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第1章
1.1

序論

研究の背景

原子力関連施設の廃止措置等に伴って発生するウラン系の廃棄物としては、原子力
施設の操業により発生し保管されていた廃棄物と、原子力施設の解体撤去により発生
する金属解体物等を中心とした廃棄物に分類される。操業廃棄物及び解体廃棄物は
Fig.1.1.1 に示すように、クリアランスと放射性廃棄物に分類される。クリアランスは
放射性物質の放射能濃度が極めて低く人の健康への影響が無視できるため、放射性物
質として扱う必要のない放射能レベルの固体廃棄物であり、普通の廃棄物として再生
利用、または処分される[1]。一方、放射性廃棄物は放射能レベル等の区分に応じて、
処分場に払い出しされる[2]。払い出しの際、放射能濃度を測定し、処分場の受け入れ
基準を満たすことを確認する必要がある。合理的に払い出しを行うためには、放射能
濃度を高い精度で評価する必要がある。このような評価が実現でき、広く一般に使用
可能な放射能濃度測定手法を確立することが必要とされている。

Fig.1.1.1 Waste Classification Framework.
（文部科学省委託事業「低レベル放射性廃棄物の放射能濃度評価方法の開発」
成果報告会

( http://www.randec.or.jp/images/seika.htm )
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より引用）

1.2

既存の測定手法

原子力関連施設の廃止措置等に伴って発生する主にウラン系の放射性廃棄物の測定
技術としては、パッシブ中性子法、アクティブ中性子法、パッシブγ線法が知られて
いる。それぞれの測定装置を Fig.1.2.1 に示す。

Fig.1.2.1 Non-Destructive Assay system.
（Canberra , Gamma Waste Systems ( http://www.canberra.com/ ) より引用）

パッシブ中性子法では、ウラン化合物(酸化物、フッ化物等)に存在する U-234 が放
出するα粒子が酸素やフッ素の原子核に衝突し（α，ｎ）反応により放出された中性
子を測定する。中性子線は主に鉄などの金属系廃棄物について透過力が強いという特
徴を持っているが、水やコンクリートなどの水素原子を多量に含む物質が含まれる場
合、中性子線の遮蔽効果が大きくなる。また、ウランの化学組成(酸化物、フッ化物等)
により、（α，ｎ）反応の中性子収率[3]が異なるため、ウランの化学組成ごとに換算
係数を決定する必要がある。したがって、パッシブ中性子法が適用できる対象は限定
され、雑多なウラン系放射性廃棄物への適用は困難である。
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アクティブ中性子法では、試料に中性子などを照射して核物質に核反応を誘起し、
その結果発生する中性子を計数することで核物質の分析を行う。この手法もパッシブ
中性子法と同様に、廃棄物の組成の影響を強く受ける。この問題を解決するため、14MeV
中性子直接問かけ法[4-6]が研究され、金属系ウラン廃棄物及びウエス系ウラン廃棄物
で高感度な測定が期待できることが報告されている。しかし、14MeV 中性子直接問か
け法は

235

Ｕのみを検出する方法であるため、ウラン量を定量するためには 235Ｕの濃縮

度を他の測定方法で評価する必要があるが、 235Ｕの濃縮度の適切な評価方法について
は未解決である。また、この測定方法では中性子発生管などを用いるため大規模な測
定装置が必要となる。したがって、ウラン系放射性廃棄物の測定手法として広く一般
に普及させることは困難と考えられる。

パッシブγ線法は、廃棄物中に含まれるウランから放出される γ 線を利用する手法
と、廃棄物中に含まれるウランから放出される γ 線と外部に設置した RI 線源から放
出される γ 線を組み合わせて利用する手法に分類できる。
廃棄物中に含まれるウランから放出される γ 線を利用する方法については、廃棄物
収納容器（ドラム缶）を Low-background steel で製作された遮蔽容器にセットし、ド
ラム缶を回転させながら廃棄物中のウラン線源から放射されるγ線を測定してウラン
量を評価する装置[7]が市販されている。市販の装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）
では、ドラム缶を回転により、廃棄物の分布は均一になり、ウラン線源の分布も均一
になると仮定してウラン量の評価を実施している。しかし、廃棄物収納状態で廃棄物
やウラン線源などに偏りがある場合、ドラム缶を回転させる操作のみで、廃棄物の分
布やウラン線源の分布が均一とみなすのは困難である。
この問題を解決するため、ドラム缶を対向する位置で測定し、ウラン量を評価する
手法[8-14]が研究されている。この手法は対向する位置で測定したγ線の２つの測定
値を掛け算することで、ウラン線源の位置の影響を打ち消すという研究方針である。
ただし、この研究ではドラム缶に収納された廃棄物が有機材料で比較的密度が低い場
合について行われている。廃棄物の密度が比較的高く、廃棄物やウラン線源などに偏
りがある場合には、対向する位置で測定したγ線の２つの測定値を利用してもウラン
線源の位置の影響を打ち消すことは困難になる。したがって、雑多なウラン系放射性
廃棄物へ適用するためには、新たな研究方針が必要である。
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なお、対向する位置での測定としては、廃棄物をコンテナに収納した場合について
もウラン量を評価する手法[15-16]が研究されている。この場合も、対向する位置で測
定したγ線の２つの測定値を利用することで、ウラン線源の位置の影響を消すという
研究方針である。

廃棄物中に含まれるウランから放出される γ 線と外部に設置した RI 線源から放出
される γ 線を組み合わせて利用する手法としては、Segmented Gamma Scanner（SGS）
手法[17-18]が知られている。SGS 法は測定対象をセグメントに分割し、外部線源で廃
棄物のγ線減弱率を求めて、廃棄物中の線源から放射されるγ線の測定データを補正
して、ウラン量を評価する方法である。SGS 手法については装置が市販されている。
また、SGS 手法を発展させた手法として Tomographic Gamma Scanner（TGS）手法
[19-20]が開発されている。TGS 手法は、γ線検出部をコリメートすることで、外部線
源の照射範囲を制御し、廃棄物収納容器の周りを走査することで、ボクセルごとにウ
ラン量を評価する手法である。TGS 手法については装置が市販されている。
SGS 手法や TGS 手法については、RI 線源等を必要とする等の測定系が複雑化すると
いう問題がある。測定手法として広く一般に普及させるためには、測定系はシンプル
であることが必要と考えられる。したがって、RI 線源等を必要としない簡易な手法が
必要とされる。
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1.3

研究の目的

本研究は、放射能濃度を高い精度で評価でき、広く一般に使用可能となる簡易な測
定系での放射能濃度測定手法を確立することを目的とする。なお、廃棄物はドラム缶
に収納されることを想定し、廃棄物ドラム缶を評価対象とする。また、廃棄物ドラム
缶には雑多な廃棄物が収納されるため、様々な種類の材質を評価対象とする。

ウラン系の放射性廃棄物の測定技術として知られている、パッシブ中性子法、アク
ティブ中性子法、パッシブγ線法のうち、パッシブ中性子法及びアクティブ中性子法、
SGS 手法や TGS 手法については、本研究の目的からみた場合、廃棄物中に存在するウ
ランの化学組成を予め特定する必要があることや、中性子発生管や RI 線源等を必要と
する等の測定系が複雑化するという問題がある。そのため、廃棄物中に含まれるウラ
ンから放出される γ 線を利用する方法を選択する。
廃棄物中に含まれるウランから放出される γ 線を利用する方法で、市販されている
装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）では、廃棄物やウラン線源などに偏りが
ある場合、ドラム缶を回転させる操作のみで、廃棄物の分布やウラン線源の分布が均
一とみなすのは困難である。また、ドラム缶を対向する位置で測定し、ウラン量を評
価する手法では、廃棄物の密度が比較的高く、廃棄物やウラン線源などに偏りがある
場合には、対向する位置で測定したγ線の２つの測定値を利用してもウラン線源の位
置の影響を打ち消すことは困難になる。このようにパッシブγ線法を用いる場合、ウ
ラン量の定量で問題となるのは、廃棄物やウラン線源などの偏りである。

したがって、パッシブγ線の簡易な測定系での測定値を用い、従来の手法では解決
されていない廃棄物やウラン線源などの偏りに依らないウラン量の定量が可能な理論
の構築を目的として研究を実施する。
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1.4

本論文の構成

本研究は、パッシブγ線の簡易な測定系での測定値を用い、廃棄物やウラン線源な
どの偏りに依らないウラン量の定量が可能な理論を構築し、シミュレーションで検証
するという研究方針をとる。また、構築した理論を用いて、模擬廃棄物ドラム缶を用
いた試験結果を解析し、理論の実証を行うことで、実用的な放射能濃度測定手法の研
究を実施する。

