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【作品解説】（第 56 回科学技術週間パンフレットより引⽤）
Ｘ線で光る宝⽯と岩塩
電⼦にエネルギーを与えて光の速さ程度にする装置を電⼦加速器といい、⾮常
に強いＸ線を出すことができます。Ｘ線とは、レントゲン教授が発⾒した、波
⻑がたいへん短く、エネルギーがとても⾼い、⽬には⾒えないといわれる光で
す。許可を得て、表１に⽰す様々な宝⽯や岩塩に電⼦加速器の電⼦から放射さ
れたＸ線を写真の右側から当ててみました。すると期待していた宝⽯や岩塩が
光り輝きました。これらは原⽯の表⾯から散らばる光ではなく、磨いた表⾯か
ら反射する光でもありません。Ｘ線からエネルギーを⼀旦受け取った結果とし
て内側から放たれる固有な⾊の光です。写真で紹介している光は「蛍光」と呼
ばれ、Ｘ線を当てている間に出て来るものです。いくつかの宝⽯ではＸ線を当
てるのを⽌めてからも暫く光り続ける「燐光」も⾒ることができました。写真
にある⽩い⼩さな斑点は「散乱Ｘ線」によるもので、パネル最下段中央の写真
にはＸ線の通り道が弱く⻘く写りました。
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表１

宝⽯と岩塩の名称や産地

蛋⽩⽯

蛍⽯

鋼⽟

（ブラックオパール）

（フローライト）

（ルビー）

オーストラリア産

アメリカ産

ブラジル産

⽅解⽯

桃⾊の岩塩

琥珀

（カルサイト）

（ロックソルト）パキスタン

（ブルーアンバー）

メキシコ産

産⼜はインド産

インドネシア産

マンガン⽅解⽯

尖晶⽯

⽩鉛鉱

（マンガニーズカルサイト）

（スピネル）

（セルーサイト）

中国産

パキスタン産

モロッコ産

ハックマン⽯

透明⽯膏

⿊⾊の岩塩

（ハックマナイト）

（セレナイト）

（ロックソルト）パキスタン

アフガニスタン産

カナダ産

産⼜はインド産

