー
タの内部でポジトロニウムを作り、崩壊時のガンマ線を観測することにより、ポジトロニウムが
生成されたにも関わらず、
「消えた」事象を探した。高感度化の鍵は、
「陽電子の放出を確実にタ
グすること」と、
「崩壊時のガンマ線をロス無く測定すること」の二点である。単なるノイズを
陽電子放出と間違えたり、崩壊ガンマ線がシンチレータから抜け出たりすると、それは誤検出に
つながる。このため、ポジトロニウム生成の際には、厚さ0.1mm の薄いプラスチックシンチレー
タを用いて

22

Na から放出された陽電子をタグしている。同時に、22Na 崩壊時の1275keV のガン

マ線の検出も行い、陽電子タグ +1275keV タグによって確実に陽電子放出をとらえる。放出され
た陽電子は、検出器内部のシリカエアロゲル中に入射することにより、ポジトロニウムを生成す
る。崩壊時のガンマ線検出には、総重量１トンもの CsI
（Tl）
/NaI
（Tl）検出器をすきま無く組み合
わせて使用した。全方位にわたって511keV ガンマ線に対する阻止能が保たれるよう、Geant ４
シミュレータで設計を行い、また、内部の不感物質によって吸収されないよう、内部の物質は極
限まで減らしてある。
測定は約半年間行った。計3.55×10７イベントの陽電子イベントを観察し、得られた寿命スペ
クトルからこのうち4.76×10６イベントがオルソポジトロニウム崩壊イベントと判明した。一方、
これらの崩壊すべてについて、ガンマ線検出器ではガンマ線が測定され、不可視崩壊と推定され
るイベントは０であった。このことから、オルソポジトロニウムの不可視崩壊の分岐比に対して、
90% 信頼区間で6.9×10−７以下という上限値が得られた。この上限値は、以前素粒子センターの
グループが付けた値４）よりも4倍程度厳しいものである。また、この上限値から余剰次元モデル
に対する制限も得られた。余剰次元の次元数が２次元の場合、余剰次元のエネルギースケールは
0.42TeV 以上でなくてはならない。総質量わずか1022keV のポジトロニウムの観測から、TeV
スケールにせまる制限が得られた。
なお、不可視崩壊探索以外にも、われわれのグループはポジトロニウムを用いていろいろな実
験を行っている。それらの資料は web 上にまとめてあるため、そちらにも目を通して頂けると
幸いである５）。
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中性子照射による核変換と希ガス質量分析を用いた
極微量ハロゲンの検出
東京大学大学院理学系研究科・地殻化学実験施設
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１．はじめに
地球は水惑星と呼ばれるように、大気中の雲や水蒸気、河川、湖沼、そして海洋といった形で、
表層に大量の水が存在している。これは地球史を通じて、火山活動に伴い地球内部のマントルか
ら水が放出・蓄積されてきたためである。一方で、日本を含む環太平洋地域のように、プレート
（地球の表面を構成する固い岩盤）同士が衝突し、その片方がマントルへと沈み込んでいる、い
わゆる沈み込み帯では、海溝から沈み込むプレートとともに、水がマントルへと再注入されてい
る。高温・高圧実験によって得られたマントル構成鉱物中の最大含水量からは、マントルに海洋
と同程度の体積の水が含まれ得ることが示唆されている。マントルに再注入された水は、沈み込
む過程でプレートから放出され、その上部のマントル（マントルウエッジ）を構成するカンラン
岩の融点を下げてマグマを生成させる。すなわちマントルに沈み込んだ水は、日本などの火山列
島におけるマグマ活動の源となっている。また、水の存在はマントル物質の変形・流動特性やマ
ントル中の地震波速度構造を大きく変化させることも知られている。これらのことから地球内部
の水の量と起源を明らかにすることは、地球惑星科学におけるきわめて重要な研究テーマである。
現在広く受け入れられているモデルでは、沈み込むプレート上の海洋地殻や堆積物中の含水鉱
物（雲母や角閃石、緑泥石などの、化学組成として水を含む鉱物）が、沈み込む過程での高温・
高圧により脱水分解し、水を供給しているとされている１）。堆積物や海洋地殻の中の間隙水は、
海溝から沈み込む水の総量の実に60% 以上を占めるが、プレートが衝突する際の圧力で絞り出
されて表層へ戻り、マントルへ沈み込むことはないと考えられてきた。このような間隙水の寄与
を除外した前提のもと、高温・高圧実験によって得られた鉱物の温度・圧力安定領域と最大含水
量に基づき、含水鉱物のみを介した水のマントルへの輸送プロセスが、精力的にモデル化されて
きた。しかし、マントル中に実際に存在する水が、沈み込む物質のうち何に本来含まれていたも
のなのか、天然のマントル物質の分析から具体的に明らかにした研究例はほとんどない。
近年、英国・マンチェスター大学の C.J. Ballentine 教授の研究グループは最も典型的な揮発性
元素である希ガス元素の、マントル中における同位体組成に基づいて、地球史を通じて相当量の
海水が、含水鉱物などを介さずにマントルに沈み込んでいる可能性を指摘した２）。これを受けて
著者は最近、このグループとの共同研究により、四国中央部の赤石山系に産するマントルウエッ
ジ由来のカンラン岩について、希ガス同位体と、海水や海底堆積物に多く含まれるハロゲン元素
から得られる情報を組み合わせ、深さ100 km のマントルウエッジまで、もとは堆積物中の間隙
水であった水が沈み込んでいることを世界で初めて明らかにした３）。これら最新の地球化学的な
研究成果は、水がマントルへ沈み込むプロセスについての従来の常識を変えつつある。
5