第２章で廃棄物やウラン線源などの偏りに依らずウラン量の定量が実現できる評価
モデルを構築する。
2.1 節で廃棄物密度が均一でウラン線源が不均一の場合のウラン量の評価モデルを
構築する。また、評価モデルの妥当性をシミュレーションで検証する。本節でパッシ
ブγ線の簡易な測定系での測定値を用い、廃棄物やウラン線源などの偏りに依らない
ウラン量の定量が可能な基本的な理論を構築する。
2.2 節で廃棄物密度が不均一でウラン線源が不均一の場合のウラン量の評価モデル
の拡張を実施する。また、拡張した評価モデルの妥当性をシミュレーションで検証す
る。本節では 2.1 節で構築したな基本的な理論を発展させ、廃棄物やウラン線源など
の偏りに依らないウラン量の定量が可能な理論を構築する。
第３章では第２章で構築した、廃棄物やウラン線源などの偏りに依らずウラン量の
定量が可能な理論の実証試験を模擬廃棄物ドラム缶を用いて実施する。
実証試験では、廃棄物の密度分布が均一で偏りがない模擬廃棄物から廃棄物の密度
分布の偏りが大きくなる模擬廃棄物をそろえて実施した。試験で得られたγ線の測定
値を、第２章で構築した評価モデルで解析して、廃棄物密度が不均一でウラン線源が
不均一の場合でもウラン量が定量可能であることを示した。
なお、本試験のγ線測定環境でのバックグラウンドの範囲ではあるが、本手法での
検出限界について評価した。
また、市販されている装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）などで評価した
場合を仮定して、ウラン量の定量での誤差を評価し、本手法を用いることでウラン量
の定量の誤差が大幅に改善されることを示した。
第４章は結論として、第２章、第３章で得られた成果を整理し、本論文の総括を行
った。また、本研究の今後の応用などについて言及した。
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第２章

評価モデル構築

2.1 対向位置測定による放射能定量評価手法の構築
パッシブγ線を用いた放射能定量評価手法では、測定対象廃棄物の密度(厳密には密
度分布)、線源位置、線源数(厳密には線源分布状態)を知ることが重要となる。評価モ
デルの構築のため、密度均一な状態について検討を進める。

2.1.1 パッシブγ線法の課題
市販されている装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）[7]では、収納容器を回
転させることにより、測定対象廃棄物の密度分布を均一と見なすることで、収納容器
の重量から密度情報を得ることができるが、線源位置は特定できない。また、廃棄物
収納容器を対向位置で測定する方法[8-14]では、低密度の廃棄物を対象とし、線源が
狭い領域に集中すると見なせることを前提として放射能を計算している。このため、
線源が空間的に広い領域に分布する場合には適用できない。低密度の廃棄物を対象と
した理論と課題について以下に示す。
γ線強度 I0[s-1]は対向位置で測定して得られたγ線計数率 n1,n2 を用いて(2.1.1)式
により計算されることが報告されている。(2.1.1)式のαはγ線検出器の効率、μはγ
線の減弱係数[cm-1]である。D,L はそれぞれ Fig.2.1.1 に示すように、ドラム缶表面か
ら γ 線 検 出 器 ま で の 距 離 [cm] と ド ラ ム 缶 直 径 [cm] で あ る 。 た だ し 、 (2.1.1) 式 は
Fig.2.1.1 に示した距離 x と D の関係が x/D≪1 であり、γ線の減弱係数μが小さいと
仮定して計算した近似式である。

I0

1/ 2

n1  n 2 


G

(2.1.1)

G


D2

exp 1L / 2

,

1  2 / D  
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Fig.2.1.1 Waste drum measurement system. In this system, the radiation source
is assumed to be on the line joining two opposite detectors.

(2.1.1)式は、廃棄物の密度が比較的小さく（密度：0.2～0.4g/cm3 ）減弱係数μが
小さくなる場合で、かつ線源がγ線検出器の対向軸上の狭い領域に集中すると見なせ
る場合についてのみ成立する。しかし、一般的な廃棄物の収納状況を想定した場合、
予め減弱係数μを決める廃棄物密度の範囲の推定及び、線源の位置の推定が必要とな
る。

2.1.2 評価式の導出
廃棄物の平均密度が、例えば 1.0g/cm3 程度以上で、かつ線源がドラム缶内に散在し
て複数分布している廃棄物収納容器を想定すると、放射能を表わすγ線強度を計算す
るためには、線源位置からγ線検出器間の密度を考慮できるよう、対向測定から得ら
れるγ線測定データを使って線源位置を表わすことができる物理量を導く方法を導入
することが必要である。
本研究では、この点に着目し、以下の 2 点について理論体系の構築を行った。
①線源位置：単数線源について線源位置とγ線計数率の関係を一義的に表わす評価式
の導出。
②線源分布：空間的に分布する複数線源を一か所の仮想位置に近似するための評価式
の導出。
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ここで、評価式導入のための基本モデルとしてγ線の測定方法は、Fig.2.1.1 と同
様に対向位置での測定とし、廃棄物の密度分布は均一と仮定した。

2.1.2.1 線源位置と γ 線計数率の関係
ここでは、線源位置が変化した場合のγ線計数率の変化を一義的に計算できる評価
式の導出を行う。
γ線計数率は線源の幾何学的な位置と相関があり、線源の幾何学的な位置の評価式
を導く。この過程で、異なる２つのエネルギーのγ線を用いる。具体的には、 238Ｕの
子孫核種

234m

Pa から放出される 1001keV と 766keV を使う。

先ず、(2.1.1)式に含まれるγ線計数率 n1，n2 の積を、(2.1.2)式のように展開する。
ここで、n1a と n2a は、γ線検出器(1)とγ線検出器(2)でのエネルギー1001keV のγ線計
数率であり、 n1b と n2b は、γ線検出器(1)とγ線検出器(2)でのエネルギー766keV の γ
線計数率である。 I0a と I0b は、エネルギー1001keV と 766keV のγ線強度[s-1]である。
x1 と x2 は、線源からγ線検出器(1)とγ線検出器(2)までの距離[cm]である。μ a とμ b
はエネルギー1001keV と 766keV の γ 線の減弱係数[cm-1]である。ε a とε b は、エネル
ギー1001keV と 766keV の検出器自体の効率（両検出器で同一）である。線源とγ線検
出器の位置関係は Fig.2.1.2 に示す。







ln n1a  n2a  ln I 0a  a 2  exp a x1   ln I 0a  a 2  exp a x2 
4x1
4x2















ln n1b  n2b  ln I 0b  b 2  exp b x1   ln I 0b  b 2  exp b x2 
4x1
4x2









9

(2.1.2)

Fig.2.1.2 Waste drum measurement system. In our system, the position of the
radiation source is arbitrary.

次に、(2.1.2)式からγ線強度と廃棄物密度の部分を除いて、線源とγ線検出器の幾何
学的な位置関係を抽出し (2.1.3)式に示す。γ線検出器(1)とγ線検出器(2)でのγ線
計数率の積と相関があると仮定する。(2.1.3)式で相関を“→”で表わす。

  
  
ln n1a  n2a  ln a 2   ln a 2 
 4x1 
 4x2 





(2.1.3)

  
  
ln n1b  n2b  ln b 2   ln b 2 
 4x1 
 4x2 





(2.1.3)式では線源からγ線検出器までの距離を既知として使っている。γ線計測に
よって実際に評価できるデータはγ線計数率であるため、(2.1.3)式に含まれる線源か
らγ線検出器までの距離 x1， x2 をγ線計数率によって評価する。すなわち、２つのエ
ネルギーのγ線ピーク計数率の比である R(1)， R(2)で x1， x2 を表わす。その結果を
(2.1.4)式に示す。なお、k は定数で、238Ｕの崩壊過程で放出される 1001keV と 766keV
のγ線エネルギーの放出率比である。1001keV の γ 線の放出率が 0.837 で、766keV の
γ 線の放出率が 0.294 であるため、 k=2.847 である[21-23]。
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x1 

na
 k 
1

ln 
R 1  1b
 a   b  R 1 
n1
,

x2 

n
 k 
1

R2  
ln 
 a   b  R 2  
n
,

(2.1.4)
a
2
b
2

(2.1.4)式で表わした x1， x2 を再度(2.1.3)式に代入し、幾何学的な位置関係を表わす
(2.1.5)式を得る。1001keV と 766keV の γ 線エネルギーで同様の関係が導かれるが、
今後、γ 線計数率の大きい、1001keV の γ 線エネルギーについて評価する。
2
   2
 k   
4  k 
a

 
 ln
ln n  n  ln    a  b   ln
  4 




R
1
R
2
  








a
1

a
2



(2.1.5)

(2.1.5)式には定数項が含まれている。定数項を整理して(2.1.6)式のように変形する。





a 1/ 2
2

ln n  n
a
1

   k   k   1 
 ln
   C
 ln  ln
   R1   R2   



(2.1.6)

  
2
C  ln  a a  b  

  4 
(2.1.6)式右辺の中でγ線計数率によって変化する項を残し、評価座標を定義する。こ
のため、(2.1.6)式右辺の対数項の真数部分を、評価座標の横軸(幾何学的位置：Xgeometry)
として次式で与える。

X geometry 

1
 k   k 
 ln

ln
 R1   R2  

(2.1.7)

また、(2.1.6)式左辺の対数項の真数部分(n1×n2)1/2 を評価座標の縦軸として与える。
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2.1.2.2 複数線源評価式の導出
前項では、式の展開により、γ線計数率の評価座標を導出した。しかし、ここまで
の検討は単数線源を仮定している。次に、空間的に広く分布する複数線源に対応でき
るよう式の展開を行う。
計算モデルを Fig.2.1.3 に示す。線源が N 個存在する場合の評価点でのγ線計数率
を（2.1.8）式に示す。また、それぞれの評価点での 1001keV と 766keVγ線計数率の
比率を（2.1.9）式に示す。

Ija と Ijb は、線源 Ij のエネルギー1001keV と 766keV の γ 線強度[s-1]である。x1,j と
x2,j は、線源 j からγ線検出器(1)とγ線検出器(2)までの距離[cm]である。

N

n  I aj
a
1

j 1
N

n  I aj
a
2

j 1

a
exp a x1, j 
4x12, j
a
exp a x2, j 
4x22, j

(2.1.8)


n1b  I bj b2 exp b x1, j 
4x1, j
j 1
N

N

n  I bj
b
2

j 1

b
exp b x2, j 
4x22, j

a
exp a x1, j 
2
n1a j 1 4x1, j
R1  b  N

n1
I bj b2 exp b x1, j 

4x1, j
j 1
N

I

a
j

a
exp a x2, j 
2
a
4

x
n
j 1
2, j
R2  2b  N

n2
I bj b2 exp b x2, j 

4x2, j
j 1
N

I

a
j
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(2.1.9)

I1
x1,1

Ij

n1

x2,1
n2

x1, j
x1, N

x2, j
IN

x2, N

Fig.2.1.3 Multi radiation source system. Suppose that there are two radiation
sources placed arbitrary.

