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Q1 プルトニウムとは?   

A1 原子炉において、ウラン 238 が中性子を捕獲してウラン 239 となり、それがβ崩壊を

二回おこしてプルトニウム 239 が生成されます。また、原子炉内では、プルトニウム 241

などの同位体も生成されます。プルトニウム 239 は放射性崩壊によってα線（ヘリウム原

子核）を放出します。プルトニウム 239 の半減期は約 2 万 4000 年です。プルトニウムは主

にプルサーマル発電における MOX 燃料として使用されます。また、核兵器の原料にもなる

ため、国際原子力機関が不定期に査察を行い、研究所などが所有しているプルトニウムの

量を調査し、盗難や不正利用が無いかを厳しく監視しています。 

 

Q2 プルトニウム燃料とは?   

A2 原子力発電所で使い終えた燃料（使用済燃料）の中には、まだ燃料として再利用でき

るウランやプルトニウムが残っています。このウランとプルトニウムは、使用済燃料を化

学的に処理することにより、精製して取り出すことができます（再処理）。このうち、プル

トニウムについては、核兵器に用いられることがないように、精製されたウラン溶液と混

ぜることにより、ウラン・プルトニウム混合溶液とし、その後、ウラン・プルトニウム混

合酸化物粉末（MOX 粉末）にします。それぞれの粉末は、燃料加工施設等に出荷されるま

での期間、専用のステンレス製の貯蔵容器に入れて貯蔵されます。このウラン・プルトニ

ウム混合酸化物粉末（MOX 粉末）を焼き固めて作るのが MOX 燃料です。この MOX 燃料

のことをプルトニウム燃料と言うことがありますが、純粋なプルトニウムではなく、ウラ

ンとプルトニウムが混合されたものです。なお、今回の事象では、高速増殖炉の開発のた

めの試験等に用いられたプルトニウム酸化物とウラン酸化物が含まれていると発表されて

おり、燃料として用いられたものではないことも考えられます。 

（参照；https://www.jaea.go.jp/02/press2017/p17061501/） 
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Q3 プルトニウムからの被ばくの特徴は何ですか？ 

A3 今回の事故ではプルトニウムの内部被ばくが問題となっています。プルトニウムを塵

と一緒に吸い込むあるいは誤って飲み込むと、肺、胃腸を経由して様々な臓器（肝臓、骨

表面に蓄積しやすい）に摂り込まれます。プルトニウムはアルファ線を放出します。アル

ファ線は、ガンマ線に比べて同じ吸収線量（Gy の単位：グレイ）であっても、生体へ与え

る影響が大きいとされています。Sv（シーベルト）で表現する場合、発がんの影響では

0.1Gy=2Sv となります。さらにプルトニウムは代謝による生物学的な半減期*1 と放射性壊

変による物理学的な半減期が長く、体内に留まりやすい特徴があり、長期間にわたって人

体に放射線を照射します。 

*1 血液中に移行したプルトニウムはキレート剤によって体内への排出を促すことができる

一方で肺に沈着した不溶性のプルトニウムの排出は極めて困難になります。 

 

