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　「環境施設」130号（2012.12）において、脱
原発の切り札として自然エネルギーが脚光を
浴びているが、100万kWの原発の発電能力と
風力や太陽光発電のそれと比較しているが、
代替エネルギー源としては年間発電量で比較
すべきことを指摘した。
　最近行われた衆議院選挙における各政党の
エネルギー供給の政策には脱原発の切り札と
して風力や火力で代替するとの主張も多かっ
た。電源にはそれぞれ特徴があり、様々な長
短があるので、単純に長所のみを評価しても
簡単に代替することはできないし、無理をし
て短期間に電力供給バランスを変えると、社
会的に大きなリスクを抱えることになる。
　前回、原発の発電能力100万kW/hを代替
するために必要な自然エネルギーについて検
討したが、今回は火力発電で代替するとした
らどのような問題があるかについてデータに
基づいて検討した。なお、脱原発を主張する
にあたり、データに基づかない代替エネルギー
を提案しても単なる「スローガン」に過ぎず、
説得性もなく、実現性は極めて低い。責任あ
る立場に近づくあるいは実態を理解するほど
安易に脱原発といえなくなる。
　これまで50年もかけて電源の多様化をはか
り、原子力発電が全発電量の30％を占めるま
でに拡大してきた施策を、原発事故があった
からといって直ちにゼロにすることはかなり
難しい。電気に支えられた社会を維持するた
めには安定した電源が必要不可欠であり、短
期的に安定して大容量の電気を代替できる電

源は火力発電以外にないのかもしれない。
　ここで、原発100kW/hの発電量を代替する
ために必要な火力発電ではどの程度の規模に
なるかについ試算してみた。なお、火力発電
には、石炭火力とLNG火力が主であり、原則
的に石油火力に依存しないことが国際的な約
束となっており、補助発電などの場合に限ら
れている。建設抑制を考慮してか、石油税も
高額である。ついでに、火力発電を建設した
場合の建設費と燃料費について調べてみた。※１）

　なお、コスト等検証委員会報告書（平成23
年12月19日　エネルギー・環境会議　コスト
等検証委員会）によると、発電コストは、①
設備利用率、②稼働年数、③資本費（建設費、
固定資産税、廃炉処理費用）、④運転維持費
（人件費、修繕費、諸経費）、⑤燃料費（燃料
代、所内率）に依存するが、ここでは、建設
費と燃料費並びに二酸化炭素排出量を取り上
げた。
　今後、我が国が安定的な電源を確保するた
めには、どのような方向を指向すべきかにつ
いて検討していきたい。

（１）原子力発電所の発電能力100万kW/hの
年間発電量；58億kW、約3,500億円
　我が国の平成22年度総発電量は約１兆kW
であり、このうち原発の発電量は28.8％であ
り、約2,880億kWであった。福島原発事故以
降の平成23年度のそれは約9,550億kWであ
り、原発分は10.7％の約1,020億kWとなり、
約１/３に急減した（電気事業連合会資料）。

原発100万kWを火力発電（石炭・LNG）で代替するには！
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　エネルギーの安定供給と二酸化炭素削減の
切り札として原発が推進され、全国で54基の
原発が設置され、さらに14基の建設が予定さ
れていた。事故後には建設計画が凍結や中止
を余儀なくされ、既存の原発もほとんど稼働
停止に陥っている。原発の稼働停止を受けて
省エネによる消費電力の抑制、既存火力発電
所のフル稼働などで対応しているが、火力発
電所が故障するとたちまち需給がひっ迫しか
ねない状況である。補完できる電源が少ない
状況で原発ゼロを実施することは大きな社会
リスクを伴う。このような状況を打破する方
策の一つとして国産エネルギー源である自然
エネルギーの普及、拡大が急務となっている。
　さて、原発100万kWが１年間稼働した場
合の総発電量を以下に試算した。家庭で使う
月電力消費量はおおよそ300kWであり、これ
を時間当たりに換算すると0.42kW/h、つま
り、約240万世帯に電力を供給する能力があ
る。また、建設費は35万円/kWとすると3,500
億円程度になる。なお、平成14年度から平成
22年度までの９年間の原発の設備利用率は、
60.0％から73.7％であった。
　燃料費は、使用済み核燃料の処理方法によ
り変動するが、単価等は明示されていない。
また、事故等による汚染対策費等も含まれて
いない。
　原発の年間発電量；100万kW/h×24h×365