このように希ガス元素とハロゲン元素は、マントルに沈み込む水の起源を特定する上で非常に
有用なトレーサーであるが、特にハロゲン元素についてはマントルでの組成がほとんど求められ
ていない。これはマントル中のハロゲン元素濃度が非常に低く、中性子放射化分析４）、イオンク
ロマトグラフィーならびに ICP 質量分析５）などの従来の分析手法では十分に検出できなかった
ためと、試料が地表に露出した後や実験室でのコンタミネーションを除くことが難しかったため
である。本稿では、アイソトープ総合センターにて現在立ち上げている、中性子照射による核変
換と希ガス質量分析を応用した極微量ハロゲンの分析手法について紹介する。

２．中性子照射による核変換と希ガス質量分析
岩石や鉱物などの固体試料を原子炉に入れて中性子を照射すると、表にまとめた核反応により、
様々な元素の同位体が希ガス同位体に変換される。ハロゲン元素は周期表で希ガス元素のすぐ隣
にあるため、フッ素からヨウ素まで全てのハロゲン元素の同位体が希ガス同位体に変換される。
それぞれの元素の同位体からの希ガス同位体への変換率が既知であれば、中性子照射した試料の
希ガス同位体分析により、もとの元素の濃度を求めることができる（以下、この手法を希ガス化
法と呼ぶ）。
通常の原子炉照射での熱中性子束（1022 ～ 1023個 /m2）では、ハロゲン同位体の希ガス同位体
への変換率は十万から百万分の一程度であるが、例えば塩素の同位体37Cl から生成する希ガス同
位体38Ar の検出下限が10−17mol、100mg 試料換算で0.01ppt のオーダーであるため、もとの塩素
に焼き直した希ガス化法の検出下限は10ppb 程度となる。この値は他の分析手法による検出下限
表
親核種
６

Li

19

F

核反応

（n, α）

82

Se

127

I

130

Ba

130

Te

235

U

※

Ne

21

Ne
Ne

22

（n, p）

39

K

Br
Br

20

38

Ca

81

Hea）

（n, γ）38Cl（β−）

40

79

３

（n, γ）20F（β−）

Mg
Mg

39

−

（n, α） H（β ）

25

Cl

生成核種

３

24

37

中性子照射で生じる主な希ガス同位体

Ar
Ar

37

Arb）

（n, α）
（n, γ）80Br（β−）
（n, γ）82Br（β−）

80

Kr
Kr

82

83

Se（β−）83Br（β−）
128

83

Kr

−

128

（n, γ） I（β ）
131

Xe

131

131

（n, γ） Ba（EC） Cs（EC）
131

−

131

Xe

−

131

Te（β ） I（β ）

Xe

83

Kr, Kr, 86Kr
Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe

（n, fission）

84

131

４

He はあらゆる短寿命核種のα壊変により、α粒子として生成する。核反応（n, α）、
（n, γ）および（n,p）
は、それぞれ中性子（n）が加わり、α粒子、γ線および陽子が放出されることを示す。核反応の次に書か
れた同位体は経由する短寿命核種で、β−、EC、fission はそれぞれβ - 壊変、電子捕獲壊変、核分裂を示す。
ａ）３H の半減期は 12.3 年であるため、試料を中性子照射してから分析までの期間では、３He は実際にはあま
り生成しない。
ｂ）35 日の半減期で電子捕獲壊変により 37Cl に戻るため、分析は中性子照射後の一年程度以内に行わなければ
ならない。そのほかの生成核種は実験室レベルでは長寿命の安定同位体である。
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４, ５）
（1 ～ 10ppm）
と比べて二桁以上も低く、希ガス化法が極めて高感度であることを示している。