次に、Fig.2.1.4 に、線源 1～線源 N が線源 T で近似できるとした場合の評価点から
線源 T までの距離 x1,T, x2,T と、評価点から線源 1～線源 N までの距離 x1,1,…, x1,N, x2,1,…,

x2,N を示す。

I
x

x
n

x

x

I

x

I

n

x

Fig.2.1.4 The effect of two radiation sources can be regarded as an effect of
a single virtual radiation source.
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Fig.2.1.4 に示した線源 T が線源 1～線源 N を近似した線源とする場合、それぞれの評
価点でのエネルギー1001keV と 766keV のγ線計数率の比率を（2.1.10）式に示す。

R1 

n1a I Ta  a
   exp  a  b x1,T 
n1b I Tb  b

na I a 
R2  2b  Tb  a  exp  a  b x2,T 
n2 I T  b

(2.1.10)

（2.1.9）式と（2.1.10）式で計算されたエネルギー1001keV と 766keV のγ線計数率
の比率が等しいと仮定し、線源 1～線源 N を線源 T で近似する。このとき、線源 T の
γ線強度は線源 1～線源 N のγ線強度の和である。従って、（2.1.11）式に示すような
制約条件を加えることができる。
N

I  I
a
T

j 1

N

a
j

,

I   I bj
b
T

(2.1.11)

j 1

すると、評価点から線源 T までの距離 x1,T, x2,T として（2.1.12）式を得る。これら
の関係式から、 x1,T と x2,T を用いて評価点でのγ線計数率を計算し、評価座標 Xgeometry
と(n1×n2)1/2 の上で、複数線源の評価を行うことができる。

 N b N a exp a x1, j  
 I j I j

2
x
1
 j 1

j 1
1, j
x1,T 
ln N  N

 
b  a   I a
b exp  b x1, j
I
j

j


x12, j
j 1
 j 1


x2,T

 N b N a exp a x2, j  

 I j I j
x22, j
1

 j 1
j 1
ln N  N




b  a   I a
b exp  b x2, j

Ij
j

2


x
j 1
2, j

 j 1
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(2.1.12)

2.1.3 データプロット
前節で導出した評価式を確認するため、単数線源と複数線源の比較を Xgeometry と(n1
×n2)1/2 評価座標上で実施する。複数線源は、(2.1.12)式を使って計算を行う。(2.1.12)
式には、exp(-μ ax1,j)/x21,j 等の項が含まれる。この項は、距離 x1,j が短くなると大き
な値をとるため、線源の数が増えてもγ線検出器との距離が短い線源が支配的になる。
そのため、線源の数は２個で代表させ評価する。
単数線源の場合、容器内の線源とγ線計測を実施する場合の測定位置を評価点とし、
評価点までの距離 x1,1 と x2,1 の値を、Fig.2.1.5 に示した角度θと容器の中心からの距
離 r を乱数で決めることで設定する。このようにして与えた x1,1 と x2,1 の値を使って、
評価点でのγ線計数率を計算し、Xgeometry と(n1×n2)1/2 の値を評価座標上にプロットする。
複数線源の場合、容器内の線源と評価点までの距離 x1,1,x2,1,x1,2,x2,2 の値を単数線源
の場合と同様に Fig.2.1.5 に示した角度θと容器の中心からの距離 r を乱数で決める
ことで計算する。この値を使って評価点までの距離 x1,T と x2,T を（2.1.12）式を用いて
計算する。また、（2.1.12）式に含まれる I1,I2 へのγ線強度の分配は乱数によって決
める。ただし、 I1,I2 のγ線強度の和は一定で単数線源と同じ値とする。このように計
算した x1,T と x2,T の値を使って、評価点でのγ線計数率を計算し、 Xgeometry と(n1×n2)1/2
評価座標上にプロットする。
なお、この評価では２次元平面での分布を設定している。また、γ線計数率の評価
点は直径 L の容器に接していて、線源から評価点まで、γ線の減弱係数は変化しない
として計算する。
ところで、（2.1.12）式に含まれるγ線の減弱係数は質量減弱係数μ m と密度ρを用
い、μ m×ρで計算する。
エ ネ ル ギ ー 1001keV と 766keV の 、 質 量 減 弱 係 数 μ ma, μ mb に は 、 計 算 コ ー ド
QAD-CGGP2R[24-26]内蔵ライブリのμ ma=0.0595[cm2/g]とμ mb=0.0678[cm2/g]を用いる。
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Fig.2.1.5 Parameters of the measurement system. “ L” represents the waste drum
diameter. The coordinates of the radiation sources are given at random by r and
.

また、この計算は、廃棄物密度が 1.0g/cm3, 0.1g/cm3, 0.01g/cm3 の場合について実
施する。なお、容器のサイズは一般的なドラム缶(200ℓ, L=58.5cm)とした。
単数線源及 び複数線源 で Xgeometry と(n1 × n2)1/2 評価座標 上にプロッ トした結果を
Fig.2.1.6 に示す。
Fig.2.1.6 から、全体的な傾向として、単数線源と複数線源の一致をみる。このこ
とから、線源の数に関係なく Xgeometry と(n1×n2)1/2 の評価座標は有効であると言える。
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(a) density：1.0g/cm3

(b) density：0.1g/cm3

(c) density：0.01g/cm3

Fig.2.1.6 Simulation result of Xgeometry and (n1 × n2)1/2. In this calculation, we
assume that the uranium quantity is 1g. (Relative efficiency = 65.9%, Diameter
of the Ge crystal = 66.8mm)
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2.1.4 シミュレーション
前章で、2 次元平面について Xgeometry と(n1×n2)1/2 評価座標により、線源位置とγ線計
数率の関係を示した。
ただし、ここまでに示した、線源と評価点までの距離を用いて計算できるのは、γ
線の減弱係数に変化がないことを前提としている。従って、次に、この傾向が、容器
とγ線検出器の距離などの測定条件を変えることでどのように変化するか、シミュレ
ーションを実施して検証する。なお、線源位置は容器内に均等に配置し、全体的な傾
向を評価する。また、線源は２次元平面での分布から３次元空間での分布に拡張する。
具体的には、線源位置とγ線計数率 n1， n2 の積に相関があると仮定することで与えら
れた Xgeometry と(n1×n2)1/2 の関係の３次元空間での評価をシミュレーションにより実施
する。シミュレーションは QAD コード（QAD-CGGP2R）を用い廃棄物収納用内の密度が
均一である状態を仮定し、線源位置パターンを設定して実施する。QAD コードでは、
入力したγ線強度、遮蔽物等から遮へい計算を実施し、評価点での被ばく線量を計算
する。このとき、評価点でのγ線の直接線フラックスを計算している。ただし、この
フラックスは評価位置の一点で計算されるため、シミュレーションでは、γ線の直接
線フラックスの出力と検出器の受光面積の積をとって評価点でのγ線計数率を計算し
ている。
QAD コードを使ったシミュレーションは、密度が 1.0g/cm3，0.1g/cm3，0.01g/cm3 の
場合について実施する。この条件で、検出器位置で測定されるγ線計数率を計算する。
QAD シミュレーションで使う線源位置を Fig.2.1.7 に示す。Fig.2.1.7 に示した線源位
置に１箇所ずつ線源を設定して計算を実施する。なお、容器のサイズは一般的なドラ
ム缶(200ℓ, L=58.5cm)とし、γ 線計数率の評価点は容器外面に接触しているものとし、
容器外は空気の密度であるとした。
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Source
Matrix

Detectot(1)

Detectot(2)

Fig.2.1.7 Distribution patterns of uranium source. In this calculation, it is
assumed that the uranium quantity is 1g.

密 度 が 1.0g/cm3 ， 0.1g/cm3 ， 0.01g/cm3 の 場 合 の Xgeometry と (n1 × n2)1/2 の 関 係 を
Fig.2.1.8 に示す。この結果は、Fig.2.1.6 に示した単数線源での 2 次元平面をモデル
として計算した結果と同等で、Xgeometry と(n1×n2)1/2 の間には、一義的な関係があること
が推定される。

Fig.2.1.8 Simulation result of Xgeometry and (n1 × n2)1/2. In this calculation, we
assume that the uranium quantity is 1g. (Relative efficiency = 65.9%, Diameter
of the Ge crystal = 66.8mm)
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Fig.2.1.7 に示した計算モデルでは、γ線計数率の評価点を容器外面の接点に設定
したが、実際の測定では、γ線検出器を容器から離す可能性がある。従って、このよ
うな測定体系とした場合の影響を評価するため、γ線計数率の評価点を容器から離し
たモデルで同様のシミュレーションを実施する。QAD シミュレーションで使う線源位
置を Fig.2.1.9 に示す。γ線検出器の容器からの距離は 130mm とする。

Fig.2.1.9 Distribution pattern of uranium sources and the evaluation points. The
distance between the evaluation points and the matrix surface is 130mm.

