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１.　はじめに
　公立大学法人大阪府立大学（Osaka Prefecture University，
OPU）地域連携研究機構放射線研究センター１）の放射線施設
は，大阪府立放射線中央研究所として設立以来，日本の代表
的な放射線利用施設として 55 年の歴史を持つ。この間大きな
組織の変遷があったが，基本的には，施設とその利用形態、
管理体制，地域における活動を継承してきた。現在，大学と
しては最も規模が大きい，総合的な放射線・量子ビームの利
用施設である。近年，利用研究の対象となる様々な物質，材料，
機器の高性能化や，医学分野における診断，治療技術の高度
化などによって，放射線・量子ビームを用いる新たな基礎研
究の重要性が増している。
　施設の維持には，地域の理解が必要である。長年にわたる
放射線知識普及活動を通じて，放射線についての社会の人々
の認識に触れる機会を得てきた。この活動の中心は，他の機
関と共同開催している放射線フェアで，32 年間続けて実施し，
多くの成果や知見が得られた。また放射線・原子力分野の人
材育成が急務で，このために，特に大学に放射線関連施設を
利用できる環境があることが重要である。
　放射線研究センターの活動も大きな転機を迎えようとして
いる。新しい基礎研究の推進，放射線知識普及，施設を活用
した人材育成が，今後の活動の主な柱となる。われわれが放
射線施設を管理運用する立場から，非常に重要な活動と位置
づけられる放射線知識普及および人材育成の現状を報告する。

２.　放射線施設の経緯と現状
2.1　放射線施設の経緯

　放射線研究センターにおける放射線施設の歴史は，1959 年
に設立された大阪府立放射線中央研究所（大放研）に始ま
る。大放研は，1990 年に大阪府立大学に統合され，附属研究
所となった。1995 年には，新たに設立された先端科学研究所
の，放射線科学研究センターおよびアイソトープ総合研究セ
ンターとなり，2005 年の大学の法人化の際に，産学官連携機
構の放射線研究センターに引き継がれた。この機構は，2011
年に地域連携研究機構に改組され，現在は，地域連携のため
に設置された 6 研究センターのうちの 1 つである。これらの
改組の間も構成員は施設と技術を継承してきた。長い歴史の
中で得られた多くの研究成果は広い分野で活用され，国際的
にも高く評価されている。関西における放射線研究の拠点と

して，今日までさまざまな活動を続けてきた。2008 年度には，
「大阪府立放射線中央研究所および大阪府立大学の放射線施
設」として，日本原子力学会第 1 回歴史構築賞を受賞した２）。
大放研の設立当初は，研究員，事務・技術職員などの所員を
合わせて約 100 名の規模であったが，現在は，4 研究室の教
員 11 名が，事務組織の支援を受けて施設の管理運用にあたっ
ている。
2.2　放射線研究センターの施設と装置

　放射線研究センターに関係する主な建屋の配置を図 1 に示
す。線源棟，放射化学実験棟（トレーサー棟），屋外管理棟，
保管廃棄棟が放射線管理区域を持ち，また動物実験棟では，
マウスの飼育とエックス線照射実験が行われている。各主要
施設と装置の状況を表 1 に示す。大規模なクリーンルーム施
設は，先端科学研究センター棟の 2 階にあり，放射線研究セ
ンターが管理している。 
　加速器およびガンマ線照射施設がある線源棟の概略図を，
図 2 に示す。16MeV OPU 電子ライナックは，1962 年に設置
されたもので，研究用としては日本で最も古い。また 1968 年
設置の 600keV コッククロフト・ウォルトン電子加速器は，
表面処理装置として利用されている。いずれも稼働期間は長
く，基礎研究用の加速器として，特徴ある研究を行っている３）。
60Co ガンマ線源は，更新費用が高騰しているが，水プール施
設にある強力な線源 4 本（1 本当たり 380TBq）が，2014 年 1
月に 11 年ぶりに更新された。イオン加速器は，放射線研究セ
ンター棟の非管理区域にあり，表面分析や PIXE などに利用
されている。また地域連携研究機構は，核燃料物質の使用事