Q4 プルトニウムの体外測定法（肺モニタ）の原理は？ 

A4 プルトニウムから放出されるα線は透過力が小さいため、肺に摂り込まれた場合に体

外からはα線は検出できません。そのため、吸入されたプルトニウムの量を体外から測定

するために、透過力の高い光子（X 線またはγ線）を測定します。肺中のプルトニウム測定

では、α線と同時に放出される平均約 17keV の X 線を検出します。このＸ線はエネルギー

が低いので、肺から胸表面へと通過する際の減弱の影響が大きいため、胸板の厚さの違い

による補正などが必要となります。 

原子炉内では、生成したプルトニウム 239 は中性子を 2 回吸収した後、ベータ壊変を起

こしてアメリシウム 241 を生成しますので、プルトニウム 239 とアメリシウム 241 は一定

の割合で共存することになります。アメリシウム 241 は、59.5keV のγ線を放しますが、

プルトニウム 239 からの 17keV の X 線よりもエネルギーが高く、したがって減弱による影

響が小さいために、体外からでも測定しやすい核種です。プルトニウム燃料の組成が混合

物の場合、プルトニウムとアメリシウム 241 の比を利用して、測定しやすいアメリシウム

241 をもとにプルトニウムを推定することも行われます。この場合、環境中の汚染物から核

種分析を行い、プルトニウムとアメリシウム 241 の比を評価します。 

 

Q5 もしプルトニウムからの臓器線量が数 Sv になると健康影響は？ 

A5 一般に数 Sv はたいへん大きな線量です。これがもし全身に短期間受けるような被ばく

であれば急性影響が生じる可能性が高くなります。しかし、プルトニウムの内部被ばくに

よる線量を預託線量といわれる 50 年間の累積線量で示す場合、それは短期間での線量では

ありません。そのため、最も長期間の被ばくによる晩発影響、主に発がんリスクの増加が

予想されます。また、線量を受ける部位は蓄積しやすい臓器に限定されます。今回の事故

のように呼吸によってプルトニウムが体内に摂り込まれた場合、肺に沈着していることが

予想されます。プルトニウムの晩発影響については、旧ソ連のマヤーク(Mayak)施設で起き

た事故にあった作業者の疫学調査結果が報告されています。最新の報告（Gilbert, et al. 

Radiat Res. 179, 332-342, 2013）によると、肺の平均累積線量に比例して、肺がんリスク



の増加が認められています。この増加の割合は、同じ Sv の外部被ばく（原爆データ）とほ

ぼ一致する傾向にあることが報告されています。 

 

