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硫黄ー35およびその標識無機佑合物

製造技術の開発

日本原子力研究所アイソトープ事業部魁造部

四方英治(編)

1981年6月22日 受理

要旨

放射性同位体劃遺資料ー12弱

原子炉で中性子照射した塩化カリウムからキュリー量の無担体の続賞-35を定常的11::.遣する技術を側施
した.最初に塩素の原子炉照射にさいして.“Cl(n，p)"'Sの反応により生成す:03続賞-36と.Cl(n，.)

np の反応により生成するリンー 32 の比を求めた.照射後処理では.塩化カリウムの水槽被11::.x~J-)レを

加えて大部分の温を除去する前処理を含めた陰イオン交換分自E法と.鉄(m)イオンを眼着させた幡イオン変

換樹脂住11::よりリンー32を吸着させて除去する操作を含む陽イオン交換分眠法とを研究した.

定常製造では.ガラス製の製造装置を収納するグロープボックスを整備し.ζ 乙で原子炉照射した塩化カ

リウムを陽イオン交換法により処理して固に 1Ciから 5Ci11::逮す03続賞-35を過去敵年聞にわたり毎

年数回製造してきた.との間施設や装置の運転あるいは放射線管理上問題となるような事故はなく.常に高

晶質の製品を 90%近い収率で製造できた.

硫黄-35標識無機化合物合成法の開発では，スズ(R)-リン目置により備酸("S)を一旦硫〔割引化水素K

還元したのち.酸化して元素状硫黄〔担S)を製造する方法を開発した.また無担体硫/It(輔副を合む水溶液

Ir:担体硫酸塩を加えたのち，エヲノールを添加して硫酸〔輔S)ナトリウムあるいは硫酸〔踊S)銅(n)を製

造する技術を開発した.硫酸〔田S)銅(R)からは.熱分解により発生する二酸化硫賞(1切を氷磁化ナトザ

ウム水溶液Ir:吸収させて.亜硫厳〔蝿S)ナトリウムを製造した.さらに亜硫酸〔蝿S)ナトリウムを水溶液中で

2ーオクタノールの存在下でコロイド硫黄と反応させて能率よくチオ硫酸〔蝿S)ナトリウムを製造する方法を

開発した.塩化カリワムの取扱いを照射前後を通じて酸素を含まない雰囲気中で行う乙とにより.業時0%の

硫黄-35をチオ備酸塩の形で回収した.乙の様織チオ硫酸塩を発生期の水素で硫〔踊S)化水素Ir:還元いあ

るいは酸で分解してコロイド硫黄〔闘引を製造した.
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DEVELOPMENT OF TECHNIQUES OF PRODUCTION OF
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Abttraet

Techniques to produce routinely Cuhet cf carrier-free iulfur-35 from neutron irradiated pottMium
chloride were developed. Firstly the ratio of tulfur-35 to phosphorus-32 produced respectively by
the reactions 3SC1 (n,p)35S and M a ( n , a ) M P was determined. For the post-irradiation process, two
processes of anion exchange and cation exchange were studied. The former process was based on the
selective elution of carrier-free sulfate after precipitation of the bulk of potassium chloride by ethanol
and the latter process on the selective adsorption of carrier-free phosphate on Fe*3-cation exchange
resin.

A gloved box with various appendant equipments was constructed for routine production and a
glass apparatus was installed in it. Sulfur-35 from 1 Ci to 5 Ci has been produced by the cation
exchange process several times every year during past few years, and products of high quality have
been obtained with yields higher than 90% without any troubles.

In the studies on the synthesis of sulfur-35 labeled inorganic compounds, sulf»te[MS] was
reduced with tin(II)-phosphoric acid to hydrogen suifidel^S], which was oxidized to elementary
sulfur!35 S]. Sulfatef^SJ of sodium or copper(II) was precipitated from an aqueous solution of
sodium or copper(II) chloride containing carrier-free sulfate [35S] by adding carrier of either one of
the sulfates and ethanol. Copper(II) suIfatel^S] was pyrolyzed to evolve sulfur! " s i dioxide,
which was fixed in a sodium hydroxide solution as sodium sulfitef35 S]. This was allowed to react
with colloidal sulfur in a boiling solution in the presence of 2-octanol to form thiotulfatel3* S]
efficiently. By treating target potassium chloride, before and after irradiation in an oxygen-free
atmosphere, approximately 60% of sulfur-35 was recovered as thiosulfate. Reduction with nascent
hydrogen and decomposition with acid of the thiomlfate were studied to prepare elementary sulfur
[3SS].

Keywords: Radioisotope, Sulfur-35, Phosphorus-32, Nuclear Reaction, Neutron Irradiation, Produc-
tion, Anion Exchange, Cation Exchange, Facility, Labeled Compound, Inorganic Com-
pound, Sulfate, Sulfite, Thiosulfate, Sulfide, Sulfur, Solubility.
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Te~hniques to produce rωtine'~ CLlri". c，C CIπier-free・u1fur-3Sfrom neutron irradllted pot幽 lum

ch10ride were deve1oped. Firstly the ratio of 1U1fur-3S to phosphorus-32 produced relpectively by 

the reactions 3S C1 (n，p)3S S Ind 31α(n，a)32 P WIS determined. For the post-irradiltion pr，ωe..， two 
processes of anion exchanll~ Ind cltion exchanae were studied. The former proc蜘 wub・Jedon the 

selective elution of carrier-fl問 e剖 1flteIfter pl'ecipitation of白ebulk of pota槌iumchIoride by ethlno1 

and the 1atter process on the se1ective adsorption of carrier-free phosphate on Fe+3 -cation exch・nae
resln. 

A g10ved box with various appendant equipments w掴 constructedfo! routine production and 1 

g1ass apparatus was instal1ed泊抗.Sulfur-3S from I Ci to 5 Ci has been produced by the cltion 

exchange proce田 sever叫 timese刊 ryye紅白血唱 pastfew 予ears，and products of high quwr.r hlve 

been obtained wi白 yieldshigher than 90% without any troubles. 

u1 the s伽 dieson也esyn由回Sof sulfur-3S labeled inorganic∞mpounds， sulflte[35 51 w田

reduced with tin(IIトphosphoricacid to hydrol~en 則Ifide[ 3SSI， which was oxid包edto e1ementary 
副 Ifur[35SI. Sulfate[35 51 of sodium or copper(II) w田 precipitltedfrom an aqueoul solution of 

~odium or copper(II) chloride containing carri町、freesu1fate [35S1 by adding carrier of either one of 

曲esuJfates and e血8nol.CoppeI(1I)釦1f8tel讃 SJWIS PYloJyzed to evo1ve sulfur[濁SIdioxide， 
which was fixed泊 asodium hydroxide solutiorr. IS sodium sulfite[35 SI.百tisw舗aJJowedto react 

wi血 colloidal四 lfur踊 abo出E沼田1ution白山epresence of 2-octanol to form thi咽 llflte(35SI 

efficient1y. By uelting taraet pot・ssiumchloridll before and after irradiltion卸 IUoxypn-free 

atmosphe目， approximately 60l品。fsulfur-3S WIS reco'刊 red回 thiosu1flte.Red:lc泊。nwith nascent 

hydrogen and d即創時四ition弧也 Icidof the thiolulfate were studied to prepl陪 elementlry剖 lfur

[
35SI. 

Keywords: Radioisotope， 5ulfuI-35， Phosphorus・32，iIluclear Relction， Neutron lmdiltion， Produc-
tion， ADion Exchange， Cltion Exch・nge，Fac出ty，Labeled Compound， Inorp瓜cCom-

P叫 nd，5ulfate， 5ulfite， Thiosulfate， Sulfide， 5u1fur， Solu biIity. 
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まえが き

硫黄-35の大量製造技術の開発は.JRR-Iの稼動を開始してから間もなく着手された。基礎研究にはじ

まり，中間規模試験を経て 1965年8月には定常製造IC移行した.それ以来 15年にわたって数 10回の製造

実績をあげ，わが国の需要のすべての賄ってきた.

硫黄-35は通常硫酸の形で製造しているが.そのほかの各種の硫黄化合物の形で利用される乙とも多いの

で.ひきつずいて数種の代表的な硫黄'-35標識化合物の製造について研究を進めて，多〈の新Lい知見を得

る乙とカまできた.

乙れらの硫黄-35大量製造技術の開発と硫黄-35標識無機化合物の製造研究を完了したので.その問IC

得られた成果をまとめて報告するζととした.

以上の技術開発と定常製造を今日まで支障なく進めるために多大の憶力を賜った保健物理部.研究炉菅理

部，材料試験炉部.建設部及び技術部の各位IC心から感謝の意を表する.

乙ζで報告されている基礎研究から施股.股備の股E十製作までの多方面にわたる研究開発は.柴田畏夫.

望月勉.天野恕の歴代部長の総指のもとに.下!i:!の多くの人命の努力になるものである.

1. 核反応並びに分雌法の研究

四万英治.小野間克行

2. 試験製造並びに定常生産

伊際太郎.茂木照十三.小野間克行.新井憧iE..本石章司

3. 棟織化合物製造研究

四方英治，棚瀬正和.加瀬利雄

4. 検査技術の開発並びに定常検定

渡辺傾.鈴木恭平.石川勇.竹内紀男.照沼久寿男.上沖 寛

5. 製造施設の設計製作

伊蔵太郎，立/11完治，茂木照十三.小野間克行，新井陸iE..青山三郎

ζの報告書は，四方英治.鈴木恭平.欄掴正和.小野間克行の諸氏によって作成された原稿を四方英治氏

がまとめて印刷の運びとなったものである.多年にわたって硫黄-35及びその標織化合物の合成に指導的

役割jを果し.さらに乙の報告書の完成のために年余の努力を惜しまれなかった四方英治氏の労を多とするも

のである.

(製造歯車長 阿部俊彦}

。
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Table 1 The isotopes of sulfur.
Only 3S Sis practically useful. „

Isotope Half-life

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

Abundance Type of decay
(%) and energy <MeV)

S-29 0.19 s

-30 1.4 s

2.72 s

stable

stable

stable

87.9 d

stable

5.07 m

2.87 h

95.0

0.760

4.22

0.014

0*: 3.73, 5.40

0*: 4.42, S.09

7 : 0.511, 0.687

(3*: 4.42

7:1.511, 1.27

p": 0.167

0": 1.6, 4.7

7 : 3.09

0": 1.1, 3.0

7 : 1.88

© (n.r)
ftfeli *C1 O (n,p)

it

Kit
. fciitfl

BPJ1 (JMTEtDl

SfcWfi)

»3 ° P
, KSffl (n, p)

. *cio
( t i . r ) *C1 A«, tfc^Cl o (n.

Table 2 The nuclear reactions relating to the production of MS.
Being superior to the (ng,, 7) reaction on MS because of
producing carrier-free MS in high yield, the (s>i,, p) re-
action on 3SC1 is ilwiys accompanied with the ^absidary
reactions producing 3it and N O .

Target
nuclide

S-34

S-32
Cl-35

Q-35

a-3S

Abundance
(%)

•t.22

95.!)
75.4

75.4

'i5A

Product
nuclide

S-3S

P-32
S-35

P-32

Q-36

Cross sec-
tion (b)

0.26

0.06"»»
0.4
15 mb*«

30

Yield (O)*
25 d

0.10
2.0

2.S

0.36

0.16 m

sain.

0.56
2.9

13.8

0.52

926

Nuclear"
reaction

(nth. 7)
(nf.p)

0»th.P)
(nf.or)

(nth,1))

* Value; at the end of irradiation of 1 g of the target element
in : neutron flux of 1 X10 u cm"Jt~: for 25 days and to satura-
tion.

** Subscripts th and f mean thermal and fission neutrons res-
pectively.

** ' Values for fission neutron'.
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1 .序 齢

硫黄-35 (以下3SSと記す)は Table1 11:示すよう

に，実用11:充分長い半減期を持ち，かつ原子炉による大

量製造の可能なただ一つの硫黄の放射性同位体である.

耳Sは般大エネルギー乱167MeVという比較的弱いp--

線を放射し， 87.9日の半減期で境変して安定なおCIII:な

る.

収される.乙れはさらに担体を加えてさまざまの無機あ

るいは有機の撮識化合物に加工されて理学，工学，薬学

などの広い分野でトレーサーとして利府されている.

原子炉中性子を利用する35Sの製造11:はニつの方法が

ある.一つは副Sの (n，r)反応を刷用する方法で，硫

黄を照射する.他は畠CIの (n，p)反応を利用する方

法で，注調官を照射する. T.bll 2/1:示すように，硫黄

の照射では通常の照射条件.たとえば1x 1014cm・18・1

の中性子東密度で 25日間 (JMTRの1ttイクル'11:相当〉

照射しでも.硫黄Igあたりの生成放射能(すなわち比

放射能〉芯 0.1Ci 11:過ぎない.また天然同位体組成の硫

黄からは 原子炉内中性子の高エネルギー成分{被分製

中性子)の多寡にしたがって， 52Sの (n，p)反応によ

り52pが生成す亭(実際11:乙の反応はリンの欣射性同位

体52pの製造11:利用されている). 

おSは通常原子炉で塩素を照射し.おCI(n，p戸Sの核

反応により生成し.無担体の硫1ft(H27.S0. )の形で四

T:・ble唱TheI.olopes of叩 If町.

Only 35S is P目 cticallyuseful. ， 

Abundlncc Typc of declY 
Jsotope Half-llfc:%j Ind聞町iY(MeV)

S-29 

-30 

-31 

・32

・33

・34

・35

・36

-37 

-38 

0.19. 

1.4 • 

2.72 s 

stable 

stable 

st.ble 

87.9 d 

stable 

5.07m 

2.87 h 

95.0 

0.760 

4.22 

0.014 

。.:3.73， 5.40 
。.:4.4'2， 5.09 
.， : 0.511， 0.687 

~.: 4.42 

.， : '1.511， 1.27 

~-: 0.167 

。-:1.6， 4.7 
'y : 3.09 

~-: 1.1. 3.0 

7・1.88

一方塩*を照射する方法では.ターゲットの塩衆同位

体の35CIの天然存在比が大きい (75.4%)乙ともあっ℃

同じ条件で塩素 Igあたり 2.5CiのおSが生成し. しか

も f/.，m体で・得られる利点がある.こ山j~合には.‘CI の

(n， r)反応によりーCI;が.また畠CIの (n，a)反応に

より 52pが少量ではあるが生成する.

乙のようにターゲ‘2 ト元来単位置量あたりの収量の大

きい乙と.無担体で得られる乙と.および52p以外IC;j;i;

照射後の化学処理11:大きな陣害となる放射性同位体の副

成が無い乙となどの理由から.原子炉によるおSの大量

T由旬21百enuclelr開・ctions田I.tinlto the produclionοf誼S.
Bein&四penor10 Ihe (nlll.神間Ictionon割 SbeCI¥"開 。r
producIl¥l c町rier，・f回e誼S泊hiIhyleld， the (ll~旦. p)開-

Iction OD誼αisalways Iccomplnied wlth the叫 bsid・ry
開即位。田 producina32p and輔α.

Target Abundance 
nuclide (%) 

s・，34 ¥.22 
S-32 95.!) 

CI-35 75.4 

0・，35 7~.4 

C!-3S i!.4 

針。duct
nuclide 

8-35 

P-32 

8-35 

P-32 

0・.36

E岡田揖c-

tion(b) 

0.26 

0.0600・
0.4 

15mb'・・・
30 

Yield (Ci)O N，凶:Ie町..
25d 国民 間阻むon

0.10 0.56 (nth. 'Y) 

2.9 2.9 町.p)

2.5 13.8 (n曲.p) 

0.36 0.52 (nr.α} 

仏16m 926 (nlh，怜

o Valun .t the end of曽田副a喧onof 11 of the lUIet e¥ement 
泊三 neutronflull of 1 X 101'cm~2 i'l for 25 dlYs and 10岨胞団-

Ilon. 
..8ublcnpts由回df meln thennal .nd fl踊ODneut四回目宇

P田t!帽:ly.
... Valu国 f凹 rlllIOnDeu釘'on..

、
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製造11:は塩素の照射が利用される.実際に原子炉で中性

子照射するターゲッ卜物質11:.は.取級いの容易さ，照射

11:対する安定性，高IJ成する放射性同位体の特性，照射後

の化学処理の容易さなどの点から塩化カリウムが一般に

使用されている。原子炉で照射した塩化カリウム中山L

35Sは普通硫酸塩の形で存在する.また塩化カリウムか

らは"K."Cl.現Cl.耳pなどの放射性同位体も生成す

る.乙れらのうち"IC(12.3o時間)と‘Cl(37.29分)

は短寿命のため照射後数日放置すれば問題なくなる.結

局照射後にはおClと"p(3SS問機酸化されてリン酸塩

の形で存在する)を含む塩化カリウムから無担体の硫酸

〔おSlを分離回収する化学処理が必要となる.

原子炉照射した塩化カリウムから35sを分噂する操作

は系が簡単なため容易である.またおSが弱い(J-放射

体である乙と.および特に危険性の高い放射性向位体を

含まないため.グロープボックスのような比較的簡単な

施設で大量のおSを製造する乙とができる.

照射した塩化カリウムの処罰には陽イオン交換を主体

とした方法1)・4) 陰イオン交像法5¥6). アルミナカラム

法7)・10) 硫酸〔おSl根をクロム酸パリウムに共沈させ

る方法11¥12)などが報告されている.乙れらの方法の中

では踊イオン交換法が嫌作・装置ともに簡単で.品質の

良いおSの製品が得られる点で優れている. しかし大量

の塩化カリウムを処理するにはそれだけ多量のイオン交

換樹脂を必要とし.乙の乙とは陽イオン交換樹脂に含ま

れるスルホン酸基による比放射能の低下をもたらす.ま

た取吸う1竺出三も噌加して処理時間が長くなる欠点もあ

る 乙の問題を解決するために.冷却した塩化カリウム

の洩溶液11:塩化水素を通じて大部分の壇化物を沈殿除去

する方法的.13)も報告されている.陰イオン交換法は硫

酸[35S)イオンの分別溶障を含み.陽イオン交換法よ

り若干操作が複雑になる.また Uン酸〔坦P1が先11:溶

離されるので.そのテーリングにより硫酸[3SS1均骨号燥

される恐れがある.アルミナカラム法i主婦イオン交換註?

と同様に簡便な方法であるが.硫酸の溶離に際して微量

のアルミニウムが溶出する欠点があり，アルミナの品質

管理が問題となる.クロム酸塩Ilよる共沈は塩化カリウ

ムの多寡11:左右されない利点はある~"'i:，領f宇が複雑であ

る.

製造部ではその前身である放射線応用認の時代に，

JRR-lの利用も含めた放射性同位体の製造技術開発計

画を策定した.乙の中で35Sは坦P.1311および..Cとと

もにいわゆる大需要放射性同位体の一つに取上げられた。

JRR-lのような低出力の原子炉の照射である程度収量

を期待し.かっ将来 JRR-2.JRR-3.さらにはJMTR

のような大型の研究炉を利用する場合には小さな修正で
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l回の作業11:数キュリーないし 10Ciの35sを定常的に

製造できる方法を開発する Eととなった.低出力の原子

炉で大きな収量を望むと，炉心11:近い熱中性子東密度の

高い場所で照射する乙とになる.乙のような紘J斤で怯当

然熱中性子に対して核分裂中性子の割合が大きくなり.

したがって担Pの生成割合も大きくなる.乙のため乙乙

で開発する怠S製造法では32pの除去を考慮する乙とと

した.

乙のような考え方から.おS製造技術開発ではまず原

子炉内照射位置と生成する3SSと32pの割合の関係を求

めた¥4)のち，担pの除去健作5)も加えた陽イオン交換

法16)および陰イオン交換法17)について技術開発を進め

た.乙の技術開発の結果を総合的11:判断し.最終的11:蝿

イオン交換法を採用した。また乙のrolllls軟β測定.微

量硫酸根の定量など35S製品の検査技術の開発も実施し

た。さらにキュリー量の35Sを取扱う施投を1i3t・建股

してその定常生産に備えた.現在では JMTR.JRR 

-2あるいは JRR-3で照射した塩化カリウムを処理

し. 1 @]II:般大 5Ciまでの35Sを定常的11:製造して圏内

の術!盟を満している.

原子炉で腿泊する放射性|司位体は.大量の紋射性物質

を取倣う製泊者の都合，あるいは多〈の分野にわたる利

用面における一般性などから簡単な無機化什物のJf~で市

販される.3SSの崩合は無担体硫酸[35S1である.乙の

まま利用される乙ともあるが.また有機懐織化合物11:合

成されて利用される宅とが多い.有機帳織化合物合成の

出発物質としては硫酸〔おS)は不都合で，他の無機標

識化合物あるいは元素状硫黄門Slへの変換を必要と

する乙とがしばしばある.たとえば2ーメチオニン r!&Sl
は代謝機能の研究1:::重要な化合物である地主乙の合成は

硫酸[3SS1を還元して得られる元素状硫黄[.Slから出

発する.

乙のような無機製造化学の技術は有機合成化学のそれ

とは異質のものであるため.有機標織化合物の合成では

最初から合成11:適した形の放射性同位体が求められる.

したがって放射性同位体の製造者としては.従来のいわ

ば単なる綾種の供給者から一歩進んで.実際の利用11:都

合のよい形で放射性同位体を供給する乙とが.放射性同

位体の利用の促避を計る上で買重要である.

無担体硫酸〔おSl以9!;')無機化合物(乙乙では疋索

状硫黄門Slも含める)は.従来は上11:逮べたような

方法により一旦無担体硫酸[畠Slの形を製造したおs

11:担体を加えたのち化学形を転換していた噌乙の研究で

は.35S標識無機化合物の軍国造の工程を短縮するため広

原子炉照射した塩化カリウムから直接二三の有用な畠S

様蹴無機化合物を製造する乙とを主体としたおS標蟻無

機化合物製造技術の開発を試みた.
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tti*50kW) &

[ffl (n, p) StSK^-S^S TifrffcA

Table3 lĉ "3~<fc olc, C iT, t> (n,p) fccfcO1' (n.d) £, t^:--y ^-!H^ICaNi © (n.

Table 3 ©E.t(18)O«lli. (n, a)

U

. c.

Tabl* 3 The nuclear reactions relating to the
study on the "S/ 3 1 ? ratio.

Reaction
Q-

value
(MeV)

(MeV)

Barrier* •
height
(MeV)

Cross sec-
tion (mb)

3SCl<n,p)3sS
' 'CKn.a^P
^NiCn.p^'Co

0.63
0J92
0.62

2.5

6.1
4.1

4.7

9.08
6.95

16.0,400»*»
3.0,5.0, 1
76,91, 105
140

* Eeff, an abbreviation of effective energy, is
defined as an energy, above which all
neutron.i contribute to the reaction, but no
neutrons below it'8).

** Barrier height is the height of potential,
which is calculated by 0.96ZZA1/3 1*>.

• • • Value for thermal neutrons. AU other
values reffer to reactions with finion
neutrons.

3 2 P£#K IT-5-ft-Pftrod-fiRit£#»*:<,

1.2.1

a * . Kc 5 U ?yJ*<D&l&iS&&-•?*»' (Johnson
Matthey Co., Ltd) tt^icriui-O l*$L<DWMi'&

fz. ttlZ JRR-l ©Mxl. 3, 9. 12©
H 5B#Rg, 3 Hiaicfefc <o#it is«#raiH

*f L fc. Not 1 !H«mti#©©&?*P'£.*»«^3Jia«?l
T. *©^it»©^*Kffl^t*&BT?Jia«Lfc. Na3.

1.2.2 s St B P(D»l

&(* 1 g

iLT20mg i lOmg)
- MgNHt

32PO4 • 6H2Oi LTftR

S U >> A (SO, 2 ' 20 mg)

6H,o
. » t f MgNH4
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ll.原子炉による硫黄-35製造技術の開発

1. 原子炉内照射位置と硫宣言ーおおよび

リンーおの生成比

1.1 目的と概要

塩素の原子炉照射ではおCIの(r.， p)反応によるおS

と同時に，おCIの (n，a)反応による誼Pが発生する.

Table 3 11:示すように.これら (n，p)および (n，a) 

の両反応はともに発熱反応であり.とのことはとれら反

応が熱中性子でも起り得るととを示している.しかし一

方で T圃ble3のE.rrI8)の値は， (n. a)反応では高エ

ネルギー成分の多い被分裂中性子の寄与が大きくなると

とを滋味している.結局35sと甜Pの生成比はそれぞれ

の生成反応11:実質的に有効な熱中性子と核分裂中性子の

密度の比11:左右される.担Pの刷成を低減するには，高

エネルギー成分の少ない原子炉周縁における照射が有効

である.しかし同時11:全体の中性子束密度も小さくなる

ので‘ 358の収量も低下する.

照射後の化学処理における32p分隙工程の採否を判定

し，あるいは適当な分離法を選択しておSの魁造を能率

よく行うためには.実際の照射位置におけるおSと担Pの

生成比を求めねばならかい.複数の原子炉で多数の照射

孔を使用する局合11:は.話Sと32pの生成比を容易に評

価できるようr方法を確立しておくととが望ましい.ζ

のような状況から，おS製造技術開発ではまず原子炉照

Tm胸 3The nuclear開 actions四Iltin晶tothe 
study on the 3581拍 Pratio. 
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Cross oeo-
tion(mb) 

3SCI(n，p)35S 

3SCI (n，α}担p
53Ni (n，p)s.Co 

• E.rr， .n ab!>reviation of effective eneqy，包
defined田 anenellY， above whicb aD 
neutron.1 contnbute to the reaction， but no 
neu釘0田 belowitJ8)， 
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which II calcu1.ted by O.96zZA-l/3 11). 

... Value fot thermal neutronJ. AU oth町

values re1fer to re・ctionJ witb fi且ぬn
neutronJ. 

射により生成する35::;の量とおSと32pの生成比を求め

た。 ζ孔 11:は原子炉心から周縁部にかけて.核分裂スベ

クトル領域の中性子から熱化した成分の多い中性子まで

を利用できる各種の照射孔を持ち19}，各々の照射孔内に

おける照射位置を正確に規定しやすい JRR-l(公称熱

出力50kW)を使用した.乙の原子炉の鏡つかの照射孔

で塩化カリウムと金箔およひ・ニッケル片を同時11:照射し

た.金箔Ir.生成した踊Auの量から熱中性子束密度の値

を.主たニッケル中11:国Niの (n，p)反応 (T・blt3.

照)により生成した副Coの量から紘分裂中性子来密度

の値を求めた.題化カリウムは水11:溶解したのち担体と

して傭酸塩およびリン酸塩を加え，沈殿法11:より掲S と

32pを分離Lでそれぞれの生成置を求めた。それぞれの

生成量を凧およひ・核分裂中性子東甲密度から考察した.

1.2 実験

1.2.1 原子炉照射

試薬特級の塩化カリウム 10gをアルミニウム箔の袋11:

包み，数ミリグラムの金箔およびニッケル (Johnson

Matthey Co.， Ltd)とともにアルミニウム製の照射容

器に封入した.乙れを JRR-lのNn1， 3， 9， 12の

各照射孔で 1日5時間， 3日間にわたり合計 15時間照

射した. Nn 1照射孔は球形の原子炉心を貫通する照射孔

で.その炉心の中央11:相当する位置でー照射した.Nn3， 

9および 12の各照射孔は炉心の周囲に配置されており.

番号順に炉心から離れ. したがって中性子東密度も低下

する.これら各照射孔では履深部すなわち炉心にもっと

も近い位置で照射した.

1.2.2 3SSと誼Pの分撮

Nnl照射孔で照射した塩化カリウムからは0.1gを.

他の照射孔で照射したものからは Igを正績にはかり.

20cm'の水に溶解した.担体として硫酸ナトリウムお

よびリン酸二水素カリウム(それぞれ80/-およびPOl・-

として20mgと10mg)を加えた.過剰のマグヰシヤ

混液を加えて坦Pを MgNH.坦PO..6H20として沈慢

させた紛.沈殿を戸過して薄いアンモニア水で洗浄した

のち.薄い熱温般に溶解した.乙の溶液11:保持担体とし

て硫園陸ナトリウム (80/・2Omg)を加え.再びMgNH.

32PO..6H20を沈殿させた.ζれを小さな円形iP.
で炉過したのち肩車いアンモニア水とエヲノールで挽浄し.

8ヨ紙とともに計数皿に移して乾燥した.最初11:リ:..-.
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(Ba'MOmgcm-3)

S-B-fc.
j ->

i.2.3

Nal (Tl)

r -
MeV

©*«. GM

1.3

J6T Tabled
1MAu

r) '
4 L.

mb
, p)MCo

fc. 90mb

Ttbtt 5 The crou lections of the (n,p) and the
(n,a) reactions or 3SC1 calculated from
the fluxes of Table 4.
The o t h for the (n,p) reaction increased
by 40% from the No.l hole toward
the No.12 hole, whereas the Of for the
(n,0t) reaction remained nearly lSmb
in the holes studied. These results sup-
port a general understanding that the
(n,p) reaction depends on the thermal
neutrons, whereas the (n,or) reaction
on the fission neutrons, and permit to
estimate the **S/nP ratio roughly
from the flux densities of thermal and
fission neutrons determined respectire-
ly by the reaction* ofIW Au (n,7)mAtt

Irradn.
hole No.

1

3
9

12

(r
°th«>)

0.377

0.415

0.484

0.522

i,P)
Of<b)

0,337

2.93

8.38

n.9

Oth(mb)

16.8

1.56

0.804

0.660

ofyab)

15.1
11.0
13.9
17.6

oth and Of mean crou sections for thermal and
fission neutrons reipectively.

M*t?LTfcXltt«[400± 100 mb4"1 JcOfc**^.

4 " P

(n. r)'"Au

Tabb4 ©"S
. *CI© (n,p) (n.a)

» LT
Cn, p)

(n, a) S«©*fffii« of

*«MtlSmbsl)KiEi\ Jt«WJ:<

*C1 © (n. p)

fco T

(n. a)
&-f. (n, p)

fc Cn. a) Sffi

Tabl* 4 The flux densities of thermal and fission neutrons in several irradia-
tion holes of IRR-1 determined by the reaction of "7Au (n,7) !<tAu
and **Ni (n,p) " C o respectively and the yield of M S and " P per gram
ofKCl.
The yield of XS and 33P decreased respectively with the flux density
of thermal and fission neutrons in the irradiation holes studied. The
ratio 3 SS/"P could be raised as high as 140 by selecting an irradiation
hole, but at the sacrifice of the yield.

[rradn.
hole No.

1
3
9

12

Neutron flux (ran**"1)
thermal

1.3X10"
3.9 X10"
2.7X10"
2.2 X10"

fission

1.5X10"
5.S X1010

1.6X10™
8.3 X10 '

thermal
fission

0.87
7.1

17

27

Yield OiCig"1)
S-35

171
S6.6
4S.8
40.2

P-32

43.9
1.22
0.436
0.291

S-35*
P-32

3.90
46.3

105
138

* Values at the end of S hours irradiation.
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TII:陶an田 C岡田陣ctionsof tbe (n，p)回 dIhe 
(n，a) rc配 lionl。ε首CI回ku1.t雲dfrolD 
ぬesux旬。fT.ble4. 
The olh for Ibe (n砂陪岡町i回目回d
by 40%針。mthe No.1 hole toward 
Ibe NO.12 ho!e， wbere回Ibeor for the 
(n，a)陪・cl拘nremllned nearly 15mb 
h曲ehol帥 S拘died.The障 問 皿111皿 p

po此・ aeneralundentandina tbat the 
(n，p) relCtioD d旬間nda畑山e血erm副
n凹 trons，where園出e(n，a)開・ction
。nthe rlllion n同 tro皿， Indp町mitICI 
旬tim.tethe 甜SI目Pnlio rc皿sblY
from the sUll de田 iti旬。ftbennaland 

suion n聞 tronsdetennlned闘 P揖 tiw:・
Iy by 11問問ICtlonsof 1肝 Au(n.. ，.)1蝿Au
Ind蝿 Nl(n，p) .Co. 

4 

(JlpJ塩を炉別したZヨ被を塩酸で酸性としたのち， 沸

鴎させながら塩化パリウム水溶液 (Ba2+10mgcm→) 

4cm'を滴下して36sを硫酸(368Jパリウムとして詑殿

させた.沈殿を円形の小炉紙を用いて炉過し，冷水およ

び90%エタノールで‘洗浄後計数皿に移して乾燥した.

(n，a) 
0Ih(mb) of(mb) 

16.8 15.1 

1.56 11.0 
0.804 13.9 

0.66ゆ 17.6

(n，p) 

eth(b) Of(b) 

0.~77 0.337 

0.415 2.93 

0.484 8.38 

0.522 11.9 

Imdn. 
hole No. 

3 

9 

12 

1.2.3 放射能測定

金箔中11:生成した醐Auの量はあらかじめ絞正した電

雌箱で測定した.ニッケル中の国Coの量は N且1(TI) 

検出器と r一線スベタトロメーターで標準の担coと0.81

MeVの光竃ピークの面積を比絞して求めた。:J5sと3Zp

の量は.それぞれを含む沈殿の GM計数器11:より測定

した計教事を.既知量の15sまたは3Zpを含む同量の沈

殿のS十数率と比較して求めた.

Olh .nd or me.n c岡 崎 闘ctlonsfor th町maland 
fI回lonn聞 Irons同.p田Ii'刊，Iy.

反応の断面積OlhはNo.11照射孔からぬ 12照射孔'1:向っ

て約40郷の地加を示している.No.l照射孔以外はどの

照射孔でも文献健4ω ::1::1∞mb
49l

よりも大きい.しか

し原子炉内中性子エネルギー分布の複雑さあるいは国~u

(n. r)珊 Auの反応の中性子エネルギーに対する依存

性.特'1:熱外中性子の寄与の相違を考慮すれば各測定値

および文献値は一致しているといえよう.一方睡Pを生

成する (n.ct)反応の断面積Orは各照射孔にわたって

文献値15mb5ilに近い.比較的よく一致した使屯示し

た.

ζれらの実験結果は.ーClの (n.p)および (n.ct) 

反応がいずれも発熱反応であるにもかかわらず;(n， p) 

反応は嶋中性子により.また (n.ct)反患は核分裂中

使用したJRR-lの各照射孔11:お砂る嶋中性子束密度.

核分裂中性子束密度.および畠Sと32pの生成量をまと

めて T・ble~ 11:示す. 卵白中性子東密度は附Au(n.r) 

醐Auの反応の熱中性子断面積を98bとし.また椴分裂

中性子東密度は51Ni(n. p)51Coの反応の断面績を卯

mbとしてそれぞれ計算した. 90mbという値は核分裂

スベクトルの中性子11:対する値であり， したがってζζ

で得られた中性子束密度は見掛けの核分裂中性子束密度

ともいうべき値である. No.l照射孔からぬ12照射孔へ

移るにしたがい熱中性子束密度は約1/611:.ま対案分裂

中性子束密度は約 1/20011:低下する.畠Sと3Zpの生成

量もそれぞれ問機の割合で減少する.換言すれば36sと

Jlpの生成比は勲中性子束密度と核分裂中性子束密度の

比と同様に変化する.

T・bl・4の36sおよび担Pの生成量と鱒および核分裂

中性子束密度の値から@おClの (n，p)および (n.a)

反応の熱および核分裂中性子11:対する断面積を計算して

その結果を T・bll&'1:示した3SSを生成する (n.p) 

結果と結輸1.3 

T・b.・4The sUll densities of thermal ・ndfi皿lonneulrons加田帽ralir祖 di・-
tion hole・ofJRR:・1determlned by the reaction of 1" Au (n，'l')掴Au
回 d縄問 (n，p)蝿 Corespectively .nd tbe yield ~f 3SS・nd目Pperlf四 2

ofKCl. 
The yield of皿S.nd坦Pdecre回ed陪旬ecli'四，Iywith the sUlI density 
of曲erm叫 .ndfi制。nn四 tronsinぬeimdlatlon holes ltudied. The 
nlio .35S/32p C叫 ldbe raised圃hi&h副 140by副ect同四耐adiation
hole.加 t.t曲e皿criflceot the yield. 

町
一
間
一
間
制

m
m

43.9 

1.22 

0.436 

0.291 

Y副dωCiI~l)

8-35 P.32 

171 

56.6 

45.8 

40.2 

山
一
向
一
間
口
口
幻

Irr.dn. Neutro岨f1ux(cni・g♂}
hO刷。 tbermal 倒閣

1.3 X 10白1.5X 1012 

3 3.9 X 10" 5.5 X 10凶

9 2:7 X 10" "1.6 X 10同

12 2.2 X 10" 8.3 X 10' 

.VaIu国.tthe剖叫 of5h岨同首radiation.
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t*p
fc. IS?

CX 14.22 B) ,

ts.tr>,

JMTH
T«bta6

% Kit
. C ©

JRR-l(ONoi9Jig*fTLK*Jtt«||«cj£n. *CX-m.9Kg
*tE-eS»t>nfc3SCl © (n, p) KjGOo,,, 0.48b (C©
fl»± JRR-
T T«blt
i 7.1 Ci i t t S . ^gR« JMTR

0.035 Ci

fc. »s f

i!5fe«S» 10 £t±©"P
fc.

TabltS The typicil iiradiition conditions in
JMTR for ths production of MS.
7 Ci of MS i» produced with 0.5% of
31P, of which elimination in the pott-
irradiation procea i> indispensable.

Irradiation position
Thermal neutron flux

Fission neutron flux
Period of irradiation

Weight of KC!

Yield of MS
Yield of 32P

Ratio of MS/31P

M-6
5 X l O ' W s " 1

2Xl0 I3cm -as-1

25 days

7.1Ci(o,h« 0.48b) •
0.03SCi (Of-0.015b)
204

2.1

, KCl-HiO
.£©

•c

L tc y >

(Kd).

2.2

2.2.1
y 9 A 10 g

20cm lltt

T 1.2
AicJ:
fc. jP*iSipiiftffl»K«tt (Kd)

2.2.2

( v S A - l O O , 100-200^1 y i ' i ) ©
0.1 g ttV>L 0.5g ijDJL. * » T 2 WBAO^-tffc

C"S)

«©2tll) OttlHUiitRLT. C© KQ-HiO-CH.
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性子のようなエネルギーの高い中性子によって誘起され

る乙とを示している.また3158と誼Pの生成比は原子炉

内照射位置により大きく異なる乙とも確認できた.原子

炉内中性子のエネルギ一分布は種々の要因Iとより複雑に

変化する地主金およびニッケJνを照射して得られる熱中

性子束密度と核分裂中性子束密度の比とから.3I5Sと担p

の生成比のおおよその目安が得られる.
358と32pは半減期に差があり(それぞれ87.9日およ

び14.22日)，したがって照射時間を長くすればおSと

32pの生成比は大きくなり.また照射後の時間経過とと

もにζの比はさらに大きくなる.

JMTR (熱出力5OMW)において大量の3158を製造

する場合の照射条件の 1例21lを T・bll.'1:示す.乙の

照射位置における熱および核分裂中性子東密安の比は

JRR-]のNo.9照射孔におげる値11:近い.ぞとでNo.9照

射孔で得られたおCIの (n.p)反応のσ山 0.48b (乙の
値は JRR-1各照射孔の値の平均値11:相当する)用い

てT・bll'の条件にしたがって‘Sの生成量を肘算する

と7.1Ciとなる.実際の JMTRの照射でとれに近い値

が得られている21l一方乙の条件では詔Pの生成量は

0.035 Ciとなり， 3158と誼Pの生成比は204となる.乙の

32pはおSの0.49%に相当する.‘S製造技術の開発で

は.担S製品の放射性核種純度は 99.9%以上を目標とし

た.耳Sと誼Pの半減期には6倍のひらきがあり.照射

後放置する乙とにより鐙PII:対する放射性核種純度を高

めるととができる噌しかし上の栂合fl:掴Pの割合を0.1S百

以下にするには39日を要L.，乙の周11:3SSも74%11:減

少するので.乙の方法は3158の製造では得策とは言えな

い。したがっておSの製造技術の開発では.余裕を見て

除染係数 10以上の32pの分健工程を考慮するととにし

た.

TIb胎Sτ'hetypical甘radiationconditioDl in 
IMTR for th= production of語S.
7 Ci of SS S is produced with 0.5% of 
32p， of which eJin山田tionin the p国 b

首司diationproce. bindispenaabJe. 

Irradi・tionpo副tion
ThennaJ neut同，nsux

Fission neutron sUll: 

Period ofirr・diatlon
We耐ltofK'α

YieJd of揖S

Yield Of32p 

Ratioof詰S/32p

M-6 

5 X 1014 cni2 ，1 

2 X 1013CJ百j2s-1

25 d・Iys
1. 

7.1Ci(σIh・O.48b)・
O.035Ci(σ'f -O.OISb) 

204 

5 

2. ，.イオン交換分陣法

2.1 目的と概要

実験規模の少量の照射した塩化カリウムを陰イオシ交

換法で処理する方法が報告5~ 6)されている.骨量イオン交

換法では，極化カリウム水溶液から陰イオン交換樹脂に

吸着したリン酸[担p)イオンと硫酸(.s)イオンを塩酸

により順次溶雌する.乙の方法の欠点は.陰イオン交

練樹脂11:対するa.円SJイオンの段着が塩化カリウ

ム温度11:大きく影.されるととで.乙のために取復う塩

化カリウム量が大きくなるとそれに比例して取扱う溶液

量および樹脂量も増大する.また司1.【.S)に先立q て

リン酸(lIpJを荷車.するので.そのテーリ Yグが硲.

[揖8)とリン酸(.p)の完全分自Eを損う恐れがある.

照射した塩化カリウ J..tiないし10iを処濁するに遣

した陰イオン交換法を開発する ζとを目的として.イオ

ン~I.tll:先立って塩化均リウム水槽被11:エタノールを加

えて大郎分の塩化物を沈股除去する前処種と， KCI-H.O 
-C.HsO日系における無担体司I.(.S)の陰イオン交

換樹脂11:対する分配係数 (Kd)，および陰イオン交自臨時

11:リ Y.担体を添加する効果を研究し穴.塩化11リウ4

水熔液11:エタノールを添加する方法は.気体塩化水素を

吹込む方法41，13)のように腐食性の強い気体を取後う煩

維な操作無しに.効果的11:極化カ 9ウム温度を低減でき

ると考えられた.

2.2 前処理

2.2.1 エタノーJI.添加による竃化カリヲムの混血置

塩化カリウム 10gを室温の水3Ocm'あるいは湧鵬水

2OcmJII:溶解する(どちらも飽和温度に近い).既知

量の無担体硫酸[轟s)を加え，かきまぜながら水槽液量

に対し種々の割合でエタノールを加える..溶液の場合

11:は室温に冷却してから.塩化カリウムの沈殿をガラス

フィルヂーで吸引炉過する.沈殿を 10cm'のエタノー

ルで洗浄したのち乾撮して秤量した.事ヨ波の一郎につい

て1.211:述べた方法と同様に.硫酸塩担体と塩化パリウ

ムにより硫酸(.S)バリウム沈殿させて.Sの量を求め

た‘.iJヨ液残宮町立次の分配係敵 (Kd)の測定11:供した.