この測定体系で、密度が 1.0g/cm3，0.1g/cm3，0.01g/cm3 の場合の Xgeometry と(n1×n2)1/2
の関係を Fig.2.1.10 に示す。Fig.2.1.8 と Fig.2.1.10 を比較すると γ 線計数率の評
価点が容器から離すことにより、 Xgeometry と(n1×n2)1/2 の一義性が乱れるが、一方で(n1
×n2)1/2 の分布幅が狭くなる。
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Fig.2.1.10 Simulation result of Xgeometry and (n1×n2)1/2. The calculation is done
under the condition of Fig.9, and we assume that the uranium quantity is 1g.
(Relative efficiency = 65.9%, Diameter of the Ge crystal = 66.8mm)

2.1.5 対向位置測定手法の考察
本研究では、廃棄物収納容器の外部の対向する 2 点でγ線計数率を測定することに
より、廃棄物収納容器内に 3 次元的に分布する複数のγ線強度（=総ウラン放射能）と
γ線計数率の関係を一義的に表わすことができる評価式の検討を行い、線源位置とγ
線計数率の関係を表わす評価式 Xgeometry=1/{ln(k/R(1))×ln(k/R(2))}と(n1×n2)1/2 を導
出した。
導出した評価式 Xgeometry と(n1×n2)1/2 の妥当性を確認するため、QAD シミュレーション
を実施した。シミュレーションでは、線源位置をパラメータとした評価を行い Xgeometry
と(n1×n2)1/2 の間に一義的な関係があることが確認できた。
また、シミュレーション結果から、Xgeometry と(n1×n2)1/2 の間の関係は、廃棄物を収納
した容器とγ線検出器の位置関係で変化することが示された。つまり、γ線検出器を
容器に近接させれば、密度が均一であるため、Xgeometry に対する(n1×n2)1/2 の値は線形的
に変化し、その値は一義的となる。一方、γ線検出器を容器から離すと、γ線検出器
と線源の間に収納容器中の廃棄物と空気が存在し、密度が不均一になるため、 Xgeometry
に対する(n1×n2)1/2 の値は、一義的な関係からずれが生ずる。導出した評価式を用いる
21

ことで、γ線検出器と廃棄物収納容器の距離などγ線測定条件を設定する方針が得ら
れた。
なお、本研究の最終的な目的である、トレンチ処分対象廃棄物中に含まれるウラン
放射能評価へ適用するためには、廃棄物収納容器内の密度分布が課題として残ってい
る。密度分布が均一の場合では、事前に、既知の廃棄物密度、既知のウラン重量で Xgeometry
に対する(n1×n2)1/2 の分布を評価し、廃棄物収納容器の実測から得られる Xgeometry と(n1
×n2)1/2 のプロットポイントと、既知のウラン重量から得られた Xgeometry と(n1×n2)1/2 の
分布からの差から廃棄物収納容器内のウラン放射能を評価できる。密度分布が不均一
の場合には、密度が幅を持つことを考慮する必要がある。したがって、密度分布の影
響については、廃棄物収納容器を回転させる等して密度分布を均一化する方法を検討
することが適切と考えられる。
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2.2 多方向測定を用いた放射能定量評価手法の構築
2.2.1 多方向測定の概要
評価モデルは、第１段階として廃棄物の密度が均一の条件で導出した。そのため、
第２段階として、実際の放射性廃棄物を収納した容器の状態に近い、密度不均一、線
源分布不均一の状態への適用方法の検討が必要になる。
ここでは、密度不均一の状態へ適用する方法として廃棄物容器の中心から等しい距
離の３次元位置（球面）において多数点測定し、計測値を幾何平均して、密度不均一
の放射性廃棄物から近似的に密度均一の状態を作り出す計測方法を論じる。また、モ
ンテカルロシミュレーションコードである MCNP コード[27-32]を用いて、計測方法の
妥当性を検証する。

2.2.2 多方向からの測定データ評価方法
密度不均一の放射性廃棄物容器のγ線計測を、廃棄物容器の中心から等しい距離の
３次元位置において多数点測定し、計測値を幾何平均して、密度不均一の放射性廃棄
物から近似的に密度均一の状態を作り出すため、Fig.2.2.1 に示したように廃棄物容
器を中心から等しい距離の全方位位置で測定する。
ここで、複数の方向から測定した 1001keV と 766keV のγ線計数率の比率の幾何平均
R

を計算する。
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Fig.2.2.1 Waste drum measurement points. Waste drum is measured at the positions
on spherical surface.

γ線計数率の比率の幾何平均 R を(2.2.1)式のように展開する。記号の定義で使って
いる添字 a は 1001keV のγ線、添字 b は 766keV のγ線を示している。

1
N

 n i 

1 N


R  b   k a exp 1ixi 
b
N i1


 i1 n i 

(2.2.1)

I aa
I bb
b
n i  2 exp a xi  , n i  2 exp b xi 
4xi
4xi

(2.2.2)

N

a

a

 i  

a i   b i 
a  b

(2.2.3)

a i  a  a i , b i  b  b i 

(2.2.4)
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i：測定点
N：測定点の総数
na i , nb i  ： i 番目の測定点のγ線計数率
I a , I b ：線源のγ線強度[s-1]

a i  , b i  ：線源から i 番目の測定点までの減弱係数[cm-1]
 a ,  b ：線源から i 番目の測定点までの平均的な減弱係数[cm-1]

 ：  a と  b の差[cm-1]
a i  , b i  ：線源から

i 番目の測定点までの平均的な減弱係数からの変位[cm-1]

 i  ： a i  と b i  の差[cm

-1

]

 a ,  b ：検出器の効率
xi

：線源から i 番目の測定点までの距離[cm]

k：γ線の放出率 Ia と Ib の比 Ia Ib
Ia , Ib ：γ線の放出率

R は  i   1 と見なせる場合に廃棄物の平均的な減弱係数  で与えられる。つまり、

測定データの幾何平均をとることで、極端な偏在を除き、密度不均一の放射性廃棄物
から近似的に密度均一の状態を作り出すことができる。
測定データの幾何平均を用いると、評価座標の横軸は、(2.2.5)式のように表わされ
る。

X geometry 

1
  k 
 ln  
  R 

(2.2.5)

2

また、評価座標の縦軸は、i 番目の測定ポイントでの 1001keV のγ線計数率 n a i  の幾
何平均で(2.2.6)式のように表わされる。
1

N
 N
n    n a i 

 i 1

(2.2.6)
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密度分布均一の場合には、対向位置での測定を行い、事前に既知のウラン放射能で

Xgeometry に対する n=(n1×n2)1/2 の分布から検量線を設定し、廃棄物容器のγ線計数率デ
ータから得られる Xgeometry と n=(n1×n2)1/2 のプロットポイントの検量線からの差異を計
算することで廃棄物容器内のウラン放射能を評価できる。
密度及び線源が不均一の場合についても、(2.2.5)式に示した線源の幾何学的位置

X geometry と(2.2.6)式に示した n の間に線形関係が見られれば、本研究の最終的な目的
である、廃棄物密度が不均一で線源分布も不均一と考えられるドラム缶等に収納され
た処分対象廃棄物中に含まれるウラン放射能評価へ適用することが可能になる。
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2.2.3 モンテカルロシミュレーション
2.2.3.1 モンテカルロシミュレーションの概要
廃棄物容器内に密度及び線源が不均一な状態で収納されている場合、本計測方法を
適用することで、線源の幾何学的位置 X geometry と計数率の幾何平均 n の間に直線関係を
得ることができるか、シミュレーション計算により検証する。
シミュレーションにはモンテカルロシミュレーションコードである MCNP コード
（MCNP4C）を用いた。MCNP コードでは、線源から放出された光子（γ線）が遮蔽物等
を透過し、Ge 検出器の Ge 結晶などに到達する過程のシミュレーションを乱数を用い
て実施する。MCNP コードには、計算上のさまざまな仮想的な検出器に対する出力が用
意されている。
仮想的な検出器として検出器体積中を通過する光子の飛跡を合計し、検出器の体積
で除して放射線束（Flux）を計算する飛跡長検出器がある。この場合、Fig.2.2.2 に
示したような検出器体積中を通過する放射線束Φ[cm-2]が出力される。検出器体積中を
通過する放射線束Φは(2.2.7)式で計算される。本論文では、MCNP コードの出力とし
て飛跡長検出器を設定した。



L

j

j

(2.2.7)

V

j：検出器体積中を通過する光子の識別番号
Lj：検出器体積中の光子の飛跡長[cm]
V：検出器体積[cm3]
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Fig.2.2.2 Track length estimator Lj is track length within a specified cell of
volume V.