日×0.66≒58億kW
　原発の所内率を４％に設定すると送電量は
約56億kWになる。
　ところで、原子力発電における二酸化炭素
排出原単位（１kW発電につき二酸化炭素排
出量は20g-CO2/kW）とすると100万kW発電
所の年間排出量は約12万トンに相当する。従
来の原発の年間発電量を3,000億kWとすると
約610万トンに相当する。※２）

（２）100万kWの石炭火力発電による年間発
電量；約66億kW、燃料費；約240億円/年
〈100万kWの石炭火力発電所の年間発電量と
燃料費；〉
　2010年の試算によるとこの規模の建設費は
約23万円/kWであるので、100万kWでは
2300億円に相当する。
　現状の石炭火力発電の発電効率は約42％、
石炭の発熱量が25.70Mj/kg（6,150kcal/kg）
として石炭１トンの発電量は約3,000kWに相
当する。また、プラント操業では必ず定期点
検をともなうので停止期間を伴う。設備利用
率を最大80％に設定（古くなるにしたがって
低下する。）すると年間発電総量は約70億kW
に相当するが、石炭火力発電所の所内での電
気使用量が多く、６％程度に相当するので、
実質約66億kWで原発１基分と同等であろう。
　石炭火力の年間発電量；100万kW/h×24h

大飯原子力発電所3,4号機（WPより） 福島原子力発電所
（http://hosha.info/atomics/reactor）
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×365日×0.8≒70億kW
　年間供給量＝70億kW×0.94（石炭火力発
電所の所内率６％）≒66億kW
　しかしながら、石炭火力では膨大な燃料を
確保しなければならない。100万kW/hの発電
所では、時間当たり333トンの石炭が燃焼さ
れ、設備利用率を80％とすると年間に約230
万トンの石炭を消費する。2010年度の石炭単
価は約8.4千円/tであり、燃料費がおおよそ
190億円に、さらに石炭税が1.7千円/tである
ので、燃料税が約40億円相当なので、約230
億円になる。運転経費には、その他に人件費、
修繕費、諸経費（運賃、荷揚費など）が必要
である。さらに、2030年には単価が9.4千円/
tに上昇すると推算されている。なお、年間
230万トンもの石炭を取り扱うためには専用
の岸壁及び揚陸設備の整備も必要である。
　原発事故以前の原発の電力供給量は約3,000
億kWであり、これを石炭火力発電で賄うた
めには、45基の発電所がフル稼働し、年間の
石炭使用量は１億トン以上の増加となり、二
酸化炭素排出量はおおよそ３億トンに相当す
る。100万kWの石炭火力発電の二酸化炭素排
出原単位（１kW発電につき二酸化炭素排出
量は943g-CO2/kW）とすると660万トン程度
に相当する。3,000億kWでは約2.8億トンに
相当する。※２）

（３）100万kWのLNG火力発電所の年間発電
量と燃料費；約69億kW，燃料費；約460億
円/年
　2010年の試算によると、この規模の建設費
は約12万円/kWであるので、100万kWでは
1,200億円に相当する。
　現状のLNG火力発電の発電効率は約51％、
LNGの発熱量が54.6Mj/kg（13,000kcal/kg）
であるので、LNG１トン当たりの発電量は約
7,700kWである。また、プラント操業では必
ず定期点検を伴うので停止期間を伴う。設備
利用率を最大80％（古くなると低下する）に
想定すると年間発電総量は約70億kWに相当
するが、LNG火力発電所の所内での電気使用
量は約２％程度に相当するので、実質約69億
kWで原発１基分を上回る。
　LNG火力の年間発電量；100万kW/h×24h
×365日×0.8≒70億kW
　年間供給量＝70億kW×0.98（LNG火力発
電所の所内率２％）≒69億kW
　LNG火力では膨大な燃料を確保しなければ
ならない。100万kW/hを発電するためには、
時間当たり130トンのLNGが燃焼され、設備
利用率を80％とすると年間に約90万トンの
LNGを消費する。2010年度のLNGの単価は
約49千円/tであり、おおよそ440億円に、さ
らに石油税が2.2千円/tであり、燃料税が年
間約20億円相当なので、約460億円程度であ
る。運転経費には、その他に人件費、修繕費、
諸経費（運賃、荷揚費など）が必要である。
なお、2030年には単価が62千円/tに上昇する
と推算されている。
　原発事故以前の原発の電力供給量は約3,000
億kWであり、これをLNG火力発電で賄うた
めには、44基の発電所がフル稼働し、年間の
LNG使用量は約4,000万トンの増加となる。
LNG火力発電における二酸化炭素排出原単位
（１kW発電につき二酸化炭素排出量は599g-
CO2/kW）とすると400万トン程度に相当す
る。3,000億 kWでは約 1.8 億トンに相当す
る。※２）