2.2.2 分E係数の刻健

前項の炉厳2OcmJII:風乾した塩素形陰イオン交換樹

脂(ダイヤイオン SA-l∞， 1∞ -200メッシュ)の

0.1 gないし 0.5gを加え.室温で2時間ふり+ぜたのち

樹脂を炉別する.iIヨ被のー衝をとり， 1.1と同楓にa・
(.8)対リウムtt.として畠Sを回収した.乙の沈殿の

放射能を最初の炉液のー衝につも、て作qた岡量の沈廠〈前

項の沈.)の放射健と比岐して.乙のKα-H.O-C.Hs
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Kd

KCl-HjO-CsHsOH
103

ffofc.
a) KCl-H2O.

b) H2O-C2H5OH,

p) KCl ( 0.01 M) - H J O - C J H S O H

102

2.2.3

u

I
E101

0.1

L.

100
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ff~40
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\\
\
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A \
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Volume ratio of EtOH to aq. sotn.

Fig. 1 The addition of ethtnol more thin 4 volumes to
t Mtunted aqueous solution (10 j of KQ in
30 cm3 HjO at a room temperature or in 20 cm3

of boOifiC HjO) precipitated nearly 90% of KC1
from both the hot solution (white triangles) and
the cold solution (white circles), " s co-precipi-
tated increasingly with ethtnol, more markedly
in the hot solution (black triangles) than in the
cold one (black circles). 3 rchimei of ethanol
were taken as the limit to add: this reduced the
concentration of Kd to 1/20 tofttber with the
effect of dilution, toeing less than IS* of * S . *

C01 0.1 1
KCl concentration (M!

Fig. 2 The Kj of carrier-free 3ISO4
2" on anion exchange

resin in the HjO-KCl system dropped rapidly
with the increase of the KCl concentration,
suggesting a difficulty in separating "SO»2' from
a large amount of KCl. Resin: Diaion SA-1O0,
100-200 meth.

, ftiao4.5M*»60.21 MIC®

Kd i®IM»«- Fig.

') V

KC1-H2O

tl*o Fig.3 icii HjO-CsHsOH ^ (A) tsktf KCl
-HJO-CJHSOH ^ (xg

Kd CDM«*^^. C CTfc*{fcA 'J

Kd li Fig.2 KmLtz. KCl-HtO3ri©

t Kd
Fig.4 t>li, Kd

iz. C©»^IC(iKd IffilOcmV'

10 K **H*20cm3ic

JAERI 1273 6 

OH系における無担体硫酸(35S)の陰イオン交換樹脂

11:対する Kdを求めた.

KCI-fuO-C2HsOHの系の各成分が Kdに及ぼす彫

響を求めるために，同様の実験を次の 3つの系について

行った.

a) KCi-H20.埠化カリウム濃度を変える.

b) H20-C2HsOH.エタノール擁度を変える.

~) KCI (0.01 M)ーH20-C2HsOH. エタノール護度

を変える.

0.1 
KCI conc・ntration 1M l 

F句.2TheKd ofc・rrie...rrec31So.2-on Inlon cxchlnp 
開山 Inthc H20・KCIYltcm dropp・drapldly 
wlth the Inc開・Ie of the Kαconcentratlon. 
叫 U同t1naa dlfflcultj' In世paratlnl31 So. 2・rrom・Illlcamount of Kα. Relin: Dllion SA，・100，
IOQ.2ωmesh . 

.
 
σ
 

守
切
門
町

u-hux

C01 

0.1 

2.2.3 結果

塩化カリウム水骨量減11:エタ/ールを添加して沈殿する

塩化カリウムおよび溶液由に残存する 35gの割合を.添

加するエタノールの割合の関数として Flg.111:示した.

塩化カリウムを沈殿させるためにはエタノールの添加は

有効で.室温あるいは熱溶液のどちらからもエタノール

と水溶液の容積比4以上で90%近い塩化カリウムが沈

殿した (Flg.1. 自丸および自三角).一方塩化カリウ

ムの沈.'1:共沈する掲Sもエタノールの割合とともに増

し.乙の傾向は特11:熱溶液からの沈殿の樋合11:顕著であ

った (Flg.1.黒三角).共沈による掲Sの綱失を15%

程度11:抑えるにはいずれの樋合も加えるエタノールは水

溶液量の3倍が限度である.ζの11合/CI:UI初の塩化カ

リウムの印泌が沈殿するが.溶液中の塩化カリウム濃

度は希釈の効果もあって.最初の4.5Mから0.21MIC低

下する.

KCI-HzO系における塩温度と Kdとの関係を Flg.

2に示す.乙の図から大量の塩化カリウムを処理する際

の溶液量あるいは樹脂量Ic関十る困躍さが容易に推察さ

れる。 Fi目.311:は HzO-CzHsOH系(丸)およびKCI

-HZO-C2HsOH系 (x印)におけるエタノール漉度と

Kd の関係を示す.ζ 乙でも塩化カリウムの存在の~・

が明らかである.またどちらの系もエタノール歳度40%

附近11:最大を示している.

FI目.4は塩化カリウムを沈取させたあとの炉液中のKd

を示す.添加するエタノールの割合の増加にしたがって

溶液中の塩温度が低下するため Kdが上昇する.ζの聞

の Kdは Flg.211:示した KCI-HIO系の Kdの変化と

酷似している.しかしエタノールの割吾が7倍容を却す

とKdは減少する.

Flg.4の結果からは.Kd 11:関してはエタノールの添

加割合はある程度大きい方がよい乙とがわかった.しか

し先に述べたように.畠Sの共沈11:よ.Q損失の点で 3la

容が限度で・あった.乙の場合にはKdは約lOcm3g'・2で.

d イオン交換分障には小さ過ぎる.ζれらの点を考慮して

エタノール添加による塩化カリウム沈殿の前処理の損作

を次のように定めた.

原子炉照射した塩化カリウム lOgを湧鳴水20cmllC

溶解し.かきまぜながらエタノール60cmlを加える.

室温まで冷却してから極化カリウムの沈殿を伊別する.
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x1Oz

20 40 60 80 100
EtOH concentratlonl0/*)

Fig. 3 The Kd of carrier-free 35SO4l~ on anion exchanfe
resin showed maximum at the ethanol concentra-
tion of 40-60% in both the HjO-EtOH system
(circles) and the HjO-EtOH-KCl (0.01 M) system
(x). The effect of KCt was evident.

10'

\0'

0.1
2 4 6 8 10

Volume ratio of EtOH to aq. soln.

Fi | .4 The Kd of carrier-free MSO»a" in the solutions
left after tiie precipitation of K d (Fif. I) in-
creaaed to the order of 1000 cm'I"1 with the
volume of ethanol, hence with the decreaae of
the KCJ concentration, up to 7 volumes.

xs) <
500cm3g"l-es&5.
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23cm) K 2 M *

( i .
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沈殿を 10cm'のエタノールで洗浄する.洗液は先のSヨ
液と合せてさらに水300cm3を加える.ζの溶液中の塩

化カリウム濃度は約0.07Mで.ζの系における無担体

硫酸(355)の塩素形陰イオン交換樹脂IC:対する Kdは約

5ωcm'g-lである.

2.3 陰イオン交換分権

2.3.1 ー鐘像作

陰イオン交換樹脂カラム(ダイヤイオン 5A-l∞.
100 -2∞メッシュ.径 1.2cm.長さ 23cm)IC: 2M塩

酸を流して組業形にしたのち.一度梯m後袷却した水で

洗浄する.樹脂住にエタノールを含む溶液を流す樋合に

は.樹脂柱内Ic:気泡が発生するのを防ぐため，その前後

IC:沸磨させた水または溶液を流す必要がある.

試料溶接を樹脂柱IC:流し，漉出液を 10cm'のフラク

ションにわけでとる.樹脂住を水洗し.ζの流出減はS

cm'のフヲタションにとる. 0.05MまたはO.1M塩厳で

リン酸[掴p)を溶融したのち. 2M岨酸で.・E円5)を

溶雌する.己れらの流出液は 5cm'のフラクシ，ンli
わけでとる.流通はすべて0.3cm'min・2とする.それぞ

れのフラタシ aンから 0.1cm'を低料血にとり.蕪発乾

回したのち GMd十敏器で放射能を測定する.lrP(E，In闘

1沢)8MeV)と濁5(E'n闘 0.167MeV)の放射能は52.8

mg cm-lの厚さの?ルミニウム箔によるβ線の吸収を利

用して区別する.

2.3.2 陰イオン交換分障における磁:.(358)とリン

.(国p)イオンの事動

次の溶液について.硫酸[畠3)とリン園陸(lrp)イオン

の陰イオン交換の際の挙動を研究した.

a) 原子炉照射した塩化カリウム 10gを2.2.3に述べ方

法IC:より前処理した溶液. 、
b)塩化カリウム 1.2gと硫酸[‘5)およがりン按(lrp)

をトレーサーとして含む390cm'の水溶液.

c) b)の溶液IC:リン酸塩担体(10 mg PO.'-)を加え

た溶液.

d) 18 ~百エタノールを含む c) の溶液.ζ れは IJ ---It 
担体を除いて a) と同じ組成である.

2.3.3 結果

上記 a)-d)の試料溶液について得られた溶障曲線を

それぞれ円，.Sa-dに示す.図の実線は測定託料を直

畿計数した値で.置SあるいはIrpあるいは ζれらお和

を示す.点線は 52.8mgcm-2のアルミニウム箔をかぶせ

て計数した値で.Irpを示す.自然計数は約3Of!仰で

ある.

どの場合もリン厳(lrp)の約2/3I孟流出しー残りの

1/3は樹脂IC:吸着した.ζれは0.05またはO.1M塩厳

で祷障できる.a)および b)の樋合にはリン厳(.p)
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100 200 300 400 500

Volume of eluate (cm5)
600

Fig. Si The elution of 3SS and "P in anlon exchange.
10 g of irradiated KC1 wai ditsolved in 20 cm3 of boiling H,O. 60 cm1 of ethanol was
added to separate KC1, which was filtered and washed with 10 cm1 of ethanol. Both
filtrates were combined and diluted with 300 cm3 of H:O (KC1 about 0.07 M, Kj of
"SO,1" about 500 cm'g"1). The solution was added to a Diaion SA-100 bed (100-200
mesh, 1.2 cm in diameter by 23 cm long). After washing with 50 cm3 of HjO, JJP(aJ
MFO4

3") was eluted with 0.1 M HCI and 3IS (as 3!SO4
J") with 2 M HC1. 2/3 of MP passed

through the bed, and the rest was eluted with 0.1 M HCI with tailing, which contaminated
"S eluted quantitatively with 2 M HCI. The solid line was obtained by counting samples
from the effluents as they were (sum counts of "P+^S) and the dotted line with an Al-
absorber on the samples (counts of 32P).

100 200 300 400 500
Volume of eluate (cm1)

6 0 0 700

Fig. 5b The elution behavior of n P and * S in an HjO-KCl system (1.2 g of KC1 and carrier-free
"SO,1" and nPO«>~ in 390 cm3 of H,O. The KC1 concentntion corresponded to that
In the solution in Fig. 5a) was quite similar to that in the HjO-EtOH-Kd system (Fig. Sa).
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の溶障のピークのあとにテーリングが続き.2M塩俊で

溶隠した硫酸円8)のフラタシ冨ン中11::少量の3IpをIII

めた.il目置(.8)を溶隠したあとの樹脂住底揮のガラ

スウール1t:3Ipの強い放射能を阻め.乙れがテーリング

の原因のーっと考えられる.c)と d)では担体の効票

が明らかで. 1):1.【.p】のテーリングは留められな

かった.どの栂合でも硫酸(.8)は定量的に回収でき

た.
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* 10 g ©I§4*1
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-3 ic
2.4.3 » II

Tablt7
1) ilS-t LfciStt* ij -5 A 10 g £ y v

10 mg) £$ts 20 cm3

2)

3)
4) Fig. -> Aic4RRLfcsP ©1&2/3 li

5) 2.3.

6)
7)

8)
'©0.0S

, *S©
t ° -7 ©$#25 cm3

2.4.2 « * ,
fc Ms i§ffi© - as «• m » T 2»«•

FJj.7
Fig.6lcJt«!LT Flo.7T?(iaP

JS*f L iz.mtH y •> A *s J; V^S S! S©-S|5lt«EiWH Na 11
(* (SO,2" 20 mg) £ y ^Stfi#(P<V- 10 mg)*Jpx, li,
1.2.2lcf3«Lfc^ft£|BieSlc35S haP UtiVnm M?Z>. Tmbl»lK7r;ir&r>ltsStl§,<t'Klt1f}0M296

• MgNH<
32PO4 • 6 HsO £ LT ©"P

T«bl« 7 Results of the test production of "S by the inion exchuiie procett (Fit, 6).
KC1 was iindiated in JRR-1 in the No.l hole in the Runs 1-7 and in the No.IS hole in the other
runs. The runs 7-10 were by the modified process (Fit. 7). Separation factors close to 1 X 10*
were obtained with yields of near 80%.

Run
No.

prepared
(mCi)

Specific 31P "Pin^S MP/*S Separation
activity formed in prepared of factor for

(mCi/mgSO,3T KCI(mCi) (m/iCi) product 3lP

Recovery

1
2
3
4
S
6
7
8
9

10

2.49
2.18
2.06
2.28
2.38
2.47
2.42
0.28
0.25
0.24

33
40
18
37
60
41
61

6.2
5.6
6.1

0.540
0.404
0.404
0.404
0.404
0.834 MCi
0.834 MCi
0.834 flCi

41.2
43.9
46.3
61.8
50.8

<0.13S
< 0.135
< 0.135

2.00 X 10~5

1.93 XHT5

1.95 XHT*
2.S0XNT5

2.10 X lfXs

<4.81XI0"'
< 5.32X10"'
< 5.55X10"'

1.3 X 104

0.9 X 10*
0.9 X 10'
0.7X10*
0.8X10*

>6.2X10 3

> 6.2 X I03

> 6.2*X I03

74.5
86.6
S6.0
87.8
88.3
84.9
76.7
73.0

Radioactivities in the table show those 10 days after he end of irradiation.
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2.4 陰イオン交換分自聖法による 35sの製造

実験

2.4.1 橡作

乙れまでの実験結巣から，原子炉照射した塩化カリウ

ム10gの陰イオン交換樹脂による処理法を次のように

定めて製造実験を行った.

1 )照射した塩化カリウム 10gをリン酸塩担体(Po.s-
IOmg)を含む20ca3の梯鵬水に溶解する.

2)かきまぜながらエタノール 60cm3を加えて室温Ic

冷却する.

3)沈殿をガラスフィルターで吸引炉過する.

4)沈殿を IOcm3のエタノールで洗浄する.洗被は前

項の伊液と合せる.乙れに水3ωcm3を加える.

5) 2.3. 11C記載した操作にしたがい.陰イオン受換樹

脂柱に流す.

6)樹脂住を BOcm3の水で洗浄する。

7) O.05M塩酸 BOcm'を流してリン酸〔国p)を構健す

る.

B) 2 M 塩酸60cm3を減しで硫酸円S)を溶離する.

溶出液は 5cm3のフラクションに分割してとり.畠Sの

ピークの部分 25cm3を集める.

2.4.2 収本収量および珂P含有量の測定

おSの収量は製造したおS溶液の一部を薄めて 2lrガ

スフロー計数器で測定して求めた.

照射した塩化カリウムおよび$8製品の一部11:硫酸担

体 (80，2-20 mg)とリン酸担体(PO，3-10mg)を加え.

1.2.2IC記載した方法と同様Ic$8と田pをそれぞれ硫

酸[$8)パリウムおよび MgNH，担PO..6 H20として

分隆回収する.それぞれの沈殿のおSと置Pの放射能の

計数値から$8の収率と 32pの分隆係数を*めた 32p

JAERII213 

の栂合には.既知量の置Pを含む同量の沈般を作り， ζ

の放射能計数値と比絞する乙とにより.szpの生成量と

$8製品中の混在量を求めた.

2.4.3 結果

陰イオン交換分障による製造実験の結果をまとめて

T.b~・?に示す.表の放射能値は照射後の4lK の減資を

待つ時間および処理時間を考慮して.照射終了後10日経

過したときの値を示ιた.実験NIllからNIl7まではJRR

-IN1l1照射孔で，またNIlBからNIll0までは同じくNIl

15照射孔で照射した場合の結果である。

NIl l 照射孔を使用ιた実験で得た港南E曲線の 1~を

Fill.・IC示す.塩化カリウムIC生成した32pの約2/3は

塩化カリウムとともに樹脂柱を通過するが.残りの 113

は樹脂柱Ic吸着す-5.もし.pの全量が塩化カザウムと

ともに流出すれば岨pの溶障の手閣が省け.またあとか

ら糟隠する.8への汚染も少なくなると考えられた.そ

乙で2.4.1の操作を一部修正し.エヲ Jール添加により

坊殿したIf化カリウムを戸別ιた伊漉/1:;300 crr. Iの0.05

M塩酸を加えて同じ実験を行った.その結果を T・bll
vの実験NIl7からNIll0IC示した.修正した傑作により

NIll実験孔およびNIl15実験孔で照射した塩化カリウムを

処理した僚の熔雌曲線を FI，.7および FI，..11:示Lた.

Fill.IIC比較して Fig.7では.pのほとんど 1∞泌が

塩化カリウムとともに樹脂住を通過する様子がよく示さ

れている.

Nal照射孔で照射した塩化カリウムを処理'"た梅合IC

は.$8の調耳障のピークにほとんど重唱て少量の.pが溶

隠する.T・b.・71C示すように畠S担品中には約 OJ∞2%

の哩pを認めた.しかし.pIC対する除擦係数は 1叫 0・
程度であったきNa15照射孔の栂合Icは担Pの生成量が

小さいため.畠S溶隆ピーク中には壇PはR!められなか

Tlbll 7 Results of the t田tproduction of甜Sby the anion ellchlsle pr田 e圃 (FiI.6).
KClw田歯radiated泊 lRR.11ntht No.1 hole in the Runa 1・7and in白eNo.IS hole畑山eother 

四回.百四 岡田下10were by Ihe modified 抑制措圃 (Fl・.7). Sep.ntion f.clors clo皿 to1 X 10‘ 
明開obllIsedwith yields of 田町80%.

Run 
...s Specific 32p 担Pin盟S 32PI盟S Sep.同tion

Rec。帽ry
prep町宮d lcti吋ty formed in preplred 。f flctor for 

No. 
(mα} (mCi/m1S042J Eα(mCi) (JIIIlCi) product 32p (%) 

2.49 33 

2 2.18 40 

3 2.06 18 0.540 41.2 2.∞>:1σ' 1.3X 10'・ 74.S 

4 2.28 37 0.404 43.9 1.93 X Iσs 0.9X 10'・ 86.6 

5 2.38 60 0.404 46.3 1.9SXJσg 0.9 X 10. 86.0 

6 2.47 41 0.404 61.8 2.S0 X lI1's 0.7X10・ 87.8 

? 2.42 61 0.404 50.8 2.10XIσs 0.8 X 104 88.3 

E 0.28 6.2 0.834μCi <0.135 <4.81 X 10'1 >6.2Xlo' 84.9 

9 0.25 5.6 0.834μCi <0.135 <5.32X 10" > 6.2 X 103 76.7 

10 0.24 6.1 0.834μCi <0.135 <S.5SX 10" > 6.2'X 103 73.0 

Rldiolcti1i1陶 inthe table lItow tho圃 10dlYI&fter‘he end of甘四diallon.
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100 200
Volume

300 400
of eluote (cm*)

soo 600

Fig. S An elution curve obtained by the anion exchange proceit.
Irradiated KQ was processed as described in Fig. Sa, except far the addition of 10 mi of
PO,3~ carrier, the washing with 80 cm3 of H,O, and the elution of 3JP with 0.05 M HCI.
As KC1 was irradiated in the No. 1 hole of JRR-1 to rise purposely the MP/"S ratio,
slight contamination of the "S fraction was still observed (see also Table 7).

to4

CL

15

sample solution
HCI

\J

2M
HCI

100 200 300 400
Volume of eluate (cm*)

500

Fi|. 7 When KC1 irradiated in the No. 1 hole was processed with 10 mi of PO4
3~ carrier by the

modified anion exchange process, where the HjO-EtOH-KCl filtrate in the procedures of
Pig. Sa wu dOuted with 300 cm3 of 0.0S M HCI instead of H,O, ntnAy 100% of MP
passed through the resin bed with the sample solution and subtequent 80 cm3 of 0.05 M
HO. A very small fraction of 3JP was found in the * S fraction (see also Table 7).
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産

15 
ねo 200 双)() 400 500 600 

Volume of eluote ( cml ) 

F旬.11 An e1ullon叫 rveoblaln~d by Ihe anlon exchallle pr田国・.

Irradlaled I'.C¥ w剖 proc旬開du delCr!bed In FII・5・.excepl for Ihe addltion of 10 m. of 
po.'. carti町， the wa.h血Iwlth 80 cm' of H2 O. and the e1utlon of皿Pwllh 0.05 M HC¥. 
As KC1 WIS廿radlaledIn Ihe No. 1 ho1e of JRR・110巾epurp雌 IyIhe担P，"8同110，
s1iahl cont・minatlonof Ihe措Sfraction w闘 slillob日 開ed(担@副曲 Tab1eη. 

10m尚叫ufim-J-0.慣
I HCI 

10. 

15 
100 200 300 4∞ 500 

Volu問 ofe/uote (cm') 

F幅.7 Whenr:::α台国diated佃 theNo. 1 ho/e wu pr.剖酒田dwilh 10m.ofP04'・岨rr!erb!，. Ihe 
modifled副岨.onexch・qeproc田 s，where Ihe H20・EIOH-KαfUlralein the p冊目du陪sof
FiI. Sa wu di1uled with 3ωcm' of O.OS N Hα 凶 t回dof H，O. ne"，iy 1側勝。f拍 p
P曲目d曲rouahthe田sinbed with Ihe岨mple回lu話。nand四 blequent80 cm' of 0.05 N 
Hα. A Yery smaU fractlon of坦PW副 f四 nd担 the輔 Sfl耐 lion(.輯 ea1回Ta副e7).

11 
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K>4

Q.
U

id8

sompla solution 2M
HCI

100 200 300 400 500
Volume of eluate (cm*)

Fig. 8 An elutlon curve obtained by procettinf KG irradiated in the No. IS hole of JRR-1 by
the modified anion exchange procen (Fif. 7).
As KCl was irradiated lo ai to lower the "P/5!S ratio, the contamination of the MS
fraction with **P could not be seen (lee also Table 7).
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) ©
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3.1
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2M 
HCI 

100 200 3(到o 4∞ 5∞ 
Volume of eluate ( cml ) 

F句.8 An elutlon curve obtllncd by 何回畑ln，Kαlrr.dl.led ln Ihe No. 15 hole of JRR寸 b)'
Ib.e modlfled .nion exchlnle何回帽(FIa.7).
As KCI WI. Irrldllted・0・・ 10lower the 32P/ssS r.Uo， the contlmlnltion of the ，.s 
frlction wlth S2p could not be seen (田01110TI・bleη.

った.どの犠合にも収率は BO~百前後であった.

比放射能は硫陰線 1mgあたり数十ミリキュリーで.

無担体硫酸〔畠SJの比放射能としては低い.しかしJRR

-2， -3あるいは JMTRのような大型の研究炉や材

料試験炉を利用して全中性子量 (nvt)を大きくとれU'，

それだ.砂生成量も上がるとともに比放射能も充分高くす

する ζとができる放射性按糧不純物と Lての担Pの問

題以外11:，阻-51C述べる検査項目について検査した杭

どの製品もすべての検査に合格した.

2.5 陰イオン交換分録法ーまとめ

ターゲット IC多量の塩化カリウムを周いる場合11:.照

射済みの塩化カリウムの水溶接にエタ/ールを添加して.

大部分の塩化カリウムを沈取として除去する前処理を附

加する ζ とにより，陰イオン交換分自Eによる鑓E4製造法

の改善を計った穐 KCI-H20-CrHsOH系における陰イ

オン交換樹脂に対する無担体硫酸戸S)イオンのKdと

各成分の関係を検討したうえ.:158の分自E回収IC適当な

Kdを与える前処理の条件を定めた.さらに慎酸〔置8)

IC先立って溶雌する，副反応により生成する壇p(無担体

リン酸(32p))のテーリングが硫酸(.8)イオンの溶雌の

ピーク IC重なる欠点の解消を計った‘乙れはまず塩化

カリウム溶液中ICリン圏直担体を加えてリン厳C32p)の

テーリングを低減し，さらに KCI-H.O-CIHsOH溶液

系を約O.04M塩酸酸性として樹脂住に流し，リン酸

〔掴p)を温化カリウムとともに樹脂柱を遅過させる乙

とにより解決Lた.

エタ/ール前処理とリン畿内p)除去損作を組合せ

た除イオン交換分自111:より，従来の陰イオン交換分自111:
要する時聞を 1/3程度11:短縮し.リン酸[掴p) IC対し

て1x 10‘程度の除白鳥係数を持ち，かっ約 80~彰の収率で

:158の回収を可能にする方法を確立した.

製品の品質は比放射能を除いて充分高しまた大型研

究炉の照射に適用しでも何等不都合は予想されない.比

放射能も次章IC途べる陽イオン交検法に比鮫して.実質

的に 20倍程度高い.大型の研究炉で nvtを1がないし

10‘倍まで高める乙とも可能で.比放射能もそれだ妙高

くなる.

3. 陽イ才ン変換分障法

3.1 目的と傷婁

陽イオン交換分雌法の原理は.原子昔戸照射した塩化カ

リウムの水溶液を Hに形爾イオン交換樹脂柱IC涜し.溶

液中のカリウムイオンを樹脂中の水素イオンと交換させ

るζ とにより，‘Sを無m体硫酸(.8)の温敵溶液とし

て得るというものである.ζの塩.I~.量ではあるが

ーClを含むので.ζれを蒸発して除去し.残さを荷車い塩

目置に溶かして製晶とする.前.の陰イオン交換分厚法の

よう化槽雌したりフラクシ.ンに分取する手聞を要しな
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い利点がある均九照射で創成する坦p(リン酸円p))が

最後まで硫酸円5) とともに行動するので，乙の除去操

作を加えなければならばい.

Eの研究では陽イオン交換分雌法IC;組入れて.陽イオ

ン交換分離法の簡便さを損う乙となしにリンM[32P)を

効果的Ic:除去する方法の開発を計った.上で述べた方法

でカリウムと趨目置を除去して得た溶液を Fe3+-形陽イ

オン交換樹脂住民流し，硫酸(355)イオンはそのまま樹

脂柱から流出させ. リン酸〔担p)イオンを吸着除去する

方法を開発した15)

3.2 リン霞CZp)の分雄

3.2.1 実齢

H+ー形の陽イオン交換樹脂カラム(ダイヤイオン 5K

-1， 1∞メッシュ;直径0.6cm，長さ 10cm)を作り.

0.33 M 極化ランタン溶液 15cm3と水 10cm'を流して

La
3七形にする.問機Ic:0.33M塩化鉄(11)荷量液でFr!九

形陽イオン交倹樹脂柱を作る.

試料溶液とし"'C'， 0.3ないし0.6pCiの無担体硫酸(:I5S)

および無担体リン酸〔坦p)を含み， pH2.0ないし 10.0

の聞で種々の pHIC調聾した塩化アンモニウム水溶液I!J

cm3を調製する.

乙の試料溶液を0.5cm 3 min-Iの流速でLa3+，ーまたは

Fe3七形樹脂住IC:流す.樹脂柱を水 10cm3でtt浄したの

ち. 2M塩酸 10cm3で吸着成分を溶躍する.流出液は

試料溶液と洗浄水.および溶雄被の2部IC:分け，それぞ

れにリン酸担体(PO;-lOmg)および硫酸担体 (50l・

20m討を加えたのちリン酸〔盟p)は MgNHfPOc・
6H.Oとして.また硫酸(305)は硫酸(355)パリウムと

してそれぞれ沈殿分離する.それぞれの沈殿の放射能を

GM計数器で測定する(1.2怠照).

3.2.2 結果

La3七形樹脂IC:対するリン酸〔坦p)イオンおよび硫酸

(
355)イオンの吸着率を pHの関数として Fig.IIC:示

す.La3+ー形樹脂ではリン酸〔坦p)イオンの段着は pH

4から始まり.pHの上昇とともに吸着率も地加するが.

pH6で極大を示したのち pH7で一旦Oになる.その後

再び急速に増加して， pH9以上でほぼ1∞%になる.一

方硫酸(35S)イオンの吸着は全 pH領域で約8俗であっ

た.pH7附近のリン酸(32p)イオン吸着の不連続変化

は，ランタンイオンとリン酸[32p)1オンの反応.ラン

タンの加水分解.あるいは水酸化ランヲンによるリン酸

〔坦p)イオン吸着などの反応が pHIC:より複雑に関係

し合って生ずるものと考えられる.

F~七形樹脂では， pH2ないl..-10の聞でリン様(3Zp)

イオンは 100%.または硫酸〔‘5)イオンは約 5彪が段

着した.またLa'"':ー形IC:見られるような pH1附近の特

異な現象は見られなかった.ランタンイオンはトレーサ

=R 
-u z 
』。
由

100 
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F句・.The ad個 rptlonof担問).'-Md掴 50同2・。n聞

La'+-form c・tionexch・喝ere蜘 b・d.
10cm' of 0.5% NH.，a副叫onof n山田 pH
contlin加， '3PO.'-lI¥d SlS~2- wu “4・dto a 
Dl・!onSK-I bed (100 me曲， 0.6 cm 1ft dialll・t・r
by 10 cm lonc) in LaJ+-form. The ad岡市tionof 
'2PO.'-b句ln10 lnc同a陣・fttrpH 3， PIMd 
throl¥lh ab四ptdrop It pH 7， and fin・Uy~属加d

100%・tpH 8. 3ISO.2-同tlinec.lon tlle bld WII ・Iway.le回 IlIan8¥110. 

-il.度のリン酸あるいはクロム酸の共沈IC:しばしば利用

される.しかしととでは広い pH範囲でリン酸[Jlp)イ

オンを定量的に吸着し，また硫酸〔‘S)イオンの吸着の

少ない Fe3+形の樹脂を用いるとととした。リン酸(Jlp)

イオンIc:対する除白鳥係数は FeS+ー形， Last形ともに2

X 103以上であった.

乙の研究の実験では pHの影・を調べるため0.5~百温

化アンモニウムを使用した.塩漉度が 5~百程度を酋すと

鉄(1)イオンが溶出し.リン酸〔担P)イオンの厳着皐は

目立って低下した.ζの乙cとは.乙の方法が原子炉照射

した晶化カリウムの水溶液IC:は実際にはそのまま適用し

がたいととを意味している.そ乙でζの方法を陽イオン

交換分雌法iC:効果的IC:適用するため.最初に陽イオン交

換法によりカリウムイオンを除き，次IC:温四置を薫発して

除いたのち，残さを水IC:溶出した溶液を Fe3+- 形樹脂

で処理するとととした.

3.3 陽イオン交換分自量法による
358の製造

実験

3.3.1 装置と操作

原子炉照射した塩化カリウム 30gの処理を目標IC.
F切.101C:示すフローシートを作成した.またとの製造実

般に使用した装置の概略を Fig.11に示す.

照射した塩化カリウム 30gを溶解摘 F.で筑IOcm'の

水IC:溶解する(1.34 M塩化カリウム).乙の溶液を分

液鑓斗 SdC:移し.陽イオン交換樹脂住 R.(Do鴨.x5:p 
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Prepare a cation exchan-
ge resin(Dowex-50 X-8, 50-
100 mesh) column(4cm in
diameter by !>0cm long).
Hash the column with 3000
cm3 of 3H R d and 1000cm3

of H2O just before the

Dissolve irradiated KC)
(30g) in 300cm3 of H2O.

• Pass the solution throu-
gh the ion exchanger co-
lumn at a flow rate of
5ci«3 min-1

Hash the column with 1000
cm3 of H2O.

Evaporate the effluent to
dryness.

Dissolve the residue in 5
cm3 of H2O containing 1
cm3 of 301 K2O2. Evapora-
te to dryness. Repeat the
procedure 3 times.

Dissolve the residue in
10cn>3 of H2O.

• Pass the solution through
the Pe3+-type cation ex-
changer column at a flow
rat* of 0.5cm3 min"*

Evaporate tha effluent to
dryntss. Repeat the treat-
ment with H2O2 3 time*.

Dissolve the residue in
0.1H HCl.

Fig. 10 The flow-sheet for the teit production of 3 !S by the cation exchange proceu.

Prepare a cation exchan-
ge resin(Diaion SK-1, 100
-200 mesh) column(0.8cm
in diameter by 20cm long).
Condition the column with
200cm3 of 2H HC1, 50cm3

of H2O, 10cm3 of F«3+ aqu-
eous solution<Fe3+ lOmg
cm-3, 0.1M HC1) and 20cm3

of H2O just'before tha use.

X-8, 50-100 /
fat. Mi&HScm'

it(l4cm, BL£50cm)lc

Fs

cms*flDilT«tf *5£

v SK-1. 100-200 t -y >*.,
i tS 0.8 cm, g£20cm) KWit. iKiia0.5cidlmin~I

*50cm',
cm"') 10 cm3,

0 . 1 M l l « | (Fe'MOmg

An apparatus for the test production of MS by
the cation exchanfe process.
Irradiated KQ dissolved in dittolver F, is added
to resin bed Rt in H*-form. Effluent (HCI
solution o£-*SQ,*" and MPO4

3") is evaporated
in evaporator Fj by heater Hi to remove HCI.
Residue it added to resin bed Rj in Fe'Vonn
with a small volume of H, O. Effluent ("SO,1"
in HjO) is evaporated in evaporator F» by
heater Hj to near drynets. Ruiidue is treated
with HjO, and finally Ukw up in dilute HO.
S w are mervoin and C,-, cosulenten (see alto
F*. 10).

10cm3©0.1 M

3.3.2 I t *
T»b«. • ic^ u; .

14 

Prepare a cation exchan- . D1..01ve 1rrlld1llted IICl 
ge resin(Dowex・50X・8，SO・ (30曹) 1n 300cm3 of H20. 
100 llIesh) co1咽 n(4四 in
d1ameter by !.Oc回 10ng). 四 Pa..the .01ution throu-
Wash the co1u皿nwith 3000 gh tl四 ionexchanger co-
CJ113 of 3M HC1 Ilnd 1000cm3 iumn Ilt 11 flo官 rllteof 
of H20 ju.t before the 吋山・1
use 

Wa・hthe co1U1l1n with 1000 
13

3 tf H20・

Evapo~ate the eff1uent to 
dryne... 

Di..o1ve the re.1~ue 1n 5 
cm~ of H20 containing 1 
C1113 of 30‘H202・EVapora-
te to dryne... Repeat the 
procedure 3 ti刊e..

Prepare 11 cation exchan- D1.s91ve the re・idue1n 
ge re・1n(D1aionSK-l， 100 10clll3 of H20. 
-200冊esh)co1U1l1n(0.8cm 
1n diallleter by 20clll 10ng).ーー-Pas. tte .01ution through 
Cond1tion the-column w1th the Fe3+-typ・C:llt1onex・
200cm3 of 2M.HC1， SQcm3 chang.r c:oi色IlIn・ta fl。師
。fH20. 10cm3 of~~・3+ aqu- rat~-of 0・Scm3llIin・1
e。凶回1ut.l.on(Fe3+-1伽 9
cm・3，O.lM HCi) and 20cm3 EvaPorate the eff1uent t。
。fH20 jU.t 't掴 forethe u.e. dryn・・・.R・p・atthe tr.at-

m・n耳withH202 3 t1Il1e.. 

Di..o1ve the re~idue 1n 
O.lM HC1. 

F句， 10The now，sheet for the telt producUon of 31S by the cIUon exchlnae pr田e圃・
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x-8. 50 -100メッシュ，直径4cm. 長さ5Ocm)11: 

流す.流速はScm3min'・1とする.との樹脂住は使用直

前11:3M母国t3ωOcm3と水1∞Ocm3で洗浄してお<.
カリウムイオンを除いた流出液IH∞cm3の蕪発相 F，

F句.11 An appantl皿 forthe test production of坦Sby
the cltion阻 ch副唱:0proc闇.

11:受け.マントルヒーター HIで塩園陸を蒸発する.樹脂

柱を水 10∞cm3で洗浄し.洗液も F311:加えて蒸発す

る.溶液を一旦蒸発乾回したのち，分液漏斗 Szより 30

%過酸化水素水 1cm3を含む水Scm3を加えて再び燕発

乾因する.1:.の損作をさらに2回繰返す.ζれによりイ

オン交換樹脂に由来する有織物を分解する‘残さを水10

叩 1'11:溶解したのち.乙の溶液を 8.11:移し， Fe~-形樹

脂住 Rz(ダイヤイオン SK-l， 1∞由200メッシュ.

直径O.8cm.長さ2Ocm)11:流す.流速はO.Scm'mi百円

とする.との樹脂住民は，使用直前11:2M塩酸2∞cm'，

水5Ocm'.塩化鉄(1) 0.1 M 塩酸溶液 CFe'+10mg 

cm・') 10cm'.水20cm'を順次流しておく.樹脂住

の上部1/3ないし 1/4がFeドー形になる.流出液は蒸

発槽 F，I1:受ける.マントルヒ-?-HIで溶液を灘発

乾留したのち.過酸化水素による処理を3回繰り返す.

最後に蕪発強さを 10cm3の0.1M 塩酸11:溶かして製品

とする.装置内の溶液の移動1;'自然減下あるいは真空ポ

ンプによる吸引を利用する.

lnadiated JtQ d泊。h'ed恒 dia副官rFI II added 
to re血 bedRI泊a+.form.EfOuent (HQ 

副 utionof二、揖S042'岨 d割問!t")担肺IP町脚d
in tYltorator F 3 by h同胞rH.t to reDl明・Hα.
Re誕dUI1iladd“t。同信nbωR2in Fe'酔 .form
柑 曲 amJall"oI世間 ufH20.EfO田I1t(315042・
in H20)担割旬田・t“祖師"由討。rF， by 
h個 個rH， to田町dJyD帽，Ri岨樋嗣 i・t開at“
輔自民0， 岨dfinally t&t帽 upIII dUute Hα. 
SI-4 are r岨11"叫皿岨dCl~ C岨 del1皿問。偶al曲

F‘.10). 

とのような工程と装置により得た現品についてL収量.

収率.比放射能.純度などを検討した.

1.1.2 結果

製造実験の結果を主とめて T.b"，I1:示した.照射に
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Table 8 Results of the test production of 3 !S by the cation exchange process
(Figs. 10 and 11).
KC1 was irradiated in JRR-S in the No.3 bole in the 1st 5 runs and in
the No. 12 hole in the other runs. Amount of MS prepared is jrn'.ll
because of low neutron flux densities and short irradiation periods.
32P could be reduced below 0.001% in each of the runs (not shown).
As the KC1 in the 1st 5 runs contained about 2% of 3>P (Table 4), the
separation factor should be greater than 2 X 103. When compared with
the results of the anion exchange process (Table 7), this process tave as
a whole lower specific activity because of SO4

2" comming from sulfo-
nate type cation exchange resin.

Weight
of

target

30 g

60 g

Irradn.
time

30 hr/2W
30 hr/2W
30 hr/2W
"0hr/2W

) ir/2W
J hr/2W

60 hr/4W
180hr/12W

Volume of
product
(cm3)

25
25
50
50
50
19.5
14.7
13.5

prepared
(mCi)

1.0
3.4
2.2
4.0
4.0
3.5
1.5
6.8

Specific
activity

(mCi/mgS0«2~)

0.36
1.0
0.34
1.4
1.4
2.14
2.3
3.3

Recovery
(%)

89
73
89
75

JRR- I
nvt

>;-ffl!8

<,

&th * ti-r.

nvt

S-f *

X'. Fig.10©7a-->-

ft*.

aWH£4Lfc99.9# 3.4

©*«**»*^ , *«**
i 'J

y >Wt

. »-f * ^

LT.
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T..，.. 8 Resu1ts of the test produclion of 3SS by the cation exchaDle pr回開

(Figs. 10 and 11) 
KC1 was irradilted in JRR-I in the NO.3 bo1e in tbe 1st S runs Iml II. 
the No.12 hole in the other ruos. Amount of暗 SP開 plretlis SJD'，U 
because of 10w neutron nux densities ・ndIhort ir四diltionper.ods. 
32p∞凶dbe reduced below O.ω1%面白cbof tbe n1DS (not .~.own). 
As th. KCl加 the1s1 5岡田 cont・ined向。ut2% of 32 p (Tlbl~ 句，tbe 
separation flctor shou1d be IR'lter thln 2 X 103. Wben compared with 
the re四Itsof the .凶00exch回且.eproc帽 (Table7)， tbil pr田 e畠駒冊目

a wbole lower specific町 tivilybeca田eof SO.2・commIDIfroM四 Ifo-
oate type c・liooexchlnge res回.
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Recovery 
(%) 

nv
内

s
a
V
P
3

0
0

司，
au

司，

Specific ・ctivity
(mCi{maSO• 2-) 

0.36 

1.0 

0.34 

1.4 

1.4 

;';.14 

2.3 

3.3 

耳s
p四pared
(mCi) 

1.0 

3.4 

2.2 

4.0 

4.0 

3.5 

1.5 

6.8 

Volume of 
product 
(cm3) 

25 

25 

50 

50 

50 

19.5 

14.7 

13.5 

We唱.hl
of 

tar耳目

30 g 

Irrado. 
ti町le

30 hr{2W 

30 hr{2W 

30 hr{2W 

噌ohr{2W 
l.tr{2W 

Jhげ2W

60 hr{4W 

180 hr{12W 

60g 

己の硫酸塩含量は O.∞3~匹以下である.乙の値は 30g の

温化カリウムでは 0.9mg11:相当する..5 II!品中間主数

ミリグラムの硫酸暗証が検出されている.T.・b胎7の陰イ

オン交換分自Eの結果と T・b...の陽イオン交換分自Eの結

果とを同じ照射条件11:検算して比較すると.後者の魁品

の比放射能は前者のそれの約 1/1011:過ぎない.陽イオ

ン交換樹脂分自E法の実胞に際しては，イオン交換樹脂の

コンディショニングを使用直前11:行い，樹脂柱内に蓄積

している樹脂の分解生成物を洗出す乙とが重要である.

ターゲット物質あ.Qいは処理工程から混入する硫園自檀を

最少に抑えれば，生成量は nvtを上げる乙とにより散千

倍に高めるととができるので，比放射能もその割に高く

なる.

3.4 陽イオン交換分障法ーまとめ

塩化カリウムの原子炉照射に際しておSと同時に生成

す.Q珂pの除去を主体として.踊イオン交換分権による

昌Sの製造法を確立した.原子炉照射した極化カリウム

の水溶液を陽イオン交俊樹脂で処理したのち，塩酸を蒸

発して得た無担体の硫酸〔‘5)と1);1酸〔且ヌ〕を含む

ホ培法を Feh-形陽イオン交換樹脂住11:流して リン酸

(32p)を吸着除去した.乙の処理の 1)ン酸伊p)に対

する除換係数は2X 103を組え.実用には充分な大きさ

であった Feh
-形樹脂の操作は.陽イオン交換法の簡

易性J止損?ととなしに.簡単な操作により.pの存在割

合を必要限度にまで下げるととができる.踊イオン交換

樹脂に由来する硫酸檀により比放射能が多少とも低下す

る欠点がある.その他には実際の.5の大量製造11:適用

して.何等の問.の発0 . 0シ予想されない.

