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(57)【要約】
【課題】本発明は、β線ラジオグラフを用いて、コンク
リート硬化体中の放射性セシウムの浸透深さを、簡便か
つ精度よく測定する方法を提供する。
【解決手段】本発明の放射性セシウムの浸透深さの測定
方法は、下記遮蔽材（ａ）または（ｂ）を用いて、放射
性セシウムが浸透したコンクリート硬化体を被覆した後
、放射性セシウムの浸透面に対し垂直に、該コンクリー
ト硬化体を切断して切断面のβ線を測定し、β線を検出
した部分の深さ（浸透面に対し垂直の方向の長さ）を、
放射性セシウムの浸透深さとする方法である。
遮蔽材（ａ）：液状樹脂、セメントペースト、または
石膏ペーストを含む遮蔽材
遮蔽材（ｂ）：金属および／または金属酸化物の粉末
と、液状樹脂、セメントペースト、または石膏ペースト
を含む遮蔽材
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記遮蔽材（ａ）または（ｂ）を用いて、放射性セシウムが浸透したコンクリート硬化
体を被覆した後、放射性セシウムの浸透面に対し垂直に、該コンクリート硬化体を切断し
て切断面のβ線を測定し、β線を検出した部分の深さ（浸透面に対し垂直の方向の長さ）
を、放射性セシウムの浸透深さとする、放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
遮蔽材（ａ）：液状樹脂、セメントペースト、または石膏ペーストを含む遮蔽材
遮蔽材（ｂ）：金属および／または金属酸化物の粉末と、液状樹脂、セメントペースト
、または石膏ペーストを含む遮蔽材
【請求項２】
３
前記金属および／または金属酸化物の密度が２ｇ／ｃｍ 以上である、請求項１に記載
の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
【請求項３】
前記液状樹脂が、エポキシ樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、エチレン・酢酸ビ
ニル樹脂、アクリル樹脂、およびウレタン樹脂等から選ばれる１種以上である、請求項１
または２に記載の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
【請求項４】
前記被覆する方法が、前記コンクリート硬化体を、前記遮蔽材に浸漬するか、若しくは
、前記コンクリート硬化体に、前記遮蔽材を塗布または散布する方法である、請求項１〜
３のいずれか１項に記載の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
【請求項５】
前記浸透深さの測定が、イメージングプレートの感光部分の深さ（浸透面に対し垂直の
方向の長さ）を測定して行う、請求項１〜４のいずれか１項に記載の放射性セシウムの浸
透深さの測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、β線ラジオグラフを用いて、コンクリート硬化体中のβ線核種放射性セシウ
ム（Cs-137、以下、単に「放射性セシウム」という。）の浸透深さを測定する方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
β線ラジオグラフは、放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）や放射性ストロンチウム（Sr
-90）等の、固体表面から内部へβ線を放出する放射性物質（β線核種）の分布状態を調
べるのに簡便で有用な方法である。その一例として、図１の（Ｂ）に、放射性セシウムに
汚染された構造物から採取した、直径4cmのコンクリートコア（図１の（Ａ））の浸透面
（円形の面）のβ線ラジオグラフを示す。この写真から、放射性セシウムはコンクリート
表面に不均一に分布し、特に、ひび割れに沿って濃縮していることが分かる。
しかし、β線ラジオグラフを、放射性セシウムの浸透深さの測定に適用した場合、浸透
表面からのβ線の拡散により感光部分が拡大するため、感光部分を放射性セシウムがコン
クリート硬化体中に浸透して存在する範囲（浸透深さ）であると判定することはできない
。
【０００３】
以下、これを図１、２を用いて具体的に説明する。
