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福島原発とつくばの放射線量計測 

産業技術総合研究所 
計測標準研究部門量子放射科 

齋藤則生 

1. 放射線を測る 
2. 放射能を測る 
3. 展示の紹介 
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原子力発電所の事故以来、インターネット、新聞等で放射
線量の測定値が掲載されています。 
例：福島市1.21 µSv/h、産総研 0.20 µSv/h （７月１日） 
                               （バックグランドを含む） 
その測定値について、考えていきます。 
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放射線量を測る 
毎時マイクロシーベルト（µSv/h) 

質問１ 
外を歩くときはマスクが必要ですか？ 
質問２ 
外に布団を干しても大丈夫ですか？ 

高エネルギー加速器研究機構によれば、つくば市では
空気中の放射性物質は3月より５桁以上減衰しており、
気にする必要はありません。 
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放射線の由来 

3月12~15日のベント作業、 
水素爆発、圧力抑制室の 
破損により放射性物質が飛散 

放射線は大気中に飛散した 
放射性物質から放射 
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放射線の由来 

3月21～２３日の雨により大気中の 
放射性物質が地上に堆積 
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産総研における放射線量の測定 
原子力発電所から放射性物質放出による放射線量増大 

雨により放射能が 
地面に降下 

空気中の 
放射性物質から 

地面の放射
性物質から 

データ提供：計測フロンティア研究部門、環境安全管理部 

（見学できます） 
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いろいろな言葉 
放射性物質 

放射線 放射能 

放射能をもつ物質 

放射線を出す能力 
放射能の量はベクレ
ル（Bq）で表す 

物質をイオン化させうる 
電磁波や粒子線 

γ線、β線、α線、中性子 

放射性物質以外から発生する放射線 
X線： レントゲン撮影、CT、がん治療 
高速粒子： がん治療、加速器 
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放射線の種類 

Heの原子核 ＋ 

中性子 

陽子 

電子 

電磁波 

- 

＋ 
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シーベルト（Sv) 
放射線によって人体が受ける影響を数値で示す
ために導入された値 

放射線 

小さい人 

大きい人 

放射線から受けるエネル
ギーの総量は大きい人の方
が多い。 

質問３ 
体の大きい人の方が放射線の
影響を大きく受けるのですか 

答え：正しくない 
放射線の影響は１ｋｇ当たり
の体重に吸収されるエネル
ギーで決まる。 
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細胞での放射線の影響 
細胞 細胞に放射線が吸収さ

れると、細胞が死ぬ場
合がある。 
 
細胞が多く死ぬと放射
線による影響が表れる。 

１ｋｇあたりに吸収される放射線のエネルギーが大きいと、 
放射線の影響が表れやすい。 
吸収線量（Gy=J/kg：グレイ） 放射線の影響の基礎的な量 
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放射線の種類による影響 
• 同じエネルギーを吸収しても、放射線によって身体への影

響が異なる。 
• 放射線荷重係数を掛けて線量（シーベルト）を評価する。 
• γ線に対する効果を１として、それに対する比の値で示す。 

放射線の種類 放射線荷重係数 
γ線 1 
β線 1 
α線 20 

中性子 5~20 

シーベルト（Sv) ＝ 放射線荷重係数×吸収線量（Gy)  
質問 １Svをあびると体温は何度上がりますか？ 約0.0003℃上昇 
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いろいろな測定器で放射線を測ってみる 

検出部 

NaI(Tl)シンチレーション式 
サーベイメータ 

γ線・β線用 
GM管式サーベイメータ 

β(γ) 線用 
GM管式サーベイメータ 

11 



2011年7月23日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 12 

地上１ｍの放射線量を測定 
(1)NaI(Tl)シンチレーション式 
サーベイメータ 

(3) γ線・β線用 
GM管式サーベイメータ 

(2) β（γ）線用 
GM管式サーベイメータ 

γ線のみ        γ線のみ     β線も測定 

0.25 µSv/h       0.6 µSv/h      0.35µSv/h 

質問４ 空間の放射線量（γ線の線量）以外も測
定してしまっているものはどれでしょうか？ 

見えにくいが
β線をカット
するキャップ
を装着 
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シンチレーション式サーベイメータ 
• シンチレータと呼ばれる物質は、放射線により微弱な光を発す

