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クロミック色素とシンチレータを組み合わせた新規クロミック線量計

京都工芸繊維大学大学院材料創製化学専攻　 岩田貴斗,土田颯人
京都工芸繊維大学材料化学系　 木梨憲司∗

There is currently a demand for personal radiation ex-
posure monitors that are small, lightweight, flexible,
battery-free, and provide a simple (visible) indication
of exposure level. Since 2014, we have proposed novel
dosimeters consisting of a chromic dye, scintillator
particles, (and photo-acid generator), and polymeric resin.
The chromic dosimeters are categorized into reversible
and irreversible dosimeters based on their component:
three-components composite system corresponding to the
reversible (thermally unstable) chromic dosimeter, and
four-components composite system corresponding to the
irreversible (thermally stable) chromic dosimeter system.
This article shows the mechanisms for these chromic
dosimeters. The proposed new chromic dosimeters should
be able to substitute for traditional wearable individual
radiation dose monitoring devices.

Keywords: photochromism, halochromism, chromic
dosimeter, spiropyran, fluoran

1 はじめに

放射線は見えない，聞こえない，匂いもなく五感で
感知できないやっかいな性質を持ち，また大量に被ば
くすると甚大な健康被害をもたらす非常に危険な物質
粒子と電磁波である．特に，宇宙空間や廃炉現場のよ
うな放射線漏洩地域といった作業環境では，高線量の
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放射線があらゆる方向から降り注いでいるため，現場
の宇宙飛行士や作業員はその全てを避けることは不可
能である．そのため被ばく線量を計測し，個人単位で
管理することが重要である．被ばく線量を計測する機
器はさまざま知られている．しかし，長時間の過酷環
境下での作業では，身に着けているのが気にならない
ぐらい小型かつ軽量でなければ，個人線量計としては
不適切であると思われる．また，電力を要する携帯型
電子線量計の場合，内蔵しているバッテリーの寿命，
振動または衝撃に対する脆弱さの問題で長期間の動作
保証が難しいという問題点もある．さらに現在最も普
及している蛍光ガラス線量計では，線量を知るには専
用の読み取り装置が必要であり，即時に線量を知るこ
とができないという大きな欠点がある．それを解決す
るには既存の測定装置とは異なり，放射線量の評価が
直感的に確認できる新しいシステムが必要であると考
えられる．
そこで我々は専用の測定装置を必要とせず，変色度

Figure 1. Schematic representations of the
proposed dosimeter color charts (left). Three-
and four-components composite systems (right).
Left figures correspond to right figures.
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と線量のカラーチャート（Fig. 1, left）を用いること
でその場で線量を確認できる線量計の提案を行ってい
る．我々の提案する線量計は，外部刺激により発色す
る機能性材料であるクロミック色素を用いて，その色
変化から放射線量の評価をすることができる．
本稿では，クロミック色素とシンチレータ（および

光酸発生剤）の組み合わせで放射線（X線または γ線）
を可視化し，さらにその色度差から線量評価が可能な
「新しいクロミック線量計」について紹介する．

2 クロミズム

クロミズムは，物質の光物性が外部刺激により可逆
的に変化する現象であり，このクロミズムを示す物質
のことをクロミック材料と呼ぶ．多くの場合，このク
ロミズムは分子の構造変化に伴った π電子軌道や d電
子軌道の電子状態が変化することにより誘起される．
クロミズムを誘起する外部刺激としては，熱，光，電
気，pH，溶媒和，圧力，溶媒蒸気などが知られており，
熱によって誘起される現象を「サーモクロミズム」，光
を「フォトクロミズム」，電気を「エレクトロクロミズ
ム」，pHを「ハロクロミズム（またはアシディクロミ
ズム）」，溶媒和を「ソルバトクロミズム」，圧力を「ピ
エゾクロミズム」，溶媒蒸気を「ベイポクロミズム」と
呼ぶ．
本稿では, フォトクロミズムとハロクロミズムを用