舞鶴石炭火力発発電所
（関西電力HP；90万kW×２基）
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※�LNG（液化天然ガス；Liquefied�Natural�Gas）
　天然ガスは、産出時には常温で気体（ガス）で
あり、空気よりも軽いので、大気中に拡散しやす
い。その組成は、産出する場所により異なるが、
主にメタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタ
ン及びこれ以上の炭化水素や窒素が含まれている。
ほぼ80％以上がメタンであり、これらの他に不純
物として、水・炭酸ガス・硫黄酸化物・硫化水素
などを含む。
　パイプラインが整備されていると、そのまま気
体状で搬送できるが、通常、海外から輸入する場
合は、これを液化して液化天然ガス（LNG）とし
て運搬する。メタンの液化温度は約－161℃である
ので、液化により体積はおおよそ１/630に減少し、
大量輸送や大量保管が可能になる。液化の過程で、
水分、硫黄酸化物、窒素などの不純物が除去され
るので、きれいな燃料といえる。
　LNG運搬船は、ちょうど超大型魔法瓶のように
熱を逃がさないようにして冷温を維持し、専用の
港で気化（ガス化）が行われる。この冷熱もエネ
ルギーであり、温度差発電、冷凍庫や冷蔵庫など
に冷熱エネルギーとして有効に活用されている。

　このように火力発電所の建設費は原発より
もかなり安価ではあるが、膨大な燃料を長期
的に安定的に確保しなければならない。原発
でも燃料費は必要であり、年間30トンのウラ
ン燃料が必要と言われている．燃料費はフロ
ント（燃料費？）で0.82円～0.88円/kWとあ
るので、約50億円程度であろう。また、使用
済みの核燃料処理費用が不明であり、バック
（処理費用？）が0.2～1.1円/kWとあるので、
12～66億円程度の幅がある。燃料費は両者を
含んで算定されているので、62～116億円と
変動する。さらに、事故時の損害あるいは廃

炉費用等が桁違いに膨大であり、火力発電等
の建設費や燃料費と比較してもあまり意味が
ないように思う。
　このように、火力で依存できるとしても消
費する燃料が膨大であり、長期的に安定的な
確保は難しく、国際的な価格高騰を招くとも
いわれている。さらに、二酸化炭素排出削減
問題を抱えているので、火力での代替は一時
的な対応であり、当面、最小限の原発を稼働
せざるを得ないところに落ち着く。原発は進
むべき方向と思うが、原子炉を停止しても54
基の原発は残っているのであり、廃炉といっ
ても放射性廃棄物の処分場のない現状におい
て早期に実現できるはずがない。原子炉は停
止しても核燃料はそのままであり、ウランの
壊変で常時結構大量の発熱が継続するので、
冷却を続けなければならない。仮に、今回の
福島原発事故のような電源の喪失、あるいは
燃料プールの水槽の破損で使用済み核燃料が
露出した場合、膨大な熱により燃料棒が溶解
し、放射性物質が漏出するあるいは核反応が
起こる可能性さえありうる。
　つまり、仮に全ての原子炉を停止したとし
て、すぐには廃炉ができないのである。多分、
停止したままでほそぼそと管理を続けること
になろう。老朽化により建屋や配管の損傷、
あるいは地震等により崩落事故が起ってあわ
てて対策をするような、そんな気がしてなら
ない。廃炉ができないこと、停止中の維持管
理問題、残存する核燃料の取り扱い、極めて
大きな問題ばかりである。火力発電所は停止
して解体すれがすれば済むことであるが、そ
のような生易しいことではないのである。もっ
とその道のプロの方々がきちんとわかりやす
く、広報していただきたい。
　現実的には、安全であると評価できる原発
は動かしながら廃炉技術（処分方法を含む）
を早急に確立して対応した方がリスクは小さ
いのではないかと思うが？？？とつぶやいて
みました。
　脱原発の議論をみると、発電能力のみで比LNG（液化天然ガス）専用運搬船（ネットより）
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較する事例が多く、これはあまり意味がない
のであり、実発電量で比較すべきであること
が基本であることを紹介した。

