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アイソトープ工業利用における最近の進歩

加　　藤 正　　夫

放射性同位元素の工業利用について，最近2，3年の顕著な進歩状況

を解説した．放射化分析，線源利用物理分析，応用機器，トレーサP－，

ラジオグラフィーについて述べた後，特に地球物理学や，宇宙工学に

おける利用，アイソトープ電池の開発，計測法の進歩などをとりあげ

たが，食品照射，放射線殺菌，放射線化学に関しては割愛した．

　　　　　　　　1．　ま　え　が　き

　放射性同位元素の工業利用は大別して，放射線応用機

器，ラジオグラフィー，放射線照射，電離線源利用，ト

レーサー利用，分析利用，その他になる．1964年3月，

ウイーンで国際原子力機関（IAEA）主催により，工業

利用の経済性に関する討論会が持たれた．この討論会は

1962年IAEAが全世界的に工業利用の実態調査を行な

った結果にもとついて行なわれたものであり，最近刊行

された報文集1）によると，工業利用の傾向は国によって

かなり異なるが，放射線応用機器とラジオグラフィt－一…応

用がほとんどすべての国でもっとも広く利用されている

ことがわかる（表・1）．

表・1　アイソトープ工業利用の現況
　　（1961－1963年のうち1年間の集計）

ゲージの　ラジオグ　トレーサ　電離作用
設置数　　ラフィー　　利用　　　利用
　　　　線源数

れつつあるが，

く．
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オーストリア　　　34
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カナダ　 1394
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　またこの報文集には，世界の主要な工業国の1961年

～1963年における1年間の利用の実態および，利用方

法別に専門家がまとめた論文が載せられているので，そ

の後に開発された新しい進歩を中心にして述べたい．

　なお放射線化学の工業利用放射線照射による食品貯蔵

の期間延長や各種物質の殺菌など，最近工業化が行なわ

ここでは省略したことをお断わりしてお

　　　　　　　　2．放射化分析

　原子炉の熱および速中性子による中性子放射化分析に

かぎらず，各種加速器を用いて陽子・重陽子・アルファ

粒子を加速し，照射して分析する方法が行なわれてい

る．放射化された核種の放射能を測定する場合，化学分

離を行なう場合と行なわない場合とあるが，いずれにせ

よ，その工程を自動化しようという傾向が顕著であり，

すでに化学分離をしない場合，放射化した試料を原子炉

または加速器から自動計測装置に送り，計算機の助けを

かりて分析データをうる装置が開発された2）．とくに生

成核種の半減期の短い場合にこれら一連の操作の自動化

は威力を発揮する．このような顕著な傾向は1964年私

が出席した二つの国際学会，第3回世界原子力平和利用

会議と放射化学分析に関するIAEAシンポジウムとに

おいてクローズアップされた．

　また14MeVの中性子発生装置の工業利用の研究が

行なわれ，金属中の酸素，油中の微量元素の定量などに

用いられつつあるが，この方法の欠陥はトリチウム（T）

ターゲットの寿命が短いことにある．この点を改善する

試みもいくつか発表されている．たとえばTとDをエ

ルビウム（68Er）に吸着させたものをターゲットとし，

DとTのイオンビームでたたいて（D，T）反応をお

こさせる方法3｝によれば，100時間以上中性子束を一定

にすることができる，

　一方Steele4）は，サイクロトnンで7MeVのDま

たは12MeVのTビームを作り，　Li，　Be，　Bをたたい

て中性子を出して放射化分析する方法を研究している．

ビーム電流1μAあたりの中性子発生数は（D，T）反応

と同程度であり，しかも（D，T）反応では不可能な長

半減期の速中性子生成物，たとえば47Ti（n，　p）47Sc（半

減期3．43日）によりTiの分析が可能であるほか，発

生する中性子のエネルギーを変えることにより，（D，T）

反応では62Cu，64Cuの生成によって分析不可能な，銅

合金中のバナジウム，燐などの分析ができる．

　放射化分析はきわめて微量な元素を検知することがで

きるという点を生かして，法医学や犯人捜査，芸術作品
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の産地や年代決定などにも利用されてきている，すなわ