いたクロミック線量計について解説する．

3 クロミック線量計

クロミック線量計とは，クロミック色素の色変化か
ら放射線量を見積もることができる放射線インジケー
ターとしても有効な新たな線量計である．我々は，今
までに，その色変化が可逆的な 3成分系からなる熱不
安定型クロミック線量計1)と不可逆的な 4成分系から
なる熱安定型クロミック線量計を報告している．熱不
安定型クロミック線量計は，フォトクロミック色素，
無機（または有機）シンチレータ，および母材として
の高分子樹脂の 3成分，熱安定型クロミック線量計は，
ハロクロミック色素，無機（または有機）シンチレー
タ，高分子樹脂の 3成分に光酸発生剤を加えた 4成分
から構成される高分子複合材料である（Fig. 1, right）．
これらのクロミック線量計は，色変化によりその場で
線量評価を簡単に行うことができるため，特別な知識
を必要とせず誰でも扱うことが出来るという特徴を持
つ．さらに，バッテリーを必要とせず振動衝撃に対し
ても耐性があり，仮に割れたり欠けたりしたとしても

Figure 2. Structures and photochromic reac-
tions of photochromic dyes: spiropyrans (top),
azobenzenes (middle), and diarylethene (bot-
tom)1).

色変化やその性能には影響を及ぼさないため過酷環境
でも使用が可能である．さらに，クロミック線量計の
最大の特徴は，それぞれの原料が比較的安価であるこ
と，および特に高分子樹脂を母材として用いており，
その重量比は 70 %（少なくとも 20 %）を占める．ま
た，その形状も高分子樹脂由来の材料であるためフィ
ルム状，繊維状または不織布状に形成加工することが
可能である．

3.1 フォトクロミズム

フォトクロミズムは，「単一の化学種が光の作用によ
り分子量を変えることなく吸収スペクトルの異なる二
つの状態間を可逆的に異性化する現象」と定義される．
特に光の作用により色の異なる二つの状態を可逆的に
生成する有機色素のことをフォトクロミック色素と呼
ぶ．これらは色のみならず屈折率，誘電率，酸化還元
電位が可逆的に変化することから光記録をはじめとし
て調光材料，表示材料，ホログラムへの応用研究が行
われている．代表的なフォトクロミック色素を Fig. 2
に示す2)．このうちスピロピランおよびアゾベンゼン
（Fig. 2, top and middle）は，光照射により生成した異性
体（着色体）が，熱的に不安定で熱により元に戻る T
（thermalの略）型フォトクロミック色素として知られ
ている．一方，この着色体が熱的に安定で異なる波長
の光でしか元に戻らない P（photoの略）型フォトクロ
ミック色素があり，ジアリールエテン（Fig. 2, bottom）
が特に知られている．また，これらの色素のほとんど
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Figure 3. Structures and halochromic reac-
tions of halochromic dyes: fluorans (top), diazos
(middle), and phthalides (bottom)3,4).

は，300 nmから 400 nmの近紫外線で感光する．ここ
では，3 例のフォトクロミック色素を取り上げたが，
これら以外にも様々な種類と豊富な誘導体が開発され
ており，選択できる色の幅は無数に存在することを付
け加えておきたい．

3.2 ハロクロミズム

ハロクロミズムは，pHの変化により吸収スペクトル
が変化する現象である．この pH変化により色が変わ
る物質をハロクロミック色素（pH指示薬）と呼ぶ．ハ
ロクロミック色素の色変化は，系内に存在する水素イ
オン（プロトン酸）または水酸化物イオンとの結合に
より π共役系や電子雲の領域が変化することで起き，
吸光度が可視光領域で変化するために我々の目には色
が変化したように見える．現在，ハロクロミック色素
は，様々な発色を有する化合物が開発され，化学構造
もフルオラン系，フタリド系，ジアゾ系，フェノチア
ジン系，フェノキサジン系，ローダミンラクタム系，
スピロピラン系，トリフェニルメタン系など多岐にわ
たるものが提案されている．代表的なハロクロミック
色素を Fig. 3 に示す3, 4)．このうちフルオラン系色素
（Fig. 3, top）は，ラクトン環の開裂により発色し，ジア
ゾ系色素は，水素の付加・脱離によって色変化が生じ
る（Fig. 3, middle）．また，フタリド系色素は，ラクト
ン環の開裂に次いで水素の付加・脱離反応が起き，2段
階で発色する（Fig. 3, bottom）．ここでも，3例のハロ
クロミック色素を取り上げたが，これら以外にも様々
な種類と誘導体が開発されている．このハロクロミッ

Figure 4. Absorption spectra of a toluene solu-
tion of spiropyran dye (6-nitro BIPS) before and
after UV irradiation. The inset showing pho-
tographs of the solution before (left) and after
(right) UV light irradiation5).

