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放射線被ばくとこころの影響
金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設長

柴

和弘

私の娘が4歳のころ、肺炎になりかけて、病院で胸のレントゲンを
撮ったときのことである。そこでは、X 線写真ではなく、直接画像を
みて診断していた。驚いてすぐ止めるように言ったが、その老医者は
大丈夫だと平然としていた。
20年前ではあるが、
まだこんなことがあっ
たのである。娘の被ばく線量は後から X 線撮影の専門家に聞いたと
ころ多くても5 mSv ぐらいだそうである。その当時は、大変心配で
あり、今でも、少し気になっている。
なぜ、今この話をしたかというと、現在、私は、福島第一原発事故
で不安に思っている石川県の一般の方に、
「放射能・放射線の話〜放射
能汚染とその影響について〜」という演題で、10回以上講演し、放射
能・放射線に対して過剰に怖がらないで、ということを話してきた。それは、放射線の人体への
影響や身の回りの放射線環境等について科学的論拠に基づいて、私自身が納得して、一般の方に
お話しているつもりだからである。例えば、1）
1960年代からの核実験により、現在までに、137Cs が
積算で約12,000Bq/m2ほど日本中の土地にすでに降っている1）、2）約87,000人におよぶ広島・長崎
原爆被爆者の疫学調査の結果、被ばく線量1,000 mSv で、がん死亡率が5% 増加するが、被ばく
線量5−100 mSv の人と被ばく線量5 mSv 以下の人の間で、がんでの死亡率に差を見つけること
はできない2）、3）都道府県別の全部位がんの10万人あたりの年間死亡者数は最大で40% 以上も
3）
違う（2011年）
、4）
体重60 kg の人で約4,000 Bq の40K が絶えず体内に存在している、5）
地球上の
生物は元々放射線に暴露された環境下で進化してきた、等である。しかし、その私がやはり自分
の子どものことになると、最初に述べたようになる。それは、本来受ける必要のない危険と思わ
れている事が、理不尽にも自分や身近な人に降りかかって来たからであろう。このことを考えた
とき、一般の人、特に福島県の方達に科学的に見て、大丈夫でしょうとは、軽々に言えない。や
はり、同じ目線、立場に立って、今の状況をどうやって乗り切っていくかということをいっしょ
に考えていくことが重要である。
最後に、別の視点から一つ、今年4月に食品の137Cs の規制値が500 Bq/kg から100 Bq/kg に変
更された。これは、安全側にたっており一般の人達にとって良いことである。しかし、私は福島
県の農家の人達の言葉がずうっと耳に残って離れない。それは、
「規制値が下がって、もし1回で
も農作物が規制値を超えたら、もうその地区の農家は風評被害で終わりだ。
」
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1．はじめに
3月11日の東日本大震災によって発生した原発事故の影響は非常に
大きく、福島県の放射性物質による土壌・水質汚染は、現在もその解
決の道筋が見えていない状況である。放射能汚染は現在報道等で報告
されている様に、現地の人々の生活に未だに大きな不安を与えている
だけで無く、福島県産の農作物・水産物にも影響が出ている為、至急
にその対策を考える必要がある。
我々の研究グループは京都大学として一致団結し、早期から福島県
農業総合センター（写真1）と連携研究を開始する事で、福島県現地
の土壌汚染の調査とその対策方法について検討を行ってきた。農業用

写真１. 福島県農業総合センター
福島県郡山市。今年も引き続き農作物の環境放射能モニタリング等が続いている。
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地を主な対象として、種別毎の土壌サンプルがもつ放射性核種の解析や定量、また水や薬品等に
よる洗浄効果等についての初期調査を行いつつ、汚染除去の最適手法を検討してきたので、その
状況を報告する。

