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放射性セシウムの農畜水産物および環境汚染
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昨年の3月に起きた東日本大震災とそれにともなう津波により、福
島第一原発の水素爆発が起き、多量の放射性物質が東北関東一円に
降った。当初はヨウ素131およびセシウム134・セシウム137が主であっ
たが、半減期の短いヨウ素131は2か月程度で検出できなくなり、その
後はもっぱら放射性セシウムに関する情報のみが問題視されることに
なった。
放射性セシウムは落下した場所にかなり強く吸着していることがわ
かった。おそらく降雨とともに雨粒に含まれる形で落下し、植物であ
れ、土壌であれ、落下した場所を汚染した。それらはイメージングプ
レートで観察すると、細かい斑点状に分布していることがわかった1）。
それは水で洗浄しても一部（20% 以下）は洗い流されるが、残りは
容易に落とせなかった。土壌では、
表面近くの3 ～ 5cm 以内に全体の90％以上が残り、
降雨によっ
てもほとんど下降しない様子が観察された2）。
このような挙動から、私にはセシウムが一価の陽イオンとして単純に挙動しているとは思えな
かった。ある粘土鉱物の専門家からは、セシウムが粘土鉱物の結晶の面と面の間にすっぽりとは
まり込むので動かなくなるという説明を受けた。果たして、自然界でそのようなことが起こって
いるのであろうか。地殻には、非放射性セシウムは3ppm 程度存在しているが、その穴は飽和し
ないくらいたくさん残っているのだろうか。また、植物に強く吸着した場合は、どのように吸着
しているのであろうか。
植物の表面には粘土鉱物は存在しない。
これに関連して当初から気になっ
ていたが、今回降った放射性セシウムの化学形に関して情報が少ない。金属セシウムは非常に反
応性に富むことがわかっている。単一の化学形ではなく、複数の化学形で存在していて、化学形
によって挙動が変わるということがあるだろうか。水で洗い流されやすい放射性セシウムは、水
に溶けやすい化学形をもつものであろうか。放射性であるがゆえに、極めて微量で検出・定量す
ることが可能であり、植物体や土壌などのどこにどれだけの量の放射性セシウムが存在するかは、
比較的容易に調べることができる。しかし、モル数から考えると、通常の化合物の同定できる量
をはるかに下回っていることから、放射性セシウムがどのような化学形と機構をもってこれらの
物質中に取り込まれているのかを明らかにするのは非常に難しい。
一旦、植物や動物体内に可溶化された形で取り込まれた放射性セシウムは一価の陽イオンとし
て挙動しているらしい。イネにおいて、カリウム不足の土壌においてはカリウムを補えば、土壌
中からの放射性セシウムの吸収が抑制される。このカリウムを補う方法は、昨年土壌の放射性物
質の汚染は高くなかったのに、玄米に基準値よりも高い値が出た水田において、今年試されてい
る。生産者のためにも消費者のためにも、いろいろな知恵を出していかねばならない。
1）田野井慶太朗，橋本健，桜井健太，二瓶直登，小野勇治，中西友子. RADIOISOTOPES 60，317-322（2011）
.
2）塩沢昌，田野井慶太朗，根本圭介，吉田修一郎，西田和弘，橋本健，桜井健太，中西友子，二瓶直登，小野勇治 .
RADIOISOTOPES 60，323-328
（2011）
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２本の陽電子消滅ガンマ線はなぜ「同時」なのか？
―波動関数からの考察
東京大学大学院総合文化研究科