ク色素の重要な特徴として，フォトクロミック色素に
は無い黒色が含まれていることを強調しておきたい．

4 材料

4.1 スピロピラン

スピロピラン類（Fig. 2, top）は種類が豊富で安価な
ことや光感受性が高いことから最も有名なフォトクロ
ミック色素の一つとして多くの研究がなされている．
一つの原子が二つの環構造に共有されるとき，その原
子をスピロ原子と呼ぶ．スピロピランは二つのヘテロ
環部分が sp3スピロ炭素原子（2,2’）を通じて互いに結
合した構造を有する．このスピロ炭素原子には窒素原
子および酸素原子が結合している．左右の共役環構造
がスピロ炭素を境にして分断されているためスピロピ
ラン色素は無色であるが，紫外光を照射すると構造中
のスピロ炭素–酸素（C–O）結合が開裂，続いて立体構
造の再配置が起こりスピロピランは平面構造をとる．
開環したスピロピランは電荷分離した双性イオン構造
であるフォトメロシアニン（PMC）型をとり，左右の
共役系が広がる．そのためスピロピランは紫外光照射
により鮮やかに呈色される（Fig. 4）．しかし PMC 型
は安定ではないため，可視光照射において速やかに，
または温度上昇によりゆっくりと，もしくはその両方
により閉環反応が引き起こされ，秒から分単位で無色
の閉環異性体のスピロピラン（SP）型へ戻る5)．した
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Figure 5. Absorption spectra of an acetone so-
lution of halochromic dye (Black305) before
and after acidification. The inset showing pho-
tographs of the solution before (left) and after
(right) acidification.

がって，スピロピラン色素は，安価，発色が良い，熱
可逆性という特徴を有している．

4.2 フルオラン

ハロクロミズムを示すクロミック材料の一つとして
フルオラン色素が知られている（Fig. 3, top）．フルオ
ラン色素は，安価な感熱記録用紙用発色剤として実用
化されている色素であり，ロイコ色素という分類の代
表としてよく知られている．このフルオラン色素は，
構造中にキサンテンとラクトンを含んでおり，環部が
スピロ炭素を通じて互いに結合した構造を有する．こ
のスピロ炭素原子にはラクトン環中の酸素原子も結合
している．このスピロ炭素原子がキサンテンとラクト
ンの共役系を分断しているためフルオラン色素は無色
である．しかし，周囲にプロトン酸が存在すると，ラ
クトン環の C–O 結合が開裂して立体構造の再配置が
起こる．開環したフルオラン色素は，共役系の広がり
によって可視領域に新たな吸収が生じる．そのためフ
ルオラン色素は鮮やかに呈色する．一般に黒色色調は
数種の色素を組み合わせて得られるが，発色後のフル
オラン色素は，補色関係にある二つの同程度の強さの
吸収ピークを可視領域に持つため色素単体で黒色を
発現できるという特徴を持つ（Fig. 5）．また，この反
応は，プロトン酸の脱離が起こらない限り元の無色の
状態に戻らないため基本的に不可逆反応である．した
がって，フルオラン色素は，安価，プロトン酸による

Figure 6. X-ray excited optical lumines-
cence (XEOL) spectra of BaFCl : Eu2+ and
YAP:Ce12).