ち，人体の毛髪中に含まれている30元素のうち10元

素を比較することにより1500万人のうちの1人を識別

することができるという研究5）やピストル発射時に手に

つくSbやBaを検出することにより犯人捜査を容易に

する研究6｝などが行なわれている，絵画の鉛白によって

製作年代をきめる方法や，大理石中に含まれている元素

が産地によって異なることを利用した古代ギリシャ建築

物の産地の推定法なども開発されている．

　さらにまた，小量の試料を非破壊のまま分析すること

ができるという特長を利用して，同一試料を中性子照射

条件をかえて数回原子炉内に入れ，小量の阻石中のAl，

Mn，　Fe，　Sc，　Na，　Co，　Niなどの分析を行なった

Fisher7｝は，将来宇宙科学の進歩に伴い，採取した宇宙

塵や月面の物質などの分析にもっともすぐれた方法であ

ると称している，

　このほか原子炉をパルス状のピーク出力で働かせ，短

半減期放射性核種によって分析する方法も試みられ

た8）．TRIGA　Mark　I（250　kW　7．8×1012）を半値幅ピ

ーク出力106kWで働かせたとき，半減期1秒のものの

放射能生成量は通常運転時の飽和値の50倍に達し，1

分以内の半減期のものの分析に有利である．

　　　　　　　　3．物　理　分　析

　熱中性子捕獲γ線や速中性子非弾性散乱γ線を利用し

て鉄鉱石中の鉄分9），岩石層中のA1，　Fe，　Si1°），石灰中

のC，011｝などを分析する方法が開発された．迅速連

続分析が可能であるという点で注目される．中性子線源

としてCiオーダーの23gPu／Be，241Am／Beなどのアイ

ソトープを用いることもできるが検出精度がわるいの

で，中性子発生装置を用いる方法も研究されている．

　螢光X線分析では3H，147Pmからの制動輻射線のほ

か，目的元素の吸収端エネルギーより幾分エネルギーの

大きいγ放射線源として153Gd，241Am，　s7Co，105Cdの

利用，軽元素分析のための55Fe，21°Poなどの利用法が

開発された．錫・亜鉛，銅・鉄などの鉱石，スチール中

の重元素，セメント原料中の成分などの分析に利用され

ているほか，3H／Ti－2．5Ciの制動副射線源を用いてO．2

容積％までのSO2の分析法12｝が発表された．また，こ

の線源を使って，郵便スタンプインク中に酸化亜鉛また

は硫化亜鉛を含ませておき，ハガキのスタンプ内に含ま

れる亜鉛のKX線を検出して自動的にハガキを選別す

る方法13｝も開発された．1秒間に360mの速さでうご

くコンベヤ上のハガキを1時間に40，000枚選別するこ

とができる．各種のメッキ厚さも基層と被覆層の金属組

合せいかんにより，エネルギーの異なる螢光X線源を

使い分ければ，数10秒間で1～2％の精度で測定する

ことができる．

　X線または低エネルギーγ線の背面散乱を利用した
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石炭の灰分測定は，含有する鉄分いかんによりかなり結

