
放射線工学
放射線の利用から防護・除染まで

東京大学大学院工学系研究科	

勝村庸介



背景
放射線というと原爆、原子力発電所事故を連想
しがちで、怖いというイメージが先行

放射線:  病院で不可欠
診断、医療を含む医療現場での活用

今日の話
放射線の工業利用:  生活を豊かにする
古くから、実績多い。しかし、一般には知られて
いない。

放射線防護・除染の考え方



放射線利用の具体例

(1)半導体の改質

(2)電線、ラジアルタイヤ、

　    創傷被覆材製造等

(3)ボタン電池用隔膜、ウラン回収、

　    防臭剤の製造等

(4)注射器や手術用具の滅菌

(5)火力発電所の排煙処理



半導体改質



電線改質

電線の放射線照射:  1960年代

■  材料の改良

　電気絶縁性、耐摩耗性、

　耐熱性、耐薬品性向上

■  効能

①  高電気絶縁性で配線の省スペース

②  高温で形を保持し

　　　　　　半田付け作業も容易

③  油等にも溶けにくくなる

■  自動車の配線に使用



熱収縮材料

熱収縮材料とは  ?
熱をかけると軟化し、もとの形
状にもどる性質を持つ材料
                    →「記憶効果」

利用法

電気配線、配管で接続部チュー
ブで保護、ガス管の腐食やキズ
防止にチューブをかぶせ利用

製造法
適度な放射線照射材料に熱を加
え軟化させ、形状を拡げ急冷す
ると、その形状を保つ。



発泡材料の製造

発泡材料とは  ?

　　風呂マット、

　　水泳ビート板、

　　自動車内装部品

　気泡を含む高分子材料

　断熱性、防音性がよい

　放射線照射で１つ1つ気泡
が独立した材料　



ラジアルタイヤの製造

■  国内  年間2億本タイヤ製造

90%  がラジアルタイア

9  割以上が放射線照射で製造

■  ゴムの放射線加硫をほどこ

すことにより精度よく成形し、

強度を増し、品質の向上、使

用ゴム量の削減が達成できる。

■  大部分のタイヤメーカーで

は電子線照射法が利用



テフロン®  の微粒子製造

テフロンの特徴

　摺動性、非粘着性、耐熱性、

　撥水性・撥油性、耐薬品性、

　耐候性等

放射線照射による粉末化

粒径：100μｍ-0.3μｍ

薄膜コーティング、オイル塗料、

インクへの配合、スプレー材料



注射器や手術用具等の滅菌

EOG  滅菌

(エチレンオキサイドガス)

発ガン性、残留毒性

　　　　　⇩

放射線滅菌

薬剤不要、非加熱処理、

密閉包装のままで処理

使い捨て



湿潤環境に保ち、治癒を促進

粘着性がなく、創傷面への固着はない。

透明で、創傷部の状態観察

フィルムが外部からの水分や細菌を通さない。

柔軟性に優れているので、皮膚の動きにフィット

皮膚治療用の創傷被覆材



フィルター、捕集材等の製造

空気中の微量ガス除去、超純水製造  

海水中有用金属捕集材  -  海水ウラン回収  

トイレ防臭剤

高機能マスク

ボタン電池用隔膜



Collector braid	


海水中のウランを捕集する官能基�ウラン�
3.3mg	


海水	

1 トン	


海水中に 45 億トン�
鉱山の 1000 倍 

520 万トン  / 年 
ウランの流れ 日本の需要�

8 千トン / 年 
〜0.2％�

海水中 30 日で 

ブレード 1 kg あたり 1.5g のウラン 

ブレード 1000 トン -> �ウラン 1.5 トン  
ブレード  500 万トン �

�-> ウラン 7500 トン 

fishing 	

boat�

海水からのウラン回収

黒潮	




フィルター  、防臭剤

美術館、病院等で設置



高機能マスク



セラミックファイバーの製造

炭化ケイ素

耐熱性：1700℃
強度：300kg/mm2

ロケットエンジン、
超高速飛行機の機体
日本炭素  (株)

窒化ケイ素

耐熱性：1300℃
絶縁性
高温の電線
日立電線(株)



HI-NICALON CLOTH	


シリコンカーバイドの耐熱性

耐熱性  SiC  とその利用

日本炭素  (株)



窒素肥料�

火力発電所の排煙処理
窒素酸化物,  硫黄酸化物の除去



食品照射



ジャガイモの照射

1972  年食品衛生法許可



香辛料の放射線照射

薬剤処理、高温処理不可

放射線処理実用国：25ヶ国

アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、

カナダ、チリ、クロアチア、チェコ、
デンマーク、フィンランド、フランス、
ドイツ、ハンガリー、インド、インド
ネシア、イラン、イスラエル、イタリ
ア、韓国、オランダ、ノルウェー、南
アフリカ、、タイ、英国、米国、ユー
ゴスラビア

許可国：33ヶ国

　　　　IAEA  資料、2001年2月



食品照射とは

60年の研究の歴史
　①  誘導放射能の有無

　②  毒性物質の生成の有無

　③  発がん物質の生成の有無

　④  栄養素破壊の程度

　⑤  子孫に及ぼす遺伝的影響

国際機関の推奨

FAO:  国連食糧農業機関

IAEA:  国際原子力機関

WHO:  世界保健機関

供給確保;  
食糧の損傷回避

安定な食糧供給

害虫やバクテリアによる

　　損傷防止

ジャガイモの発芽防止

安全確保;  
食品の微生物汚染除去

寄生虫不活性化

食中毒:  

サルモレラ菌、O157

豚肉の寄生虫駆除　



宇宙食は照射食品  !

向井千秋さんもこれを食べました。

照射処理のマーク�



世界における食品照射、処理量と経済規模

2005年データ	 



放射線の防護
除染の実際



放射線の防護・除染の考え方

三原則:  時間、距離、遮蔽  +  除去　　

セシウム(放射性物質)の除染:  134Cs(2y)  +137Cs(30y)

　・放出放射線、エネルギー、半減期:  制御不可

　・現在、Cs-134の割合大きい、線量は3年で半減

　・土壌にくっつき、移動しにくい

　・物理的な除染:  洗剤で洗う、削って取り除く

　・化学的な除染:  セシウム成分のみ選択除去

->  吸着剤、フィルター



除染の実際
n 校庭の除染

　(1)表層の土を除去  <-  除去

　(2)除去土を穴の中に保管  <-  距離、遮蔽  

　(3)周りに盛り土、接近禁止  <-  時間、距離、遮蔽

� ��->  広場、家庭の庭等、への応用�
�

nプール水の除染

　(1)水はフィルター(吸着剤)で除去  <-  除去

　(2)沈殿物の除去、土中に保管管理  <-  距離、遮蔽
 

JAEA 日本原子力研究開発機構 福島技術本部: 多くの除染法�
  http://www.jaea.go.jp/fukushima/josenvtr.html:  

福島市除染マニュアル�



除染にあたって

検討項目

・場所の優先順位

・方法の選択

・低減の程度

・ゴミや廃棄物の発生量と処理

重要なバランス

・  科学的な判断

・  政治的、予算的な判断



まとめ

放射線の工業利用:  生活を豊かにする
古くから、実績多い。しかし、一般には知られて
いない。

放射線防護・除染の考え方

ご清聴、有り難うございました。  


