JP 4586191 B2 2010.11.24

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記の（１）乃至（４）からなる群より選ばれる、１０Ｇｙ以下の放射線により目視で
分かる色変化を生ずる、シリカ粒子を含有する放射線感光性色素組成物の１０Ｇｙ以下の
低線量の放射線の測定への使用。
記
（１）キシレノールオレンジ分子をシリカ粒子内に内包した物質の水溶液と硫酸アンモニ
ウム鉄（ＩＩ）溶液とゼラチンの混合物
（２）シリカ粒子と塩化金酸カリウムの混合水溶液
（３）シリカ粒子と塩化金酸カリウムとイソプロパノールとゼラチンの混合物
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（４）キシレノールオレンジ分子をシリカ粒子内に内包した物質の水溶液と硫酸アンモニ
ウム鉄（ＩＩ）溶液との混合物
【請求項２】
前記の放射線の測定への使用が、医療被曝評価用への使用である請求項１の使用。
【請求項３】
前記の放射線の測定への使用が、管理区域実験室レベルの汚染検出への使用である請求項
１または２の使用。
【請求項４】
前記の放射線の測定への使用が、放射性物質に係る汚染管理用への使用である請求項１の
使用。
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【請求項５】
前記の放射線の測定への使用が、放射線に係る積算線量測定用への使用である請求項１の
使用。
【請求項６】
前記の放射線の測定への使用が、放射線に係る個人被ばく管理用への使用である請求項１
の使用。
【請求項７】
前記の放射線の測定への使用が、原子力防災用への使用である請求項１の使用。
【請求項８】
前記の放射線の測定への使用が、原子力広報（ＰＡ）用への使用である請求項１の使用。
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【請求項９】
前記の放射線の測定への使用が、放射線がＸ線及びγ線の場合、0.1Gy〜10Gy程度の検出
への使用である請求項１の使用。
【請求項１０】
前記の放射線の測定への使用が、放射線がβ線、γ線の場合、ポリエチレンろ紙として検
出用への使用である請求項１の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規なシリカ粒子を含有する放射線感光性色素組成物およびＸ線、β線、γ
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線、中性子線等の放射線により変色する、特に被曝が１０Ｇｙ以下の低線量でも簡単に変
色する放射線着色性物質（Ｅｎｈａｎｃｅｄ

Ｒａｄｉｏｃｈｒｏｍｉｃ

Ｍａｔｅｒｉ

ａｌｓ）の用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、Ｘ線等の放射線発生装置の取扱者や原子炉等の作業者や研究者等の放射線障害予
防の目的で種々の線量計が用いられている。その中で特に取扱が簡単なものの一つとして
バッジ型の金属製又はプラスチック製のケースの中に白黒写真フィルムを納めたものであ
って、取扱者の胸につけ、一定日数たった後にフィルムを現像し得られた画像の写真濃度
を求めてフィルムの受けた放射線線量を算出するフィルムバッジがある。このシステムは
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、バッジ自体をコンパクトに作ることができ、取扱が簡単で且つ記録を永久的に保存でき
るという利点があるが、画像を得るのにすべて現像所に送り、ここで一定の条件で現像、
乾燥等を施さなければならず、被曝結果をその場で直ちに知ることはできず、かなりの時
間がかかる欠点があった。
【０００３】
そこで、特許文献１のインスタント写真カラーフィルムをＸ線に曝し、このフィルムを
現像した場合特殊な色の画像を生じ、この色調が被曝量に応じて順次変わってくる現象を
利用して上記の如き欠点の伴わない放射線被曝量の測定方法が発明された。すなわち、１
枚の感光性カラーフィルムとこのフィルムを現像処理するためにローラー等の押圧により
フィルム上に処理液を展開することが可能な処理液ポットが遮光紙により遮光状態にパッ
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クされた少なくとも１組のインスタント写真カラーフィルムを放射線に曝した後に、処理
液をフィルム感光面に展開して現像し、得られた画像の色調を予め作成された同種のイン
スタント写真フィルム画像の標準色調と比較することによって被曝線量を測定することを
特徴とする放射線被曝線量の測定方法である。
【０００４】
2001年に、X線等の放射線計測方法の一つとして、シート状の自己現像型の反射フィル
ムが米国ISP(International Specialty Products)社から発売された。GAFCHROMICシリー
ズである。680nmにピークを有する色素を使用している。組成は不明である。特にGAFCHRO
MIC XR Type R,と Type Tについて、Type Rが反射光を測定するタイプ、TypeTが透過光を
測定するタイプで、それぞれ、感度は、TypeRが、デンシトメーターの強度が0.26 at 0.7
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5Gy, 0.58 at 2Gy, 1.27 at 6Gy, 1.58 at 10Gy、Type Tでは、0.40 at 1Gy, 0.80 at 2G
y, 1.75 at 5Gy, 3.00 at 10Gyである。例えば、Type Rの場合、X線照射では、０〜１０G
y程度までの吸収線量に対して、色変化を起こし目視においてその線量を確認できるが、
低線量部、すなわち、１Gy以下の線量では、デンシトメータによって測定する必要がある
などの欠点がある。従って、本製品は、10Gy前後での使用に最適であり、１Gy以下の線量
でも明確に目視できるというものとは、異なるものである。
【特許文献１】特公平７―１０４４１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
本発明は、新規な色素組成物の用途を提供することを課題とする。
本発明は、Ｘ線、β線、γ線、中性子線等の放射線により変色する、特に被曝が１０Ｇ
ｙ以下の低線量でも簡単に変色するシリカ粒子を含有する放射線感光性色素組成物、およ
び低線量放射線着色性物質（Ｅｎｈａｎｃｅｄ