果がばらつく欠点があった．この鉄による散乱γ線の吸

収を，検出装置の改良によってその有感範囲に鉄のKX

線を含ませるようにして補償する方式が開発され，5～

45％の灰分を0．2～0．8％の精度で測れるようになっ

た．

　メスバウアー効果は物理学の基礎分野，核または分子

構造の研究に威力を発揮しているが，すでにいくつかの

工業的な応用面が開発された．たとえばこの効果を利用

して宇宙ロケットがランデブーまたはドッキングすると

き，あるいは刀面への接近時などの制御を行なう方

式14｝・15）が発表されている．2～3mの距離に接近したと

きの最終的な相対速度は秒速数mmになるものと予想

されるので，もはやレーダ・・一一で正確に制御することが不

可能となる．一方メスバウアー効果による制御距離は約

30m以下なので，それ以上の距離の制御はγ線束が距

離の逆2乗によって変わることを利用し，レーダーの補

助とする研究も行なわれている．

　これまで，メスバウアー効果がもっとも応用された分

野は，ターゲット核種の物理的化学的状態の研究であっ

た．この核のエネルギーレベルが，局部的な磁場や荷電

密度や電場の傾きによって影響されるという意味で，こ

れらの研究はメスバウアースペクトロスコピー6）と称さ

れている，57Feや119Snなどをターゲットとして，酸化

鉄やヘモグロビンの化合形の相違を判別したり，合金中

の金属聞化合物の同定や相の識別に応用されつつある．

　　　　　　　　4．　放射線応用機器

　厚さ計・密度計・水分計・レベル計などは，ますます

多くの工業面で自動制御に取り入れられつつある．こう

した従来使用されている応用機器のほかに，放射線の透

過散乱を利用した新しい応用も現われてきた，

　β線の背面散乱を利用してスチールの硬度を測る方式

が研究されている．背面散乱β線束が硬度によって異な

る効果は結晶粒度の相違によるものと考えられるが，経

験的に発見されたものである．しかしなお理論的説明が

明らかでないので，硬度計として使用できるまでには，

なおいっそうの研究が必要である．

　海底の沈積物の密度をその場で137Csなどのγ線源か

らの散乱線を検出することによって測り，水分を中性子

散乱によって測る方式17）が研究されている，また深海の

流れの方向と流速を測定する装置18）も開発されている．

この装置は通常の流速計では測定できないきわめて遅い

流速を測るもので，中央のアイソトープ放流器のまわり

に半径20インチの円状に16本のシンチレーションプ

ローブが配置してあり，約1800mの水深にたえるよう

に作られてある．約1μc程度のアイソトープを瞬間的

に放流し，16本のプロ・一一ブのうちどのプローブの近く

を何分後に放射能ピークを作って通過したかを記録計
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算して流速と流向を求めるものである．アイソトープと