呈色，発色が良い，不可逆性（プロトン酸の脱離がな
い場合）という特徴を有している．

4.3 シンチレータ

シンチレータとは，α 線，β 線，γ 線，X 線等の電
離性放射線を照射されたときに原子が励起され，発光
する物質である．すなわち，放射線を紫外光から可視
光に変換して放出する発光物質である．シンチレータ
には，主に固体シンチレータと液体シンチレータがあ
り，ヨウ化ナトリウム（NaI），ヨウ化セシウム（CsI），
硫化亜鉛（ZnS）などは固体シンチレータに分類され，
さらにその中でも無機シンチレータに分類される．ま
た，アントラセンやナフタレンなどの有機結晶も電離
性放射線により発光するため有機シンチレータと呼ば
れる．
我々は，無機シンチレータとしてユーロピウム賦活
塩化フッ化バリウム（BaFCl : Eu2+）およびセリウム
賦活三酸化アルミニウムイットリウム（YAP:Ce）を
選択し，BaFCl:Eu2+ を熱不安定型クロミック線量計，
YAP:Ce を熱安定型クロミック線量計に用いた．それ
ぞれの無機シンチレータは，室温でX線励起（0.154 nm,
Cu Kα）を行うと，紫外領域に極大を有する発光を示
す（Fig. 6）．BaFCl:Eu2+ における Eu2+ イオンが発す
る発光は，価電子の状態およびホスト格子の状態に強
く依存する．381 nm に見られる発光ピークは，Eu2+

の 4f65d1(2eg)状態から 4f7(8S7/2)基底状態への電子遷
移に起因する6)．また，YAP:Ceにおける Ceイオンが
発する発光ピーク（375 nm）は Ceイオンの 5f(2F5/2)状
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Figure 7. (a) Photo-acid generation reaction
and (b) absorption spectrum of MBTT.

態から 4d(2F7/2) 基底状態への電子遷移に起因する7)．
したがって，これらの発光は，高分子複合材料中のス
ピロピラン色素や光酸発生剤の吸収帯と重なりがあれ
ば，スピロピラン色素については PMC型に光異性化
を誘起し，一方，光酸発生剤については，プロトン酸
の生成反応を誘起することが可能である．

4.4 光酸発生剤

光酸発生剤は，光の照射によりプロトン酸を発生す
る化合物である．この光酸発生剤は，光硬化性塗料，
光接着剤，半導体製造用フォトレジストなどに幅広く
使用されており，その中には光二量化のような逐次反
応を利用するものから, 光ラジカル重合のような連鎖
反応を利用するものまで範囲も広く, その用途によっ
ていろいろな反応が利用できる．近年では，紫外光よ
りも安全かつ光源も安価な可視光（380 nm–780 nm）の
領域において吸収を示すものが多い．
光酸発生剤の一つである 2-(4-methoxy styryl)-4,6-

bis-(trichloromethyl)-1,3,5-triazine (MBTT)は，UV照射
により励起され，ラジカル分解および水素引き抜き反
応によりプロトン酸を生成する（Fig. 7a）8)．この光酸
発生剤は，375 nmに吸収極大波長を有する（Fig. 7b）．
この吸収帯は，前述のシンチレータの発光波長と重
なっていることが望ましく，熱安定型クロミック線量

Figure 8. Schematic illustration of mechanism
for thermally unstable chromic dosimeter based
on three-components composite system.

計（4成分系）の性能を大きく左右する．

5 熱不安定型クロミック線量計

熱不安定型クロミック線量計として，我々は，フォ
トクロミック色素にスピロピラン色素として 1’,3’,3’-
trimethyl-6-nitrospiro[1(2H)-benzopyran-2,2’-indoline]
(1,3,3-trimethylindolino-6’-nitrobenzopyrylospiran, 6-ni-
tro BIPS)，無機シンチレータに BaFCl:Eu2+，高分子
樹脂にポリスチレン（PS）を採用している．その色
変化の原理は非常にシンプルである（Fig. 8）．放射線
（X線または γ線）が高分子複合材料中の BaFCl:Eu2+

に吸収され，吸収エネルギーの一部を紫外線発光に変
換する．変換された紫外線は，SP型（無色）の 6-nitro
BIPS に吸収され光異性化を誘起し，PMC 型（青色）
が得られ，結果として放射線照射領域が吸収線量に対
して指数関数的に青く呈色し，その色変化は 0.1 Gyか
ら目視可能である（Fig. 9）．また，この変色機構は複
雑な光物理化学過程が逐次的に進行していると考えら
れるため，各過程の変換効率の制御で必要に応じた感
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Figure 9. Dose response curve for a ther-
mally unstable chromic dosimeter based on 6-
nitro BIPS/BaFCl:Eu2+/PS composite film un-
der X-ray exposure12). Photographs showing the
color change of the thermally unstable chromic
dosimeter under X-ray exposure.