Ｒａｄｉｏｃｈｒｏｍｉｃ

Ｍａｔｅｒ

ｉａｌｓ）の１０Ｇｙ以下の低線量の放射線の測定への使用を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、以下の（１）乃至（１０）の放射線により変色するシリカ粒子を含有する放
射線感光性色素組成物の１０Ｇｙ以下の低線量の放射線の測定への使用を要旨とする。
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（１）下記の（Ａ）乃至（Ｆ）からなる群より選ばれる放射線により変色するシリカ粒子
を含有する放射線感光性色素組成物の低線量の放射線の測定への使用。
記
（Ａ）キシレノールオレンジ分子をシリカ粒子内に内包した物質の水溶液と硫酸アンモ
ニウム鉄（ＩＩ）溶液とゼラチンの混合物
（Ｂ）シリカ粒子と塩化金酸カリウムの混合水溶液
（Ｃ）シリカ粒子と塩化金酸カリウムとイソプロパノールとゼラチンの混合物
（Ｄ）キシレノールオレンジ分子をシリカ粒子内に内包した物質の水溶液と硫酸アンモ
ニウム鉄（ＩＩ）溶液との混合物
（２）前記の放射線の測定への使用が、医療被曝評価用への使用である上記（１）の使用
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。
（３）前記の放射線の測定への使用が、管理区域実験室レベルの汚染検出への使用である
上記（１）の使用。
（４）前記の放射線の測定への使用が、放射性物質に係る汚染管理用への使用である上記
（１）の使用。
（５）前記の放射線の測定への使用が、放射線に係る積算線量測定用への使用である上記
（１）の使用。
（６）前記の放射線の測定への使用が、放射線に係る個人被ばく管理用への使用である上
記（１）の使用。
（７）前記の放射線の測定への使用が、原子力防災用への使用である上記（１）の使用。
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（８）前記の放射線の測定への使用が、原子力広報（ＰＡ）用への使用である上記（１）
の使用。
（９）前記の放射線の測定への使用が、放射線がＸ線及びγ線の場合、０．１Ｇｙ〜１０
Ｇｙ程度の検出への使用である請求項１の使用。
（１０）前記の放射線の測定への使用が、放射線がβ線、γ線の場合、ポリエチレンろ紙
として検出用への使用である上記（１）の使用。
【発明の効果】
【０００９】
新規な「混合した色素」の用途（低線量の放射線の測定への使用）を提供することがで
きる。
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Ｘ線、β線、γ線、中性子等の放射線による被曝により簡単に変色する、特に被曝が低線
量でも簡単に変色するシリカ粒子を含有する放射線感光性色素組成物、および放射線着色
性物質（Ｅｎｈａｎｃｅｄ