しては1311を内蔵して用いるほか，中性子線源として

10Ciの24iAm－Beを内蔵しておいて，熱中性子放射化

断面積の大きいインジウム溶液を放射化し，半減期54．・2

分の1161nを利用するいわゆるアイソトープ製造器を用

いることもできる．最近の報告によれば，この装置によ

って湖水の流れの測定が成功裡に行なわれている．

　海水中の放射能を測定する場合，そのガンマ線スペク

トルを求めている場所で同時にその地点の水温，水圧を

知ることができれば好都合である．このために海水の放

射能によるγ線スペクトルに影響を及ぼさないような低

エネルギーのγ線源を用い，そのγ線の透過を利用して

水圧と水温を測る方式19）が検討されている．温度計はバ

イメタルコイルにγ線をとりつけたもので，0．01℃の

確度で，また水圧計はBuordon管にγ線をとりつけて

フルスケールの±2％の精度ではかれる．

　40，000m以上までの上空の空気密度が85Krからの

β線の空気による散乱線をアンスラセンシンチレーター

で検出することにより測定することができるようになっ

た2°）．線源と検出累との距離を適当に保つことにより高

度の函数として空気密度が測れる．バックグランドを自

動補償して計数率を直流信号に変換し，送信機で地上の

観測所へ送るようになっている．

　　　　　　　　5．　トレーサー利用

　河川流量測定では，注入アイソトープの数量および水

中検出器の効率を正確に求めておかなくともよい方法21）

が考案された．すなわち，注入アイソトープの一部を少

量正確に計量してとっておき，測定地点における1個の

採水試料と比較計数する方法で，従来の方法より誤差の

要因を少なくしうるため正確な測定が可能である．

　また一般に流量測定の場合，測定地点で横拡散が十分

に行なわれていることが必要である，この注入点から，

横拡散が均一に行なわれる地点までの距離を混合距離と

称している．この距離をできるだけ短くするために，パ

イプの流量測定にポンプを用いて拡散させたり，河川の

場合に同一断面の数カ所から同時に注入したりする試み

も行なわれたが，この混合距離を計算する有効な実験式

はまだ得られていない．

　河川や海岸の沈積物や漂砂の追跡では，単に移動方向

を知るだけでなく量的な移動を求める試みが行なわれて

いる．イギリス22）では46Scガラス砂約10～100　Ciを

沈積シルトに懸濁して河口に入れ，この放射性シルトの

上流への移動を追跡した．この場合検出器としてコリメ

ートしたシンチレーションプローブを用いることによ

り，垂直方向のトレーサーの分布も計数して，この実験

では注入地点から上流には総使用量の30％以上のシル

トが移動していることを明らかにした．

　また放射性砂の投入量を増してゆく傾向を批判して使
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用砂粒の数を限定し，しかも一粒の比放射能をたとえ

20cm程度砂中にもぐっていても検出できる程度に大き

くしてトレースする方法23）も発表された．この方法では

検出可能な領域内にある一粒の放射性砂の位置ともぐっ

ている深さが，パルス高さから推定することができるの

で移動量の計算もできるようになる．

　地下水の移動を追跡する場合には，地下水の流速と流

向を明らかにすることが大切である．この目的で中心に

放射性溶液の注入装置，周囲4カ所に検出器を配置した

直径19cm高さ47　cmの流向流速測定装置24）および単

井の中心に放流した放射性液が周囲の層に滲透している

のを，弁戸の内壁に沿ってコリメートした検出器を30°

または45°おきに回転させて計数し，各計数値から得ら

れるパターンから流向を求める方法25｝などが開発され

た．

　Chleck26〕は，85Krをイオン衝撃法または高温高圧下

での浸透や拡散によっていろいろな化学的形状の物質に

標識する方法を開発し，こうして標識した物質をクリプ

トネー一トと称している．このクリプトネートは，常温で安

定であり，不活性元素のKrと物質との化学反応も生じ

ないからその物質本来の性質を変えることのない万能標

識法である温度を上げるとKrを放出するが再び一定に

すると安定となる．したがって温度を一定に保てば，物

質表面における物理的化学的変化の進行度合は放出され

る85Krの放射能に比例する．この原理を応用して，03

の分析，金属面の酸化や腐食の度合，黒鉛の表面積の測

定などに用いられるほか，最近はエンジン部品の働作温

度の測定のような現場実験にも適用されている．

　以上のようなトレーサー技術は放射能遊離法と称され

最近特に注目されている．この方法は非放射性物質を分

析する目的でその物質と化学反応をする放射性試薬を加

え，化学反応の結果遊離されて出てくる放射能を測るこ

とによって間接的に定量する分析法である．現在まで，

水中のバナジウム29）（110mAg使用），汚染大気中のSO2

ガス28｝（Ki3ilO3使用），水中溶存酸素29）（204TI使用）な

どの分析方法が発表されており，これらの諸方法を開発

したGillespieは，深海中の酸素をそあ場で測定するた

めにこの方式の溶存酸素計を開発中である．

　このほか数多くのトレー一・一サー利用における最近の進歩

がみられるが紙面がないので割愛する，

　　　　　　　6．　ラジオグラフィー一

　γ線ラジオグラフィー用線源としては，高密度厚肉も

のに対して高エネルギーの60Co，低密度薄肉ものに対し

て中エネルギーの1921rを用いる傾向に進みつつある．一

般に精度を上げるには，比放射能の大きい線源を用いれ

ばよい．AEcの報告によれば6°coでは6年前の70　ci／g

から160Ci／9に，1921rでは175　Ci／9から300　Ci／9と

いずれも2倍近くなっている．この傾向はさらに続くも
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のと考えられ，400Ci／gの60Coが使用されるのも間も

