原子力と環境のかかわり
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このように ²⁴⁰Pu/²³⁹Pu 同位体比は、放出源に
よって異なります。従って、プルトニウムがで
きる条件（原子炉のタイプ、核燃料の組成や燃
焼度など）の違いによる ²⁴⁰Pu/²³⁹Pu 同位体比
のデータを調べておけば、環境試料中の ²⁴⁰Pu/
²³⁹Pu 同位体比を正確に求めることで、Pu の起
源推定に役立つのです。国内外において様々な
環境試料について ²⁴⁰Pu/²³⁹Pu 同位体比が測定さ
れ、データの蓄積及び公表が進められています。
注 1 「²⁴⁰Pu/²³⁹Pu 同位体比」には、両者の放
射能の比を指す場合と原子数の比を指す
場合がありますが、ここで示す値は全て
原子数の比です。
注 2 原子炉内では、核燃料中の ²³⁵U（ウラン
-235）が核分裂する際に放出する中性子
が、別の ²³⁵U に衝突して核分裂を引き起
こすという連鎖反応が起きています。こ
の中性子が核燃料中の ²³⁸U に吸収される
と ²³⁹U（ 半 減 期 23.5 分 ） に な り、 こ れ
がβ崩壊を起こして、²³⁹Np（ネプツニウ
ム -239、 半 減 期 2.4 日 ） に な り、 更 に
β崩壊して ²³⁹Pu になります。生成した
²³⁹Pu が、もう一度中性子を吸収すること
で ²⁴⁰Pu になります（図 2）。従って、同
一組成の核燃料を同じタイプの原子炉に
装填しても、核燃料中の ²³⁵U が核分裂す
ることにより放出した熱量の総量（燃焼
度）が大きいほどたくさんの ²⁴⁰Pu が生成
され、²⁴⁰Pu/²³⁹Pu 同位体比は大きくなり
ます。
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