【参考】
【電源別のライフサイクル-二酸化炭素排出量
（g-CO2/kW）】※２）

　二酸化炭素炭素排出を燃料燃焼と原料・運
搬・廃棄など間接排出がある。
　前者を直接排出、後者を間接排出といい、
排出総量は両者の合計。

※�排出量の推計は、物量推計と排出量推計の
２段階からなる。発電施設の建設や運転に
投入される燃料・資材の種類・投入の推計、
後者は、燃料燃焼による直接排出量とそれ

以外の間接排出量の推計です。間接排出量
は、発電施設や燃料取扱い施設の建設・運
用に投入さえる物質。資材の製造に伴う排
出量（素材体化排出量）と関連する加工・
建設などの行為に起因する排出量（行為随
伴排出量）の２つの合計である。

【追　記】
　私が、最初に手掛けた調査研究が昭和51年
「廃棄物処理および資源再利用システムにおけ
るLNG冷熱の適応性に関する研究」（厚生省
認可社団法人�日本廃棄物対策協会）であっ
た。姫路にLNGの受入基地を整備するに当た
り、－160℃の冷熱の利用を幅広く調査した
ものである。とくに、物質は低温下では脆く
なるので、廃プラでもゴムでも簡単に破砕・
粉砕することができる。冷凍破砕である。廃
棄物関係の業務はじめてであったが、関西学
院理学部化学科の研究室で物理化学の卒論が、
低温下で色が変わる（サーモカラ－）現象の
メカニズム解明であった。液体窒素（－198.6
　℃）を取扱っていたので、取り組み易かった。
また、原研ではプラスチックに種々な雰囲気
や添加材を加えてコバルト60γ線を照射して
物性変化を調べる基礎研究していた。液体窒
素を使って添加剤の脱気操作にも慣れていた
し、プラスチックの性質についてはかなり詳
しかった。しかし、廃棄物の知識がほとんど
ないので、当時協会の副会長であった京都大
学故岩井重久先生及び門下の方々にはずいぶ
んと教えていただいた。感謝する次第です。

〈参考資料〉�
※１）コスト等検証委員会報告書；平成23年12月19日　エネルギー・環境会議コスト等検証委員会
※２）電力中央研究；電源別のライフサイクル二酸化炭素排出量の評価－技術の進展と情勢変化を考慮
して再評価－、電中研ニュース、No.468（2010.8）

電源別のライフサイクル-CO2排出量
� （発電出力１万kW；g-CO2/kW）

電源の種類 排出量 直接 間接

風力 25 ０ 25

太陽光 38 ０ 38

地熱 13 ０ 13

水力（中規模） 11 ０ 11

原子力 20 ０ 20

LNG（複合） 474 376 98

LNG（汽力） 599 476 123

石油火力 738 695 43

石炭火力 943 864 79
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東日本大震災で発生した災害廃棄物等の処理について（Ⅺ）
～各地の空間放射線を測定してみました！（3）～

技術士（衛生工学・建設・環境）・環境カウンセラー
第一種放射線取扱主任者、甲種危険物取扱者など
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シリーズ　緊急解説⑪；Q＆A；疑問に回答、解説

　前回寄稿した「環境施設」No.130号、pp.73-
83（2013.1）では、「東日本大震災で発生した
災害廃棄物等の処理について　（Ⅸ）～各地の
空間放射線を測定してみた！（２）～」と題
して次の内容について紹介した。
（１）エネルギー補償機能なしのNaIシンチ
レーションサーベイメータによる空間放射線
の測定値は、機能付きよりも1.5～1.8倍も高
かった。エネルギー補償機能について概略を
解説した。また、公的機関の空間放射線モニ
タリングデータはより低いことを紹介した。
（２）同じ放射線測定器（エネルギー補償機能
なし；HPI5000型）を用いて北海道、宮城県、
京都、広島、長崎で空間放射線を測定して特
徴をまとめた。北海道や東北の東日本は低く、
関西から以西は高い傾向にあった。とくに原
爆が投下された広島原爆ド－ム付近及び長崎
市松山町原爆公園で測定した結果、空間放射
線はやや高いが、その範囲は狭く問題はなさ
そうであった。
（３）空間放射線の測定は、測定に用いる機器
により大きく変動するので、異なる測定器で
得られたデータを比較する場合は要注意であ
る。なお、エネルギー補償機能のない機器で
も、標準線源をセシウム137で校正している
ので、事故由来の放射線量の測定値（Cs137）
の誤差は小さい。
　これまで空間線量率の測定に用いたシンチ
レーション式サーベイメータでは、エネルギー
補償機能なしと機能付きは測定値に大きな差
があることが分かった。今回は、前回に紹介

