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宇宙線の水利科学的応用

一一雪量 ・土壌水分の測定一一

小玉正弘

まえがき

基礎科学としての宇宙線研究は，近時，いろいろな分野への応用という面から注目

されている。その 1つに水利科学的応用があり，雪量や土嬢水分の誤u定に利用され

る。雪量測定法の代表的なものとしては，コバルト 60などの人工放射線物質からのガ

ンマ線の積雪による吸収を利用したものυ と，土嬢中に含まれる自然放射性物質から

のガンマ線の同じ性質を別用したものU とがある，しかしながら，前者では放射線源

の取扱い上の問題，後者では浪u定方法自身の複雑さのため，ともに一般的利用にまで

は至っていないのが現状である。しかも どちらの場合でも，ガンマ線の積雪による吸

収の度合がきわめて急速であることから，実際に測定可能の最大雪量はせいぜい lm

（水換算値）までという根本的な欠陥があるぺ

ここに紹介する宇宙線雪量計は，ガンマ線の吸収の代りに，宇宙線中性子の吸収を

利用したものである心的。 これは上記難点、を解消するばかりでなく， 他の方法では得

られない利点を持っている。

本稿では，宇宙線雪量計の特性，観測結果などについて述べるとともに，土嬢水分

の測定など他の水利科学的応用例についても紹介し，よって環境科学に対する宇宙線

の役割の一端を明らかにしたい。

1. 宇宙線とはなにか

雪量言十について述べる前に，おそらく本誌読者には恩II染みの薄いであろう「宇宙

線」について簡単に解説しておこう。

宇宙線とは地球の外から常時降り注いでいる自然、放射線のことで，その大部分は水
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素原子の原子核つまり陽子であり，残りはそれより重い各種原子の原子核である。最

も特徴的なことはそのエネルギーが桁違いに大きいことで，サイクロトロンなどの人

工粒子加速器で得られるエネルギーにくらべて， 1010倍にも達するものがある。

このような超高エネルギーの放射線が宇宙のどこで生産され，どのような過程を経

て地球にまで到達したかについては，現在なお謎に包まれたままである。ともかくこ

のような放射線が昼夜の別なし地球上のどこにでも，ほとんど一定の強さで間断な

く降り注いでいる事実を指摘しておく。

とはいっても，陽子自身が直接地表面にまで到達することはきわめて稀れである。

なぜならば，地球は厚い空気層に固まれているので，陽子はこれとの原子核相互作用

を通して 2次的に発生した各種粒子に変換されてしまうからである。大気外の 1次宇

宙線に対して，これらを2次宇宙線と呼ぶが，その発生の様子を模式的に示すと第1

図のようになる。

2次宇宙線には，中間子，中性子，電子，光子などの各種粒子が含まれ，それぞれ

の強さは，地球上の場所，地上からの高度，エネルギーの各々に対して異なった値を

示す。例えば，中間子強度は毎分 lcm＇あたり 1個程度， 雪量計に利用される中性子

強度ではその100分の 1ぐらいである。 またその世界的分布は第2図に見るように赤

道地方で極小，両極地方で極大となるべそのエネルギースベクトルは第3図のよう

第1図 1次宇宙線（陽子）から 2次字宙線（中間子，

中性子など）が発生する様子

？ 
π。， πま：パイ中間子

μ土 ：ミュー中間子

N, n ：中性子

P, P ：陽子

供 ：電子

r ：ガンマ線

にはぽエネルギーのベ

キ乗に比例する形とな

る九高度に対する依

存性はかなり大きく，

成分ごとの高度変化が

第4図に示されるへ

高度3,000mでの中性

子強度は地上にくらべ

約l桁大きくなる。こ

のことは一般に積雪が

山岳地帯に多いことを

考えれば，宇宙線を利

用した雪量測定にとっ

” で有利な要素となる。

帆 宇宙線の強さは以上

のような変化の他に，

時間的に多少変動す

る。その最も大きいの



21 小玉：宇宙線の水利科学的応用

60 

30 

。

第2図 宇宙線強度の世界分布を示す等高線，印度洋での最大と，両極地方

での最小との差は，中性子成分で70%程度
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第4図宇宙線各成分強度の高度による変化 は気圧変動によるものである。気圧

