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総説

食品中放射性物質の分析と検査

蜂須賀暁子*

Analysis and Inspection of Radioactive Materials in Foods 

Akiko HACHISU臥

National Institute of Health Sciences: 1-18-1 Karniyoga， Setagaya田ku，Tokyo158-8501，Japan

緒 Eヨ

食品中の放射性物質が，平成24年4月より食品衛生法

の6条規制から 11条規制になり 新たに規格が設定され

たことによって従前にも増して多くの検査が実行されてい

る.また，検査に使用可能で‘あることを標祷する多くの測

定機器も販売されている.適切な測定機器の選定も含め正

しい検査の実行には，検査の目的を明確に意識し，放射性

物質の特性とその測定原理，検査における判定等を十分に

理解していなければならない.本稿では， リスクマネージ

メントの一環として行われる食品中放射性物質検査に関す

る原理や原則について解説する.

1. 分析の目的

分析には，まず， 目的がある.分析の一分野である検査

にも，当然，目的がある.法規制に基づく検査の目的は極

めて明確であり，法に適合しているか否かである.東京電

力福島第一原子力発電所事故に起因する放射性核種の環境

汚染により設定された，食品中放射性セシウムの検査は，

その食品が食品衛生法で定められた規格に適合しているか

否かを調べることである.その検査のために設定された検

査法は，その検査目的に適っていることが示されているに

過ぎず，他の目的の分析にそのまま用いることができるか

どうかは未知であり，事前に検証が必要である.目的が異

なれば，要求される性能要件も異なるからである.逆もま

たしかりであり，他の目的に適った分析法が，注目してい

る検査法に過不足なく適しているかどうかは無条件には保

証されていない.

検査とは，測定結果に基づいて規格に適合しているかを

判定することである. したがって，検査結果は「規格に適

合している」か「規格に適合していない」かの2種類しか

ない.食品衛生法の検査目的は，定められた規格に適合し

ない食品を流通させないことである.量あるいは濃度によ
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り法規制が行われていたとしても，純粋に量あるいは濃度

を知ることを目的とした分析とは立場が異なる.

日本の環境放射能の分析では 文部科学省の放射能測定

法シリーズが基準となっている.今回の食品衛生法に基づ

く検査においても，このシリーズを参照している.ただ

し放射能測定法シリーズは，核実験に伴う放射性降下物

や原子力施設周辺の環境モニタリング等の環境中の放射線

(能)を測定する際に，効率良く正確に分離・定量し全

国的に統ーされた方法で実施することを目的として制定さ

れたものである.食品衛生法の検査とは想定している状

況， 目的が異なるため，同じ食品試料であっても，測定試

料の量やその取り扱い，測定濃度レベル，測定の時間的猶

予等，分析に要求される要因は異なる.手法として参照は

するが，すべてをそのまま適用することが適切とはかぎら

ない.

逆に，食品衛生法に基づく検査以外の目的で，食品中の

放射能分析を行う場合には，無検証で当該検査法を流用す

ることはできない.その分析目的に適した性能要件を別途

設定し当該検査法がその要件を満たしている場合にかぎ

り，流用することができる.

このように分析・検査を行う際には，目的と方法を常に

一体としてとらえる必要がある.そのためには， 目的を明

確に意識すること，方法の原理，原則，限界を正確に知る

ことが重要で、ある.そのことによってのみ，正しい測定の

実行が可能となり，さらにはそれに続く測定結果の取り扱

いも， 目的・方法に呼応するものとして自ずと決まってく

るからである.

2 放射線の基礎知識

簡単に放射線について説明する.放射線を出す物質のこ

とを放射性物質 (radioactivernaterials)と呼ぶ. ここで

は，放射線を，電離作用を有する電離放射線とする

キュリ一夫人は，ラジウムなどから出る光線を放射線

(radiation) ，写真を感光させるような能力を放射能 (ra-

dioactivity)と名づけた放射能は，この性質を指すほ

か，放射能の強さを表す語としても用いられる.食品中汚
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染物質として摂取する可能性があるものは放射性物質であ

り，細胞がダメージを受けるのは放射性物質から放出され

る放射線である.食品中の放射性物質の放射能の強度を測

定するには，その放射線の性質を利用することになる.

放射線関連の新国際単位系 (8I)は， 日本では 1989年

に採用された.放射能の単位であるベクレル (Bq)は 1

秒当たりの壊変数で，次元はS-1であり，壊変毎秒 (dps;

disintegrations per second)と同義である.旧単位はキュ

リー (Ci)であり，換算は 1Bq =2.7X lO-u Ciである.