斎藤

晴雄

１．はじめに
筆者が陽電子の研究を始めたのは相当昔であるが、それ以降、ごく
最近までの長い間、陽電子が電子と消滅して出来るガンマ線は「粒」
である、と信じていた。サーベイメーターでベルがピッと鳴った瞬間、
ガンマ線の「粒」が検出器に到着した、と思っていたし、EGS4＊1で
ガンマ線の「粒」の位置が時間とともにどう変化するかをトレースす
る計算も行った。ガンマ線検出器の位置を変えると、時間の測定デー
タがガンマ線の飛ぶ距離を光速 c で割った時間だけずれることもしば
しば目にした。ありふれた X 線回折と異なり、ガンマ線回折は論文
で読んだだけで実験室で見たことはなく、ガンマ線の「粒」は常に直
進するように思えた。これらのことから、ガンマ線は光速で進む「粒」であると思っていて、そ
れで特別不都合を感じたことはなかった。おそらくこれは筆者だけでなく、放射線の実験に関わ
る研究者の常識になっているのではないかと思われる。
さて、陽電子の重要な応用に、医療における PET（Positron Emission Tomography, 陽電子
断層撮像法）がある。これは、2本の消滅ガンマ線を検出して体内に注入した陽電子放出核の位
置を知る方法である。画像の SN 比を向上させるために、TOF-PET（Time-Of-Flight PET）と
いう方法が研究されている。これは、ガンマ線の「粒」が検出器に届いた時間を測定することで、
2つの検出器を結ぶ線上のどこに陽電子放出核があるかを決める、ということである。これは、
明らかに、ガンマ線は「粒」であることを前提とした発想であって、陽電子が消滅すると同時に、
ガンマ線の2つの「粒」が反対方向に放出される、ということが仮定されている。
最近、ガンマ線の波動関数を考察することにより、この考えに異を唱える論文が発表された1）。
その中では2本のガンマ線の時間相関は平均で250ps 広がるので、それ以上の精度の TOF-PET
は不可能という驚きの結論が示されている。我々はそれを仔細に検討した結果、波動関数を用い
ること自体は正当であるが、その用い方に誤りがあることを示した。また正しい計算により、
「2
本のガンマ線がどの程度同時であるか」を明らかにした2）。本稿ではこれらについて解説を試み
たい。本稿は3段階になっていて、最初に1光子、つまりガンマ線が1つの場合の波動関数を解説
し（1）、次に「
（2）同時でないという主張の根拠」を説明したのち「
（3）それは見かけほど非同時
ではない」という話になる。まわりくどいが、お付き合いいただければ幸いである。
＊1

ガンマ線や電子の電磁カスケードによる伝播をモンテカルロ法で計算するプログラム。アメリカのスタン

フォード線形加速器センターや日本のＫＥＫで開発、改良、保守が行われている。
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２．イントロダクション：1光子の波動関数
ガンマ線が2つある場合を考察する前に、より基本的なガンマ線が1つの場合（1光子の場合）
について解説する。量子力学では、状態を波動関数で書き表す。例えば、状態Ψが以下のように
書けるとする。
（1.1）
この時、状態φ1が実現する確率は係数の自乗で、つまり（1/√3）2=1/3、状態φ2が実現する確
率は2/3である。このような状態を重ね合わせ状態またはエンタングルメントした状態と呼び、
量子力学では一般的な状態である。さて、今、一つの原子核が励起状態にあったところ、脱励起
してガンマ線を1つ放出する、という過程を考える。この時に可能な状態は、まず、
「原子核は励
起状態」かつ「ガンマ線はない」という状態で、式で書くと、
（1.2）
となる。一つ目の「│ >」
（ケットと呼ぶ）が原子核の状態、2つ目のケットがガンマ線の状態を
表す。さて、ガンマ線が出た状態は、
「原子核は基底状態」かつ「ガンマ線が一つあり」という
状態であって、ガンマ線のエネルギーがいろいろあり得るので、i を1以上の整数として、
（1.3）
ということになる。ki はガンマ線の波数であって、いろんなガンマ線があり得るところ、その波
数に順番をつけたものである。波数は、単位長さ当たりの波の数に2πをかけたものだが、ガン
マ線の場合は、
（1.4）
の関係で、波数 ki とエネルギー Ei が比例する。h̄ はプランク定数、c は光速度である。
さて、今知りたいのは、時刻 t における波動関数Ψ
（t）である。あり得る状態は
（1.2）と
（1.3）式
に示したので、波動関数はその重ね合わせとなり、
（1.5）
と書ける。一項目だけ原子核は励起状態で、かつガンマ線はなく、2項目以降は原子核が基底状
態で、何かのガンマ線がある状態である。b（t）
は各状態が実現する確率と関係する。特に初期
i
状態は、ガンマ線がなく、原子核は励起状態なので、
（1.6）
（1.7）
次に、この係数 b（t）
の時間発展が求まれば、この問題が解けたことになる。これは、時間に
i
依存する Schrödinger 方程式
（1.8）
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を解くことで得られる。H はハミルトニアンで、ガンマ線のエネルギーや、原子核とガンマ線
の相互作用を含んでいる。詳しい H の形や解きかたはさておいて、
まず b（t）
は以下のようになる。
0
（1.9）
これは原子核が励起状態にある確率であり、図1のように時間 t が増えると減少する。これは、
全ての放射性同位元素がそうであるように、指数関数法則にしたがって減少しているわけである。
τが崩壊の平均寿命である。

