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ICP-MSを用いた放射性物質の広域調査
株式会社パーキンエルマージャパン　古川　真

東北地方太平洋沖地震（2011年3月）に伴った
東京電力福島第一原子力発電所事故により，
放射性物質が拡散し広域に汚染される深刻な
事態となった。目に見ることができない放射
性物質を，多くの地点で測定し，データを公開
していくことが私たち分析化学者の責務では
ないだろうか。ここでは，高周波誘導結合プラ
ズマ質量分析装置（ICP-MS）を用いた広域に
わたる土壌中のウラン調査を中心に，装置特
長から実際の分析例までを紹介する。

背景

東京電力福島第一原子力発電所の甚大
な事故により，福島県のみならず日本全
体において放射性物質をモニタリングす
る必要性が高まった。この事故により大
量の放射性核種が飛散したため，拡散性
の高い放射性ヨウ素 131Iや放射性セシウ
ム 134Cs，137Csは，福島県内外で検出さ
れる事態となった。これら g線を放出す
る核種の測定は，ゲルマニウム半導体検
出器や，NaI検出器等が用いられ，複雑
な前処理を必要とせずに，比較的簡単に
測定することができる。131Iや 137Csは天
然には存在していないため，これらの核
種が検出されたことは，原子力発電所で
使用されているウランの核分裂反応によ
って発生した放射性物質が飛散した事実
を示すものである。一方で，ウラン自体
は飛散しにくいこともあり調査されたデ
ータは多くはない。ウランは a線を放出
する核種であるため，その測定は g線を
測定する 131Iや 137Csとは異なり若干煩
雑である。a線スペクトロメトリーで計
測する場合は，化学的な前処理で核種を
単離精製して核種毎に測定を行う。この
ため，多検体を調査するのが難しい。ウ
ランの測定法については，文部科学省
「放射能測定法シリーズ」で ICP-MSも
採用されている1）。ICP-MSは放射性核
種を質量で分離測定することができるた
め，化学的な単離を必要とせずに迅速測

定が可能である。今回は，ICP-MSを用
いたウラン分析の実際と，装置概要につ
いて紹介する。また，パーキンエルマー
ジャパンは，震災直後から放射能計測に
かかわるいくつかの支援活動を実施して
おり，その成果の一部も紹介する。
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ICP-MSは，試料中の超微量元素を測
定することができるため様々な分野の分
析に利用されている。短時間で多元素同
時分析が可能であり，人の健康に不可欠
な必須ミネラルから有害元素の把握まで
一度に測定できるため利便性が高い。さ
らに，ICP-MSは質量数毎に測定するた
め，同位体比率を求め，放射性核種の存
在割合を知ることのできる数少ない分析
手法の 1つである。天然ウランについて
は，水道水質基準の水質管理目標設定項
目にも指定されており，ICP-MSによっ
て測定管理されている。このため ICP-

MSを使った天然ウランの測定自体は，
多くの分析事業所で行うことが可能であ
るが，原子力発電所の燃料棒由来のウラ
ンを調査する手法は周知されていないの
が実情である。平成 2 3年 3月 1 1日，
福島第一原子力発電所での事故に係る原
子力緊急事態宣言が内閣総理大臣により
発出され，検査にあたっては，平成 14

年 5月 9日付け“緊急時における食品の
放射能測定マニュアル”を参照し実施す
ることとされており，広い地域で迅速分
析をするニーズが高まった。このマニュ
アルでは，迅速化のために，ICP-MSに
よってウランとプルトニウムを測定する
手法が記載されている。ICP-MSは高温
のアルゴンプラズマによってサンプル溶
液中の元素をイオン化し，装置内へ導
入，四重極質量分離部により質量数毎に
分別し測定する。一般的に，固体試料の
場合は，何らかの前処理により溶液化を

行う必要がある。前処理手法は多岐にわ
たるが，簡便な手法としてマイクロウェ
ーブ試料前処理装置の活用も挙げられて
いる。前処理の自動化は，個人の技術レ
ベルに左右されることが少なく，再現性
を高める上でも効果的な方法である。前
処理後に溶液化された試料は，多くの夾
雑物を含んでいる。放射性物質は極低濃
度の測定となるために，希釈は最小限に
とどめ，夾雑物濃度が高い溶液での測定
となる。この夾雑物の影響により発生す
る感度変化や信号変動は，ICP-MS Nex