Ｒａｄｉｏｃｈｒｏｍｉｃ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）の用途（

１０Ｇｙ以下の低線量の放射線の測定への使用）を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明において対象となる放射線は、γ線として治療用60‑Coγ線照射装置により空気
吸収線量として10Gyのもの、Ｘ線としてX線診断用装置にて発生させた１Gy〜２Gyのもの
、低線量の密封線源として、γ線は、６０‑Coγ線 ７４kBq、137‑Csγ線3.7MBq、β線は
、９０‑Sr/９０‑Yβ線７４kBqのものなどが例示される。
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【００１１】
シリカ粒子を含有する低線量放射線変色性物質は、低線量の放射線により目視で分かる
色変化を生ずる形態で放射線感光性色素とシリカ粒子を含有する材料であれば特に制限は
なく、固体として粉末、ろ紙に含ませた液体試料を透明テープで保護した試料、ゼラチン
を用いて1cm角の4ml容積のプラスチックセル固化させた試料、同液体試料が例示される。
【００１２】
本発明においてシリカ粒子を含有する放射線感光性色素として、放射線照射により目視
で分かる色変化を生ずるもので、例えば以下の例の中で、３）から６）のものが採用され
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る。
１）プルシアンブルー(Prussian Blue)を利用した試薬
β線、γ線感光性色素としてプルシアンブルー（Purssian Blue）の青色の発色を利用
する。プルシアンブルーは一般的な調製法を用い、放射線照射により還元作用を有する２
,５‑ジヒドロキシ‑パラ‑ベンゾキノン(dhqH2)水溶液を、塩化第二鉄水溶液とフェロシア
ン化カリウム水溶液の混合物とある割合で混合して試薬とする。使用方法は、この試薬を
水分が約１０％含まれている状態でろ紙に塗布し使用する。例えば、水分が蒸発しないよ
うに市販のメンディングテープでカバーして、その上から、密封線源γ線源として60‑Co,
β線源として90‑Srをのせてそれぞれ放射線を照射すると、約１時間ぐらいで、その線源
の形に色が少し褪色する。その色変化により放射線が照射されたことを判別することがで
きることを特徴とする。放射線感光性色素を含有する試薬が塗布されて、当該色素は、放
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射線照射により目視で分かる色変化を生ずるものである。
これは、β線、γ線検出用でポリエチレンろ紙等に塗布して使用し、管理区域実験室レ
ベルの汚染を検出しようとするものである。
【００１３】
２）Ｘ線誘起蛍光体をベースにした白色粉末
Ｘ線誘起蛍光体 CaWO4 をベースにした白色粉末の調製時にヨウ素をある割合（Na2WO4
とCaCl2とKIから１:２:２として調製）で混合して得られた白色沈殿物CaWO4:Iである。
使用方法は、２枚の透明な両面テープにこの粉末試料を挟み込んで使用するか、ペレッ
ト状に成形して用いる。Ｘ線照射後に照射裏面が黄色に着色する。この色変化によりＸ線
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が照射されたことを判別することができることを特徴とする。これはＸ線検出用で0.1Gy
〜10Gy程度の検出に用いることができる医療被曝評価のための材料であり、Ｘ線照射によ
り色変化を生ずるＸ線誘起蛍光体を備えた医療被曝評価のための材料を一体的に取着して
医療器具を構成し、Ｘ線照射済み表示を、上記X線誘起蛍光体の色変化で判別するもので
ある。
【００１４】
３）Fe2+／キシレノールオレンジ／SiO2試薬
文献(Radiation Physics and Chemistry,61(2001)433‑435)で報告されているFe2+／キ
シレノールオレンジ／ゼラチン試薬を改良し、キシレノールオレンジをシリカ（SiO2）ナ
ノ（粒子径

約30nm）粒子に含有させた物を用いる。これにより、シリカナノ粒子内に、
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キシレノールオレンジを高濃度に濃縮することで感度を上げることが期待される。キシレ
ノールオレンジ／SiO2水溶液にFe2+を有する化合物の混合溶液にγ線照射することにより
Fe2+が酸化されて生成したFe3+がキシレノールオレンジに配位することで黄色から紫色へ
と色変化が起こる。Fe2+を有する化合物については反応に影響を及ぼさない公知のものを
広く使用できるが、好ましくは硫酸アンモニウム鉄（II）である。
この色変化によりγ線が照射されたことを判別することができることを特徴とする。
【００１５】
４）Fe2+／キシレノールオレンジ／SiO2/ゼラチン試薬
文献(Radiation Physics and Chemistry,61(2001)433‑435)で報告されているFe2+／キ
シレノールオレンジ／ゼラチン試薬を改良し、キシレノールオレンジをシリカ（SiO2）ナ
ノ（粒子径
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約30nm）粒子に含有させた物を用いる。これにより、シリカナノ粒子内に、

