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・試 験 名：平成28年度第5回放射能クロスチェック

・試験対象：懸濁物質

・試験項目：セシウム-134及びセシウム-137

・申込受付：平成28年8月8日～8月31日

・試料配付：平成28年10月3日

・結果報告期限：平成28年10月31日

（１）概要
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（２）配布試料

平成28年度 第5回放射能クロスチェック報告書 抜粋

２.懸濁試料の分析法

懸濁物質を含む試料は、時間と共に懸濁

物質が沈降する。

このため、振盪混合しても測定中に懸濁

物質が沈降し、正しい測定ができない。

そこで、ゲル化剤を使用した懸濁物質の

沈降防止対策を実施するか、若しくは濾過

により懸濁物質を分離し、懸濁物質と液相

を個別に測定する方法が考えられる。
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2-1.試料調製方法その１ 濾過法

平成28年度 第5回放射能クロスチェック報告書 抜粋

2-2.試料調製方法その２ ゲル化法

平成28年度 第5回放射能クロスチェック報告書 抜粋
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３.ゲル化法の検討

懸濁物質のゲル化剤であるが、ポリアクリル酸
ナトリウム、キサンタンガム、寒天等が考えられる。

当社ではポリアクリル酸ナトリウム及びと寒天を
使った検討を実施した。

（１）ポリアクリル酸ナトリウムでの検討
試料への添加量、添加方法、混合方法等の

条件検討を実施した。

（２）寒天での検討
標準ガンマ体積線源を自作するときに使用する

ことがあり、使用実績を踏まえた検討を実施した。

（１）ポリアクリル酸ナトリウムでの検討
ａ．混合方法

ポリアクリル酸ナトリウムは粉体であり、その吸湿性
から一度に添加した場合、ダマとなって均質に溶解し
ないことを確認した。均質混合のため、100mLのポリ
ビンに分取し、ポリアクリル酸ナトリウムを添加後に強
く振盪し、その後U-8容器に移す方法を用いた。

振盪
（均質混合）

ポリアクリル酸ナトリウム

配付された試料

100mLポリビン U-8容器
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ｂ．添加量
ゲル化剤を多く添加すると気泡の混入等が起こる

ため、できるだけ添加量が少ないことが望ましい。
しかしながら、添加量が少なすぎるとゲル化が不

十分となり、測定中に沈降が起こることになる。
そこで、添加量と変化させた実験を行った。

ポリアクリル酸ナトリウムを0.3g、0.4g、0.8gと添加
量を変化させた試料を調製し、測定を行った。

（２）寒天での検討
ａ．混合方法と添加量

寒天は水の沸点温度近くにならないと溶解しない
ため、80～90℃に試料を加熱してから添加した。
試料をU-8容器に移し、80～90℃の湯浴下におい

て寒天1gを添加、攪拌溶解させた。
常温まで放冷し、固化後に粉砕均質混合した。

放冷

寒天

配付された試料

U-8容器

湯浴
（攪拌溶解）

均質
混合
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４．クロスチェックの評価結果

平成28年度 第5回放射能クロスチェック報告書 抜粋

５．ゲル化法による分析結果

Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137

ゲル化剤 添加量(g)※ 測定時期 測定時間(秒) 濃度 ± 計数誤差 濃度 ± 計数誤差 濃度 ± 計数誤差 濃度 ± 計数誤差

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 0.3 調製後直ぐ 10000 19.8 ± 1.4 116 ± 3 ± ± ←沈降

0.4 調製後直ぐ 10000 ± ± 25.1 ± 1.5 152 ± 3 ←沈降

0.8 調製後直ぐ 40000 12.2 ± 0.6 69.8 ± 1.1 15.0 ± 0.6 87.4 ± 1.2

0.8 1週間後 40000 16.5 ± 0.6 98.7 ± 1.3 20.9 ± 0.6 130 ± 1 ←沈降

寒天 1 調製後直ぐ 40000 12.2 ± 0.6 72.4 ± 1.1 16.1 ± 0.7 90.1 ± 1.3

Cs-134 Cs-137 Cs-134 Cs-137

濃度 ± 四分位数 濃度 ± 四分位数 濃度 ± 四分位数 濃度 ± 四分位数

12.7 ± 2.3 71.0 ± 9.0 15.5 ± 2.3 87.4 ± 10.4

※供試料90gに対する添加量

中央値

試料１ 試料２
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６．考察

（１）ポリアクリル酸ナトリウムによる方法
① 添加量0.3g、0.4gでは測定時間途中において

懸濁物質の沈降が始まるため、正しい測定がで
きない。

② 添加量0.8gでは測定時間途中での懸濁物質
の沈降は認められなかったが、一週間放置する
と沈降による濃度変化が見られた。

（２）寒天による方法
① 寒天は一度固化してしまえば懸濁物質の沈降

は起こらない。
② 試料の加熱処理が必要であり、固化するまで

に懸濁物質が沈降するため、固化後にクラッシュ
させて混合し直す必要がある。

（１）ポリアクリル酸ナトリウムによる方法
少量添加では懸濁物質の沈降を食い止めることは

できない。ある程度の量を加えることにより、一定期間
（測定中）の沈降を抑えることができる。さらに添加量
を増やせば長時間測定にも十分に耐えることができる
と考えるが、添加量を増やすとダマになる部分が増え
るため、それを防ぐための対策が必要となる。

（２）寒天による方法
懸濁物質等の沈降成分がない試料、すなわち水溶

液等においては有効である。しかし、沈降成分が存在
するときは、固化するまでの時間に沈降が起こるため、
一度固まったものを再度粉砕しなければならないため、
非常に面倒である。このため、最適方法とは言い難い。