使用した原子炉が低出力の JRR-Iで中性子東曹度も

照射時間も.したがって nvtが不充分なため数ミリキュ

リーの1SしかIGられなか勺た.しかし生成量は nvtの

問題であり.前章11:も述べたように大型の原子炉の照射

で nvtを高くする乙とにより.生成量は容易に噌加する

乙とができる.表のはじめの5例ではNn3照射孔を.ま

た次の3例ではNn12照射孔を使用した.乙の実験では

や照射ごとの照射孔内におけるターゲットの位置を一定レ

なかったので，製造量にはかなりの差が見られる.

Nn3照射孔では比較的核分裂中性子の割合が大きし

おS中11:約 2%の担Pが生成する (Tab拘4参照).しか

し革S製品中の担Pは検出限界の 0.001;彰以下であった.

Fe3+ー形踊イオン交換樹脂はリン酸〔担p)の除去に予想

した機能を果している 32p以外の放射性核種不純物も

検出されず，放射性核種純度は当初目標とした 99.9% 

以上を充分に確保する乙とができた.

放射性核種純度以外11:も.JIl-511:述べる項目につい

て製品の品質検査を実施した.どの項目も規準を満足し.

大型の原子炉で nvtを大きくしても品質上問題の発生

は予想されない.

80箔内外の収率は実際的な製造の結果としては妥当

な値である.

調イオン交換分自E法の予想外の欠点は.陽イオン交換

樹脂から溶出する樹脂量が予期した以上11:多かったとと

である.355製品中の有線物質の存在は好ましくないの

で. Fig.10のフローシート 11:は過酸化水素による樹脂

の溶出成分のa量化分解の操作を組入れた.ととでは強酸

形のスルホン酸樹脂を使用しているので，最後11:は硫酸

が残り.乙れが355の比放射能を低下させる.ヲーゲッ

ト物質の塩化カリウム11:は試薬特級品を使用している.
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4. HEJt-35
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4. 硫黄-35大量製造法の選定

大量の"Sの製造を目的として.原子炉照射した塩化

カリウムから無担体硫酸戸S)を分障回収するために，

陰イオン交換分纏と陽イオン交換分障を主体とした二つ

の方法を研究した.どちらの場合もおSIc副成するおp

の除去を中心とする.

陰イオン交換分院法では本のイオン交換樹脂柱に

よりターゲット物質である塩化カリウムおよび副成する

担Pから分離できるの予.装置も録作も比較的簡単であ

る.他方との方法では，硫酸[315S)IC先立って溶離す

るリン酸['2p)が，あとから溶降する硫酸戸S)中に僅

かではあるが混入する欠点がある.またリン酸伊p)と

硫酸円S)を分別溶降するため.溶障状i記を見ながら

溶離液をかえ.あるいは硫酸(35S)のフラクションを分取

するなど.操作上の煩わしさがある.さらにエタノール

添加による大郎分の塩化物の沈殿除去のような方伝を併

用しない限り.取叡う液量が多くなる Eとも一つの欠点

JAERII273 

である.乙のような前処理の導入は当然操作を煩維にす

る.

一方陽イオン交換分離芯で1孟リン酸〔置p)の除去工

程を加えなければならないが.分別熔纏のような手mが

かかるず.また樹脂を扱う操作の大節分は放射能を銀わ

ない準備であるととも実際の作業を棄にする.

陽イオン交換分間E法の欠点IC，樹脂の椿出による.s
製品の比放射能の低下があった.LiI.しζの点も， JRR-

2， -3あるいは JMTRで nvtが充分高い条件で照射

すれば塩化カリウム 19あたり 80mα から 8Ciの畠S

が生成し，その比放射能は硫酸複 1mgあたり民間mCi

から 80CiIC相当するので.実用上まったく支障はい.

乙のような陰イオン交換分間E法と陽イオン交換分霞法

の利害得失を比較検討した結果，製品の放射性被種純度

の高い乙と.あるいは放射性物質取扱い操作の簡易さか

ら，陽イオン交換分院法を採用して.sの定常製造を実

施する乙ととした.

(四方英治.小野間克行)

A 
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III.

1. | I ?-y7hSSIi:lli*fc!)8g (JRR-2
*5«tO'JRR-3) *fcf±3g (JMTR)
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: 99 8J2U:
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a
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IU.大量の硫黄-35の定常製造

1. 概 要

ζれまでに述べたようにパッチあたりキュリー量

の‘Sの製造技術の確立を目標It:，ターゲット物質It:塩

化カリウムを選定し，その中性子照射，照射済みターゲ

ットからの無担体硫酸〔島s)の分陵回収などについて基

礎的な研究を実施した.乙の基礎研究の成果をもとに，

実規模のおSの製造のフローシートを作成し.またその

実施のために装置と施設を投計製作した.

大量の錫Sの定常製造には， ZS It:副成する32pの除去

錬作を組入れた暢イオン交換法を録用した.ζの方法は

次の錬作から構成されている.原子炉で照射した 3gま

たは8gの温化カリウムを水位溶解する。乙の熔被を日」

形陽イオン交倹樹脂住It:流してカリウムを除(..流出複

を-!!蒸発乾固して‘Cl;を含む塩酸を除く.残さを過般

化水素水で処理して有機物を分解する.鶴さを少量の水

It:溶解したのち， FeJ+ー形陽イオン交換樹脂釦E流し同て

リン酸〔耳p)を除く.流出液を蕪発乾園したのち残さを

A由貿化水素水で処理する.最後に残さをO.lM塩酸It:溶

かして製品とする.

!SSはエネルギーの低いfJi車〈最大エネルギー0.167MeV) 

を放出する核種である.乙のfJi車は化学処理装置のガラ

ス墜により充分にしゃへいできる.また化学処理工程の

闘は化学形も安定しているので，放射線管理の面からは

取級いの容易な核種である.しかしキュリー量の取扱い

では放射線被曝のほかに表面汚染の防止にも相応の考慮

を払う必要がある.さらにISSの分蔵工程では無担体硫

酸〔おS)のほかに無担体リン酸〔担p)や塩酸〔‘Cl)を含

む水溶液を蒸発乾因する操作を含んでおり.乙れに対し

¥ ては放射性気体が作業環境I~拡散しないような対策が必

要である.

乙のような放射擁管理上の観点から， .sの定常創造

には気密度の高いグロープボッヲスを投置し.乙の中に

漏れの少ない曹関系の装置を組むζ・ととした。また.8
製造のフローシートも.ーsを高い純度と収率で回収で

きる乙とと同時に，グロープポッヲス内の装置により創

造工程を安全磁実に進めるヒとができるように配慮して

作成した.

自揮とした製造の規模および割晶の仕様は次のとおり

である.

製造量図あたり Iないし 3Ci

ターゲット:賦旗特撮塩化カリウム

ターゲット処理量:1回あたり 8g (JRR-2 

およびJRR-3)または 3g (JM'I官〉

製品ZS化学形:硫酸

比放射能:無担体

液性:塩酸 0.05-0.1 M 

放射能議度 10mCi cm→以上

放射性核種純度:切%以上

放射化学純度:鈎%以上

作成したフローシートと設置した施股および装置によ

り. ミリキュリー量からキ品リー量へと取彼い量を順次

地加しながら実際の創造It:噂じた‘Sの鼠験魁遣を緑返

し実施した。製品の品質.製造工程の安全破実性といっ

た薗からフローシ』ト.装置および施肢に改良を纏乙し

た結果困あたり 1Ciの定常創造の体制を確立する

ζとができた.

2. 施 股

2. 1 段肘の方針と費量段経過

キA リー量のおSを製造する縮政としてグロープボッ

クスを使用することとし.次のような基本方針のもとに

グロープボッヲスを設計した.

1)本体は鋼材枠lt:鋼板強り，操作面は7~ リルーi.

りとする.

2)気密嫡造{漏れ，*1容積SI5毎時以下〉とする.特K

.線.気体・水のサービス配管，民業供給管など

の気密の保持It:留意する.

3)内部装置の録作は前面よりグロープを通して行ラ.

照射済みターゲットの撮入， .S製品・廃棄物の

搬出.内部装置の保守など，グロープポッヲス内

の汚染を外郎に拡大するおそれのJちる作業は後面

から行う.

4)グロープボックスを股置する作業室は.グロープ

ボッヲス前面の錬作側〈オベレーシ，ンエリア}

と後面の作業側{サーピスエリア}との聞で間仕

切りし.作業者および物品の両エリア聞の往来を

禁止する.乙れによりサービスエリアの汚染をオ

ベレーシ，ンエリアに拡大させないようにする.

5) "内部重量置の保守のために，後面It:アクセスドアを

投砂る.乙のドアは気密It:調じられる構造とする.
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Tablt9 Specifications of the (loved box for the
routine production of MS.

Construction: A steel framework boarded with steel
of body plate 3.2mm thick and plexiglass 10

mm thick in the front

Dimensions: 2500mm wide, 2000mm high, 1000mm
of body deep

Installations: 6 8"-tIove ports in the front panel, S
of body access doors on the rtsr board, • load-

ing-unloading equipment undar the
floor, an internal partition

Accessories: Ventilation, waisr supply, drainage,
electricity

Operation: Internal pressure -25mmAq, ventila-
conditions tion rate 30 times every hour

1000/--H

Fbj. 12 The gloved box for the routine production of MS in Curie level.
1: partition between operation and service areas 2: kandle for ventilation valve 3: fluo-
rescence lamp 4: ventilation inlet duct 5: plexi gists plat* 6: connecting door 7: decan-
ning box 8: glove port 9: loadinc-untoadinf apparatus 10: cuter II: tear access door
12: ventilation outlet duct i3: support for ventilation system 14: filter box IS: ventila-
tion valve 16: partition 17: high-level drain 18: low-level drain.
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6)本場は除染などを考慮して可搬型とし，各種の配

管・配線その他の接続部は着脱可能の構造とする.

7)給排気系IC:は専用のブィルター (HEPA)を設け

る.

乙のような基本方針IC:基づいて.本格的製造施設を建

設する前の予備試験のために. 1961年IC:ラジオアイソト

ープ製造試験工場(現在はラジオアイソトープ製造棟の

一部IC:組込まれている)IC:中間規模の製造施設を建設し

た.乙の施設は 20mm厚の鋼板しゃへい体を備えた照

射カプセルの開封部と，厚さ 10mmの透明アクリル叡

を前面しゃへい体IC:用いた鋼板製のグロープボックスか

ら構成されている.乙乙で試験的に作成した化学処理フ

ローシートと製造装置により. 1964年まで1回あたり数

十ミリキュリーの36gの試験製造を実施した.製造した

製品の品質.施設と装置の安全性，および放射線管理上

の安全性IC:関する知見をもとに. 1966年IC:ラジオアイソ

トープ製造僚に本格製造施設を建設し.36gの定常製造

を開始した.

2.2 股針

先IC:述べた革本方針IC:従い，また中間規模試験の経験

を取入れて.次のような本格製造施設を設計した.

施設の主要都を構成するグロープボックスの観要と投

計の諸元をそれぞれ Fig.12および T・bll・IC:示す.
グロープボックスは鋼製枠組に厚さ 3，2mmの鍋仮を.
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ただし前面IC:は厚さ 10mmの透明アクリ)!';iを張った

箱形の構造で.寸法は巾 25ωmm，高さ2(削 mm.奥

行1∞Ommである.内部は垂直の間仕切により左右そ

れぞれ 10∞mmと15∞mmlC:分割されている.右側の

広い部分で化学分障を行い.左側の狭い郁分では製品の

配分などを行う.両部分の間仕切1:1:2∞mm角の連絡口

を備え.乙れは気密IC:閉じる乙とができる.グロープボ

ックスの床面は建家の床から 150mmの高さにある.床

下の空聞には各種の機器および照射済みずーゲットの搬

T...， SpeclflcationJ oC白e ・~o帽d box forlbe 
Z叫 tIDeproduclioD oC国 S.

Construclion: A stee1 C，岡 崎eworkboarded with 11開1
。Cbody plate 3.2mm血ickand p1ex制a・ 10

mm thick In the Cront 

D凶 enllo回 2S∞mmwlde，20∞mmh刷1.10∞mm
。fbody deep 

InlfaUationl: 6 8".ー10veportl ID the fr岨 .tP・ne1.5
。fbody Icce圃 d四四叩 tllernr board， I Jo・d・

lna-un1oadlna equlpll帽nt under the 
目∞r.In Inl・m凶paltitlon

Acc創陣。rI・1: VenlilaUon. wlt.r ・upply.d同in....
e/eclrlclty 

Oparatlon: Inlemal p岡・UI'I-25m聞 Aq.輔自lUa.
condltiOnJ lion rale 30 11m・・・..ryh凶 r

F~・.12 百四回。開d box for the r.叩 tineprod田伽目。C"SIn印刷胸咽1.

1: parlitlon. bel明開。perat油田副d回開田 a陣圃 2:llandle r.町時国t日・.tion叫開 3:ftuo-
rtlCence lamp ，，: Ten叫ation加Ietd嗣 15:同exlll蝿肉t・6:c聞耐同時d∞r7: 6健闘-

ninl box 8: aI。開 p。詑 9:1個 dl喝叫nlold同 apparatua10:岨 .ter11: tear .. 国情d∞r
12:刊 n凶・tlon曲 t¥etduct i 3:副 pportfor曙 ntlla山田町期間 14:tllter box 15: ventila. 
lion叫時 16:partit岡山地h-Ieweldra加 111:1側品川d凶凪.
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Fi|. 13 The «ntilition system equipped to the gloved box.
1: inlet filter box 2: outlet filter box 3: valve 4: HEPA S:prefilter 6: lock nut hindle.
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入と製品の積出の装置を収納する.ターゲットと製品の

搬出入は床面IC:設けた二重気密扉をとおして行う.前面

アタリル板は 8インチグロープ周のポート 6個を備える.

後面の鋼板には5個のアタリル複製のアクセスドアを備

える.グロープボックスの胸部にはキャスターを取付け

てある.グロープボックス内面の鋼複は白色のエポキシ

樹脂塗装とした.照明にはグロープボックス天井IC:設け

たアタリル板窓の上IC:蛍光燈を備える.グロープボック

スの前面.が，作業室のオベレーションエリアとサーピス

エリアを区分する間仕切に固定されている.乙の間仕切

をへだてて，サービスエリアはオペレーションエリアに

対して負圧に保たれ，室内空気はオベレーションエリア

給気口ーオベレーションエリアーサービスエリアーグロ

ープボックスー排気系と流れるように.各部IC:負圧を設

けた.

附属設備として.侠気系.給水系.排水系，給電系な

どがある.

グロープボックスの換気は-25mm水柱の減圧度で30

回毎時Ic:設計した.換気系は次の部品から成る.プレフ

ィルタ』と HEPAを収納する給気フィノレターボックス.'

給気関節弁.給気管.排気管.排気調節弁，プレフィル

ターと HEPAを収納する排気フィルターボックス{以

上 Fig.13.照).減量目十.各フィルターの差圧E十，グ

-
O
N
O
 

m 

ロープボックス差圧計など.排気は他の施lItと合せて.

建家IC:設置している排気疎備により行う.緯気側の負圧

により.給気側のフィルターをとおしてサーピスエリア

の空気を取入れる.ζれら換気系の踏段備は，差圧系や

弁のハンドルなど日常の操作IC:関連する部分以外は.グ

ロープボックスの天井{サービスエザア)の上1c:1!t置し

た.

給.系は前面IC:備える録作.IC:より制御する。グロー

プボックス内外の壁Ic:2ピンのコネクターを4・と多ピ

ンのヨネタター 8個を備え-5.内外のコネタターの対応

するピンは配線IC:より袋線している. 2ピンのコネクタ

ーには交流I∞vをそのまま.あるいはス予イダ7.タに

より電圧を低減して供給する.多ピンコネタターは.グ

ロープポイタス内の特殊な機器を外部から操作するため

に用いる.

給水系はグロープボックス内部のノズルと外部のコッ

クおよび減量肘から成る.排水は床11:政けた高放射能レ

ベル周および低放射能レベル周の鋳'*系から行う，乙れ

ら排水系は迫電Z全体IC:共通の2積額の廃波書ンク11:1t.

しである.

化学処理IC:必喪な蕪留水や試襲溶液は.前面アタリル

仮上部IC:取付けたノズルをとおして供給する.

F句.13The帽 ntllatlon.yltem equipped to tbe p'凹・dbox.
1:恒letfdter box 2:倒t1etf"d匝rbox3:叫帽 4:HEPAS:p回目Iter6: I田knut handle. 
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Fig. 14
JIS Kit 1 00*94-4 II

rtiC Witt &

- y y Fig. 11

n AI

Fi|. 14 An ipptratiu for the routine production of M S in Curie level.
1: electric cutter 2: nutnetk itirter 3: diMolrer 4: ton|» manipulator 5: decanainc box
6: manometer 7, 8: proce* tokibon tranfer TtaKl 9, 10: cation exchange cokuan
11, 12, 13: evaporator 14, IS, 16: quartz heater 17-22: condtnter 23: collector 24:
cation exchange column 25,26: chemicab transfer vend 27: product bottle attachment
28, 29: tyriate 30: vacuum ratarroir 31: vacuum pump 32: high-lewi drain 3: low-
level drain 34,35: aapirator 36,37: liquid waste tank 38-41: air cleaner 42,43: vacuum
trap. White small circles show 2- or 3-way cocks made of Teflon and black small circles
show stop cocks made of (law (see alto Fig. 16).

m 

3. 装 置

3. 1 装置の構成

製造装置は，照射済みカプセルの開封11:始まり製品の

配分11:至る一連の処理を行うためのもので.前章11:逮ベ

たグロープボックスの中11:設置する.照射済みターゲッ

ト物質からの無担体硫酸円SJの分雌回収という放射

性同位体製造では比絞的複雑な化学分障を行うが.グロ

ープボックスのグロープをとおして操作できるので，製

造装置の設計は比較的容易である.

製造装置の主要な構成単位を処理工程に沿ってあげる

と次のようなものがある.カプセル開封器.かくはん溶

解槽.カリウム除去用イオン交換樹脂カラム.第一議縮

槽.リン酸[32p)除去周イオン交換樹脂カラム.第二

灘縮柵，配分器.装置内の溶被の移動のための真空ポン

プ， トラップ，真空だめ，切換えパルプなど.カプセル

開封器から第二漉縮槽まではグロープボックスの右半分

11:組立ててある.溶解槽から第二漉繍槽までの聞では.
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‘Sを含む溶液を直接グロープボックス内の雰囲気にさ

らす乙となしに，一連の化学処理を連続して実砲するζ

とができる.配分議直結グロープボックスの左半分応納

め.乙乙で製品溶援を製品ぴんからバイエルに小分t;tす

る作業を行う.装置全体の系統図を Flg.14に示す.

化学分障の郵分の主要衝は JIS硬質1・のホウケ..，.

ガラスで製作した放射性物質の漏れをAMするために.

掴合わせの使用はできるだ貯還財，やむを得ず使用する

高官分に姑グリースを必要としない透明指合せとし，かっ

ソケット側を上に用いてほζりがたまらないようにした.

グリースの使用は製品中11:油状の不純物を導入するおそ

れがある.ストップコックや各種の切換えパルプにも.

グリースなしで容易に操作できるテフロンコックを用い

た.

次11:製造装置の各構成単位について述べる.

3.2 カプセル開封楊

.5製造周のターゲット物質の温化カリウムは Flg.11

11:示すように.冷問庄嬢型のアルミニウムカプセルIC'.密

F句.14An・.ppa周回fortlluoutl回 pr凶即値帽。f掴 S泊白Zお加el.
1: elechおcutt町 2:map揖也副mr3:曲同開 4:ω叩圃聞取山tor5:蜘咽ui喝 box

6: manomeler 7， 8: pro咽・IDIulion回圃fer咽・eI 9， 10:切首幅四.CII・喝悶目前園自

11， 12， 13:明暗陣回t<<14， 15， 16: q田氏zlaeal町 17，・22:c帽侮圃町 23:coU田ぬr24: 
回目。nezclla噂 ecolumn 25， 26: chelll民自tn皿fer咽咽eI27: Pr.:泊町tbollle att齢h圃帽t
28， 29: 1}'曲・・ 30:Y&C凶田岡嶋W佑 31:Y&C叫mpump 32: h抽 010叫 dn泊 3:ゐ曹・
1閥 ldt曲 34，35:岨例措lor36， 37: Uquid wut・加tIC38-41: lirduner 42，43:司向岨

trap. White amaI1 C:Ird同曲。w2-or 3・.wayc揖胞圃・deof Teflon四 dbIaCII:岨aIIclrc協
曲。町topc同旬圃“80fll圃{鵬alIOF.・.16).

宅
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Fig. 15 The capsules for the irradiation of K d target.
1: KC1 2: aluminum inner capwle 3: aluminum
foil cover 4: aluminum spacer. Top: short
capsule for IRR-2. Middle: long capsule for
JRR-3. Bottom: capsule forlMTR.

BSS.̂  y ̂  xttr)i 350 mm. Mi 450 mm, £ £ 530 mm
©. ff

-•30mm*ttOftEli:«-D.

3.3.2

y S K - 1 . 100-200^ »-->a
- y v r- icfiwt stttfba y -> A©«** J R R - 2 & J R R - 3

fc JMTRt?li3g t I « t 5 » ? ^ K i
» - y » r-*IC-&-B-TF*3827mm, ft*

200mm. «IB«100cm3, i3<tCXrta22mm, ft*
150 mm, #|g*50cmJ©2*©*vA%ffl*LTl-'S.

L 3 cm

3.3.3 ff-;l«W.

feff* L < ttlv

. *

3.3.4
ft* 150 mm. ftS 10 mm ©**5x*c:|i-i ir yJS*

WHS (y-f+'f * v SK-1. 100-200

3.3

3.3.1 3.3.1 * =

. CCVtfi
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品。Ë~"'ï
ニゴ

F旬.16 The capsulea for the Irradlltlon of Kαta唱et.
】:KIα2:a1uminum mn町 Clp副 103:・11uminum
foil cover 4: a1umlnum ・p・国r.Top: 味。拭

c・Ipsulefor JRR.・2.Mlddle: 10"， cap・ulefor 
JRR・3.Bottom: clplule for JMTR. 

封して照射する.照射済みカプセルをそのままグロープ

ポッヲス内11:搬入し.三枚刃のパイプカッター方式の電

動のカプセル開封器で切断して開封する.照射演みカプ

セルは照射後 1週間は冷却するので.乙の間11:.AI.幅K

などの短寿命放射性同位体は繊表して残らない.しかし

カプセルのアルミニウム中の不純物に起因する"Coなど

の長寿命の放射性同位体が銭らか存在し.開封作業中'1:

作業者が被曝するおそれがある.また開封後は紛末状の

放射性物質を取援う乙とになるので.ζの段階では周囲

の汚挽を起すおそれもある.そ乙で照射済みカプセルの

開封と塩化カリウム粉末の溶解槽への投九は.グロープ

ボッヲス内11:設置した開封ボックスで行うようにした.

開封ボックスは巾350mm.奥行450mm.高さ 530mm

の.厚さ lOmmの透明7ヲリル板重量の箱である.開封

ボγクスは専用の排気管によりグロープボックスの排気

系に接続し，内部はグロープボックス内の大気11:対して

・・ 30mm水柱の負圧に保つ.内部11:はカプセル開封器.

かくはん溶解槽およびマグネチックスヲーラーを収納す

る.電気機器の操作はグロープボックス前面の操作盤に

よって行う.乙のボックスは小型のトングズマニプν-

9ーを 1本装備しており， ζれによりボックス内のカプ

セルを取級う.

3.3 化学処理部

3.3.1 漕解槽

か〈はん溶解槽は内容積2∞cm3のガラス艇のフラス

コで.上部11:塩化カリウム掛末を投入するための漏斗を

備え.開封ボックス内のマグネチックスターラーの上11:置

<.乙乙で照射した塩化カリウムを蒸留水11:落かし.そ

の溶液を真空ポンプによる減圧で開封ボックス外の溶液

a 

移送摘に吸上げる.

3.3.2 カリウム除去周イオンヨla樹脂カラム

塩化カリウム水溶液からカリウムイオンを級事官除去す

るカラムで.ガラス管11:陽イオン交換樹脂〈ダイヤイオ

ンSK-l. 1ω-2∞メッシュ)をつめて使用する.タ

ーゲット11:使用する極化カリウムの量がJRR-2とJRR-3

では 8g.また JMTRでは3gと照射する原子炉によ

り異なるので.ヲーゲット量11:合せて内径'J:lmm，憂さ

2∞ mm.樹脂量1∞ cmヘおよび内径22mm.憂き

150mm.樹脂量5Ocm3の2本のカラムを周章している.

大小のカラムを使い分砂るζとにより取扱う液量を必要

般少限にとどめ.作業能率を向上させる.カラムの"は

樹脂の再生液を低レベル排水管IC噂〈系と.a・tc.S)
を含む溶液を第一揖繍摘11:噂d系と別々に備えている.

どちらも U字形にして上簡を樹脂ベッ F上2ないし 3cm

のと ζろで切り，樹脂ベッド11:空気が入らないようにし

である.カラム上舗には空気抜きを備え.樹脂ベッド上

の溶液水位の関節を可能にしてある.

3.3.3 .-，... 
樹脂カ予ムの流出濃からーαを含むJJI・を藤発して除

去する.無個体硫・(.8)を含むJJ1a槽械を薦R乾圃す

るので.必屡以上の加織は安全よも収率を高めるよから

も好ましくない.ζの点で漉傭捕の般Itが装置の中で最

も困騒な部分であった.ζの問.は FIg.1.に示すよう

に二重容器にして燕気裕で加自白するζとにより領決した.

外側容器にはテトラクロロエチレン(b. p. 1212 't:)を入

れ.石英ヒーヲーで加熱する.ζのヒーヲーは電M.を

石英カパー中IC封入したもので寿命が長い.テトラクロ

ロエチレンの蒸気はコンデンサーで冷却.dーする.内側

容器11:硫酸〔‘S)溶液を入れる。薫発した極酸は通常は

コンデンサーを通して高レベル排水管11:廃棄するが.塩

酸円CIlとして回収する装置も備えている.

3.3.4 リン・tC3lp)除去周イオンヨl...カラム

長さ 150mm.内径 10mmのガラス嘗に陽イオン交換

樹脂【ダイヤイオン SK-l. 1∞ -200 メッシ~)をつ

めたものである.ζのカラムを Fel+-形にして.無担体

硫酸(.S)と無担体リン酸(3Ip)を含む水溶液を摘し

てリン酸〔且PJを吸着除去する.硫酸門S)を含む涜

出被はカラムから第二司自摘槽11:直接流下する.樹脂の再

生被は U字慣を縫て低レベル誹水普に蘭棄する.

3.1.1 .二...
第一揖縮捕と同じ構造であるが，内側容器の内容積は

1∞ cm3と小さい.ζζではリン殿内p)を除いた椿液

を.Je乾回したのち過酸化水素により流出した樹脂成分

を分解する.最後に0.1M温酸溶液として製品びんに移

す.薫気はコ yデンサーをとおして一旦廃液だめIC受払
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3.3.6 ;«*©&»£ 4.1

JRR-2, JRR-3-.jSl.Mi JMTRfflKSW

:-5 LT, Fig. H

4.2

4.2.1

(1)
(2) «St. a*W«. 3M 3100cm3.Oj05M 10cm*.

* « * (TE) •C»»T«Kt5.
(8) «ftK(l)«ft. K*W«. Pe5* lOmgcm-'.
(4) i i * ^ * * * . K*««. 10^. 10 cm'.
(5)

3.3.7 WlM./W7*iefcOWhy'7:]'j»£ ffltS.
(6) B-f̂ vSEHHUIS. /-f-i'-r + xSK-l . 100-

200 * v >^. 200cm1. Dowex 50X-8t£i*H

4.2.2 * -

nvt) , 45 J;

3.3.8
JRR-2, - 3

K »fi©^' fli*fctt

3.3.J * S » f t * ?i'-lcJ;»3*n***lxiO-«atmcm->8-lJaTT*

4.2.3
JRR-2, -Z*i*Xt JMTR

製造実肢の項(0-3.3)11:述べたフローシートによる

製造規携を JRR-2.JRR-3ゆるいは JMTRの照射

による製造規槙11:適合させ.また一部細かい修正を施乙

して.Flg.1・11:示す定常民進周のフローシートを作成

した.乙のフロートシート11:沿って次11:述べる創造マニ

ュアルを作成してキュリー置の製造を実施した.

4.2.1 ...事の準備

(1) 塩化カリウム.試薬特級. 3ないし Bg.

(2) 塩酸.低調E特級. 3 M 3100 cmJ .0.05 M 10 cmJ 
• 

蕪留水(下紀)で薄めて踊魁する.

塩化鉄(1)溶液.試蕪特級.FeJ+ 10 mg cm-J • 

過圏直化水東水.鼠歳特級. 10~. 10 cmJ 
• 

割高留水.銅製穂留密で'躍進したものを.ガラス11.
留寝で穂留して使用すo.紙擦の調副11:もζれを使

用する.次IC述べるマ品sアル中では司自11:水とよ.. K 

陽イオン交観樹脂.ダイヤイオン SK-l. 1∞-

2∞メッシュ.叡)()cms • Dowex 50 X-8など同

等品でもよい.あらかじめ装置のカfム'1:発現して

おく.

4.2.2 ターゲ・3トの創作

アルミニウム製インナーカプセルをアセトンで捷浄し

乙れに所要量の塩化カリウムをはかりとo.乙の量lot照

射する原子炉の種顛.照射条件{すなわち nvt).およ

び製造予定量により異なる.様車は JRR-2および

JRR-3で8g・JMTRで3gである.1ンナーカプセ

ル11:アルミニウム箔で董をする.ζれを JRR-2.-3 

用または JMTR周治問圧接型アルミニウム製アウター

カプセル11:封入する.ζの際11:JMTR周カプセルIl:lot

へリウムを封入する.カプセルを密閉容器中でエチレン

グリコール11:漫演し，容器内を lO-ZTorr程度11:減圧に

して圧接部からの連続的な気泡の発生の無い乙とを確認

する.JMTR周カプセルはさらにへリウムリークディテ

クターにより掲れ串が 1X 10-1 atm cm-48・1以下であ

るととを確認する.完成したカ予セルの状態を F切.1&
11:示す.

4.2.3 .手炉鳳射

JRR-2. -3および JM'官官の各原子炉にお貯る照

射条件の例を T・bll・11:示した.11化カリウムは原子

炉照射に安定な物質割払 JMTRのような大型の研究

炉の照射でも問題は無い.しかし s-1.に逮べたように
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3.3.8 漕漉の移動系

装置内の溶液の移動およびグロープボックス外からの

試薬の供給には減圧による吸引を利用する.試薬の供給

および趨化カリウム水溶液や第一揖縮槽液のように比較

的放射能温度が低い液体の移動には小型の真空ポンプを

用いる.放射性溶液の飛まつをポンプ11:吸込まないよう

に，また吸引が強過ぎなレようにするために.真空ポン

プから真空だめ，切換えパルプおよひ・真空トラップを経

て試薬供給滑に配管している.第二歳傭槽被のように減

量が少なく放射能温度が高い楊合には.急激な吸引を避

けて真空ポンプの代りに大型の注射器を利用する.注射

器から切換えパルプを経て試薬供給槽と製品びんアダプ

タ11:直接配管しである.注射器.切換えパルプおよぴ真

空だめはグロープボックス内11:置く.真空ポンプと真空

トラップはグロープボックス床下の空間11:収納する。減

圧にした試薬供給槽などを大気圧に戻すためには水をパ

プリングさせた空気を導入する.乙のための空気浄化帽

をグロープボックス床下に置いてある.

放射能漉度を測定したのちアスピレーターで高レベル排

水管11:廃棄する.

3.3.7 切換えパルプおよびストップコック

グロープボックス内で使用するコックやパルプ績は片

手で容易に操作できる ζ とが望ましい.先11:述べたよう

にグリースを必要とするガラスコックの使用を避貯，乙

の装置ではストップコックにはテフロン製の二方コック

を.また切換えパルプには 120・分岐型のテフロンコック

を使用した.溶液が通過しないストップコックには数箇

所11:ガラスコックを使用している.テフロンコッヲとガ

ラス管との接続にはテフロン製 O リングを締めつ.ける

テフロン製のコネクターを使用した.

3.3.8 配分器

製品びんに移した製品を受注量11:応じてバイエル11:小

分けする装置で.電動式の遠隔録作ピペット.数個のパ

イエルを保持する回転円盤.バイエルのコ'ム栓をアルミ

ニウムキャップで固定する捲締機，配分済のパイエルの

貯蔵箱などから成る.乙れらはグロープボックスの左側

の部分Il::設置している.

3.3.1 .晶再生系

.S製品の貯蔵中11:誠事置により放射能濠度が規格外に

なった樋合に.乙れをa直結して再び製品にするための装

置である.第二議縮槽と同じ構造と寸法である.

E 



JAERI 1273 23

Condition column
with 1500c*3 of
3M HC1 t 1500cm3

of H2O.

Wash column with
1000cm3 of 3H HC1
t 1500cm3 of H2O.

Condition column
with 300cm3 of 3M
HC1, 300cm3 of H2O,
10cm3 of PeCl3 10-
lution t SO cm3 of
H20.

Hash column with
300cm3 of 3M HC1
& 300cm3 of HjO.

TARGET
PREPARATION

I
IRRADIATION

I
COOLING

I
DECANNING

I
DISSOLUTION

I
ION EXCHANGE

HASHING
I

EVAPORATION
I

DISSOLUTION -

EVAPORATION

DISSOLUTION '
I

: ION EXCHANGE
I

WASHING
I

EVAPORATION
I

OXIDATION
I

EVAPORATION

DISSOLUTION '
I

EVAPORATION •

DISSOLUTION

Weigh 3g .<C1 for JMTR
or 8g for JRR-2 C -3.

Add 100cm3 of H2O.

Add 250cm3 of H2O.

Add 10cm3 Of H2O.

Repeat dissolution
t evaporation.

Add 50cm3 of HjO.

' Add 20cm3 of HjO.

' Add 5cm3 of 10% H2O2.

Repeat oxidation.

Add 5cm3 of H2O.

Repeat dissolution
t evaporation.

Add lOca3 of 0.05N
KC1. Transfer soln.
to a product bottle.
Repeat the procedure.

-QUALITY. CONTROL

SHIPMENT

STORAGE

Fig. 16 The flow-sheet for the routine production of MS in Curie level.

Table 10 The typicil conditions o f irndiition for the routine prc d;"-Hnn of ** S.
Two reseuch reacton JRR-2 and -3 and a material testing reactor JMTR are used. Since
JMTR furnishes both thermal and fission neutri
densities, the elimination of 31P is indispensable.

Reactor

JRR-2

JRR-3

JMTR

KC1

(t)

8

8

3

Conditions of irradiation
Hole

VT-8

VR-3
1-11

Time

(day)

32»

32*
25

Neutron flux
*th *t

(cm'1!-' XIO")

300 1.S

250 6.0
4500 1500

Amount of radioactivity
End of irradn.

*S
(O)

2.0
1.5
9.1

ttp
( Q )

1.1 X Iff*

4.5 X Iff*
2.5 X Iff1

Coolinf

(day)

30
30

150

froceMJnc
3Se Wp

(Q) (a)

1.5 2.SXKT*
1.2 1.1 X Iff*
2.* 1.7X10*

• Intermittent irradiation ovtr 3 operation cycles of S weeks
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Condition colu皿n
with 1500c圃3of 
3M HCl轟 1500cm3
of H20. 

l 
t 

Wa.h colunn with 
1000cm3 of 3M 8Cl ， lSOOcm3 of 820. 

Condition colu.n 
with 300cm3 of 3M 
HC1，.300cm3 of H20， 
10cm3 of FeC13_ao-
lution ， SO cm3 of 
H20・

l
l 

回a・hcolumn with 
300c開3of 3M HCl ， 300cm3 of 820. 

TARGET 
PREPARATION 

IRRADIATION 

COOL!HG 

DEC且HNING

一-Wei9h 39符 1for JMTR 
or 89 f-:rr JRR・2轟・3.

Dis…ON --Add 100ca3山 O

ION EXCHANGE 

W且S8ING

EVAPORATION 

一-Add 250巴皿3of 820. 

DiS回 LUTION --Add胤 m3of叩・

EVAPORATION 一回一 Repeatdia.olution ， evaporation. 

DissomoN-Md抑 m3白f叩・

~ ION EXC8且.NGE

WAS8ING 

EVAPORATION 

ーーーー-Add 20cm3 of H20. 

咋lDA'I'ION --Add 5cm3 of川園202'

ETMomTZON--Rep--toxida山 n.

DIESOLmZON--Add 5cm3d H20・

EVAPORATION - -Repeat dhlolution ， evaporation. 

DISSOLUTION --Add 10a.3 of 0.05M i 四回

to a product bottl・-
Repeat the procedure. 

倒JALITYCONTROL 

SHIPMEN'I' 

S'I'ORAGE 

F切.帽羽田sow-sheetfor the routine production of園 5in Curie 1凹 el.

T曲胎 10The typical conditions 0' 11四diltionfor the r.叫 tineprcι山 H問。f描 S.

Reactor 

lRR・2

JRR.3 

lMTR 

Two開揖町'Chre・ctOrtJRR・.2and・.3and a皿ateri凶 t旬 tina時齢，torJMTR ue u揖 d.Since 
JMTR fum凶旬 hoth白町四副岨dfi凶onneutronl in曲。rderof 10"白羽，3i1in th曲 sux
densities， the elimination of担PiI indilpenuble. 

Conditlons of面目diat悟.n Am四回。fn~品目iCtmty

EαHoIe Time N聞 t冊 nsux Jlad of inadD. Co岨喝 勘開制IUII

fcE6h2hfa x 4ty ou} 
掴s 調 F 揖s 回F

(1) (day) fα』 tα』 (d・y) {α} (Cl) 

s vr.a 32・ zω 1.5 2.0 1.1 X10"' 30 1.5 2.5 XIσs 

s VR・3 32・ 250 6.0 1.5 4.5 X 10"' 30 1.2 1.1 X 10"4 

3 1.11 25 4500 15ω 9.1 2.5 XIσ= 150 2.fI 1.7 X 10'・
• Intennittent加叫Iatio・0胃 r3ope国組。Icyd旬。.flw・eb

n 
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n, a) a P

r.

JMTR

*S 9.1 Ci

Ci

«
(i

L,

*S 1*8)1/3 tc

tt 1/1000 Ji lTit t D,
. JRR-

L 2 Ci * © S KS*<» & ft * «t

4.2.4

® (Fig.14*Sa. JsilTPlfll)*" I C 3 M * » 1500
cm' ffi3)

3) Uy
3 M «St 300 cm' i * 300 cm3 tittffi 3 ) .

4)

5) -f y + -

6) gtnw*&a i *s & * ioo cm3 £ in* . ,

7)

8)

I
9)

10)
11)
12)
13)
14) Jiff 10) 4 11) *HJSt. fc*f

15)

16) *-«««O©***tt*«»*®K*L. A?

17) aH^J&P 1**3*20 cm5 * * -

18) * f1M6)
19) Jiff 16) T?»r.

20)
21)

22) «ff 19)
23) Jiff 21), 22)
24)

25) Jiff 19)
26) J i f f24) , 25) *M&t.
27) ttHttteP V * ^ 0.05 M mm 10 cm1 * * -

28)

29)

30) Ji f f 27)
31)

32) Ji f f 29)
33)

an

mm*tt0T,

JMTBIWW*-ys h C3g)
®* . JRR-2. -

"s

K,

4 *

Mt.

M 

塩素の核分裂中性子による核反応おCJ(n.a)置Pが副成

する.一方おSは熱中性子11:より生成する. したがっ

て，製造工程には且p除去工程が組込まれてはいるが，

製品の純度をできるだ貯高く保つためには.1Ipの生成を

低〈抑える乙と，すなわち核分裂中性子成分の少ない位

置にお砂る照射が望ましい.しかし JMTRで乙のよう

な照射位置を見出す乙とは図書量で.T・bl・10の例では核

分裂中性子東密度と熱中性子東密度がともに 101・台の位

置で照射している.乙の結果おS9.lCi 11:対し園PO.25

Ciが生成する.照射後 150日冷恕するとおSは約1/311:

減衰するが. 担pは1/10∞以下となり.‘S/.1Ipの割合

は1∞00以上になる.JRR-2および3の場合には30日

冷却する.化学分際工程の収率を 85ないしω%と仮定

し，最終的11:1ないし 2Ci 35の S製品が得られるよう

に照射条件を段定した.実際11:は需要量と在庫量を欄墜

しながら製造するので.冷却期間は多少変動する.

4.2.4 化学処理

1)グロープボックスの排気量.給排気フィルターの

差庄，およびグロープボックスと開封ボックスの負
注1)

圧が規定値である乙とを確隠する

2)カリウム除去周随イオン交換樹脂カラム⑨または

⑩ (Fill.1~.照.以下同織)注2) 11: 3M温敵 15∞

cm'と水 15∞crrfを流す注3)

3) リン酸〔盟p) 除去周陽イオン交観樹脂カラム~II:

3M塩酸300cm'と水3ωcm'を流す注お.

4)照射済みカプセルを開封ボックス⑤11:入れ.カプ
セル開封器①でアウターカプセルを切断する.

5)インナーカプセルを取出し.アルミニウム箔を取

除き，塩化カリウム掛末を溶解槽③11:移す.

6)試薬供給口 Iから水 100cm3を加え.~グ*チッ

クスターラー②で塩化カリウムを溶解する.

7)溶液を試薬供給槽⑦11:移し，乙ζからカリウム除

去用陽イオン交換樹脂カラム@または⑩吃流す.

8)水250cm'を溶解槽③11:加えて7 グネチックスヲ

ーラーでかきまぜたのち，操作7)と同様にカラム

11:流す.

9)操作7)で流出波が第一.傭槽⑪にたまり始めた

ら石英ヒーター@により加熱温傭を開始する.流出

減を全量蒸発乾固したら加煎を止める.

1ω 加熱終了後 10分間温縮摘を放冷する.

11)賦議供給ロEより水10cm'を第一温繍摘に加える.

12)操作9)11:$じて溶液を蒸発乾固する.
注ω

13)操作 10)から 12)を操返す

14)操作 10)と 11)を繰返す.ただし加える水は50

cm'とする.

15)リン酸{置p)除去周回イオン交橡樹脂カラ。ム.に

鼠藁供給ロWより塩化鉄CI)溶液10cm'と水回crd

を流す注5) 流出液は廃棄する.

16)驚-..槽⑪の溶液を賦獲供給締⑥に移し.カラ

JIt.ERI 1213 

ムQtIZ:流す.流出波l立第二歳傭槽@II:受砂る.

17)賦藁供給ロEより水20cm'を第一温繍糟(;T11:加

える.

18)操作 16)を緑返す.

19)操作 16)で第二歳繍槽⑫11:流出液がたまり始め

たら.石英ヒーター⑮11:より加煎温帽を開始する.

流出液を金量蒸発乾回したら加煎を止める.

20)加航路了後 15分間浪楢摘を放冷する.

21)賦藁供給ロVより過酸化水素水5crdを第二..

槽⑫に加える.

22)操作 19)11:$じて加煎温帽する.
注の

23)操作21).22)を操返す

24) 15分間冷却したのち鼠議供給ロ Vより水5cm'

を第二歳傭槽⑫11:加える.

25)操作 19)11:$じて加"'..する.

26)操作24).25)を操返す.

27)民業供給ロ Vから 0.05M塩酸 10crdを第二温繍

槽⑫11:加卓志.