また希ガス化法の利点として、表に示した元素と、試料にもともと含まれていた希ガスの元素あ
るいは同位体組成を、希ガス同位体分析のみで同時に求めることができることや、段階加熱法や
破砕法、あるいはレーザー抽出といった、それぞれに特徴をもつ希ガス抽出法＊１を用いれば、
後に述べる汚染成分や、試料中の複数のサイトに保持されている、起源の異なるハロゲン元素な
どを識別できることが挙げられる。
希ガス化法は、古くから行われている年代測定法である、Ar-Ar 法や I-Xe 法を拡張したもの
である。これら二つの年代測定法では、表のうち39K 及び127I を核変換した39Ar 及び128Xe と、天
然放射性核種40K 及び129I から年代とともに生成する40Ar 及び129Xe との比を希ガス同位体分析で
求め、年代情報を得る。従ってこの手法そのものは比較的古くに提案されていた６）が、中性子
照射後の試料が放射能をもつために、その取り扱いが法令により定められた放射線管理区域内に
限られることや、各種元素からの希ガス生成率を、未知試料と同時に照射した標準試料を用いて
求める必要があること、そして複数の希ガス元素の同位体分析が難しいことなどから、先に述べ
たマンチェスター大など、世界でも限られた数の研究機関でしか行われていない７）。著者らの研
究グループは、アイソトープ総合センター内に設置していた Ar-Ar 年代測定用希ガス質量分析
計 VG3600（図１）に、希ガス抽出・精製ラインの更新や質量分析計の検出器の換装など大幅な

図１

＊１

アイソトープ総合センター内、分析機器室
（Ⅲ）に設置され
ている希ガス質量分析計 VG3600
（ 右）と希ガス抽出・精
製ライン
（左）
。

固体試料から希ガスを抽出する方法として、最も一般的なものは試料を真空中で加熱・溶融する方法
であるが、この際に加熱温度を低温から高温まで徐々に変化させ、それぞれの温度で試料から放出さ
れた希ガスを別々に分析する方法を段階加熱法と呼ぶ。試料表面に吸着されている希ガスや、試料が
複数の種類の鉱物からなる岩石の場合は融点の異なる鉱物それぞれに含まれる希ガスを、区別して抽
出・分析することができる。破砕法は、試料を真空中で機械的に破砕し、試料中の気泡や液泡といっ
た、揮発性成分に富む壊れやすい部分から選択的に希ガスを抽出する方法である。レーザー抽出法は、
直径数十ミクロン程度に絞った細いレーザー光を試料に照射し、局所的に加熱あるいは蒸発させるこ
とにより、試料の任意の部分に含まれる希ガスを局所分析できる手法であるが、一度に抽出される希
ガス量が極めて限られることから、用途は限定される。
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改良を施し、国内で始めて I-Xe 年代測定を可能にした８）が、この装置を更に改良し、ハロゲン
元素分析に応用することを試みている。