図２は、１面（円形面）から放射性セシウムが浸透した幅2cmのコンクリートブロック
の長さ方向の切断面（Ｃ）を、イメージングプレート（IP）に載置して感光させたβ線ラ
ジオグラフの写真（Ｄ、Ｅ）である。ただし、コンクリートブロックの側面は樹脂でコー
ティングした。これらのうち、（Ｄ）は、放射性セシウムが浸透しているコンクリート硬
化体の浸透層から、β線が気中に拡散している様子を示す。また、（Ｅ）は、（Ｃ）の左
端にあるコンクリートブロックのβ線ラジオグラフの拡大図である。側面をコーティング
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した樹脂（単独）とコンクリート硬化体の隙間からもβ線が樹脂を透過して拡散し、コン
クリート硬化体の陰影が浮かんで見える。しかし、β線の拡散により感光部分が拡大して
いるため、（Ｅ）の像では、放射性セシウムがコンクリート硬化体に浸透した面の位置を
確定することができず、放射性セシウムの浸透深さを正確に測定できない。このような状
況は、非特許文献１にも同様の記載がある。
β線を遮蔽するために何らかのブロックを置いたり、鉛板などで覆うことも考えられる
。しかし、測定対象物の表面が平坦でない場合には、β線ラジオグラフにより表面位置を
特定することは、やはり困難である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】前田宏治、佐々木新治、熊井美咲、佐藤勇、須藤光雄、逢坂 正彦、福
島第一原子力発電所の廃止措置に向けた２̶１̶１建屋内遠隔除染技術の開発; JAEAにお
けるサンプルの詳細分析結果、ＪＡＥＡ−Ｒｅｓｅａｒｃｈ２０１３−０２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
そこで、本発明は、β線ラジオグラフを用いて、コンクリート硬化体中の放射性セシウ
ムの浸透深さを、簡便かつ正確に測定する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、前記目的にかなう放射性セシウムの浸透深さの測定方法を鋭意検討した
ところ、密度が一定以上で、特定の種類の金属粉を含む樹脂等でコンクリート硬化体を被
覆すればβ線を遮蔽でき、その結果、コンクリート硬化体の浸透面の位置を確定できるこ
とを見出し、本発明を完成させた。すなわち、本発明は下記の構成を有する放射性セシウ
ムの浸透深さの測定方法である。
【０００７】
［１］下記遮蔽材（ａ）または（ｂ）を用いて、放射性セシウムが浸透したコンクリート
硬化体を被覆した後、放射性セシウムの浸透面に対し垂直に、該コンクリート硬化体を切
断して切断面のβ線を測定し、β線を検出した部分の深さ（浸透面に対し垂直の方向の長
さ）を、放射性セシウムの浸透深さとする、放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
遮蔽材（ａ）：液状樹脂、セメントペースト、または石膏ペーストを含む遮蔽材
遮蔽材（ｂ）：金属および／または金属酸化物の粉末と、液状樹脂、セメントペースト
、または石膏ペーストを含む遮蔽材
３
［２］前記金属および／または金属酸化物の密度が２ｇ／ｃｍ 以上である、前記［１］
に記載の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
［３］前記液状樹脂が、エポキシ樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、エチレン・酢
酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、およびウレタン樹脂等から選ばれる１種以上である、前記
［１］または［２］に記載の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
［４］前記被覆する方法が、前記コンクリート硬化体を、前記遮蔽材に浸漬するか、若し
くは、前記コンクリート硬化体に、前記遮蔽材を塗布または散布する方法である、前記［
１］〜［３］のいずれかに記載の放射性セシウムの浸透深さの測定方法。
［５］前記浸透深さの測定が、イメージングプレートの感光部分の深さ（浸透面に対し垂