28)石英ヒーヲー⑮で第二.傭@の温敵を鴻嶋させる

糠"が始まったら加煎を止める注7)

29) 15分放冷したのち.製品びんを製品取出アダプ

ヲ@'I:取付砂.注射..の錬作で第二温繍幡⑫の溶

液を製品びんに取る.

30)操作27)を線返す.

31)注射器⑤11:空気を吸入し.乙れを第二温舗槽@に

吸込んで波をかきまぜる.

32)操作29)により製品を取出す.

33)製品びんに栓をして，グロープボックスの配分倒

11:移す.

注t)グロープポッ空スの排気量20m"h-'.給捧気?

ィルター差圧50皿皿水位以下.グロープポッ9ス

負圧ー10mm水往以下.開封ポッ空ス負圧-15

mm水往以下.1:れらの値は毎月 1固定期的E点

検 L.規定値から外れ忍場合には損気系の網盤あ

るいは7ィルヲーの交換などの措置を行なう.

注2)JMTR照射ターゲット(31')の処理ではカラム

⑩を.JRR-2. -3照射ヲーゲvト(8，)の処麿
ではカラム⑨を使用する.

注 3) 樹脂をコ yディ~.ユングした状.で長時間放置

するとスルホy・iEを含む樹脂成分が情出し..s 
a晶の比放射能を低下させ忍.したがってとれを

防ぐために..遺作.直前11:カラムをAitする.

注4)F・酔ー影樹脂による1):.-厳[・'Plの除去のため

に.，・・を充分に除いておく.

注目 ζの録作は工恒@選惨を見ながら.操作9)と並

行して進める.

注6)遍・化水禽処..獲さが褐色を呈する樋合に/1.

樹脂成分の分解が不充分なので.さらに処'を.

遷す.

注7)A<湧.させると塩陵の霞度がIf化し，鰻晶の.

性1lが仕様と合わなくなる.
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£•5 .
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(2)
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SSI, 0.5 ± 0^5 M

10 ppm KtT
1 mg cm"*HT
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10 ppm JBIT
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5.2.1
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SB -*S167keV
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4*0 - 7 pOB#it»i£T*f5*t*5£-3-*.
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ii)

/—9—tttt,

"Co

t,
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5. 製品の検査

6.1 検査項目

358 製品，~，無担体硫酸(358) の塩酸溶液でソルトフ

リー (salt-rr<田)という高品質の放射性同位体製品で

ある.製造技術の開発と並行して.ζの品質11:相応しい

製品検査技術の検討を進めた.

検討の項目11:は次のものがある。

(1)外観性状 (2) 放射能濃度 (8) 比放射能

(4) 液性 (5) 放射性核種純度 (6) 放射化学純度

(7) 化学純度(重金属不純物，全国形分，不婦発性成分

等)

乙れらの項目は他の溶液状の放射性同位体製品にも共

通の手法で検査するものもあるが， 358の創造工程'1:由

来する独特の問題色ある.たとえば上妃各項目の(5)では

32pの存在， (6)では硫酸 H2
3580.以外の翁S化学種の

存在， (7)では過酸化素およびイオン交観樹脂成分の存在

が問題である.特'1:3S8製品の放射能の測定では.自己

吸収のような軟F線の測定に固有の困雌が付随する.

3S8製品の検査にはとのような狛特の問掴への対処を

主体，1:検査技術を開発確立した.畠Sの拭酸製造の段階

で検査法自体の実用性も充分に吟味するとともに.検査

結果を反映させて製造工程の改善を肘った.とのように

して.定常製造では晶貨が安定した製晶を得るに至った.

そのため現在の定常製造では最低限必要な項目.即ち(1)，

(2)， (4)および{りについてのみ検査を行っている.

3S8製品の各検査項目'1:対する合格基単は次のとおり

である.

(1) 外観性状 :無色透明で浮遊物がないとと

(2) 放射能温度 10 mCi cm-3 以上

(8) 比放射能 :無担体(実用上充分に高いの芯

特に基準は設けていない。表現

もとのようにしている.) 

(ω 液性 :塩酸， 0.5士 0.25M 

(5) 放射性核種純度 : 99.9 %以上(製品仕様は99%以

上としている.) 

(6) 放射化学純度 : 99.9 %以上(上に同じ.) 

(η 化学純度 : 99.9 ~百以上(上11:同じ)

重金属元素 : 10ppm以下

全固形分 1 mg cm-3以下

不揮発性成分 1mg cm-3P.，t下

過厳化水素 10ppm以下

次ぎに放射能測定技術の開発も含めて.各項目の検査

方法の概要を述べる.
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邑2 検査法

6.2.1 外慢性技

本来無色透明の溶液であり.したがって着色、患濁お

よび浮遊物の有無を検査する.原則として，新たに製造

した製品では製造の都度全製品について.また在庫製品

から出荷する場合には配分した分について検査する.貧

色ないし縄色を呈するときは，鉄あるいは樹脂成分が存

在する恐れがある.成分の.認が必要である.

6.2.2 雄射能温度

品質管理で量も主要な項目の一つである.正磁な測定

は絶対測定によらねばならないが.定常的な検査には簡

便な相対測定を実泊する.製品の値づけは常11:一定の精

度で行う必要がある.とのために測定損器は絶対測定法

により得た標単試料を用いて定期的に較正する.

(1)絶対測定法

おSは単純なF崩繊核種であり. 働繊形式からはとく

に問掴のある械植ではない.しかしF線の最大エネルギ

ーが167keVと低いため，賦料の自己吸収の補正が問掴

となる.直機同時計数法を適用するとともできない.と

とでは次の2方法を検討した.

1) 4rrp I十散法52)

乙の方法の最大の誤差要因は試料によるF織の吸収で

あり.自己吸収の少ない低料の銅製と.自己吸収11:対す

る正確な楠正が必要である.これらの操作は次のように

行った.

おS製品を商事い塩.で十万倍程度11:薄めたのち. 4rrp 

5十数問の薄いピニール膜上11:少量をとる.一旦デシケー

ター中で乾爆したのち.少量の蒸留水を滴下する.とれ

をアンモニア雰囲気のデシケーヲー中で乾燥すれば，微

細な結晶が均一に分布する測定低料が得られる.

自己吸収の補正は次のようにした..8と同程度のエ

ネルギーのF線を放射する島Nb(E ，unax : 158 keV)を

4rrp -1同時計数法で絶対測定する.その同じ試料の

4吋計数値から自己吸収率を求め九 ζの値を用いて.

.8試料の4吋 S十数値を自己吸収に対して補正する.

上11:述べた方法で銅製した試料の自己吸収率は 5%であ

り. Merritt らの実験日}叫にお砂る 20~百および8~百
11:比厳して良い値が得られた.

jj)効率トレーサー法制

PIIt織に引続き1-.を放出する被績をトレーサーとし

て利用するζとにより.測定賦料のp-線の自己吸収の悪

影.を糟去して測定できる効率トレーサー法は.低エネ

ルギーβー織のみを放出する放射性同位体の絶対測定11:

有周である.ζζでは・coをトレーサーとする効率ト

l

l

i

l

i

-

-

レーサー法を検討した.

ーcoは・Niの基底レベルへ直接落ちる分岐がない乙

と，半減期が畏いとと.P-.のエ卓ルギーが適当に低い

ζと.r-.がカスケードに放射されるためにそ叫f散効
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Fi|. 17 An apparatus for the diitillation of tulfur for
the determination of the specific activity of the
51S product.
A sample solution is refluxed in flask B with a
mixture of HCOOH, red P and HI Under N,
Stream washed with a KMnO,-H|Cli solution
in | U washing bottle G. HjMS (volvtd is con-
ducted via a scrubber C conr lining a pyrogallol-
N«H,K>4 solution into a FbCCHjCOO), solu-
tion in a fluk F.

(2) FiB-17 B

t,

7-yisz.mSl3.nw.Ktt).

6.2.3

x IO4 ca»-' T*S< ,

, »S©a:ft««6«rill«LT

5/<- C fflf aii-o-JVt >) Silt-*** h ')

0.5 -

0.4

I0-3
t-

10.2

0.1

^ U

10 Pg cm"

10 20 30 40 50
Concn.of S0«,2-(MgScrrf3)

Fif. I I A typical calibration c u m for apactrophoto-
metric determination of sulfur.
A aeries of S<V~ aohitiou k traatad as des-
cribed in Fit. 17. p-aaataodiMethylaiiiliM and
F«i(SO4)3 are added into flask F, and ab-
sorbancy is measured at 670 run. S as'little as
3 wcm"1 can be determined with a standard
error of 3%.
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m
A也

F句.17 An・pplratua(or血・ diltWatlonof皿Ifllrfor 
the determln・lIonof the IP臨lfic・cli叫tyofthl 
"5 product. 
A lampl・・olullon11 ranuxld In fIUk I曹IthI 

mlxtu冊。fHCOOH， nd P and Hl IIndtr Ns 
tI同・m wuhed wlth ・XMnO..1均α2同，lutlon
In IU wuhllll bottle G. 82

輔s・YOI開 diI COII・
ducted vla・・crubb・rCc回'胡lqapylC嚇UoI.
N・H11O.・olllllon加10• Pb(CH. COO~ 回h・
tion In ・n・akF.

元義霞を Flg.17IC示す.:iI元フラスコ Bで館料棒披

と，還元剤のギ酸，赤リンおよびヨウ化水素敵の混合物

とを加熱して.硫酸績を硫化水素に還元する.ζれをス

クラパー Cのピロガロールとリン厳ニ水素ナトリウム f 

~が高いなど， トレーサーとして優れている.また硫破

(ilSS)綬との結合の面でも問題がない.

測定試料は次のようにιで調製ιた。 .s製品の薄い

溶液 (5pCi cm-s程度)と塩化コパルト〔・cω 溶液

とを正磁IC計りとり混合する.混合溶液中の‘Sと・co
の放射能湿度がほぼ等しいようにする.また塩化コパル

ト〔闘Co)諮液中の.Co漉度はあらかじめ4Jts-r同時

計数法等により正確に求めておく..sと・coの混合

溶液を 4JtsJ十数用のビニール薄.上Ic10pg程度正確

に計りとる.さらに塩化コバルト溶液 (O-20mgcm-ろ
を1滴加えたのち，デシケーター中で乾燥する. c.の話

料11:蒸留水を 1摘加えて.アンモニア雰囲気のデシケー

ター中で乾燥する. c.のような試料を.種々の捜度の塩

化コパルト溶液を用いて数個作製する.乙の試料につい

て.4Jt{J-r同時目十数器により Fー線E十数 N，.r-棟計

数 N，・ (J-r同時E十数 N，を求める(いずれも自然針

散を差引いた値とする).それぞれの鼠料にお砂る岨Co

のs-線E十数効率句tを.

・"= N，/N. 
により求める. c.の値を N，IC対してプロットする.得

られた曲線を"" 1.すなわち自己吸収Oの状"に外

帰する.乙のときの N，は.sおよび"Coの'{Jー線計散

の和であり.乙の値から既知の"Coのp-線計敵値を差

引く Eとにより.‘Sの正確な fJ.腺肘敏値が得られる.

ζの方法の系統眼差は土1.0% (土 2.相当〉である.

(2) 相対測定法

放射能捜度の定常検査では 2JtガスフローE十数器を使

用する. ζの計数器陪，あらかじめ絶対測定により作製

した棟担皆様嵐を周いて敏正しておく.

製品溶液を 10万倍程度IC薄めたのち.その一定量をス

テンレス鋼製試料皿にとり.乾燥して計数する.計数効

率から単位体積あたりσ放射能温度mCicm-Iを求める.

m 

10 20 30 '0 50 
C町、cn.of50♂-CIJg5an-3) 

同.拘 Atypical c・Ubration回 nef，町暗闇帥崎市otcト
鵬首icd・terai副勘lIof副Ifllr.
A _摘。fSO.2・劃山崎。圃祖国・tω ・dta-

crib“UlF巴 17.p-a・旬。dI踊・tIl)'laa副島 .. d 
F・2(SO.)， an凶制Ulton暗 F.踊 dab-
即応副岬担圃岨副同dat 670阻.S ..'Uttle・
3μacm-l曲nbe determllled wilh・atandud
enor of 3". 

0.5 

0.4 

〉、

i03 

包
1:0.2 
〈

0.1 

6.2.3 比政:~;，g

製品 1c
‘

A あたりの硫黄濠度を求め.乙の植と上IC述

べた放射能擁度とから比放射能 (Cig-りを計算する.

36sは本来核反応により無担体で生成する。無担体高S

の比放射能は理論的には 4.28x 10・Cig-Iである。実際

ICはターゲ.~ト物質.あるいは照射後処理工程で使用す

る陽イオン交換樹脂から混入する硫黄のために，比放射

能は低下する.したがって.製品の比放射能を確認して

おく必要がある.

製品溶液中の硫黄捜度は.硫酸振を還元して発生させ

た硫4包物と.パラアミノジメチルアニリンとの反応によ

り生成するメチレンブルーの発色を利用して.眼光光度

法(z:!)で求めた.より簡単な測定法として硫酸パリウム

の比濁法がある.ζの方法l;t初期の鼠検劉晶の検査に利

用した.反応条件を一定IC保てばよい再現性が得られる

が.定量下限は 10pg cm-I 程度である.

ととではメチレンブルーの吸光法について述べる.:iI
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の水溶液を通して洗浄したのち. I吸収フラスコ Fの酢

酸鉛水溶液IC補集する.パラアミノジメチルアニリンと

硫酸鉄(11)水調星放を加えて発色させる. 670nmで吸

うt度を測定する.碕酸塩，フッ化物.鋼などは乙の定量

を妨害するが， ζれらは3SS製品中には存在しない.

Fig.18 IC検量線の例を示す.硫黄温度 10pg cm-3 以

下でもよい直線性を示し.3 pg cm-s まで土3~の精度

で定量できる.

おS製品の比放射能は試験製品でも 7x I~Ci g-I 程

度にまで達し，実用的には無担体と見なし得る.試償製

造の段階から定常製造初期の段階にかけて製品の比放射

能を充分に吟味し.常Ic1 x 10・Cig-I近い値が得られ

る乙とを確認したので.乙の項目は定常的には実擁して

いない.

5.2.4 液性

0.001 M水酸化ナトリウム栂噂溶液を用い.電位摘定

ICより酸濃度を求める.

6.2.6 紋射蝕4車種純度

3S8以舛の放射性核種の存在を検査する.予怨される

核種としては.副反応で生成する圃Pが主なものである.

6.2.2で作製した於射能漉度測定用低料IC22mg cm・2

程度¢アルミニウム吸収板をかぶせて.GM Ii散器で計
数する3SSのp-線は完全に吸収されるので.なお残る

放射能があれば哩Pが存在する恐れがある.ζの場合Ic

は，次項IC述べ毛ペーパークロ 7 トグラフィにより碕密、

する.

5.2.8 放射化学純度

硫酸塩以外の358化学種の存在を検査する.!IISは先

IC述べたとおり.化学処理の最初の段階で硫酸塩になっ

ている乙とが確認されており，またその後の工程で繰返

し過酸化水素の処理を受けるので，硫化物.亜硫酸塩な

ど低原子価の硫黄化合物が存在する可能性は無い.した

がって乙の検査も定常的には実施しない.

放射化学純度の検査.換言すれば放射化学不純物の検

出あるいは同定Icは，ペーパークロ 7 トグラフィや薄眉

クロ 7 トグラフィを利用する.乙れらの方法では 168

化学種の同定とともに共存する3Zp(盟PO.Sつを検出す

る乙ともできるので.3Zp IC対する放射性核種純度の検

査に利用できる.荷車層クロ 7 トグラフィは.分解能およ

び操作の簡易性・迅速性に優れた有用な方法である.ζ

の方法を用いた各種の硫黄化合物の同定は第7章に途べ

乙ζでは‘80/-とE朕)l'ーを対象としたペーパークロ

g 

により 18時間展開する.iJヨ紙上の放射能分布をGM'十
数器で測定する.硫酸イオンとリY.イオンの Rr値は

それぞれ0.46と0.67である.リン酸の重合体が存在する

と.Rf 0.15のピ一世が現れる.事ヨ紙上の薗Sと.pの放

射能は. 22mg cm-I程度の厚さのアルミニウム吸収援

によって織別す.Q乙ともできる.

5.2.7 化学純度

非放射性物質の存在を検査する..8製品については

次の4項目の検査を行う.最初の3項目は諮被形製品一

般に実施している.
168製品中IC.その製造過程から存在が予想されあ化

学不純物は，陽イオン交換樹脂の分解生成物.鉄および

過酸化水素である.乙れらのうち過強化水素については

特別な検査を実施している.

(l) 重金属不純物

鉄.嗣，銀，水由民.~などの検査で. JIS 賦農民説法

や灘局方一般試険法などに採用されている，硫化物の呈

色による点滴分析を利用する.ζの方法では対照IC鉛の

繍構溶液を用いるので，硫化物の沈臓を生成する元衆を

同時に船相当渇度 (ppm)として求めるζとになる.

点滴仮IC館料溶液0.2cmlをとり. 1.3M".アシ号

ニウムおよび0.2M水酸化ナトリウムを3・4滴加えて

1分間ふりまぜる.ついで飽和硫化水粛水s崎を加えて

2分間ふりまぜる.呈色の強さを対照の鉛糟波のそれと

比絞する.上12各金属がそれぞれ2pg (10 ppm)まで

検出できる.

(2) 全固形分

硲製るつぼに 0.5ないし Jcmsの鼠料溶液をとり，電気

炉で 110・Cで乾燥したのち.残さの重量を求める .8

製品はソルトフリーなので，普通は残さを残さない車九

イオン交換樹脂の分解生成物が残るζとがある.

伺) 不揮発性成分

前項の試験後.るつぼを電気炉で 600'CIC加納して

獲さら盈量を求める.無機物が求められる.

{剖過酸化水素

過酸化水素の存在は.重金属不純物IC対する硫化水素

試肢の際IC.黄色の硫黄を遊鰻する乙とにより知るζと

ができる.正確に求めるにはつぎの点滴分析を行う.

試料0.1cm'を点滴仮にとり.15第四塩化チタン-2M

硫酸桜液2摘を加えてふりまぜる.5分後に呈色(橿色〉

の強さを標単と比般して濠度を求める. 検出限界は 10

ppmである.

7 トグラフィについて述べるe. 結果とまとめ
16S製品試料にリン酸二ナト Uウムおよび硫砲水素ナ

トワウム各0.1%水溶液を加えて混合したのち，その5mm'

程度を東洋書ヨ紙1b51A (2cmx40cm) ICスポットする. 乙乙IC述べた施設.装置および工程により.JRR-2. 

2M碕酸を飽和したn-プタノールを溶媒として上昇法 -3および JMTRの各原子炉で照射した塩化カリウム
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Tabla 1* Some results of the routine production
of ^ S by the cation exchange process
(Figs. 10 and 11).
With simple procedures the cation ex-
change process has produced XS of good

- quality (specific activity higher than
7 )C 10* Cig""1) with high yield of 90-95%
(not shown).

u -

Reactor

JRR-2-

inn o
J RR-J

JMTR

Weight
ofKCl

(g)

8.37

8.37

8.43

8.36
8.13

8.41

8.10

16.19

17.14

16.73

3.08
3.12

3.07

3.06

3.00

4.15

4.08

4.02

4.00

4.01

Irradn.
time
(hr)

25

25
60

60
47

48

60

48

72

72

16(diy>

12

21

21

20

24

21

20

21

8

Concn.
ofHCl

(M)

0.06'

0.06
0.06

0.06
0.06

0.06

0.07

0.06
0.08

0.08

0.05

0.06

0.06

0.07

0.08

0.06

0.11

0.08

0.07

0.09

Concn.
of*S

(mCicnf3)

130

92

190
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T.I
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2200

2052
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T.，.. 1t Some results of the routine production を処理してキュリー量の.8の定常製造を緑返してきた.。f詰 Sby tbe cation exchange pr国間
ζのうちの代表的な例をまとめて T・b・"に示す.(Figs. 10叩 d11). 
ターゲットの塩化カリウムが広子炉照射に安定な化合With si皿pleprocedures the cation ex・

change proc醐 hasproduced耳 Sof，∞d 物であるため. JMTR のような材:;:~厳炉でも照射上
. quwUty (sp出血cactivity hiah町 than 何等問題なし掛Sの生成量を容易にキa リーレベル11:
7); 103α，-') with hiah yield of 90い，95%

高めるζとができた.照射後処理法として深周した鴎イ(nol shown). 

Weiaht 1πadn. Concn. CODcn. 措 Sprc炉
オン交換樹脂分隆法は.大量の放射性同位体の化学分隆

Reactor 0 f K CI t泊'C of HCI of耳S duced 法として操作の簡易性.製品品質の良さなどの点から実

{砂 (hr) (M) (mCicm-勺 (mCi) 用的でちるζJーを信認した.製品は検査の基噂を充分11:

8.37 25 0.06.. 130 1183 講すものであった.

8.37 25 0.06 92 1058 358のようないわゆる大需要放射性同位体の製造では

JRR・2- 8.43 60 0.06 190 1748 収率が高いζとも一つの重要な要件であるが.ζれも特
8.36 60 0.06 91 991 

殊な構造の浪棺槽の開発など工程11:適した装置の股計11:
8.13 47 0.06 t∞ 1000 

より常11:90ないし 95必の収寧を維持するζとができた.
8.41 48 0.06 150 1485 

陽イオン交換樹脂分離法の問題点の一つである樹脂の
8.10 60 0.07 85 901 溶出による高S製品の比放射能の低下も.陽イオン交換
16.19 48 0.06 110 1181 

樹脂カラムの適切な取銭いにより硫厳イオンの椿出量をJRR・3
1890 17.14 72 0.08 180 

樹脂 lcm3あたり 31'gまで低減できるので. 実用上ま
16.73 72 0.08 210 2814 

ったく支障がない.JRR-2や JRR-3の照射でも比
3.08 16(d・y) 0.05 97 1882 放射能は 7X 103 Cig-'程度11:遣した.
3.12 12 0.06 91 1474 

畠S の定常製造は 1(~65 年 8 月 1 1: JRR-2 により開始
3.07 21 0.06 260 3640 

されて以来毎年数キ a リー製造して.園内の爾慶を附っ
3.06 21 0.07 110 1650 

3.00 20 0.08 82 1189 てきた.乙の聞製造装置およびマユ品アJL'の細部につい
JMTR 

2200 ては銭っか改善してきた地主問趨になるような放射線性4.15 24 0.06 220 

4.08 21 0.11 120 2052 あるいは非放射線性の事故もなく.安定した腿進在続け

4.02 20 0.08 230 4692 るζとができた.

4.00 21 0.07 2ω 3600 (小野間克行，鈴木義平〉
4.01 8 0.09 n 928 
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iv. mm -

1. *

- (TLC) fc. TLCtt*

c nmftic £* ft Sit (

I T ,

IS. 20cmx20cm) 10cm, WScm

Carrier
BaCl2

Carrier free

Thermal s>£
decomp.

Carrier
pptn.

|-35SO2C12

|-3S s o c l 2

H235s04 I Carrier

KH35SO4

Neutron
irradiated

Combustion

K235SO3,

etc
J— Ethane sulfonyl

chloridet35S),

••—Phenol red[353],

'r— o-Sulfobenzoic
anhydride[35S],

— T»urinet35s],

I..etc

Fig. 19

i

Benzylmercaptant35S]
;

S-Benzyl-DL-ho«ocysteine[35sj
!

DL-Methionine[3SsJ

Generally MS produced by nuclear reactors u carrier-free H J ^ S O J is converted into
various inorganic compounds (solid lines), from which orjanic labeled compounds are
synthesized for ultimate utilization (dotted lines for example). Bold solid lines show the
routes studied in the piesent work.
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IV. 硫黄-35棟融無機化合物の製造研究

1. 概 要

話S一次製品である無担体硫酸を広い分野の利用11:適

合させるために，種々の語S標識有機化合物の合成原料

として利用される幾つかの代表的な標識無機化合物への

化学形の転換技術の開発を進めた.また一旦無担体で分

離製造する硫酸(35S)11:.担体を加えて化学形を転換す

る手間を省くために，原子炉で照射した塩化カリウムか

ら直接標織化合物を得る技術の開発も計った.

標職化合物の化学形の同定11:は.ペーパークロマトグ

ラフィーや電気泳動法制拍車釈日用されている. とζでは

有.標職化合物の分自Eや同定11:広〈利用されている薄踊

クロ7 トグラフィー (TLC)の応用を斌みた.TLCは無

機化学の分野では比般的新らしい技術ではある杭高い

分解能.迅速性，小さなプレートを用いる簡易性といっ

た点で放射化学的研究の手段として優れている.22)締It

との研究に含まれる硫〔‘5)化物のような不安定な化学

種を含む多成分系の解析に適している.

原子炉照射した塩化カリウムから無密体硫酸(3&S]を

経て.あるいは直後棚織化合物を合成する経路をFlg.1'

11:示した. ζの図11:見られるように.‘・要な有機棚職化

合物の原料となQ無機様織化合物は比較的少数であり，

元来状硫黄.亜硫酸塩，硫化物などが代表的なもの‘であ

る. Fig.19の合成経路の太線で示した部分がζζで開

発した経路である.

標識化合物製造技術の開発研究では.製品の純度の確

認.あるいは合成経路における化学形の転換の状況を知

るζとが重要である.

2. 

2.1 

薄眉クロマトグラフィーによる硫貧国純

化学植の同定

湾周プレートと腹開漕鎌

イースト 7 ン社製薄眉プレートNo.6061 (シリカゲル.

20cmx 20cm)を長さ 10cr也幅5cm11:切り. 長手

方向11:沿って中央部および両側の薄眉を幅 2mmほど削

r-J5卸 2C12

r=== Bd均 04..1!吋 P.heat‘トJ5S0C12

carrier I叫 04司 her柑 35S史-Na235S03辛陶2S35S03

Mlz|K内 04寸decomp. i NaH均 03_

lLcaEierIR2内 03，L・E伽 ne叫 EOW1
I~~~~~Ç. etc chloride(~~S). 
Ipptn • 
..-~---- i... Phenol redI35s)_ 

Carrier Carrier-tkutEonlL・0・Sulfobenzoic

{山中ヰ32so方立ご誌f山ベ伽Mstim i..2ご;;::;;:?1・
H2JSSO唱 lcaErierll..etc

KH35S04 P2J5S5守

:iaγ
∞ i向日11・ Red P I 

t ~~P04 ~_' / Na2S0J 
Ba35S占岨-4均 町Fel町~3日々でふ・ Na23SsS03

oxidatio白 1 ・‘

よ2

均_.._--
~ ICCN B吋削鵬rcaptan(JSS)

E怠:N35S
K2時. 咋叫凶L叩 cy抑山s
etc 

DLよMethioninel3Ss)

Fig・111 Gener叫Iy措 8produced by nuclear陣配何回 ucurier'・freeH2 
J! 
80. is con¥Oe巾 d凪10

vari刷 sinorpnic comp凶 ndl【田IidIin蝿，).from whlcb orpnic I.beled <:omp叫 ndl町噂

synlb国包edfor ultimlte utiliZltion【dotled幽2田 foreXllsple). BoId・olidIines sbow tbe r国此闘 g凶 diedin tbe ple田nlwork. 
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*SOt*' (ctnierfree. x), u d "SO,1" (0.5 M,
•quiret). Toe effect of artier on the Rf of
"SO^witmuked.

m 

り取る.乙のプレートを電気乾燥器で 1.5時間 1∞'011:

保って再活性化する.

TLCでは対象物質の種煩によりさまざまな溶燥が使

い分砂られる.乙の研究では硫肢とその他二三の硫黄の

化学種を対象として，簡単に恒，Cを実施するために種

々の割合の Tセトンと水の混合物を使用した.

アセトン温度と溶媒の上昇距障の関係を Fig.2011:示

す.ある一定の展開距障を与える時聞はアセトン骨量度が

高いほど短縮される.またどの展開液でも展開距艇は時

間の平方根にほぼ比例した.迅速分障を必要とする場合

は.分解能が犠牲にならない程度11:展開距障を小さくい

一方アセトン漉度を高くとる乙とが望ましい.

2.2 港線組成と Rr

無担体硫酸(.S). 0.6M硫.(.S)ナトリウム. 0.5 

M 亜硫酸 [.5)ナトリウム. および 0.5Mチオ硫酸

〔‘8.0，)ナトリウム水溶液 O.8mrdを 2.1'1:述べた方

法により種々の漉度のアセトンで'.闘して，それぞれの

.8化学'のRrを求めた.同，.21'1:示したように.Rr 

はアセトン漉度の増加とともにzm'l:度化した.特，r::硫

酸イオンの楊合は担体の彰.が顕著，1:現われた.

2.3 担体温度と Rr

種々の議度の硫酸[.8)ナトリウム水溶液を 6H百ア

セトンで展開して Rrを求めた.乙の結果を Fig.22，1: 

示した.無担体から 0.1Mまでは Rrは援やかに直線的

11:減少していくが. 0.1 Mから 0.25Mの聞ではタロマ

トグラム11:多数のピークが現れ. Rr'を明確に定める乙

とができなかった. 0.25M以上では RrはOであった.

展開液組成や展開物質の温度が Rrll:及ぼす影.の原

因は明らかでない杭シリ刀ゲル薄眉中の不純物との鍵

溶性塩の生戒や，風聞滑に対する溶解度ii.どが考えられ

る.硫酸〔舗'5)ナトリウムの複度0.1Mから O.25M の聞

で見られる特異な現象は.乙のような原因のクリテイカ

ルポイントと考えられる.

Rrが担体調量度とともに変化する乙とは無担体のーsを
対象とするときは支障ない以綴織化合物の製造のよう

に担体量が変化する楊合には留意しなければならない.

2.4 ~磁.(.S)塩賦料の変質

亜硫酸〔苧8)ナトリウムの 10mM水溶液1.6mm'を薄

層プレートにスポットし.最大60.治まで種々の時間空

気中11:放関して乾燥したのち 83.4%アセトンで座開し

た.F句.2'，1:示したように.最初の 10分間11:約 70%

の亜硫酸〔‘S)塩が硫酸(.5)塩11:酸化された.その後は

酸化の速度は小tきくなり.ω分後の硫・(.5)塩は約80

%であった..初の 10分聞は亜硫.C>>S) *I;t湿ョた状

W
J

命

JAERI12罰百
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30 60 iO 120 
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JAERI 1273 SI

a-7 h fy V < -

0.6

0.2
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Fig.22 The Rf of "SO,2"developed with 67%acetone
decreued ilowly with the lncreue of the con-
centration of ctrrier up to 0.1 M, ibovt which
multiple peaks tppeired interfering the deter-
mination of the definite Rf to 0.2S M. Above
0.2S M Rf wu 0.

TLC

I
o 80
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o
£60
T3

N40

X

O20

-
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: /

-I
'/

i i i

0

1 1 1

3.

11

20 40
Tim* of standing(min)

60

Fij.23 When 1.6 mm3 of 10 mM Na,MSO, was left
standing on a TLC plate for various time inter-
vals before development (with 83.4% acetone),
35SO3

J" wu oxidized rapidly during the lit 10
minutes (approximately 70% of "SO,2"), pro-
bably by the pretence of moisture.

. JBWLfc

TLC

. m

JAERII213 

態にあったた砂酸化が促進されると考えられる.ζの実

験結果は， ji硫厳(.s)温のような空気中で不安定な物

質のクロマトグラフィーは不活性雰囲気中で行わなけれ

ばならない乙とを示している.

0.6 

a: 0.4 

0.2 

c':F:t-::i. 
L--.I 

同 3Logld

込ι

F句.22割問 Rro( "S042-developed wJlh 6""同10M

100 

s -680 
白

u 
o 
之 ~O

dec"，ued副owlywlth Ihe Inc同副eof the回 n・
centratlon of carrler up to 0.1 M， abo" whJch 
mu1t1ple peaka・pp・a"，dInterferina thl d，t... 
m佃・t10n"f the definlte Rf to 0.25 M. Ab。刊

0.25 M Rrw闘 O.

ーーーー・-0

20 40 印
Tirr糟 ofstandinglminl 

F句.23When 1.6mm3 of 10mM N・2輔so，w岨 11ft
Itandin& on a TLC plate for YUiOllS ti皿e加.t...
va1l bef<。田昌明叫。pment(With 83.4~ 劃寓10帥)，

詰 SO，2・WUoxidizωrapldly d¥川崎 the1・110
minutes (approxi皿・tely7~ of 輔~2・).p
blbly by the p同世n国。fm姐・M拍.

2.& 薄層クロマトグラフィーによる磁賞-

35 化学種の悶~-まとめ

水とアセトン混合物を溶媒とする包Zはζζで取上

げた二三の硫黄化合物について...障の組成を変えるζ

a 

とにより分麗度を自庖11:週べd利点がある，たとえば.8

a晶の放射性核種純度の検査では. 50%7セトYを使用

して硫酸戸S)とリン.(圃p) (いずれ色無担体〉をそ

れぞれ R.0.75およびOで分雌.別する乙とができる.

またあとに述べる亜硫酸伊5)塩の寝遣では蔓砥酸(.5)

中の硫酸[‘'8)塩の存在が問・となる均九乙れらは83%

アセトンにより.それぞれ R.0.61および0.00で分穫で

きる.チオ硫酸戸5)塩の製造では7796のアセトンを使

用し.R.O.96と 0.66で亜硫酸戸s)塩とチオ.・〔ー'8)

塩を麟別ιていd.
乙れらの例のように成分の単純な系11:対しては水ーア

セトン溶媒は効果的である.a・(-S)塩の還元による

元来状硫賞〔畠5)の製造や特別に前処理した塩化カリウ

ムから硫酸形以外の.8化学置を叡遣する実肢では.

誕磁厳也硫酸塩，チオ硫酸塩，硫化物，元自医状磁貨な

どを含む復維な系を取録うので・頬の棒銀でζれら

の化学橿の一斉分析はできない.他11:適当な尊厳も報告

されていないので.ζζでは織つかの糟艇を併用するζ

とにした.その縛餌はそれぞれの項Ir;越べる.

TLCは敏凪聞物質の漉度 (ζれは比放射舗に闘保す

る)，1:影.される.被展開物質の.11すなわち比放射備

が賓化するときには，あらかじめその彫・を充分に検討

しておし~'.がある.また当然予想される乙とではある

以亜硫厳塩のように不安定な物質の官Zでは，その

操作中の変質を防ぐ注意地鑑、嬰となる.

3. 原子炉照射した纏化カリウムからの毎鱒

..塩の直披担遭

3.1 硫酸塩の標a法

.sで標.し:た硫・E塩には硫酸〔轟Slナトリウム Nal

-回.がよ〈利用される...硫・塩は.原理的には

標麟しようとする磁厳温'1:無担体硫.H.315回 4 を加え

て得られる.Kuchanki剖らは無担体磁.で組織した

硫・Eを Nぜーあるいは K+ー形陽イオン交.樹脂カラムI!:

流し.それぞれナトりウムあるいはカリウムの根.硫酸

塩に変換する方法を鰻告している.

ζの研究では，原子炉照射により塩化物中に無担体硫

酸の形で生成する.sの水槽被11:硫・E組担体を加え.さ

らにエタ Jールを穏期1して溶解度の差から楓・硫酸塩を

析出させ， ζれを回収する方法を開発した揚>r，)乙の方

法は従来法，1:比岐して次のような長所がある.照射した

塩化物から無担体の硫・を分躍する手聞が省砂る.従来

法におt干る放射性溶液のa:発乾掴といった時帽のかかり.

かつ放射性汚自民を起しやすい操作なしに標蛾硫厳湿の結

.が容易に縛られd.
研究の対象，r::は硫酸ナトリウムと磁・鋼を選んだ..
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Fif.JB The difference in the solubility between Kd
(white circles) -CuSO4'5HjO (black circles)
or KjSOjdriinfletKXiSO,- 5H,O in the H,O-
EtOH system is not so large as to permit the
clear separation of CuMSO4* SHjO from KC1
or KaSO4 in an HjO-EtOH sytttm. So irradi-
ated KO was conrerttd to CuClj hsTing «
large solubility in the H,O-EtOH syittm, from
which the separation of CuMSO4* SHiO was
tried.

(Na2SOi)

0 ictt MJ

-Yv r-ICfi. x

Fig.26

9 /-jut*fct© 100kr*fc») 31.4g (20'C)

20 40 60 80 100
Concentration of ethanoKw/o)

Fig. 24 The solubility of N»jSO4(3S°C, circlet) in the
HjO-EtOH system decreases rapidly with the
increase in the concentration of ethanol and
becomes practically 0 at 60%, whereas N»C1
(25°C, x) stiU shows a solubility of 6%, which
sunests the possibility of sepanting Na2

3!SO,
by the addition of ethanol to an aqueous
solution of N«Cl-N«jSO4 containint curicr-
freeH,MSO4.

3.3

3.3.1
y 9 A

BIB) l x

a 

厳(35S)銅(1)CU35S04・5H:Oはあとで述べる概a
亜硫酸温の創造の出発物質として必要なものである.

乙れら 2種の塩について.市販品に相当する 20ないし

50 mCi mmol -1あるいはそれ以上の比放射能を持つ標

識化合物の製造を目標にした.乙のためには，たとえば

19の塩化カリウムを 1x 10日cm・2B-1の熱中性子東

密度で 11日間照射すると 65mα の35Sが生成するの

で.ζれに 71mg (0.5 mmol)の硫厳ナトリウム担体

を用いて 130mCi mmol-Iの比放射能の標織硫酸塩が得

られる.

水ーエタノール系におりる硫酸塩の沈殿は，硫酸塩の

初期温度やエタノール漉度，温度，沈殿の熟成時間など

点慨に関係する要因11:影響されるi た得られる標識

硫酸塩には，塩化物や3SS11:副成する置P(リン酸塩)が

共沈している可能性もある.乙の研究ではζれらの諸点

について実験を行い.標織硫酸温の実用的な製造伎術の

確立を計った.

3.2 氷ーエタノール系における塩化物およ

び磁酸塩の漕解度

Flg.24 1<:水ーエタノール系におけるエタノール漉度と

温化ナトリウムおよび硫般ナトリウム (Na2S0ρ の溶

解度の関係 291を示す.エタ/ール濃度の増加とともに硫

酸塩の溶解度は急速に低下し. 60悠で実質的に 011:な

35 

320 
〉、

主15
J:l 
3 

~10 

5 

¥ 
¥ 

F幅.24百四回lubi1ityof NI2 S04(3S.C. circl同}畑出e
H20-EtOH system d民間岡崎 npidlywitb tbe 
increa担 inthe cc;;~""，ntion of ethlnol and 
becom国 pnctically0・t6~. wbere掴 N・α
【2$・C，x) sti111h。明 a・olubi1ityof 6". whicb 
叫闘旬U首lep岨 ibilityof sepant!na N12'担割)4
by the Iddition of elha間，110 IJI剖 U園地

目.Iu眠onofNaα・N・2S04 contalni噌 C町市r-

free H2
3S
S0・-
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20 40 60 80 ∞ 
COI明朗tration of ett四川(w-"l

F句.2&The difference in the回，lubi1itybe岡崎nKα
(white clrclel) -CuS04' 5H20 {bIao:lc clrcl圃}
。'rX:S04(tm噌I回I)-CuS04'5H:0佃 IbeH:O・
EtOH・YltemiI not回 1町 向 副 知 P耐 澗ittbe 
clelr圃p・nt拘nof Cu.S04' 5H10 flOlll KQ 
or 1(1 S04 in In H2 ()..EtOH 1)'脚m.Soimdl. 

It・dKαWII con四rt“tocuα2 ba叫111・
l町@回lubUityin the H10・EtOH・:)'IIlm.frc聞
whlch the輔 plntlonof cu輔 S04'5"10曹11

trled. 

る.一方組化物の溶解度の低下は緩やかで.図書6エ9ノ

ールでもなお約6%の溶解度を示す.無担体硫肢を含む

適当な温度の塩化ナトリウム水溶液11:硫磁ナトリウム担

体を加え.さらにエタノールを加えれば硫陰(.s)ナト

リウムが析出する.おS製造周塩化物ヲーゲットには， エ

ネルギーの高い Y線を放射する副Naを生成するナトリ

ウム温は避け.通常はカリウム塩を用い o. したがって

乙の方法では，標職硫酸温の析出の前11:，陽イオン交操

カラムを用いたカリウム塩をナトリウム塩11:転換する操

作を取入れた.

Flg.2& 11:水ーエヲノール系における塩化カリウム，硫

酸カリウムおよび硫酸銅(1)の溶解度 211)30)を示す.

エヲ I-Jレの.度の高い系では.塩化カリウムと硫齢鋼.

あるいは硫.カリウムと硫酸鋼の聞の溶解度の差は硫磁

鋼を高純度で分躍できるほど大きくない.一方塩化甑 1)

の水ーエヲ Jール系における溶解度は大きし 1∞%エ

ヲノールでもそのl∞Eあたり 31.4g (20・C)の塩化

鋼(I)CuChを溶解する.そとで硫酸〔耳目ナトリウム

の喝合と岡樽11:，原子炉照射した塩化カリウムを陥イオ

ン交倹樹脂カラムにより飼塩11:転換し.ついで硫.飼担

体を加えてエヲノールにより硫酸戸5)飼(1)を得た.

3.3 碕厳〔置S)ナトリウムの担遺

1.1.1 温化カリウムの原子炉照射

鼠薫特級塩化カリウム1.0gをアルミニウム製照射容器

11:封入し， JRR-2または JRR-3で1サイクル{約11

日悶) 1 x 101lcm・18-1の熱中性子東密度で照射する.
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3.3.2
l.Og

v SK#1,
a, BSlcm, £§"20 en. 15 cm')
lga*10cm3*«f. PHf©«-ai«*&*>*5. Kit
•t- h >; £A 05 M *jg t t 1 cm* (NaiSO4 0.5 mmol. 71
mg)
'J

TaM*12 The yield of Nt,*SO4 wpuatad by
tddinf 1-50 cm1 of ethinol to 5 cm* of
iqueous tolution* of 71 m» (0.5 mmoi)
of N«jSO« cirrier tnd canier-fne
H,MS0 4 .
More than 90% of Nt , M S0 4 co-ild be
recovered with ethinol concentration
hither thin tome 80% (or the addition
of minimum of 20 cm3). The chemical
yield and the radrachemical yield *vre
determined respectively by weitjuaf the
precipitate and by counting; its MS ac-
tivity.

3.3.3

120

Ethanol
added
(cmJ)

1

S
• 0
20
30
40

SO

concn.
(w/o)

13.6
44.1
61.2
76.0
82.6
86.3
88.8

Remnant
MSin

»ln.(%) .

93.5
91.5
29.3
4.1
4.3
3.0

3.3

Radio
chem.

yield (*)

4.2
2.5

65.2
95.S'
92.6
91.5

99.5

Chemi-
cal

yield (%)

2.2

2.6
71.4
98.2
96.5
91.8
97.6

ttmrntmn
3.3.3

a 3.4

fc.
:. EHRLfcit
»fc©'6 0fl4
GM ItftSt?

4L,
(2)

T,

3.3.5

Tabh 13 Kfiit.

TaMtiS The yield of Na,*SO4 «eparat«d with
0.1-71 m| of carrier by addi* 30 cm9

of ethaaol (Tabk 12) uttiraUy dt-
craaeed with the anouiit of carrier,
which at low « S i | iwntd to be the
lower limit.