３．岩石標準試料のハロゲン分析
ハロゲン分析に応用するにあたり、上記の希ガス質量分析システムを改良した点は、従来のも
のより小型かつ低ブランクの加熱炉の設置と、希ガス元素ごと（ヘリウムとネオン、アルゴン、
クリプトン、キセノンの4フラクション）に分離するためのコールドトラップの追加であり、こ
れらにより微量な全希ガス元素の高精度同位体分析が可能となった。
次に評価しておかなければならないことは、希ガス化法によるハロゲン定量値の確度である。
希ガス化法の最大の利点は前述したように超高感度であることだが、
一部の元素を除き親元素
（同
位体）からの変換率を、中性子束と同位体ごとの吸収断面積から求めているため、照射する中性
子のエネルギー分布によっては、予想と大きく異なる変換率で希ガス同位体が生成することが懸
念される。熱中性子領域での吸収断面積はどの元素でも比較的一定であるため問題は少ないが、
とくに臭素やヨウ素といった重い元素の同位体では熱外中性子領域で共鳴吸収を起こすため、変
換率が中性子のエネルギー分布に大きく依存することになる。
この影響を調べるため、ハロゲン元素濃度が公表されている標準岩石試料＊２について、希ガ
ス化法によるハロゲン分析を行った。試料の照射は日本原子力研究機構の JRR-3研究炉を用いて
24時間から70時間程度かけて行い、短寿命核種が壊変して放射能が比較的安全なレベル（～数
MBq）に減衰するまで二～三ヶ月ほど待った後、東京大学アイソトープ総合センターに輸送し、
上記の希ガス質量分析システムを用いて、加熱法による希ガス同位体分析を行った。各元素から
の希ガス生成率を求めるための中性子束は、Ar-Ar 年代測定の国際的な標準試料である Hb3gr
角閃石の分析値から求めた。
得られた結果をハロゲン元素ごとに示したものが図２である＊３。上記の共鳴吸収の効果が出
ているならば、希ガス化法による定量値（ここでは濃度）の方が高くなるはずであるが、全ての
元素について文献値とほぼ同じか、それよりも低い値を示している。特に塩素については、試料
と同一条件で中性子を照射した Hb3gr 角閃石に含まれる38Ar の実測値と、既知の塩素濃度から
希ガス変換率を直接求めているため、中性子束や吸収断面積の不確かさはキャンセルされている
はずである。従って、希ガス化法で求めたハロゲン元素濃度が系統的に低く出る理由は、他にな
ければならない。現時点ではこの原因として、標準岩石試料の粉体表面にハロゲン元素が吸着し

＊２

産業総合研究所地質調査所や米国地質調査所により、岩石を粉砕したのち均一に攪拌し、瓶に小分け
して配布あるいは販売されているもの。それぞれのデータベースはウェブサイト
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geostand/welcomej.html
http://minerals.cr.usgs.gov/geo_chem_stand/
で参照できる。

＊３

希ガス化法で今のところ分析対象としているハロゲン元素は、塩素、臭素、ヨウ素である。フッ素か
らも希ガス同位体が生成するが、19F から生成する 20Ne（表）を正確に定量するためには、試料から
放出されたネオンの各同位体の全量のうち、混在する複数の起源（フッ素から生成したネオンの他、
試料に本来含まれていたネオンや、マグネシウムから生成したネオン（表）、さらに中性子照射により
多量に生成する二次的なα粒子が酸素と反応して生成したネオン）の成分それぞれが占める割合を求
める必要があるが、質量数 20、21、22 の三つの安定同位体しか持たないネオンの同位体の量比から、
これらの成分の占める割合を分離することは困難である。
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図２

希ガス化法により得られた標準岩石試料中のハロゲン濃度と、文献値 4）5）9） の比較。図中
の破線は、プロットがこれに乗る場合に両者が 1:1 に対応していることを示す。

ており、これを検出するか否かによって分析値に差が生じていると考えている。すなわち、従来
法では岩石の内部に含まれるハロゲン元素と、表面に吸着したハロゲン元素をまとめて検出する
のに対して、希ガス化法では表面に吸着したハロゲン由来の希ガスは、希ガス化した直後から大
気中に拡散してしまうか、あるいは試料を真空ラインに入れてライン内を真空にする段階で、真
空ポンプによりほとんどが排気されてしまう。従って希ガス化法では主として岩石内部に含まれ
ているハロゲンしか検出しない（あるいはできない）ため、上記のような差が出たと考えられる。
標準岩石試料は全体として含まれている元素の濃度が一定であればよく、その元素が岩石の内
部に含まれるか、表面に吸着されているかは、標準試料としての用途においては実用的な問題に
ならない。しかし一方で、前に述べたように、マントルを構成する岩石そのものに含まれるハロ
ゲン元素の濃度から、その起源などを特定しようとしたときに、汚染とも言える表面吸着成分を
識別できるかどうかは、決定的な問題となる。希ガス化法は表面吸着の寄与をある程度除去でき
る上、段階加熱法を用いて低温放出成分（表面吸着成分に富む）と高温放出成分（試料内部に由
来する成分に富む）を分けることで、試料内部に含まれる極微量ハロゲンを正確に定量できると
期待される。なお、希ガス化率の不確かさが定量値の確度に与える影響については、粗く粉砕し
た後に洗浄を繰り返し、表面吸着による汚染を極力取り除いた岩石試料を調製し、従来法と希ガ
ス化法の両方でハロゲン元素濃度を求めることで、希ガス化法による定量値の確度を確認する作
業を現在進めている。
今後は定量性が確認された希ガス化法を、日本をはじめとする沈み込み帯の火山岩やマントル
捕獲岩＊４について適用する予定である。そして得られるハロゲン元素と希ガス元素・同位体組
成を手がかりに、マントルに沈み込んだ水の起源と量を明らかにし、天然試料からはほとんどア
プローチされてこなかった、全地球的な水循環に対する海水の沈み込みの寄与を定量的に明らか
にしていこうと考えている。これによって、地球上に生命を発生させるために不可欠であった水
が、いつ、どのようにして地球表層に局在するようになったのかという問題についても、重要な
知見を得ることができると期待される。

