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研究成果の概要（和文）：ラドン（Rn-222）やトロン（Rn-220）は希ガスの天然放射性元素で、鉱物などに含ま
れるラジウムを起源とする。あらゆる場所に存在するため、これまでに健康影響やトレーサ利用等の観点から、
多様な研究の取り組みがなされてきた。本研究では、ラドンの環境動態の最初のプロセスであるラドン散逸現象
の理解を目的に、鉱物粒子の性質がラドンやトロンの散逸に及ぼす影響を実験や計算に基づいて検討した。その
結果、鉱物を加熱処理（400～800℃、6時間）することで、アニーリング効果によって散逸が抑制された。ま
た、モデル計算から、アルファ反跳に比べて固体内拡散の散逸への寄与は小さいと考えられた。

研究成果の概要（英文）：Radon (Rn-222) and thoron (Rn-220) are natural radioactive inert gases, 
originating from radium in solids such as minerals. Since they exist everywhere, various research 
efforts have been made from the viewpoint of health effects and tracer use. To better understand 
radon and thoron emanation phenomenon, which is the first process of their environmental dynamics, 
the present study discussed it experimentally and numerically in light of the effects of properties 
of mineral particles. The heating treatment of powdered mineral samples (400 to 800°C for 6 hours) 
suppressed the emanation power of both radon and thoron due to the annealing effect. The model 
calculation also found that the contribution of solid diffusion to the emanation was much smaller 
than that of alpha recoil.

研究分野： 環境放射能
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研究成果の学術的意義や社会的意義
ラドン・トロン散逸の理解の深化によって、環境動態の最初のプロセスである「発生」の特徴が明らかになり、
環境影響評価の向上による放射線防護分野への貢献が考えられる。また、ラドンを境界とした鉱物中の放射非平
衡の理解にも貢献し、年代測定の精度向上など地球科学分野への貢献も考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
ラドン（Rn-222）は希ガスの放射性元素で、その起源は鉱物・岩石・土壌などに含まれるラジ

ウム（Ra-226）である。あらゆる場所に存在し、我々は常に吸入被ばくしている。ラドンはタバ
コに次ぐ 2 番目の肺がんリスク因子で、近年、リスクが従前の 2 倍以上に見直されたこともあ
り、放射線防護における国際的関心は非常に高い。また最近では、ラドンの同位体のトロン（Rn-
220）にも注意が払われている 1)。一方で、ラドンに富む放射能泉（療養泉）として、治療目的
に供されてきた歴史もある 2)。 
ラドンやトロンの環境影響評価には環境動態（散逸～移行～曝露）の理解が必要で、本研究で

は散逸に着目する。これまで多様なサンプルのラドン散逸能の実測データが報告されており、ラ
ドン散逸能（代表値）3)として鉱物 3%、岩石 13%、土壌 20%、トロン散逸能（代表値）4)として鉱
物 1%、岩石 11%、土壌 14%が報告されている。散逸現象はアルファ反跳が駆動力と考えられてお
り、実測で観察される外的影響（水分など）は理論計算で説明されてきた。しかし、多くの場合
で実測値は理論的な期待値より高く、定量的に説明するのは難しい。 
 
２．研究の目的 
上述の散逸能（代表値）の大小関係から、散逸現象の理解には、粒子を特徴付ける内的要因と

関連付けた考察が必要であることが示唆される。そこで本研究では、ラドン・トロン散逸能の測
定系を構築し、起源の異なる複数の同一鉱物に対して、加熱処理による散逸能の変化を観察した。
また、アルファ反跳をベースにした既存のモデル 5)に固体内拡散を組み込んだモデルを作成し、
パラメータの変化による散逸能の感度分析を行った。 
 
３．研究の方法 
本研究における散逸能の測定法は、従来よく適用されてきた閉鎖系ではなく、開放系に基づい

ている。つまり、サンプルとラドン・トロン測定器（RAD7, Durridge 社）を直列に接続し、外気
をサンプルに送るものである。サンプル（数グラム）は約 2mm のスペーサ内に置かれ、両面を
PTFE フィルターで封入し、スウィネクスフィルターホルダーに収納した。本方法では、対象サ
ンプルは放射能が比較的高いものに限られるが、システムが簡易で解析も簡便に済む。 
サンプルには、リン酸塩鉱物（日本、オーストラリア、ブラジル、ノルウェー産）を用意した。

それぞれ粉末化処理をして、105℃で 24時間乾燥させた後、高純度ゲルマニウム検出器で Ra-226
と Ra-224 濃度を測定した。次いで、加熱処理前と処理後（400～800℃、6 時間）でラドン・ト
ロン散逸能を測定した。また、加熱処理毎のサンプルは、X線回折による結晶構造、および電子
顕微鏡による表面観察にも供した。 
理論計算では、アルファ反跳に加えて固体内拡散を組み込んだモデルを作成した。つまり、親

核種ラジウムのアルファ壊変に伴う生成時の反跳エネルギー（ラドン 86 keV、トロン 103 keV）
による固体内輸送、および、その後のランダムウォークによる固体内拡散を考慮した。本モデル
による散逸能は、モンテカルロシミュレーションによって計算した。 
 
４．研究成果 
本研究で適用した開放系の測定法は、従来の閉鎖系との比較試験から、その妥当性が認められ

た。また、今回用意したサンプルにおいて、散逸能の測定の不確かさの観点から、トロン散逸能
はいずれも良好であったが、ラドン散逸能では注意を要する場合があった。 
 

 
図 1 加熱処理後のラドン（Rn-222）散逸能 
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図 2 加熱処理後のトロン（Rn-220）散逸能 

 
図 1に加熱処理後のラドン散逸能の変化、図 2に同じくトロン散逸能の変化を示す。ラドンは

温度上昇で単調に低下する傾向があったが、トロンは 400℃であまり変化はなく、600℃以降で
徐々に低下する傾向がみられた。アニーリングによって結晶構造が回復し、散逸現象が抑制され
たと考えられた。しかし、今回のサンプルは比較的放射能が高いが、X線回折の結果、メタミク
ト状態にはないことがわかっており、今回観察された散逸能低下には更なる検討を要する。なお、
メタミクト状態にあるサマルスキー石では、温度 300～1400℃において、加熱処理に伴う結晶構
造の変化に追従するようにラドン・トロン散逸能も変化することが報告されている 6)。 
モンテカルロシミュレーションによる散逸能の計算では、ラジウムの存在位置や拡散係数を

パラメータに感度分析を行った。半減期の違いから（ラドン 3.8 日、トロン 56秒）、両者におけ
る固体内拡散の影響は大きく違ったが、いずれにしてもラジウムの粒子表層への存在、および大
きな拡散係数を仮定しなければ散逸現象への寄与は極めて小さいことがわかった。 
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