度が得られる．変換効率を大きく分類すると放射線吸
収効率（AR），蛍光量子収率（ΦF），紫外線吸収効率
（AU），光反応量子収率（ΦP）と考えられ，この 6-nitro
BIPS/BaFCl:Eu2+/PS を用いた熱不安定型クロミック
線量計の場合では，AR = 16.2 %，AU = 73.5 %，ΦF =

78.8 %，ΦP = 37.8 %である．また，この呈色領域は室
温で放置すると数分で元の無色へと戻るため繰り返し
使用が可能である．熱不安定型クロミック線量計の作
製法や反応メカニズムの詳細については，K. Kinashi
と K. Asaiらの研究報告9–12) を参照して頂きたい．

6 熱安定型クロミック線量計

熱安定型クロミック線量計として，我々は，
ハロクロミック色素にフルオラン色素として
2-(pheny-lamino)-6-(dipentylamino)-3-methylspiro[9H-
xanthene-9,3’-phthalide] (Black305)，無機シンチレー
タに YAP:Ce，光酸発生剤に 2-(4-methoxystyryl)-4,6-
bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine (MBTT)，高分子樹脂
にポリスチレン（PS）を採用している．その色変化の
原理は，熱不安定型クロミック線量計の原理に光酸
発生剤を加えた機構である（Fig. 10）．すなわち放射
線（X 線または γ 線）が高分子複合材料中の YAP:Ce

Figure 10. Schematic illustration of mecha-
nism for thermally stable chromic dosimeter
based on four-components composite system.

に吸収され，吸収エネルギーの一部を紫外線発光に
変換する．変換された紫外線は，ポリスチレン中の
MBTT が吸収し光酸生成反応が起こり，プロトン酸
を生成する．この生成されたプロトン酸は，拡散し
て Black305と結合し，ラクトン環が開裂し，黒色に
呈色する．結果として放射線照射領域が吸収線量に応
じて黒く呈色し，その色変化は 20 Gyから目視可能で
ある（Fig. 11）．この変色機構も複雑な光物理化学過
程とプロトン酸の拡散が逐次的に進行していると考え
られるため，各過程の変換効率や拡散係数の制御で
必要に応じた感度が得られるであろう．また，この
呈色領域は，室温から 90 ◦C の範囲でもプロトン酸
の脱離が起こらないため色変化を保持することが可
能である．さらに，この色変化は双次関数的に増加
する特徴があることがわかっているため，低線量領
域において色変化と吸収線量の間で直線性が得られ
る．Black305/YAP:Ce/MBTT/PS を用いた熱安定型ク
ロミック線量計の場合，0 Gy から 53 Gy の範囲で直
線性が見られるため吸収線量の定量化が可能である．
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Figure 11. Dose response curve for a ther-
mally stable chromic dosimeter based on
Black305/YAP:Ce/MBTT/PS composite film
under X-ray exposure. Photographs showing
the color change of the thermally stable chromic
dosimeter under X-ray exposure.

7 まとめ・今後の展望

本稿では，熱不安定型と熱安定型クロミック線量計
について紹介し，その構成材料の役割について解説し
た．熱不安定型クロミック線量計は，3成分で構成さ
れるため変色機構がシンプルであり指数関数的に変色
し高感度である．また，変色部は熱的に退色するため
繰り返し使用が可能である．熱安定型クロミック線量
計は，4成分で構成されるため変色機構はやや複雑で
あり，双次関数的に変色し低感度である．しかし熱的
に退色しないため定量化が可能である．
最後に，クロミック線量計の性能は，高分子複合材

料を構成する材料の組み合わせ，組成，および形状に
よって決まり，これらの要素を制御することによって
様々な用途に応用可能である．本稿を通じてクロミッ
ク線量計に関する研究者人口が増え，我が国の放射線
や放射性物質のリスクマネジメントに対してクロミッ
ク線量計が貢献できる日が早く来ることを期待する．
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