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 環境放射能は、常日頃から測定していなければその変化を知るこ
とができない。 

 トリチウムは、宇宙線により大気中に生成し、水素と置換反応を起
こすため、健康被害のもとになる可能性がある。 

 次世代エネルギー「核融合」において核融合炉の内部で必ず発生
するため、漏えいのチェック＝環境モニタリングが必要。 

 トリチウムの大気中濃度は低く、測定は容易ではない。 
 トリチウムは、空気中の水分「トリチウム水」として濃縮収集して分
析する。 
 

 トリチウム水を効率良く測定できる方法が必要。 
 トリチウムは最もエネルギーが低いベータ線放出核種であり、トリ
チウムが測定できる方法があれば、他の放射性核種も測定可能。 
 



液体シンチレーションカウンター(LSC)以外にトリ
チウムを効率良く測定する方法はない。 

 
LSCを用いた場合でも、トリチウムの測定効率は

50％程度である。放射性の廃棄物が発生する。 
 
それでもなお、LSCが用いられている。 
 
               LSC測定とは？ 



特徴 
1. 液体シンチレータを用い試料を溶かし込む。これにより放射線量に比例した蛍光の

発生率が上がり、光検出部であるホトマルでの検出効率が高くなる。 
2. 試料としては、医学・薬学・生命科学などで用いられる低エネルギーベータ線放出

核種のトリチウム(3H)や炭素14(14C)、硫黄35(35S)などの標識化合物が主な対象

となる。これらの測定はLSC以外では容易ではない。 

高圧電源 

測定後の問題点 
1.放射性廃液処理；有
害な発がん性物質を
含む＝人体負荷 

2.バイアル処理；使い

捨てにより廃棄物化、
洗浄により廃液の一
部が流失=環境負荷 

3.時間と経費の無駄 

ホトマル ホトマル 

LSC内部 

3Hベータ線の最大エネルギー(Emax)；18.6keV 
14CのEmax；156keV, 35SのEmax；167keV 

取扱時；若干の有害性あり 



1. 日本のホトマルは世界に誇れる優秀な光検出器である。 
2. このホトマルを搭載したLSCは優れた測定器である。 
 問題点 
1. しかし、液体シンチレータ（発がん性有機溶媒、界面活性剤、

毒性物質の混合物）が測定のためには必須である・・・と考
えられてきた。 

2. 液体シンチレータを使用しない研究も若干行われてきたが、
測定効率が低い、再現性がない、低エネルギーのベータ線
に向かないなど、実用できなかった。 

3. 特に測定効率の点では、液体シンチレータを用いた場合と
同等以上の効率を得られる方法がなかった。効率が極めて
悪いと測定できず、少し悪いと長時間測定が必要となる。 

4. 即ち液体シンチレータを用いず、測定できる方法がなかった。 
               ⇒特殊プラスチックの使用を提案 

 



見た目は、普通のプラスチック 
ポリスチレンやポリビニルトル
エンに波長変換剤として作用
する有機物（POPとPOPOPな
ど）を混入させたもの 

紫外線を当てると、PSは紫色
に光るが、一般のプラスチック
は何ら変化がない 

紹介・提案する技術はこのPS
のシートタイプを用い、LSCで
測定する方法である 

  円柱形にカットしたPSの例 
拭取り装置；芯にPSを用いる例 



 サンゴバンBC-400（汎用型PS) 
 50mm×1.5mm×0.5ｍｍのシートを使用 
 1枚の上に滴下乾燥後、あるいは2枚に挟み、LSC用 
  バイアル（測定容器）に立て、蓋をして測定器に掛ける。 
 多くの核種に有効であるが、トリチウム水（HTO)では、乾燥により

飛散するため極端に測定効率が低い。 
 トリチウムはエネルギーが低く、乾燥させないと溶液の遮蔽効果で

殆ど測定できない。 
 PSの疎水性のため表面張力が大きい。 
 PSにプラズマ表面処理を行うと、親水性が増す。乾燥が不要。 

測定 



 プラズマ処理により、表
面親水性が増すことが
知られている。 

 大気圧プラズマ処理は、
装置も操作も容易である。 

 変更要素は種々ある。 
 今回の処理条件； 
  Arガス：4L/min 
  高圧：10ｋV 
  高周波：10kHz 
  距離：5mm 
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高圧電源 