る。この光を計数することによって放射線を測定 
 

•  γ線のエネルギーによってパルスの大きさが異なるため、こ
れを利用してエネルギー補正により正確な線量評価が可能。 
 

• 微少な放射線線量測定 （0.1µSvレベル）に有効 

展示しています 

光電子増倍管
シンチレータ
（NaI(Ti), CsI)

放射線 発光

光電子増倍管
シンチレータ
（NaI(Ti), CsI)

放射線 発光
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GM管式サーベイメータ 
• 電離箱のように中心電極と壁材の間に

電圧を加えるが、電離箱よりも高い電圧
をかけ、放射線によって生成された電子
により放電が起きる。この放電によるパ
ルスを計測することにより測定 

• 感度はよいが、定量的な測定には不向き 
•  β線を測定して表面の汚染を測定可能 
•  β線に感度があるので、γ線の測定に

は注意が必要 

 γ線は測定器に検出
されないまま突き抜け
るものが多い 

β線は入射窓を通過す
れば検出される 

汚
染 
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放射線量測定の注意点 
体内まで影響を及ぼさない 
β線を測定しないようにする 

γ線 

β線 
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厚さ１ｍｍアルミの板を使うと 

0.25 µSv/h 

0.35 µSv/h 

地上１ｍ 地表面 

0.35 µSv/h 

0.75 µSv/h 

シンチレータ式 

GM式 

0.25 µSv/h 

0.6 µSv/h 
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検出器の感度チェック 
産総研の校正室でチェック   γ線を照射 

横から照射 3.7 µSv/h 正面から照射 2.3 µSv/h 

シーベルトの基準は産総研が供給 
γ線の当たる場所によって感度が違う 
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校正定数で補正後の数値 
NaI(Tl)シンチレーション式 
サーベイメータ 

γ線・β線用 
GM管式サーベイメータ 

β（γ）線用 
GM管式サーベイメータ 

0.25 µSv/h 

0.25 µSv/h 

表示値 0.25 µSv/h       0.6 µSv/h        0.35µSv/h 
アルミ板による 
β線除去  校正定数 

による補正 

0.4 µSv/h 0.24 µSv/h 

方向特性・校正定数 
による補正 

校正定数 
による補正 

値は他と異なるが、低線量・エネルギー特性などのため
に値が大きくなっていると考えられる。この程度の違いは
よくみられる。 



2011年7月23日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 19 

放射線量を測る 

• 放射線の由来 
• 何を測定するのかによって測定方法が違う 
• 検出器の向きによって数値が変わる 
• 校正をしないと正しい値かどうかわからない 
• 検出器によって同じ値になるとは限らない 
  （エネルギー特性などの違い） 
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放射性物質による汚染を測る 
• どんな放射性物質が来たか？ 
• 工業製品などの表面への汚染 
• 土壌・食品などの汚染 
Bq（ベクレル）：放射能の量を表す単位 
 1秒間に放射性物質が壊変する数 
  （放射線を出す回数） 

セシウム 
137 

β線 
ー 

γ線 660 keV 

バリウム137 バリウム 
137m 
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どんな放射性物質が来たか？ 

放射性物質はチリなどとともに地上に降下 

地上に落ちた放射性物質を含んだチリ等を集める 

集めたチリ等をゲルマニウム半導体検出器で分析 
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地上に落ちた放射性物質を 
含んだチリ等を集める 

布でふき取り 

1 m×1.5 m のビニールシートの上に落ちたチリ等を集める 
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ゲルマニウム半導体検出器で分析 

3月14日の試料 

試料を検出器に設置 
ゲルマニウム半導体検出器 
でγ線のエネルギーを測定 
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γ線のエネルギーで核種分析 
放射性物質は、物質ごとに異なった 