Q6 肺モニタの検出下限値はどの程度（Bq）なのでしょうか？ 

A6 プルトニウムの検出下限は、 (1)検出器の種類、(2)計測時間、(3)検出効率とバックグ

ラウンドの取扱（プルトニウム計測のエネルギー領域における、他の放射性核種が放出す

る放射線のエネルギーの寄与）、(4)胸部ファントム、胸部軟組織厚などの校正条件によって

決まります。 

 検出器にはホスウィッチ検出器、もしくはゲルマニウム半導体検出器が用いられます。

ホスウィッチ検出器は、異なるシンチレータを組み合わせた検出器です。 

計測時間は、多くの計数があった方が精度は高くなりますので長い方が好ましいのです

が、測定を受ける人は静止状態でいなければなりませんので 1 時間が限界です。 

検出下限を向上させるには、バックグラウンド計数率の低減が欠かせません。そのため

に、肺モニタは鉄室内に置かれます。人体中の自然放射性核種からのγ線なども検出下限

に影響を与えます。 

IAEA-TECDOC-1334（2003 年）によると、最小検出放射能（MDA）は、プルトニウム

239 検出の場合で 1.1k～9.1kBq、アメリシウム 241 の場合で 1.7～9.7 Bq とあります。両

者の違いは、アメリシウム 241 は比較的透過力の高い 59.5 keV のγ線を放出しますが、プ

ルトニウム 239 は約 17keV, 21 keV などの低エネルギーの特性 X 線しか計測できないため

です。厄介なのは，Puとアメリシウムの両者の特性X線のエネルギーが近接しているため，

両者が混在している場合はエネルギースペクトル形状からの弁別が困難になることです。

また特性 X 線はさらに複雑なバンド構造に由来しているので，光電ピークの形状が明瞭な

ガウス分布にならないことがあります。 

17keV，21keV は透過してくる物質での減弱が大きいため，肺計測では胸部厚の補正を

することが必要です。校正にはリバモアファントムや JAERI ファントムがよく用いられま

すが，これらのファントムには厚さの異なる胸部オーバーレイが付属しています。胸部厚

は、超音波の計測結果や、身長と体重を変数とする経験式から求めます。胸部厚が 3 cm 以

上になると、プルトニウムの検出はかなり厳しくなります。以上のように肺モニタによる

プルトニウムの検出限界は数 kBq～10kBq となりますが、プルトニウム核種組成比の情報

等が分かっていれば、アメリシウム 241 の 59.5keV のγ線ピークの測定データを用いて、

10Bq 程度まで可能となる場合があります。以上のように、肺モニタのみでは体内量を推定

することが難しい状況もあるために、バイオアッセイ法が利用されます（これについては

別の Q で説明します）。 

 

Q7 プルトニウムによる内部被ばく線量は、どのように算出するのですか？ 

A7 プルトニウムはα線を放出する核種で、作業者が吸入または経口で摂取した場合には

内部被ばく線量を評価する必要があります。内部被ばく線量は、体内に摂り込んだプルト

ニウムの放射能量に基づいて算定されます。今回の事故で可能性のある吸入摂取の場合、



鼻腔スミア、体外測定（肺モニタ）、バイオアッセイによって吸入量を評価します。鼻腔ス

ミアでは、鼻腔に沈着したものを採取して、採取物から放出されるα線を測定し、α線の

計数から放射能を定量します。体外測定では、当該作業者の胸表面にＸ線測定器を置き、

プルトニウムが放出するＸ線を検出し、その計数から放射能を求めます（Q4 をご参照くだ

さい）。バイオアッセイでは、当該作業者の糞尿を採取し、それらに含有される放射能を定

量します。これらの定量された放射能から吸入量が評価されます。 

 

Q8 今回の事故では、当初のプルトニウムによる線量は、どのように求めたのでしょうか？ 

A8 「大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染について（続報）」（6 月 9 日）の添

付３である「鼻スミア・肺モニタ測定値」に記載されている 6 月 6 日付の測定結果の表の

下に、「2.2×104Bq の Pu-239 を吸入摂取した場合、預託実効線量約 12Sv に相当する。」、

また、「Pu-239 を吸入摂取した場合、肺に沈着する量は吸入量の約 6.1%であり、約 40%は

呼気として排出され、約 50%強が胃腸管等に移行する。 すなわち、肺に沈着した量が 2.2

×104Bq の場合、2 万 2 千 Bq÷0.061=36 万 Bq」、「表の値は 6 月 6 日時点のものであり、

今後の測定等により変わりうるものである。」と記述されています。 

 この記述から、肺モニタ測定値 2.2×104Bq に基づいて、粒径に依存した肺に沈着した割

合を用いてトータルの吸入摂取量を 36 万 Bq と導き、これに実効線量係数（1Bq 摂取当た

りの預託実効線量）を乗じて、預託実効線量を算出しています。ここで用いた実効線量係

数は約 33μSv/Bq と類推できます。 

 

Q9 プルトニウムの確定的影響を調べた研究はありますか？ 

A9 急性影響のようにしきい線量が明確に存在して組織が損傷する影響を確定的影響とい

います。ICRP (Publ.58,1990)は、酸化プルトニウム(239PuO2)とβ線を放出するストロン

チウム 90 粉末を吸入摂取させたビーグル犬とラットについての研究報告から、１年間の吸

収線量(Gy)と累積死亡(放射線肺炎)の関係について報告しています。それによれば、同じ吸

収線量でも酸化プルトニウムはストロンチウム 90 粉末より 7-10 倍程度影響が大きいこと

を示しています。ビーグル犬の半致死線量で、酸化プルトニウムが 37Gy、ストロンチウム

90 粉末が 400Gy と報告しています。 

  人のデータでは、ロシアにあるマヤークプルトニウム製造施設の作業者、米国ロッキー

フラッツの調査研究から、プルトニウム肺線維症の増加が高線量で早期の発症と関係して

いることが報告されています（ICRP Pub.118, 2012）。 

 