(1)

* Afiflc 71 sng
5cm'ic,

C © » * * Tablt 12 ic*Lfc.
*»6±T? 90 SKEl±O«llC"S
*:. Tabk12 Ott* ( i Fl«.M

Amount of
carrier (m»)

0.1
1
5

10
15
20
35
71

Remnant * S
in»oU.(%)

94.S

96.2
33.8
37.3
33.4
30.1

9.0
4.3

Radiochem.
yield <%)

0.6
0.6

S8.S
57.7
62.4
78.5
90.5
92.6

i
i
|

i
!
i;il]
iS

n

i
I
i
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約 65mCiの措Sが生成する.

3.3.2 照射した埴化カリウムのナトリウム埴への伝自民

照射した塩化カリウム 1.0gを5cm'の穂留水11:溶解

する.乙の溶液をあらかじめ調製した H+ー形の陽イオ

ン交鏡樹脂往(ダイヤイオン SKll.1∞四2∞メッシ

ュ，直径 1cm.長さ20cn. 15 cm') 11:流す.ついで、

蒸留水 10cm3を流す.両方の続出波を合わせる.続酸

ナトリウム 0.5M水溶液 1cm3 (Naz鋭)40.5 mmol， 71 

mg)を加える.最初 6M.ついでO.5M の水強化ナト

リウムで正確に pH711:中和する.穂留水で金量を20cm'

11:薄める.

'3.3.3 硫酸伊S)ナトリウムの沈殿と回収

32pの存在が併されないときには2Ocm'の水溶液11:保

持担体として試薬特飯のリン圏直85mgを加える.溶放

をかきまぜながら.試業特級エタノール (99.5%) 120 

cm'を加える.磁敵〔・5)ナトリウムの沈般を遠心分

雌寸る.首澱を 6cm'のエヲ Jールで洗浄後 6cm'の穂

留水11:溶解する.ぬcm'のエタ 1-1レを加えて再沈殿

する.沈殿を遠心分隠し. 5cm'のエタノールで洗浄す

る.回収した硫酸伊S)ナトリウムはデシケーター内で過

油業酸マグネシウムで乾爆する.

&3." 確.(358)ナトリウムの4l!阜の測定

硫陵〔‘S)ナトリウムの収寧は.化学的方法と放射化学

的方法の 2法により行った.化学的収皐は使用した担体

硫酸塩に対する回収した標誠硫.檀の重量比として求め

た.

放射化学的収$は次のようにして求めた.回収した硫

酸伊S)ナトリウムを水に溶解い適当に薄めたのち 0.04

cm'を計数血に取り乾録する.放射能を GM計数管で

測定する.結果を計数効寧と自己吸収について補正す

る.硫.(‘S)ナトリ凸ムをtt殿させる前後の溶液から

も少量を分取し.同様にして放射能強度を求める.とれ

らの値から硫酸戸S)ナトリウムの収率と樽液中に残る

割合を求めた.沈廠条件の検討に使用した無担体硫酸

は.水で覇軍めたのち 2冨ーガスフローIt敵管で測定した.

1.3.& iI・I・'8)ナトリウムの収耳障と晶貨に.・す

る要因

(1) エタノール漉度

続酸ナトリウム担体7lmgと無担体硫酸を含む水溶液

5 cm'l1:， 1から5Ocm'のエタノールを加える.生成し

た硫院内'S)ナトリウム沈般を回収し.収率を求める.

ζれらの操作は1.1.1およびU.411:噂じて行う.

ζの結果を T・bl・"に示した.エタノーJ~健度8O~百

位から上で 90~匹以上の磁敵〔句〕ナトリウムが回収で

きた.T・bl・12の結果は F句.24から予題した値とほ

ぼ一致している.しかし沈廠生成後放置すると趣らか収

TIII陶 12τ'heyie1d of N・2MSO• 曽P旧制“ by
Iddlr唱 1・50c国1)ofeth回。1t05c圃" of ・qu軒l1li冊lutioJIIof 711111 (0.5 ..01) 
of N~SO. c町市E 岨 d 曲目昆r-free

H2
国
80，・-

More也回剣摘。，fN・f回1.coo';d be 
時間附凶 wi白 ctlwlo1曲 齢 聞t四Itio・
h抽町出回岡田 8~(信也e IICIcIlω. 
of圃 恒 国U由。f20c皿勺'.'llIe d帽掴おaI.

yle1d I1Id the ndioche田記aly前副同問

delenniDed田智同live1yby明抽i喝 tbe
preclpltate 1J14 by c抽阻眠時 its.5~ 
livity. 

a 

E也岨01
added concn. 
(cm3) (w/o) 

RemnlJlt R・4io
"51n chem. 

C梅田ト

回 I

13.6 

5 44.1 

.0 61.2 

20 76.0 

30 82.6 

40 86.3 

50 88.8 

回 ln.(~)‘ v凶4(~)

93.5 4.2 

¥11.5 2.5 

29.3 65.2 

4.1 ¥lS.S・

4.3 92.6 

3.0 91.5 

3.3 ¥1¥1.5 

y凪14("')

2.2 

2.6 

71.4 

98.2 

9唖.!

9・.8
¥17.6 

*が泊加する傾向を示した.過剰の旭化ナトリウムを含

む系から塩化ナトリウムを沈臓させると， tt..，;t時間
の経過とともに急速に増加した.U.Jの揚作では硫厳

塩のtt殿の濁合11:，極化物の飽和まで余裕があるので.

塩化物の析出の恐れはない.しかし少しでも纏化物Ic:よ

る汚染の可能性を減らすために，硫・tJ.lの沈殿後直ちに

沈取を遠心分自Eした. 5cm'の水溶液11:加えるエタノー

ルは 20cm'(添加後の温度76.0~引で充分であるが.

さらに完全にするために3Ocm'(添加後の轟度82.6%)

とし.以後の実肢ではすべてζの量を用いた.

{紛担体量

上11:述べた実験で，添加すoエタノールは3Ocm'k:し

て.担体量を0.1から7lmrの聞で変化させた.ζ の結

果を Tabll!311:示す. ~・m硫酸~J.Iの回収地帯解度の低

TIII蜘旬 τ'he)'制4of N:・，.50• ・"属加d 剣山
0.1.71町 of岨rri・rby“a・・ 30cm' 。fellla副 (Tab馳 12)回，tlIr凶y 恥・

剖岨削叫由1M..OII.t of国時h

w垣島ー .low・5・...・圃“ tob・tlle
h輔 rU・11.

A園。岨tof 
国nier(崎】

臥1

1 

5 

10 

15 

20 
35 

71 

... 圃凪圃，t.5 
恒副..(制

94.S 

96.2 

33.1 

37.3 

33.4 

30.1 

9.0 

4.3 

R“loche掴.

y副4(~:】

0.6 

0.6 

51.5 

!7.7 

62.4 

78.5 

¥10.5 

92.6 
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(3)

, * fc 35 mg Jil±t?909JEl±

pH

Table 14 The yield of N»j3ISO, aepirated with
20 ni( of carrier by lading 30 cm3 of
ethanol increated from aome 70% to
above 90% by the pneence of NaCl of
0.1-200 mi (equivalent to 1 g of KClin
20 cm3 of HjO, tee Table 17) (Table 12X

mg,

Fig.26 pH2£(Tt!itMC3SS3+ (• <)

pH

Amount of
N«Cl(mg)

0.1
0.5
1
5

10
200

Remnant 3IS
insoln.(%)

28.5

15.1
10.3

7.6
2.4
1.4

Ridiochtm.
yield (%)

72.0

82.2
91.0
9S.1
94.1
9S.7

Chemical
yMd(ft)

63.9
« . 2
86.9
93.0
92.5
92.0

(Tabto 1J) T»if6

i. H-f pH

(4)

#'±30 cm3 t U 5cm3O**i«IC0.1*iiii200ingO

(CftttS.3.3

too,

I- >J ^Ali 3.3.1 ©JtfiKfctf i t t fc

-Q-Q-l

2 4 6 8 10 12 i (4

!N HCL HCL-ocidte*}* NaOH-alkaiio* 0.5N NaOH

pH

Fi|. 3M The yield of NsjMSO4 separated with 71 ing of carrier by adding 30 cm3 of ethanol to
aqueous solutions of different pH (Table 12).
Both the chemical yield (white circles) and the ndiochemical yield (black circles) rose
from 1 K H a toward pH 2 rapidly, above wkich the yields remiined nearly 100%. Above
pH 13 the chemical yield exceeded the radio-chemical yield, probably because of the co-
precipitation of NaOH. Circles with dots show "S radioactivity remained in the solution.

JAERII273 

T.拘14The yield of N~甜鉱)4 田pu・，ted ，ith 
20ml of car市 rby acidi噌 30c回" of 
ethanol担C開 園edfrom・ome70% t。・b。帽90%by the pl1l圃皿eofN~αof 
0.1・2ω皿， (equi'叫，entto 1， of ItOiD 

20 cm' of H20.闘 Tablel7)σ'1Ib1・ 12).

間一
ω
制

附

則

抑

制

Radiocht皿.

yield (，，) 

72.0 

82.2 

91.0 

95.1 

94.1 

95.7 

Remnant剖 S

泊目ID.C，，) 

28.5 

15.1 

10.3 

7.6 

2.4 

1.4 

A皿。，untof 

Naα【皿，)

0.1 

0.5 

5 

10 

200 

硫酸(118)ナトリウムの収事は 70~百台 (T・bl・ 11) であ

った.しかし塩化ナトりウムの共存は収皐の向上をも

たらし. 5mrの塩化ナトリウムの添加により収事は

9O~匹以上になった. 2∞n可Zまで塩化ナトリウムの添加

置を増加してもζれ以上の収皐の向上は見られなかった.

200mgの塩化ナトりウムは3.1.1の傑僧ζおける塩化

ナトリウム横目l:IC相当する.

水溶液中のh面化ナトリウムの存在は水ーエタノール系

における硫酸ナトリウムの溶解度を低下させ.収.を向

上させる.一方では沈殿する硫酸~.S)ナトリウムに共

誠にもとづいているため.担体量の減少は当然収率の低

下を招<.しかし 3.3.311:記職した実験規鍵では. 5噌

の担体の使用で約60%地主また 35mg以上で90%以上

が回収できる.

(8) 標識硫酸塩沈殿時の溶液の pH

(1)の実験で担体量 71mg.およびエタノール量3Ocm'

11:固定し，溶液の pHを酸性側は塩酸で.アルカリ性側

は水酸化ナトリウムでOから 13の聞で変化させた.結

果を Fig.2111:示す.pH2以下で硫様〔置8)ナトリウム

の収率は急激に低下した.また pH13以上では化学的

収率が放射化学的収率を上廻った.ζの現象は高い pH

から沈殿した硫酸(35S)ナトリウムの水溶液がアルカリ

性を示す ζ とから.水酸化ナトリウムが共沈するもの

と考えられる. ζの pHの影曹は，あとに述べる実際の

製造例においても顕著であった.微酸性側では問圏直はな

いが.陽イオン交換樹脂柱の処理磁の溶液の中和は pH

6から pH7の範囲内とし.特11:アルカリ性にならない

ように注意したほうがよい.

(必塩化ナトリウム温度の収率への影・と共沈

(1)の実験において.担体置を 20n可r，またエタノール

量法 30cm'とし， 5cm'の水槽械に 0.1から 2001118'の

聞で塩化ナトリウムを加えた.ζの結果を Tab"14に

示す. 5cm'の水溶液中11:201118'の担体が存在したと

き (ζれは3.3.3の損作における担体渇度に相当する)，

M 
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40 

20 
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.
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〉
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10 8 2 0+ 
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州

F句.2・The拘 Idof N・2園 804ー
'Plntedwi也7lmaofc町量erby addi喝 30cm'ofe也anolt。

岡 山側uoluti。問。f必lfe同ntpH (Table 12). 
B。ぬ thecIIemica1 )'ield (wJute CIn:~圃}踊d the nCI肱hem民aly凶d【bIaCICcird叫 roee
frolll 1 N HO toward pH 2 npfdly， abo帽 wJuch白ey詰IdsremliDωn岨 rly100%. A加骨

pH 13 the che掴icuyieJd ellc帽4・dthe ncfio.chem誌aIyleld. probably b院副属。.ftheco-
抑 制pitaωnof NaOH. cird個輔thd悦a曲。曹園STIdioac:ti'岨tyre皿副nedir. the田lu舗。11.
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TabttiS 0.6%. of a" (spiked with " Q ) co-
precipiuted on NiJ

35SO4 tepanted
with 30 cm3 of ethanol in the pretence
of 200 mg of NaCl and 71 mg of carrier
(Table 12), but it could be removed by
re-precipitation. The overall separation
factor wa$4X 10*.

No. of times
ofpptn.

1

2

Distribution
of3»O(%)

sbln. 99.4

ppt 0.6

soln. 1 99.3
soln. 2 0.7
ppt 0.0

Amount of a
in ppt (mg)

195.8
1.2

195.6
1.4
0.0

<) v Aofttt**ttLfc. ttHbC*ci] i- b y
V A ("Cl KJ 10 ltd) 200 mg *S * Vmiki- h'J*A
71 mg i£ts5 cm'©****> 6 30 cm'© x9 / -tu
(cJc*3»#*«:IIHslJRL!t. «:*•«£* «T,**C1 ©2.15
MeV O * « e - 9* Nal (Tl) fcttSi 256 f * y *
^ « K » W « T « J E L. K K t Mj * AOttlR'NO*
ft;* r- 'J •) AO*ai%$i6fc, iftjR* Tabk 16 i c *
t . l@OttiR-e0.6«©*{t«)***at5*s, Ctlli

(5)

mg
170 mg

. 3.1.4

T«Ut 11

U

3.3.1
h y

71 c © « i * * Tibit 1? i c ^ t

y
pH 8.4Tli 1 E!l©ttirc. tfc "Ctt

3.3.7

71 mg

Table IB The most part of 3>PO4
3~ co-precipitated on NajJSSO4 Kparated

with 71 mg of carrier by adding 30 cm9 of ethanol (Table 12), but
it cquld be prevented with 85 mg or more of HjPO« in the aqueous
solution.

Amount of H3PO, (mg)
32Pinsoln.(%)

3»Pinppt(%)

0
3.4

96.6

1.7
73.1
26.9

8.5
77.0
23.0

1..C
86.2

13.8

34.0 8S.0 170.0

90.5 100.0 100.0

9.5 0.0 0.0

Tablt 17 Results of the test runs of the preparation of Na, MSO4 .
The process involved irradiation of 1 g of KC1; conversion of KC1 to NaCl; preparation of
20 cm3 of HjO solution with 71 mg of carrier N«j SO, and 85 mg of HjPO4; precipitation
of Nnj^SCU by the addition of 120 cm3 of ethanol; ind reprecipitation. Naj*SO, of the
chemical and radiochemical purity above 99% (not shown) could be recovered with the
yields higher than 90%.

pH after neutralization

No. of pptn.
Remnant XS in soln. (%)
Radiochemical yield (%)

Chemical yield (»)

pH of aq. soln. of ppt

7.0

I

.1-2
99.7

102.0
6.6

2
2.1

93.4

97.5
6.2

1
1.2

99.8
99.7

6.6

7.0

2
1.4

95.7

92.0
6.2

6.0

1
1.2

100.6

100.1
6.2

2
2.8

96.7

99.8

6.2

8.4

1

1.3
96.7

M3.S

7.6

2
4.3

89.7

92.1
6.4

11.2

1
0.7

93.8

260.0
11.2

2

0.3
94.1

208.0

11.2
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TII揃 150.6')(， ofα，. (spiked wlth掴Ci)co-
P同cipitated on N・2 35S0• 田pmted
WI曲 30cm' of ethano1 in the p陪輯n目

。f200ml of Naαand 71 mlofcu官ier
(Tab1e 12)， but it could be remowod by 
四・'precipitation.The overall田pmtion
factor was 4 X IC久

No.ofti皿es
ofp抑止

n
}
-
A
S

一3
y

b

b
a胃
一
ゆ

O
一
ゆ

O

O

M
m一
5

一j!

凶

措

一

・

一

J

;

・
一
目
占
一
回

t
一
回
国

t

D

c
一

剥

卯

一

州

側

即

A回訓lntofα
泊 tpt(mω

195.8 

1.2 

195.6 

1.4 

0.0 

2 

詑し.晶質を低下させる恐れがある.そ乙で掴CI(比

放射能40μαmg-I
) で練・した塩化ナトリウムを用い

て塩化ナトリウムの共沈を検討した.塩化〔‘CI)ナトリ
ウム (.CI約 10μCj) 2∞mgおよび磁蛾ナトリウム

7lmgを含む5cm'の水槽械から3Ocm'のエタノール

により後者を沈殿回収した.沈殿1(;含まれる掴Clの2.15

MeVの党電ピークを NaI(T))検出器と 256チャンネ

ル波高分析携で測定し.健園陸ナトリウムの沈殿への塩

化ナトリウムの共沈量を求めた.結果を T・b~・ 1 1i IC示

す. 1困の沈殿で0.6%の塩化物が共沈する由t乙れは

再沈殿により除去できた. 2回の説澱の健作による塩化

物の除染係数は 4x 10・以上であった.

(5) 措 Pの共沈

硫酸ナトリウム担体71mgおよび3Ipトレーサー(無

担体リン敵(32p))を含む水溶液5cm'IC 0から 170mg

の間で量を変えてリン酸を加え. 30 cm3のエタノール

35 

により硫酸ナトリウムを沈殿させた.3.3.4 IC記観した

硫厳(.s)ナトリウムの肱射化学的収皐の決定と同栂の

方誌により園Pの共詑串を求めた.結果を T・b・1・に

示す.保持担体としてのリン酸を加えない場合には96.6

%のDpが共沈した .pの共沈.は加える担体量の増

加とともに減少し.リン酸85mg以上の添加で Oにな

った.除JI!!係散は 1x 10・以上であった.

3.3. ・硫酸[.S)ナトリウムの鼠償鰻議

とれまでに述べだ硫酸 (~s) ナトリウムの収皐と品質

に関係する要因を考慮し.1.1IC示した回遊マニュアル

を作成して実規模の創造賦肢を実施した.乙の鼠験は，

原子炉照射した極化カリウム 1fr IC礎厳ナトりウム担体

71 mgを用いた.乙の結果を T・b・17に示す.再沈殿

後どの場合でも9O~匹以上の収寧を維持できた. 2 flUま
ど故意ICアルカリ性で硫厳I・s)ナトリウふを沈殿させ

たが.pH 8.4では 1回目の沈殿で.また pH11.2では

2回の沈阪の双方で化学的収串が放射化学的収皐を上・

弔た.また pHl1.2で沈殿させた硫厳伊S)ナトリウムの

水穂波Ii.再沈服してもアルカリ性を呈した.中性調書濃か

ら沈殿させた割晶は化学純度.放射化学純度.および放

射性被種純度いずれも目恨の悌鰐を充分満足するもので

あった.化学処理の金蝿作は2時間内に終了する.

3.3. 7 硫.[.S)ナトリウムーーまとめ

原子炉照射した塩化カリウふから硫.(.s)ナトリウ

ムを製造するために.水ーエタノール系における塩化ナ

トリウふと硫酸ナトリウムの溶解度の援を利用す~方法

を開発した. 65mCiの.8を含む Igの塩化カリウム

と7lmgの担体硫酸ナトリウふから出発する撮事的な

T・b..18 The most put of担 FOJ・co-p陪cipitatedon N・2剖504匝 parated
wlth 71 ml of回rrierby adll泊I30 cm3 of ethanol (T:・，b1e12)， but 
it c叩 Idbe pre帽 nted岡山 85ml or more of H， P04 in the叫 U酎抽s
solution. 

Amount of H，P04 (ml) 

32Pin・oln.(')(，) 

32p in ppt (')(，) 

o 1.7 8.5 1:'.0 34.0 

3.4 73.1 77.0 86.2 90.5 

96.6 26.9 23.0 13.8 9.5 

85.0 170.0 

1∞.0ω.0 

0.0 0.0 

TII蜘 17Re田 1tlof the test tun. of the T開parationofN匂副50，・-
百四 proce圃 invol柑 dir司dl.tionof 1 I of Kα.COft'刊IIIOnof Kαto Nば:1;preparation of 
20cm' of H20冊 lutionwith 71 ml of c・同町 N・2504Ind 85 ml of H，104; precipitation 
。fN"2坦S04by曲eaddition of 120 cm' of ethl1lOl;阻d同precipltation.N~輔50‘。fthe
chemical and radi，田hemi叫1purity・M棺 9掃 (notIbOWll) c岨 1dbe rec明町叫 withthe 
yie1dsh砂町曲目伺IIi.

pH aftern四 t回目zation

No.ofpptn. 

Remnant揖S胸囲In.(')(，) 

Radiochemi叫1yie1d (')(，) 

Chemical 拘 Id(紛

pHof・q.回 In.ofl'pt

7.0 

2 

1.2 2.1 

99.7 93.4 

102.0 97.5 

6.6 6.2 

7.0 6.0 

2 2 

1.2 1.4 1.2 2.8 

99.8 95.7 加 .6 96.7 

99.7 92.0 1伺 .1 99.8 

6.6 6.2 6.2 6.2 

11.2 

2 

0.7 0.3 

93.8 94.1 

260.0 208.0 

11.2 11.2 

8.4 

2 

1.3 ..3 

96.7 89.7 

113.5 92.1 

7.6 6.4 
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130 mCi mmor1 *s3 * y

, 45 cm3

3?CI<2 S) * •;

*s 130 mCi mmor
» y

•Jli,
s] *«; * © »

, * & < * © * *

65 mCi-0.5 mmole

A> LHa«lcx ? / -
3.4

3.4.1

it* h y i- y
1- y

'J 0 A 1.0 g * 3.3.1
ma \j-JA\ti) y * A* 5 an'ont*K»m L. ite 1

cm © Cuf + -»»-f * V^IMIHI* 5 A W
KKt.

. ts.

JRR-3T?2 x l
. *fc JMTR

10 " c m - V
; i 'J

3.4.2

050 M * » * 1 cm' (MUH CuSO. • 5H.0 03 mmol.

©*«*

KC"S3 ^

36 

錬作で得られる製品の品質および錬作のデータをまとめ

て次11:::示す.

比放射能:130 mCi mmol-I 

放射化学純度:-1∞%

放射性核種純度:3Zp除去錬作を含めた場合

置Pく5x 10-6 日百

3Zp除去操作を省略した場合

宜P-6%
亭CIく2x 10'" % 

化学純度:-1∞%  

収率:90%以上

所要時間:2時間

乙ζIC:開発した方法では，簡単な操作により比放射能

が 130mCi mmol-Iという市販のものより数倍高い硫酸

[おS)ナトリウムを得る乙とができる.製品は化学的に

ふ放射化学的にも.また放射性核橿的IC:も鈎%以上

の純度を持つ.従来法のように，一旦無担体51.の形で

分雌した‘SIc:担体を加えて化学形を転自民する手聞を省

払原子炉で照射した塩化カリウムから直接しかも結晶

粉末として得られる ζとが大きな特徴である.

乙の研究で定めた 1パッチ 65mCi-0.5 mmoleという

楓惜の規模では常IC:90 %以上の収噂が維持できた. し

かし原理的IC:エタノール系における硫酸ナトリウムの低

い溶解度を利用するので.条件IC:種々 の制限を受ける.

その主なものに纏化ナトリウムと硫酸ナトリウムの漉度

比の問題がある.

極化カリウムの原子炉照射による.sの生成量が少な

し多量の塩化カリウムの使用.すなわち漉度の高い塩

化ナトリウム溶液から硫酸戸s)ナトリウムを沈殿させ

なりればならない場合IC:.塩化ナトリウムによる汚染な

しに高い収率で標厳硫酸塩を回収するζとが困雄となる.

塩化ナトリウムが共沈しないような温度の低い溶液を用

いれば標融硫酸塩の収率が低くなる.収率が低いと塩化

カリウムを多量に用いる意味がなくなQ. しかしζの問

題は JItR-2あるいは JRR-3で2x 1013cm・2S.1の

熱中性子東密度が利用でき.また JMTRでは厳大5x 
1011

佃 l-IS-lという大きな熱中性子束密度が利用可能で

あり，実際Iq;.問.忙ならない.量躍進し2ようとする碕叡

戸S)ナトリウムの量.比放射能に応じて.使用する塩

化カリウムターゲット量，照射量.および詑殿持の減量

を適当に調益すればよい.

塩化物を原子炉で照射するとーsと同時1C:3Zp地活掃

する.照射条件.すなわち熱中佐子東密度と被分裂中性

子東密度の大きさ，照射持周および照射後の冷却時聞を

適当に選ぶ乙とにより.3Zp，SSの比を 1/H胸以下に

するζとができる.51・(.8)ナトリウムIC要求される

放射性被種純度は99%以上であり，特IC3Zpの存在IC:
留意する必要はないが.少量の3Zpの存在も望まし〈な

い場合.あるいは照射条件の選定が函障な栂合には.硫

酸伊S)ナトリウムの沈殿の憶に保持担体としてリン.

JAIRII273 

を加えてお〈 ζとにより.その共沈を防ぐととができる.

51・1(.8)ナトリゥ ιの.遣と同織の方法により硫.

(.8)カリウムの盟国道を鼠みた.照射した塩化ヵ qウム

Igと51.カリウム担体87mr(O.5mmol)を含む15ao'

の水溶液からエタノール添加により硫厳戸S)カリウム

を沈殿させた.9cmsのエタノール添加 (31.7~百に担当}

により 81%が回収された.文献創によれば 45cm3

のエタノールの添加 (70.2%IC相当}により 90~匹以上

の硫酸戸8)カリウムが塩化物の共詑なしに回収される

筈であったが.実際には 9cm3以上のエ少ノールの添加

は硫酸(.s)カリウム@収E債を数パーセント上昇させた

にとどまり.一方塩化カリウムの沈殿は大巾に増加した.

.s製造用ターゲット物質Ic塩化カリウムを使用する限

りは.カリウム塩をナトリウム塩IC:転換する手聞のない

硫酸伊S)カリウムの製造の方が容易であるが.その沈

殿条件になお検討の余地が強る.

水槽波IC:エタノールを添加して..;疏・温を沈殿させ

る方法は.無担体の擁.(通常樽ぃ.-械として市販

されている)ICも適用で量る.ζの鳩舎には‘.に比放

射憾の高い領厳硫・E温の鰻迭も可舗となる.

3.4 硫酸 (.8)鋼 (U)のa・
3.4.1 旭化カリヲムの原子炉則"と‘化鋼(1)へ

の8.
塩化カリウム1.0gを1.1.1と岡樽に原子炉で照射す&

照射した塩化カリウムを5咽'の薦・水に椿解し.直径1

cm長さ 20cmの Cuれー形燭イオン~...ヵ，ム〈ダイ
ヤイオン SKU. 1ω-200メッシ且}に旋す.樹脂往

を IOcm3の穂留水でil浄する..出綾4会合わせて採取

する.

lO化カリウムの極化鋼への定量的な転自民をa・aーするた

め，同様な録作を照射しない塩化カリウムについて行い.

4オン交俊樹脂からの漉出越を2咽 sのフラクションに

分けてとり.その中の Cul+の量をヨウ.泊定により求

めた.流出液中には金体として~4261'すなわち 6.12mmoJ

のCul+を見出した.乙れは.初に用いた塩化カリウム

中のJ(+13.4 mmol IC:相当する.ζのζとはふ11)ウム塩

から嗣塩への転換が定量的であ唱たζとを示している.

1.4.1 礎.(.8】・(1)のoと圃.

無担体磁・置を含む場化嗣(1)水溶液に磁.鋼(1)

O.80M水溶厳lcm刊誌.鋼CuSO.・ 5HIOOBmmoJ.

200mgを含む}を加え，穂留水で鈎cmSに薄める.ζ

の溶液をかきまぜながら.1it.4t・エタノール(99.5%) 

120 cmsを加える.生成した沈殿を遠心分障したのち.

5cmSのエタ .I-J!/で洗浄する.沈殿を5cmSの調E・水

IC:溶解し. 30cmlのエタノールにより再沈殿する.沈殿

を遠心分撮したのち.5cmlのエタノールでil静する.ー

最後に過塩素.7グネシウ&上で乾自慢する.
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3.4.3

(OSmmol) , ts£tfHUtt> 'J -?A 1
•ft«( D) CuClj 900mg (6.7m
IE, 20cmJ*>b200cma©x*y-.'u (995 95)
fc. 4^P,3StlLfcO-6ttH**'C,^«Lfc. 3.3.4*

18
(20 - ^ S ^ * 120 cm 1 ) TTTO

fc. CftELt

. —alcttffl

(2)

Fig.27

. c

2 4 6 8
Time of stand ing(hr)

Fsj. 27 Cu" SO4 • 5H2O was precipitated with various
amounts of carrier by adding 120 cm1 of
ethanol and filtered after various Urn* of stead-
ing (Table 18).
Amount of carrier: 200 mg (black circles},
150 mi (white circles), 100 mg (squares), SO • *
(triangles), and 10mg(x). Black triaaglesskow
200mg carrier in the absence of CuOj. Tat
precipitstion of Cu*SO4-5H,O was rather
slow, particularly when the amount of carrier
was small, It took 4 hours to recover 10% with
150mg of carrier or more, but 24 hours with
100 mg.

*s 150 mg

*;J;af 100 mg
fc. -oficJE^S«fc o K,

. Fig.2

T«blt18 The yield of Cu^SO^SHjO precipi-
Uted by adding 20-^00 cm3 of ethtnol
from 20 cm3 of aqueous solution!, con-
taining 200 mg (0.8 mmol) of CuSO4-
5H,O canier, 900 mg (6.7 mmol) of
CuClj (equivalent to 1 g of KQ), and
carrier-free H J ^ S O J , and separated
after4houn.
70-80% of Cu^SO^-SHiO could be
recovered with 120 cm9 or more of
ethanol. The chemical yield and the
radiochemical yield were determined by
weighing the precipitated and by count-
ing its MS radioactivity.

(3)
(

(14mmole) , 120cm'fflx!?
S3 m ( l )

Tabta I t The yield of CuMSO4-5H,O separated
with 200 mg of carrier by adding 120
cm3 of ethanol decreased from 90% to
35% by the presence of Cud, ofO-1860
nig (twice at much as in the caw of
Table 18).

Ethanol
added
(cm3)

20
40
80

120
160
200

concn.
(w/o)

44.4
61.S
76.2
82.7
86.5
89.0

Yield in ppt
radiockem

(*)

4.4
26.2
30.6
74.7

1 78.S
79.1

. chem.
(*)

6.p
30.S
33.9
79.7
74.5
83.7

Remainder in soln.
* S
(%)

95.2
72.9
69.3
30.8
26.6
19.2

CuSO,-5HaO
concn. (w/o)

0.528
0.281
0.164
0.0534
0.03S2
0.0211

CuClj
(mg)

0
2.66

26.6
266

1330
I860

Yield of ppt.
ndiochem.

(%)

90.7
91.4
77.2
78.5
S2.2
35.8

chem.

85.0
85.9
79.S
79.1
57.3
35.3

Remaant
* S
(%)

11.8
9.9

11.1
18.7

42.6
55.0

g 

FIt.D白剖S04• 5H2 0 w.. preclplt.ted witb ，..ri畑
問。，unbof can加 byIdω喝 12Ocm" of 
elhanol .nd fillend 1ft.， m凹岨出陣 d眠岨d.
lq(TI・，bl・18).
Amount of can旭町 21初園事{制凪:tcin:l岨)，
150 ml (whlll cl同協，)， 1ωma同町副叫，50.. 
(1由naJ蝿)， and 10 ma (11). Ilact tr踊句協曲。W
2ωl1li岨n拘riII 1防御咽回 dω0，.官官・
P同clpltltionor C泊掴504'5H20 W園田陶r
sJow， p.rtlculllfy柿岨rIM副__Iol岨市r

WU ・mlU.It t回，k4b凶 nt。開酬町'輔副白

150m. or 畑町i町 ormon， blit 24 11岨 n'ffl'由
1ωm.. 

時間を24時間』とすれば，担体量を50mcまで減らしで

も2∞.ngの鳩合と同じ8O!ib近い収率をあげるζとがで

きる.最初の塩化カワウム中Ir.同じ量の.sが含まれて

いれば.製品の比放射能は当然4倍になる.

(8) 塩化銅(1)温度

(I)の実験において，極化銅(1)の量をOから 1860mg

(14mmoa)の範囲で種々に変えて. 120cmlのエヲ

ノールを加えて硫陵伊s)銅(1)を沈殿させた.

塩化銅(1)の共存が磁陵(.s)銅(1)の収率に及ぼ

す影曹を T・bl・1・Ir.示す.一般に費量溶性塩の帯解度

は共通イオンの存在iとより低下する.しかしζの共通イ

，.. 
..d 

468弓
Time of stQndinglhrt 

fOO 

~80 
司E

' ';:.60 

i4。
司2

A20 
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3.4.3 硫磁(.S1鋼(1)の収皐と晶聞こ..する要因

ω エタノール損度

無担体硫酸.硫酸銅(1)担体CuSO.・ 5HsO2∞mg 

(0.8 mmol) ，および塩化カリワム 1g Ir.相当する塩

化銅(11)CuCI，劉>Omg( 6.7mmol)を含主席漉漉20crrf

Ir.， 20cm3から 2OOcm3のエタノール (99.5~)を加え

た. 4時間放置したのち洗臓を遁心分商量した.U.4項

Ir.準じて化学収率および放射化学収率を求めた.

乙の結果を T・bl・111r.示す.エタノール漉度82.7~百

(20 cm3水溶液へのエタノール添加量 120cmS)で70

ないしω%の硫酸c:.. s)銅(11)を回収した.乙れ以上

のエタノールの添加は顕著な収率の向上をもたらさな

かった.溶液中Ir.残る硫酸鋼の量は文献値(FIII.2&)か

ら期待したよりも大きかった.乙の相遣は.一つには問

題の水ーエタノール系における不完分な放置時間による

不完全な沈殿に帰国していると考えられる.ζれについ

ては次に詳しく述べる.

(2) 沈般の熱成時間および担体量

上限実験において.エヲノール 120cmlを加えて生じ

た洗般を 10分から 24時間母減中Ir.放aしたのち沈殿を

回収して収率を求めた.

FIII.27に種々の担体量について放a時間と収率の関

係を示す.硫酸〔畠S)鋼(11)の洗般の進行は遣し ζ

れは特Ir.担体量が少ないときに顕著であった.担体量

が 150mg以上では4時間の放置で約80第が回収でき

たが，担体量が50mgおよび1ωmgの場合Ir.同じ収率

をあげるのに約24時間を要した.つぎに述べるようIr.，

溶液中Ir.~塩化銅 (11) が存在しないと， Fill.27 (黒三角〉

に示したように沈取の生成速度が大きくなる.撮準的な

操作では担体量を 200mgとしたが，沈殿生成後の放置

TII陶 1.The y語IdorCu輔叩.・5H20IIPU'・tω
wilh 2∞皿， of伺 n加 by剖副噂 120
cml of・Ih・noldec:岡崎“ rrom9嶋 t。
35" by the pn輯町eof臼 αsofO・11ω
ma (twi同園田町h圃加山ec圃帽。f
T.ble 18). 

T自胎旬Theyield or Cu3.l5O.' 5H2 0 pncipi.・
tlted by Iddinl 20.200 cm' or ethanol 
from 20 cm' of .queo回目，IUtiODI，C叩・

tlI1lIlll 200 ml (0.8 m皿。1)of CuSO.' 
5H20 岨nier，9ω田， (6.7 mmoJ) 01 
cuα2 (句uiYlJ.entto 1， or ICαL回 d
carrieトrree H2

輔80.，and ・問pltlted
Ifter" h曲目.

7G-80!1i of cu喧 SO.'5H20 C側 ldbe 

E酷 σ問 問dwith 120 cm' or mo問。f
e也ano1.'Ibe che皿ic叫 V踊，1dand白e

ndiochenuca1 yleld輔開determln“by
WeiIh同陶 preclplta凶岨dbyc叫酔

担，itl掴Sr・dioactl叫ty.

R田a・・Jlt
輔s
(，，) 

11.8 

9.9 

¥1.1 

18.7 

42.6 

55.0 

Yie1d or ppt. 
radioch聞 ch畑 .

【")

90.7 

91.4 

77.2 

78.5 

52.2 

35.8 

白"。，，

ea

・a'
a
'
z
・

5

1

9

9

1

1

 

・0
・e
司，勾，
F
3

・3

cuα2 

t瑚 3

0 

2.66 

26.6 

266 

1330 

t凶 0

Re皿linderin IC乱Jl.
lJS Cu5O.'5H20 

t，，) co脂血.(w/o) 

95.2 0.528 

72.9 .0.281 

6弘3 0.164 

30.8 0.0534 

26.6 0.0352 

19.2 0.0211 

E也・001 Y掛 d泊 ppt
Idded concn. ndioct.em. cbe画.
(c，m3) 【w/o) ('Jf，) (，，) 

20 44.4 ".4 6.¥1 

40 61.5 26.2 30.5 

80 76.2 30.6 33.9 

J20' 82.1 74.7 7訊7

160 86.5 18.S 14.5 

2ω89.0 79.1 83.1 
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1860 mg

Tabta 21 A h r p part of 1>PO4
>' co-pi*cipittt«d

on CuMSO4'SH2O NpiraM a* dM-
cribed in Table 20 in the pretMce of
carrier-fweH,>2PO4.
The percentafe increuMl witk th* yWd
of Cu*SO4 • 5H,O due to the exumion
oftheitandinttime.

Standing time
(hr)

0.5
1

2
4

MPinppt
(*)

49.9
58.0

64.7
88.9

CWmykld
(*)

21.2
50.1
59.S
<0.8

20

cnii200mg

1.4.4 *KC*S)fl(l) — tttb

, a
( I )

TWbteZO a~ (spiked with M a ) lea than 1% co-
precipitated onCuuSO4>SHiOMparated
with 200 mt of earner by adding 120cm5

of ethanoi in the pretence of 900 mg of
CuClj (Table 18).

1.0e

Standing
time (hr)

0.5
1

2
4

MC!in
ppt (*)

0.03
0.18

0.16
0.19

a in
ppt (mi)

0.38
0.86
0.76
0.91

Chen.
yield (%)

23.2
40.3
81.5
87.8

JfcttWH: 80 mCi minor'

(5) "PCOftft :*J 99.5*5

8 0 « (

: mna
21

c, 49.9 SB*»5.885 5«KiiSa L

fc.
Jttt«*4r4<&**!>StitfT*5. C©

'J •? A 1.0g

CuSO. • 5H.0
fc*IWfc«(I)

38 

オンの効果はその過剥の存在下では逆に作用するζとが

知られている.ζの研究においても.塩化銅 (1)の効

果は明らかである.極化物がないときには. .時間の放

置により約90%あった収率が， 1860 mgの境化銅(1)

の存在により約35%1C:減少した.とれは績準操作にお

砂る塩化銅(0)濃度の約2倍IC:相当する.塩加銅の共

存の影嘗は. Fio.27を怠照する限りでは.溶解度より

も沈殿生成の速度IC:強〈現れているように考えられる.

ゆ塩化物の共沈

硫酸銅担体2∞mg.極化銅(11)鉛Omgを含む2Ocm'

の水溶液Ic:少量の.CIーのトレーサーを加え，エタノール

120 cm3を加えて硫酸銅を沈殿8せた.30分ないし4時

間放置したのち沈殿を遠心分雌した.

硫酸銅<n~の沈殿への塩化物の共沈割合をT・bll 20 

IC:示した.放置時聞の増加とともに硫厳塩の収率は23.2%

から 87.8%まで増加した地元との収率には無関係に金温

棄の 0.2%弱が共沈した.ζれは 2∞mgの硫厳嗣の

0.5%1C:相当する.共沈し;た極化物はa.(.s)鋼(1) 

沈殿を再沈殿あるいは単Ic:エタ 1-1レ洗浄でも除去でき

ると考えられるが.少量量の極化物の存在は硫厳(.s)鋼

(1)の利用になんら陣曹とならないので.ζのような

低みはしなかった.

T8I:山20α・(spikedwJth掴α)le圃 Ihln1"-co-
P開 cipltltedon eu措 S04'5820・eplrltedwith 2ωmlof 回同erby・dclina120clT" 
of ethanol in the pre回目ceof 900 ml of 
euα2 (Tab1e 18). 

Standing 調αin αin α世m.
time (hr) ppt ('K>) ppt(m砂 yie1d ('K>】

0.5 0.0:1 0.38 23.2 

0.18 0.86 40.3 

z 0.16 0.76 81.5 

4 0.19 0.91 87.8 

(6) .pの共沈

上記実験において‘CIトレーサーのかわりに無担体リ

ン酸円P)をトレーサーとして加え.硫酸嗣沈殿への且p

の共沈を調べた.

乙の結果を Tabll211C:示した.共沈する.pの割合

は放置時間の増加により.磁.銅の収率の21.2%から

80.8%への増加とともに. 49.9%から 88.9%に増加し

た.硫酸(.S)銅(1)中の .pの存在もとの利用に全

〈障害にはならないが.次のような.pの除去操作を付

砂加えれば.pの混入を防ぐととができる.

照射した極化カリウム 1.0gを蒸留水5cm31C:溶解し

た溶波に.塩化鉄(1)FeCh ・61!t0約30mgを加え

る.水圏直化カリウム水溶液を加えて誠司を7にする.

アルカリ側によると.pの除去が不完全になる.生成し

た氷般化鉄(圃〉の沈殿を遠心分躍したのち.土壇液を

4・・で凶H にする.乙の操作は次の塩化銅(1)への

.JABRII273 

TIII蜘 21A lIrte put 01 hpα'4~ QC)O弥前場itat“
on白調印'4'5H20 圃parat"・d骨

"rib“In Tab旬 20泊 llIeJIIW帽調。f
C町官記官、f同eH，12ro，・-
τbe per田Dt・.Incr闘M4witlatb・7踊M
of eu.S04 • 5H， 0 due to U障問恒輔園

。f白011岨CIinati皿e.

St回 dlnati皿e S2p泊 ppt 0.帽抑制

(hr) (，，) (S) 

0.5 49.9 21.2 

l 58.0 50.1 

2 64.7 59.8 

4 88.9 80.8 

転換の際IC:.CU2+-形陽イオン交操樹脂カラム内にお砂

る水般化物の生成を防止するために必要である.との録

作による圃Pの除染係数は 1x 10・であり.この畿の操

作Ic:不協合な結果を残さはか唱た.

1.4.4 •• (.8)鋼(1)四-Itとめ

水ーエヲノール採における櫓解度の援を利用して.原

子炉照射した極化カリウムから硫酸(.8)鯛〈目}を直

観創造する実用的な方法を開発した.との方法官、特徴11.

前節IC:述べた硫酸(.s)ナトリウムの場合とま唱た〈問

機である.'.1Ic:塩化カリウム 1.0&'および健康鋼担体

2ωmgから出発する実際の録作をまとめて示した.乙

の操作により得られた割晶の品質および録作に闘するデ

ータは次のとおりである.

比放射能:80 mCi mmol-I 

放射化学純度:-1ω%

放射性核種純度:.p除去操作を含めた場合

.P<5 x 10-'% 

畠 P除去操作を省略した場合

.P-5% 

.CI-2 x 10-'% 

化学純度:約99.5% (境化物約0.5第〉

収串:約80%(放置4時開〉

所要時間:1時間 (4時間の放置時閣を含まない)

乙れらの品質は.楓.蛋硫目E温.遣の原科物賓として

の利用には充分なものである. 80mlαmmol・2という比

放射能私市販の様.軍情.温の比放射憶が25mCi

mmol・1であるので.充分な値である.さらに高い比放

射能を担むならば.担体硫厳鋼の量を 50~ まで減らす

乙とにより.比敏射憶を4倍高めるととができる.乙の

梅合充分な収事をあげるために.21時間の放置が必要

である.化学処E璽の規模は同じにして極化カリウムの照

射量(中性子東密度と照射時間)を増しでもよい.また

逆Ic:比放射能を鑑くするととも容易である.