エネルギーのγ線を出す 

ヨウ素131 

β線 
ー γ線 365 keV 

キセノン131 

ただし、ストロンチウム９０のようにγ線を出さない 
放射性物質もあるので注意が必要 

セシウム 
137 

β線 
ー 

γ線 660 keV 

バリウム137 バリウム 
137m 
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放射線のスペクトル 
---- 3月15日 
---- 3月19日 
---- バックグランド 

γ線のエネルギー (keV) 

カ
ウ

ン
ト

数
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地上に降下した放射能の量 
3月15日ごろ 
 I-131, I-132が主 
 
3月後半 
 Cs-137、Cs-134 
 が主に変化 
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工業製品などの表面への汚染 

• 国内における工業製品の流通で問題 
– 発注者が汚染されていないことを要求 
 

• 輸出する場合に、相手国との関係で問題 
– 輸入の規制有（4 Bq/cm2, 0.3µSv/hなど） 

質問５： 
福島県で作られた品物を買ったのですが、放射
性物質で汚染されているかどうか心配です。 

答え： 
室内で作られたものは、問題ありません。 
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表面汚染密度(Bq/cm2)の測定 
β線に対するGM管の感度はγ線の数１０倍以上 

γ線 

電子線 

表面汚染測定用の 
GMサーベイメータで測定 
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福島への工業製品汚染検査支援 
いわき技術支援センター  
     （福島第１原子力発電所から約50km） 
南相馬市放射線量測定所  
     （福島第１原子力発電所から約３0km） 
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汚染検査の様子 



2011年7月23日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 31 

表面汚染サーベイメータの校正 

標準面線源 標準面線源 

日本アイソトープ協会より 

表面の汚染の分かっている標準面線源を 
用いて、サーベイメータの校正を行う 

面線源の標準は産総研から供給 
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汚染の可能性があるもの 

• 屋外にて保管し、雨に濡れたもの 
• 屋内でも、入り口付近で、入り口が解放 
• 保管時にビニールシートなどでカバーをして

いなかった 
 
 

外を向いている面に汚染の可能性 
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表面汚染の安全基準 
質問６： 
表面がどれぐらいまで汚染されていても安全なの
ですか？ 何か基準がありますか？ 

原発事故に起因する表面汚染について安全基準はない 
 
放射性物質を取り扱っている区域（管理区域）から、何かを持ち
出すときの基準： 4 Bq/cm2（α線のない場合） 
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表面汚染のまとめ 

• 室内で生産された工業製品は通常汚染され
ていない 

• 表面の汚染は、GMサーベイメータでβ線を
測定する。 

• 安全基準は特に定められていない。 
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土壌・食品などの汚染 
何が心配か 

放射性物質を含んだ食品を食べて、内部被ばくが心配。 
内部被ばく：放射性物質を体の中に取り込んで、体の内部から発
生するγ線・β線によって被ばくする。少しの放射性物質でも影
響が大きい。 

摂取制限 
 飲料水・乳製品： 200 Bq/kg （1日の食べる量1.85kg） 
 野菜類・穀類・肉類： 500 Bq/kg（1日の食べる量1.4kg） 
質問７ 
 セシウムで汚染されたある野菜（5000 Bq/kg)を知らずに1週間 
（1日100g）食べてしまいました。大丈夫でしょうか？ 



2011年7月23日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 36 

摂取制限の計算方法 
• セシウムによる内部被ばくの限度を年間5mSv（5000µSv） 
• 全食品を、飲料水・乳製品・野菜類・穀類・肉類の5種類の分類

し、それぞれが年間１ｍSv（1000µSv）を超えない量 
• 食べる量は平均の摂取量 

飲料水 乳製品 野菜類 穀類 肉類 
成人 201 1660 554 1110 664 
乳児 228 270 1540 2940 3234 

年間１ｍSv （1000µSv）となる（Bq/kg）の計算値 

200 Bq/kg                 500 Bq/kg 

成人と乳児で値が異なるのは
それぞれの食べる量が異なる
からです。 
乳児は乳製品を多くとります
が、肉類などは成人と比べて
とる量が少ない。 
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内部被ばく 
質問８ 摂取制限の1年分（１ｍSv （1000µSv） ）に相当する放
射性セシウムを含んだ水を飲んでしまいました。今年1mSvの