2．連携研究と研究支援体制について
福島県農業総合センターとの連携研究に関する概要と、京都大学側の研究支援体制について紹
介する。私自身、2011年4月から福島県農業総合センターと農業用地の除染に関する研究課題の
模索を開始し、5月には何度か直接現地に赴いて実際の状況と対策について調査を行った。福島
県現地への2回目の訪問では、東京大学大学院農学生命科学研究科の中西友子教授や根本圭介教
授など、そうそうたる農学の専門家に直接ご指導頂く事も出来、研究を進めるきっかけとして非
常に貴重な経験をさせて頂いた。
放射能汚染を実際に現場で目の当たりにすると、その深刻さと、地震被害からの復興も含めた
暗中模索な状況に対して愕然となった。しかしながら、現地センターの研究員の方々の冷静な対
応や、放射線対策を新たに研究テーマとして開始するため精力的に情報収集を行う姿に感銘を受
け、京都大学が持つ様々な研究設備や技術を研究支援として使えないか、自分自身の研究協力も
含めてその可能性を探す事となった。2011年4月当初の時点では京都大学本部キャンパス、宇治
キャンパスでの実験環境が整っておらず、実際問題として放射性物質を扱う為の場所が確保出来
ていなかった事もあり、同じく京都大学原子炉実験所の福谷助教（現 ･ 准教授）の協力を得て、
原子炉実験所での福島県土壌の解析を一緒に行う事となった。また、化学的側面からの検討とし
て、土壌の組成解析や処理手法について化学研究所の徳田准教授に協力を依頼し、共同で作業を
行う体制を整えてきた。京都大学原子炉実験所は大阪府泉南郡熊取町にあり、私自身が所属する
生存圏研究所（宇治キャンパス）
からは片道2時間半ほどかかる。5月半ば頃から農業総合センター
の農場の土壌サンプルを厳重保管して持ち帰って来ていたが、そのサンプルをまた原子炉実験所
に持ち込む事は時間もかかる上に、扱いにさらに慎重さが求められる事となる。そのため、同様
の研究設備がある京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター（以下 RI センター）
の設備を自身で利用する為、設備利用の講習会を受けつつ、RI センターの戸崎准教授の協力の下、
放射性核種の定量を自身で行える体制を整えた。
ここまでの活動は全ての教員のボランティア的な支援が多かったが、2011年6月に入り我々の
研究体制は京都大学としての活動として認められ、福島県農業総合センター側との関係も、
「放
射性物質の除去・低減技術の開発状況について」という連携研究課題の一つとして正式に認めら
れ、現在も継続して研究を続けている状況である。

3．現地土壌のモニタリングと初期洗浄試験について
福島県との連携支援研究を正式に行うことになった事から、京都大学側でも支援体制をさらに
整えつつ、福島県農業総合センターから様々な土壌をサンプルとして持ち帰り、その組成や放射
性核種の定量をする事となった。また、土壌の除染技術の確認のため、強酸・塩基処理によるセ
シウム溶出率の確認と、肥料系薬剤を使っての溶出率の確認も行った。
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3−1．土壌汚染の状況
福島県下の土壌汚染状況の確認もあり、2011年5月17日に福島県農業総合センターにて採取し
た5種の土壌（川砂、褐色森林土、黒ボク土、灰色低地土、褐色低地土）についての放射性セシ
ウムの定量を行った。RI センター分館の高純度ゲルマニウム半導体検出器（EG&G ORTEC 社、
GMX-18200-S）を用いて137Cs と134Cs を測定し、各サンプル（100g）の測定時間は10分とした。
サンプル測定の際の較正などについて、東京大学大学院農学生命科学研究科の田野井准教授にご
指導も頂きながら測定を
行う事が出来た。
土壌サンプルは全て放
射能濃度が非常に高いと
思 わ れ る 表 層5cm の 部
分を採取しているため、
濃度が低いと思われた川
砂でも10000Bq/kg 以上
の値を示している
（図1）
。
深さ方向の比較として、
灰 色 低 地 土 の 表 層5cm
採取のサンプルと表層
15cm 採取のサンプル、
また、過去との比較とし

図 1. 土壌種別毎の放射能

て、室内保管されていた

非汚染土壌の定量も行った（図２）
。既に
様々な研究機関・大学で報告されている様
に、原発フォールアウトで降り積もったセ
シウムは表層5cm 辺りに90% 以上含まれ
ている事がわかった。
3−2．除染技術と初期洗浄効果について
除染技術に関しては、過去の事例として
スリーマイル島やチェルノブイリ原発の事
故における放射性核種（セシウム137、セ
シウム134、ストロンチウム90、ストロン
チウム89など）による土壌汚染に対する研
究は多々行われており、特にセシウムの土
壌固定に関する報告は多いものの、汚染さ
れた地域の除染に対する画期的な技術は未
だ無いのが現状である。土壌からその核種
を取り出す手法としては、強酸（塩酸等）
図 2. 地表深さ方向に対する土壌の汚染度