ION300のトリプルコーンインターフェ
ース（TCI；イオンの取り込みと高収束）
と四重極イオンディフレクタ（QID；四
重極の原理によりイオンのみを装置に取
り込み，中性物質や光を系外に排除する
機構）の革新的構造により対処している。
特に，四重極イオンディフレクタは，プ
ラズマ内でイオン化した各元素を装置内
へ導くイオンレンズの役割を持つと同時
に，質量数/電荷比に応じた最適な電圧
を自動制御し，四重極を持つユニバーサ
ルセル（UC）に導入する。ユニバーサ
ルセルの主な役割は，測定誤認の因子で
ある各種スペクトル干渉を除去すること
にある。このセルは四重極のマスフィル
ターを搭載しているため，コリジョンや
リアクションといった干渉除去機構と質
量分解能を同時に行うことで，完全に干
渉を抑え，精確な分析を可能としている。
これらパーキンエルマー ICP-MSの独自
技術により，高マトリックスでの安定か
つ精確な測定を可能としている（図 1）。

ICP-MSによるウラン同位体比分析を用い
た広域土壌調査

土壌は環境汚染状況を把握する上で重
要な分析対象である。土壌の汚染は，作
物や河川等への影響が大きい。そのた
め，福島大学を中心とする共同研究チー
ムは，福島県内 115箇所の空間放射線
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量率の高い地域を中心とした広域ウラン
土壌調査を実施した2）。原子力発電所事
故由来のウラン飛散を迅速に調査するた
めには，同位体比分析が最適である。こ
れは，天然に存在しているウランと，核
燃料に含まれるウランとでは，235Uと
238Uの存在割合が異なるためである。天
然ウランは，2 3 5 Uを 0 . 7 2％，2 3 8 Uを
99.27％の同位体比率で存在している（図
2）。一方で，ウラン燃料の場合は，235U

を約 5％，238Uを約 95％となっており，
235Uの存在割合が高くなっている。この
ことから，235U/238U比を測定すること
で，ウラン燃料拡散の有無を判断するこ
とができる。さらに，238U濃度を定量す
ることで，実測した 235U/238U同位体比
率から，235Uの濃度を算出し，濃度から
放射能 Bq/kgへの換算も容易である。

238U濃度測定においては，土壌分解液

に含まれるマトリックスの影響で，測定
感度の変動が起こりやすい（装置汚れに
よる信号ドリフト，測定回収率の低下）。
土壌マトリックスにはウランの内標準補
正に有効なビスマス Biやタリウム Tlも
多量に含まれてしまう。このため，測定
感度に影響が起こらない程度までサンプ
ルを希釈し，添加回収率実験によって定
量性を評価することが望ましい。回収率
は，サンプルの ICP-MSへの導入量やプ
ラズマ温度と関係があるため，ネブライ
ザーによる噴霧量の抑制によっても改善
することができる。以上の対策をするこ
とで，分析精度を確保することが重要で
ある。本法を用いて，福島第一原子力発
電所から 7～ 80 km範囲において，モ
ニタリング調査を行ったところ，いずれ
の観測点においても原子力発電所由来と
示唆されるウランは検出されなかった。

ICP-MSによるその他の放射性物質の
測定事例

放射性ヨウ素 129Iの測定についても，
ICP-MSにて測定することができる3）。
放射性ヨウ素 129Iの測定自体には，そ
の質量数にキセノン（アルゴンガスや
放射性核種の核分裂由来）の同重体干
渉や 127IH2（ヨウ素の水素化体）の多
原子イオン干渉が発生する。これらの
干渉はユニバーサルセルのリアクショ
ンモードによって効果的に除去が可能

である。ヨウ素 131Iは半減期が約 8日と
短いが，ヨウ素 129Iは約 1570万年と長
い。このため，環境中の放射能汚染状況
は，安定同位体ヨウ素 127Iと放射性ヨウ
素 129Iの比率測定することによって把握
することができる。
一方で，その他の半減期が短い放射性
核種については，極低濃度で強い放射線
を発するため，環境レベルの放射性核種
を ICP-MSで捉えることは難しい。現時
点では，安定同位体を用いた吸着剤の開
発実験や，農作物への移行率の調査実験
等で ICP-MSが活躍している。

まとめ

ICP-MSは，高感度に多元素同時分析
ができ同位体比情報なども迅速に得るこ
とが可能である。放射性物質の測定にお
いても ICP-MSを活用し，新しい分析方
法が開発され，多くの分析事業所で測定
管理していける体制が整っていくことが
期待される。
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図 1　NexION 300システム概略図

図 2　235U及び 238Uの質量スペクトル
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