図1

ガンマ崩壊する原子核が励起状態にある確率

さて、原子核が励起状態にある確率が時間と共に減少するわけなので、その分は他の確率が増
える。他の確率とは、
ガンマ線（光）が存在する確率である。これを計算すると、
十分時間がたっ
た後では、
（1.10）
という式になる。k0はガンマ線の（平均）エネルギー、Γは線幅と呼ばれ1/cτに等しく、j は虚
数単位、A は規格化定数である。bk の絶対値を図2に示す。
さて、式（1.10）と図2で表されるガンマ線はどういうガンマ線か、というと、これは、図3で
示すような波束になる＊2。図の縦軸は存在確率を表している。今、ある地点に検出器を置いて、
ガンマ線を待ち構えていたとする。検出器の上をこの波束が通過していくと、そのどこかの瞬間

図2
＊2

ガンマ線の波数と強度の関係

球面波である波動関数の一部を遠方で観察している。
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に、ガンマ線と検出器の相互作用（光電吸収やコンプトン散乱）が起こり、その瞬間に波束が収
束し、ガンマ線の位置および到達時刻が確定する。この測定を繰り返すことにより、寿命スペク
トルが得られて、それは波束と同じ形になる＊3。

図 3 原子核から放出されるガンマ線の波束の形
波束は exp の形で光速で伝播する。波束中には 1 つのガンマ線が含まれる

3．２本のガンマ線が同時でないという主張
さて、陽電子が電子と対消滅して、2つのガンマ線になる過程を考える。簡単のために、スピ
ン一重項のポジトロニウム（Ps、陽電子と電子の束縛状態）が2つのガンマ線に変わるとする。
図3が1光子の波動関数であれば、そこから類推して、2光子の波動関数の波束は図4のようになら
なくてはいけない。波束の平均長はポジトロニウムの寿命の125ps で決まるとすればそれに光速
c を乗じた長さ3.75cm である＊4。この図を眺めると、本稿の主題である、
「2本のガンマ線は同時
なのか？」という疑問が生じてくる。
図4の右のガンマ線の時間を測定すると、波束のどこかにガンマ線が検出できる。左のガンマ
線も同様である。

図4

ポジトロニウムから放出されるガンマ線の波束

それで、右のガンマ線の時間と左のガンマ線の時間は、全く相関しないのだろうか？もしも全
く相関しないのであれば、
右のガンマ線の時刻は波束の長さを光速で割った時間（125ps）広がり、
左のガンマ線の時刻も同様なので、数100ps の広がりが生じることとなる。この考えに基づいて、
カナダの Hawton 氏らは、2本のガンマ線は同時でない、という論文を発表した
［1］
。時間相関は
2つの指数関数の畳み込み積分であり、図5のようになる。つまり、平均250ps 程度、2つのガン
マ線の時間はずれる、ということになる。これが、序節で述べた3段階のうち「
（2）
同時でないと
いう主張の根拠」である。
＊3

これを初めて示したのは、ライプチッヒに留学中の菊池正士で、1930年のことだった。

＊4

Hawton 氏らは 3.75cm としているが、後で述べるように、きちんと計算すると倍の 7.5cm になる。
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図5

Hawton 氏の説による 2 つの消滅ガンマ線の時間相関

４．陽電子消滅ガンマ線の正しい波動関数
我々は Hawton 氏らとは独立にこの問題を考察し、同時に実験も行い、別の結論に達した
［2］。
確かに Hawton 氏らの図4は正しいのだが、この横軸の座標が問題である。実はこの横軸の座標
は相対座標であって、図4は2つのガンマ線の波束の距離が時間と共に離れていくことを表してい
るのである。
2つのガンマ線は2体系なので、正しくは2体の波動関数を書かなくてはいけない。2体の運動は、
一つ目の物体（ここではガンマ線）の座標を x1、二つ目の座標を x2として、波動関数は、
（1.11）
となる＊5。ポイントは、情報を失わずにこれを一変数に直すことはできない、ということである。
例えば、図6のような山脈があったとき、Ａさんから山脈を見ると、ある形
（スカイライン）が目に