＊４

マグマが上昇する過程で、通り道（火道）の壁をなす岩石を取り込み地表にもたらしたものを捕獲岩
と呼ぶが、マントル捕獲岩はマントルで生成したマグマが地表まで急速に上昇した際に取り込んだマ
ントル物質の断片である。マグマはマントル物質の一部のみが溶融して生じるために、液相（マグマ）
と固相（マントルの融けていない部分）への各元素の含まれやすさを反映して、マグマ中の各元素濃
度がマントルのそれと異なるのに対し、固体のまま地表にもたらされたマントル捕獲岩からは、マン
トルそのものの情報が得られる。
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RI 管理メモ

国立大学法人 東京大学アイソトープ総合センター
放射線障害予防規程の改定について
桧

垣

正

吾

放射線障害防止法は平成21年10月の施行規則改正により、各事業所で放射線障害予防規程の改
定を行った上、平成22年９月30日までに文部科学省への届出が必要になった。特定放射性同位元
素（数量が非常に多い密封線源）に係る行為を行わない承認使用者である本センターにおいて改
定が必要となった項目は、以下の通りである。
・用語の整理、整合性
・記帳及び保存に関すること
・帳簿の閉鎖日
本センターでは、さらに以下の点について改定を行い、管理体制の合理化を図った。
・放射線障害防止法による規制対象外のＸ線装置に関する項目の削除
・放射線業務従事者及び安全管理に従事する者に関する組織の変更
・放射線管理室長を新設し、権限の一部をセンター長から委譲
・妊娠の申出があった女子を除き、男女ともに個人被ばく線量の測定結果を３月ごとに交付
・その他の用語の整理
なお、放射線管理室長は、井尻憲一教授が務めることになった。
改定された放射線障害予防規程は、平成22年９月15日に施行され、９月30日までに文部科学省
へ届け出た。改定後の予防規程全文は、
来年度より本センター発行の
「アイソトープ総合センター
利用案内」及び「新規放射線取扱者講習会テキスト」に掲載される。また、東大ポータルの
東 京 大 学 規 則 集（ 学 内 専 用 ）
（http://www.adm.u-tokyo.ac.jp/gakunai/gen/gen1/kisoku/
mokuji_j.html）にも掲載予定である。
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共同利用機器・設備一覧
アイソトープ総合センターは、放射線利用に係わる全学共同利用施設であり、放射線計測用、
試料調製及び分析用、さらには放射線管理用として約50種類の機器・設備が常時使用可能である。
化学実験設備、生物実験設備、教育実習設備も備えており、様々な実験を行うことができる。
利用できる共同利用機器・設備は以下の通りである。
2010年12月25日現在
機