キシレノールオレンジを高濃度に濃縮することで感度を上げることが期待される。キシレ
ノールオレンジ／SiO2/ゼラチン水溶液にFe2+を有する化合物の混合溶液にγ線照射する
ことによりFe2+が酸化されて生成したFe3+がキシレノールオレンジに配位することで黄色
から紫色へと色変化が起こる。Fe2+を有する化合物については反応に影響を及ぼさない公
知のものを広く使用できるが、好ましくは硫酸アンモニウム鉄（II）である。
この色変化によりγ線が照射されたことを判別することができることを特徴とする。
【００１６】
５）高密度シリカナノ粒子に分散塩化金酸カリウム溶液から金微粒子生成による発色試
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薬
市販されている高密度シリカナノ粒子に KAuCl4を加えて混合して試料とする。これに
、ガンマ線（10Gy）照射すると、Au微粒子の生成と思われる赤色を呈する。この色変化に
よりγ線が照射されたことを判別することができることを特徴とする。
【００１７】
６）高感度発色試薬（増感剤を含むシリカナノ粒子分散塩化金酸カリウム溶液から金微
粒子生成による）
また、市販されている高密度シリカナノ粒子にKAuCl4、増感剤として、イソプロパノー
ルとゼラチンを加えて混合して試料とする。これに、γ線を照射すると、Au微粒子の生成
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と思われる赤色を呈する。この色変化によりγ線が照射されたことを判別することができ
ることを特徴とする。
【００１８】
塗布方法は、塗布する試料溶液を一定量採取し、ピペット等で塗布した後、自然乾燥さ
せる。
【００１９】
ろ紙への塗布方法は、塗布する試料溶液を一定量採取し、ピペット等で塗布した後、水
分を約１０％残して自然乾燥させる。
【００２０】
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用途について、たとえば放射性同位元素使用実験室での放射性同位元素による汚染検出
のロールペーパーとしての使用することができる。
【００２１】
本発明の放射線感光性色素組成物や低線量放射線着色性物質は、以下の用途に用いるこ
とができる。
(a)放射性物質に係る汚染管理用
例えば、原子力発電所などに設備されたバルブ、ポンプ、配管等については、保守、点
検、補修、または除染などの作業が定期的にあるいは臨時に行なわれている。安全、正確
かつ効率良く作業を行なうことができるように作業現場の汚染管理は重要であり、こうし
た放射性物質に係る汚染管理に本発明の放射線感光性色素組成物や低線量放射線着色性物
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質を用いることができる。
(b)放射線に係る積算線量測定用
燃料製造加工施設や原子力発電関連施設等の周辺監視区域内外においては、該当区域内
における放射線の空間線量率を測定するための計測器やモニター表示器および当該計測器
から得られた移動平均値、積算値、瞬時値等のデーターを管理事務所に伝送するための設
備が適宜設置されている。本発明の低線量放射線着色性物質を用いて、低い線量レベルで
の線量を監視することができる。
(c)放射線に係る個人被ばく管理用
原子力発電所などの管理区域内で作業を行う作業者は、管理区域内における放射線被ば
く線量値と作業時間を管理することが義務づけられている。放射線に係る個人被ばく管理
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用には、時々刻々変化する作業現場の環境線量率をリアルタイムに監視する設備があるが
それらを補完するものとして、目視により放射線の存在を注意させる本発明の放射線感光
性色素組成物や低線量放射線着色性物質を用いることができる。
(d)原子力防災用
原子力発電所や燃料製造加工施設においては事故が起きないようなシステムとなってい
るが、万が一、１９９９年９月３０日にＪＣＯ社にて発生した臨界事故のような原子力災
害が発生した場合、周辺住民の被ばく線量を判断する材料の１つとして目視により放射線
の存在を注意させる本発明の放射線感光性色素組成物や低線量放射線着色性物質を用いる
ことができる。
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(e)原子力広報（PA）用
原子力を安全に利用することは、子供から大人まで地域住民をはじめ世界中から理解さ
れる必要がある。目視により放射線の存在を注意させる本発明の放射線感光性色素組成物
や低線量放射線着色性物質によって、放射線管理区域での作業者の被曝線量管理は、許容
線量を超えないようにすることはもちろん、各作業者の被曝線量をできるだけ低く保ち、
かつ無用の被曝が避けられるように管理されることを知らせることで、原子力が安全に利
用されていることを知ってもらうことができる身近な教材となる。
【００２２】
本願発明の詳細を実施例で説明する。本願発明はこれら実施例によって何ら限定される
ものではない。なお、実施例１および実施例２は参考例である。
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【実施例１】
【００２３】
プルシアンブルーは塩化第二鉄水溶液１mMとフェロシアン化カリウム水溶液１mMの混合
物とする。次に、放射線照射により還元作用を有する２,５‑ジヒドロキシ‑パラ‑ベンゾキ
ノン(dhqH2)水溶液１mMを、塩化第二鉄水溶液１mMとフェロシアン化カリウム水溶液１mM
の混合物と１:１:０.３で混合して試薬とし、この試薬を水分が約１０％含まれている状
態でろ紙に塗布する。水分が蒸発しないように市販のメンディングテープでカバーして、
その上から、密封線源（７４kBq）γ線源として60‑Co,β線源として90‑Srをのせてそれぞ
れ放射線を照射すると、約１時間ぐらいで、その線源の形に色が少し褪色する（図１）。
同条件での再現性は確認済みである。
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【実施例２】
【００２４】
蒸留水３mlにCaCl2・2H2O