図 6 山脈とＡさんによるスケッチ
Ａさんによるスケッチは一方向から見た形であって、山脈の形を全て現しているわけではない。
＊5

これは説明の都合のための式であって、電子と異なり、光子の場合は確率に比例する波動関数を書くこと

は出来ない。
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入るけれども、これはあくまでＡさんの方向への射影であって、本当の山脈の形を現しているわ
けではない。
それでは正しい波動関数はどうなるか、というと、相対座標の関数ψr と、重心座標の関数ψG
の積になる。
（1.12）
これを実空間に射影すると図4になるのだが、射影の過程で一部の情報が失われる。図4は、こ
のうちψr だけを描いていた絵だったということである。両方描くとどうなるか、というと、二
次元平面の図には描けない。図7の立体図のようになる。図7の z 軸で示しているのは、Glauber
の2点相関関数と呼ばれる量である。2つの軸 x1と x2は2つの検出器の位置を表しており、2点相
関関数はこの2つの検出器でガンマ線を同時に検出する確率である。原点付近にポジトロニウム
があって、x 軸上の例えば +10cm の位置に1つ目の検出器があった（x1 = 10cm）とすると、2つ
目の検出器が−10cm 付近の位置にある場合（x2 = −10cm）のみ、ガンマ線が同時に検出される
ということを図7は示している。

図 7 波動関数の形の鳥瞰図
2 つのガンマ線の波束は矢印の方向に進む。一つ目のガンマ線の位置 x 1 と二つ目の
その結果 x1 はほぼ - x2 と等しくなる。
ガンマ線の位置 x2 は波束がある部分だけが許され、
（x1 + x2）
/2 である。
xr = x1 - x2, xc =
ここから、2本のガンマ線は「ほぼ同時」であることと、その「ほぼ同時」の程度が分かる。
図7を見ると、波束には厚みがある。片方のガンマ線の位置 x1が確定すれば、反対側のガンマ線
の位置 x2は波束の厚みの範囲で確定するわけである。
それでは、図7の波束の厚みは何で決まるか、というと、それはポジトロニウムの重心運動の
波動関数で決まる。これは、消滅前と消滅後で、重心の波動関数は変わらないからである。これ
は、力学で、「内力は全体の運動に影響しない」という法則であって、自分の足を持ち上げて宙
に浮くことはできないのと同じである。ポジトロニウムの重心の広がりは µm から nm のオーダー
なので、2本のガンマ線もその範囲で同時ということで、時間に直せば fs から as のオーダーで
ある。250ps の100万分の1以下であり、はるかに小さい。
このようにして、序節で述べた3段階の最後の「
（3）
それは見かけほど非同時ではない」が示さ
れた。
正しい計算
［2］によっていくつか分かったことの一つが、波束の平均長さは、ポジトロニウム
の寿命125ps に光速 c を乗じた3.75cm でなく、その倍の7.5cm になることである。これは計算を
追わずとも直感的に理解できる。
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検出器を置いてポジトロニウムの寿命スペクトルを測定すると、得られる寿命は125ps になる3）。
検出器の位置には、2光子の波動関数が同時にやってきているわけだから、検出器がガンマ線を
検出する確率は1光子の場合の倍ということになる。従って、ある瞬間 t から t+∆t の間に検出器
がガンマ線を捉える確率は
（1.13）
となって、測定結果は3.75cm、時間では125ps になるわけである。