や強塩基（水酸化カリウム等）を用いての
強制的な溶出実験も存在するが、実験後の
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土壌が今度は酸・塩基で汚染されてしまい、もはや農作物を育てる事の出来る「土壌」とは別の
物になってしまう。福島県の土壌においても強酸・強塩基による洗浄試験を行ったが、洗浄によ
り溶液中に抽出されたセシウムは最大でも5% 程度であり、その効果は薄い。そのため、別の薬
剤として土壌中に固定化されたセシウムとの交換効果があると言われているカリウム、アンモニ
ウム系の肥料系薬剤を使っての溶出率を確認した。その結果、強酸・強塩基と比較してもほぼ遜
色の無いセシウムの抽出効果が見られた。この肥料系薬剤については農業用地に対する効果とし
ては比較的有効な手段として利用出来るが、溶出率をあげる為にはさらに別の手法も含めた複合
的な処理が必要であると痛感した。

4．微細気泡水技術について
除染において薬剤使用が効率的にも経済的にもかなり厳しい状況にあると判断し、我々は何か
別の除染方法が無いか、ある意味総当たりで調査を行ってきた。そこで新しい技術として着目し
たものが微細気泡水の生成技術である。水などの液体中に含まれる気泡は、我々にとって身近な
存在である。炭酸水は、二酸化炭素からなる気泡を含んでいるし、泡風呂の様に常に気泡を生成
する事で、気泡を水中に存在させることもできる。これらの気泡は、浮力によって水面へ浮上し、
最終的には消滅する。この例における気泡の大きさ（直径）は、数 mm 程度である。
気泡の大きさが100μm 程度になると、通常の大きさの気泡とは異なった性質を示すことが明
らかとなってきている1）。その特徴を活かし、医療分野や環境浄化分野で用いられている例もあ
るが、このような大きさの気泡は、微細気泡（マイクロバブル）と呼ばれる。また、1μm より
も小さな気泡をナノバブルと呼称することもあるが、マイクロバブルの範疇にあるものと考えて
も相違無い。以降、ナノバブルという名称は、セシウム汚染土壌の浄化試験に用いた気泡（大き
さの実測値が100 nm 程度）に限定して用いる。
気泡が微細化することによって、通常の気泡とは異なった性質を示し、時として実用上、有用
になることがある。しかしながら、微細気泡は、我々の望みを全てかなえてくれる魔法の技術で
はないことを明記しておく。
水中の気泡は、浮力によって浮上し、水面で破裂して消滅する。この浮力の大きさ（F）は、
次の式で表すことができる。

F

4π
3

3

ここで、水の密度を1、気泡の半径を r、重力加速度を g とした。気泡が小さくなると、浮力
が小さくなるため、浮上速度が遅くなることが知られている1）。直径10μm の微細気泡の上昇速
度は60μm/s であり、水中に一時的に滞留できる。滞留する気泡の消滅過程は、
（1）
浮上後の破裂、
（2）自己縮小による消滅、
（3）
合一および浮上後の破裂、
（4）
自然圧壊、のいずれかである。
気泡の表面は水と気体の界面であるため、表面張力の影響によって気体を圧縮する圧力が働く。
その大きさ（ΔP）は、ヤング−ラプラスの式で表すことができる1）。

2σ

ΔP
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ここで、気泡の半径を r、表面張力をσとした。ヘンリーの法則により、気体の溶解度は圧力
に比例する。つまり、気泡が小さくなればなるほど、気体の水への溶解度が高くなるといえる。
微細気泡は、（1）
水への自己溶解によって縮小し、
（2）
縮小した結果、圧縮する圧力が高くなって
自己縮小し、（3）
最終的に溶解により消滅する、という過程を辿る。