吸収線量の単位であるグレイ (Gy)は， J/kg，つまり

m2 
S-2の次元を持ち，放射線の照射によって 1kgの物質に

1Jの放射エネルギーが吸収されたときが， 1 Gyである

測定には直接関係しないが，基準値設定の基になってい

る実効線量の単位はシ}ベルト (8v)である.これは，人

体が吸収した放射線の影響度を数値化したもので，放射線

防護の分野で用いられる.放射能の単位である Bqは，核

壊変の頻度のみを表しており，放射線の線質やエネルギー

の概念は含まれていない.吸収線量Gyには，総エネル

ギーの概念は入っているが，線質はかかわらず，人体への

影響は不明である.そこで，放射線の種類やエネルギーの

大きさに依存し放射線の人体への影響を比較する数値と

して考え出されたものが8vである.放射能濃度や吸収線

量は物理量であるため実測することができるが，組織等価

線量，実効線量である 8vは人聞が放射線防護のために考

え出した単位であり，種々の換算係数を用いて算出するも

ので，直接測定することはできない.

放射性核種は，その生成過程により，天然と人工に分け

られる.天然放射性核種は，地球誕生時に生じ，半減期が

長いために現在でも残存している核種や，それらが壊変し

て生じる系列子孫核種，および宇宙線などにより今でも生

成している核種である.壊変系列を形成しているものは，

ウラン238よりなるウラン系列， トリウム 232よりなるト

リウム系列などがある.また，系列を形成しないものとし

ては，カリウム 40，ルビジウム 87，ランタン 138など治宝

ある.宇宙線により生成する核種としてはトリチウム(水

素3)や炭素14などがある.

一方，人工放射性核種は，粒子加速器や原子炉を利用し

て人工的に合成された核種の総称である.今回の福島原発

事故で飛散した核種も，人工放射性核種である.

自然界に広く分布している天然放射性核種や過去に核実

験により地球規模で拡散した人工放射性核種は，放射能測

定においては妨害となることがあるため注意が必要であ

る.

-放射線と物質の相互作用

原子核壊変により放出される放射線と物質との相互作用

を理解することは，放射線と検出器あるいは遮へい体との

作用を理解するうえで基本となる.放射線と物質との相互

作用とは，言い換えれば，放射線のエネルギーがどのよう

に物質に移動するかということである.

放射線は， X線やy線のような電磁波(光子)と，質量

B 
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C 
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2*の消滅放射線(511keV)

図1. 光子と物質との相互作用

A:光電効果と特性X線の発生， B: コンブトン効果，
C:電子対生成

を持った電子や中性子のような粒子線に分けられる.
、炉、炉
、ー，、ー，

では，放射性セシウムの検査で利用される電磁波について

述べる.

可視光も電磁波に含まれるが，それよりも波長が短く電

離作用のあるものがX線および、y線で、ある.両者は基本的

な性質は同じであり，その発生起源により区別され， y線

は励起した原子核， X線は電子に由来する.光子は主に光

電効果，コンブトン散舌L電子対生成によってエネルギー

を電子に与えて，エネルギーを失う(図1).これら 3つの

相互作用の割合は，光子のエネルギーと吸収物質の原子番

号に依存する.主要な相互作用は 光子エネルギーが小さ

い場合は光電効果， 0.5~5MeV程度ではコンブトン散舌L

5MeV以上では電子対生成である.

光電効果:光子が軌道電子にエネルギーを与えて，軌道

電子が原子から飛び出す現象であり，飛び出す電子を光電

子という.光電子のエネルギーは，光子のエネルギーから

軌道電子の結合エネルギーをヲ|いたものになる.

コンブトン効果:光子と電子の衝突で電子と散乱光子が

生じる現象をコンプトン効果またはコンブトン散乱とい

う.入射光子が，電子に衝突しコンブトン電子がある速

度で飛び出し入射光よりも波長の長い，つまりエネル

ギーの小さい散乱光子が散乱される.

電子対生成:光子が原子核の電場に吸収され，電子と陽

電子を生成する反応である.電子対生成を起こすには，生



タリングでは， I放射能測定法シリーズ7 ゲルマニウム

半導体検出器によるガンマ線スベタトロメトリー(平成4

年改訂，文部科学省)Jが基本となっている.

Ge検出器で、得られるスベクトルを模式的に示したもの

が図2である.検出器内では前述したように主に3つの反

応が起きる.光電効果では，一度の反応で全エネルギーを

電子に渡し，そのエネルギーは検出器で電離電流として測

定されるので，全エネルギーとしてのみ計測される.コン

プトン散乱では， 1回の散乱により生じたy線が検出器内

でさらに相互作用を起こしそのエネルギ}が加算される

ため，コンブトン端と全エネルギーとの聞に多重コンブト

ン散乱の計数が現れる.電子対生成では，全エネルギーが

吸収される場合のほか，消滅放射線が1本漏洩するシング

ルエスケープと 2本漏洩するダブルエスケープの3つのエ

ネルギーにおける計数が生じる.これらのことは，高エネ

ルギーのy線が検出器に入射してきた場合，その全エネル

ギーより低い全領域で計数が生じること，つまり低エネル

ギー領域でパックグラウンド (BG)の上昇が起こりうる

ことを示している.

Ge検出器で、の解析は，通常，コンピュータプログラム

で行われるが，その使用は，エネルギー校正，半値幅とエ

ネルギーとの関係，検出効率校正などが正しくなされてい

ることが前提である.

