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2017(平成29)年度第1 回放射能測定分析技術研究会（RADI 研）セミナー

*

*機械粉砕方法

大きな試料は粉砕する必要があるが、手作業ではなく、以下の
機械等を使用して効率を高めている。

・コンクリートなど硬い物はスタンプミル（図1）

・大きな木材やプラスチック、細かい鋼材などは大型カッター
（図2）

図1スタンプミル 図2大型カッター

メリット
1.作業時間の短縮。
2.均一に試料を詰めれる。
3.容器に空洞が出来にくい。
4.人手作業の負担軽減。

事例提供：中外テクノス株式会社前原
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*食品マリネリバックグラウンド

食品分析する際は、マリネリ容器のバックグラウンド測定が必
要である。しかし、毎回分析に使用する全部のマリネリ容器の
バックグラウンド測定は不可能であることから、バックグラウ
ンド測定のマリネリ容器をローテーションして、統計的に結果
を集計している。

）

マリネリ容器

番号

野帳

マリネリ番号
と日付

メリット
分析結果に異常値が確認された場合、マリネリ容器の使用履歴が確認できる。

事例提供：中外テクノス株式会社 前原

*検出器の試料の置き位置固定

検出器にＵ-8容器を置く際、位置が中央でないと測定誤差が生

じるため、エンドキャップの中央に、マジックで丸印を書いて
おき、いつも中央にセットできるようにした。

）

エンドキャップ
（試料を乗せる前）

丸印

エンドキャップ
（試料を乗せた後）

メリット
試料の置く位置による不確かさを極力小さくできる。

事例提供：中外テクノス株式会社 前原
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*フィルター試料の検出器への密着方法

検出器にろ紙を置く際、ろ紙が検出器に密着していないと測定
誤差が生じるため、ろ紙を入れたユニパックの上にアクリル板
を乗せ、密着するようにした。

）

アクリル板
（検出器の直径と同じ）

メリット
検出器にろ紙が密着することにより、精度向上が考えられる。

アクリル板を乗せた状態

事例提供：中外テクノス株式会社 前原

*懸濁水の分析方法

通常はろ過して、ろ物とろ液をそれぞれ分析する方
法をとる。

ろ過やゲル化が困難な軟泥を分析する際、静置して
「上澄」と「底泥」に分けて分析したところ、良好
な結果が得られた。

事例提供者（エヌエス環境株式会社 高橋）

� スラリー状の軟泥
� 含水率約60％
� ゲル化による均一化が困難
� ろ紙が詰まり分離も困難

↓
懸濁状態のまま測定すると…

9試行平均 1,377 Bq/kg

� 懸濁物を数日間静置し、上
澄と底泥を分離

� それぞれのCs量を測定して
合計値から濃度を算定

↓
2層分離による測定結果は…

9試行平均 1,228 Bq/kg

軟泥生成前の固形分の濃度から
推定される理論値と一致
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*サンプリング時の精度確保

混合廃棄物のようにサンプリング誤差が大きい試料は
複数回採取して誤差の大きさを把握しておく。

木材のように部位によって汚染濃度が異なる試料は、
粉砕後の混合比率を適切に工夫する。

事例提供者（エヌエス環境株式会社 高橋）

汚染濃度 高

汚染濃度 低

外側と内側を分けて粉砕し、
適切な比率で混合する

混合廃棄物の組成別濃度例

検 体 Cs濃度

ビニールシート 530 Bq/kg

繊維 1,000 Bq/kg

薄手の布 1,500 Bq/kg

布 88,000 Bq/kg

その他 990 Bq/kg

混合試料 37,000 Bq/kg

*標準線源のオーダーメイド

特殊な容器や著しく密度が異なる試料に対応するた
め、オーダーメイドの校正用線源を作成した。

事例提供者（エヌエス環境株式会社 成岡）

現地分析や低密度試料用に使用している実用標準線源
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*現地線量測定での工夫

除染現場等で福島第一原発事故由来ではない汚染に出
会うことがあるが、NaI(Tl)スペクトロメータで核種
を推定することができる。

事例提供者（エヌエス環境株式会社 成岡）

除染しても空間線量
率が1.6μSv/hから低
減しなかった住宅。

ガンマ線スペクトル
からはトリウム系列
の影響が推測できる

*現地線量測定での工夫

NaI(Tl)スペクトロメータを流用して、オンサイト分析
機を自作してみた。

室内分析結果とも整合しており、汚染レベルの概略把
握に有用だった。

事例提供者（エヌエス環境株式会社 成岡）
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*試料測定部へのN2ガス導入によるBG低減

空気中に存在する天然核種ラドン(222Rn)及びトロン(220Rn)の娘
核種に起因するバックグラウンド(BG)の低減のため検出器冷却
用の液体窒素から気化した窒素ガスを測定部に導入する。

