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1 Cs-137 の問題

福島の原発事故で沢山の放射性物質が原子炉から放出された
特にCs-137 はその寿命が約３０年のため人体への影響が問題
ここでは東大教授早野達の最近の論文について簡単に解説する

1.1 福島の原発事故

(1) 巨大地震後の津波による電気系統の崩壊

(2) 使用済み核燃料の温度上昇

(3) 放射線による水分子分解

(4) 水素分子の大量蓄積

(5) 水素分子の引火爆発

(6) 核物質の灰（放射性元素）の大量放出



1.2 早野達の解析

(1) 放射線汚染地区の住民（約３万人）の体内のCs-137 分析

(2) 最初は多数の住民から有限量のCs-137を検出

(3) 検査前に白衣に着替えて測定：Cs-137が検出されなくなった

(4) ４人の老人については白衣に着替えてもCs-137が検出された
問診の結果、毎日裏山のキノコを食している
食生活を改善した結果Cs-137が検出されなくなった

1.3 問題点

Cs-137 は原子状態としては体内に蓄積される事はない

これが有機Csになる事はないのだろうか？

(無機水銀は無害でも有機水銀は極めて有害であった: 水俣病)



2 原子核分裂と臨界

235
92 U は熱中性子 (≤ 0.1 eV)による核分裂で
膨大なエネルギーを放出

n + 235
92 U → A1 + A2 + 2.5 n + Q (∼ 200) MeV

しかし、238
92 U は熱中性子を吸収しても核分裂しない

自然界に存在するウランは９９.３％が 238
92 U

235
92 Uを全体の (3∼5)％に濃縮したものが核燃料

2.1 科学的疑問

(1) 何故、235
92 U は熱中性子を吸収して核分裂し

238
92 U は核分裂しないのか？

(2) ペアリング力の問題である事が解明された

（注：原子核中において、中性子同士はペアを作りたがる）

この理論の解説は３年生には難しすぎるので省略



2.2 臨界

(1) 連鎖反応：核分裂反応 n +235
92 U → A1 + A2 + 2.5 n で放出

された平均 2.5 個の中性子が再び核分裂反応に関与する事

中性子の寿命は 15分程：連鎖反応が持続する時 臨界という

(2) 問題点：
核反応で放出される中性子のエネルギーは約 1 MeV
熱中性子による核反応断面積の 100 分の 1 以下

2.3 原子炉

原子炉: 核分裂で生成された中性子を水で減速させる

(1) 中性子の減速：
中性子が水分子中の陽子と衝突すると減速する

(2) 中性子の平均自由行程 `n：
水中で中性子が陽子と衝突するための平均距離 (`n ∼ 1 cm)
中性子が核分裂を起こす反応時間 τ： τ ≤ 10−5 秒



3 JCOの事故の再検証

東海村 JCO臨界事故の概要：

(1) 1999年 9月 30日　東海村の核燃料加工施設
株式会社 JCOが起こした原子力事故（臨界事故)
被曝による死亡者が出た

(2) 至近距離で中性子線を浴びた作業員 3名中
2名が死亡、1名が重症

(3) ウラン化合物の粉末を溶解する工程：
(a) 裏マニュアルではステンレス製バケツを用いた
(b) 手順最終工程である製品の均質化作業で
背丈が低く内径の広い容器（沈殿槽）使用
これは冷却水のジャケット（2 cm 幅）に包まれている

(4) 濃縮度 (18.8％の 235
92 U)の硝酸ウラニル水溶液：

貯蔵した容器の周りの 2 cm 幅の冷却水が中性子反射材となり
溶液が臨界状態となって中性子線が大量に放射された

(5) 「約 16kgのウラン溶液を溶解槽に移している時に青い光が出た」



3.1 科学的疑問

(1) 最初の中性子はどこから来たのか？

(a) 最初の中性子源：　
238
92 U は自然崩壊して中性子を放出
1g の 238

92 U 毎秒約 0.01 個の中性子を放出
(b) 2.4 kg のウラン粉末： 毎秒 約２０個の中性子放出

(2) 即発中性子が核分裂を起こす反応時間 τ： τ ≤ 10−5 秒

(3) この臨界事故での総核分裂数は約 2.5× 1018 個程度と予測

(4) ウラン粉末を溶解する工程で水をどれだけ入れたのか？

(a) 2.4 kg のウラン粉末に硝酸を 1.7 `, 純水を 1 ` 入れる
さらに水を追加して溶液全体を 6.5 `とした

(b) この溶液を沈殿槽に移す工程を１バッチとする
(c) 7バッチ目の段階で（沈殿槽から？）青い光が見えた
(d) 青い光はチェレンコフ光：
高エネルギー電子が「物質中での光速」を超えた時
（例：水中 0.75 c 以上, 電子のエネルギー 0.27 MeV）



3.2 臨界はどうして起こったのか？

１バッチの総量： 溶液全体: 6.5 `
235
92 Uの総量: 378 g
水: 4.3 `

(1) 核分裂直後の中性子のエネルギー En ∼ 1 MeV

(2) 中性子が次の核分裂を起こす平均自由行程 (m.f.p.)
`f ∼ 67 m

従ってこの中性子による連鎖反応はここでは起こらない

(3) この溶液中で中性子が水分子の陽子と衝突する
平均自由行程 (m.f.p.)： `n ∼ 1 cm
１回の衝突で半分のエネルギーを失う
25 cm 走ると熱中性子エネルギーになる

(4) 熱中性子が次の核分裂を起こす平均自由行程 (m.f.p.)
`f ∼ 12 cm

直径 45 cm の沈殿槽に45.5 ` のウラニル溶液
沈殿槽における全ウラニル溶液の高さ h ' 28 cm

連鎖反応が起こり臨界になる可能性はかなり高い！