エネルギー校正とは，y線エネルギーとピーク中心チャ

ンネルとの関係を求めることである. Ge検出器の安定性

は優れているが，正確なエネルギーを決定するためには，

定期的に標準線源を用いてエネルギー校正を行う必要があ

る.

半値幅はy線のエネルギーに依存するため，正確なピー

ク解析を行うには，エネルギーとの関係について正しい情

報が得られている必要がある.

計数効率は定量において重要であり ， y線のエネルギ}

と測定容器の形状に依存する.そのため，測定容器ごと

に，複数のy線放出核種を既知量含む標準体積線源によ

Vol. 54， No.2 

成する電子2個の静止エネルギーである1.022MeV以上の

入射光子のエネルギーが必要である

低エネルギ一光子に対しては，鉛のように原子番号の大

きな物質が遮へいに効果的である.光子のエネルギーと，

物質との関係を表す減衰係数は，データベースとして提供

されている.検出に利用する y線あるいは妨害放射線によ

る検出器との反応や，検出器までの透過性あるいは遮へい

を考えるうえで，これら光子と物質との基本的な相互作用

の理解は重要である.

昨今の放射線測定機器の多くは自動で結果が示される

が，放射線測定を行うには，放射線についての基本的な理

解は必要である.スベクトルの同定，定量を行うには，本

来は核データの必要部分が理解できることが前提である.
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3. y線の測定原理

食品などの放射能測定においては，核種同定と定量がで

きる y線スベクトロメトリーは，非常に有用な方法であ

る.y線スベクトロメトリーは，横軸に光子のエネル

ギー，縦軸にそのエネルギーの光子強度を表したもので，

横軸の光子エネルギーから核種情報を得て，縦軸の強度か

らその濃度を求めることができる.y線スペクトロメト

リーの検出器としては，ゲルマニウム半導体検出器 (Ge

検出器)に代表される電離を利用した方法と， NaI (Tl) 
シンチレーシヨン検出器 (NaI検出器)に代表される蛍光

作用を利用した方法に大別される.

3.1 Ge検出器

Ge検出器を用いたスベクトロメトリーは，光子による

Ge半導体中の電離現象を，光子エネルギ}の大きさに依

存したパルス電流として検出し，増幅した後，その電流の

大きさをマルチチャンネル波高分析器によって解析し光

子エネルギーに対する強度のスベクトルとして情報を得る

装置である.y線スベクトルの解析は，通常はパソコンの

スベクトル解析プログラムにより自動で、行われる.スベク

トル解析の方法は多種あるが， 日本国内における環境モニ

全エネルギーピーク

[光電効果
コンプトン散乱
電子対生成

/ 

多重
コンブトン散乱

電子対生成の
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エスケープ エスケープ
ピーク ピーク

~"、

」
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検出器
入射v線

チャンネル(エネルギー)

ヘノ、 V線
PE光電効果
csコンブトン散乱
PP電子対生成
e 電子

e+陽電子

(シングルエスケープ)

y線の検出器内での相互作用とその模式的なスペクトル図2.



April 2013 食品中放射性物質の分析と検査 105 

り， y線のエネルギーに対する計数効率の関係であるピー

ク効率曲線をあらかじめ求めておくことが網羅的解析を行

う場合には必要になる.汎用されている p型同軸のGe検

出器では， 100 keV付近に極大値を持つ効率曲線を示す.

この二相性は，弱いエネルギーの放射線では，検出部に入

射するまでに減衰するために効率が落ち，逆に強いエネル

ギーの放射線では，検出器より漏洩するために効率が低下

することによる.この効率曲線から，注目しているピーク

エネルギーに対するピーク効率を求め，ピーク効率とピー

ク計数率から y線強度が求まる.さらに，測定に用いたy

線の放出比で除すことにより 放射能濃度の計算が可能と

なる.

y親強度=ピークの計数率/ピーク効率

放射能=y線強度/y線放出比

網羅的な解析ではなく，特定核種の定量を目的とする場

合には，効率曲線によらずに定量核種の校正用線源を用い

て， 目的とする y線ピークに対する計数効率を直接求める

こともできる.

ピーク効率には， y線エネルギーのほか，測定試料の幾

何学的条件(ジオメトリー)も影響する.放射線の測定で

は，測定試料と検出器との幾何学的位置関係が重要で、あ

る.なぜならば，試料からの放射線はすべての方向に放射

されるため，線源と検出器の立体角の全体角に対する割合

が，ピーク効率に大きく影響するからである.ピーク効率

を大きくするためには，測定容器全体が，検出器に対して

立体角の広い位置を占めるような形が有利で、あり，検出器

に接する部分が凹型となっているマリネリ容器が汎用され

る.測定容器が異なるとピーク効率が変化するため，測定

容器ごとに標準体積線源を用意し，ピーク効率校正を行う

ことが必要になる.

その他，放射能濃度と計数率との関係には，ピーク効率

のほか，自己吸収，サム効果が影響する.

自己眼収とは，測定試料による放射線の吸収であり，

ピーク効率を求めた標準体積線源との違いが問題となる.