10-•" 
0 500 1000 

大気中の深さ (g/cm') 

e :lOMeV以上の±電子

μ ：μ中間子

は大気の重さ，したがって質量に比

例した量なので， 2次宇宙線がそこ

を通過する割合は，気圧に逆比例す

ることになる。その程度は，中性子

の場合 lmbの気圧変化に対して 1

%以下である。 1次宇宙線自身も時

間変化するが，特別の場合を除けば

0.1%以下で，ほとんど一定と考え

てよい。

雪量などの測定に宇宙線を利用し

ようとする場合に重要なことは，

a.世界中のどこにおいても宇宙

線は簡単に検出できること

b.その量は常時ほとんど一定な

自然、放射線であること

の他tこ，

c.各種異なる 2次宇宙線成分の

中から，測定対象に最適な成分

を任意に選ぶことができること

である。人工放射線源や原子炉などで扱われる放射線にくらべれば，通常はバックグ

ラウンドとして全く無視してよい程度の量しかない宇宙線が，人体に及ぼす影響など

p : 400MeV以上のプロトン

α ：α粒子

L : Li, Be, Bの原子核

皆無であることはいうまでもない。

2. 宇宙線を利用した雪量測定の原理と方法

第4図に示した宇宙線各種成分の高度効果からわかるように，大気圧つまり水lOm

相当の物質層を通過することによって，中間子量は当初の約 1/10，中性子量は約 1/

1,000に減衰する。一方，実際の雪量は水換算で5m以下と見なされるので，宇宙線

の減衰量から雪量を推定するには，中間子よりも減衰率の大きい中性子の方が適して

いる。しかも空気中とは違って水中では，中性子の減速効率がきわめてよいので，中

性子量の減衰はさらに大きくなり，したがってよりよい精度で雪量を決定できること

になる。

水による中性子量の減衰が大きいといっても，ガンマ線のそれにくらべればかなり

小さい。第5図は水深約30cmまでの両者の減衰の様子を比較したものであるべ減衰

率が小さいことは，それだけより深い水深つまり雪量まで測定可能ということを意味



する。第5図の中性子量と水深，

つまり積雪量との相互関係には，

測定場所，積雪層密度の垂直分布

などによる誤差は一切入ってこな

い。また，逆に，測定によって積

雪状態そのものを乱すようなこと

も一切ない。したがって中性子量

の減衰度から求めた雪量は，測定

点における積雪相当水量の絶対値

を正確に与える。ただその決定の ~ 
精度は，宇宙線入射がある有限な ~ 
不規則到来信号であることによる

統計誤差に左右される。

中性子を検出するには 10BF，計

数管を利用するのが最も簡単かっ

安定性がある。これは，

'0B+n01→7Li十＇He・・・( 1) 
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第5図水による宇宙線中性子強度の減衰特

性， μは吸収係数
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なる原子核反応によって生じたへ

リウム＇Heの大きな電荷を電気的信号として取り出す中性子検出器である。ただ中性

子no＇が側素＇＂ Bに捕獲される確率は中性子の速度vの逆数に比例するので， パラフ

ィンなどの中性子減速材で上記計数管を囲む必要がある。その厚さいかんによって，

検出される中性子のエネルギー範囲が異なってくる。第6図はその様子を示すもの

第6図 パラフィンの厚さによる中性子検出効率のエネルギー

依存性の変化
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第7図中性子モニターの構造
x 

X-Y I 

~ 鉛

CJパラ フィン

カドミウム（0.5mm)