事例提供者（一財 九州環境管理協会 芦川）

液体窒素

遮蔽体

液体窒素の気化ガスを測定部へ N2導入5時間後609keV(Bi-214領域)

0.005cpsに低下

*U8容器充填試料の発泡スチロール固定

U8容器で圧縮しても固まりにくい試料(粒径が大きい乾燥
土壌等)、充填高さが変わりやすい試料(木質系試料等)は
空隙に発泡スチロールを充填し、試料を安定させる。

事例提供者（一財 九州環境管理協会 芦川）

U8容器内の試料が
安定しない

円形発泡スチロール
で固定

固定後試料

直径5cm×厚さ1cmの円形

発泡スチロールをラップに
包んで空隙に充填
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*Cs-134/Cs-137比の確認

福島原発事故時に大気中に放出されたCs-134（半減期：2.1

年）とCs-137（半減期：30年）の放出量の比は１：１であるこ
とが知られている。放射性セシウム濃度を測定する際、 Cs-134

とCs-137の半減期の違いがあることを考慮し、福島原発事故由
来のCs-134/Cs-137比と大きなずれが無いかチェックする。

事例提供者（一財 九州環境管理協会 芦川）

2017年8月2日時点
(事故から2336日経過後)の

Cs-134/Cs-137比 ＝ 0.14

*

汚染チェック

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川
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（１）初期の汚染確認方法

試料受け入れ時、NDレベル（不検出若しくは数Bq/kg以

下）の試料への汚染を防ぐため、開封前後及び測定前の試
料に
対するGMサーベイメータによる測定を実施しています。
汚染の防止及び試料の取り違いがないことを確認するた

め、測定容器に充填したあとの試料の測定も実施していま
す。
そのとき、測定方法は以下の写真のように実施していま

した。

時定数10にて
30秒後に読み取り
記録する。

1検体につき30秒間、手が塞がるため、他の業務が滞る

１．試料の汚染確認方法の改善

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川

（２）サーベイメータ固定台の作製
312mm

302mm

75mm

20mm

250mm

内面間300mm

内面間300mm

270mm
5mm

2mm厚，黒アクリル製

5mm厚，黒アクリル製

5mm

紙箱の蓋のように被る

外面まで310mm

5mm

内張内面300mm

外張内面310mm

内張の上に載る

外張り側

内張り側

外張外面320mm

前面だけはスライドさせて
上に外れるようにする

7mmφのケーブルを通すため、
10mm四方の隙間を開ける

上から70mm上から80mm

上から120mm
上から130mm

40mm

40mm

手前から奥に差し込めるようにする

出来れば、±2cm位の範囲で任意の高さで

差し込めるようにする。

40mm

40mm

前面板
（上にスライドさせて脱着）

側面2mm深さで溝切りし、

前面の板をスライドさせて
外れるようにする

上下スライド

上下スライド

75mm

底面のみ15mm
（重心を下げるため）

上段

下段

側面2mm深さで溝切りし、
前面の板をスライドさせて
外れるようにする

側面2mm深さで溝切りし、
前面の板をスライドさせて
外れるようにする

上面からの図

上面からの図

黒アクリル板を
組み合わせて
作製した。

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川

- 8 -



（３）サーベイメータ固定台の使用

試料容器をサーベイメータ固定台に据え付けたGMサーベイメータの
検出部にセットする。
⇒30秒以上経過後に数値を読み取る。
測定中にフリーハンドとなるため、他の業務を行いながら汚染の確認

が可能となった。

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川

２．測定用試料の配置方法の改善

ゲルマニウム半導体検出器に測定用試料を配置するとき
は、

標準ガンマ体積線源による効率校正時（検出器の中心）と
同じ位置に配置する必要がある。

測定用試料の配置が中心からずれるほどに正しい測定値
が得られない。

核種 濃度単位 （認証値範囲） 中央 V-7ライン 検出器末端

Cs-134 (Bq/kg) 85.3 ± 5.7 （79.6～91.0） 87.3 84.3 80.9

Cs-137 (Bq/kg) 115.4 ± 7.4 （108.0～122.8） 117 117 106

K-40 (Bq/kg) 396 ± 26 （370～422） 400 424 379

U-8容器
（測定容器）

認証値

検出器外縁 V-7容器ライン

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川
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（１）初期の方法

検出器のアクリルカバーに容器の種類に合致する同心円
を描き、その線に合わせた配置としていた。

しかし、人の目線では真上から見ることはできず、且つ容器を

養生しているビニール袋により、同心円の線が見づらい状態と
なっていた。

このため、測定者の個人差によるが、測定用試料が中央位置
からずれていることがあった。

事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川

（２）アダプターの作製

検出器の中心に測定用試料を固定するためのアダプター
を
作製した。

誰が置いても中心位置に来るようになった！

End事例提供：株式会社環境総合テクノス 藤川

- 10 -