MCNP コードでは、線源から光子を多数放出してシミュレーションを行うが、最終的
に線源から光子１個が放出された場合の放射線束に換算される。したがって、MCNP コ
ードで出力される検出器体積中を通過する放射線束は、線源から１個の光子が放出さ
れた場合に対応している。

2.2.3.2 モンテカルロシミュレーション計算モデル
廃棄物容器に密度不均一、線源分布不均一の状態となるような計算体系を設定し、
MCNP コードを使ったシミュレーションを実施する。なお、廃棄物容器は一般的なドラ
ム缶(容積 200ℓ, 直径 58.5cm, 高さ 89.0cm)とする。また、放射線束の評価点は廃棄
物容器の中心から等しい距離の３次元位置（球面）に設定する。廃棄物容器と評価点
の位置関係を Fig.2.2.3 に示す。評価点の間隔は 45°に設定した。放射線束を評価す
る飛跡長検出器として直径 10cm の球を設定した。また、飛跡長検出器と廃棄物容器の
中心の距離は廃棄物容器に接触する距離から 5.0cm 余裕を持たせて 63.3cm に設定した。
これは実際の測定装置において、検出器と廃棄物容器が接触しないことを考慮してい
る。
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Fig.2.2.3 Calculation points Track length estimator is located on sphere 10cm
in diameter.

ウランを使用した原子力関連施設の廃止措置では、ウランが流れた配管や装置等の
切断片を中心とした鉄材等の金属解体物等が多数発生する。このような廃棄物を収納
容器に詰めた状態が本手法における放射能定量評価対象になる。
実廃棄物の収納状態は一般的に複雑な形状の場合が多いため忠実にモデル化するこ
とは困難である。このため、廃棄物収納状態を簡略化して計算モデルを設定した。金
属解体物等を収納容器に詰める場合、金属解体物等の大きさによって、収納容器内の
数箇所に偏って収納される場合、収納容器内の一箇所に偏って収納される場合、ほぼ
均等に収納される場合が考えられる。そこで、金属解体物等の塊を角柱の集合として
模擬し、廃棄物の収納容器内での分布を角柱の配置で表現した。
角柱の配置パターンは Fig.2.2.4 に示す３パターンを設定した。Fig.2.2.4 で灰色
の部分は角柱が存在し、白色の部分は角柱が存在せず空気が存在していることを示す。
Fig.2.2.4 の model-1 は数箇所（２箇所）に偏って収納される場合、model-2 は１箇所
に偏って収納される場合、model-3 はほぼ均等に収納される場合を模擬している。
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また、線源についても収納容器の中心付近の高さに分布する場合と収納容器の上部
に分布する場合を考慮して、Fig.2.2.5 に示す線源分布を設定した。
角柱のサイズは断面が 6×6cm 角で、高さ 80cm に設定した。角柱の密度は 1.0g/cm3
と設定した。角柱の材質としては鉄を設定した。
線源のサイズは断面が直径 2cm の円で、高さ 40cm の円柱に設定した。高さ方向の線
源は、廃棄物容器の中央に 40cm の幅で分布する配置と、廃棄物容器の中間の高さから
上部に 40cm の幅で分布する配置を設定した。線源から放出されるγ線のエネルギーと
して、766keV と 1001keV を設定した。766keV と 1001keV の放出率をそれぞれ、0.294
と 0.837 と設定した。また、線源から光子を 108 個放出させて、モンテカルロシミュレ
ーションを実施した。
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model-2

model-1

model-3
Simulated waste

Air
Drum

Fig.2.2.4 Simulated waste and source position. The pattern of model-N stands for
simulated waste arrangement. PN stand for source position.
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Drum

Source

Fig.2.2.5 Source distribution. Source is set on middle position and upper
position of waste drum.
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2.2.3.3 モンテカルロシミュレーション結果
MCNP コードを使ったモンテカルロシミュレーションは 22 種類実施した。計算結果
として 26 点の評価点それぞれで Fig.2.2.6 に示したような放射線束が得られる。
Fig.2.2.6 には model-1 の線源位置:P1 の計算結果を示している。

Fig.2.2.6 Example of calculation. At each point, a left numerical value stands
for the flux[cm-2] of 766keV,and a right numerical value stands for the flux[cm-2]
of 1001keV.

線源から 1 秒間に 1 個の光子が放出される条件で、Fig.2.2.6 に示したような 26 点
の評価点で計算した 766keV と 1001keV の放射線束から、1cm2 あたりのγ線計数率を算
出し、その幾何平均を計算して(2.2.5)式と(2.2.6)式に代入する。 X geometry の計算に含
まれるγ線放出率比 k は k=2.847 である。

X geometry と n の計算結果を Table.2.2.1 に示す。Table.2.2.1 に示した model-L-M-N
の"L"は Fig.2.2.4 に示したモデルのパターンを示す。(L=1,2,3) "M"は Fig.2.2.4 に
示した線源の位置を示す。(M=1,2,3,4) "N"は Fig.2.2.5 に示した線源の高さ方向に分
布する位置を示す。(N=1,2)
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Table.2.2.1 Calculation result of X geometry and n .
X

n (cps)

geometry

model-1-1-1

122

7.55E-06

model-1-2-1

168

8.38E-06

model-1-3-1

99

6.44E-06

model-1-4-1

98

6.83E-06

model-1-1-2

115

7.17E-06

model-1-2-2

155

7.97E-06

model-1-3-2

85

6.22E-06

model-1-4-2

110

6.65E-06

model-2-1-1

118

7.37E-06

model-2-2-1

97

6.94E-06

model-2-3-1

123

7.08E-06

model-2-4-1

97

6.67E-06

model-2-1-2

104

6.99E-06

model-2-2-2

87

6.56E-06

model-2-3-2

111

6.78E-06

model-2-4-2

98

6.39E-06

model-3-1-1

123

7.26E-06

model-3-2-1

178

8.46E-06

model-3-3-1

234

8.59E-06

model-3-1-2

115

6.90E-06

model-3-2-2

170

8.03E-06

model-3-3-2

193

8.18E-06
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MCNP コードを使ったモンテカルロシミュレーションで実施した 22 種類の計算結果
は同じウラン量、同じ平均密度であり、1 つの直線上にプロットされると考えられる。
横軸が X geometry で、縦軸が n のプロットポイントに近似直線を引いた結果を Fig.2.2.7
に示す。近似直線の相関係数は 0.95 であり、近似直線の当てはまりの度合いが高いこ
とがわかる。
この結果から、廃棄物容器を中心から等しい距離の 3 次元位置（球面）において多
数点測定する計測方法を用いることで廃棄物の配置による密度不均一状態や線源の分
布に依存しないでウラン放射能の評価ができることが示された。

1.0E-05
y = 2.502E-06ln(x) - 4.783E-06

n (cps)

8.0E-06

6.0E-06

4.0E-06

2.0E-06

0.0E+00
1

10

100

1000

X geometry

Fig.2.2.7 Calculation result of X geometry , n and linear approximation line.
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2.2.4 多方向測定手法の考察
本論文では、廃棄物密度が不均一の状態へ適用するため、廃棄物容器を中心から等
しい距離の 3 次元位置（球面）において多数点測定する方法を提案し、モンテカルロ
シミュレーションコードを用いて、測定方法の妥当性を検討した。シミュレーション
の結果、 X geometry と n の間に直線関係が見られたことから、本計測方法を用いることで
廃棄物の配置による密度不均一状態や線源の分布に依存しないウラン量の評価が可能
となることを確認した。
本研究の最終的な目的である、処分対象廃棄物中に含まれるウラン放射能評価へ適
用するためには、廃棄物容器内の密度不均一性が課題として残っていた。本計測方法
を用いて、密度分布が不均一の場合でも、事前に設定する既知のウラン放射能で

X geometry に対する n の分布から検量線を設定し、廃棄物容器のγ線計数率データから求
めた X geometry と n のプロットポイントの検量線からの差異を計算することで廃棄物容
器内のウラン放射能を評価できることを示した。
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第３章

評価モデルの実証

3.1 評価の概要
ウランを対象として、廃棄物収納容器の周囲を等間隔で測定し、２つのエネルギー
のγ線の減衰効果の違いを利用して廃棄物密度の偏在及びウランの偏在による遮へい
効果を考慮することが可能な手法を導出した。
ここでは、ドラム缶にウラン線源とラシヒリング（材質：鉄）、配管（材質：鉄）、
及びコンクリートブロックを配置した模擬廃棄物を用い、ドラム缶外部からγ線測定
を実施し、本手法により廃棄物密度の偏在とウランの偏在に依らず、ウラン量が評価
可能であることの実証を目的とする。

3.2 計算方法
3.2.1 評価モデルの設定
廃棄物収納容器内の廃棄物密度が不均一でウラン線源分布が不均一な場合、ウラン
線源から検出器の間の遮へい条件は検出器の位置で変化し、強く遮へいされる場合や
あまり遮へいを受けない場合が発生する。このことにより、廃棄物収納容器内に入っ
ているウラン量が同じでも、外部で測定されるγ線の強度は廃棄物密度の偏在に対応
して変化する。
このため、評価モデルでは

238

Ｕの子孫核種である

234m

Pa から放出される２つのエネ

ルギー（1001keV と 766keV）のγ線計数率の比から、ウラン線源から検出器までの遮
へい効果の違いを示す物理量 X geometry を計算する。ところで、試験でγ線計数率を測定
する場合、測定装置の効率がγ線のエネルギーによって異なる。したがって、 X geometry
を計算する場合、 k の換わりに 1001keV と 766keV の効率の違いを含んだ定数 k’ を用
いる。 k はγ線エネルギーの放出率の比であり、 I a ＝0.837， I b ＝0.294 から k ＝
0.837/0.294＝2.847 となる。 k’ は k に 1001keV と 766keV の効率の比率を乗じた値に
なる。 X geometry は(3.2.1)式で計算する。添字 a は 1001keV のγ線、添字 b は 766keV の
γ線を示している。
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X geometry 