できなかった空間放射線が低いとされる車両
内と中層マンション（7F）、高いといわれる
地下室などにおける測定結果、さらにエネル
ギー補償機能なしの測定器と機能付き測定器
で測定した結果を紹介する。用いた測定器は、
前回と同じNaIシンチレーションサーベイメー
タ。

（１）閉鎖性空間における測定結果；
　これまで様々な場所で空間放射線を測定し
た結果、高い場所としてはトンネル、地下室
や花崗岩を使った建物、石垣、敷石の近傍で
あった。一方、低い場所は、花崗岩から成る
基盤岩の深い地表、地下水を含む堆積層が厚
い場所、玄武岩や砂岩などの多い東北地方な
どであった。
　前回誌面の都合で紹介できなかった車内、
地下室、コンクリートマンション等で測定し
た結果を紹介する。

①�車内の放射線はどの程度低いのか？（γ線
遮へい効果について）
　車内は、鉄などの外壁で囲まれているので
外部からの放射線（γ線）を遮へいすること
が知られており、通常、１～２割程度低くな
るとの報告がある。また、文部科学省放射線
量等分布マップ拡大サイトでは、「放射線量等
分布マップ（走行サーベイマップ）：車内に設
置したNaI（Tl）シンチレーション式サーベ
イメータと接続したKURAMAシステム
（Kyoto�Univ.�Radiation�Mapping�System）
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を用いて、道路上（車内）における、時間あ
たりの地表面から高さ１mの空間線量率（μSv/
h）を算出しています。マップ上に示す値は、
「車内に設置したサーベイメータで計測した空
間線量率について、測定車の構造による遮蔽
効果やサーベイメータの設置高さ等を考慮し
た上で、車内及び車外で測定した空間線量率
の補正係数として1.3を乗じて算出していま
す。」とある。つまり、車は外部からの放射線
を遮へいするので、車内測定値に係数を乗じ
て外部測定値に換算している。
　以下にNaIシンチレーションサーベイメー
タ（エネルギー補償機能なし）を用いて車外
と車内の放射線を測定したので紹介する。
◇�平成24年10月３日；京都市内川端一条バス
停前（以下、単位はμSv/h）

◦�京都バス車内；平均　0.0825
◦�降車後の同じ場所；平均　0.119
〈結果〉バス内は屋外の69.3％で、遮へいによ
り約３割低下。
◇�平成24年10月10日；自宅（京都市岩倉）地
下駐車場の車内；プリウスα

◦�HPI500型；車内；平均　0.143
◦�HPI5000型；車外；0.193～0.218；平均　
0.206

〈結果〉自家用車内は屋外の69.4％で、遮へい
により約３割低下。

【コメント】
　車内の放射線は、外部からの放射線を２～
３割遮へいすることが分かった。その結果、
これまで、車内、バス、鉄道車内の測定値は
屋外よりも２～３割程度低いことがわかった。
屋外値を求めるのであれば、車内での測定値
を1.2～1.3倍する必要がある。

②�密閉、開放室内における測定値はどうなる？
（ラドンの影響はどの程度か？）
　日本人の被ばく線量が年間1.48mSvのうち、
ラドン及び娘核種による内部被ばく線量が
0.4mSv（27％）と言われており、無視するこ
とはできない。
　前回の寄稿では、自宅の地下室（コンクリー
ト製）と木造の１階と２階の空間放射線が大
きく異なり、２階では約半減することを報告
した。仮に大地や地下コンクリートがγ線の
発生源であれば距離減衰あるいは気体である
放射性ラドンが関係している可能性があると
考察した。ここで、地下室を密閉した場合と
開放した場合に室内の空間放射線を実測した。
　平成24年10月７日から10日朝まで室内を
密閉し、10日朝に測定した。その後、30分間
にわたり窓とドアを開放して扇風機で換気し
た状態で同じ場所で測定した。測定方法は、
測定開始から120秒間にわたって30秒ごとに
測定値の最大と最小を５回記録し、これを単
純平均した。
◦�地下室密閉状態での測定値；0.174～0.214
μSv/h（５回平均値；0.194μSv/h）
◦�30分間開放、換気後の測定値；0.169～0.206
μSv/h（５回平均値；0.184μSv/h）
◦結論；換気により約95％に低下した。
【コメント】
　測定値は誤差範囲内である可能性もあるが、
測定値の最小値と最大値ともに低下している
ことからこの差分がラドンガスの寄与ではな
いかと推測できる。地下室は、床面が地下水
を防水するために捨コンクリートで固め、そ
の上に床面がある。このため、地下から上昇