A，増幅器

（注〕 中心太線内をA型，全体をws型と名付ける。

二二£20

で，パラフィン層が厚いほど高エネルギー領域に移っていくへ このエネルギーレス

ポンスがほぼ水平に近いのは，それが第3図のエネルギースベクトルと，捕獲確率

l/v法則との積によ ってきまるからである。

エネルギーレスポンスをさらに高くするには，鉛などの中性子増殖材で囲む方法を

とる，パラフィン，鉛，計数管を適当に組み合せたものを，一般に中性子モニターと

呼んでいる。第7図はその一例である10）。つまりそニターのデザインいかんによっ

て，ほぼどのエネルギー範囲の宇宙線中性子を測ることになるかが決まる。エネノレギ

第8図 宇宙線雪量計による雪量観測法

〔有線方式〕

←ブル~ 
Yンサ 記録計＂ー

〔無線方式〕

k，、長ご二品目

ーが異なれば，当然水による減衰率も

異なってくる。第5図にはその一例が

示される。

雪量測定にどのようなモニターが最

適であるかは，積雪量と要求される雪

量決定精度とに依存する。簡単にいえ

ば，積雪量の大きい場合には高エネル

ギー中性子を，浅い積雪を精度良く襖ij

りたいとなれば低エネルギー中性子を

検出する方がよい。

実際の測定方法は第8図に示され

る。モニタ一部が地表面すれすれに埋

設され，信号ケーブルによって記録部

に連結される。したがって地表面上へ



の露出物は皆無である。測 第9図 宇宙線計数Nとその標準偏差 σ，測定時間

定の対象となる積雪サンプ 3者聞の相互関係

ルは，ほぼ，モニターを中 10 

心に少なくとも最大積雪深

hを半径とする円領域なの

で，その面積は平坦地であ

ることが望まれる。傾斜地

の場合には，宇宙線の天頂

角分布のために，雪量推定

上若干の補正が必要とな

る。

モニターからの信号は不

規則到来の電気パノレスで中

性子 1個の入射に対し 1個

のパルスを発生する。これ

を単位時間ごとに積算する

ことにより ，計数値Nを得たとする。

その時±1/../"N×100%だけの統計誤

差 σがつく。 Nとσとの関係は測定時

間によって第9図のように変化する。

したがって測定時間が長い程，あるい

は山岳観測とか高感度モニターによっ

てN自身が大きい程，宇宙線量はより

正確に決まる。

。

標
準
偏
差
（
%
）

3. 宇宙線積雪計による雪量決定の

精度

前述したように，宇宙線雪量計の原

理は宇宙線中性子の第5図に示した特

性を利用したものなので，雪量すなわ

ち図の横軸値決定の精度は，縦軸値す

なわち中性子量の測定誤差 σの大きさ

に左右される。 σを小さくするには，

第9図でわかるとおり，なんらかの方

法でNを大きくする他はない。大型あ
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るいは高感度のモニタ ーを使うとか，モニタ一個数を増やすとか，高地で観測すると

かしてNの絶対量を上げる。または，単位時間あたりのNは同じであるから，測定時

間をn倍に伸ばせば， σは1/-v'n倍と小さくなる。その代り時間的分解能は悪、くな

る。

雪量が増加するとNは減少し，したがって σが大となって雪量の絶対誤差σ却は増

加する。しかし実用的にはその時の雪量wに対する相対誤布 σ却／wの方が扱い易い

だろう。第10図は N=lO・の場合における雪量測定の誤差を示すものである。ガンマ

線の場合にくらベ，宇宙線雪量計は大雪量に対してその能力を発揮するものであるこ

とがわかるであろう。

N=lO＇という値は， 現在実用になっているモニターで，海面高度でほぼ1日あた

り得られる計数である。複数個モニターか，山岳地観測によってこの計数を増すこと

ができれば， 1日以内の雪量変化についても言及することができょう。

統計誤差以外による計数の変動の中で最も大きいのは気圧変動に基づくものであ

る。その変化率Pは約1%/lmbなので， 実際には 20%ぐらいの計数変化をもたら

す。したがって気圧値を用いてこの変化分を補正した方がよいが，雪量が大きいほど

Pは小さくなる（約30cm水深の雪量下で1/2となる）ので， 場合によっては気圧補正

第11図 新井市における雪量観測結果 を必要としない。 1次宇宙

線自身の毎日の変動は，特

別の現象を除けば 1%以下

であるので，積雪による変

化量にくらべて無視して差

支えない。
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4. 宇宙線雪量計による

雷量観測結果

第5図，第10図に示した

宇宙線中性子の水による減

衰特性はいわば実験室内の

ものであるので，これが実

用になるかどうかを実際の

積雪下での観測をとおして

確かめる必要がある。それ

には本雪量計による観測結

果を，他の方法，例えば採

雲試験による雪量と比較す
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新井市における積雪層の垂直断面構造
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奥只見における雪量観測結果第13図
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るのが便利である。この目的のため，新潟県の新井市および奥只見ダムで行なわれた