1
  k' 
 ln  


  R 

(3.2.1)

2

1

 N a N

n i  
R


nb i  

 i 1



(3.2.2)

i：測定点（等間隔に測定する。）
N：測定点の総数
na(i), nb(i)： i 番目の測定点のγ線計数率(s-1)
k’ ：γ線の放出率 I a と I b の比 I a

I b

に 1001keV と 766keV の効率比を乗じた値

X geometry で特定できる、ある遮へい条件でのγ線計数率は、 N 点測定される 1001keV
のγ線計数率の幾何平均で(3.2.3)式で表わされる。
1

N
 N


n
n a i 


 i 1




(3.2.3)

γ線計数率を(3.2.1)式と(3.2.3)式で解析した結果をそれぞれ横軸、縦軸とする座
標では、データのプロット点の間に一次関数で近似可能な相関がある。
この評価モデルでは、評価座標の X geometry はウラン線源から検出器までの間の遮へい
効果の違いを示す。例えば、廃棄物収納容器内の廃棄物重量(かさ密度)及びウラン量
が同一であっても、ウラン線源が収納容器の中心寄りに分布すると遮へい効果を強く
受け X geometry の値は小さくなる。逆に、ウラン線源が収納容器の外周寄りに分布すると
遮へい効果が小さくなり X geometry の値は大きくなる。
このように X geometry を計算することで遮へい効果の違いが評価でき、遮へい効果に合
わせてγ線計数率を補正してウラン量の定量を可能にする。
この評価モデルを導出するにあたり、廃棄物収納容器内の廃棄物が均等に分布する
場合から偏在する場合についてシミュレーションで検討してきた。実用性の面から実
廃棄物が廃棄物収納容器に収納された場合の廃棄物の偏在を評価しなければならない。
この対応として、廃棄物収納容器内のかさ密度を規定し、収納物を実廃棄物で取り得
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る寸法に設定して廃棄物の偏在性を発生させ、(1)式と(3)式で解析した結果に一次関
数の近似が実用上成り立つか検証する方法を選択する。

3.2.2 ウラン量の定量手順
評価モデルを用いたウラン量の定量は Fig.3.2.1 に示すように、①検量線の作成、
②廃棄物収納容器の測定、③ウラン量の定量の手順で行う。

Fig.3.2.1 A schematic view of the procedure of our nondestructive assay system
for

238

Ｕ determination of uranium-contaminated waste drums using passive gamma

method.

①検量線の作成
廃棄物収納容器に廃棄物密度が均一と成るよう模擬廃棄物を入れ、一定量のウラン
線源を容器中心から同心円状に 4 パターン配置し、容器の外部から周方向に角度を変
えてγ線測定を実施する。
γ線測定結果から 1001keV と 766keV のγ線計数率を求め、(3.2.1)式と(3.2.3)式を
用いて評価座標にプロットする。複数のプロット点から回帰直線を求め、この直線を
特定ウラン量の検量線とする。
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ここで、廃棄物収納容器内の廃棄物密度は均一とし、ウラン線源は同心円状に配置
する。実用性の面から検量線の設定では、横軸(3.2.1)式と縦軸(3.2.3)式の範囲をな
るべく広く取ることが求められる。廃棄物密度を均一にし、ウラン線源を同心円配置
とすることで、線源位置とγ線検出器までの遮へい効果の指標となる X geometry とγ線計
数率 n は、線源位置とγ線検出器までの距離で一意的に決定できる。線源位置を中心か
ら外側に変化させることにより X geometry と n が共に広い範囲でプロットすることを可
能にする。

②廃棄物収納容器の測定
模擬廃棄物を入れた容器に対して、容器外部から周方向に角度を変えたγ線測定を
複数点実施する。
γ線測定結果から 1001keV と 766keV のγ線計数率を求め、(3.2.1)式と(3.2.3)式を
用いて評価座標にプロットする。ここで、プロット点は Fig.1 で示したとおり( X w , nw )
と表記する。

③ウラン量の定量
プロット点( X w , nw )の横軸の値 X w に対応した検量線の縦軸の値を n s とし、 n s と nw の
比 nw

ns

から容器内のウラン量を(3.2.4)式により定量する。

n
U w  w  uc
ns

(3.2.4)

uc：検量線を求めたウラン量(g)

また、ウラン量とウランの同位体組成から予め設定した比放射能、及び廃棄物収納
容器の重量を用いてウラン放射能濃度を評価できる。
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3.3 実証試験
廃棄物収納容器(200ℓドラム缶)に模擬廃棄物を入れ、総ウラン重量が 192g のウラン
線源を配置し、ドラム缶の高さ方向の中央位置で、周方向に 30 度ピッチの 766keV と
1001keV のγ線計数率の測定を実施した。
試験には、ウラン線源として天然核種組成の試薬級 U3O8 粉末ウランを使用した。γ
線検出器は同軸型 Ge 半導体γ線検出器：ORTEC HPGe detector GEM60P-X（結晶直径
66.8mm、結晶長さ 86.5mm）を使用した。波高分析装置はマルチチャンネルアナライザ：
CANBERRA INSPECTOR

2000 を使用した。γ線検出器の遮へいには円筒形鉛遮へい体(側

面鉛 50mm 厚さ)を使用した。試験体系の詳細を以下に示す。

3.3.1 ウラン線源
ウラン線源は、ガラス製の小瓶に 2g のウランを封入したものを全部で 96 個使用し
た。従って、ウランの総重量は 192g である。また、ウラン線源を縦に 12 個連結し、
この状態を線源セットと称し、模擬廃棄物ドラム缶に配置した。

3.3.2 模擬廃棄物
廃棄物収納容器に配置する模擬廃棄物は、ラシヒリング、小口径配管、大口径配管
及びコンクリートブロックの 4 種類を使用した。
ラシヒリングの仕様は以下のとおりで、材質は低炭素鋼である。また、模擬廃棄物
ドラム缶にラシヒリングを充填した状態でのドラム缶全体のかさ密度は 0.74(g/cm3)
である。

ラシヒリング

外径(mm)

肉厚(mm)

長さ(mm)

10.0

0.4

10.0
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小口径配管は 4 種類の寸法の配管を使用した。4 種類の配管の仕様は以下のとおり
で材質は炭素鋼である。模擬廃棄物ドラム缶には小口径配管①を 8 本、小口径配管②
を 3 本、小口径配管③を 4 本、小口径配管④を 6 本配置した。この状態でのドラム缶
全体のかさ密度は 0.73(g/cm3)である。

外径(mm)

肉厚(mm)

長さ(mm)

小口径配管①

114.3

4.5

800

小口径配管②

101.6

4.2

800

小口径配管③

114.3

4.5

400

小口径配管④

101.6

4.2

400

大口径配管は 3 種類の寸法の配管を使用した。3 種類の配管の仕様は以下のとおり
で材質は炭素鋼である。模擬廃棄物ドラム缶には大口径配管①を 2 本、大口径配管②
を 2 本、大口径配管③を 1 本配置した。この状態でのドラム缶全体のかさ密度は
0.75(g/cm3)である。

外径(mm)

肉厚(mm)

長さ(mm)

大口径配管①

267.4

6.6

940

大口径配管②

241.8

6.2

990

大口径配管③

216.3

5.8

1040

コンクリートブロックの仕様は以下のとおりである。コンクリートブロックはブロッ
クを 4 個接続して１セットとし、全 9 セットのブロックを使用した。この状態でのド
ラム缶全体のかさ密度は 0.92(g/cm3)である。

コンクリートブロック

縦(mm)

横(mm)

高さ(mm)

190

190

100
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3.3.3 試験条件
3.3.3.1 バックグラウンド測定
模擬廃棄物測定と同一条件で、ウラン線源を配置しない状態でγ線測定を行い、
766keV と 1001keV のγ線計数率をバックグラウンドとした。なお、ドラム缶には、コ
ンクリートブロックを設置した。コンクリートブロックは以下で述べる模擬廃棄物測
定の「試験パターン④」と同様の配置とした。Ge 検出器の角度は 30 度ピッチで 12 点
のγ線測定を実施した。測定時間は 1 ポイント当たり 1200 秒とした。試験装置の配置
は Fig.3.3.1 に示すとおり、測定距離をドラム缶表面から 450mm 位置、測定高さをド
ラム缶の高さ方向の中央位置とした。以下、測定時間、測定距離、測定高さは全ての
試験において共通とした。

Fig.3.3.1 Diagram of gamma ray measurement.
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3.3.3.2 検量線作成
検量線を作成するために、ドラム缶内の廃棄物密度が均一と見なせるラシヒリング
を充填したドラム缶に、線源セットを同心円状に 4 パターン（A01～A04）配置し、周
方向に 30 度ピッチで 6 点のγ線測定を実施した。線源セットの配置を Fig.3.3.2a に
示す。この結果から(1)式と(3)式を用いて評価座標にプロットし、プロット点の回帰
直線を引いて検量線とする。

3.3.3.3 模擬廃棄物測定
模擬廃棄物を用いた試験を実施した。この結果から(1)式と(3)式を用いて評価座標
にプロットし、プロット点と検量線の関係を比較した。試験パターンを以下に示す。
線源セットの配置を Fig.3.3.2b～e に示す。また、模擬廃棄物ドラム缶の写真を
Photo.3.3.1～5 に示す。