測定試料と同一媒体の標準体積線源を用意することは現実

には困難で、ある場合が多いが，組成が近い媒体の標準線源

を用いることが望ましい.食品試料は，おおむね軽い元素

を主要素とし比重が1に近いものが多いため，水溶液や酸

化アルミナの媒体で近似できると考えられるが，必要に応

じて自己吸収補正を行う.

複雑な核壊変をする場合，放射線が複数本，時間分解能

より短い間隔で検出されると，それらの放射線のエネル

ギーを足し合わせたエネルギーとして検出される.このよ

うな現象をサム効果という.また，偶発的に， 2本以上の

放射線が同時に検出された場合も同様な現象が起き，これ

を偶発的なサム効果という.前者の真のサム効果は， Cs-

134， 1-131のような複雑な核壊変をする核種において問題

となり，後者の偶発的なサム効果は，高計数率試料で問題

となる.解析ソフトの中に補正プログラムが組み込まれて

いるが，補正計算ではなく測定核種と同じ核種の標準体積

線源を用いて実測することにより解決することもできる.

放射能測定は標準体積線源での言十数率に対する比で求め

られるため，正確な放射能測定を行うには，標準線源と測

定試料の条件を同じにすることが重要になる.形状だけで

なく，物性についてもできるかぎり揃えることが基本とな

る.

パックグラウンド (BG)計数値は，測定感度，精度に

影響するため，高感度の測定を行う場合には， BG計数値

の低減化が必須で、ある.ここで， BG計数値とは，ピーク

領域における試料由来の注目核種以外に起因する計数すべ

てを指す. BGには，宇宙線など検出器の外部に由来する

もの，検出器に由来するもの，測定試料に由来するものが

考えられる.対策としては，測定器を設置する位置や建材

などに注意し外部放射線レベルの低い測定環境を整え，

検出器および遮へい体は放射性物質の少ない材料で作製さ

れたものを用い，試料については放射化学的分離などによ

り爽雑物の影響を除くことなどが考えられる.特に外部放

射線に対しては遮へい体が重要で、ある.

3.2 NaI検出器

放射線が物質に入射すると，物質の原子あるいは分子の

電子状態は励起状態に変化し基底状態に戻るときに電磁

波の放出が起こる.放射線が作用する物質が蛍光体(シン

チレーター)のときは，可視領域波長の光が放出される.

この現象をシンチレーションという.シンチレーターの性

能としては，密度が高く，蛍光効率が高く，蛍光の透光性

が優れているほど検出感度が高くなり，減衰時聞が短いと

時間分解能が良くなる.少量のタリウムを不純物として含

むNaI(Tl)あるいはCsIのような無機シンチレーターは，

y線に対する発光効率が高い. NaI (Tl) ， CsIなどは潮解

性があるためにその結晶を金属で覆う必要があり，透過性

の制限からy線の検出器として利用される.

シンチレーションスベクトロメーターは，一般的に，シ

ンチレーション検出器，高圧電源，増幅器，マルチチャネ

ル波高分析器，解析用計算機から構成される.y線スベク

トル解析機能を有する放射能測定用の機器が多種類市販さ

れているため，測定目的に合う機種の選択が必要である.

3.3 NaI検出器とGe検出器との相違点

Ge検出器の検出信号は電離作用であることに対し，

NaI検出器では蛍光作用を利用しているが，同じy線スベ

クトロメーターであり，各種校正，遮へいなど，基本的注

意事項は同じである.

2つの検出器の違いとして特記することは，エネルギ一

分解能である.通常環境測定に用いられる 3インチ (3"O

X3りのGe検出器は， Co帽60の1，333keVに対する半値

幅で約0.15% (1. 7~2.2 keV)程度である.一方， 3"OX 

3"のNaI検出器では， 662 keVに対する半値幅の相対エネ

ルギ一分解能は約7%(46 keV)程度である. ピーク形状

の違いは明らかであり，そのためにデータ解析の手法が異

なってくる. Ge検出器で、は，測定試料のみのスベクトル
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から，ピーク領域内の計数値を積算する計数値積算法によ

るピーク解析が一般的である. NaI検出器の測定では，条

件によってはピークの形状をガウス分布などの関数に近似

するフィッティング法によるピーク解析を行うこともでき

るが，複数核種の存在等によりピーク形状が複雑であった

り，低濃度でピークの形状が悪い場合には，ピーク解析は

難しい.そのため，試料のみの1スベクトルによるピーク

解析ではなし測定試料と対照試料の2つのスベクトルに

対し測定核種ごとにエネルギー範囲を定め，その範囲内

の計数値を用いて解析することが多い.この方法では，対

照試料から求めたBG値がどこまで正確に測定試料のBG
となりうるかが問題となる.

それ以外の違いとしては， Ge検出器は熱による漏れ電

流を防ぐために検出部を冷却する必要があるのに対し，

NaI検出器は室温でイ吏用できることである. これはNaI検

出器の長所でもあるが，逆に，測定環境の温度影響を受け

ることにもなる. NaI検出器では光電子増倍管の温度依存

性が大きいため，測定温度の変化は検出エネルギーの変化

として現れる.測定室の温度が一定であることが望ましい

が，温度変動があった場合は，再度エネルギー校正を行う

必要が生じる.