5．微細気泡の生成方法 2）
微細気泡を生成する方式として、細孔を持つパイプへ気体を圧入する細孔式、液体に超音波を
照射する超音波式、過飽和状態の気体を析出させる加圧溶解式、気液二相流体を遠心分離して剪
断する気液混合剪断方式などが知られている。本研究では、ナノバブル発生装置 BUVITAS
HYK-32-D（Ligaric 製）を用いて、気液混合剪断方式による微細気泡の生成を行った。また、気
泡径の評価は、NanoSight LM-10＊2（NanoSight 社製）により行った（図3）
。
また、BUVITAS により生成した微細気泡水に含まれる気泡の最頻直径は図4に示すように、
100 nm 程度であることがわかり、
「ナノ」バブルであることが確認できた。また、7日経過後に
もナノバブルが水中に存在することがわかった。

図 3. 気液混合剪断方式によるナノバブルの生成
IN 側から気体と液体、それらを混合させ発生させたマイクロバブルを、ポンプ圧力でナノバブル発生器に送る。
遠心力により、一部のマイクロバブルが剪断されナノバブルが発生する。

＊2 NanoSight LM-10
赤色レーザを用いたナノ粒子の散乱光を可視化し、その動画をブラウン運動として画像解析する事で、粒径と
濃度分布を分析する装置。
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気泡の濃度 / 10 mL

-1

生成直後
7日経過後

図 4. 気泡の直径と濃度の関係

0.6

気泡生成から 7 日経っても、100nm
程度の大きさをピークとする気泡（ナ
ノバブル）が存在することが分かる。
100nm 程度の気泡の濃度が生成直後
より増えているように見えるのは、
生成直後にはクラスタ状に集合して
いたことにより大きめの粒子として
計測されていた 100nm 前後の泡の塊
が、時間経過と共に離散したことに
よると考えられる。
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6．微細気泡を用いた砂礫の洗浄 2），3）
我々は、土壌に関する除染について東日本大震災直後から調査を開始し、その浄化技術に関す
る基礎データを集めてきた。その土壌浄化の一例として、ナノバブルを用いた洗浄効果について
紹介する。洗浄サンプルの砂礫は、福島県農業総合センターで採取し、表面の粘土を除去するた
めに水で前洗浄を行った。洗浄後の砂礫100 g を種々の水500 ml 中にそれぞれ静置し、洗浄前後
の乾燥状態での Cs-137濃度を比較した。用いた水は、精製水、ナノバブル水、市販の洗剤を0.15
wt% 添加した水（以下、石けん水）である。微細気泡濃度の除去率依存性を確認するため、ナ
ノバブル発生装置の稼働時間を変えて砂礫サンプルの洗浄を行ったところ、図5に示すように気
泡の最頻濃度（1 ml 中の個数）がと Cs-137の除去率に相関がある事が示される。また、精製水、
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図 5. ナノバブル発生装置の稼働時間と、最頻粒径におけるナノバブルの濃度
（1mol 中の個数）
、砂礫からの Cs-137 の除去率の関係
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石けん水との比較を行った結果を図6に示す。精製水や石けん水を用いた場合と比較して、ナノ
バブル水を用いると、洗浄効果が高くなることがわかった。
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図 6. 砂礫洗浄による Cs-137 の除去

7．微細気泡による洗浄のメカニズムについて
なぜ微細気泡を含む水が洗浄に有効であるかの要因として、表面吸着や表面電荷による影響、
気泡が研磨剤として働く可能性、気泡の持ち上げ効果、表面張力の低下による浸み込みなどが考
えられる。しかしながら現時点では、いずれの要因によるものかについての科学的説明は定かで
はない。ただし、ナノバブル水により洗浄を行った洗浄液の方が、そうでないものと比べて濁っ
ているため、砂礫の表面に付着した粘土質とともにセシウムが除去されたと推察される。

8．農業分野への応用利用の可能性
我々は本年度の福島県農業総合センターとの連携支援研究の継続を行い、微細気泡の持つ浸透
性を農業分野に応用利用すべく試験研究を行っている。本年度の試験状況としては、花き植物の
延命効果についてナノバブル水が与える影響と、同じく花き植物の着色試験において与える影響
を評価している段階である。ここでは、上記試験のうち着色試験についての結果を速報として紹
介する。写真2が着色対象となるトルコキキョウであり、
このトルコキキョウに対して、
着色剤
（パ
レス化学「ファンタジー（オレンジ）
」
）を使っての24時間染色試験を行った。希釈方法としては、
着色剤と水を重量比１：１で混和し、それぞれ純水とナノバブル水（双方とも約5度で使用）を
用いた。実験環境としては試験室の温度は20度に保ち、日長時間を明期12時間−暗期12時間（蛍
光灯、PPFD 10μmolm −2s −1）と自動設定して10分毎にデジタルカメラによる自動撮影でその色
8
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写真 2. トルコキキョウ
（ピッコローサスノー）
の着色試験時の様子