試験パターン①
模擬廃棄物ドラム缶内の廃棄物密度が均一と見なせる状態の試験として、ラシヒリ
ングを充填したドラム缶に線源セットをランダムに 3 パターン（A05～A07）配置し、
周方向に 30 度ピッチで 12 点のγ線測定を実施した。以下、周方向の角度ピッチは共
通とした。
試験パターン②
模擬廃棄物ドラム缶内の廃棄物密度に偏在はあるが、偏在の度合いは相対的に小さ
い状態の試験として、小口径配管を設置したドラム缶に線源セットを 10 パターン（B01
～B10）配置した。
試験パターン③
模擬廃棄物ドラム缶内の廃棄物密度に偏在があり、偏在の度合いが相対的に大きい
状態の試験として、大口径配管を設置したドラム缶に線源セットを 3 パターン（C01
～C03）配置した。
試験パターン④
模擬廃棄物ドラム缶内の密度に偏在はあるが、偏在の度合いは相対的に小さい状態
で、かつ廃棄物の材質が異なる状態の試験として、コンクリートブロックを配置した
ドラム缶に線源セットを 3 パターン（D01～D03）配置した。
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Fig.3.3.2a Diagram of cross sections of simulated waste drums filled with raschig
ring at

random. A1 to A4 are drums for calibration. A5 to A7 are simulating

uniform density wastes.
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Fig.3.3.2b Diagram of cross sections of simulated waste drums containing small
diameter pipes.
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Fig.3.3.2c Diagram of cross sections of simulated waste drums containing large
diameter pipes.

Fig.3.3.2d Diagram of cross sections of simulated waste drums containing concrete
blocks.
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Photo.3.3.1 Gamma-ray measurement test using simulated waste.

Photo.3.3.2 Simulated waste drums filled with raschig ring.
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Photo.3.3.3 Simulated waste drums containing small diameter pipes.

Photo.3.3.4 Simulated waste drums containing large diameter pipes.
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Photo.3.3.5 Simulated waste drums containing concrete blocks.
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3.3.4 試験結果
3.3.4.1 バックグラウンド測定試験
バックグラウンド測定で得られたγ線スペクトルの例を Fig.3.3.3 に示す。バック
グラウンドのγ線計数率の計算には Covell 法[33-34]を用いた。模擬廃棄物ドラム缶
周方向での各測定点のエネルギー1001keV のγ線計数率評価結果を Fig.3.3.4 に示す。

Fig.3.3.3 Background spectrum example obtained in background measurements.
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Fig.3.3.4 Gamma ray count rates in background measurements.

3.3.4.2 検量線作成試験
検量線作成用模擬廃棄物ドラム缶を使った 4 パターンの測定結果を評価座標にプロ
ットした結果から、回帰直線を求め、ウラン量 192g の検量線を作成した。周方向の各
測定点における 766keV と 1001keV のγ線計数率を Fig.3.3.5a に示す。(3.2.1)式と
(3.2.3)式を用いて計算した検量線を Fig.3.3.6 に示す。回帰直線は(3.3.1)式で表わ
される。





n  0.2836  ln X geometry  0.4968

(3.3.1)

3.3.4.3 模擬廃棄物測定試験
試 験 パ タ ー ン ① か ら ④ の 結 果 と し て 、 周 方 向 で の 各 測 定 点 に お け る 766keV と
1001keV のγ線計数率を Fig.3.3.5b～e に示す。
また、測定結果を評価座標にプロットし、検量線との関係を比較した結果を
Fig.3.3.7 に示す。なお、評価座標にプロットした各試験の数値データは Table3.3.1
に示した。
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Fig.3.3.5a Test results of drums for calibration.

Fig.3.3.5b Test results of uniform density wastes.
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Fig.3.3.5c Test results of simulated waste drums containing small diameter pipes.
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Fig.3.3.5d Test results of simulated waste drums containing large diameter pipes.

Fig.3.3.5e Test results of simulated waste drums containing concrete blocks.
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Fig.3.3.6 Making the calibration curve by the plot points of the test results
of drums for calibration obtained in the new theory.
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Fig.3.3.7 Plot points of all the test results of simulated waste drums obtained
in the new theory and the calibration curve.
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Table.3.3.1

Numerical values obtained by each measurement result of simulated

waste drums using the new theory.
pattern

X geometry

n (cps)

A01

36

0.545

A02

50

0.598

A03

78

0.689

A04

109

0.874

A05

55

0.719

A06

61

0.621

A07

63

0.671

B01

27

0.519

B02

47

0.526

B03

87

0.783

B04

123

0.923

B05

73

0.732

B06

80

0.727

B07

74

0.709

B08

90

0.640

B09

66

0.667

B10

104

0.790

C01

41

0.582

C02

29

0.444

C03

31

0.563

D01

83

0.611

D02

90

0.662

D03

21

0.323
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Fig.3.3.7 の結果から、ウラン量が同一であっても、ウラン線源が収納容器の中心
寄りに分布する場合と外周寄りに分布する場合で発生する遮へい効果の違いが

X geometry で表現できることを示している。
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3.4 考察
3.4.1 評価モデルの相対誤差
評価モデルの相対誤差(Re)評価として、各試験パターンで得られたプロット点( X w ,
n w )の検量線からのばらつきを評価した。なお、プロット点等の表記は

Fig.3.2.1 に従

う。相対誤差は(3.4.1)式で定義した。 n s は(3.3.1)式の X geometry にγ線測定結果から計
算した X w を代入して求める。各試験パターンについて計算した結果、相対誤差は 20％
以内であった。
n  ns
Re  w
ns

(3.4.1)

3.4.2 検出限界
本評価モデルの検出限界を評価した。検出限界の評価には Currie 法[35-40]を用い
た。Currie 法では、Fig.3.4.1 に示すように判定限界値（ LC）の概念を導入して、検
出限界値（ LD）をブランク値の平均（ LB）から k1 B  k1 D だけ離れた値に相当する濃
度とした。各変数は以下のように定義した。
B

：ブランク（放射線計測の場合、放射能が存在しない条件）の標準偏差

D

：検出限界の場合の標準偏差

k：信頼性の水準によって決定される定数
α：存在しない被測定物質が存在すると誤る確率（第１種の過誤）
β：存在する被測定物質が存在しないと誤る確率（第 2 種の過誤）
Currie 法では、第１種の過誤と第 2 種の過誤が等しく、過誤の可能性を 5％とする
ことが提唱されている。そのため、α＝β＝0.05 であり、定数は k1-α ＝ k1-β ＝1.645
とした。本試験結果に Currie 法を適用し、検出限界重量濃度の評価を以下に実施した。
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Fig.3.4.1 A schematic description of Currie method. Abbreviations;, Average of
Blank Measurement Value;, Decision Limit;, Detection Limit.

①ブランクでの標準偏差等の設定
ブランクでのγ線計数率 n0 と標準偏差σ 0 はバックグラウンドのγ線測定データか
ら計算する。Fig.3.3.4 のバックグラウンド測定結果からγ線計数率の平均と標準偏
差を計算する。その結果、 n0 ＝0.0034(s-1), σ 0 ＝0.0058(s-1)の値が得られた。また、
γ線計数率の分布をヒストグラムとし、Fig.3.4.2 に示す。

②模擬廃棄物での標準偏差等の設定
σ D は模擬廃棄物ドラム缶を測定して得られたγ線計数率の幾何平均値の分布から
計算される標準偏差とブランクでの標準偏差σ 0 の２乗和の平方根で計算する。
なお、検出限界の場合のσ D は未知であるため、模擬廃棄物の測定データからσ D を
推定する。σ D の計算に必要なγ線計数率の幾何平均値の分布はドラム缶に入っている
ウラン量に比例すると仮定し、ドラム缶に入っているウラン量を減少させ、低い濃度
での測定値の分布を求めてσ D を計算する。
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③検出限界の計算

n0,σ 0,σ D を nD＝ n0＋ k1-α σ 0＋ k1-β σ D に入力する。
ここで、 nD の値がγ線計数率の幾何平均値の分布の平均値と等しくなるときが検出
限界の条件を満たす。そのため、ドラム缶に入っているウラン量をこの条件を満たす
まで減少させる。ウラン量を減らし、検出限界の条件を満たしたときのブランクと模
擬廃棄物から測定されるγ線計数率の分布の関係を Fig.3.4.3 に示す。

Fig.3.4.2 Histogram of gamma ray count rates.
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Fig.3.4.3 Estimation of the detection limit.

この結果、廃棄物収納容器全体のかさ密度が 0.75g/cm3 程度の場合、検出限界の条件
を満たすウラン量は、3.59g となった。この状態の放射能濃度は 1.2Bq/g である。し
たがって、本測定条件での評価であるが、検出限界濃度は 1.2Bq/g 程度と評価できる。
なお、ウランの比放射能は 25000Bq/g とした。

3.4.3 既存の方法との比較
本手法の結果と一般的に知られている既存の「廃棄物収納容器を回転させながら外
部γ線測定を行い、廃棄物収納容器内部の廃棄物密度を均一と見なして定量する手法」
を比較する。既存の手法を用いた評価の測定精度を推算するため、本試験で使用した
模擬廃棄物ドラム缶による試験データから、ドラム缶１台あたり 30 度ピッチで 12 回
行った測定データの 1001keV のγ線計数率を算術平均する。この計算結果を Fig.3.4.4
に示す。
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ウラン放射能濃度を保守的に評価するように、廃棄物密度が均一でウラン線源が中心
よりの配置（パターン A01）を基準にすると、相対誤差が 70％程度になる。本論文で
示した評価モデルで相対誤差が改善されることがわかる。

Fig.3.4.4 Arithmetic average of gamma ray count rates of each simulated waste
drum.