4. 計数値の統計的特徴

放射線測定は，原子核の壊変により放出される放射線を

測定している.原子核の壊変は確率現象であるため，統計

的性質を持ち，放射線測定の一次データである計数には，

統計的不確かさが「必ず」伴う.放射線の種類，用いる測

定器の種類にかかわらず，放射線を計数しているかぎり

は，観察している事象である核壊変の根源的な性質である

ため，計数の統計的不確かさである計数誤差は常に付きま

とう これは，他の化学物質測定にはない，放射線測定特

有の性質であるため注意する.

一般に放射線測定では，観察している現象である核壊変

の起こる確率が，独立かつ非常に小さいため，ポアソン分

布に従う.ポアソン分布では，壊変数の期待値(平均値)

がmのとき，分布の分散σ2はmとなる.期待値(平均

値)mが小さくなければ(一般に30程度以上)，分布の分

散ポ =m，つまり標準偏差σ=.j可の正規分布で近似でき

る.すなわち，測定される計数値Nは，平均値N，標準偏

差σN=.J'Nの正規分布となる.

つまり，放射線の計数値Nには計数の標準偏差σN-

J万が伴うということである.これが計数の統計による不

確かさ(計数誤差)である.このことは，放射線測定にお

いて非常に重要である.計数値Nそのものに核壊変に由

来する計数誤差が付随することが，放射線測定の大きな

特徴である.

-計数値と計数率

放射能の単位はBqであり，次元は S-1である.放射線

測定で得られるデータは計数値であり，無次元である.計

数値を時間で割った計数率は，次元がBqと同じ時間当た

りの S-1になり，放射能と比例関係になるので，放射能測

定において便利で、ある.計数率は，計数を秒で除したcps

(count per second)，分で除したcpm(count per minute) 

が汎用される.本稿では混乱を避けるため，計数率はcps

で統一する.

注意することは計数値には計数誤差情報が含まれるが，

計数率には直接は含まれないこと，測定時間により変わる

のは計数率ではなく，その標準偏差であることである.放

射能測定では，放射能の単位Bqに時間が関与するため，

測定時間は非常に大きな測定条件因子となる.

-検出限界

検出下限の定義はいくつかあるが，ここでは，正味計数

率に対する誤差(標準偏差σ)のh倍とする.一般には，

hは2から 3の聞を用いることが多い.

計数効率が既知であれば， BG言十数率，測定時間，検出

下限計数率との関係は計算で求められる.検出下限計数率

(nDL) を正味計数率に対する誤差(標準偏差σ)のh倍と

すると，標準偏差σより以下のようになる.

nDL=kσ (1) 

日一 (2) 

ns， nB 試料およびBGの計数率 (cps)

nnet 試料の正味計数率 (cps)

ts， tB :試料およびBGの測定時間 (s)

九DL=nnetとして引について2次方程式を解くと次式にな

る.

九町長引手+4nB(士+士) (3) 

ピーク解析による方法では，試料スベクトルのみを用いる

ので測定時間はお=らである.それを tとしてまとめると

以下のようになる.

DL=主Lιζ+生主 (4) 2t . 2 'J t2 t 

nDL'検出下限計数率 (cps)

nB : BGの計数率 (cps)

t :測定時間 (s)

同ーの装置，測定容器でも， BGと測定時間により，検出

下限は大きく変化する.この3者の関係を図3に示した.

また，同ーの装置でも測定容器が異なれば放射能量および

計数効率が異なるため，検出下限放射能濃度は異なる.つ

まり，図3に測定容器の自由度を加えれば，同ーの装置を

用いていても検出限界は数桁の差が出ることが見て取れ

る.検出下限は機器で決まるものではなく，測定者が決め

るものである.前節において，分析・検査における目的・

方法・結果のセットとしての重要性を説いたが，それは，

同じ測定機器を用いていても，測定者がどのような目的に

対し， どのように機器を用いるかによって，得られる測定
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図3. パックグラウンド計数率向および測定時間tと検出限界計数率九DLの関係

水道水等の放射能測定マニュアル.平成23年10月より

結果が大きく変わるからである.

.計数率の相対標準偏差 (RSD)

放射線測定にはBGが必ずあるが，単純化するために，

ここでは， BGなしで考えてみる.

計数率の相対標準偏差は，次式のようになる.

σ九 J万It 1 
7一一万Tt-.fN 

N，九:計数値および計数率

:測定時間

仇 :計数率の計数誤差による標準偏差

(5) 

計数率の相対標準偏差は，計数値のみで決まり 1μ万で

ある.計数値の相対標準偏差も全く同じになる.これが意

味しているところは，計数率π(放射能濃度に比例)の相

対標準偏差を小さくするには，測定機器および測定容器が

同条件であるならば，計数値Nを大きくすれば良いとい

うことであり，計数値Nを大きくするには，測定時間を

長くすれば良いということである.逆に言えば，測定時間

を長くすれば，相対標準偏差は小さくなる.放射能の弱い

試料を精度良く測定するには，長い測定時間が必要になる

所以である.実際は，これにBGが加味されるためにRSD
はこの値より大きくなる.