ないことと思われる．

　照射装置が小型で持ち運びできることは，γ線ラジオ

グラフィーの重要な利点である．したがって軽量小型化

をはかるために最近はウラニウムを用いる傾向にある．

こうすれば，100Ciの1921r照射装置の場合17．2kgで

すむ．鉛しゃへいでは79．4kgとなる．線源（1×1

mmφ）の放射能の強さも数年前の6°Co　lCi程度から，

現在は数10Ciのものが普通となりつつある．この割合

だけ露出時間が短くなる．

　フィルムを用いないで欠陥を直視する装置の研究も進

められており，その1例としてpn接合半導体を検出器

とする装置も開発されている．この研究30）によると，半

導体表面で2mrの露出のとき，2％線束が変わる欠陥

に対してS／N比が15：1となり，走査速度も1分間に

15～30cmまで可能である，

　イギリスでカラーフィルムを用いたラジオグラフィー

の研究31）も行なわれた，フィルムの現像のさい黄色のフ

ラッシュを使用する必要があるが，得られた像は鮮明度，

分解能，色彩範囲の広さ，コントラストの点できわめて

すぐれていることがわかった．

　ANLのBerger32らによって開発された中性子ラジオ

グラフィー一は，放射性物質，原子炉制御材，U，　Pu，　W

などの重金属試料，ポリエチレンなどの含水素物質の探

傷に有効である．中性子源としては原子炉を用いている

が，中性子発生装置の応用に関する研究も行なわれてい

る．合成樹脂やコンクリートなどの非破壊検査に用いら

れる可能性があるので注目される．

　　　　　　　　7．資源工学への応用

　1965年10月，ワルソーにおいて，IAEA主催の工

業と地球物理学における放射線応用機器に関するシンポ

ジウムが持たれ，引きつづいてクラコウで資源開発への

アイソトープ利用のパネル討論会が行なわれた．最近私

はこの両国際会議に出席する機会を得たので，この分野

における最近の進歩についてふれておきたい，

　資源開発へのアイソトープ利用は実験室または野外で

使用する鉱石や岩石の分析機器，採鉱選鉱工程における

密度計，レベル計，放射線応用スイッチなど応用計測機

器，各種放射線を利用した検層，およびトレーサt－…利用

に分けられる．このうち，分析およびそのほかの応用機

器についてはすでに述べてきたので，主として検層技術

について述べる．

　放射能検層には自然放射能検層，ガンマ検層，中性子

検層の三つがある．このうち中性子を用いる方法はさら

に，n－n法，　n一γ法，中性子放射化法，中性子寿命法に

分けられる．中性子検層法は中性子源として，パルス的

に中性子を発生する装置が開発されてからとくに有効な

検層方法となった．
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　ソビヱトで開発されたパルス中性子発生器を組み込ん