器

名

低バックグラウンド液体シンチレーションカウンタ（LSC-LBⅢ） （BFトレーサー実験室Ⅲ）

担当者
野川憲夫

測定器
特殊装置

低エネルギー用ゲルマニウム半導体検出器（LEPS）

（BF ポジトロン装置室）

小池裕也

低バックグラウンド Ge（Li）検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

ゲルマニウム半導体検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

サンプルチェンジャ付ゲルマニウム半導体検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

Si 表面障壁型検出器

（2F 物理実験室）

小池裕也

中性子・γ線弁別用測定装置

（2F 物理実験室）

小池裕也

ガンマカウンタ（コブラ クワンタム 5003）

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

ガスフローカウンタ（試料皿 内径 2.5 cm）窓無し

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

ガスフローカウンタ（試料皿 内径 5 cm）窓取り外可能

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

液体シンチレーションカウンタ（2200CA）

（3F 測定室Ⅰ）

垰

液体シンチレーションカウンタ（2700TR/SL）

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

バイオイメージングアナライザー（BAS1500）

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

バイオイメージングアナライザー（FLA-9000）

（3F 測定室Ⅰ）

秋光信佳

γ線シンチレーション測定装置

（3F 測定室Ⅱ）

桧垣正吾

バイオイメージングアナライザー（BAS1800）

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

液体シンチレーションカウンタ（3100TR）

（3F 測定室Ⅱ）

野川憲夫

粉末エックス線解析装置

（2F 物理実験室）

小池裕也

メスバウア装置

（2F メスバウア実験室）

小池裕也

可搬型ラドン濃度測定装置

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

ラドン濃度連続測定装置

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

ラジオ高速液体クロマトグラフ

（4F 分析機器室Ⅱ）

垰

12

和之

和之

VOL. 41 NO. 3 2010. 12. 25

機

器

名

担当者

試料調製︑分析用その他設備

共焦点レーザー顕微鏡

（1F 管理室Ⅱ）

秋光信佳

シリコニット型電気炉

（BF 分析機器室Ⅲ）

桧垣正吾

金属表面顕微鏡

（3F 測定室Ⅰ）

桧垣正吾

バイヤル洗浄機

（３Fトレーサー実験室）

野川憲夫

小型超遠心機

（４F 無機化学実験室）

秋光信佳

ルミノ・イメージングアナライザー

（４F 無機化学実験室）

秋光信佳

塩基配列分析装置

（４F 無機化学実験室）

秋光信佳

位相差顕微鏡

（４F 生物実験室Ⅰ）

垰

和之

分光光度計

（４F 分析機器室Ⅱ）

垰

和之

微量天秤

（４F 天秤室Ⅱ）

野川憲夫

精製水装置（ミリポア濾過方式）

（４F 廊下）

垰

動物乾燥装置

（5F 処理室）

野川憲夫

（BF ポジトロン装置室）

野川憲夫

呼気水捕集装置

（BFトレーサー実験室Ⅲ）

野川憲夫

サーベイメータ類（共用）

（１F 汚染検査室）

小坂尚樹

ガラス線量計

（2F 物理実験室）

小池裕也

ゲルマニウム検出器

（3F 測定室Ⅰ）

野川憲夫

液体シンチレーションカウンタ（2000CA/LL）

（3F 測定室Ⅱ）

野川憲夫

ゲルマニウム検出器（可搬型）

（3F 測定室Ⅱ）

野川憲夫

GM 計数装置

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

サーベイメータ（実習用）

（3F 測定室Ⅱ）

小池裕也

ラジオアイソトープドーズキャリブレーター

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

トリチウムガスモニタ（可搬型）

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

（3F ガス RI 室）

野川憲夫

X 線フィルム現像装置

（5F 暗室Ⅳ・Ⅴ）

垰

和之

遺伝子実験室付帯設備

（5F 生物実験室Ⅲ）

垰

和之

放射性有機廃液焼却装置

（5F 処理室）

野川憲夫

137

放射線管理・教育訓練用設備

3

Cs ガンマ線照射装置

H/ C 捕集装置（可搬型）
14

和之

※共同利用機器・設備等ご利用希望の方は以下の各担当者までご連絡ください。
・秋光

信佳（内線 : 23057） ・野川

憲夫（内線 : 22874） ・垰

・小池

裕也（内線 : 23051） ・桧垣

正吾（内線 : 22887）

直接ダイヤルインされる場合は

和之（内線 : 22892）

03−5841−□□□□（□は内線の頭 2 を取った下4桁）
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このセンターニュースを皆様が手にする頃は、学位論文発表等も一段落し、早春
待ち遠しい時期であると思います。フレッシュな新人だった学生が短期間のうちに
成熟し卒業していく過程を毎年の様に目の当たりにする者として、その成長に心動
かされる一方で、
「取り残され感」が年々身にしみます。
さて、このセンターニュースの編集委員の任期は２年で、次号で一区切りです。
以前にも1回委員をさせていただいたので、2回目の卒業です。ということは、そう
遠くない時期に再度本誌に関わる縁があるかもしれません。
その時には、
フレッシュ
な学生程ではないにせよ、今より経験を積んで成長した自分でいることを切に願い
たいと思います。
アイソトープ総合センターのますますの発展をお祈り申し上げるとともに、今後
とも、本誌の御披見の程よろしくお願い申し上げます。
（田野井慶太朗）
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