５．結論
ポジトロニウムが消滅したとき、同時に2つのガンマ線の「粒子」が出ているように見えるの
は見せ掛けであって、実際に出ているのは大きく広がった波束関数である。これは一方のガンマ
線と他方のガンマ線が強く相関しているので、片方の位置が決まれば、もう片方の位置もほぼ決
まり、見かけ上粒子が2つ出てそれを検出したように見える。位置の相関の度合いは、元のポジ
トロニウムの重心運動の広がりで決まる。
量子力学的世界観が、このようなありふれたプロセスでも本質的であることは重要である。エ
ンタングルしたペアに関しては、
アスペによるベルの不等式の実験や、
それをリファインしたマー
ミンの魔方陣4）のように、我々の常識を覆す結果が多数得られてはいるものの、それらは特殊な
系であって、しかもスピンの方向のような離散変数の場合が多かった。この消滅ガンマ線の系は
連続変数であり、また宇宙に豊富に存在するので、もしも、宇宙から来た消滅ガンマ線を検出し
たとすると、検出した瞬間に、反対側のガンマ線の位置がほぼ確定し、宇宙の運命も、こちら側
だけでなく、反対側も含めた全体が影響されるということになる＊6。非局所的な、拡大バタフラ
イ効果というべき事態が毎回発生しているわけである。
そこまで話を大きくせずとも、筆者について言うと、陽電子の研究を長年やっていると、陽電
子が消滅してガンマ線の粒が出てくる、という現象を見飽きてしまって、少々倦怠感を覚えるよ
うになってきていた。この研究で、粒でなくて波動関数の波束が出ているということが分かり、
自然界の妙味の深さを感じさせられることになった。今では、サーベイメーターがピッと鳴るご
とに、波動関数が収束したな、と思って楽しめるようになったということが、個人的に大きな収
穫であったと感じられる。
共同研究者の澁谷憲悟氏と、有益な discussion を頂きました久我隆弘氏、鳥井寿夫氏に謝意
を表します。
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.
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.
3）H. Saito and T. Hyodo, Phys. Rev. Lett. 90, 193401（2003）
.
4）筒井泉「量子力学の反常識と素粒子の自由意思」岩波書店（2011）
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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、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す。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ます。
2012年9月25日現在
機

器

名

保 管 場 所

担 当 者

測

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

野川憲夫

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

桧垣正吾

低バックグラウンド Ge（Li）検出器

2F 物理実験室

桧垣正吾

ゲルマニウム半導体検出器

2F 物理実験室

桧垣正吾

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

桧垣正吾

Si 表面障壁型検出器

2F 物理実験室

桧垣正吾

中性子・γ線弁別用測定装置

2F 物理実験室

桧垣正吾

ガンマカウンタ（コブラ

3F 測定室Ⅰ

野川憲夫

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 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

液体シンチレーションカウンタ（3100TR）

3F 測定室Ⅱ

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

バイオイメージングアナライザー（BAS1800）

3F 測定室Ⅱ

野川憲夫

γ線シンチレーション測定装置

3F 測定室Ⅱ

桧垣正吾

粉末エックス線回折装置

2F 物理実験室

桧垣正吾

殊

メスバウア装置

2F メスバウア装置室

桧垣正吾

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

器

内径 2.5 cm）窓無し

特

定

ガスフローカウンタ（試料皿

和之

装
置
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機

器

名

保 管 場 所

担 当 者

試 料 調 製
･分 析 用 そ の 他 設 備
放 射 線 管 理 ・ 教 育 訓 練 用 設 備

シリコニット型電気炉

BF 分析機器室Ⅲ

桧垣正吾

共焦点レーザー顕微鏡

1F 管理室Ⅱ

秋光信佳

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 生物実験室Ⅰ

秋光信佳

ルミノ・イメージングアナライザー

4F 生物実験室Ⅰ

秋光信佳

定量 PCR 装置

4F 生物実験室Ⅰ

秋光信佳

分光光度計

4F 分析機器室Ⅱ

垰

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

137

BF ポジトロン装置室

野川憲夫

サーベイメータ類（共用）

1F 汚染検査室

瀧上由美

ガラス線量計

2F 物理実験室

桧垣正吾

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

GM 計数装置

3F 測定室Ⅱ

桧垣正吾

サーベイメータ（実習用）

3F 測定室Ⅱ

桧垣正吾

X 線フィルム現像装置

5F 暗室Ⅳ・Ⅴ

垰

放射性有機廃液焼却装置

5F 処理室

野川憲夫

Cs ガンマ線照射装置

和之

和之

和之

※共同利用機器・設備等ご利用希望の方は下記の各担当者までご連絡ください。
・秋光 信佳（内線 : 23057）
・垰

和之（内線 : 22892）

・桧垣 正吾（内線 : 22887）
・野川 憲夫（内線 : 22874）
・瀧上 由美（内線 : 22885）
直接ダイヤルインされる場合は

03−5841−□□□□ （□は内線の頭2を除いた下4桁）
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※共同利用機器・設備例
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