観測について述べる。

第11図は新井市での観測例で，最大雪量は水換算で、約80cmである。積雪の努断試験

によって積雪密度の深さ分布を調べ，これから求めた雪量と宇宙線雪量計による値と

の一致はきわめてよい。積雪構造は第12図に見るように複雑かつ時間的変化が大きい

が，本雪量計はこのような積雪内部構造の変化には全く関係なく，常にその地点での

MAY APR MAR FEB 

(1-t) 白丸はコアーサンプラーによる笑測他。

JAN 1977 OEC 
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相当水量の絶対値を与えることがわかる。

さらに深い積雪下での観測例は第13図に示されるω。これは水換算 2m近い雪量ま

で，ほぼ3%以内の誤差で推定された。比較データとしてはコアーサンプラーによる

値が示しであるが， 同じく両者の一致はよい。若干の食い違いは，むしろコアーサン

プラーによる採雪場所の違いによると考えた方がよい。

第11図，第13図とも 1日1点の観測値で，気圧補正ずみである。この補正をしない

場合における雪量推定値の狂いは， 80cm,で±8cm., 180c皿で土gem,以下である。ただし

ここで、用いた中性子モニターは古いタイプのA型（第7図参照）であり，現在はこれ

がさらに改良されて 2倍近く測定精度が向上している。しかしここに示された程度の

精度でも，例えば積雪を水資源として考えるような場合には十分であると思われる。

5. 実用測著書としての宇宙線雪量計

宇宙線雪量計が雪量モニタリングとして実用になり得るかどうかは，性能の安定

性，維持の難易性，経済性などに依存するであろう。以下それぞれについて考察す

る。

宇宙線雪量計は中性子を検出するセンサ一部と，これからの信号を記録する記録部

とから成る。両者は現段階では有線で結合されているが，より広い用途のためには無

線方式が望ましいので，現在一部の現場で試験観測を実施している。

センサ一部は中心となる BF，計数管，それに負荷する約 3KVの高圧電源とパルス

増幅器で構成される。この計数管の寿命は半永久的でしかも低温度に強く，－50°Cぐ

らいまでは特性に全く変化はない。 電子回路部はー20°cまでの耐低温用に設計され，

消費電力は合わせて約 15V×30mAである。 3年間の使用実績では，融雪期における

ー部浸水事故の他には一切トラブルは起こらなかった。

記録部はセンサーからの不規則パルス数を単位時間あたり合計して記録すればよい

が，実際にはいろいろの方式を適当に選ぶことができる。最も簡単にはパノレスを階段

波形に変換する方法で12），これなら既存の風力計とか雨量計用の自記ドラム方式がそ

のまま使えるの記録計の運転，データ処理まで自動化するには，パルス数を計数した

のち，積算値を雪量に換算して自動印字する方式となる。以上2つはお互いに両極端

のケースで，中間段階は任意に選択できる。

実用化する上で好ましいのは，記録部は，単体としてよりも，例えば雨量計などと

切替え方式にするとか，他の一連の淑u器の一部として総合観測システムの中に組み込

むかであろう。とくにロボット雨量計のテレメータ系は，原理的に本雪量計用にも使

用できるものなので，汎用化への道は広いと思われる。



(1) 土壌水分計

土壌中の含水量がと事れだけある

か，降雨や降雪に際してどのよう

に変化していくかは，水力ダム管

理，河川土木，農業土木など他方

面から要望されている重要な水利

情報である。水分に敏感に反応す 中

る宇宙線中性子は，雪量計とほぼ ＇／~ 

同じ原理でこの目的のために利用 出 。。ー

6. その他の水利科学的応用

これまで述べた雪量計は水資源

開発への宇宙線の応用例である

が，他にもこのような水利科学に

関係した応用が考えられる。これ

らはまだいずれも試験段階ではあ

るが，近い将来，実用化への見通

しが立てられるであろう。

できる。ただ，センサ一部は地表

面直下ではなくて，ある程度の深

さまで埋めこむ。その深さは，得

たいと思う含水量がどこの深さで

あるかに依存する。当然その深さ

には限界がある。なぜなら土壌物

質自身による中性子の減衰が大き

すぎると，統計精度が低下して含

水量変化を識別できなくなるから

である。もちろんそれには中性子

のエネルギーが関係してくる。計

算によれば，中性子量の含水量

による変化率は第14図のようにな

る日〉。つまり水分計として最も効

率的なのは，地表から15cm以上の

深さで， 0.2～0.5eV領域の緩中

小玉・宇宙線の水利科学的応用 29 

第14園地表面上下における宇宙線中性子の

分布。中性子エネルギー，土嬢含水量

による変化を示す。
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第15図 宇宙線による土嬢含水量測定のー例