７．評価
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８．再検討の実施

ゲル化法の時間安定性を調査するため、
クロスチェックとは別に独自の検討を行った。

土壌試料に含まれる放射性セシウムを
塩酸により抽出し、溶出液を作製した。

溶出液とゼオライトを分散させた水を混合
し、クロスチェックを模した試料を作製した。

底質 30 g （Cs-137：総量347±3Bq） ゼオライト 50g   

測定

不検出

加熱

蒸発濃縮 攪拌

放冷 放置 （1時間）

濾過 （５B濾紙） デカンテーション

洗浄 上澄み液 残渣

濾液 濾紙 残渣

測定 測定 測定

327 Bq ±3 15 Bq ±1 28 Bq ±1

←Cs 10mg

no
中和 Fe(OH)3↓ <1000Bq/kg

濾過 （５B濾紙） yes
←純水 廃棄

洗浄

濾液 沈殿

測定 測定

287 Bq ±3 8 Bq ±1

混合

振盪機 2時間

調製終了

← HCl(1+1)

←水道水

←純水

←NaOH

（１）．実験用試料の調製
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（２）懸濁物質の沈降と見かけ濃度変化

ゼオライトの沈降により、見かけ濃度が上昇する。

250

270

290

310

330

350

370

7/3 12:00 7/4 0:00 7/4 12:00 7/5 0:00 7/5 12:00 7/6 0:00

懸濁試料中のCs-137濃度の経時変化
Cs-137

KANSO自作試料による実験結果

平均濃度：332±19 Bq/kg
計算濃度：205± 2 Bq/kg

試料2000mLポリビン 100mLポリビン

激しく振盪 風袋重量秤量

100mLポリビン
肩口まで素早く分取（2000mL内の固液比が変化しないうちに分取）

秤       量 （試料量を記録） A

ポリアクリル酸ナトリウム（ゲル化剤） 試料量100gに対して2gを一度に添加

秤       量 （試料量を記録） B

激しく振盪 （均質になるまで）

溶       解

秤       量 （試料量を記録） C

分取してU-8容器 高さ50mmまで入れる

秤       量 （試料量を記録） D

測       定

（３）．ゲル化剤を一度に添加
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ポリアクリル酸ナトリウムを一度に全部添加すると、溶液中に
ゼラチン状の大きな塊（ダマ）ができ、懸濁物質を固定できない。

このため、ゲル化しないときと同様に懸濁物質の沈降が起きる。

   ゲル化が不完全な状態（大きなダマができる）であるため、全体としての粘度が

低下し、ゼオライトの沈降により、見かけ濃度が上昇する。

150
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ゲル化不完全時のCs-137濃度の経時変化
Cs-137

平均濃度：271±28 Bq/kg
計算濃度：205± 2 Bq/kg

KANSO自作試料による実験結果

試料2000mLポリビン 100mLポリビン

激しく振盪 風袋重量秤量

100mLポリビン
肩口まで素早く分取（2000mL内の固液比が変化しないうちに分取）

秤       量 （試料量を記録） A

ポリアクリル酸ナトリウム（ゲル化剤） 試料量100gに対して0.2gずつ、合計2g添加

激しく振盪 （均質になるまで）

溶       解

秤       量 （試料量を記録） B

激しく振盪 （均質になるまで）

秤       量 （試料量を記録） C

分取してU-8容器 高さ50mmまで入れる

秤       量 （試料量を記録） D

測       定

（４）．ゲル化剤を徐々に添加
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ゲル化剤の水への添加

ゲル化剤を水に少量添加すると、膜のように広がる。
この状態で振盪混合するのが良い。
膜が張った状態から更に添加すると、膜の上にゲル化剤の塊ができる。
この塊ができると溶かすのは難しく、少量ずつの添加が好ましい。

   ゲル化が完全であり、ゼオライトの沈降による濃度変化がない。
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330

350

7/10 16:48 7/10 21:36 7/11 2:24 7/11 7:12

ゲル化完全時のCs-137濃度の経時変化
Cs-137

平均濃度：210± 7 Bq/kg
計算濃度：205± 2 Bq/kg

ポリアクリル酸ナトリウムを0.2g添加する毎に振盪し、ダマが
できないように溶解させた。

その結果、時間経過による懸濁物質の沈降を防ぐことができ、
安定した測定値を得ることができた。

KANSO自作試料による実験結果
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   ゲル化後、数日が経過すると、容器の上層においてゲル化剤から水分の分離が認められた。
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7/10 16:48 7/12 16:48 7/14 16:48 7/16 16:48 7/18 16:48

ゲル化完全時のCs-137濃度の経時変化（その後）
Cs-137

しかし、その後放置を続けたところ、Cs-137濃度の上昇が認められた。

8日後においては、調製時の約15％の濃度上昇があり、容器内の表層部には
ゲル化剤から分離した水層が認められた。
ゲル化層が検出器側に偏ることにより、Cs-137濃度の上昇した。

９．まとめ
懸濁物質を溶液内に均一に分散させるため、ゲル

化剤の使用は有効である。

しかし、ゲル化剤の添加量が少なかったり、ゲル化

剤がダマになったりしたときにはゲル化が不完全とな
り、懸濁物質を均一に留め置くことができなくなる。

ゲル化剤の添加量が適性且つ均質であれば、懸濁

物質の沈降を防ぐことができ、正しい分析値を得るこ
とが出来る。

但し、比重の大きい懸濁物質は沈降速度が速くなる
ため、懸濁物質に応じた添加量の検討が必要となる。

また、完全なゲル化を実施できたとしても、数日の

静置によりゲル化剤の沈降が生じたことから、長時間
ゲル化状態を保つには、さらなる条件検討が必要で
あることがわかった。
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