0.5gとKI 1.13gを溶解した後、蒸留水２mlに0.51gのNa2WO4

を溶解した溶液をこれに混合して白色沈殿物CaWO4:Iを得る。その後、蒸留水で数回洗浄
し、乾燥して使用する。２枚の透明な両面テープにこの粉末試料を挟み込み、約２GyのＸ
線照射(管電圧80kV, 管電流200mA,照射時間2secを１０回行った)後に照射裏面が黄色に着
色した（図２）。
【実施例３】
【００２５】
キシレノールオレンジ約７mgとイソシアネートプロピルシリケート２６０μlを２ml DM
SO中に加え１時間撹拌する。その後、その溶液に６mlのエタノール、６mgキシレノールオ
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レンジ、テトラエチルオルソシリケート０.３ml, 濃アンモニア水２mlを加えて１日室温
で撹拌する。その後、Amicon社YM‑100のフィルターを用いて限外ろ過を行い洗浄してキシ
レノールオレンジ／SiO2水溶液約２mlを得る。
このキシレノールオレンジ／シリカ粒子水溶液0.4mlと10mMの硫酸アンモニウム鉄（II
）(1N)水溶液0.1ml,1N 硫酸0.1mlを混合しFe2+／キシレノールオレンジ／SiO2試薬を得る
。Fe2+／キシレノールオレンジ／SiO2試薬では、キシレノールオレンジは高濃度にシリカ
粒子に固定されているが、キシレノールオレンジ水溶液と同様に溶液のｐＨにより色が変
化し、キシレノールオレンジ水溶液にFe3+の水溶液を加えると、Fe3+がキシレノールオレ
ンジに配位することによる黄色から紫色への色変化も確認できた。
このFe2+／キシレノールオレンジ／SiO2試薬水溶液に、室温でγ線約10Gy照射（60‑Co
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γ線照射装置で３０分間照射）することにより水溶液中のFe2+が酸化されて生成したFe3+
がキシレノールオレンジに配位したと思われる黄色から紫色への色変化が観測された（図
３）。この色変化は、600nmでその試薬の吸光度がγ線照射されることによって約0.15増
大することがわかった（図４）。このことから、キシレノールオレンジをシリカナノ粒子
に固定して、γ線照射に伴う、吸光度変化が初めて観測された。
【実施例４】
【００２６】
キシレノールオレンジ／シリカ粒子水溶液0.4mlまたは0.2mlと10mMの硫酸アンモニウム
て鉄(II)(1N)水溶液0.1ml, 1N硫酸0.1ml,蒸留水0.6‑2.4mlを混合してFe2+／キシレノール
オレンジ／SiO2試薬を調製した後、ゼラチン量を0.2g/mlを3mlから1mlまで減少させて、
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これらの水溶液にγ線約10Gy照射した。（60‑Coγ線照射装置で３０分間照射）その結果
、照射されたγ線によりFe2+が酸化されて生成したFe3+がキシレノールオレンジに配位す
ることで起こる黄色から紫色への色変化が観測できた。これらの吸光度測定結果から、ゼ
ラチン量が１mlのときに紫色の吸光度が最大に変化することを確認した。ゼラチン量が1m
lのときに、５８６nmで1.329の吸光度を得た。この値から文献（Radiation Physics and
Chemistry, 61 (2001) 433‑435））の約1.2倍の感度が得られたことがわかった。（図５
）
【実施例５】
【００２７】
市販されている高密度シリカナノ粒子のうち、粒子サイズが１２nmのものを約３６wt％
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として、これに０.５mM KAuCl4を０.４ml加えて混合して試料とする。これに、γ線（10G
y）照射すると、Au微粒子の生成と思われる赤色を呈する（図６、図７）。シリカナノ粒
子／KAuCl4系への約10Gyのガンマ線照射により溶液が赤く着色することがわかった。この
現象は、粒子サイズが１２nmのもので最大(１２nm＞７nm＞２２nm)であり、加えるKAuCl4
の濃度により溶液の吸光度が変化することを確認した。また、溶液のpHにより、着色速度
に差がでることがわかった。さらに、イソプロパノール添加により感度が著しく上昇した
。そして、ゼラチンの微量添加により生成する金微粒子のサイズを調整することが可能で
あることがわかった。すなわち、ゼラチンを加えなければ、凝集により粒子サイズが大き
くなった紫色を示し、ゼラチンを微量加えると、凝集のない赤色の金微粒子が生成した。
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【実施例６】
【００２８】
市販コロイド状シリカナノ粒子（LUDOX(R)