（東京板橋）
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性子を利用する方法である。

第15図に最近行なっている観

測の一例を示す。この場合，セ

ンサーは地下30cmに設置してあ

るが，降雨のたびごとに中性子

量が低下し，その後徐々に侠復

している。つまり含水量が低下

してし、く様子が読みとれる。異

なったデザインのセンサーによ

る，異なった深さでの同時観測

が行なわれれば，土壌含水量の

垂直分布などさらに有益な情報

が得られるであろう。あらかじ

I~言。め河川堤防内にセンサーを埋設
8 JJ 

しておけば，堤防の安全管理に

も役立つだろう。

(2）波長 ・潮汐計

これはむしろ海洋学的応用に属するものであるが，海洋の潮汐や波長の連続測定に

宇宙線が利用できる。ただしこの場合は水量が積雪などにくらべて桁ちがいに大きし、

ので，中性子よりも減衰率の小さい中間子を利用する方がよい。測定方法は中間子用

センサーを海岸近くの海底に固定しておくだけでよく，潮汐，波長による水量変化を

中間子量の変化として促える。

第16図 宇宙線による潮汐観測の一例
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〔注〉 ム印は既存潮汐計による測定結果．
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第16図は西ドイツで行なわれ 第17図宇宙線で測定された波浪スペグトル

た潮汐観測の一例で，既存潮汐

計による結果とよく一致してい

る。また，第17図はその周期解

析から求めた波長測定の結果

で，波長と波高との関係がわか

る。いずれの場合も，センサー

をどれだけの深さの海底に設置

するかがポイントで，第16, 17 

図の結果は7m水深での測定に

よるものである 1(）。

(3) 水位計

水による宇宙線の直接吸収を

利用した以上の応用例に対し，

間接吸収を利用することもでき OJ Q2 D.J tu 05 

るかもしれない。陸上と違って 周期（C/S)

水上では，字宙線中性子の減速効率が良く，そのためエネルギーが下がって散乱吸収

の確率がふえる。このため水面上の中性子量は，一般に陸上でのそれより少ない。そ

の差は水面の面積や，水面からの高さに関係してくるが，乗鞍岳での試験観測では水

面上で、20%前後減の値を得た。この性質をうまく利用すれば，水位変化を追跡するこ

とも可能であろう。

また， 6の（1）の土壌水分にも反応することになるので，別タイ プの水分計にもなり

得る。第11図の観測例では， 4月初めの積雪が消滅した時点で，中性子量は降雪前の

値よりなお40%ほど低下していた。以後土壌の乾燥とともに 1週間ぐらいで元に復帰

している。地上から高さ 4mの地点に設置されたセンサーは，この時約10%の低下に

過ぎず，水位変化に反応していることがわかる。

おわりに

宇宙線雪量計を始めとして，なんらかの形で水に関係した宇宙線応用学の一端を紹

介した。実用化への可能性の大きいものから，まだ原理的段階のものまでいろいろ含

まれている。ここに述べなかったさらに新しい応用例もあるかもしれないし，逆に期

待はずれの結果に終ることもあるかもしれない。いずれにしても宇宙線の応用上共通

していえることは，

1. 測定したい対象の状態を全く乱さないで，そのままの姿で捉えることができ
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る。

2. その遠隔連続モニタリングが可能である。

3. 観測上，管理上の安全性が常に保障されている。

の3点であろう。これらの特長は，目的によっては，統計精度の不十分さからくる宇

宙線利用上の唯一の難点を十分に補って余りあるであろう。

最後に強調しておきたいことは，この種の応用学は宇宙線に関する基礎的学問研究

の積み重ねがあってこそ成り立ち得るということである。逆に，応用学が基礎研究の

進展に貢献することもあろう。その意味で，両者は常に車の両輪であることを忘れな

いでおきたい。
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