だ検層プローブ33）は，直径約10cm長さ3m程度のも

ので，5インチのケーシングに入れて深さ3，000mま

で検層することができる．中性子パルスは100～400μS，

繰返し周波数200～300サイクルで，トリチウム・ター

ゲットを重水素でたたいて2～5×107n／secの中性子が

得られる．組み込んである検出器はBF3管である．こ

のほかに10cmφ×4mのプローブで，100～150°Cに耐

え，γ線用検出器としてNaI（Tl），中性子検出用とし

てZnS（Ag）を組み込んだものもある，この型のものの

中性子発生装置は前のものと異なるが，特性はほぼ同じ

である．

　パルス中性子発生装置は，検層だけでなく探査，分

析，選鉱などにも応用できるので今後の研究が待たれ
る．

　このパルス中性子発生器を用い，塩水と真水，ガス層

と水層との差により熱中性子の寿命が300～500μSを

中心として大きく変わることを利用したいわゆる中性子

寿命検層法（neutron　life　time　lo99ing）が開発された．

この方法は時間的に中性子密度が周囲の地層の特長と関

連して変化することを利用したものである．同じ方法で

捕獲γ線の寿命を求める方法と比較し，中性子によるほ

うが有利であることをモデル実験で実証した結果34）も発

表された．

　　　　　　　　8．　計測法の進歩

　ここ数年の間に放射線測定器のトランジスター一化が進

められ，主要なものはすべてトランジスター回路を用い

て小型化された．また多次元マルチチャネルアナライザ

ー35） 熏?轤黶Cこれとコンプトン消去低バックグランド

γ線検出プローブとを組み合わせて，フォールアウトや

生物試料などのように多くの微量の放射性核種が混在す

る場合でも単時間内に分析することができるようになっ

た．

　検出器としては，NaI（T1）に代わるものとしてCaI

（Eu）が，光出力，γ線の分解能ともにすぐれているた

め注目されているが，製造上の問題が解決されていな

い，最近の半導体技術の進歩により，半導体検出器が使

用されるようになったことが最も大きい進歩といえよ
う．

　Li－drift　Geが，液体空気の温度に冷却して使用した場

合，γ線に対する感度，分解能ともに最もよいとされて

いるが，室温ではLi－drift　Siのほうがノイズが小さい

ため有利である，室温で使用できる高原子番号半導体検

出器と高分解能γ線スペクトロメー一ターに関する研究も

行なわれており，Cd－Te，　Ga－Asなどがその対称となっ

ている．現在までの成果では半導体検出器のγ線計数効

率は1％程度で，2MeV以下のγ線に対してシンチレ

ーターよりも分解能のよいものが作られているが，将来
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シンチレーターにとって代わる時代がくるものと期待さ

れている．

　放射線測定器や応用機器に計算機を組み合わせて自動

的にデー一タを出したり自動制御を行なったりする方法が

用いられている．測定器では，放射化分析に用いられる

γ線スペクトルの電子計算機による解析法が確立され，

前述の放射化学分析に関するIAEAシンポジウムにお

いて数篇の論文が発表された．応用機器でも，国内でセ

メント原料の螢光X線分析装置に応用している36）ほ

か，諸外国においてもその傾向が強まりつつある．

　　　　　　　9．宇宙工学への利用

　宇宙におけるアイソトープ利用についてはすでに若干

ふれてきたが改めて分類してみると，補助電源すなわち

アイソトープバッテリーとしての利用，ゲージングや分

析への応用，宇宙ロケット燃料などの非破壊検査，トレ

ーサー利用そのほかに分けられる．このうち，アイソト

ープバッテリーについては次節にゆずり，そのほかの利

用面についてふれたい．

　ゲージングとしては，すでにのべたβ線の前方散乱を

利用する空気密度の測定のほかに，X線やγ線の背面

散乱を利用する方式も研究されている．燃料タンクのゲ

ー一 Wングシステムや高度測定へのX線利用も検討されて

おり，宇宙空間における各種粒子やγ線の検出装置はす

でにロケットに積載して使用されている．

　分析方面では，14MeVの中性子発生装置による月面

や宇宙塵などの物質の非破壊放射化分析をはじめ，中性

子非弾性散乱やα線散乱による月分析に関する基礎研

究などが行なわれ，人工衛星に積載して月面分析を行な

う小型分析装置も考案されている．

　トレーサe・…利用としては，無重力場におけるプロペラ

ントゲージとして，85Krガスをタンク内に注入してお

き，プロペラントの消費とともに85Krが非放射性ガス

によって希釈されることを利用した方式37，の研究，アイ

ソトープを用いた摩滅検出，プロペラントの混合の度合

を判定するために1311，n1Ag，　sgFe，137Baを用いた例

などがある．

　非破壊検査もまた宇宙ロケット構成物にとって重要で

ある．ジエットエンジンのγ線ラジオグラフィー一をはじ
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めとして，10MeV前後の加速装置も使われている・β線