11厳〔‘s)鋼(1)の.終鰻晶の組成が Cuf到)，・ 5H.0
であるととは.勲章量分野により磁恕した.
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4. *»(

4. i

39

(ID

4-2

y ^ > s .

***•*-st

05 £>€> 176 mg( 0.7 mmole) ©«IMH( I )
* « 1 cm5 * « « # - MCi 0. C l̂iC 0.1 ttl 1L 3 mCi
©Ml#itlt£ * ti e n 0.02 * fc li 0.6 cm' JP Jt. «©

CuSO4 • 5 H20 "°'C - C11SO4 •
Z5O'C j ,0 -^^»CuO+| -0 ,+S02 Lfc.

{HUH
( I ) ©*>t>»)lc, IKKM(I)

CuCli • 2HtO (0.7mg)

4.3

4.3.1 It •
Flg.»lcitltC*S)«(l)

, Lfc**-»-CSIHIC"S]SOlR«*0.7ininol (Na.

fc.

Fit. 2 t An appantui for the preparation of Na^SOj
by the pyrolyution of CuMSO4 • 5H2O.
1: electric furnace 2: porcelain boat 3: flow-
meter 4: 3-way cock 5-8: trap 9: thermocouple
10: quartz tube 11: pound-joint cap with
water jacket. Cu"s<V SHjO it heated in the
boat 2 up to 800*C. The Na itream is conduct-
ed to the trapi 7 and 8 each containing 50 cm1

or 0.S M NaOH until 200*C, above which the
ttream it conducted to the trap S and 6. The
former trap contains SO cm3 of an aqueous
aolution of NaOH in small excess to * SO, to
be absorbed, and the Utter trap 50 cm' of
0.5 M NaOH. The operation it completed 20
minute* after 800°C it attained. The yield of
"SO,*' is determined by countint MS radio-
activity in the trap (radiochemical yield) and
by iodometric titntion of • "SO,2" (chemical
yield).
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4. •• (358)鋼 Of)の線分解による蓋碕・ 豆硫酸(.5)ナトリウムを沈殿串せる方法を関知した叫

(Zl8)ナトリウムの製造

4.1 亜硫・湿の探検法

亜硫酸(358)塩の製造It:は.硫酸伊8)パリウムを赤

リンで還元する方法1).311が報告されている.ζ の方法

では酸素中で赤リンを燃焼させるために反応が激しし

またそれにより生じた五酸化リンが発生する二酸化硫黄

(
35S)中に混入して製品純度を下げる欠点がある.

乙乙It:述べる方法は.硫酸嗣(D)を加然すると

Cu80.・5H20....!旦主ー CuSO.• HzO + 4 HzO 

お0・c __ ~ 650・c _ _ 1 一一 Cu80・+HzO一一 CuOす01叫

のような経過を経て6切℃で酸化銅(1)/t:転機し.と

の際二醜化硫黄を遊躍する現象を利用したものであ

る32) 従来法のように撤烈な反応を含まず.また製品の

汚僚もともなわない.特It:WJ障のような不活性気体を担

体気体に使用できるζとは.亜硫酸塩のような敵化串れ

やすい物質の創造には有利である.

出発物質には.sで標aーした硫園陸(.s)嗣(1)を使用

する.ζれは附節It:述べた方法により原子炉照射した

塩化カリウムから直接製造する ζとができる.また無担

体硫酸と硫酸銅(D)から調製することもできる.後者

では.硫酸嗣(R)のかわりに塩化嗣(11)CuCb ' 2 

HzOを用いて無担体亜硫酸(358)塩を製造できる特徴

地主ある.

硫黄(358)銅(D )の熱分解によって発生した二酸化

硫黄門5)は窒素気流により水酸化ナトリウム水溶液に

裂いて.彊硫酸〔お8)ナトリウムとして補集する.ζの

研究では.市販の亜硫酸(358)塩の最高の比放射能の

25 mCimmol-1の製品を目標It:.硫酸戸'S)銅の取銀い

量， したがって亜硫酸円S)塩6収量を 0.7mmol (Naz 

35S0388mg)に定めて.亜硫酸(35S)ナトリウムの製

造It:関係する諸条件を検討したも乙れには前節に述べた

棟自民硫酸戸5)塩の場合と同様に担体量や補集被の温度

など亜硫酸[‘'S)塩の収率It:影冒する要因のほかに.亜

硫酸戸s)塩の安定性It:影.する要因についても検討を

加えた.安定性に関する研究では.さまざまな環境下に

おける翠硫酸戸5)塩の化学形の変化が重要な問橿で

ある.そのために関係する.s-無機化合物を同定する

手段として.薄眉クロマトグラフィーの技術も開発し

た.

盛硫酸円S)ナトリウムは上に述べたように水溶液と

して得られる.溶液状の腿品が利用上不都合な場合には

漉液を燕発して結晶を得る乙とになる.乙のような目的

It:.特It:空気酸化の悪影曹を避けながら溶液を乾燥する

方法It:凍結乾嫌法がある.ζの研究ではエタノールを含

ーむ水強化ナトリウム水溶液It:二酸化硫黄門S)を導き.

4.2 碕陵 (.8)・(n)の欄.

硫酸伊8)鋼(1)は 3.4で述べた方法により.原子

炉照射した塩化カリウムhら創造するととができるが.

ζζでは亜硫酸円s)塩の製造議件吟味の実織のため.

小規脱で硫酸(.S)銅(1)を属製した.

0.5から 176mg( 0.7 mmole)の硫般観(1)を含む水

溶液 1cm'を磁腿ポートIt:とり.ζれに 0.1ないし 3mCi

の無担体硫酸をそれぞれ0.02または 0.6cm・加え，前の

場合は赤外線ランプで.また後の場合は過塩素酸マグネ

シウム上で乾燥した.とのようにして得た磁製ボート上

の硫酸(.s)飼の結晶はそのまま放の険分解実織に使用

した.

無担体亜硫a・f・s)塩創造の実"のためIt:li，硫酸鋼

( 1)のかわりに，硫酸鋼(1) 1 mr It:相当す‘塩化

嗣(1)CuCb・2HtQ (0.7 mr)を含むlcm'の水車庫

波を用いて同様It:賦科を凋制した.

4.3 磁陵 (.8)鯛 (n)の微分解

4.3.1 峰眠

FIII.2IIt:硫酸(.s)銅(1)の自由分解It:使用した量産

置の構成を示す.主要部は.石英製の加然管(10)， 1‘ 
気炉(l). 2組の捕集びん (5と6および7と8)よ

3 

F句.2・An・，pp・田畑If，田 tbeprep・raOO目。fNI，31SO， 
by thepyJC品yutlonofCu輔50.‘'5810.
1: e恥 t出 fum制 2:p剖叫由同It3:目。曹-

met町 4:3.~岨Iy C同:k5・11:trc 9:白 町 田 恒 叫p胎
10: quutz tvbe 11:町岨adiolntc.p wltb 
W 町 j融制.C♂50... 58，0 is heated in tlle 
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atream II coaducted t。 白etrap 5岨 d6. The 
r倒 閣ert同pc閣 ta加 50cm'of 1ft岡崎糊

副 uOO目。fNIωlin ・mallexc蝿 to喧 50， 加

be・baorb<“-回d曲eiatt・r釘lIP50 c圃 J of 
O.5N NaOH.τ'heope同凶。n担 C四nplet“20
回加包t四 af'ler8ω・Cu・ttained.官'heyilldof 

輔50，'-II deter圃inedby c叫 n峰崎町radio-
IClirity加 tbe畑 p(raωocb回niCIlyleld)・M
by iodomet!'Ic titr凶帽。f・暗S032・{命制nic:ll
yleld). 
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pyrolytition of CuMSO4 • JH,0 with eu-
lier (CuS04-SH,0) of 0-176»« u d
with SO cm1 of »b»Ata« totatioa COB-
tiinint NtOH 1.4 ttartt «|iiiniMt to
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り成る.電気炉は熱電対 (9)IC接続した温度制御暑に

よりあらかじめ定めた温度IC保つ.鐙体気体の蜜.は流

量計 (3)を通じて加熱管内IC噂入する.担体気体はさ

らに三方コック (4)により 2組の捕集びんのいずれか

に導く.指集びん (5)には担体量の 1.4傍当量の水酸

化ナトリウム水溶液{硫酸銅()) 176mgの場合0.04

M) 50cm3を.他の捕集びん (6)，(7). (8)に

はO.5M水酸化ナトリウム5Ocm'を入れておし

4.3.2 操作

硫酸戸S)銅(D)を含む磁製ポート (2)を加納管

(10) IC何人する.三方コック (4)を捕集びん (5).

(6) IC合わせて， 5分間蜜棄を流す{約25cin'min・1).

次ICコック (4)を捕集びん(7). (8) IC合わせ.

電気炉の温度を上げる.初0・Cに遣するまでは鼠科中の

水分や準化水素のような揮発性成分が放出される.とれ

らは捕集びん (7)，(8)のアルカリ溶液IC吸収させ

る. 2，ω・CIC適したらコック (4)を摘集ぴん (5)， 

(6) IC合せ.ω0・Cまで温度を上げる.20分間との

温度IC保ち錬作を終る.ζの後5分してから繍.びん

(5)の亜硫酸〔‘s)ナトリウム水溶液を取出す.

4.3.3 収率

上記操作により製造した亜硫酸円s)ナトリウムの収

率を.放射化学的方法と化学的方法により求めた.放射

化学的方法では.補集びん (5)の亜硫酸〔‘s)ナトリ

ウム水溶液の一部をとり.計数効率既知の端窓型 GM

計数管で放射能値を求めた.ζの値を自己吸収IC対して

補正したのち，硫酸戸S)銅(1)の標麟IC使用した.s
量IC対する百分率として求めた.

化学収率は.捕集液中の亜硫酸根をヨウ素滴定し.乙

の値と硫酸〔‘S)銅(n)の量から計尊した値IC対する

百分率として求めた.

4.4 薄膚クロマトグラフィーによる~化学
種の同定

捕集液中IC回収したおS化学種の同定は.製晶の放射

化学純度の決定や安定住の鼠験IC必要である.前者は担

体量が多いときには放射化学収皐と化学収皐の比般から

容易に推定できる.ととでは特に担体量の少い亜硫園陸

〔‘S) ナトリウムのために.薄膚~ロマトグラフィー

何回)を採用して化学形を同定した.乙の操作の詳細

は V-2IC記概した.

薄膚プレートにはイーストマンタロマトシート1h6061

{シリカウ'/1<， 10cmX5cm)を用い， 2.5cm刷cOB

mm'の鼠料を2個スポットして.水ーアセトン(1:5) 

により風聞した.展開距躍は 7.0cmで展開時聞は約20

分であ唱た..開後プレート上の放射飽の分布を GM計

、数管で測定し， .s化学置を同定するとともにその割合を

求めた.

4.6 

JAIlU 1釘S

軍..(158)ナトリウムの収事および

品質に影'する要因

4.&.1 担体薦・鯛(1)の.および分解温度

担体硫酸鋼、(1)の量をo(無担体〉から 176mcま

で変え.とれが亜硫酸伊S)ナトリウムの収率IC及ぼす

影・を求めた.捕集被ICは.担体量が20mc以上の嶋合

は1.4倍当量の水酸化ナトリウム水溶般を.また乙れ以

下.すなわち 1mg. O.5mgおよび無担体の場合には

0.001 M水酸化ナトリウムを用いた.ζの鈎cm'は担体

lmgの6.3倍当量IC相当する.

また担当量176mg. 1 lIliおよび無祖体の嶋合に.

製品の化学形を検討した.

T・bleUIC担体量と収皐の関係を示した.歓射化学

収率は担体量IC無関係に æ から 8U~の聞であ唱た.化

学収率もt自体が 20m，以上では 80~と良好な結果であ

唱た.両収.がほぼ一致する乙とは..晶の化学形が重

..塩であるζとを示している.

製品の放射化学純度を示す TLCの崎県を'".舗に

示す.無担体 lmr個体 J16m&'個体のどの場合6
頼似のクロマトグラムを示した.ζれらクロ?トグ，ム

には巾広いテーリング以外IC不純情ピークは見出港れな

か唱た.亜硫園陸イオンのピーク面'ーから計算すると..

射化学純度は担体量の多少にかかわらずæ~匹以上とな

る.TLCにお砂るテーリングの発生は.斌科が展開中IC

酸化するためと考えられる.円目.舗に示したタロマトグ

ラムのように明らかなa.イオンの存症を示していない

ので.実際の純度はとの値より高いものと考えられる.

ζの実験からは.硫酸〔瞳'8)鋼(1)の熱分解による

亜硫酸伊S)ナトリウムの担遣は担体量IC影'を受砂ず.
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Fig. 29 The thln-l»ycr chromatograms of N«2
MSO3

in the NiOH absorbing lolutlon prepared with
curler of 176 mg (tolld line), 1 ntf (dotted
line), and without carrier (chain line) (Table
22).
Plate: Eastman No. 6061 (2.5 cm X 10 cm).
Solvent: HjO-acetone (1:5). Development: 20
minutes, during which the lolvent front ascend-
ed 7.0 cm. Only a peak due to MSO3

a" could be
found in every cue. The tailing from the start-
ing point might be attributed to the oxidation
of 35SO3

2" during the development. The area
under the peak gave the radiochemical purity
higher than 80%.

Sttsl 176mg O
40 »pBiict)fc-oT±#$*, •e©iatcgg-2oo*c. 200
•C-400'C. 400X-600°C. 600*C-800*C ©j&JtfE

T»W*23 The yield of Ntj^SO, pr.pir»d with
176 mg of carrier in SO cm9 of aqueous
NaOH solution of 0.02 If (0.7 timw
equivalent to MSO2 to be abtorbed)-
1.00 M (Pig. 28). The radiochemical
yield remained some 80* with NaOH
concentration above 0.04 M, whereas
the chemical yield decreased from 85.9*
with 0.04 M to 63.1* with 1.00 M. Thii
could be attributed to the acceleration
of the oxidation of "SO,*" to *SO4

a"
with higher concentrations of NaOH
(Fig. 30).

Concn. of
absorbent

(M)

0.02
0.04
0.08
0.12
1.00

chem. -
(*)

69.8
8S.9
68.2
6S.2
63.1

Yields

rsdiochem.
(%)

72.6
81.6
8S.0
82.6
80.3

.a
6

3
O

o

sor

•C

KB;650*c . L

0 5 ( c r n ,

Distance from .starting point

Fij. 30 The thin-liyer chromatogrami of Na,3lSO3

prepared with 176 mg of carrier in NaOH
solutioni of 0.04 M (solid line) and 1 M (dotted
line) (Table 23).
The oxidation of "SO,1" to "SQ,*" was rapid
in the high concentration (1 M). The concentra-
tion should be u iow u possible: typically 1.4
times equivalent to MSOj was used in the
preset work, but too low concentrations (below
0.001 M) should be avoided.

4.5.2 mmmomm
(50 cm3) g

© 0.02 M *>b 1.0 M (35.7 f£
. ~|MfcitllC"S] © R « « i * *

. 4 f c 0.04 M i 1.0 M <Di»&iat TICK.Jz Ml

1.0 M

b U

E
0.04 M Hi. XS 1.0M * W f c t MJ -?A * © "S ft^Bffl

Tabto 23 K*+.

九 j

1.0Mの聞で放射化学収率は80ないし邸%であった.

一方化学収率は吸収蔵漉度が増すと檎少した.二酸化硫

貧 戸s)の吸収の過程で高い水酸化ナトリウム複度が亜

硫酸("s)イオンの園陸化を促道させている.Fig.a IC 

O.04Mおよび1.0M水・化ナトリワム中の畠S化学置の

'rLC分布を示す. O.04M水酸化ナトリウムでは歪硫.

〔‘'S)イオン以外IC明瞭なピークは認められない地主 1

a 

同.30 The thln..Jayer chromal句 ram.of N~揖SO，
prepued wilh 176 ml of carrier in NaOH 
回，lullonlof 0.04 N (冊目dline)岨 dI N刷。tled
且ne)(Tab¥e23). 
The oxid・lIonof 掴50l~- to掴割).'""w圃 rapid
泊 tbehllhcon田ntralion(l附.官'hec国同ntra・
tion組側ldbe u low副 P圃・削e:typiculy 1.4 
ti血目 equinlentto揖S02W圃 U揖din tbe 
p問 輯Iwort， but too low C叩国国目白田(beIow
0，ω¥ N)自由J1dbe町 oided.

TIIM23 The yield of .N~ :JI50， p岬師d曹i也
176 ml of回同町加 50cm'01句畑町阻・

NaOH回，111岨onof 0.02 N (0.7 ti皿帽

equi叫 .enlI。園SO.10 be山田市“ト

1.∞N (Fi&. 28). The四diocb岨おd
yield rem血 ed回 me8~ wi曲 NaOH
concentstlon aboYc 0.04 M. wbe田園

the chemlcalyield dec閥幹dfr0ll1 85.~ 

剖Ih0.04" 1063.1"岡山1.伺 M.ThiI 
could be attribuled I。也e属。山ralion
of the oxidation of田S032・10掴 S0.F
with hllher c酒ncenlratioDl of NaOH 
(Fia.30). 
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比放射能の低いものから無担体の亜続酸伊S)塩の製造

にまで適用でき.製品のJI.~率と放射化学純度も充分なも

のである乙とがわかった.

担体量 176mgの実験では温度を室温からB∞・cまで

40分聞にわたって上昇さ也その聞に室温-2∞.C.氏陥

"C-400・C. 4∞・C-600・C. 6∞.C-8∞・cの温度範

囲でつぎつぎに捕集液を交換し.亜硫酸伊S)ナトリウ

ムの収率と温度の関係を求めた.その結果日)()・C-800

・Cの捕集液にのみ亜硫酸塩が見出され，両収率も 82%

ないし 85%とほぼ一致した.硫酸飼(1)の熱分解の温

度は邸0・Cであり.乙の結果は当然の帰結といえる.し

かし塩化銅(1)を担体とした無担体重硫強戸Sl塩の製

造実駿でも同じ結果が得られたいう.技術的にも実用的

にも注目すべき結果を得た.

4.5.2 捕集君主の重度

捕集液 (50cm3)の水酸化ナトリウム漉度を 176mg

の硫酸鋼担体の 0.7倍当量の 0.02Mから 1.0M(おZ倍

当量IC相当〉まで衰えて.二四量化硫黄伊Slの吸収効率を

求めた.またO.04Mと1.0Mの場合IclotTLC:lCより化

学影を周定した.

結果を T・bll23IC示す.捕集濃の漉度O.04Mから

5cm 

storti珂 point

FIg.211百四 thin.layerchromatoar・mlof N・J・SO，
In the NaOH 曲阻rbUII回，Iullonp回p・同dwilh 

curl町 of176 ml (・olldIlne)， 1 ml (dott・d
line)， 回dwlth叫 t叫凶er(cha回目ne)(T:・bl・
22). 
Plate: Eulman No.6061 (2.5 cm X 10 cm). 
50lvenl: H.O・acelone(l :5). Development: 20 
mlnutes， durlna whlch Ihe日，1venlfront .皿end-
ed 7.0 cm. OnIy a peak due to措 50，"・couldbe 
found加明白ycue.τbe tailina from Ihe・Im-
in， point m抽 tl1e attributed 10 the oxldatlon 
of "50，2-durinl Ihe deYdopment. The are・
under the pealc pve the radiochemical purity 
hiBher Ihan 80'弘
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0.04 M

i U . LfrLIEitC^SHdn ©ft6Slmg£(T©£
iTfe 0.001 M SXTtzit L&Wi-j#U:i/\

BKSSt^SKH) 176 mg left U 0.02M *iE-ffcJ-
h y •> A 50 cm3 it. r m t a i t c^s) zmmm Fs: *

Table 23fc*Lfc.fc'5Ki:©«£(««$#70#£fi&

2 A 6 8
Time elapsed (hr)

Fig. 31 The stability of Na2
3SSO3 during the storage

under different conditions.
N»2

35SO3 prepared from 176mg of carrier
with SO cm3 of 0.04 M NaCH absorbing solu-
tion (Fig. 28) was kept: (1) in the trap of the
apparatus under continuous bubbling of Na

(squares), (2) in a flask sealed under air (white
circles), (3) being exposed to open air (black
circles), and (4) at -14°C in a flask sealed
under air (triangles). KSO3

2" was most stable
unvr.er the bubbling of N2. The storage at
—!4°C followed it showing only % few percent
of decrease of "SOs*" in the 1st 24 hours. No
essential change could be observed even after 1
month. On the other hand, the storage in con-
tact with air at a room temperature oxidized
80% of *SO32~ in the lit 8 hours, and more
than 95% within 24 hours.

(4)

(2 )
(1) £

20mgta#-0.0045M«lfe«45j;
M

Fig.31 fefift:* 176 mg ©ig^O a ? * * £ f c J:

HfltfC. 8#«T;toW%lc, —fe y h K
-WCflfflLfc

, TLC

FiB. 32 fcq? Lfc.

2 « 6 22
Time elupsed(hr)

Rg. 32 The effect of carrier on the stability of
Na1

35SO3 during the storage.
Na3

35SO3 prepared from 20 mg of carrier in
SO cm3 of 0.04 M NaOH and without carrier
in 0.001 M NaOH was kept under the condi-
tions (1) and (2) described in Fig. 31. MSO3a'
remained almost unchanged under the N3-
bubbling, even the amount of carrier was small
(20mg-white triangles, carrier-free-black tri-
angles). The oxidation of MSOjJ" of 20 mg
carrier was rapid in contact with air (white
circles). It is worth nothing that carrier-free
"SOj5" remained unchanged even in contact
with air (black circles) (compare with Fig. 31).

e 

M水酸化ナトリウム中では硫酸(35S)イオンの生成が

顕著である.二酸化硫黄門s)の捕集液温度は，乙の

吸収が克分行われる限り低漉度がよいととを示した.と

の研究では使用する硫酸〔語5)銅(D)の1.4倍当量の

0.04 M 水酸化ナトリウム水溶液50cm3を使用するとと

とした.しかし硫酸(35S)銅(D)の量が 1mg以下のと

きでも 0.001M 以下にはしないほうがよい.

硫酸(35S)銅(D) 176 mg 11::対し. 0.02M水酸化ナ

トリウム 50cm3は.二酸化硫黄門s)を亜硫酸(35S)水

素塩として捕集するために必要な量の1.4倍11:当る.

Table 23に示したように ζの場合は両収率が709百と他

の場合より明らかに低かった.とれは捕集液の摘集能力

の低さに起因している.

4. e Il:硫酸(35SJナトリウムの化学的安定性

4.1.1 貯麓条件

亜硫自費温は.特11::薄い水溶液において酸化されやすい.

亜硫酸〔畠s)ナトリウム製品をつぎに示す種々の条件下

で貯蔵し.その悶の化学形の変化を調べた.

(1)製造装置内にそのまま置き.窒素を流し続げる.

(2) 製品溶液をメスフラスコ 11::移し.空気雰囲気で密

ず:~~H-= d. .} 

• o 

E40 
C 

• 
E 
~20 

2 4 6 8 
Time elapsed (hrl 

合

F砲.3唱Thestab出tyof Na235803 during the stor.，e 
under different conditions. 

‘ N~ 3580， prepared from 176 m， of carrier 
with 50 cm' of 0.04 M N.CH .b回 rbin，回lu・
tion (Fii. 28) was kept: (1)加 thet同 pof the 
app町'.105under continuous bubblu唱。.fN2 
(squa聞の.(2) in a nask sealed under air (white 
circl.s)， (3) be泊gexp国 .dto open副r(bl.ck 
circl.s)， 四d(4) at -140C加 aflask時 aled
under副r(甘iangl回弘田80.2・wumOlt It.ble 
Ußi..~er 岨1. bubbling of N2. The stora&e .1 
-14"C foUowed it showinll only a few p町c.nt
of d.町同揖 of割 80.2・in也.1s1 24 hours. N。
国 田nti凶 chan&ecould be obllened e時 naft.r I 
mon曲.白B血.0血町 hand，the Itora&e泊 con，
loct wi也 airatar岡田嶋田peratureoxidized 
80% of誼80.2・in也eht 8，h叩 ra，and more 
than 95'.1> wi血血 24hou四.

も
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栓して貯蔵する.

(8) 空気にさらして貯蔵する.

ω} 空気雰飽気でメスフラスコ11::密封し. -14・Cの冷

凍庫11::貯蔵する.

乙の実験に供した亜硫酸(3I5S) ナトリウム，~，担体硫

酸銅(H) 176mgと0.04M水酸化ナトリウム 50cm3

の捕集液を用いて製造した.また上記条件の (1)と

( 2)については， 20mg担体-0.0045M捕集波およ

び無担体ー0.001M 捕集液の組合せによる製品について

も実験した.

Fig.31 11::担体量 176mgの場合のヨウ葉清定11::より

求めた亜硫酸(35S)イオンの減少速度を示す.貯蔵条件

による差は明らかで.窒素気流下では8時間後でも亜硫

酸(35S)イオンの減少はまったく見られなかった.空気

11::接触する試料は.密栓してあっても開放しであっても

同様に， 8時間で約209百11::， 24時間で数バー・セントに

なった.空気11::侵蝕した状態でも， -14・Cで貯蔵Lた

場合は.窒素気流下の貯蔵と問機11::，亜硫酸(.s)イオ

ンの減少は僅かで月後でも顕著な変化は見られなか

った.

担体量が20思 gの渇合について， TLCで得た結果を

Flg.32I1::示した.重無気流下では 24時間でほとんど変

化がなかったカ九空気と接触した状態では急通11::酸化し

た.無担体の栂合には.同図に示したように.予想11::反

A 

... 

-q d. 

2 46  宮古
Time elClpsedlhr) 

FII. 32 The effect of曲目t町 on the sllbility of 
N・23580，duril1llhe !itorlle. 
N~担80， p四paredfrom 20 mg of carrier泊

50 cm' of 0.04 M NIOH and wilh叫 tc町rier
in O.∞1 M N.OH wu 1tept under the condi， 

tions (1)踊d(2) d田cnbed泊 Fq.31.措80.2・

remained almosl unchal1le.d under the N2， 

bubbl担1，even tfte amount of car宮古erwas sm凶1
(20 ms.white 信回11...carrier.f，問争，bIacktri. ・n&l'田，).The oxida世。nof "SO.2・ of20m; 
carri.r wu rapid in cOlltact wi曲 air(white 
circles). rt is worth no曲ing曲.t国 n量er..f問e
揖 SO.2・問皿ainedunchll1led凹 enin con也ct
with air (black circl田)(compare wi也 Fq.31).
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TLC

Fig.33K^LfcJ:^lc,

mm

4.6.2

SftKJSCII) fi# 176 m g l t f t L T 0.04 M

- h <)

1.0 M

' x 7 7 x 3 ictBft L XMUKJftM L fc.

100

380

£60
"5

c

I20

4.7

4.7. i seta (*s:i ̂  h u •> A©2t«
«Si(C*S)«):H) 176mgO»»
Rfblllt C"S) * 50 cm1© 0.03 M <) •> A

4.7.2

, , 9 , ,
2 4 6 8 24 96
Time elapsed(hr)

Fig. 33 When Na2
35SO3 prepared from 176 mg of

carrier with NtOH absorbing solutions of
0.04 M (white circles), 0.12 M (Mack circles),
and 1.0 M (squares) (Fig. 28) was kept in a
flask sealed under air, 35SO3

2" was more stable
in NaOH solution of higher concentration.

1 0 r

I8

o
G>

• 4 - *

24

I2

Tabk24

Fifl.34

Tabta 24

1 2 3 4 5 6
Distance from starting point (cm)

Fig. 34 The thin-layer chromatofram of Ktid Ni2MSO] (Table 24).
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して空気中においても窒素気流下と同じく安定であった.

無担体の場合の特異な現象は別にして.亜硫酸(!6SJ

ナトリウムは水溶液中で浪度が低いときに空気の酸化を

受けやすしその貯蔵には空気酸化を防ぐ手段が必要で

ある.長期にわたって簡易に貯蔵できる点では冷凍法が

実用的であろう.

4.6.2 捕集癒温度

硫酸飼(s)担体 176mgfC対して O.04Mからl.OM

までの種々の漉度の水酸化ナトリウム水溶液 50cm3を捕

集液IC用いて亜硫竣 [35S)ナトリウムを製造し，とれを

空気雰囲気中でメスフラスコIC密栓して室温に貯蔵した.

乙の聞の亜統酸円S)イオンの減少速度を諦定法により

ロロ

円

u

n

u

n

u

n

u

e
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{ま
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2
5
2
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F句.33When Na，35S03 prepared from 176 ma of 
curier with N.OH absorbing四，luliDns of 
O.04M【whitecirc1esJ. 0.12 M 【~ack circ1es). 
and 1.0 M (squI問。 (F恥 28)w田 keptin a 
f1ask sea1ed under air. 35S032-WIS mo陪 stab1e
in N.OH solution of higher concentration. 
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求めた.また同様の実慣を20mg担体と O.04Mおよび

0.1∞5M捕集漉についても行った.乙の混合亜硫酸〔置s)

イオンの経時変化は TLCにより求めた.

乙の結果は Flg.33IC示したように，二酸化硫黄戸S)

の吸収時の水酸化ナトリウム厳度の影曹とは逆IC，.度

が高いほど亜硫酸(.s)イオンは安定化した.乙れと同

じ傾向が.速度は大きいが 20mg担体の場合Icも見られ

た.乙れは水酸化ナトリウム厳度が低いほど空気中の酸

素が溶げやすいとと11:明因すると考えられる.一方二歳

化硫黄(35S)の吸収の際には.捕集液中fC溶存する画監禁

は雪量3眠気流により除かれるので.水様化ナトリウムによ

る酸化が支配的になると解炉される.

4.7 固体の亜硫敵(358)ナトリウムの.遺

4.7.1 豆腐蹟(.8)ナトリウムの沈.

硫酸(.s)銅(B) 176mgの熊分解により発生した

二酸化硫黄門s)を50'cm'のO.03M水量量化ナトリウム

-88%エ世ノール中11:導き.ζ 乙で吸収させ，軍情俊

〔おo)ナトリウムを沈里更させた 28) 沈殿は遮心分障して

回収した.

4.7.2 収事の測定と化学形の同定

回収した亜硫酸(.s)ナトリウムの沈殿を黛留水m
cm31C溶解した.乙の一部についてヨウ業滴定により化

学収率を求めた.また別の一部について政射能強度を測

定し.放射化学収寧を求めた.さらに T凶により化学

形を同定した.

結果を Table24 IC示した.また TLCのクロマトグラ

ムを Fig.34IC示した.クロマトグラムからは歪硫酸

〔畠s)イオンであるととを植恕した.また他の化学形は

見出せなかった.しかし τ・ble24 IC示す結果では政射

化掌収率が化学収率を若手上値った. とれは亜硫酸

1 2 34  5 6 
Oistance from starting阿 nt(cm) 

F句.34The Ihin.1ayer chromatopam of田IidN;・2甜回3(Table 24). 
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Tabk24 The yield of solid Na2
35SO3 prepared tf- \-lcW.Wi, TfefcSUffrtKlCifcRftJiS^lttlttl

by fixing MSOi from 176 mg of carrier *HlJ6y* flMfctM/©SMCBl^?"3c:£h 5 •• 7"ICIi X
in 50 cm3 of 0.03 M NaOH-88% ethanol. '"
Solid Na, 3SSO3 could be obtained with 9 J — A* ffl £ f t £ f f i t * it £ £ EWM±ttWisl±IB*f» *S
simple procedures with yields of some
70%. Since the TLC showed no chemi-
cal species other than 35SO3

2" (Fig. 34),
the small difference between the chemi-
cal yield and the radiochemical yield CD)
might be attributed to the oxidation of
3SSO3

J" during the iodometry.

u • n. • u <»•> Radiochem. yield (%)
Expen- Chem yeld(%) , , t a b w r b e r 2 n d l b l o r b e rments 1st absorber ,

ppt torn.

1 63.6 72.6 8.9 0.6
2 6S.6 69.0 3.8 3.3

Mean 64.6 70.8 6.4 2.0

5.1

' h y •? A^-ffll^ttliVfr^S "inner" WttlK
US

|S. Ctti;20cm3r>x?/-,iuTa:** I^tlIf "outer"

ner" £ "outer" ©jR^AsS(IiS tlfc^^C'SJUH
4.8 iSififEBfc C^S) •)- h 'J "5 A CD H i t — S i C*S3 ttisj§&ti6 CSl) .

At) Kucharski & l i f f i i S H + h 'J C A CNaiSOs • 7 H i O )
25g£:

fc.

LT2 -

5.2

tL,

TLC

;, -IMbi«tC"S) amitt i- <) OK
-^KjiftLTSHUCS]^

*M

“ 
Tm" 24 The yie1d of田 lidN，・2措 803P同 pared

by fixIIII甜 80.from 176 ml of carrier 
泊 50ロポ。f0.03 M NaOH..fI8% ethano1 
80lid N・.35803could be obtained with 
simp1e pr田 ed山 'elwith yie1dl of岡田e
70%. 8ince tbe TLC showed no chemi-
caI species other than措 803'・(FiI.34)，
the割naUdiff.開 ncebetweell the chemi-
caI yie1d and the radiochemicaI yie1d 
m抱htbe aUributed t。曲eoxidation of 
措 803'・durinlthe iodometry. 

Experi‘Chem. yie1d (%) R・diochem.yie1d (%) 
ments 1st ab田 zber lst aMozber 2nd曲目rber

ppt 回 1n.

63.6 72.6 8.9 0.6 

2 65.6 69.0 3.8 3.3 

Mean 64.6 70.8 6.4 2.0 

円S) イオンの滴定中f~一郎の亜硫酸戸SJ イオンが齢

化されたためと考えられる.沈殿を遣心分離したのちの

溶液中には敷パーセントの‘S 地主また捕集械の後f~置

いた安全トラップにも少量の輔Sを見出した.

乙乙で得た!lli硫酸[輔副ナトリウムは水陵化ナトリウ

ムを含んでいる抱えとれI~ 20 cm'内エタノールで洗浄す

ることにより除去するととができる.

4.8 ~硫蹟("S)ナトリウムの劃遺ーまと

め

硫酸[35S)銅(n )の熱分解により亜硫酸円S)ナト

リウムを魁造する試みは期待したとおりの成果を収詑

た.数ミリグラムから 2∞mg程度の硫陵戸S)銅(D)

から出発し.放射化学純度80%以上の亜硫酸[35SJナ

トリウムを 80%以上の収率で製造できた.硫酸戸S)

嗣(n )のかわりに塩化鏑(u)と無担体硫酸を用いれ

抗無担体の亜硫酸戸S)塩が得られる.乙れは本法の

大きな特徴である.硫陵〔おS)鏑(c)の熱分解で発生

した二酸化硫黄(35S)を捕集する水陵化ナトリウム水溶

液の漉度が高過ぎると.捕集の過程で亜硫酸(35S)イオ

ンが硫酸(35S)イオンに陵化して.収率および放射化学

純度の低下を招く.二酸化硫黄伊8) f~対する捕集効率

を考えて最低O.∞1Mとし.用いた担体の 1.4倍当量が

適当である.

亜硫酸(358) イオンは空気f~触れると急速に硫陵伊8J

f~酸化する.ιれは窒素雰囲気中または凍結状態で貯蔵

するととにより抑制できる.長期にわたる貯蔵には冷凍

法が適している.

亜硫酸(358)ナトリウムは固体としても利用される.

乙の固体を得るには.二酸化硫黄門8)を水酸化ナトリ

ウムを含む80%エタノール I~捕集して亜硫酸 (.s) ナ

トリウムを沈殿させる方法が簡便である.

亜硫酸伊8)埴として回収したーsは約即日百で'.illl 
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ポートに微弱な.また石英管内墜に比般的強い放射能

を認めた.捕集びんの後I~置いた安全トラップには.エ

タノール捕集液を用いたとき以外は放射能は11めず.結

局未回収分の大半は石英管内l~残ると結血歯した.

乙の研究の実畿では比放射能の低い硫園陸(.8)銅(11)
を用いた由主先f~逮ベた比政射能の高い磁厳(.8)鋼

())を用いれ4孟それに応じた比放射能の豆諸厳(.8)

塩を製造するととかできる.乙のため標憎的な録作を・.1

f~逮ベる.

6.硫黄ー舗で栂敵したチオ硫酸ナトリウム

の製造

6.1 チオ硫酸塩の練隊法

チオ硫酸ナトリウムは亜硫厳ナト明ウム水溶液を過剰

の硫賛紛末と加熱して創造される制.乙のとき亜硫般

向S)ナトリウムを用いればいわゆる・inner"硫黄原

子が槻'曲されたチオ硫酸(.8)塩が.また硫黄(.8)を飼

いれば・outer"硫黄原子が栂臓されたチオ (.s)硫厳

塩が得られる.両者を槻自白したものを用いれば "in-
ner"と銅山旬r"の双方が楓臓されたチオ(.s)硫厳

〔句〕塩が得られる(注O.
Kucharskiらは亜硫酸ナトリウム (Nar叡h・1HrO)

2.5 gと2倍当量の硫黄 0.1g (いずれかが標自白されてい

る)に水 25cm'を加えて還流する方法を報告してい

る34) 硫黄紛末はそのそ〈疎〉水性が強いため水溶液中

に分散しないので.乙の方注では反応の完舗に時間がか

かる.

乙の研究では.能率よく亜硫酸溢と硫黄とを反応させ

忍ために.表面積の大きいコロイド状硫黄を飼い.さら

に硫貧粒子と溶液の篠触をよくするために系f~湿潤剤と

して2ーオタタノールを加えるととを鉱みた.

6.2 豆硫酸(35S)ナトリウムと硫黄の震応

前章で得た亜硫酸(.8Jナトリウムの固体約0.5mm01

を蒸留水2O cm'f~溶解し.コロイド状硫黄約1.0mm01

と2ーオクタノール0.5cm3を加える.重棄を吹き込ん

でかきまぜながら加熱還流する.乙の時間経過とともに

標自民チオ硫酸塩が生成する様子を T凶で調べた.展開

溶媒101%アセトンを用いた以外は 4.41~lè臨した方

法?とよゥた.

Flg.3& I~示した 'fLC クロ7 トグラムから明らかなよ

うに.加熱開始後 30 分で亜硫厳(.8) イオンは完全I~

注1) CCではチオ硫・~Wの曝厳位置を区別せずに.標.

チオーE・塩というように呼ぶEとにする.
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Fig. 36 The ihin-liyer chrom»to|rimi ihowlni the prof rest of the formition of SM SO,3" when
O.S mmol of N i ^ S O , uid l.Ommol of colloidal S were refluxed in 20 cm1 of HjO
conuinini 0.5 cm' of 2-octtnol.
The chromitoinphlc peik of USO,3* (trlinflei) diuppeired after reflr.xint of 30
minutes (circlet) ind 60 minutes («; iret), indiotini the completion of the niction.
The producti exhibited only the peik of S" SO,1". Solvent: 77% icetone.

5.3

2 -

to

fc.

ji#jo

TLC

-outer"

CiKJ:
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lJIinules (clrcle.)阻 d60 mlnulel (ac ・田1).Indlcatlnl the completlon of Ihe ra・CIぬn.
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元素状硫黄(158)は普通無担体硫酸から作った健.

〔‘8)塩を還元して製造する.硫・(158)パリウムを水

素お}や一酸化炭素36)で還元する乾式法は簡単ではある

杭爆発のような危険性を伴う.一方 Kuchars悩ら37)

は水溶液中で硫酸〔置'8)塩を赤リン.ヨウ化水素陵およ

びギ酸の混合液により還元する湿式法を報告している.

ζの研究では.木羽ら381が碕陵塩の定量分転 ζ開発

したスズ(1)ー強リン酸還元郵jの利用を鼠みた3i)乙

の方法では硫酸[揖8)塩を一旦硫(158)化水素に還元す

る.ζれを酸化して元素状硫黄門8)を得る.乙の方法

の長所は還元反応が定量的なζ と.製品の元素状硫黄

〔噌]が還元剤により汚殺されないζとなどである.

硫(158)化水素の酸化には「直接陵化法jと「間接陵

化法Jを研究し;た.前者は硫(.8)化水素をへキサシア

ノ鉄(1)酸カリウム水溶液11:導き酸化吸収する.後者

では一旦水酸化ナトリウム水溶液!1:鋪集した硫(.8)化

水素をヘキサシアノ鋲(1)酸カリウムにより元素状硫

黄(158)に厳化する.ヘキ今シアノj鉄(置〉酸カリウム

と元素状硫黄の酸化還元電位Eoは次のような関係にな

る.

Fe(CN)i-+eご Fe(CN~- Eo=+O.. V 

8+2eご8'- Eo=-O.70V 

したがってへキサシアノ鉄(置〉駿カリウムはζの目的に

硫.(~8) の還元による元寵状磁賞 (118)

の製造

元来状磁賞(35S)の製造法

ー.

8.1 

消失し，反応が完結した乙とを示している.従来法では

数時間要した反応164 コロイド状硫黄の使用や2ーオク

タJールの添加により.約 1/1011:短縮できた.過嫡Jの
硫黄を炉別した標識チオ硫酸ナトリウム水溶液について.

標識チオ硫酸塩の安定性を TLCにより調べた.約2月

後もそのクロ7 トグラムは何等変化が見られず.水溶液

中で安定11:保存できる ζとがわかった.

ζの実験では反応の進行を調べるため民亜硫酸戸S)

ナトリウムを用いて“inner"硫黄原子を標践したが.

次章11:述べるようにコロイド状硫黄門8)を製造して乙

れを利用すれば. “outer"硫黄原子が棟自民できる.

標践チオ硫強ナトリウムの製造ーまと

め

5.3 

2-オクタノールの存在下で亜硫酸ナトリウムとコロイ

ド状硫黄を反応させる乙とにより.従来法に比較して反

応時間が約 1/10の30分11:短縮できた.亜硫厳ナトリウ

ムかコロイド状硫黄のどちらかを標識してお〈 ζとによ

り，チオ硫酸塩の硫黄のいずれかが標撤される.収率は

亜硫酸溢についてほぼ 100%であった.生成した標自民チ

オ硫酸塩は水溶液中において2ヶ月にわたり安定であっ

た.
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i l fc . rfiK

11«,
. SfSHIIifiKIt c,
d

ft ©T. 100 mCi O SS
KttS.

•f i t R42*© pH.

*S £ 0.1 mg ttl> L 50 mg

6.2 » •

©
i ©

sasi*.

Fig. 36 An ipputtus for the prepiration of elementuy
sulfur (3SS0).
Ctrrier-frec H3

35SO, ind KHSO4 ire heated in
reaction vessel b with Sn -̂HsPCU reductant by
heating mantle a. Reduction oe»iiu at 200°C
evolvinj Hj^S, which is carried off with N2

inlet through side tube d toward traps f and 1,
fixed as "S1", oxidized to ^S°, and finally
extracted into benzene. In the direct-oxidttion
process, f contains 20 cm3 of a K3Fe (CN),-
K2CO3 solution and g 20 cm3 of 0.5 M NaOH.
In the indirect-oxidation process, t contains an
NaOH solution and g a K3Fe (CN}( solution.
35 S*" is oxidized by a K,Fe (CN), solution
after the reduction is completed. Trap h con-
tains 0.5 M Cd (CHJCOI)J to prennt release
of Hj3sS out of the system. Hie operation is
finished when the ruction mixture reaches

6.3

L 2 cm'SJPx.S.

f Ktt.
pH

cm3*.
« * 20 cm1*Aft*.
£ g

ft* d

St.