-計数値Nか5放射能濃度Cの換算

放射能測定では，核壊変の計数値Nから放射能濃度C

を求める.この関係には計数効率εのほか，いくつかの係

数が関係し次式のように表される.

n:tσn=Nlt土.fNlt

p=WIV 

(6) 

(7) 

A::!:::σA= (n::!:::σ-，，)/(aXε×ιbsXんmXVXん) (8) 

C土σc=(A::!:::(JA)lp 

=(九::!:::(Jn)/(α×ε×ιbsXん血XWXん)

= (N土.fN)/(tXα×ε×んsXん血XpXVXん)

(9) 

N:正味計数値(カウント)

n 正味計数率 (cpsなど)

:測定時間 (secondsなど)

A :放射能濃度 (Bq/L)

C :放射能濃度 (Bq/kg)
ε ・ピーク効率

V :測定容器 (L)

p ・試料の比重 (g/mL)

W:測定容器中の試料重量 W (kg) 
α : y線放出比

ιbs 自己吸収

んm サム効果補正係数

ん :減衰補正係数

正味計数値N，正味計数率n，測定時間tとの関係，ピーク

効率ε，自己吸収補正係数んs，サム効果補正係数んm，Y線

放出比αについては前述した.減衰補正係数んは，試料採

取から測定まで，あるいは測定時間自体が，測定核種の半

減期に対して無視できない場合に用いられる.

計数値から直接求められる放射能、濃度A(Bqι)は，体

積あたりの濃度になる. Ge検出器など試料を測定容器に

入れて放射線を測定する方法では，標準体積線源から求め

たエネルギーに依存するピーク効率を用いるため，放射能

濃度はその測定容器の体積に依存する.重量当たりの濃度

を求めるためには，比重を用いて体積から重量への変換を

行う.このように，放射線測定における測定容器の大き
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さ・形状は， ピーク効率εと試料体積Vの両方にかかわる

重要な因子である.

• Y線測定の結果に伴う不確かさ

放射能測定も一般的な化学分析も，基本的な考え方は同

じである. 目の前にある試料を，細切等の前処理をし，測

定容器に詰め，放射線を測定し，得られた計数値から濃度

換算をする一連の作業のすべてにばらつきが生じ，測定誤

差となる.これは繰り返し測定により求めることになる.

放射能測定においては，計数値から放射能濃度を求める

式(9)に用いられたすべてのパラメーターにそれぞれ不

確かさが存在するため，それらすべてが不確かさの要因と

なりうる.

食品中のCs-134とCs-137の濃度の和である放射性セシ

ウム検査を考えると，y線放出比や半減期の不確かさは既

に十分に調べられている核種であるため 1%以下と見積も

られる.食品であれば一般に自己吸収もそれほど大きくな

く，放射化学的分離を行わないので前処理による不確かさ

も小さく，試料重量に付随する不確かさも通常は小さいと

予想される.サム効果については， Cs・137はy線が1本で

あるため問題とならず， Cs-134のみが問題となる.放射

能濃度が低いことから偶発的な同時計数頻度も低いと考え

られる.比較的大きいと予想される要因に，ピーク効率と

計数による不確かさがある.ピーク効率に由来する不確か

さは，標準体積線源自身が持つ不確かさが主因と考えら

れ，通常， 2%程度は存在する.計数による不確かさは，

範囲が広く，先に述べたとおりその相対標準偏差は概算

で， 10，000カウントで約 1%， 100カウントで約10%であ

る.概算としたのはBGがあるためで，実際にはその影響

でこれより大きくなる.高濃度の試料を長時間測定する場

合には，他の要因と同程度まで、小さくすることができる

が，低濃度の試料を短時間で測定する場合は，計数による

不確かさが他と比較して際立つて大きくなる.例えば，検

出限界を計数の標準偏差の3倍とすると，その付近での不

確かさの大きさは33%にもなる.

放射能測定においても測定誤差を評価する場合には，他

の化学分析と同様にすべての操作に起因する不確かさを考

慮しなくてはならないが，低濃度放射能を短時間で測定す

る場合は計数誤差が支配的であるため，実質上，計数誤差

のみを用いて評価することができる.次に述べる検査法

で，不確かさを計数誤差のみで評価しているのは，それ以

外の要因が相対的に十分に小さいことを前提としているか

らである.その条件が成り立たなければ，前提が崩れ，検

査自体が成立しないことになる

5. 確定法とスクリーニング法

食品中放射性セシウムの基準値は食安発0315第1号平

成24年3月15日に示されている.食品中の放射性セシウ

ムの検査の流れを図4に示す.

5.1 確定法

Cs・134とCs-137の核種定量を行い，それぞれの濃度の

食衛誌 Vol. 54， No. 2 

判定 適

図4. 食品中の放射性セシウムの検査の流れ

1) 食安発0315第4号平成24年3月15日
2) 事務連絡厚生労働省医薬食品局食品安全部監視

安全課平成24年3月1日

和である放射性セシウム濃度を求めて最終的に基準値判定

を行う検査法である.基本的な前処理，測定法は， I放射

能測定法シリーズ24緊急時におけるガンマ線スペクトロ

メトリ}のための試料前処理法」および「同シリーズ7ゲ

ルマニウム半導体検出器によるガンマ線スベクトロメト

リー」に準じる.測定試料は可食部を用いる.