放射線を受け、来年も減衰した分の放射線を受けてしまうので
しょうか。 

50年間に 
受ける線量 

文部科学省 
環境放射線データベース 

内部被ばくは、摂取した放
射性物質から50年間受け
る放射線量を1年間にすべ

て受けたとして、被ばく線量
を計算しています。（=預託
線量） 
摂取制限の放射能を見積
もるときにも預託線量に基
づいて計算されています。 
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線量と土壌汚染 

• 気になるなら様子を見る 
• 近隣の農産物で出荷制限があるかどうか 
• どれぐらい土壌が汚染されているか推定 

Cs-134とCs-137は同程度の放射能 
地上１ｍの高さで0.1 µSv/hの線量がある土壌に含まれる放射能 
  汚染の深さにより1.5～2.5 Bq/cm2 程度 (ICRU53) 
この土地を深さ5 cmで土壌を耕すと、300 ～ 500 Bq/kg 程度の汚染となる 
地上１ｍの高さで0.3 µSv/hの場合は900～1500Bq/kgとなる。 
稲作の作付制限の目安は5000 Bq/kg 
野菜類への移行係数は最大でも0.15（農水省） 
  0.3 µSv/hの場合は野菜に最大で約250 Bq/kgの放射能が含まれると推定される 
 
 

質問９ 
家庭菜園をしたいのですが、放射能が心配です。
大丈夫でしょうか？ 
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土壌・食品などの汚染物の検査 

サンプルを採取 

サンプルをサンプル容器に詰める 

サンプル容器をゲルマニウム半導体検出器で分析 
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サンプル採取 

土壌サンプル 草のサンプル 
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サンプル容器に詰める 
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ゲルマニウム検出器で分析 
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ゲルマニウム半導体検出器の校正 

Ｕ８容器 マリネリ容器 
   2リットル 

標準の体積線源を用いて校正する 

φ５６×６８cm 
~100 cc 日本アイソトープ協会より 

放射能の標準は産総研が供給 

容器の中に入ってい
る放射性物質の核種
が分かっていて、そ
の放射能の値が分
かっている。 
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標準線源を用いた校正 

・ピークの位置 
 γ線のエネルギー 
 
・ピークの強さ 

強さからBqへ 
変換するための
換算係数 
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土壌のスペクトル 
セシウム-134と 
セシウム-137 
がほぼ同量 
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今後の放射線量の減少予測 
• 現在セシウム134とセシウム137がほぼ同じ放射能の量 
• セシウム134は2年、セシウム137は30年で半分 
• 放射線量は、セシウム134はセシウム137の約3倍 

 
 

• 現在1 µSv/hだと、3年後は0.5 µSv/h、8年後は0.25 µSv/h 
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土壌・食品などの汚染のまとめ 

• 汚染核種はセシウム134とセシウム137が同程度 
• 内部被ばくは、50年分の被ばくを一度に受けたと考

える 
• 食品の摂取制限指標値は、全ての食品が限度まで

汚染されていて、1年間食べた場合に5mSv（5000 
µSv）以下 

• 知らずに摂取制限指標値以上の放射能が含まれた
食品を少し食べても通常は問題とならない 

• いろいろな地域で作られた、いろいろな食品を食べ
る。 
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まとめ 

空間線量（µSv/h） 
放射性物質の降下物 

工業製品の表面汚染 

土壌などの汚染 

校正をすることにより信頼性のあるデータ 
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展示の紹介（１） 

計測標準研究部門 計測フロンティア研究部門 

ゲルマニウム半導体検出器 
で元素分析 



2011年7月23日産総研つくばセンター一般公開特別講演スライド 50 

展示の紹介（２） 

環境安全管理部放射線管理室 

放射線の人体へ与える影響 
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ご清聴ありがとうございました 
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