3.4.4 実廃棄物への適用可能性
ドラム缶等の容器に収納されたウラン廃棄物中のウラン放射能濃度を、収納容器の
外部からパッシブγ線を測定して定量するための評価モデルの実用性の検証として、
典型的な実廃棄物に近い状態の模擬廃棄物を作成し、ウラン線源を配置してγ線測定
を行った。その結果、著者の評価モデルでは、廃棄物のかさ密度が 0.73～0.92g/cm3
の範囲で、線源等の偏りに依らず、検量線に対する相対誤差は 20％以内であった。
日本原子力研究開発機構

人形峠環境技術センターでは、廃棄物ドラム缶の輸送上

の制約から、廃棄物ドラム缶の重量を 200kg 以下に管理している。この場合、かさ密
度は最大で 1.0g/cm3 である。実証試験の結果から、評価モデルの実廃棄物への適用は
可能であると考えられる。
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第４章
4.1

結論

研究の成果

本研究は、放射能濃度を高い精度で評価でき、広く一般に使用可能となる簡易な測
定系でのパッシブγ線の測定値を用い、従来の手法では解決されていない廃棄物やウ
ラン線源などの偏りに依らないウラン量の定量が可能な理論を構築し、放射能濃度測
定手法を確立すること目的として研究を実施した。
理論構築の最初の段階として、廃棄物密度が均一の条件で、ウラン線源の分布する
位置とγ線計数率を相関関係で結びつける評価モデルを構築した。この結果、廃棄物
収納容器を対向位置測定する方法で、廃棄物収納容器の中に 3 次元的に分布する線源
位置を表わす物理量とγ線計数率の変化の関係を定式化することが可能になった。線
源位置を表わす物理量は、ウランの子孫核種(234mPa)から放出される 1001keV と 766keV
の２つのエネルギーでのγ線ピーク計数率の比 R(1)， R(2)と、２つのエネルギーの放
出率の比 k から、1/{ln(k/R(1))×ln(k/R(2))}で与えられる。この物理量と対向位置
で測定されるエネルギー1001keV のγ線計数率 n1 と n2 から計算される(n1×n2)1/2 の間
に一義的な関係があることがわかった。この関係を、シミュレーションを用いて検証
した。その結果、1/{ln(k/R(1))×ln(k/R(2))}の対数と(n1×n2)1/2 の間の関係は直線関
係があることを示した。
理論構築の次の段階として、廃棄物密度が不均一で、ウラン線源分布が不均一の放
射性廃棄物を収納した容器へ適用する評価モデルを構築した。このとき、密度が不均
一な廃棄物容器のγ線計測を、廃棄物容器の中心から等しい距離の３次元位置（球面）
において多数点測定し、計測値を幾何平均して、密度不均一の放射性廃棄物から近似
的に密度均一の状態を作り出す方法を考案した。この手法により、密度が不均一の状
態であっても、線源分布位置とγ線計数率の関係を、ウラン系列で放出される二つの
エネルギーのγ線計数率の比の幾何平均 R 、及び放出率の比 k から定義される

  

2

1 ln k R と、1001keV のγ線計数率の幾何平均 n で与えられることを示した。この方
法の妥当性を評価するため、いくつかの計算モデルについてモンテカルロシミュレー

  

2

ションコードを用いて検証した。この結果、 1 ln k R と n の間に直線関係があること
が示された。
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構築した評価モデルを実証するため、ウラン線源を用いた模擬廃棄物を作成し、試
験を実施した。試験では廃棄物の密度分布が均一で偏りがない模擬廃棄物から廃棄物
の密度分布の偏りが大きくなる模擬廃棄物をそろえて実施した。模擬廃棄物にウラン
線源をセットし、模擬廃棄物ドラム缶の外部からγ線測定を実施した。1001keV と
766keV の２つのエネルギーでのγ線ピーク計数率を評価した結果、廃棄物のかさ密度
が 0.73～0.92g/cm3 の範囲で、線源等の偏りに依らず、相対誤差は 20％以内であった。
日本原子力研究開発機構

人形峠環境技術センターの場合、廃棄物ドラム缶の重量を

200kg 以下に管理しているため、かさ密度は最大で 1.0g/cm3 であり、実証試験の結果
から評価モデルの実廃棄物への適用は可能であると考えられる。
市販されている装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）などで評価した場合を
仮定して評価したウラン量の定量での誤差に比較して、本手法を用いることで、廃棄
物ドラム缶内部の廃棄物密度分布やウラン線源分布の偏在に対する影響を考慮するこ
とが可能になり、相対誤差を大幅に改善することができた。
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4.2
4.2.1

研究成果の応用
既存の測定装置への応用

本研究では、放射能濃度を高い精度で評価できる放射能濃度測定手法を広く一般に
使用可能となる簡易な測定系で確立することを目的とした。Fig.4.2.1～2 に示した市
販の装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）では、γ線測定装置が縦方向に設置
され、ドラム缶の中心から等しい距離の３次元位置に近い配置で測定される。したが
って、本研究成果を既存の測定装置へ応用することが可能である。

Fig.4.2.1 The Model WM2110 Germanium Q2 Low Level Waste Assay System.
（Canberra , Gamma Waste Systems ( http://www.canberra.com/ ) より引用）

Fig.4.2.2 Schematic Diagram of the WM2110 System as Seen From Above.
（Canberra , Gamma Waste Systems ( http://www.canberra.com/ ) より引用）
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4.2.2

ドラム缶以外の収納容器への応用

本研究では、廃棄物はドラム缶に収納されることを想定し、廃棄物ドラム缶を評価
対象としたシミュレーションや実証試験を実施した。しかし、廃棄物やウラン線源な
どの偏りに依らずウラン量の定量を可能にするための理論自体はドラム缶のみに限定
されるのではなく、その他の収納容器にも応用できる。Fig.4.2.3 に示すような廃棄
物収納コンテナについても本研究成果をもとにシミュレーションや実証試験を実施す
ることで、廃棄物収納コンテナ中の廃棄物やウラン線源などの偏りに依らずウラン量
の定量を実施することが可能になる。

Fig.4.2.3 Radioactive waste storage container.
（大木 耕一 他, パッシブガンマ法によるコンテナ等廃棄物中のウラン量測定技術の
開発,

サイクル機構技報 No.25 2004.12

より引用）
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4.2.3

ウラン以外の放射性核種への応用

本研究では、原子力関連施設の廃止措置等に伴って発生する主にウラン系の放射性廃
棄物を対象とし、ウラン量の定量評価手法を構築した。廃棄物やウラン線源などの偏
りに依らずウラン量の定量を可能にするため、ウランの子孫核種(234mPa)から放出され
る 1001keV と 766keV の２つのエネルギーでのγ線を利用している。つまり、本手法の
本質は、エネルギーがある程度離れた２つのγ線を使うことである。この条件が満た
されれば、ウラン以外の放射性核種への応用が可能である。
２０１１年３月に起きた東京電力福島第一原子力発電所事故によって、大量の放射
性物質が大気中へと放出され広い範囲の土地に沈着した放射性物質の除染作業で発生
する廃棄物には、主に放射性セシウム（ 134Cs と

137

Cs）が含まれており、廃棄物の放射

能濃度の評価による適切な管理が必要になる。 134Cs からは Fig.4.2.4 に示すように複
数のエネルギーの異なるγ線が放出される。したがって、本研究成果を、放射性セシ
ウムを含む廃棄物の放射能濃度評価へ応用することが可能である。

Fig.4.2.4 Gamma-ray spectrum(134Cs,
（未来を拓く原子力

137

Cs).

原子力機構の研究開発成果

2012

( http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/fukyu/mirai/2012/index_set.html )
り引用）
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よ

4.3

今後の課題

本研究によって、簡易な測定系でのパッシブγ線の測定値を用い、廃棄物やウラン
線源などの偏りに依らない放射能濃度測定手法を確立し、①既存の測定装置への応用、
②ドラム缶以外の収納容器への応用、③ウラン以外の放射性核種への応用が可能であ
ることを示した。
本研究では放射能濃度測定の基礎理論の構築と実証を実施したため、今後は、この
理論を運用し、応用するための研究が必要である。そのため、Fig.4.3.1 に示したよ
うな放射性廃棄物の処理の流れの一環として、原子力施設の操業により発生し保管さ
れていた廃棄物や原子力施設の解体撤去により発生する金属解体物等を中心とした廃
棄物の放射能濃度評価を市販の装置（Q2 Low Level Waste Assay Systems）を使用し
て評価するための運用[41-42]に関する研究を実施するとともに、東京電力福島第一原
子力発電所事故によって発生した廃棄物での放射性セシウムの放射能濃度評価へ応用
する研究を進めることが必要である。

Fig.4.3.1 Treatment of radioactive waste.
（文部科学省委託事業「低レベル放射性廃棄物の放射能濃度評価方法の開発」
成果報告会

( http://www.randec.or.jp/images/seika.htm )
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より引用）
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