カルバ－トボックス型地下駐車場
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するラドンガスは遮断されると考えられる。
むしろ、コンクリートに含まれる放射性核種
の壊変で生じたラドンガスの寄与ではないか
と推測される。

③�マンション（7F）の上層階は低いか？
　測定したマンションは、地上７階建て鉄筋
コンクリート製ビルであり、２階から７階ま
でマンション（昭和49年竣工）、１階と地階
が近畿地方発明センタ－ビルである。地階の
周辺はドライエリアが廻らされている。なお、
一部、エネルギー補償機能付きシンチレーショ
ンサーベイメータTSC-171Bを用いて同時に
測定し、その割合を算出した。（単位；μSv/h）
◇�平成24年10月３日；10時半から11時半・
快晴、７F住宅居間

○�地下１階事務所（南側、半面が窓側）；平
均；0.114

　�（TCS-171B測定器；0.07μSv/hであり、
HIP5000型/TSC-171B＝1.63）

○�１階エントランス中央部（両側に部屋）；平
均；0.135

○�マンション６階通路（片面のみ部屋）；平
均；0.147

○�マンション６階居住台所（換気あり）；平
均；0.178

【コメント】
　これまでの知見に基づくと、高層階ほど空
間放射線は低くなると言われているが、高い
結果であった。仮に放射線の発生源が地盤を
構成する基盤岩にあるとすると、地表よりも
低い地下室が最も高くなり、高層ほど距離減
衰、各階の床盤による遮へい、ラドンガスの
遮へいなどで説明できるが、測定結果は全く
反対であった。最も高い６階居宅が地下室よ
りも高かった。これは、放射線の発生源がコ
ンクリートに含まれる砂利などの建材である
ことを示唆する。つまり、コンクリートの部
屋数、配置などで変動することを示唆する。
なお、コンクリートに含まれる放射性ウラン
などは壊変して放射性ラドンを生じるので、

換気の程度で若干変動する可能性もあろう。
　結果としては、鉄筋コンクリート製の高層
マンションは地上から離れてはいるが、地表
の空間放射線量とあまり変わらないのではな
いかと推測できる。なお、立地条件等で測定
結果は変わることもありえよう。

④地下室内の測定高さの影響はあるか？
　近畿地方発明センタ－ビルの地下１階の事
務所は、周囲がドライエリアであり、２階か
ら７階までマンション（写真上）である。地
下室は14坪で、前が1.3m程度のドライエリ
アであり、天井までの高さは2.8mある。測定
地点の高さを変えて空間放射線を測定した結
果は次のとおりであった。測定方法は従前通
りである。（単位；μSv/h）
○�床面（+0.0cm）；0.116～0.132（平均0.123）
○�床面（+68cm）；0.110～0.118（平均0.114）
○�床面（+156cm）；0.115～0.124（平均0.121）
○�床面（+275cm）；0.144～0.150（平均0.147）
【コメント】
　結果は、壁に近い床と天井付近が高く、離
れた地点では低い傾向が認められた。建材の
コンクリートに含まれているウラン等の放射
性物質から放出されるγ線は、距離減衰を考
えると中央部で最も低くなると考えるとつじ
つまがあう。

中高層マンション（７F）の外観
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（２）エネルギー補償機能有無サーベイメータ
の測定値の比較
①測定器の概要
　下記にエネルギー補償機能なし（これまで
用いたHPI�5000型）と補償機能付き（アロカ
TCS-171B）のNaIシンチレーションサーベ
イメータを写真に示す。写真の下段はエネル
ギー補償機能のないHPI-5000型、上段はエネ
ルギー補償機能付きアロカTCS-171B。それ
ぞれの特性は「環境施設」130号,p.76（2012.
冬）の表－１に掲載した。精度はいずれも±
15％で、検出器はNaI（Tl）の大きさが直径
１ イ ン チ（ 25.6mm ）、 長 さ １ イ ン チ
（25.6mm）。なお、γ線を検知するNaI（Tl）
結晶が大きくなるとより低線量を測定でき、
精度も向上する。