直の方向の長さ）を測定して行う、前記［１］〜［４］のいずれかに記載の放射性セシウ
ムの浸透深さの測定方法。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の放射性セシウムの浸透深さの測定方法は、コンクリート硬化体中の放射性セシ
ウムの浸透深さを、簡便かつ精度よく測定することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】（Ａ）は採取したコンクリートコアの全体の写真である。（Ｂ）はコンクリート
コアの放射性セシウムの浸透面（円形面）における、放射性セシウムの分布を示すβ線ラ
ジオグラフである。
【図２】（Ｃ）はコンクリートコアの浸透面に対し垂直に切断したβ線ラジオグラフィの
測定対象試料を示す写真である。（Ｄ）は前記測定対象試料のβ線ラジオグラフを示し、
（Ｅ）は（Ｄ）の一番左端のβ線ラジオグラフの拡大写真である。
【図３】（Ｆ）は遮蔽材を入れた円筒容器（紙製モールド）内に、コンクリートコアの浸
透面を下に向けて浸漬した状態で、減圧脱気処理を行っている様子を示す写真である。（
Ｇ）は紙製モールドを破いて、遮蔽材で被覆されたコンクリートコアを取り出す様子を示
す写真である。（Ｈ）は遮蔽材で被覆されたコンクリートコアの浸透面を下に向けて載置
した状態の写真であり、（Ｉ）は遮蔽材で被覆されたコンクリートコアの浸透面を上に向
けて載置した状態の写真である。
【図４】（Ｊ）は実施例で作製した測定対象試料である。（Ｋ）は該測定対象試料のβ線
ラジオグラフの写真である。
【図５】（Ｌ）はコンクリートコアの浸透面に鉄板を貼付した測定対象試料のβ線ラジオ
グラフの拡大写真であり、参考例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
本発明の放射性セシウムの浸透深さの測定方法は、前記のとおり、遮蔽材（ａ）または
（ｂ）を用いて、放射性セシウムが浸透したコンクリート硬化体を被覆した後、放射性セ
シウムの浸透面に対し垂直に、該コンクリート硬化体を切断して切断面のβ線を測定し、
β線を検出した部分の深さ（浸透面に対し垂直の方向の長さ）を、放射性セシウムの浸透
深さとする方法である。
以下、本発明の放射性セシウムの浸透深さの測定方法について、詳細に説明する。
【００１１】
１．遮蔽材
本発明で用いる遮蔽材（ｂ）に含まれる金属や金属酸化物の密度は、β線の遮蔽効果が
３
高いことから、好ましくは、２ｇ／ｃｍ 以上であり、入手容易性を考慮すると、より好
３
３
ましくは４〜１０ｇ／ｃｍ 、さらに好ましくは６〜９ｇ／ｃｍ である。具体的には、
該金属および金属酸化物は、鉄、鉛、亜鉛、マンガン、ニッケル、および錫等の金属、並
びに、これらの金属の酸化物から選ばれる１種以上が挙げられる。金属や金属酸化物の粉
末の粒径は、コンクリート硬化体の表面や空孔中に均質に分散・充填するためには、好ま
しくは１〜５００μｍ、より好ましくは１０〜５００μｍである。
また、本発明で用いる遮蔽材（ａ）および（ｂ）に含まれる樹脂は、被覆作業が容易な
ため、液状が好ましく、例えば、エポキシ樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、エチ
レン・酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、およびウレタン樹脂等から選ばれる１種以上が挙
げられる。
また、本発明で用いる遮蔽材（ａ）および（ｂ）に含まれるセメントは、普通ポルトラ
ンドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルト
ランドセメント、低熱ポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメント、および普
通エコセメントから選ばれる１種以上が挙げられる。
また、本発明で用いる遮蔽材（ａ）および（ｂ）に含まれる石膏は、無水石膏、二水石
膏、および半水石膏等であり、例えば、天然二水石膏、排煙脱硫石膏、リン酸石膏、チタ
ン石膏、フッ酸石膏、精錬石膏、半水石膏、および無水石膏等から選ばれる少なくとも１
種以上が挙げられる。
なお、セメントペーストや石膏ペーストの水／粉体の質量比は、高い被覆強度を得るた
めには０．１〜２．０が好ましい。