の背面散乱を利用して，ロケットモーターやポラリスケ

ースの欠陥検査を行なった例もある．

　放射線損傷に関する研究は枚挙にいとまないほどある

が，ここではふれないことにする．なお今年2月中旬ア

メリカでアイソトープの宇宙工学への利用に関する世界

で最初のシンポジウムが行なわれることになっており，

筆者に招待状がきているので参加の予定で準備中であ

る．

　　　　　　　10．　アイソトープ電池

　アイソトープから放射される放射線のエネルギーを熱

源とし，Te－Pb，　Si－Geなどの熱電変換素子を用いて電

気エネルギーを得る，いわゆるアイソトープ電池に関す

る研究は，核分裂生成物の利用の促進を計るという点か

らも注目され，各国で検討がすすめられている38）．現在

実用されているのは，人工衛星用補助電源，無人気象観

測所やブイや暗礁表示用に海底に設置する音波発生器の

電源として実用されている．

　この種の電池の利点は，化学的作用を用いる燃料より

10万倍も熱エネルギーが大きいこと，使用期間が半減

期できまり，半減期の長いものを選べば2～5年の安定

な電源が得られること，可動部分がなくまた外部から制

御する必要もないこと．小型で信頼性も高いことなどで

ある．

　しかし，放射線電気変換効率が数％以下であるため，

場合により数十万Ciものアイソトープを用いることが

必要となり，しゃへいや安全取扱い上の困難がある．

放射線源として用いられてきた将来性ある核種の関連す

る諸特性は表・2のとおりであり，90Sr，147Pm，144Ceは

地球上に設置する小電力用として，また210Po，238Pu

244Cmなどはエネルギー密度が格段に大きいので主とし

て宇宙ロケット用として研究実用化されている．

　アイソトープ電池製造にあたっては，使用するアイソ

トープの処理だけでなく，熱電変換素子の研究，熱電導

の問題，しゃへいと放射線防護対策など多くの工学的問

題を解決しなければならない．筆者らは共同してこれら

の問題を解決する目的で研究所内に研究会を持ち，基礎

的な調査研究を行なっている．

表・2　熱源としてのアイソトープの特性

核 種　　化学的形状　　放射　線　　半減期　　Watt／g　Watt／cm3 Ci／Watt　　年間製造量（MCi）＊
　　　　　1964年　　1970年

90Sr

137Cs

147Pm

144Ce

210Po

242CM

244Cm
238P11

SrTio3

ガラス

PmaO3
CeO，

メタル

Cm203
CM203
メタル

　r　

ア

ββ

αααα

27．7年

　27年
2．6年

285日

138日

162日

　18年
　90年

　0．21

　0．072

　0．18

　2．3

140

120

　2．5

　0．48

　0．7

　0．215

　1．0

　13．8

1320

1170

　22．5

　9．3

154

210

2700

128

　31．6

　27．6

　28．6

　29．0

3

1

0．1

1

0。1

0．06

0．1

25

25

50

200

　3
　0．3

　0．2

　0．6

＊年間製造量はアメリカ原子力委員会のレポートによる．
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　　　　　　　　　　11．む　す　び

　以上最近の進歩にづいてのべてきたが，このほかにも

多くの進歩がみられ，工業各分野にわたってますます広

く利用されてきている．いままで製造されにくかったア

イソトープもいくつかその製造方法が開発され，また数

多くの比放射能の高いアイソトープ標識化合物も作られ

るようになったので，今後さらに新しい利用方法・利用

分野が開拓されるものと期待されている．

　最近の世界の大勢は，原子力平和利用の一面である動

力利用が実用期にはいろうとしているが，もう一つの面

であるアイソトープ利用も初期段階を脱脚し，いまや大

きな発展期にはいってきた感がまことに深い．

　　　　　　　　　　　　　　　（1966年2月2日受理）
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