②�エネルギー補償機能別測定器による空間放
射線の測定結果について

　NaIシンチレーションサーベイメータHPI�
5000型は、セシウム137で校正されているの
で、Cs137から放出されるγ線については±
15％の精度で測定できるとされている。しか
しながら、低エネルギーのγ線に対する精度
は低下する。一方、エネルギー補償機能付き
のアロカTCS-171B型は、γ線のエネルギー
変動に対して「１cm線量当量対応型」に校正
できるように係数が調整されており、様々な

エネルギーのγ線をやや高い精度で検出する
ことができる。前回にエネルギー補償機能な
しでの測定値はエネルギー補償機能付きのそ
れよりも1.5～1.8（平均；1.65）程度か過大で
あることを紹介した。今回は測定値について
紹介する。

【測定事例-１】公的機関（エネルギー補償機
能付き）における測定について
　平成24年10月３日に京都府空間放射線のモ
ニタリングを行っている京都府保健環境研究
所（伏見区村上町）を訪ねて放射線モニタ－
の近傍で測定した。研究所の屋上（測定中心；
16.9m）にも同じモニタリング設備が設置さ
れており、二重にチェックできる体制にある。
〈設置されている測定機器〉
○�測定器；日立アロカメデイカル㈱製エネル
ギー補償型
◦�検出器；NaI（Tl）φ2インチ（φ50.8mm
×50.8mm）
◦�エネルギー範囲；線量率；50keV～３Mev
（３Mev以上のエネルギーは全て３Mev）
◦誤差；±10％
◦�公開測定値；リアルタイム公開値は２分間
測定値の５個平均、すなわち10分間平均
◦�監視結果報告書；10分間平均値の６個の平
均。すなわち１時間平均値
○�測定結果；10月３日（水）13：00～14；00

上段；アロカTCS-171B（エネルギー補償機能付き）
下段；HPI-5000型（エネルギー補償機能なし）

京都府保健環境研究所中庭及び屋上に設置された
放射線モニタリング
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の１分間値の60回の範囲と平均
　�0.0508～0.0564（0.0535μGy/h）※１μGy/h
を１μSv/hrとしている。

　NaIシンチレーションサーベイメータのエ
ネルギー補償機能なし（HPI�5000型）と機能
付き（TCS-171B型）を持参してモニタ－ポ
ストの横に並べて測定した結果は次の通りで
あった。
○�測定時の条件；快晴、気温；27.9℃、湿度；
55％１、測定時間は13；16分

○�立地条件；京都府保健環境研究所が立地す
る京都市伏見区村上町は京都盆地の南で基
盤岩の深さが約200mで、厚い堆積層と豊
富な地下水が特徴。地表面は砂利敷きで幅
数mの場内道路を挟んで地上４階の鉄筋コ
ンクリート建屋が近接する。

○測定結果；
①�京都府保健環境研究所（エネルギー補償機
能付き）；13；18の１分間値；0.0526

②�HPI�5000型（エネルギー補償機能なし）；
0.110～0.129（μSv/hr）（平均；0.120）

③�TCS-171B型（エネルギー補償機能付き）；
0.08（μSv/hr）

④�比率（エネルギー補償機能なし/補償機能
付きTCS）；1.50

⑤�比率（エネルギー補償機能なし/補償機能
付き京都府モニタ）；2.24

【コメント】
　いずれもNaIシンチレーション式であるが、
エネルギー補償機能なしと機能付きサーベイ
メータの実測値は次のとおりである。
　補償機能なしサーベイメータ＞補償機能付
きサーベイメータ＞補償機能付きモニタ－
　比率；2.24� 1.50� 1.00
　自然由来のγ線を測定した場合には同じ検
出式であっても測定器により測定値に大きな
差があることが分かった。なお、サーベイメー
タのSvは1cm線量当量、モニタリングポスト
は空気吸収線量GyをSvにそのまま読み替え
た値であり、校正方法や評価方法が異なるこ
とに留意する必要がある。モニタリングポス