機器としては， Ge検出器を用いたy線スベクトロメー

ターを用い，測定容器は特に規定していない.市販の多核

種混合放射能標準y体積線源を用いての校正およびスベク

トル解析方法はシリーズNo.7に記載の方法，あるいは国

際的に認められた方法を用いるとしている.

測定条件として，まずは，標準線源等の測定により，基

準値濃度で計数誤差による標準偏差の相対標準偏差RSD

が10%以下となるように試料容器および測定時聞を予備

設定することとしている また，測定容器のみのブランク

をその条件で測定し検出限界値が基準値の 1/5の濃度以

下であることを確認することとしている.ただし共存核

種等による BGの変動や充填率等の影響により，個々の測

定で測定条件は異なるため，次に述べるように，検体ごと

に測定要件を満たしていることを確認する必要がある.

測定容器に試料を均一に詰め，予備設定した測定時間で

測定し試料中のCs-134とCs-137のそれぞれの濃度の和

である放射性セシウム濃度と測定結果に伴う計数誤差によ

る標準偏差を求める. 2核種の和である放射性セシウム濃

度が基準値の75%から 125%の範囲となった場合には，

各核種の計数誤差による標準偏差の自乗和を分散とし相

対標準偏差10%以下が求められている. RSD 10%以下で

あるので，検査結果は有効数字2桁で記載する.最終的な

法律に基づく検査報告結果は，適合か不適合になる.

測定結果がNDであった場合には， Cs同 134とCs-137の

検出限界値の和が基準値の 115の濃度以下であることを確

認する.検査結果は，検出限界を明記し， <20 Bqlkgの

ように記載する.

5.2 スクリー二ング法

スクリーニング法は，放射性セシウム濃度がスクリーニ
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ングレベル以下である食品を，基準値以下と判定できるよ

うに性能要件を設定したものであり，精確な測定値を得る

ことを目的としていないことに注意が必要である.

対象食品を一般食品としているが，これは，基準値のレ

ベルによる制限である.

性能要件として，測定下限値とスクリーニングレベルを

設定している.スクリーニングレベルがより重要である

が，法規制が厳しい放射性物質の線源が入手困難と予想さ

れることから，測定下限値によっても検査性能を保証する

ものである.測定下限値は，いわゆる 3σの検出下限値で

あり，基準値の 114以下であることが要求されている.基

準値の 114の計数率は，式(1)から (3)より， BG計数率

と機器の計数効率(逆数が機器換算係数)と測定時間より

求まる.よって，測定下限値は，機器および測定容器が固

有であれば機器換算係数は定数になるため， BG計数率と

測定時間の設定要件と読み替えることができる.

先に述べたようにスクリーニング法は「精確な測定値を

得ることを目的としていない」方法であるが，おざなりに

測定する方法ではない.正のバイアスは許容し，負のバイ

アスに対しては厳しく制御するものである.そのためには

真度の保証は必要で、あり，計数効率の校正は，適切な標準

線源を用いて 1年に 1回以上実施することと示されてい

る.

スクリーニング法の要となるスクリーニングレベルの性

能要件は，レベルは基準値の 112以上としスクリーニン

グレベルにおける測定値の99%区間上限が，基準値レベ

ルで得られる測定値以下であることが求められている.こ

れは，スクリーニングレベルの試料の繰り返し測定，ある

いは回帰直線の予測区聞から検証する.

スクリーニング法は，基準値以下の食品を基準値以下と

判定できるように性能要件を設定しており，精確な測定値

を得るための検査法ではない.よって，スクリーニング法

による報告では，スクリーニングであることが分かるよう

に測定機器の種類を記載し 検査結果は以下の3種類にな

る.①測定下限値未満である場合は， I測定下限値未満」

の記載，②測定下限値以上スクリーニングレベル以下であ

る場合は， I参考値」としての測定値の記載，③スクリー

ニングレベルより大きい場合は，基準値以下であるかどう

かは不明であるので，確定法により検査結果を確定する.

②の場合，参考値になっているが，それは，スクリーニン

グ法自体が真値を求める分析法ではないため，確定法で出

された測定値とは意味が異なるためである.

6. 検査結果の信頼性管理

両検査法には，信頼性管理のための注意事項が記載され

ている.両検査法ともに，測定日毎にBG，空の測定容器

を用いたブランクの測定をし，測定系に異常がないことを

確認する.横軸については，確定法では測定日ごとのエネ

ルギーの確認校正が，スクリーニング法では校正が求めら

れている.真度については，定期的な校正と，測定日ごと

の確認校正が求められている.測定は校正で得られた計数

効率を用いるため，校正を行った条件を維持する必要があ

る.具体的には，測定場所の空間線量の変動はBGに影響

を与え，温度の変化および印可電圧の変動はエネルギー校

正結果に影響を与える.特に，スクリーニング法において

は測定場所の移動等も考えられるが，測定条件が変動した

場合には，その都度，エネルギー校正を行い，標準線源に

より，真度を確認する必要がある.