図 1　放射線研究センターの俯瞰図

動物実験棟

放射化学実験棟

放射線研究センター棟

線源棟

保管廃棄棟

屋外管理棟

先端科学研究センター棟



2
非破壊検査第 63 巻 9号（2014）

業所で，保管のみ行っているが，学内での「湧き出し核物質」
の保管にも随時対応している。
2.3　放射線研究センターの諸活動と地域連携

　放射線研究センターの施設は，学内共同利用に加え，外部
機関や民間企業にも開かれ，多くの研究者や技術者がさまざ
まな条件で利用している。放射線非破壊検査の研究分野では，
中性子ラジオグラフィの開発研究，高感度の 2 次元画像を得
るための技術開発，高度計測技術を利用した新しい検査技術
の開発などの研究成果がある。共同利用等の研究成果は，放
射線研究センターの活動報告とともに年度ごとにまとめられ
ている４）。また外部からの依頼を受けて行う放射線照射事業，
放射線測定事業，透過試験などは，大放研以来継続しており，
現在は教員が担当している。またこれまでに蓄積された経験
や技術をもとに，技術支援，外部施設の周辺の環境放射線測

定などを行っている。放射線利用や安全に関する相談も数多
く寄せられる。諸団体の施設見学や，マスコミの取材にも随
時応じている。日本非破壊検査協会，日本原子力学会，日本
物理学会，応用物理学会をはじめ多くの学協会，委員会活動
などに参加し，社会からの多岐にわたる要請に応えている。
　地域社会へのさまざまな放射線知識普及活動の中で，中心と
なるのが，主に親子や一般市民を対象とする放射線フェア「み
んなのくらしと放射線展」５）の開催である。関西を中心とする
放射線関連 9 機関で実行委員会を組織し，大放研からの 32 年
にわたる活動で，一貫して中心的役割を果たしてきた。これま
でにのべ 45 万人以上が参加し，日本を代表する放射線知識普
及活動と位置づけられる。また 2012 年度から 3 年計画で，文
部科学省の原子力人材育成等推進事業により，地域への放射線
知識の普及のための指導者としての人材の育成に努めている。

図 2　線源棟の加速器およびガンマ線照射施設

表 1　放射線研究センターの主要施設と装置

施設，装置 設置場所

密封放射線源
60Co ガンマ線照射施設（4 照射室と照射用プール） 線源棟

　総数量：約 3PBq
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X 線装置
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非破壊検査，照射用 250kV 装置 線源棟

非破壊検査用 60kV 装置 線源棟

非密封 RI 取扱施設（3H，32P など 18 核種） 放射化学実験棟

各種放射線計測装置 屋外管理棟ほか

クリーンルーム施設（クラス 1000，100，10） 先端科学研究センター棟
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　放射線研究センターの教員は，それぞれ異なる分野の大学
院を担当してきたが，2013 年度に，センターの全教員が担当
する「量子放射線系専攻」が，工学研究科に設置された。1
学年あたりの学生定員は，博士前期課程が 8 名，後期課程が
3 名で，ほぼ定員を上回る学生が所属している。また，ベト
ナム，中国，ラオスからの留学生も含まれる。放射線関連施
設を活かした実践的教育で，放射線，原子力分野の人材育成
が効果的に行える環境が整った。

３.　放射線フェア「みんなのくらしと放射線展」
3.1　実施組織と開催経緯

　この放射線フェアは，放射線に関する関西の意識と技術の
高さを背景に，長期にわたり行われてきた日本を代表的する
地域への放射線知識普及活動の 1 つである。主催は，「みんな
のくらしと放射線」知識普及実行委員会で，最初は大放研が，
また現在では大阪府立大学が事務局となり，関西を中心とす
る放射線関連 9 機関で構成される。放射線フェアの開催をは
じめ，講演会，放射線施設の見学会などを行っている。この
活動の趣旨は，次のとおりである：放射線が広い分野で活用
され，日常生活に欠かせない存在になっているにもかかわら
ず十分理解されていない現状にてらして，くらしにかかわる
放射線についての正しい知識を普及することにより，産業の
振興と福祉の向上に寄与することを目的として，知識普及の
諸事業を行う。
　この活動は，大放研を中心とする関係者の努力により 1984
年に開始された。参加機関が事業費と人手を持ち寄り，今日
まで活動が続けられてきた。企画から実施までの作業を行う
専門部会では，毎年異なるテーマを設定して半年がかりで案