【００１２】
前記遮蔽材は、粘度を調整するために溶媒（溶剤）を用いることができ、また、含まれ
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る樹脂が硬化性樹脂（反応性樹脂）の場合、硬化時間を調節するため硬化促進剤や、アセ
トン等の硬化遅延剤を含むことができる。
３
また、遮蔽材の密度は、β線を遮蔽するためには、好ましくは１〜２０ｇ／ｃｍ 、よ
３
３
り好ましくは２〜１０ｇ／ｃｍ 、さらに好ましくは３〜６ｇ／ｃｍ である。また、金
属および／または金属酸化物と樹脂の混合割合は、前記β線の遮蔽効果に加え、金属等の
分散性、遮蔽材の被覆性を考慮して決めるとよい。
【００１３】
２．遮蔽材の被覆方法
前記被覆材の被覆方法は、前記コンクリート硬化体を、前記遮蔽材に浸漬するか、若し
くは、前記コンクリート硬化体に、前記遮蔽材を塗布または散布する方法が挙げられる。
コンクリート硬化体の表面を前記遮蔽材で被覆すれば、β線の漏洩を抑制できる。ここで
、コンクリート硬化体を前記遮蔽材に浸漬する、または、コンクリート硬化体に前記遮蔽
材を塗布、若しくは散布するとは、放射性セシウムが浸透した層の周辺を浸漬等するほか
に、コンクリート硬化体全体を浸漬等することも含む。
【００１４】
３．浸透深さの測定
本発明において放射性セシウムの浸透深さの測定は、特に制限されないが、イメージン
グプレートが感光した部分の深さを測る方法によれば、簡便かつ正確な測定が可能である
。
【実施例】
【００１５】
以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。
１．測定対象試料の作製
β線核種として、福島第一原子力発電所の事故により環境中に漏洩した放射性セシウム
に着目し、また、測定対象として、汚染された道路施設から、直径５ｃｍ、長さ約１０ｃ
ｍのコンクリートコアを採取した。このコンクリートコアの表面は、降雨により地表に浸
出したと考えられる放射性セシウムに汚染されている。
また、低粘度エポキシ樹脂（商品名：システムスリーエポキシ、システムスリー社製、
混合後の平均粘度は９５０cpsである。）の主剤３０ｇと硬化剤１５ｇを混合した後、該
樹脂混合物に、粒度が３００メッシュ（粒径は４５６μｍに相当）の鉄粉５０ｇとアセト
３
ン２ｇの混合物を混合して、鉄粉とエポキシ樹脂を含む遮蔽材（密度４．８ｇ／ｃｍ ）
を作製した。なお、アセトンはエポキシ樹脂の粘性を低下させて、硬化を遅延する作用を
有する。
次に、前記遮蔽材を紙製モールド内に入れ、放射性セシウムの浸透面を下に向けて、前
記コンクリートコアを前記遮蔽材の中に浸漬し、ドラフト内で減圧脱気処理を７２時間行
なった（図３のＦ）。この処理が終了した後、脱型して遮蔽材で被覆したコンクリートコ
アを取り出し（図３のＧ、Ｈ、Ｉ）、円形面に対し垂直にダイヤモンドカッターで切断し
て測定対象試料（図４のＪ）を作製した。
【００１６】
２．放射性セシウムの浸透深さの測定
前記作製した測定対象試料の切断面（図４のＪ）をイメージングプレート（ＢＡＳ Ｉ
ＰＭＳ ２０４０ Ｅ、およびＢＡＳ ＩＰ ＳＲ ２０４０Ｅ、富士フィルム社製）に対向
させて載置した後、オートラジオグラフィー（ＦＬＡ−７０００、ＧＥ ｈｅａｌｔｈｅ
ｃａｒｅ社製）を用いて、感光部分を測定した。その結果、図４の（Ｋ）に示すように、
β線の拡散はなく、浸透面（位置）を明確に示す直線状のβ線ラジオグラフが得られ、該
グラフから放射性セシウムの浸透深さは、１〜３ｍｍの範囲で分布していることが分かっ
た。また、ひび割れに沿って放射性セシウムが浸透している状況も観察できた。
【００１７】
３．参考例
参考のため、遮蔽材として厚さ２ｍｍの鉄板を、前記測定対象試料の放射性セシウムの
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浸透面に貼付した後、前記と同様にして感光部分を測定した。その結果、図５のＬに示す
ように、β線の拡散がなければ、図４のＫのような直線状であるべき浸透面が、上方に膨
れ上がった曲線状になっていて、測定対象試料の表面の位置が特定できず、放射性セシウ
ムの正確な浸透深さは得られなかった。
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