トとの比較は参考程度としていただきたい。

【測定事例-２】花崗岩石垣前（京都市岩倉地
区宅）の空間放射線の測定結果
○�測定時の条件；平成24年10月５日、快晴、
測定時間は８；49分から30秒ごと５回測定
した。結果は５回の範囲と平均値を示した。
○�立地条件；京都市岩倉地区の住宅前花崗岩
の石垣前で30cm地点、20cmの高さに測定
器を二台置いて測定した。なお、地面は石
タイル張。このあたり比叡山の麓であり、
基盤岩の深さは50～100m程度で岩倉盆地
として知られ、地下水位が高い。
○測定結果；
　HPI�5000型（エネルギー補償機能なし）；
平均；0.194μSv/h
　TCS-171B型（エネルギー補償機能付き）；
平均0.116μSv/h
　比率（エネルギー補償機能なし/補償機能
付き）；1.62
【コメント】
　岩倉地区は基盤岩が比較的浅く、花崗岩で
あることから放射線が高いことが知られてい
る。花崗岩には放射性ウランの含有量が多い
と言われているが、直接分析をしていないの
で不明。
　測定事例-１の伏見区での実測値と比較し
てエネルギー補償機能の有無による比率がや
や高いことがわかる（1.62）。

住宅前の花崗岩の石垣



81No. 131   2013

【測定事例-３】地下駐車場（京都市岩倉地区）
における空間放射線の測定結果
○�測定時の条件；平成24年10月５日、快晴。
測定時間は８；59分から30秒ごと５回測定
した。結果は５回の範囲と平均値を示した。

○�立地条件；京都市岩倉地区の地下駐車場。
４面張りのコンックリ－ト製カルバートボッ
クス（幅が2.5m、高さ２m、奥行きが12m
の中央部で高さ60cmに設置して測定。

○測定結果；
　HPI�5000型（エネルギー補償機能なし）；
平均；0.195μSv/h
　TCS-171B型（エネルギー補償機能付き）；
平均0.118μSv/h
　比率（エネルギー補償機能なし/補償機能
付き）；1.65
【コメント】
　建材のコンクリートは材料の産地にもよる
が、放射性ウランが含まれているといわれて
いる。いわば、全方向から放射線が入射する
ので、測定値は高いと考えられる。
　測定事例-２の駐車場前の花崗岩石垣前と
比較してエネルギー補償機能の有無による比
率はほぼ同じであった（1.65）。

【まとめ】
　感度の高いNaIシンチレーションサーベイ
メータであるエネルギー補償機能のないHPI�
5000型と補償機能付き（TCS-171B型）の二
台のγ線測定器の測定値を同時に読み取り、
比較した結果、前者はほぼ６割程度高く表示
されることが分かった。
　補償機能付き測定値が正しい数値であると
すると、機能なし測定器の測定値の信頼性は
かなり低いことになる。また、たとえエネル
ギー補償機能付きサーベイメータで測定して
もより精度の高い検出器を有する設置型モニ
タ－測定値と比べるとさらに信頼性は劣る。
それぞれの測定器の使う目的をきちんと把握
しなければ、測定の意味があいまいになる。
　このような特徴を有する測定器の正しい使

用目的は、日常における空間放射線量を把握
することであり、放射能漏出事故があればす
ぐに把握できるような使い方ではないだろう
か？
　なお、食品の放射線汚染の程度はこのよう
なγ線だけの測定では把握できないし、当然、
自然界の空間放射線を遮断して行わなければ
ならない。
【おわりにあたって】
　これまで、全国で空間放射線の測定を行っ
た結果、公的機関で公表されている測定値と
比較すると、私の実測したデ－タは常に２倍
程度大きかった。原発事故以来、空間放射線
が社会的に大きな関心が集める中で、除染基
準や被ばくの影響が空間放射線の数値で判断
されるのでどうしても厳密にとらまえてしま
う。空間放射線はそれ自体が大きく変動する
ことが分かっていながらも、さらに測定機器
の構造によって実測値が大きく変動するとな
ると測定値自体が意味を失うことになる。
　本来、サーベイメータは携帯型の簡易測定
器ではあるので、おおよその放射線量を把握
する程度のものである。これにより基準値を
超えたとか、対策が必要であるなどと判断す
るために使ってはならないことになる。なお、
エネルギー補償機能の付いていないサーベイ
メータであってもセシウム137で校正してい
るので、原発事故由来に伴う追加被ばく線量
の測定には有効であろう。
　これまで空間放射線を実測し、結果がつじ
つまが合うように説明したが、最も大きく変
動する理由は、シンチレーションサーベイメー
タのエネルギー特性にあり、γ線のエネル
ギーが、校正したセシウム137より低いため
ではないかとの疑念がある。
　次回、シンチレーションサーベイメータの
測定原理並びにエネルギー補償機能について
解説し、なぜ測定器によりこのような差が生
じるかについて解説したい。