を練り，また前年度の結果に基づいて修正を加えてきた。こ
のため，経験に基づいたアイディアが細部にまで盛り込まれ
ている。本学からは，センターの全教員と OB，地域連携研究
機構の職員が参加している。
　最初は主にデパートで開催していたが，2005 年度以降会場
を複合文化施設に移して，フェアの雰囲気も，より科学技術の
学習を意識したものになった。会場の条件などによる差も見ら
れるが，親子を中心に年間 2 万人を超える入場者があった。総
参加人数は，2010 年の開催まで，のべ 45 万人以上になった。
　 2011 年の東京電力福島第一原子力発電所事故の後，関西に
おいても，行政，消防，中等教育学校教諭，民間企業，一般
市民などから，センターに技術相談，講演，訓練，測定など，
多くの依頼が寄せられた。このことから，一般市民などへの
放射線知識普及活動の重要性を再認識させられた。イベント
形式が基本の放射線フェアは，参加対象を絞って主にセミナー
と展示を中心に 2 年ほど開催してきたが，親子や一般市民が
正しく放射線を学ぶことの意義は変わらず，楽しく学べる雰
囲気を取り戻しつつある。
3.2　2013年度の放射線フェア

　 2013 年度は、第 30 回みんなのくらしと放射線展「くらし
の放射線サマースクール 2013」として開催した（図 3，4）。
従来と比較して，より深く踏み込んだ活動も取り入れ，関西
の機関との連携も重視した取り組みを行った。この内容は次
のとおりである。

【目的】小・中学生，保護者および高校生を中心に放射線に関
する正しい知識を学び，ともに考える機会を提供すること
で，「放射線としっかり向き合い，正しく怖がる」ための環
境を整える。

【主催】「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会

図 3　各イベントについての広報ポスター
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構成団体：大阪府立大学（事務局），（独）日本原子力研究
開発機構，（一財）電子科学研究所，（一財）日本原子力
文化振興財団，（一社）大阪ニュークリアサイエンス協会，（公
社）大阪府放射線技師会，（公社）日本アイソトープ協会，

（一社）日本原子力学会関西支部，関西原子力懇談会
協力団体：放射線知識普及連携プロジェクト

【後援】文部科学省，近畿経済産業局，大阪府，大阪市，堺市，
大阪府教育委員会，大阪市教育委員会，堺市教育委員会，（一
財）大阪科学技術センター

【開催日と会場】2013 年 8 月 23 日～ 25 日，大阪科学技術セ
ンター

【実施にむけての準備】
実行委員会：基本事項の決定（年 2 ～ 3 回の開催）
専門部会：参加機関の委員，本学教員と施設の OB らによる，

テーマ，場所，イベントの設定，内容の検討と実施後の
総括（年 7 ～ 8 回の開催）

実施体制：参加機関のメンバー，展示やイベントに係る協
力者，大学生や高校生アルバイト（来場者の案内や説明
など），企画会社スタッフ

実施広報：新聞広告，周辺の学校および図書館などへのチ
ラシ配布，ホームページ等による案内

【実施テーマ】
■「放射線親子セミナー 2013」小・中学生および保護者対

象：親子で放射線の知識を学ぶ体験型の講座（サイエンス
ショー・ガイドツアー・放射線測定器「ベータちゃん」を
使って，会場に隣接する靭公園内の石や草から出ている自
然放射線量を計測するフィールドワーク・霧箱工作・ミニ
ツアー（保護者対象））。

■「第 2 回ハイスクール放射線サマークラス」高校生対象：
放射線について高校生自らが調べ，学び，考えたことを学

校対抗形式で発表する「ハイスクール放射線サマークラス」
を昨年に引き続き実施。テーマは，放射線の測定方法，放
射線の人体影響，放射線利用。前年度に比べて 1 校多い 6
校の高校が参加。また放射線のさらなる知識向上を目的と
した特別授業「放射線利用の最前線」，発展学習「放射線
の性質をより深く知ろう！上手に使おう！」を実施。