HS‑40 colloidal silica、重量％

40wt%,

粒子径が12nm）を2ml, H2O 1ml, 10mM KAuCl4を1ml，イソプロパノール0.2mlを1cm角型
ディスポセル中で混合した後、約１００度の湯浴中で１分間加熱した。その後、すでに加
熱して溶液状態としたゼラチン(0.2g/1ml)10μlを角型ディスポセル中に混合してゼラチ
ンを均一に溶解させた。このように調製した試料に、137‑Cs(3.7MBq)から放出されるγ線
（0.002849Gy/h,137‑Csの照射線量率0.0770μGym2MBq‑1h‑1を用い、これに3.7MBq,0.01m
の距離として計算した）を60.5時間照射すると、約0.17Gyの吸収線量となり、このときAu
イオンが還元されて生成したAu微粒子により溶液が赤色を呈した。
上記の最適条件を検討するために、ゼラチン、イソプロパノール、シリカ粒子径、シリ

50

(8)

JP 4586191 B2 2010.11.24

カ粒子含有量を変更し吸光度(520nm)を測定した。吸光度は島津株式会社製UV‑1700にて角
型ディスポセルをそのまま用いて測定した。ゼラチン含有量を変更し吸光度(520nm)を測
定した結果を表１に、イソプロパノール含有量を変更し吸光度(520nm)を測定した結果を
表２に、シリカ粒子径を変更し吸光度(520nm)を測定した結果を表３に、シリカ粒子含有
量を変更し吸光度(520nm)を測定したを結果を表４に、それぞれ示す。
【００２９】
【表１】
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【００３０】
【表２】

20
【００３１】
【表３】

【００３２】
【表４】
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【００３３】
（ゼラチンの添加量 vs 金粒子のサイズ径or金粒子の色のグラフ）を図８に示す。
ゼラチンの添加量については、最も感度の高いHS‑40のみで行った。
よって条件は、市販のコロイド状シリカ粒子（LUDOX(R)
量％