. 5 e

6.4

-t© 0.04 cm'*K 100

MiELfc.
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適した陵化剤といえる.どちらの厳化法でも.遊降した

元素状硫黄門S3をベンゼン11:摘出した.

目標とする製造の規模は.元素状硫黄門S3の需要と

製造設備の能力を考慮して最大l∞mCiとした.市販

の元素状硫黄門S3の比放射能は般大2.5Ci matom-I 

なので. l00mCiの35SIe:対して担伶硫黄量は約 1mg 

になる.ζのような微量の硫黄を取掻う溺合には，硫

(3583化水素の吸収から酸化にわたる工程で陰化が硫酸

根にまで進み.元素状硫黄〔耳目の収串が低下する怒れ

がある ζのような点を考慮して.乙の研究では酸化剤

議度.吸収液の pH.担体量など.元3眠状硫黄門S)の

収率，e:及ぼす影.を検討した実験は最大 10mCiの

35Sと0.1mgないし 50mgの担体について行った.

6.2 装 置

硫酸(35S3塩の還元から発生した硫[‘S3化水素の吸

収と般化.および元素状硫黄門S3予抽出するまでの

一連の工程を実施するための装債を FIII.Hに示す.主

要郎は.硫駿戸'8)塩を硫[358)化水素Ie:遍元する反応

F句.38 An ・ppar・同sfor the p開 pUl!.tionof e1ementary 
副 1f'町 esSO).

Cu吋er-fl陪 eH.揖 SO，・‘ndKH50.町芭 heatedin 
開 8C世onv，白血1b with S!I!l-H， PO. reductaDt by 

heatinl mantle a. Reduction a噸n.at2旬、
evo1'泊唱 H2

詞 5，which is carried 0管制由 N.

in1et throu&h国de同 bed toward tr旬・ fand 1. 
fixed田昌5'-，oxidized to揖 50.阻 drm副1y

extracted泊tobenzene. In the direct-oxid・tion
proc閣.f contains 20 cm' of a K，Fe (CN)，-
K.CO，lo1u世間阻d120回日。fO.5MNaOH.
In曲e泊曲目同副品目。npr田畑.i containa an 

NaOH回，lution皿 dI a X，Fe (CN)，副ution.
盟 S'"is oxidized by • X，Fe (CNj，回，lu出 n

after the reduction 11 completed. Trap h c剖 1・

t山・ 0.5M Cd (CH，Co.h to p開咽nt四¥e師

。f".描S叫!of the l)'I!em. The時時周目onIJ 

fInlIt回dwhen the開.ctionmixtu回目・油国

3∞・C.
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槽 b.ζれを加需品する7 ントルヒータ-..冷却We.
分液漏斗型の吸収ぴん fとg.および安全用の康収ぴん

hから構成されている.反応槽は温度計 o.および.棄

を導入するための側管 dを備えている.

8.3 操 作

反応槽 b，1:所定量の無担体硫酸および硫圏直氷業カリ

ウム担体を含む水譜波1ないし 20m'を加える.乙れに

スズ(1)ー強リン厳選元剤(乙の聞製法lま・.のマユ品

アルIe:述べる}約3Ocm2を加える.吸収びん fには.

直接酸化法の樋合には所定の pHおよび漉度のヘキサシ

7/1鉄(1)酸カリウムー炭酸水素カリウム水溶液20

cm2を.また吸収ぴん iIe:li 0.5 M水・量化ナトリウム水

溶液2Ocm'を入れる.また間銀酸化法でぬ・t収びんf

とzにそれぞれ所定漉度の水酸化ナトリウムおよびへキ

サシアノ鉄(1)敵カリウム氷溶液を入Hた.どちらの

場合にも.般収ぴん hIe:は 0.5M fII厳カ Fミウム水槽被

160 cm2を入れ..(.s)化水擦が系外IC..しないよ

うにした.

側Wd から.，障を流しながらマントルヒー~- .の温

度を徐々に上昇させる.約2ω・Cで硫酸伊'5)塩の磁

(.S)化水素への還元が始まり.反応機中Ie:細かい泊が
発生するとともに.貧色の元来状硫貧(.5)の生成が観

察される.温度が3ω・C，e:遣すQと細泊中泡の発生地むと

まる.ζζで加織を止め.そのまま約 10分間宣療を流し

て磁戸53化水素の回収を終了する.

直敏酸化法では.吸収ぴん fを取舛し. 60m2のベン

ゼシを加えてふりまぜ.元3眠状硫黄CSS)をペンゼY構

成として回収する.抽出はさらに2回蹟返す.

間接被化法では.ヘキサシアノ鉄(1)酸カリウム陵化

剤溶液を吸収びん fの水酸化ナトリウムー硫(吋〕化ナ

トリウム溶液に加え. 5cmlのベンゼンを加えてふりまま

ぜ.元2眠状償貸(.83を抽出すQ.抽出はさらにE回線

返す.回収実取はどちらの方法でも吸収びん fについて

のみ行った.

8.4 収耳障の決定と元素枝歳費 ellS)の計数

無担体a.の放射能は.適当に樽めたのち2，.ーガス

フローIt敏管で測定した.ベンゼン中に抽出した元来状

硫黄門83の放射能は次のようにしてS制定した.

ベンゼン溶液を.!t射能測定に適するように薄めたのち.

その O.04cm'中に 1∞Piの硫黄が含まれQように担体

硫黄のベンゼン溶液を加えた.乙の溶液の O.Q4omlを鼠

料皿，e:とり.風乾したのち計数効率既知の噌怠型 GM
針敵管で放射能を測定した.測定値は自己吸収について

補正した.ベンゼン中11:回収した放射能の最初にとった

無担体硫厳の放射能に対する百分率として叡司容を求めた.

ベンゼンで元来伏硫黄戸討を抽出したのちに水居中
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Fig. 37 The loss of " S 0 in counting simples during the
storage under different conditions. 0.04 cm3

portions of benzene solutions containing
80nvCi of MS° ind 0.2-100 fig of S° carrier
were taken on ttainless steel counting pltnchett
in an ana of 0.4 cm3 and dried at a room tem-
perature. The samples were kept under the
conditions of: (2) (Mack circles), (4) (white
circles), and (6) (x) described in Fig. 38. The
low of MS° with 0.2 IH of S* carrier wu to
rapid to b« obtenrtd trtn during counting.
100 MM of S° could suppna the lots.

US

. * © <.

(Fig.91).
. 100 vCi © *

500

. -25*C

10 20 30"45 5CJ TO

Duration of storage (h)

Fif. 3 t The lost of M S* in counting simples during
storage under different conditions.
Samples of 80 mjiCi of XS* with 1 in of S°
carrier were kept: (1) under reduced pressure
of 10-* Ton (black circles), (2) exposed to
open air (x), (3) in an Oj atmosphere saturated
with HjO vapor (white squares), (4) in a
covered petri dish (squires with dot), (5) in
an Nj atmosphere (circles with dot), and (6) in
a covered petri dish in a dry ice jar (white
circles). The conditions enhancing vaporiza-
tion of *S* (e.g. reduced pressure) resulted in
larger lost. The kind of atmosphere did not
affect greatly.
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11::残る雌酸〔‘s)の放射能を次のようにして求めた.水

層を水で薄めたのち一定量の硫酸水素カリウム担体と過

積jの埠化パリウムを加えて硫酸[36S)パリウムを沈殿さ

せた.既知量の無担体硫酸から作った同量のit殿と GM

計数管で放射能を測定して.水層中11::渓るおSの量を求

めた.

上11::述べたベンゼン中の元素状硫黄門s)の測定で.

計数皿上の担体量が少ないと測定中11::計数率が急速に低

下し.計数管が強く汚染する現象を見出した~O) 硫黄は

固体としては比較的高い蒸気圧を示すが.乙れが常温11::

お砂る元素状硫貧[36S)の針歎にどんな影・を与えるか

は明らかにされていない.

ζζでは元素状硫貧戸s)の針散の正S置さと取級の安

全を期して.元*状硫貧(.s)肘数民料からの敏射能

の散失11::関係する要因を求めた.

0.04 cm'中11::ωmμCiのおSと. 0.2μEから 1∞μE

の硫黄を含む一連のベンゼン溶液を調製し.ステンレス

銅製のZ十数皿上11::0.04cm'をとり. 0.4cmlの面積11::室温

で乾燥した.乙の試料を次のような条件で保存し.その

iii 100 

~ 
~ 
'8 60 

主 40

i zo 
巴

ー• 
100 
80ι.--8100μQ S 

60 

40 

20 

o 4 8 12 16 20 24 28 32 

Duratlon of・M司9・(hl

Fig・ ~τ'hc 10田 of措 SOinc岨 ntIl!l担mplesduri唱曲e
storaie undcr diffcrent con出tiODl.0.04 cm' 
POrtiODS of bcnzcne 10¥凶 DDI cont副JUDI

80111μαof措S。岨d0.2.・¥(崎山 ofS'・叫町i町
we四 tstcnon.ta担le圃・teelcc-..ntin. planchet. 
in an area of 0.4 cm2 .nd d.語d.t..oom t町n-
peratu田.τ'he岨mpl恒輔rekept unde.也e
C阻 .ditio回。f:【2)(bl皿:kcircl，叫， (4)【wlute
circ靖則.岨d(6) (x)晶蹴ribedin Flc. 38. lbe 
10・of輔s・WI也 0.2湖。fS・国nおrw曲目

~id to be 0 *1¥'“制帽 d岡崎 C岨凶喝・

2ωlIIofSO c四IId副即周圃 th・1帽.

聞の放射能の減少を GMIt散管で測定した.

(1)減圧(10-2Torr)下11::保存

(2) 空気中に放置

(8) 水蒸気で飽和した酸素中に保存

{伺董をしたペトリ皿中11::保存

{局室索中11::保存

D 

{紛 ドライアイスで冷却した董をしたペトリ血中11::保

存

Fig.37 11::， 0.2. 4および1ω 1'1の元素状硫貧〔耳目

を上記 (2). (4)および (6)の条件で保存した場

合の計数率の減少の速さを示した.硫黄量の影.はきわ

めて顕著で μE以下ではZ十数中にも明らかな減少を

示し.またZ十数管の汚染もいちじるしかった. 1∞PIlの

硫黄が存在するときには.I十数阜の減少はドライアイス

で冷却した場合も空気中に放置した場合も大量なし非

常11::速かった.担体が1μEと少ないときには保存条件

の影.は非常に大きし雌貧の侮売を促進するような条

件，すなわち歯車庄下の保存ではIt般事の減少は非常に速

し空気中に放置した鳩合がζれについだ. ..，重携

などの雰圏気の効果は見られなかqた. 1μz程度の続

貨の保存11::は冷却が般も効果的であった (Flg.3・)，

811の実肢では， 100μCiの.5で編織した元.状硫貧

500μEと無視織硫黄5∞μEを別々のItlt皿にとり.

空の計数皿とともに董をしたペトリ皿11::.温で保存した.

別11::問機の試料の組合せを作り， -25・CII::保存した.

同 .3・The10. of誼 s・inc岨 n伽 E岨mp¥回 durinl
.torqe under different conditloDl. 
Sarnp¥es of 80 D1IICi of ..s・wi也 11'1of S. 
C町市rwc'開 kept:(l) under同 ducedP理由也問

。f104 To.町 (blackcirc1国~， (2) exp岨edt。
。，pen白川， (3) in ID 0， atnucbere岨turated
with H20 Yapo， (wlute阿国JeI)， (4) in a 
伺胃陪dpetri dIJh (:・quUl!lwi也 dot)，(5) in 
an N，・Itll101pbere(cird圃 wi也 dot)，Ind (6) in 
a c棚田dpetri d油恒.dry白 j町 (w脳陣

c民協).1be c凹 dit拘'111e曲岨CIIIIyap町包・-

110ft of"S・f・...時dl&国d抑制副聴:)r咽u1t“加
加JCr¥，副且 τbe¥dnd of atm蝿 F臨時“d回 t・s闘 t宮 崎tly.
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Duration of storage (h)

Fig. 39 The tramfer of " S radloictlvity from libeled
to unlabeled S°.
100 nCi of MS° with 500 MI of S° carrier and
500 (if of unlabeled S° were taken on different
counting planchets and stored totether with a
blank planchet in a covered petri diih. At i
room temperature the transfer of MS° from
labeled to unlabeled S° (black circlet) and to
the blink planchet (white circlet) was clear.
When they were kept at -2J°C, the transfer
from labeled to unlabeled S°(x) and to the
blank planchet (squares) were very little.

7000-
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5500 o.25 o.5o are ).oo 1.25
ThicktMu of counting tampt* (mg/cm1)

100 200 300 400 500
Amount of suffur (/tg)

Fit. 40 The self-absorption of MS* samplw.
MS° samples with 200 (if of S* carritr (0.S0
mtcm"3) permitted counting wpprawini the
lost by the evaporation and mininiiinf UM Mlf-
absorption.
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薄層タロマトグラフィーによる化学形

の間定

8. & 

型軽〔罰則化水素を吸収剤It:吸収させてから元衆状償貸

(35S)在してベンゼンIC抽出するまでの各工程における

35S化学種の変化を調べるために.各工程からサンプリ

ングした溶液を TLCで展開した.調陣煤ICは水・エテノ

ール・ピリジン‘.アンモユア水(40 : 120 : 40 : B)を

周い， IV-Z It:述べたと同様に展開した..関距隠は 15

cmで.約3時間を要した.

F句.31 The Irln.fer of却 Srldlolctlvlty from labeled 
10 unlabeled SO. 
100μCi of悶 SOwith SωμI of SO ca町lerInd 

500μ. of unl・beled80 were taken on dlfferent 
countlnll planchets U¥d II0red topth町 wilhI 
blank planchet ln a co帽問dpetri dilh. At a 
room temperature the tran・ferof剖SOfrom 
labeled to unlabeled SO (black circle.】mdt。
the blank planchet (whlte circlel) wu cleu. 
When they were kept at -25・C，自etr回忌f町
from labeled to unl・beledSO(的U¥dto the 
blmk planchet (squues) were帽 rylittle. 
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元3眠状硫黄(15S)の収車に影.すd要

因

8.8 

ー.1.1 直接眼化法

(I)担体量

担体として硫黄が0.1mgないし切 mg含まれるよう

に硫酸水素カリウムの量を変えて元素状硫黄門S)の製

造実験を行った.乙の際.吸収液中のヘキサシアノ鉄

(1)酸カリウムの量は飽体量の1.6倍当量とし， pH は

炭酸カリウムにより 111t:調整した.

FIg.411t:見られるようl己担体量がO.lmgから地加す

るにつれて元素状硫黄門S)の収率は上昇し， l.omg 

で最大の8O%1t:遣したあとは緩やかに下降"た.直接調量

化法では.ベンゼンに溶けにくい毛くず状の硫黄が析出

し.ζれが担体量が 1mg以上の場合の収$の低下の原

因と考えられる.担体量が lmg以下の場合の低収率は

硫化物の酸素酸塩への酸化によると+量定される， F句.42
K担体量lmgの場合のベンゼン抽出前後の水層の T回

クロマトグラムを示す.元来状硫黄(35S)を摘出したあ

保存期間中の線撮硫黄から無標蹴硫黄および~の計数皿

への放射能の移行を調べた.乙の結果を FI[I.:Uに示す.

室温では無標槍硫黄および~の計数皿への放射飽の移行

は明らかであり.約4日後It:平衡状態It:速した.-25・c
に保存した場合には顕著な放射能の移行は認められなか

った.

乙れら実験結果は元素状硫黄門S)の徴逸は硫黄の

揮発にもとずくものであり.雰囲気持にその化学的影'

は無いか非常に少ないと孝えられる.元衆状硫黄門S)

の揮発性は放射線管理上重大な問題である.その貯蔵結

厳重に密封し.できれば冷所で行う.

GM管による元素状硫黄門'S)の測定払あまり高い

精度を必要としない場合は簡便な方法である.元来状硫

黄門S)の計数中の散逸は適当量の硫黄が存在すれば

無視するととができる.しかし硫黄量が多過ぎると自己

吸収の効果が大きくなる.Fig.40は硫黄量が元素状硫

黄(35S)の計数率の関係，すなわち自己吸収の影嘗を示

す.乙の図からは 200μg(O.5mgcm・2)程度の硫黄

の存在がおS放射能の散逸を迎え.かつ自己吸収の効果

を最少にするために有効なζ とがわかる.
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Fig. 41 The recovery of 35S° with different amount of
carrier in the direct-oxidation process.
3SS° was prepared with 0.1-50 mg of carrier
(as S in KHSO4) and an absorbing solution
containing K3Fe (CN)« 1.6 times equivalent to
H, 3SS and K,C0 3 to adjust to pH 11 (Fig. 36).
The maximum recovery of about 80% (white
circlet) was obtained with 1 mg of carrier. As
35S in the aqueous phase (circles with dot)
remained a few percent, the decrease of the
recovery with carrier above 1 ing could be attri-
buted to the formation of benzene-lmoluble
3SS°. The low recovery with carrier below I mg
could be attributed to the oxidation of 3 !S2" to
oxoacids (Fig. 42).
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Fig. 42

0 2 4 6 6 10 <2 t4

Distance from starting point (cm)

The thin-layer chromatograms of MS-*pecies
formed in the K3Fe(CN)<-K3CO3 absorbing
solution in the direct-oxidation process with
1 mg carrier (Fig. 41).
Solvent: H,O-EtOH-pyridine-NH«OH(40:120:
40:8). Development: 15 cm during 3 hours.
" S 0 in the absorbing solution (dotted line)
could be extracted into benzene leaving in the
aqueous phase unidentified species (solid line),
neither " S 0 nor MSO4*" (which should remain
at the starting point).

H-f *'•/

> (s(+\o

(2)

rag

k. COK(t»|©5mM*i*20cmJ

mg © 1.6 fg-Saicffla^-i. t£*s pH (iK

D v h > »

Fif. 43 The recovery of MS° with 1 mg of carrier in
absorbing solution of different pH in the dirtct-
oxidation process.
Absorbing solutions of 5 mM KjFe(CN)* were
adjusted between pH 9-13 with KjCO, (Fig.
36). Above pH 10 the recovery decreased from
about 75% to nearly 0 at pH 13 (white circlet).
The increase of the fraction remaining in the
aqueous phase wn due to the increase of the
unidentified species in Fig. 42 (circles with dot).

(.1.2 WrHUti*

(pH 13 )

^*-
PH 11 icn

c t

»M 10mg *>& 50mgr

e 

と水層には一二の未櫨認の化学種を認めた.乙れらは硫

酸イオン(原点にとどまる)ではない乙とも櫨起しており.

硫化物イオン (s(-n) )から硫酸イオン (s(+W) ) 

へ至る中間生成物とも考えられる.

(2)吸収濃の組成

担体量 lmgIC対し.殴収厳のヘキサシアノ鉄(1)

酸カリウムの温度を 5mMから必OmMの範囲で変えて

収率への影.を調べた.乙の酸化剤の 5mM椿波2Ocm'

は担体硫黄 lmgの 1.6倍当量に相当する.なお凶Eは炭

酸カリウムにより 111C鋼聾した.乙の実目白の箇間内で

は，収率は酸化剤温度には影.されず.ほI~一定の75%

であった.

吸収厳の般化剤轟度を5mMIC定め. pHをSないし

13の聞で変えてみた.乙の影.は顕著であった.F切.41

IC見られるように. pH9から 11の聞では約7S%と比般

的高い収率を示した糾 pH12では約40%に低下し.pH

13ではほぼOになった.乙れは高い pHで硫化物の酸化

が促泊される乙とを示している.乙の乙とは Flg.4Zの9

ロ7 トグラムにおいて中間生成物のフラクシ回ンが増加

するζとによって』正明された.

100 

_ 80 

!! 
~ 60 

540 
申

a:: 20 

11 

H P 

F~・. 43 The recO'時ryof輔s・with1 ml of岨n担r泊
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品目出回目，lu世onaof S mM IC， Fe (CN).嶋田

a剣山tedbetween pH 9・13with 1C2CO， (F弘
36). Above pH 10 the r制帽ryd田開園dfro冊・bout7務 roneuly 0・tpH]3(.削除cird叫.
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F句.4唱The開coveryof国s・withdifferent amount of 
曲川町 inthe dlrect-oxidation pro回目.

"SO W81 prepared with 0.1・SOmc of叫町i町
(.. S in KHSO，ρand .n ab回 rb師事国lutlon
containlnc K， Fe (CN)， 1.6 time. equlvalent to 
Hl"S and K2 CO， to adju.t to pH 11 (FI&. 36). 
The maxlmum開coveryof about 80% (wh比e
clrcle.) was obtained ¥¥11th 1 ml of c・町ler.A・
3$ S In the aqueou・phue(clrclea wlth dot) 
remlIned ・fewpercent， the decre回eof the 
開covery削 tbc・rrlerabove 1 mc cou1d恥 attrl.. 
buted to the fl3rmatlon of benzene.lnaoluble 
，JSO. The low reco時 rywith c・rrierbelow 1 ml 
C剖11dbe attrlbuted to the oxldation of割S2・t。
oxoacids (F喝.42).

01ι """--..... で0;;.....--:""""
o 2 4 6 B tO 12 14 

Distance from starti時凶nt(cm) 

F・.42τbethln-1・.yerchromatoarams of由$卸eci回
formed in曲eK，Fe (CN)，-lC2 co， ab回，rbina
回，lutionin the direct-oxldation proc蝿 with
1 ml carrler (Fig. 41ト
SolYent: H20・.EtOH.予yrldine-NH.0四(40:120:
40:8). 脱帽lopment: 15 cm durina' 3 h閣四.

田SO泊 the油相rbinaIQlution (dotted line) 
C叫 1dbe e"trac匝d祖師 be田 ene1e制J¥Iin the 
岡 山 岡spha揖 unidentifiedIP民同{冊UdUne). 
neith町田SOnor措 SOl-(w悩.chlh叫 1dre咽凶2・tthe startina point). 
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....2 間俸調量化法

(1)担体量

担体量Jmgないし 50mgの範囲で収率を求めた.

吸収被にはO.5Mの水酸化ナトリウム水溶液 (pH13) 

を.また厳化剤椿厳には担体量の 1.6倍当量のヘキサシ

アノ鉄(1)園陸カリウムを含む炭酸カリウムで pHl1lC調

聾した水溶液を用いた.

間接酸化法では担体量や吸収被組成の影.が強いとと

がわかった.F句.44に担体量と収皐の闘係を示す.担

体量 lOmgから 50mgの範囲で収率はほとんど一定の

-• 
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Rg. 44 The recovery of MS° with different amounts of
carrier in the indirect-oxidation procesi.
H,MS absorbed in 0.5 M NaOH with 1-50 mf
of carrier was oxidized with a solution contain-
ing 1.6 timei equivalent KjFe (CN)« adjusted
to pH 11 with K, COS (Fit. 36). With carrier
more than 10 mg, the recovery remained nearly
75%, but it decreased rapidly below 10 mi
(soli J lines, white circles show the fraction re-
co' sred into benzene, and circles with dot the
frr jtlon remained in the aqueous phase). When
NiOH absorbing solution was adjusted pH 9
j ist before the oxidation the recovery slightly
jicreased (dotted lines).

Fig. 46 The recovery of *S° a* • function of pH of
NaOH absorbing solution in the indirect-oxida-
tion process.
H,MS with 1 mg of curltr was abtorbtd in
NaOH solutions adjusted betwten pH 10.8-
13.0. Maximum recovery was obtaiMd at pH
12. Below pH 12, the aqueouy phwe did not
contain significant amount of MS, whereat
nearly 80% of * S wu found in th* 2nd trap
(g in Fig. 36), revealing insufficient ibtorbabUi-
ty of the lit trap. In the higher pH, most part
of " S was found In the lit absorber, neither as
"S1" nor « MS» but as oxoaddi (Fit. 46).

ft 75 %-Ctb o te. L*» L

(2)

pH 9fcf 5£.

mg -5££ U
CD pH «• 10.8 frb 13.
^•iz. Fig.46

pH

mtz. cmt. 's-yt?

tbbtit. -

PH

Fig.46
§ tltz TLC 0 n-7

£ £

0 2 4 6 8 10 12 14

Distance from starting point fem)

Fl|.4« The change in the *S-<p«cies in an NaOH
jolution (Fig. 45).
The chrottutognm immediately after OK
preparation (solid line) showed MS* and tome
other specie*, but after 1 day (dotted line)
3SS* disappeared and peeks shifted as * whole
toward the peaks of *SO4

S" and H*SO«*" as
seen in the chromatogram after 9 weeks (chain
line). This tendency was more marked with
higher NaOH concentration and with lets
carrier.
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F句.44 TIIe re叩 四ryof四SOwith dlfle問 ntamount. of 
carrler ln the Indl開cl唱 xldaUonproce副.

H2
剖 Sablorbed In 0.5 M NaOH wllh 1・50ml

。rc・町ierw回 oxidlzedwilh a .olutlon conl・In.
i噌1.6time. equlv・.IentK，Fe (CN)， adjulled 
10 pH 11 wlth KaCO， (F抱.36).Wlth c町rler
more thln 10 mll. Ihe recovery remalned ne町Iy

75%. I;ut 1I dec問・目drapld1y below 10m・
(soli J IInes. whlte clrcles show the frlction同-

CO' ，問dInto benzene， lnd circle. wlth dot the 
frr Jtlon田m・inedln the aqueOIJI ph目的.When 
N.OH abs唱rblngsolution w・sadjusted pH 9 

j岨tbefore the oxldlUon the問 coverysllahtly 
ncreased (dotled Ilnes). 

約75%であった.しかし 10mg以下では収率は急速に

低下した.水酸化ナトリウム水溶液IC吸収された破門的

化水素を酸化する直前11:殴収液を pH9にすると.図の

破線のように収"l!iは僅かに上昇した.

(21 吸収減の組成

前項の実験において担体量は 1mg一定とし.吸収液

の pHを 10.8から 13.0の範囲で変えて収率の変化を調

べた.Flg.4& 11:示すように.収率は pH12のときに最

大の 50%で.乙の両側では急激に低下した.低い pH

領域における低収率は吸収溶液の不充分な吸収能力11:起

因する.乙れは.ベンゼン抽出後の水圏中にはおSは認

められず.二番目の吸収びん中IC約 80%の 3158を見出

した乙とから明らかである.一方高い pH領域では，

草Sは大部分最初の吸収溶液に見出されるが.直接蹟化

法の項で述べたように硫化物の硫酸塩への酸化が収率を

低下させる. Fig....IC水般化ナトリウム吸収減11:吸収

された畠S化学穫の TLCクロマトグラムを示す.阪収

直後11:は元素状硫黄(358)のピークと他11:幾つかの小

さなピークが見られる古九時間径過(1日および9週間)

とともに破線および・曲線で示したようにクロ?トグラム

のピークの高さは硫陵水素イオンと硫陵イオンの方11:移

動した.ζの傾向は吸収波の pHが高いほど，また担体

量が少いほど顕著であった.ベンゼン抽出液の TLC~ 

ロマトグラムには元索状硫黄門S)しか見出されず.また
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Abdel-Rassou!

uErulm ~ 

抽出後の水層IC:は硫酸(35S)塩しか見出されなかったと 彫・が大きしその上操作も直接法より複韓になり，元

とから.同定されなかった「中間生成物Jは抽出の際IC: 索状硫黄門s)崎製造には適さない.しかしi硫酸(.5)

急速に硫酸塩に酸化されるものと考えられる. 塩を還元して硫(.s)化物を製造する場合IC:考慮すべき

問題を提示している.

8.7 元素状硫黄e5
S)の製造ーーまとめ 』 高い比放射能の元素状硫黄門S)ベンゼン溶液を製造

硫酸〔扇町塩から元素状硫黄門S)を製造するために

は.スズ(n)ー強リン酸還元剤は. 0.1 mg程度の少な

い担体でも反応を定量的に進行させる.長期間安定IC:保

存できる.最終製品に不純物を混入させないなど.多く

の長所を持った優れた還元剤である.ζの還元剤は粘ち

ような液体で取扱いにくい欠点がある.

元素状硫黄門S)の収率は直接酸化法.間接酸化法

のいずれにおいても担体量および吸収波の pHIC:大きく

影.される.担体量 1mg程度のときは直接酸化法が実

用的である.使用する担体の 1.6倍当量のへキサシアノ

鉄(11)酸カリウムを含む pH9ないし 11の吸収剤を用

いれli. 70ないらω第の収率が推持できる.直接酸化

法においても.担体が 1mg以下では収率の低下が避け

られない.間接般化訟では担体が10mg以上あれば75

%の収事が保たれる由主 ζれ以下では収率は急速に低下

する.

吸収率の pHは直接酸化法では9から 11の聞が最適

であった.pHが高い場合の収率の低下は硫化物の厳禁

酸塩への酸化IC:起因している.

ベンゼンIC:抽出した元素状硫黄門S)の放射化学純

度は，その TLCクロ 7 トグラムが元素状硫黄門S)

以外のおS化学種の存在を示さなかったととから.99%

以上という ζとができる.発光分光分析によりスズやそ

の他の金属の分析を試みたが.スズをはじめ鉄.ケイ兎

マグネシウム，鉛など検出限界の 10ppm以下であった.

数ミリグラム程度の微量の担体を周いた高品放射能の

元素状硫黄門S)の製造では.最終製品はベンゼン溶

液として得られる.ζの点でベンゼン抽出の操作は抽出

溶液はそのまま製品になる利点がある.上に述べたとお

り酸化剤などにより汚染される恐れも無い. O.1mgな

いし 50mgの担体に対して5cm3のペン・ぜンによる抽出

1回で禿分であった.

吸収液中IC:残った‘S以外IC:回収できなかもた翁Sと

しては.装置の摺合せ部分に強い放射能を認めた.定量

的な評価は図書量であるが.放射能損失の一つの重要な原

因であろう.

ζζ で研究した直接酸化法IC:より loomCiの置Sを処

理すれば，最初目標とした 2.5Cimatom-Iあるいはそれ

以上の比放射能を持つ元素状硫黄門'5)の製造が可能

である.担体を loomg位まで噌加すると.市販の低比

放射能の元素状硫黄門S)に相当する製品が製造でき

る.ζの椙合ベンゼン溶液を蒸発して元来状硫黄(31'S)

結晶を得る.

間接酸化法は.収率に対して息収被の組成や担体量の

するためのマニュアルを '.41C:示す.

7. 塩化均リウムの原子炉照射による棟鵬テ

オ硫酸塩の生成と元3降伏硫黄 CBS)の観

進

7.1 塩化カリウムの原子炉照射と生成する

3IIS化学積

通常の状態.すなわち空気雰囲気で照射した塩化カリ

ウムから回収した‘Sは 1ω衝が無担体の礎厳である.

Eれが原子炉における轟S劃遣の基本原理となっている.

一方種々の前処理置した極化カリウム中に生成する‘S化

学種の分布の研究が行われている.たとえば. Ko・ki411 

は 700 ・C で脱気した塩化カリウム中では防~が硫酸塩.

仙ま亜硫酸塩と硫化物であるととを報告している.Milham 

ら42)は真空中で昇華した塩化カリウムを.照射後IC:脱

気した担体調年岐に溶解するととにより. 80%の揖Sを硫

化物として得た.吉原らωは照射した極化カリウムの溶

解時の担体の効果を述べている.Chiotanら凶}は元素

状硫黄と混合し脱気した塩化カリウム中に元素状硫黄

門SJが生成するζ とを報告している.

前章までに述べたように..Sの無4・4・.化合物の製

造は空気雰囲気で照射した場化カリウム中に生成した無

担体硫酸塩の形の‘Sから出発している.もしなんらかの

前処理により銃砲塩以外の特定の化学種を形成させるζ

とができれば.硫酸〔事SJ塩をζの化学種に転換する手

聞が省りる.またζのととは綾反応の化学効果の研究と

しても興味ある問題である.

ζの研究では.硫酸伊S)以外Ic:.S化学種として周

途の多い元素状硫黄門S)の裂遣を目的として.ζの化

学橿を多く生成するような照射前処理および照射後処理

を研究した.照射前処理には脱気を主体とした方訟を績

っか試みた杭どれも当初の自的である元素状硫黄〔置S)

はほとんど生成せず.他方標.チオ硫.塩のフラクション

が大半を占めるといった特異な結果IC:終った44)撮蟻チオ

ー証書量塩の生成は上に引用したどの蛤文IC:も記蟻がなく.

僅かに Abdel-Rassoulら4sJが.一般の理解とは渇C:，

前処理しない場化カリウム1C:30%の標.チオ健酸塩の

生成を報じている.

乙の研究では目標を元素状硫黄門S)から撮蟻チオ

硫厳塩IC:移し.乙のフラクシaンをできるだけ婚すよう

な前処理法と.楓様子オ硫酸檀を元来状硫黄【.S)Ic:転
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7.2

(1).

(2)

1 «SI»70<rCK«o

x 10 -« Torr O JfcffiTfc

Solnntt and Rf valuei for the S-fpedw.
Three tolventt were teited: none of them
could Kpinte each of the tpeciet in ques-
tion. The tpecin in iindiited KO wat
analyzed with thete three (olwab as
follows: The fraction of S° wai deter-
mined with HjO-acetone (3:1) and the
fraction of SO,1' with HjOacetone
(1:3). The SO,1' fraction w u subtracted
from the (SO,1'+S2O,1~) fraction deter-
mined with 1% tb (NO,)] to determine
the SJOJ2" fraction. The SjO,1" fraction
wu subtracted from the (SiOj^+S1")
fraction determined with HiO-acetoae
(1:3) to determine S*~ fraction. The 5*
fraction w u subtracted from the (SO4

a"+
S°) fraction determined with HjO-tceton
(1:3) to determine the SO,1" fraction.

o .
(3)

MB! L fc ̂  U

(4) # * - 1 x 10 - 3 Torr

(5)

Water-acetone
(3:1)

Water-acetone
(1:3)

Pb(NO,),
(1*)

S°

0

0

0

S1'

1.00

0.66

0.14

so,1-

1.00

0.96

1.00

SO,"

1.00

0.10

0.14

s,o,»-

1.00

0.66

1.00

v (3:1)
If-Lfc.

R, * * Tabh »

y ( 3 : 1 )

10"' Torr O«ETT5IST>'7'^KifALfc. 1*©
fA*ii*5io.igT*ofc.c.ti&©

JRR- 2 *5l->(4 JRK- 3 T* 11 BM1 x 10"

* h > ' (1:3)
SO*'" +S'©3

z. 1 9Smt*6:Tl± S1" +SO*1'. SO.*" +S.O.

7.3

7.3.i

7© 7 7?;/

y (1:3) —SOs'-. SiO/'+S*-,
SO/'+S*

* - T - f e h > ( 3 : 1 ) S*

* — T-fe h v ( 1 : 3 ) ©7 5

7 *

7.3.2

TLC S*©7 7 * > a

**T*»fc S
SO* 1"©7 5 ^ •> *

: 3)
S1"©

>- (3 : 1) ***Tr
—T-fe b > ( 1 : 3)

- Mfa 6061 * ,

- T - f e h v ( 1 : 3 )

a 

換する実用的な方法を探求した.橿砲の前処理法と不活

性雰囲気中の照射後処理技を検討した結果.轟Sの約00%

を標識チオ硫酸趨として函収できる条件を見出したので，

乙の標識チオ硫酸塩を還元あるいは酸分解により元素状

硫黄門8)Il:転換する乙とを試みた.

7.2 塩化カリウムの前処理と原子炉照射

試薬特級塩化カリウムを次の5種の前処理法のいずれ

かにより処理した.

(1) 脱水ー亜鉛アマルガム，硫酸パナジル水容液.蒸留

水，五酸化ニリンを順次とおして痕跡量の破棄と水

分を除いた窒素気流中で 1時間7ω・CIl:保つ.

(2) 脱気一室温で 3x 10・・ Torrの歯車庄下jl:3時間保

'コ，
(8) 融解・脱気一脱気した極化カリウムを.加熱した多

孔質銅.五11化二りン.ソ『ダ石灰を順次とおして

精製したへリウム雰囲気で鉛0・CIl:熱して融解する.

室温まで冷却してから再び脱気する.融解と脱気の

サイクルを敵回線返す.

(4) 昇章一 1x 10・3 Torrの減圧下で7∞・Cjl:熱して

昇離する.

(5) 硫黄添加一塩化カリウムに 5悠の元来状硫黄の紛末

を加えてよく混合したのち.ドライアイス・アセト

ン混合物で冷却しながら脱気する.

脱水処理した塩化カリウムは乾いた窒棄とともに石英

アンプルに封入した.他の処理法で処理したものは 3x 

10 -. Torrの減圧下で石英アンプルに封入した.1本の

アンプル内の埠化カリウム量は約O.lgであった.乙れらの

アンプルは JRR-2あるいは JRR-3で 11日間 1x 1(J1' 

cm・2S・aの熱中性子束密度で照射した.乙の照射でアン

プル1本あたり 6mCiの 358が生成する.

7.3 薄層クロマトグラフィーによるJ15S化
学種の同定

7.3.1 担体藩液の鍋霊

試薬特級の硫化ナトリウム.亜硫酸ナトリウム.硫酸

ナトリウム.およびチオ硫酸ナトリウムを. 2回絞留し

たのち脱気した水Il:溶解した.乙の担体溶液は実験の都

度新たに調製した.温度は 1.25および1∞ mMとした.

7.3.2 ..クロマトグラフィーによる.s化学彊の

分自量

元素状硫黄.硫化物.亙硫酸塩.礎...およびチオ

硫酸塩を予備実験の結果から TLCの対象化学種とした.

それぞれの化学橿を単独であるいは同時に展開して.Rr

値を求めた.薄眉プレートにはイーストマン社製のシリカ

'ゲルプレートNo.0061を，また溶媒Il:は碕.鉛 1%水溶

液“L水ーアセトン(1 : 3)溶液.および水ーアセト
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Ta!蜘ZI&ol開nt・副d.Rf咽lue・forthe S・停舵鳩.

τbree回 I時 ntlwe開 t個師d:110M of白e園
側l1d田puat湾 曲chofthesp位協Inqv蝿-

tion. The IP出向血 inadiatedItO w圃・nalyzedwith theo陣 tm噂匝)}時ntl掴

foU。明The{mction Or S'・曹u deter-
mincd with H. ().・国toae(3: 1)岨 dthe 
fmctioa of 50，'-耐tb H，G・国師冊。:3).Tbe SO，'・ rr臨 tlonw圃副btr副 ed
此@血 tbe (SO，'-+S.O，'・・)I1同cliondeter-
mined with 1'J1， Pb (NO. h to de恒国盟国

the S.O，'" fr皿lIon.The S.O，'-fr田tlon
wu阻 btractedrrom the {s. 0，'・+5勺
fnction determlned with H. ().a国加国
(1:3) to de悼回国 S'-fl国 tlon.百回s-

rnction w圃阻bt即 t・dfroll¥ the (S04'-+ 
SO) rnction deωrmlned wl曲目，0-.制。a
{1:3)加 d帥 m同 lheS04'-f即 t刷.

SO 8'・釦'.'- S04'-S.O.... 
W.ter-.cetone 

o 1.ω1.∞ 1.ω 1.ω (3:1) 

W.ler-Icelone 
(1:3) o 0.66 0.96 0.10 0.'“ 

Pb(NO，) 
o 0.14 1.ω0.14 1.∞ (I'JI，) 

ン (3:1)溶液を用いた.乙の向車線は 10分間lr:7cm上

野した.

3種の搭媒Il:対する各化学種の Rr健をτ.b価舗に

示す.どの溶媒もすべての化学置を分商量する乙とができ

なかゥた.水ーアセトン(3 : 1 )溶媒ではs・以外はす

べて搭煤先舗とともに上昇した.水ーアセトン(1 :3) 

溶除目立8O，z-， 820，2・+8へおよび 8Ol-+S・の3

グループに別かれ.中のグルE プは完全に一つのピーク

になゥた. 1S!S'硝酸鉛では SI-+80.I-，叙)，1・+S，o.'-
およびs・の3グループ'Il:別れた.い世明llJ溶媒でも S・1ま

原点Il:残った.ζれらの結果から..S化学種の同定は3

種の18*躍を使って.次のように化学種またはそのグルー

プのフラクションを求めた.

水ーアセトン(I: 3)一一80，1-，S，O.'-+8'-， 

8o.z-+S・
1%碕蹴鉛一一 80，2-+ S， 0，.-

水ーアセトン (3:1)一一s・
ホーアセトン(]:3)溶媒で求めた80，.・のフラクシ

ョンを 1%碕酸鉛溶媒で求めた 8O，I-+szUl・フラク

ションから差引いて s，olーのフラタションを求めた.

8，0，'-のフラヲションを水ーアセトン(1: 3)溶媒で

求めた 810，'-+SI・のフラクションから差引いて Sトの

アラタションを求めた.水ーアセトン (3:1)椿媒で

s・のフラ 9ションを求め.ζれを水ーアセトン(1: 3) 

溶媒で求めた 8Ol-+s・のフラ 9ションから差引いて

反対・の7予クシ，ンを求めた.

乙のような方法により，橿砲の化学形の畠Sを含む."

制措液0.5mm'を腿闘したのち.覇軍周プレート上の .S



JAERI 1273 a

GM

7.3.3

TLC
Lfc.

2«

K,
. Tabl* 27

TLC

©S#**5cm* Z&mtX.
'•/ a v\%%K 60 5BBJ±T* r>1z.

. Wfc*

Tabto27 The effect of carrier on the diitributio*
of ^S^peciet in the solution of dagaatad
ma.
0.1 g of irradiated KCI was dinolwd in
5 cm1 of carrier solutions of 0-100 B M
in tsch of th* carri*r(Tabte 25). Tkcia-
cratH in the concentration of th* canter
up to 100 mM causad tho deems* of
S,O,J" and SO 4

l - by 10», and tin in-
crease of S* and S1'. The fraction of
SjO, 1 ' remained nearly 60% up to

Tiblt26 The distribution of the 3sS-sp»cies in
the solution of pretreated KG.
Dehydration: Keep KC1 at 700°C for I
hour in an dry, O2-free Nj. Dettssing:
Keep KQ at 3 X Iff* Torrfor I hour at
a room temperature. Melting: Melt de-
gassed KC1 in a dry, O2-free He at SO0°C
and detail after cooling to a room tem-
perature. Repeat the cycle of melting-
degassing several times. Sublimation:
Sublimate KC1 at 1X !0~3 Ton at
700° C. Addition of S: Mix KC1 with 5%
of S powder and degass under cooling
with dry ice-acetone. 0.1 g portions of
KC1, each pretreated as above and irradi-
ated, were dissolved in S cm3 portions
of » carrier solution of 25 mM in each
of carrier and chromatographed as des-
cribed in Table 25. Dehydration showed
a little effect of yielding 8.4% of S°,
whereas other four pretreatments result-
ed in a similar distribution, among
which the presence of some 60% of
SJOJ*" is worth noting.