■「これからの放射線教育メソッド」中学・高校教諭対象：
放射線教育の「あるべき姿」についてのモデル授業と意見
交換会。

■「発見！体験！放射線わかるラボ、展示、ワークショップ」
広く一般市民対象：体験型を中心とした展示構成とし，楽
しく「放射線の正しい知識」を得ることを目的とした。内
容は，放射線の基礎知識，自然放射線，くらしへの利用，
くらしとのかかわり，福島の事故の影響と今後，そこが知
りたい！放射線 Q ＆ A、放射線をはかる，食品の放射能モ
ニタリング。展示に加えてステージイベント，わくわくサ
イエンスショー，光の万華鏡工作。

■「放射線クイズラリー＆ガイドツアー」子供たちや一般市
民対象：会場を巡りながら先生や学生スタッフがわかりや
すく放射線について解説するガイドツアーと会場に設置し
てある 5 つのクイズに答えて景品を獲得するラリー。

■「特別展示，関西の原子力・放射線研究施設」広く一般市
民対象：大阪府立大学，京都大学，近畿大学，福井大学，
若狭湾エネルギー研究センター，理化学研究所，兵庫県立
大学の放射線関連施設や活動を，動画スクリーンと専門家
がブースを設けてわかりやすく紹介。

3.3　放射線フェアの成果と意義

　 2013 年度の放射線フェアの来場者総数は，のべ約 1300 名
であったが，目的を持ち意識が高かったとの印象である。こ
れは，会場の性格や広報の方法によるところが大きい。親子
セミナーの保護者を対象としたガイドツアーでは，理解でき
たとの答えが 95％に上り，これも参加者の学習意識の高さを
反映した結果といえる。実施内容もそのような意識に合わせ
て深く掘り下げ，全体として充実したフェアとなった。新た
な試みとして開始し，第 2 回目を迎えた「ハイスクール放射
線サマークラス」では，参加 6 校の高校生の 71％が参加して
よかったと答えている。現在，2014 年度の第 3 回目の開催に
向けて，9 校の応募があり，期待の高さがうかがえる。将来
の日本の科学技術を支える高校生がこのような機会を持つこ
とが重要で，今後の継続が望まれる。本学の学生の中に，か
つてこの放射線フェアに親子で参加し，その後高校生スタッ
フに加わった女子学生がいる。これは決してまれな例ではな
く，地道な活動による大きな成果の 1 つである。
　原子力発電所事故を契機に，このような放射線知識普及活
動が，より広くより頻繁に行われることが望まれる。このた
めに実施機関が互いに連携して効率的，効果的に活動を行う
ことが重要である。2014 年度以降の放射線フェアは，他のイ
ベントとの連携によって活動の範囲を広げ，より魅力的で充
実したものとなるよう，新たな方向を模索している。

４.　放射線知識普及のための人材育成
　本学では，2012 年度から 3 年計画で，文部科学省の原子力
人材育成等推進事業（図 5）を行っている。この事業では，
地域の人々への放射線知識普及のために必要な指導者として

図 4　展示会場でのワークショップとフィールドワーク
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の人材を育成することを目的として，放射線研究センターの
施設を活用した実践的な研修を行っている。2013 年度までの
研修実績は，340 名を数えた。
　この事業では，効果的な研修モデルを作成し，事業終了後
に複数の機関が協力して効率的に継続する計画である。

５.　まとめ
　大阪府立大学地域連携研究機構放射線研究センターの大規
模放射線利用施設は，組織改編を経験しながら，55 年の歴史
を歩んできた。教育研究と地域貢献に放射線関連施設を利用
するだけでなく，放射線研究センターの専門家としての人材
を活用して，放射線フェア「みんなのくらしと放射線展」を
中心とした放射線知識普及活動を長年にわたり行ってきた。
　このような知識普及活動は，必要に応じてにわかに体制を
作って実施しても，その場限りで形だけのものになりがちで
ある。日常から担当できる人材の育成に取り組み，さまざま
な体験を踏まえて活動を継続できる放射線研究センターの存
在意義は大きい。
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図 5　放射線知識普及のための研修事業
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