合いを確認した。色合いの調査には、計算機上で花の部分の画像を CMYK 解析し、特に黄色に
ついてのピーク平均値についての時間経過をグラフとして作成した（図7 ）。着色の早さと色合
いの濃さについて、生成したナノバブル水の方が明らかに早く、そして濃い色合いになっている
事がわかる。本試験はまだ参考程度の試験であり、調査に必要なパラメータ（生成時間や温度、
染色材の濃度等）はまだこれからの研究が必要な段階であるが、今後に期待が持てる研究結果と
なっている。

図 7. ナノバブル水を用いた際の花き類の着色度合いの違い
着色にはパレス化学「ファンタジー
（オレンジ）
」を用い、CMYK 解析は計算機上で行った。トルコキキョウを用い、
染色傾向の違い
（黄色）
を示す。
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9．おわりに
2011年3月の東日本大震災直後から多くの人々が大変な思いをしており、特に福島県では本来
苦しむべきで無い人々までもが被害に巻き込まれ、現在もその影響は続いている。我々は国立大
学に勤務する科学者であり、この様な国難の際には一致団結して解決方法を探求する事こそが本
来の義務であり、急務であると考えている。
我々は、環境放射能とは全く無縁の研究者であったが、先に述べてきた様に、災害復旧に役立
ちたいという使命感の下、福島県に住む友人達とも協力して「除染」という未成熟な分野に対す
る情報収集と様々な基礎実験を昼夜問わず行ってきた。その結果として、ようやく見つけた一つ
の解が微細気泡だった。微細気泡水は万能の水ではなく、適用可能かどうかをケース毎に精査し
ていく必要があるが、大気と水のみから生成できる環境負荷の小さな水であり、無限の可能性を
秘めていると考えている。この可能性を開花させるのは、我々の使命である。
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平成25年度 放射線取扱者健康診断 日程
◆対象者：新規放射線取扱者
：継続放射線取扱者で希望する者（要予約）
◆日

程
実施日

受付時間

健診場所

定員

平成25年 4月 8日（月）

9：30 ～ 12：00

本郷保健センター

150名

平成25年 4月18日（木）

9：30 ～ 12：00

本郷保健センター

150名

平成25年 5月13日（月）

14：00 ～ 16：30

アイソトープ総合センター

150名

平成25年 5月30日（木）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成25年 6月 6日（木）

9：30 ～ 12：00

柏キャンパス

150名

平成25年 6月14日（金）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成25年 7月 2日（火）

9：30 ～ 12：00

本郷保健センター

150名

平成25年 7月19日（金）

14：00 ～ 16：30

本郷保健センター

150名

平成25年 9月 2日（月）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成25年10月 7日（月）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成25年10月25日（金）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成25年11月11日（月）

9：30 ～ 12：00

柏保健センター

150名

平成25年11月18日（月）

9：30 ～ 12：00

アイソトープ総合センター

150名

平成26年 1月 9日（木）

14：00 ～ 16：30

アイソトープ総合センター

150名

平成26年 2月17日（月）

14：00 ～ 16：30

アイソトープ総合センター

150名

◆諸注意
① 当日は放射線取扱者健康診断受診通知を持参してください。
② 受診日により受付時間や健診場所が異なりますので、ご確認ください。
③ 継続放射線取扱者で健康診断の受診を希望する方（受診通知がない方）は、部局担当者を
通し、アイソトープ総合センター RI 健診担当までご連絡ください。
④ 医師が必要と認めた場合には、後日精密検査・眼科診察・皮膚科診察を行います。

問い合わせ：アイソトープ総合センター
tel.：03−5841−2875

RI 健診担当
ex.：22875

http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/medical_check.html
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