Dehydration
Degassing

Melting
Sublimation

Addition of S

Distribution of "S-species (*)

S°

8.4
19.4
1I.9"
10.0
15.1

S2"

0.0
9.2
5.7
6.S
8.4

SJOJ*-

0.0
60.9
68.7
67.3
51.4

SO,3"

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

so4
a-

91.6
10.5
13.7
16.1
24.2

Concn. of

carriers
(mM)

0
1

25
100

S°

6.8
3.6

13.4
18.7

Distribution of "S^peciM (%)

sJ-
2.2
8.6
2.3

18.0

SiO,»-

57.3
66.7
67.1
44.0

so,»-
4.0
0.0
0.0
0.0

SO,1"

29.7
21.1
17.2
19.3

100r

10 20 30 70 80
Time of standing(hr)

Fj|. 47 The change in the distribution of * S-ipecies in
a carrier solution.
0.1 g of deganed (Table 26) and irradiated KO
wu dittolved in 5 cm3 of a solution of 25 mM
for each of the carriers. The solution wu allow-
ed to stand in open air. The change among the
"S-tpeclts w u slow: during the 1st 24 hours
" S J O J 1 " (Hack circles) decreased, while
"SO,1" (x) and "SOj1" (squares) increased,
but *S J " (triangles) and K S § (whho circlet)
reaminitd uachaaged. After 1 week, only
"SO,1" wu found.
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自主射能の分布を GM計数管で測定した.

7.3.3 照射した塩化カリウム中・s化学橿の同定

照射した石英アンプルを開封して塩化カリウムを担体

水溶液5cm3 IC溶解したのち，ただちに TLCで展開

した.担体溶液の調製，照射試料の溶解，および TLC

に至る一連の操作はすべて酸素を含まない窒素雰囲気の

グロープボックスで行った.

種々の前処理を錯して照射した塩化カリウムを 25mM

の担体溶液に溶解した栂合の358化学種の分布を T.bll

211C示す.脱水処理では.通常の空気雰囲気の照射と

異なり， 8.4%の元霧状硫黄の生成が認められた.他の

4種の前処理法の結果は大差なし切ないし 10%がチ

オ硫酸塩， 10ないし釦%が元来状硫黄.残りは硫化物

と硫酸J;lIC分布した.

どの前処理法も，元霧状硫黄としておSを回収すると

いう当初の目的を速成する乙とはできなかったが.大半

の揖Sをチオ硫俊樹として回収できるととがわかった.

チオ硫酸櫨は酸で分解して硫黄を道陣する乙と.硫化水

素への還元が統.-'1よりは容易なζとなどを考ん合せ℃

チオ硫酸塩の元素状硫黄への転換を蹴みた.テオ硫酸温

を生成する前処理法の聞ではチオ硫厳温の割合IC大きな

差はなかったので，今後の実験の前処理には最も簡単な

Ti油価2tI lbe distribution of rhe措8-Ip<<.erin 
tI四回1utionofp問 t回atedKα.
Debydraωn: Keep KO at 700'C f，町 E

haur恒 andry， 02-free N2・Dea闘in&:
K開 pKO at3 X 1σ4 Toπfor 1 h叫 rat 
a room temperatu回. Meltin&: Mel! de・"鵬dKα泊 adry， 02令聞 Heat8∞I'C
andd句温...fter 叩 olin&to • r，四 mte.圃-

peratu回. Repeat the cyc1e of me¥tin&-
deμ・inase帽raItimel. 8ub¥imation: 
S叫b¥imateKαat 1 X 111"' TOIT at 
7ω，'c. Addition of 5: Mix KO witb S鳴
of 8 powd町 andd曙a掴 underc∞Iin& 
with dry ic:e-acet四 e.0.1 I portions of 
KCl，each p開t開ateduab。帽and訂radi-
ated， we回 d凶。1ved泊 5cm3 portions 
of a園町i町田1u世onof 25 mM in岨 cb
of ca町ierand cbromatoar・phed田 des-
cribed凪 Table25. Dehy喧rationahowed 
a Iittle effect of yield加18.4%of 50， 
wher奮闘。，therfour pret間以menll開制lト
ed in a 3in岨lardistribution， amOsl 
which the pre・enceof some 60% of 
S.0，'・ isworth notina. 

Distribution of措s..p由同《粉

50 82- 5.0，2-釦，'- 504'-

Dehydration 8.4 0.0 0.0 0.0 91.6 

D句回i噌 19.4 9.2 60.9 0.0 10.5 

Mel且sI ¥!.9' ~.7 6時.7 0.0 13.7 

Sublimation 10.0 6.6 67.3 0.0 16.1 

Addltion of 8 15.1 8.4 51.4 0.0 24.2 

a 

脱気法を採用した.

照射した塩化カリウムを種々の温度の担体構波IC譜解

して‘S化学置の分布を調べた.T・画胸 27il:示したよう

に， m体の有無あるいはその温度は大きな彫'を示さな

かった.担体温度の 1ωmMまでの増加により，チオ硫

酸塩と硫霞uそれぞれ 10%減少し.硫化物が増加した

乙の実畿では普通25mMの担体溶液5cm'を使用しU

チオ硫酸塩のフラクションは常11:60%以上であった.

担体量がチオ硫酸塩の収率11:大きな影・を与えないとい

TII:由27τbe eff，民lof国 n加。，ntbe diltribu酋岨

。f輔$却鶴岡泊the回刷旬，nofd句園Ied

Eα. 
0.1 I of Imdlat・dl:Ow踊曲耐噛dlll
5 cm' of岨町抑制叫叫・ of0-1ω皿M
M・lChoftlN国 E市 r(Ta凶.25). 7IIa ht-
cn岨・Int1M 同町・ntra伽陣。ftll・6町市z
up to J(泊mM岨U圃 d也，ftd舵開園.0(

s.o，'-Ind S04'-by 1時'.aad t1M 111.・
cn醐。f5・回d"ぺT1IIf，間伽nof 
8.0，'・四malnld岡 田fy6，"， up 10 
15mM. 

Concn. c.f Dlatrlbutlon of .S句情伽{粉
CIπle四

SO 52- 5，0，'・釦J・釦J.(mM) 

。 6.8 2.2 57.3 4.0 29.7 

3.6 8.6 66.1 0.0 21.1 

25 13.4 2.3 67.1 0.0 17.2 

1ω 18.7 18.0 44.0 。‘。 19.3 

100 

--R 80 
ー
明暗・60

x 

• 一一一国ー
ロ

/' ，6 
10 20 30" '10 加
Time ofstanding(hr) 

F句.47Tbe cba瑚惨凪 thedistribu酋onof坦8-tp揖記S祖

acm記r駒 !ution.
0.110fd句圃揖d(Table 26)町叫耐凶iatedJC'α
W圃 dil肺!，edin 5 cm' of・匹前首畑。f2SmM
for伺峰。ftbe値目語且Tbesolu首相曹闘凶Iow-
ed 10 a1aad in句陣n&Ir.τbecha副team。噌the
揖$喝抽e陶 __ow:ct町河 lhe1st 2411曲目

輔 500，'-(bIacIt c加畑) o目隠鵬d，柚.iJe

揖釦J・(11)制調80，2-【剛a瑚 inclUled，
but輔 5'・f町ialll回国}町叫国5.(1VIu.，' cuc陶}

開・刷n“U町h圃1Ied. After 1 w棋 k，。叫y
諦so..2・wufOWld.
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100 r TsMi 28 Results of the prenaration of *S* from
degassed X a .
0.1 g of itnditted K a WM dimlTed in
S cm1 of HjO containing the carrier of
0-1.25 mmol. MS04

J" was reduced by
nascent H to H ^ S , which wit oxidized
in in aqueous solution of 10 ntM E) F«
(CN),-4mM ICjCOs to *S». The Utter
was extracted into benzene. Approxi-
mately 60% of MS in Kd, coiretpoad-
ing to the fraction of M S J O J 3 ' , could
be recovered, irrelevant to the amount
of the carrier.

10 20 30 " 70 80
Time of standing (hr)

Fig. 48 The change in the distribution of M S-tpeciei in
i tolution without carrien.
In a similar experiment to that of Fif. 47,
except for the absence of the curlers, the
change in the M S-apecies was more rapid.

Carrier
(mmole)

0
0.125
0.250
1.250

Distribution of *S-tpeci«t (ft)

benzene
extract

S9.2
69.4
57.1
60.8

reduction
mixture

2S.2
20.8
25.1
29.2

oxidation
sotatton

4.1
0,8

1.6
0.9

OMIT,

7.5
Fig.48

» 5 cm3

^ V
S)

7.4
»[35S] (Dtlif

cm3 ©ffiW*»lc»)l*t 5. c ©S
i 6 M

0.125mmol

y 0c ( I ) » * !) 0 A 10 mM - U t> ^ 4 mM
10cirf

Tabst 21 K&tJ: -j Ic-*S
T»bto2»

0.1 mmol i ©*S

M 

100 

80 
、p
星，

~60 
U 

邑
340 
m 
M 

20 

x 

a 

-，t 

1 0 20 30" 70 80 
Time of standi喝 (hrl

同.41 Thc chll¥le in lhe dillribullon of掴白，pecl田 In
a回 lutlonwllh回11c.四iell.
In • simi¥・rcxperimenl 10 lh.l of FiI. 47， 
excepl for Iho .b圃 ncoof Iho回刷011， the 
chln.e In tho 31 S唱poci同 WIImore rlpld. 

う乙とは.任意の比放射能の機織チオ硫酸塩あるいは元

3眠状硫黄が常に 60%内外の収皐で得られる乙とを示して

いる.

照射した塩化カリウムを燕留水および担体溶液IC::溶解

した溶液を空気に噂して貯蔵した場合の‘Sの各化学種

の経時変化を調べた.Fig.47は担体溶液中における変

化の様子を示す.緩慢なチオ硫酸塩の減少とは逆に亜硫

酸塩と硫酸塩の増加が見られる.これらの変化は Flg.48

IC::示すように担体を含まない溶液中布張速やかに進行し

た担体の有無にかかわらず週間後にはすべてのおS

が硫酸塩に変った.チオ礎自t.l.lの元素状硫黄への転換は

1時間以内IC::終了するので.乙の程度の酸化速度はまっ

たく陣害にならない.

7.4 標職チオ硫目白塩の還元による元素状硫

賞 (
358)の製造

照射した塩化カリウム 0.1gを125mmolまでのチオ

硫酸塩担体を含む50m3の担体溶液IC::溶解する.乙の溶

液を亜鉛末0.5冒と 6M塩酸の混合物に注いで.発生期

の水素により楓織チオ硫酸塩を硫(.3)化水素IC::還元す

る(7)発生した硫【.s)化水素を窒3眠気流でヘキサシア

ノ鉄(圃〉酸カリウム 10mM-炭酸カリウム 4mM水溶

液に導いて元素状硫黄〔揖s)に酸化する.乙れを 100m'

のベン・ぜンで抽出する.元来状硫黄門s)の収率は&.4
IC::記蛾した方法により求めた.

T・b胎ZlIC::示したように.担体量IC::無関係にほぼ60

%の一定の収率を示した.とれli標織チオ硫酸塩のフラ

クシーンに相当し.乙のフラクションを定量的に還元し

て元素状硫黄門s)として回収した乙とを示している.

O.lmmolのチオ硫厳塩担体と 6mCiの喧Sを含むO.lg
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TII蜘 21RJ聞Jltsofぬop皿'!lUltionof耳s"f，岡田
dee園田，dXα.
0.1， of imdlllod Kαw・d泊副開dIII
5 cm' of H，O∞-nlainUII也ecu訪erof 
0・1.25mmot掴 S04'-wu開du伺 dby
nuccnl H 10 H，甜S，wh恥hw圃 oKidlzed
泊四 .qu制閣息回Iutionof 10 mM 1[， Fo 
(CN).-4mMIC，CO，IO掴s・.T!IO lal旬r

wu extraclod inl四 bo皿e田 . App時魁・

ma凶y6~ of掴S恒1;0.曲目岬。-l1li-

泊畠拘 lhefraction of輔8，0，'-， c四 ld
bo開制帽四丸信時拘V四 110 tlIe .圃阻Dt
ofthec町討er.

8，0.:1- DiS制.butlonof輔S喝陣舗胴ゆ》

C町rier bonzeno Nd田tIOn 0姐.da劫岨
f:mmole) cxlracl IDIx側四 回抱凶帽

o 59.2 25.2 4.1 

0.125 69.4 20.8 0.' 

0.250 57.1 25.1 1.6 

1.250 60.8 29.2 0.9 

の塩化カリウムか。出郷すれば.比放射能約 30mCi

matom'lの元素状硫黄(.s)が得られる.全保作li1 

時間内IC::終了する.前.11:述べた磁厳【.8)塩の還元IC::

比較して.収串li劣るが.簡単な操作で短時間で帳了す

る特徴がある.製造の規模.製品の比放射能などの刷節

も容易である.

7.5 標職テオ硫酸塩の酸分解によるコロイ

ド状硫黄CS5S)の製遁

前項と同様にして得た塩化カリウムの水溶液IC::2Ma'
酸5om'を加える.発生するこ厳化硫貧戸S) li・.

流Ic::より3()om'の0.5M水厳化ナトリウム永雄被IC::.'

いて帳収させる.溶液中IC::析出した元業技硫黄f・S)を

途心分隠したのち，蒸留水で洗浄する.最後に湧.水中

IC::分散させて元来状硫黄門S)のコロイド糟波を縛る舗!

T・bll却にとの結果を示す.標.チオ硫厳纏のフラ

クションが60%であったとすると.・分解により得られ

る元素状硫黄伊s)の収率は理由歯的IC::lia%を白血えな

い.無担体では収率は 12.3%と低かったが:.0.125 mmol 

以上の担体を加えた場合にはおないし船長百の元来状硫

黄が回収できた.ζれ』ま.初IC::存在した豹10%O元索状

磁積〔揖s)が含まれているためと考えられる.収率は

低いがコロイド状硫黄門s)の鰻造法としての鱒属性

は大きな利点である.

コロイ F状硫黄門.'nをペンゼVに抽出したあごの

水層には.TI・b.・2・Ic::示すようtι.8および他抜置の

放射能はほとんど思められなかった.ζのととはコロイ

ド状硫黄門s)援晶の放射化学純度および放射性検橿

純度地塙いととを示している.

a%近い轟Sを氷・化ナトリウム水溶液に蔓硫厳塩 I

として見出した..・チオ硫・塩の厳分解により元.a
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Table 29 Results of the preparation of 3SS° by
the acid decomposition of "SJOJ 2 ".
5 cm3 of 2 M H2SO4 was added to an
aqueous KC1 solution prepared as
described in Table 28 to decompose
3SS2O3

2- to 35SO2 and ̂ S 0 , which was
centrifuged, washed and finally dis-
persed in boiling: H2O. With carrier
more than 0.125 mmol, 35-40% of B S
could be recovered as 3SSI>, which
corresponded to a half of the 3 s Sj0 3

J "
fraction (60%) plus the ' ' S 0 fraction
(10%) originally existed in KC1. The
remaining half (30%) of M S J O J J ~
could be collected in the NaOH solution

s,o,2-
Carrier

(mmole)

0

0.125
0.250
1.250

Distribution of 3sS-species (%)

Colloid

12.3
40.8

37.6
35.2

H,SO4

fraction

S0.7
3S.2

29.2
35.4

NiOH
fraction

29.0
24.0
27.4
28.4

Unextracted
fraction

0.2
0.0
0.0
0.0

8 Wit-35

8.1 nut's)'

8.1.1
: 0.5mmoUlmg(N»!*SO«)

" inner" i " outer" © 2 -3 ©KUlff #

7.6
Df#BltJtC35S) CDtliS—

8.1.2

Torr

1h 6035

•fe r-
2) JRR-2*fcliJKK-3Tl+'f

ffil) ? -

, r

(ift 12 H)

©NH

8.1.3
3) y SK#1, 100-

KfflffiLfc.

t . C
4)

mm+z.
©ISJS££L 5)

6)

7)
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τ岨陥29Results of tbe preparation of措 SOby 

tbe acid decomposition of揖S2032・.
5 cm3 of 2 M t12S0. W田 addedto an 
aqueous KO  回 lution prep町噂d 阻

described in Table 28 to decompo田
"S2032・ to"S02 and措 SO，wllicb'was 
centrifuged， wasbed 皿 d fmaJJy dis. 
pe目edin bo出nilH2 O. Witb carrier 
m町 e曲目 0.125mmol， 35-40% of揖 s
ω凶d be recovered回揖ダ， wbicb 

corresponded to・bufI)f tbe 措 S2 0• 2・

fraction (60%) plus tlle揮 SOfraction 

(10%) originaJJy exis~ed 泊 Kα. 羽田

R!maining balf (30%) of 揖 S20•2-
couJd be coUected in tbe NaOH回 lution
as揖 SO.2-.

S.03'・ Distribution of措 S句 ecl同開

Ca町ier H2SO. NaOH Unextracted 
(mmole) CoUoid fraction fraction fraction 

。 12.3 50.7 29.0 0.2 

0.125 40.8 35.2 24.0 0.0 

0.250 37.6 29.2 27.4 0.0 

1.250 35.2 35.4 28.4 0.0 

硫黄('58)と亜硫酸〔畠8)塩を同じ割合で得た乙とは.

チオ硫酸繰の“inner と“ou加r"の2つの硫黄原子が

"s 11:より均等に標識されている乙とを示している.

7.6 原子炉照射した塩化カリウムからの元

索状硫貧(358)の製造一一まとめ

塩化カリウムの原子炉照射により硫酸塩の形で製造さ

れている35Sを，ターゲットの塩化カリウム11:脱気など

の前処理を錨乙す乙とにより，元来状硫黄として回収す

る乙とを試みた.実験した幾つかの方法はいずれも元来

状硫黄門S)の生成には不充分であった.しかし3x 10-< 

Torrの減圧で脱気した塩化カリウムを照射後注意して

酸素を除いた状態で担体溶液11:溶解した場合11:.約 60%

がチオ硫酸塩である乙とを見出した.乙のような結果は

乙れまで‘の同種の研究では報告されていない.従来の研

究の報告か前処理法に比較して照射後処理法.その条件

などを詳細に記載していないので，正確な対比はできな

い地主本研究で実施した一貫した不活性雰囲気中におけ

る取扱いが特異な結果の原因のーっと考えられ-5.

脱気した塩化カリウムを照射じだ得た60%の撮繊チ

オ硫酸塩は.担体の存在下で亜鉛と塩酸から発生する発

生期の水素で定量的に硫〔畠S)化水素11:還元できた. c. 
れはへキサシアノ鉄〈園)駿カリウム溶液中11:導いて元素

状硫貧伊S)11:酸化し;た，元素状硫黄戸S)をベVゼン

に抽出した.乙の方法は元来状硫黄門S)の製造法とし

ては収率が60%と比絞的低い杭操作が鱒単な特徴が

ある.得られる元来状硫黄門S)の放射性被種純度およ

び放射化学純度ともに 99%以上である.担品の比放射

指

能は中性子東密度および照射時間も含めて照射量止担体

量を適当に調節する ζ とにより.自由に選..&~乙とができ

る.

標識チオ硫酸塩に担体を加えて畿で分解すると元来状

硫黄門S)を遊離する.乙れを遠心分降したのち湧.

水中に分散させるζとにより，コロイド状硫黄(.S)溶

液が得られる. ζの収率は標.チオ硫酸塩のフラクショ

ンの 112と元来状硫貧(35S)のフラクションの和.す

なわち約 40S彰である.乙の方法も高い収率は原理的11:

期待できないが.操作が簡単なととは大きな利点である.

標.チオ硫酸から元素状硫黄門S)およびコロイド状

硫黄〔‘S)を製造するマニュアルをそれぞれ'.1および

8.' r己記載した.

8 礎貨ー路線蟻無機化合物.追録作

a.t 硫酸 (IIIS)ナトリウム

'.1.1 製遣の規績と仕槍

iUl(‘S)ナトリウム結晶:0.5mmol. 71mg (Naz.SOο 
放射能量 65mCi

比放射能 100mCimmol-'以上

化学純度 :99%以上

放射化学純度99%以上

放射性核種純度:鈎%以上

8.1.2 原子炉照射

1)試薬特級塩化カザウム 1.0g注1)をはかりとり.ア

セトンで洗浄したアルミニウム製照射容器11:封入する

2) JRR-2またはJRR-3で lサイクル〈約 12日)

1 x 1O-l3cm-2s-1の熱中性子東密度で照射する注2)

注1)ターゲット量を変える場合は.操作4)から8)の

液量および操作3)の陽イオン交自民樹脂の量を欄節

する.51.( 蝿Sl ナトリウムの沈陵時IC~量化ナトリ

ウム趨度がZ!3MをEえないようにする.

注2)ζの照射で約65皿Ciのーsが生成する.比放射

能IC応じて照射量を増減する.

1.1.3 塩化カリウムのa化ナトリウムへの騒換

3)陽イオン交換樹脂〈ダイヤイオン SKU.1ω-
2∞メッシ....)を内径 lcmのカラム11:20cmの長さ

につめ.H+ー形にしておく.

4)照射した塩化カリウム 0.0g)を蒸留水 5cms に

溶解する.

5)乙の溶液をイオン交換樹脂カラム11:流す.

6)イオン交自民樹脂カラムを燕留水 10cmsで洗浄する.

流出擦は前項の流出液11:合せる.

7)試...a置の積債ナトリウム O.5M 水越液 lcmsを加
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8) , 2)
K

SH»+h'J'>ANa,S0,O71mg, 0.5 mmol

•ti.

. 8)

8.2.4 *<bS U 9A©*ft i l ( I )
7) , 100-

K-aft Cu l +-
8.1.4

9)

10)

8)
y>A*5«fcOftt'ffctMJ 9)

- A - (99.5 35) 120cm5 £j&D 10) 0.80 M * » * 1 cm*

KltMCn) CuSO, • 5H.0 200mg. 0.80mmol
. J5bJR«r«g®7K 5 cm3 i c *

8.2

8.2.2
i ) 8.1.2

8.2.3
2)

+ S.
3)
4)

5)
6)

<) •*> A 1.0 g

FeCl3 • 6H2O

8.2.6 «U»C*S]»(I) ffiitltiBC
11)

12)

mmi. 30 cm3©i 9 J ->vt?sa iRts .

8.2.1
ilitC®

5H8O)

JfcftWt

S]SSH : 0.80 mmol..

t : 65 mCi
6 : 50mCimmor'jy±

200 mg (CusSO
tt5)

3.3

8.3.1
Ĉ S) t h i J 9 A » » : 0.7 mmol. 88 mg

(Na»*SO,)
. : 35 mCi
: 50mCimmor1H±

8.3.2 * » © * *
I ) 4.3.1

2 ) if * t f ^(6). (?), (8) E 05 M *iMt^- h 'J «r A 50
cm3?rA*lS.

3 ) M*Of^(5)l^: 0.04 M imiti-1- "J *> A 50 cm J *A

nsai).
4)

56 

注 3)
える

d 

B)最初は 6M.ついでO.5M の水酸化ナトリウムで

正確に pH111:中和する.蒸留水で全量を 20cm3 11: 
注4)

薄める

注3)硫酸ナトリウムNa.SO.の71皿g.0.5mmolが加

えられる.低い比放射能を望む場合には適当に増加

する.逆11::比放射能を高めるために担体量を減らす

と額損硫酸塩の収寧の低下を招<.多少の収率の低

下を許容するならば30mgないし 20mgまで減ら

してもよい.

注4)中和の終点は pH7が望室 Lい.アルカリ側では水

酸化ナトリウムが共沈する恐れがある.

8.1.4 硫.(358)ナトリウムの沈殿と回収

9)無担体硫酸，担体硫酸ナトリウムおよび檀化ナトリ

ウムを含む水溶液20cm3を遠沈管11:移し， かきまぜ

ながら試薬特級エタノール(99.5 %) 120 cm' を加
注5)

える

10)沈般を遠心分躍する~沈殿を 5cm'のエタノールで

洗浄して再ひ'遠心分躍する.沈殿を蒸留水5cm' 11:溶

解したのち. 30cm3のエタノールで再沈殿する.沈

殿は 5cm3のエタノールで洗浄.遠心分睡したのち過

塩素酸マグネシウム上で乾燥する.

注5) 担Fの共沈が望ま1..<ない場合には，エタノール添

加の前11:試薬特級リン酸85mgを保持担体と Lて加

える.

8.2 硫酸〔担8)銅 (ll)

8.2.1 製造の親捜と仕織

硫酸〔銭S)偏結晶:0.80 mmol， 200mg (Cu35S0.・
5H20) 

放射能量 65mCi

比放射能 50mCimmol-J以上

化学純度 :99 ~匹以上

放射化学純度:99%以上

放射性核種純度:99%以上

8.2.2 原子炉照射

1)8.1.2 操作11:準ずる.

註 1)
8.2.3 器 Pの除去

2)照射した塩化カリウム1.0gを蒸留水5cm'11:溶解

する.

3)塩化鉄(1)FeCh・6H20約 30mgを加える.

4)薄い水島町化カリウム水溶液を適下し， pHを0.711:
注2)

する

5)水酸化鉄の抗搬を遠心分隠する.
注3)

6)上ie液を薄い塩厳で凶14.0にする

注1)碕園陸("S】餅(11)を栂織亜硫酸塩の製造原料11::使
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局する栂合は，置Pの存在はまったく陣容にならな

いので.ζの操作は省略L.2)から1)の操作11::

移る.

注2)pHを7以上にすると，担Pの除去が不完全になる

恐れがある.

注3)pHが高いと. 8)の操作でα11+ー形陽イオン交

倹樹脂カラム11::流したときに.カラム内Il::*_化働

が沈殿γる.

'.2.4 塩化カリヲムの塩化鋼(J)への躯換

7)栂イオン交換樹脂(ダイヤイオン SK.1. 1∞ー

2∞メッシ.:0.)を内径 lcmのカラム11:ZOcmの長さ

につめ， Cul+ー形にしておく.

8}操作 6)の溶液を流す.

9)イオン交鏡樹脂カラムを..水JOcm'で洗再Fす-o.
il出波は前項のil出液と合せる. 止 邑

1の賦調E特自量破陵鋼(1)O.80M水溶液 1cm'を苅氏

蕪留水で金量を2Ocm'II:薄める.

注4)51厳鋼(D)CuSO.・ 5H.O 200 l1li. 0.80 mmol 

が加えられる.・.1.3項注3).照.

1.2.5 硫厳(.s)鋼(1)のit臓と固4R

11)操作 10)の溶液を遠沈管11:移し.かきまぜながら

99.5%エタノール(試業特級) 120cm'を加える..
注5)

低4時間放置する

12)沈殿を遠心分権する.沈殿を 5cm3のエタノールで

洗浄して再度遠心分躍する.tむ殿を 5cm'の蒸留水11:

溶解し 30cm3のエタノールで再沈殿する.沈殿を5

cm3のエタノールで洗浄したのち，過塩素酸マグ卓シ

ウム上で乾保する.

注目担体"がiOOmg以下の場合は沈殿の完結11::時聞が

かかり， 24時間放置する.

9.3 蓋磁霞(3118)ナトリウム

8.3.1 銀遣の鍵慢と仕様

亜硫酸(35S)ナトリウム溶液 0.7mmol. 88 mg 

(Nat.SO.) 

放射能量 35mCi

比放射能:印 mCimmol-1以上

化学純度 :99 S彰以上(水酸化ナトリウムを除く〉

放射化学純度:初%以上

放射性核種純度 :99%以上

1.3.2 装置の事備

1) 4.3.111:述べた装置を準備する.

2)摘集びん(6).(7)， (8) 11: 0.5 M 水酸化ナトリウム 50

cm3を入れる.

3)捕集びん(5)11:O.ωM水酸化ナトリウム 50cm'を入
注1)

れる

4)磁製ポート 11:硫酸〔‘S)鋼(1)(比放射能50mCi
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mmor'fiU:) £iftl80mg

£1)

ft 2 ) C fflJt»«l6*««ll C *3) * h 'J
8.4.3

2)

8.3.3 «EM(*s:iM!(l)
5) H#n

«• 25 cm'

6) H^^

A 20 mM *«*20cm3
y t

3)
20 cm3 £ Aft 4 . ft£©«JK0^lc: 0.3 M ft It * K

* J;
7 ) 200

4 ) SiEttK 0.031 M « » * * #
100 mCi

fcfeH^n y f (4)*«|*CW/(5). (6)K tf-^3C(I)-aty
5)

8) 800 TCIC 20 »M«%. » » « * ^ 7 t - 4 . 6)
9 ) flfiHO%(5)©Si(ESI Ĉ S} ;h M •> A — r !) # y *

. ?*•**««•«•*•*.

7) 300*0 IC»L fc6 t - * -

8)

8.3.4 n<*ER»(*S)4-HJ9AC!>ltit 3 mm&t.
8.3.2

SO 80 » * * y -
8.3.3

MJ 9)

. fi!

5 .

8.4

8.4.1

ffi6)

mg
! mg ** :»>»5

8.4.2 8.5

t" U—:? -

2)

3)

4)

: 0.25matom, 80
SnCls • 2 H : 0 mg

: 6mCi
: 20mCimatom-1JH±
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mmol-'以上)を約 180mgをはかりとり注2) 石英

管内11:挿入する.

注I)硫厳("S)銅(nlの1.4倍当量の水酸化ナトリワ

ムを含むようにする.ただし O.OOIM以下では捕集

効却をが低下するので， ζれ以下にはしない.

注2)C:の比放射能が亜硫酸[轟S)ナトリウム製品の比放

射能になるので.適当IC:選ぶ.また観造量IC:応じて

硫厳("S)銅(nlの量も加擁する.

8.3.3 硫雌(358)鋼 (1)の自色分解

5)三方コック (4)を捕集ぴん(5)，(6)1c:合せ.室棄を毎

分 25cm3の速さで5分間流す.

6)三方コ・yタ(41を捕集びん(7).(8)1<:合せ.J.l・棄を流し

たまま電気炉の温度を上げる.

7) 200"Cに逮したら三方コック(41を捕集びん(5).(日IC:

合せ， 800 "cまで昇温する.

8) 800 "Clc: 20分間保ち，熱分解を完了する.

9)捕集ぴん仰の亜硫酸(35S)ナトリウムーアリカリ水
注目

溶液を董付きびんに移す

注3)溶液中の亜硫厳("5)イオンは迎やかに空気によ

り酸化される.したが勺て.できるだけ空気との接

触を断ち.待..'C:貯蔵する.

1.3.4 園体豆硫陵[畠S)ナトリウムの阻遺

8.3.2 操作3)の捕集液Ic:同じ水面量化ナトリウム温

度の8(1%エヲノール溶液を使用する.

8.3.3 操作8)を終了後.亜塩酸(35S)ナトリウム

沈殿を遠心分際する.エヲノール20cm'で洗浄後.製

品は減圧デシケーヲ中で過塩素酸7 グネシウムで乾燥す

る.

8.4 元素状硫黄(358)一硫檀(
358)塩の還元

8.4.1 製造の規模と仕樽

元素状硫黄(35S) ベンゼン溶液 0.03matom. 1 

mg 

比放射能: 30∞ mC泊latom-'以上

化学純度:99%以上

放射化学純度:99%以上

放射性核種純度:99 $匹以上

8.4.2 スズ(1)ー強リン・還元剤の周恩

1)平底フラスコに試薬特級リン厳をとり.表面の空気

をアスピレーヲーで吸引しながら 3∞"Clc:遺するまで
注J)

加熱脱水する

2)乾燥器中で室温Ic:冷却したのち.強りン酸 1∞ gIc: 

対し:塩化スズ(!l)SnCI， . 2 HzO 40 gを加える.

3)損作1)と同じ装置で窒素を吹きつ貯ながら再び
注2)

3∞"Clc:速するまで加熱する
注ω

4)フラスコのまま乾爆器中Ic:保存する

注1lC:の操作で強リン酸が縄られる.

g 

注司}水および担化水業が隊かれる.ζζ までの像作で約

6時開宴する.

注3)数ヶ月は安定に保存できる.

8.4.3 ・置の穆備とa・ ("8)塩の還元

1)・.21c:記蛾した装置を用意する.

2)ヘキサシアノ鉄(1)厳カリウム 5mMー炭伽32
ム20mM水溶液2Ocm'を最初の吸吹びんに入れ事;

3) 2番目の吸収びんに O.5M水酸化ナトリウム水溶液

20cm3を入れる.最後の吸収びんに O.3M酢.カド

ミウム水溶液2∞ cm'を入れる.
注S)

4)反応槽Ic:0.031 M硫酸水素カリウム水溶液1cr:r1 a:....". 
z注的1∞ mCiの無但体硫酸を含む水溶液 1cm1a:.VI'.およ

ぴスズ (11)ー強リン酸還元剤3O cm~を加える
注7)

5)反応槽Ic:窒素を毎分2Ocm'の速さで流す
接的

6) 5分後Ic:加熱を開始する. 1時間か砂て 300"Clc:昇

温する.

7)ωo "c Ic:遣したらヒ-~-電源を切り， 10:分間竃

棄を減したままにしておく.

8 )最初の吸収びんを取外し.試旗持恨のベンゼン 10

cm'を加え 10分間ふりまぜる.水槽は拾てる.構

留水5cm・を加えてベンゼン熔械を洗浄する.!lI;浄は

3回線返す.
住骨)

9)創品ベンゼン棲液を創品びんに移す

注41 200 mlの硫黄に相当する硫[圃5，化水素まで吸収

する能力がある.

注5)1 mgの硫慣に相当する.加える水槽液置は Icm' 
をEえないζとが盟まLい.硫酸水素カリウムは溶

解度が比般的大きいので，大置の担体を加える際に

都合がよい.

注6)加える水溶液量は lc皿・をζえないζとが宣ましい.

注7)数百ミリグラム担体〈硫黄として〉まで処理する能

カがある.粘度が高<.装置の摺合せ節分，c:付着さ

せないように注意を要する.

注8)~純物として混入している厳業を除〈ため.ピロガ

ロール溶肢をとおしてお<. 

注9) I mgあたり数ミリキ aリーといった低い比放射能

の元来状硫黄("5)は結晶にする. C:の嶋合には

Eの搭被を蕪発して結a.賞(.5)を得る.凍結

乾蝿法を利用すると.せん維状ではあるが.捲線IC:

椿げやすい結晶が得られる.

8.5 元素扶硫賞〔畠8)-棟破チオ硫酸植の

還元

1.1.唱 魁遣の鍵慎と仕樽

元来状硫黄(358)ベンゼン培技 0.25matom. 80 

mg 

放射能量 6mCi

比放射能 20mCimatom-1以上

化学純度 :99%以上

放射化学純度 :99%以上
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f U

8.B.2

l )

2)

3)

8.S.3

8.5.4
4)

5)

640 mg

&. 2 )

8.5.5
7) 8.4.
8)

9)
io)

11)

12)

^, 3 x 10"4 Torr BIT®

5H8O

K 0.25 matom ffl«tltrt<& 4*t5 .

tt3)
9)

8.6

8.6.1 Stit<D*l«<!:(±tt
8.5.1

8.8.2

8.1.3
8.1.

8.6.4

2)
-

3)

i 6 M
4)

^^ic^L. 2
ffil) 8.6.4

8.3.2

(MffiEft)

m 

放射性核種純度:99%以上

1.6.2 ターゲットの前処理

1)試薬特級塩化カリウムJ.Ogを石英アンプルにはか

りとる.

2)アンプルを真空系につなぎ， 3 x 10-0 Torr以下の

減圧に 6時間保つ.

3)アンプルをそのまま椿封する.

8.6.3 原子炉照射

1.1.2操作に準ずる.

注1)
8.6.4 照射後処理の準備

4)窒素で内部雰囲気を置換できるグロープボックスを

周意する.以下の操作はすべて乙の中で行う.

5)ガラス蒸留器で2回蒸留した燕留水Ii::， ピロガロー

ル溶液をとおして酸素を除いた窒素を流して溶存酸素

を除く.以下の操作はすべて乙の水を使用する.

6) ・賦íI特級チオ硫酸ナトリウム NaI8~O，・ 5H ，O

640mgを水 1∞cm3'1::溶解する注2)

注 1) Cの節の健作はすべて創造作農の直前/1:行う.

注2)担体溶液5cm'll: 0.26 matomの硫貨が含まれる.

製造の規模/1:応じて地aーする.

8.6.6 棟儲テオ硫厳纏の還元
注ω

7) 8.4.311::準じて装置を準備する

8)照射した塩化カリウムを含む石英アンプルを開封し.

塩化カリウムを 5cm3の担体溶液11::溶解する.

9)反応槽11::亜鉛粉末0.5gと6M塩酸5cm3を加える.

10)反応摘に塩化カリウム水溶液を移す.

11)反応槽11::酸素を除いた窒素を流し.発生する硫(
358)

注4)
化水棄を吸収びんに送って吸収させる

12) 20分周乙の状態に保ったのち.吸収びんを取りは

JAERI1273 

ずし.試薬特級ベンゼンlOcm3を加えて 10分間ふり

まぜる.水層を捨てる.蒸留水5cmlを加えてベンゼ
注5)

ン溶液を洗浄する.洗浄を3回繰返す

注:3)加納li必要と Lない.

注4) 9)から 12)までの録作は手早く行う.

注5)Cの操作はグロープポッヲス外で行ってよい.

8.6 コロイド状硫黄(
358)

1.8.1 製造の規槙と仕4・
1.5.111::準ずる.

1.・.2 ターゲットの前処理

1.5.211::噂ずる.

1...3 原子炉照射

1.1.211::噂ずる.

1.8.4 療機チオ硫陣泡の分解

1)照射した温化カリウム 0.1gを含む石英アジプルを

欄封し.塩化カリウムを5cm3の担体溶液 (il:1) 11:: 
溶解する注2)

2) 2M硫厳5cm3を加える.書粛を流して発生す .'5

二酸化続賞円引を吸収びんに暑いて吸収させる.

3) 10分間との状態に置いたのち.遊園Eした元素状硫

黄門8)を遠心分雌する.母液を捨て，穂留水5an3で

沈殿を洗浄する.さらに 2回洗浄を鰻返す.

4)元素状硫黄〔‘8)の沈般を IOcm3の水で三角フラ

スコに移し，2・3分間沸膚させる.

注 1)'.&.4録作6).照
注2)'.3.2 11:増じた二酸化硫黄【ーS)吸収系を用意

しておし

〈相指正和)



JAEKI 1273

V • 4V5 HS

35S

fc.

C T-SE11 Ci & 0, « * 5 Ci

te.
SSD t h ';

y -m fc.
-> fc**, c cT?I**x(I) - y

mma.

*s

*!©7K*fc.fc

t". C

* *

"s

«EC"SJ

JAERI 1273 

v.結

原子炉で中性子照射した塩化カリウムからキA リー量

のおSを定常的11:製造する乙とを目標11:，その技術配発

を行った.塩化カリウムの中性子照射により生成す・5
358と副反応により同時に生議する 32pの量的関係を原

子炉内の中性子エネルギーの分布との関連で評価したの

ち， .!2pの除去も考慮した無担体.8を回収する照射後

処理法として，陰イオン交換分隊法と陽イオン交換分障

法とを研究した.陰イオン交換分隊法では.分雌操作を

能率よく進めるために，照射済み塩化カリウムの漉厚水

溶液11:エタノールを加えて大郎分の塩化物を沈殿除去す

る前処理技術を開発した.陽イオン交換分雌法では.‘s
(無但体硫酸)と 32p(無担体リン酸〉を舎か水溶液を

Fe3+-形陽イオン交換樹脂伎に流して32pを選択的11:般

着除去する技術を開発した.どちらの方法も製品の品質.

収率などの点では優劣つけがた〈満足すべきものであっ

た.定常製造法としては，操作がより簡単な陽イオン交

換分雌法を採用した.

定常製造にはグロープボックスを主体とした製造施股

を建設し， ζの中11:ガラス製の製造装置を組込んだ.ζ

乙で毎回 1Ci余り，最大5Ci11:遣する製造を過去10年

余にわたり毎年実施して.乙の間常11:予定した仕織を充

分に満足する製品を製造してきた.また施股や装置の運

転も順調で.製造作業に支障をきたすような故障.ある

いは放射線事故は一件もなかった.

.8は無担体硫酸以外にも，さまざまな無機あるいは

有機標識化合物として利用されている.有機根自民化合物

の合成にはまた蟻つかの.8標蹴無機化合物が出発物質

として重要である.乙のような.8標自民無楊化合物は通

常無担体硫酸の形で製造したお81C担体を加えたのち化

学形を転換して得ている.ζの研究では，一旦無担体で

分権製造した‘811:担体を加えて化学形を転換する手聞を

省き，原子炉で中性子照射した塩化カリウムから直鏡若子

の.8標厳無機化合物を製造する乙とを試みた.対象に

は二三の硫酸温.亜硫酸ナトリウム.および元来状硫黄

を選んだ.硫酸円5)塩の製造では.目的の塩を含む水

溶液11:エタノールを加えてその溶解度を低下させるζと

により硫酸(.8)塩を沈殿として回収する方法を開発し

た.ζのようにして製造した硫酸戸8)嗣(1)の熱分"

により亜硫酸門前ナトりウムを製造する技術を閲覧し

a 

悟

た.元素状硫黄門8)の製造は.従来法と同じ〈碕.

(.S)の還元によったが，乙乙ではスズ(1)ーリン.

による新しい還元法を導入した.

乙れまでに述べた.8根織無峨化合物の製造では，塩

素の核反応と引続〈物理的化学的過濯を経て碕・塩の形

で安定化した358から出発している.との研究では， .8 

を硫酸塩よりも原子価が低い硫黄の化学醤，たとえば夏

硫酸塩.元素状硫黄，あるいは硫化物などとして回収す

るEとを試みた.'1ーゲットの塩化カリウムの取銀いと

照射後処理を注意して酸素を除去した雰囲気中で行うと

とlEdE，従来のζの祖の研究の結果と異なり.ーsの約

60形をチオ硫酸塩として得た.ζのチオー量破塩を婚生

期の水素により硫[揖s)化水*'1:還元して元索状碕.

("'8)を製造し.また敵で分解して=ロイド状.賞円'5)

を得た.

キA リー量の放射性同位体の定常剣道では食会の維持

が第ーであるが， .8のような放射性同位体の鰻遣では

品質の安定したものを傾布計画11:従唱で製造供給する.

いわゆる安定供給も欠く ζとのできない要件である.ζ

のような観点から，乙C.11:開発した・s.造伎術は施股，

装置.照射後処理工程など全体的にその実用性が充分に

実証されたといえる.現在は園内の.sの金需要を満た

している.

35s担u農無機化合物製造技術の開発では.原子炉照射

した塩化カリウム中に硫酸塩の形で生成した‘Sを直接

標自民硫酸塩として回収する，全体的に工程あるいは揖作

を単純化した方法や.議烈な反応を選貯1.:磁〔‘s)化水

素への還元法，あるいは二酸化硫黄門別の発生法など

新しい安全な様織技術を確立した.特iこ真空中で前処理

した塩化カリウム中の禄織チオ硫酸培の生成は.硫[耳目

化水素への辺元を容易にするのみならずL学衛的にも興

味ある現象である.

"sの大量定常製造技術の確立に続いて，二三の通事率

的な.8様織無機化合物の合成技術を開発した.原子炉

で製造するいわゆる一次製晶に加えてとのような標織化

合物の創造供給は.放射性同位体の利用の促進に役立つ.

今後も新技術の開発を逼じてζの面の発足を畿砂るζと

が必要であるう.

(四方英治}
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