HS‑40 colloidal silica、重

40

40wt%, 粒子径12nm）を2ml, H2O 1ml, 10mM KAuCl4を1ml，イソプロパノール0.2ml

を1cm角ディスポセル中で混合して、約１００度の湯浴中で１分間加熱し、加熱して溶液
状態としたゼラチン(0.2g/1ml)2μlを混合してゼラチンを均一に溶解させることである。
またこの条件にて溶液をガラス板に薄く塗布し、放射線照射の時間による吸光度変化を
測定した。結果を表５および図９に示す。
【００３４】
【表５】
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【００３５】
シリカナノ粒子は、LUDOXのHS‑30（粒子径7nmのSiO230wt%水溶液）、 HS‑40（粒子径12
nmのSiO240wt%水溶液）TM‑50（粒子径22nmのSiO250wt%水溶液）をそのまま使用して、蒸
留水により希釈して用いた。ネットワーク構造の調製は、シランカップリング試薬として
、Aldrich社製のtetraethyl orthosilicate (TEOS), 3‑aminopropylsilicate (APS), iso
thiocyano‑propylsilicate (CNS) 溶液を使用して上記サイズの異なる３種類のシリカナ
ノ粒子溶液に添加し、撹拌しながら１日放置して行った。
このようにして調製した試料水溶液3.5mlに、10mM KAuCl4水溶液0.5mlを添加し、さら
に収率を高めるため、イソプロパノールを約５％添加して、日本原子力研究所高崎研究所
の60‑Coγ線を空気の吸収線量で〜１kGyとなるように、空気または窒素雰囲気下、室温で
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照射した。いずれの場合も溶液は、赤色を呈しており、凝集は起らなかった。TEOSならび
にAPS‑CNSの濃度変化（シリカナノ粒子が白色沈澱となる濃度まで）とこのAu微粒子の生
成量との関係から、TEOSによるネットワーク構造化の方が、APS‑CNSのネットワーク構造
化よりもAu微粒子の生成量が多いことがわかった。APS‑CNSでは、[APS‑CNS]/[SiO2]pが約
３．６を超えると、APS‑CNSのそれぞれ２つのシリケート基の間に９個の原子を有してい
る約1.14nm鎖部分が互いに絡み合ってシリカナノ粒子の凝集を容易に引き起こし、塊とな
って粒子径そのものが変化してしまったと考えられる。HS‑40（粒子径12nm）とHS‑30（粒
子径7nm）について確認され、特に、粒子径7nmのHS‑30で著しかった。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
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（１）金イオンを用いた実施例４では、197‑Auが中性子線に対する放射化断面積が大き
く、197Au(n, γ)198Auにより半減期が2.695日で0.412MeVのγ線を放出する198‑Auが生成
することが予想される。この中性子線によって生成する198‑Auのガンマ線をGe検出器で測
定することにより、中性子線の検出をも行うことができる。
（２）現在、施行例が増加しているインターベンショナルラジオロジーにおいて、施行
中に線量を目視で確認することができ、患者の過剰被曝を防ぐことができる。
（３）原子力発電所の室の壁に塗布することで、目視により放射線の存在を注意させる
ことができる。
（４）金微粒子が室温で調製できるため、その製造方法が簡単になる。また、シリカ粒
子に分散されているため、加工がしやすい。
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以上の通りであり、以下の用途に用いることができる。
(a)放射性物質に係る汚染管理用
(b)放射線に係る積算線量測定用
(c)放射線に係る個人被ばく管理用
(d)原子力防災用
(e)原子力広報（PA）用
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】プルシアンブルー／dhqＨ2試薬への低線量放射線照射後の色変化（丸い形で色が
抜けている部分が照射部分）を示す図面に代わる写真である。
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【図２】CaWO4/I白色粉末へのＸ線照射（約１Gy）後黄色に変色したことを示す図面に代
わる写真である。
【図３】Fe2+/キシレノールオレンジ／SiO2 試薬へのガンマ線照射（10Gy）の色変化（照
射後左から２番目の色から左端のような色に変色。吸収スペクトル変化参照。）を示す図
面に代わる写真である。
【図４】Fe2+/キシレノールオレンジ／SiO2 試薬へのγ線10Gy照射前後の吸収スペクトル
変化。aが照射後でbが照射前である。
【図５】Fe2+/キシレノールオレンジ／SiO2／ゼラチン試薬の吸収スペクトル変化。実線
が照射後で破線が照射前である。約10Gy照射。
【図６】シリカナノ粒子／KAuCl4試薬へのガンマ線照射（10Gy）の色変化（条件によって
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着色の程度が異なる）を示す図面に代わる写真である。
【図７】シリカナノ粒子／KAuCl4試薬へのガンマ線照射（10Gy）のスペクトル変化。aが
照射後でbが照射前である。
【図８】シリカナノ粒子／KAuCl4試薬／ゼラチン／イソプロパノール試料へのガンマ線照
射（0.2Gy）前後の吸収スペクトル変化。
【図９】シリカナノ粒子／KAuCl4試薬／ゼラチン／イソプロパノール試料へのガンマ線照
射（0.2Gy）前後の吸収スペクトル変化。

【図４】

【図７】
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