試料を測定容器に詰める際には，ジオメトリーの維持の

ため，均一性に注意する.

食品中放射能検査は微量分析である.例えば水の基準値

は10Bq/kgであるが， Cs-134の10Bq/kgは210fg/kg， Cs-

137では3.1ng/kgである.検査にあたっては試料による

分析系の放射性表面汚染，あるいは試料聞の汚染に注意す

る.特に測定容器を繰り返し使用する場合は，測定容器の

汚染に注意する.また，検査一般の注意であるが，試料の

取り違えを防止するための措置が必要で、ある.

7. 参考値について

Ge検出器が確定法で、用いられるのに対し， NaI検出器

がスクリーニング法でのみ用いられる理由は，エネルギー

分解能に起因する BG補正の性能の差によるものである.

一般に， Ge検出器が測定試料のスベクトルのみからピー

ク解析で定量されるのに対し エネルギー分解能の悪い

NaI検出器では，測定試料とその対照試料との2つのスベ

クトルの差をもって定量される. 2つのスベクトルが同じ

BGスベクトルを取るということを前提としているが，他

核種の混在などにより同一であるという保証はないため，

精度の高い定量ができない.

正確な定量値を出すために必要なことは，測定信号と測

定対象物質量との関係をどこまで制御できるかである.

Ge検出器で、あれ， NaI検出器で、あれ，放射線により何ら

かの信号が得られ，測定対象物質量との関係(つまり計数

効率等と呼ばれる，言十数率cpsと放射能量Bqを関係づけ

る換算係数)が既知であれば，それと照らし合わせて，濃

度換算をすることになる.

NaI検出器の放射線に対する応答性は優れているので，

第1段階として，測定物質による測定信号の再現性等の問

題は十分に解決されていると考えられる.第2段階として

重要なことは，測定エネルギー領域の計数値が測定対象物

由来とみなせるかである.エネルギ一分解能が悪い場合

は，この段階で制限を受ける.他核種からの干渉がある場

合はその影響を取り除く何らかの手段が必要になる.第3

段階としては，換算係数がその測定試料で適応できるのか

の見極めで，必要に応じて自己吸収やサム効果の補正を行

うことになる.

NaI検出器の場合， BG/共存核種情報が既知の場合は，

定量値を出すことができる しかしそれらの情報が未知

の場合は，エネルギ一分解能の低さゆえに，理論的な限界

を呈する.解決方法としては，①放射化学的分離により共
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存核種を除去し測定核種のみとする，②他核種同定能力

の高い機器分析により，共存核種情報を別途得る，~特定

核種以外の混入は相対的に無視できると仮定する，が考え

られる.

1ではNa1検出器で、も定量値を出すことができるが，前

処理が非常に煩雑である.②は，実際上，あらかじめGe

検出器で測定することになり本末転倒である.③の例とし

ては，緊急時マニュアルのサ}ベイメーターによる 1-131

の測定において，計数はすべて1-131に由来するとみなす

ように，特定検査でのみ通用するみなし条件を適用するこ

とである.ただしその定量値には必ずみなし条件が付く

ことになる.

数Bq/kg程度の放射性セシウムの測定においては，共存

核種(現実的にはその多くは天然核種)は必ずしも無視で

きるとは言えない. UNSCEAR 2008Bによれば，世界の

飲料水中のU-238は， 0.1 mBq/Lから 100BqlLまで分布

している.

Ge検出器の計数値にはy線のエネルギー情報が付加さ

れるので核種を同定することができるが， Na1検出器の

ピークからは核種同定できるほどの情報は得られない.放

射性セシウムが存在すればNa1検出器で、計測されるが，

食街誌 Vol. 54， NO.2 

NaI検出器で放射性セシウムの関心領域 (ROI)に計数値

が出たものがすべて放射性セシウムに由来するとは言えな

い.また，環境試料においてROIに入り込んでくる妨害

計数値は， K-40由来のコンブトン散乱がすべてではなく，

K-40の補正を理論的に正確に行っても，必要十分の関係

であるかどうかは不明である.このような理由から， Na1 

検出器は，低濃度の放射能測定においてはスクリーニング

検査までで，その測定値はあくまで「参考値」の扱いとな

る.丁寧に測定された計数値は真実であるが，エネルギー

分解能の悪い機器ではその計数値を特定の核種に関連づけ

る能力は低いため，特定核種の濃度として算出することは

できない.

結 論

放射能測定は放射線測定である.放射線と物質との相互

作用の応答性は極めて幅広く，また，試料量，測定時間等

の測定条件も自由度が高い.測定のレベルを決めるのは測

定者であり，何を目的に測定するのかが問われる.分析に

は必ず目的があり， 目的に適った方法，それらに呼応した

結果がある.途中， 目的を見失わずに結果報告まで完結す

ることが重要である.
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