シリカガラスチュー
ブ；30mm 

間隔；1mm (必須) 
アース；幅10mmの金
属リング 

Grounded ring electrode 
(width 10 mm) 

Gap 1 mm 

Silica glass tube 

Ar gas 

大気圧 
室温 

30 mm 

誘電体バリヤ放電方式 



 未処理と比較し、処
理後の接触面積は、
明らかに広がる。少
なくとも4~6倍 

 しかし、1分~10分
までの処理時間に
よる接触面積に、大
きな差は認められな
い。 

 プラズマ処理には
多くの要素があり、
未解明な部分が多
い。 

プラズマ処理  滴下量（20 μL）  
1min   2min     3min    10min   未処理    



トリチウム水5μLを滴下 
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各PSは1枚づつ処理されているが、どの処理済みPSを用いても
「計数率」と「放射能」に一定の関係が得られ、本法に定量性が
あることが証明された。 
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k ； coverage factor (3; 99.7%), 
nB ；PSの自然計数率 (8.77counts) 
ts , tB 測定時間、今の場合ともに2分 
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試料測定時間 (min) 

20μL loaded 

2μL loaded 

5μL loaded 

20 μL tritiated water 
15.6 Bq mL-1;2min 

nD = k2/2[1/tS+{1/ tS
2+4nB/k2(1/ tS +1/tB)}1/2]   



液体 
シンチレータ 
 

プラズマ処理 
プラスチック 
シンチレータ 

プラズマ未処理
プラスチックシ
ンチレータ 

文献によるその他の
技術（ビーズ型、コン
テナ型など） 

トリチウム
水測定効率 約50％ 約50％ 

（Arガス使用） 
最大で10％程
度 

ビーズ型；1％以下 
コンテナ型；不可 

低濃度の 
測定時間 数分 数分(試料安定

までに数時間） 
数十分（試料乾
燥に1昼夜） 

数十時間（低バック
LSCが必要）   

再使用 不可 可能 可能 可能 

廃棄物 液体シンチ
レータ ほぼゼロ ほぼゼロ ほぼゼロ 

コ
ス
ト 

購入 シンチレー
タ；高額 

PS；かなり高額 PS；かなり高額 PSビーズなど；特注
に近く、大容量・高額 

廃棄物
処理 

高額（時間も
かかる） 不要 不要 不要 



放射線計測 
研究者・安全管理担当者・国内では作業環境測定者向けとして 
 世界中の放射線施設における研究 
 世界中の放射線施設の安全管理 
 核施設・原子力施設での安全管理 
一般市民による測定も含めて 
 核施設・原子力施設周辺での安全管理 
 核融合炉周辺での安全管理 
 環境放射能のチェック 
事故現場における放射線管理 



 プラスチック加工・製造業 
 液体シンチレータに代わる 
 プラスチックシンチレータの製造・販売 
 

 プラズマ加工受託・機器製造業 
 プラスチックシンチレータ用の 
 プラズマ処理装置の供給や加工処理サービス 
 

 放射線測定受託業 
 



 種々の要素のある「プラズマ処理」の最適条件の
検討 

 エアープラズマによる「フィールドワーク型測定器」
の実現に向けた諸条件の検討 

 プラスチックシンチレータの確実な再使用条件の
検討 

 プラズマ処理後のPSの使用条件の検討 
 



安価なプラスチックシンチレータの製造・供給
元を求めている。 

プラズマ処理を行ったプラスチックシンチレータ
を発光部としたホトマル1本の携帯型の検出器
（フィールドワーク型測定器）を作成予定であり、
ソフト開発能力のある企業との共同研究を希
望。 

プラズマ処理に関するノーハウを持った企業と
の連携を希望。 
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