
 

 

 

弊社鹿沼工場在庫品の放射線量測定結果について 

2012 年 2 月 6 日 

ダウ化工株式会社 

品質管理部 

 

平素は弊社製品をご愛顧賜りまして誠に有難う御座います。 

昨今、福島県内で採取された原材料を使用して建築されました新築の建造物か

ら、比較的高い放射線量が測定された報道があり、東京電力(株)福島第一原子力発

電所での事故が原因と推定される原材料への放射能の含有が疑われております。

これらは報道にて公表されており、お客様からのお問い合わせを多数頂戴してお

ります。 

 

この度、お客様により安心して弊社製品をご使用頂ける様、弊社鹿沼工場在庫

品の表面放射線量の測定を、第三者機関である栃木県産業技術センターに依頼し

ました。その結果、放射線量は人体に影響を及ぼさない程度のものでありました

事を、ここにご報告致します。 

 

今後も皆様により一層ご満足いただける製品を供給して参ります。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

-記- 

1. 依頼試験概要 

測定機関、測定年月日：栃木県産業技術センター 2012 年 1 月 31 日 

測定器：GM サーベイメータ(日立アロカメディカル製 TGS-146B) 

測定条件：時定数 10 秒、入射窓面積 19.6cm2 

 

2. 試験サンプル(いずれも弊社鹿沼工場在庫品 スタイロエース-Ⅱ) 

(1)   2011 年 5 月 25 日 製造品 サイズ 50×910×3000 

(2 上) 2011 年 2 月 17 日 製造品  サイズ 75×998×3000 

(2 下) 2011 年 2 月 17 日 製造品  サイズ 75×998×3000 

(3)  2012 年 1 月 17 日 製造品  サイズ 30×1010×1930 

いずれも測定に際し、厚み×1000 以内×450 にカットの上測定。 

 

 

 



 

 

3.試験結果 

放射線測定では常にゆらぎが生じる為、10 回測定した放射線量の平均値を試験結果とし

て報告されます。 

・バックグランド測定値 (検査室内) 放射線量平均値 59cpm , 標準偏差σ=12 

(1)   放射線量平均値 81cpm , 標準偏差σ=11 

(2 上) 放射線量平均値 62cpm , 標準偏差σ=13 

(2 下) 放射線量平均値 59cpm , 標準偏差σ=9 

(3)  放射線量平均値 66cpm , 標準偏差σ=12 

 

4.試験結果の評価 

栃木県産業技術センターの評価では、以下の手順により放射線汚染の有無を評価してお

ります。 

・ サンプルの正味の計数率＝ バックグランド放射線平均値－サンプル放射線平均値 

正味の計数率と、バックグランド計数率のばらつき(標準偏差)の3倍を比較して評価します。 

汚染有りの場合： 

・サンプルの正味の計数率＞10 回測定したバックグランド計数率の標準偏差σ×３ 

汚染無しの場合： 

・サンプルの正味の計数率＜10 回測定したバックグランド計数率の標準偏差σ×３ 

 

本試験結果に適用すると、 

・バックグランド計数率の標準偏差×3=12×3=36 

(1) サンプル正味計数率=81－59=22< 36 (汚染無し) 

(2 上)サンプル正味計数率=62－59=3< 36 (汚染無し) 

(2 下) サンプル正味計数率=59－59=0< 36 (汚染無し) 

(3) サンプル正味計数率=66－59=7< 36 (汚染無し) 

 

従いまして、東日本大震災前後の製造品を比較しましても、生産された 4 点のサンプル

共に放射能汚染は認められませんでした。 

 

なお、これらの正味計数率は線量当量率[μSv/h]で 0.00033~0.0033 程度の放射線量とな

り、以下の放射線量と比較しても極めて低い数値である事が分かります。 

・鹿沼市庁舎(弊社鹿沼工場から西方向に約 8km：ホームページにて確認) 

(2012/2/2 AM 9:00 現在 地上 13m) 0.06[μSv/h] 

(2012/2/2 PM 2:00 現在 地上 1m)   0.10[μSv/h] 

・人体が自然から受ける放射線量(年間 2.4mSv)  0.274[μSv/h] 

 



 

 

5.参考情報 

・原材料段階での管理について： 

① ポリスチレン 

 国内ポリスチレン製造工場製造元においては、厳重管理された屋内プラントにて

生産されており外気に触れることはないため理論上、放射能汚染はないといえます。

当該製造元から弊社工場サイロに投入するまではタンクローリーでの輸送で外気

に触れないため同様に理論上、放射能汚染はございません。 

② 難燃剤・他添加剤 

 ポリスチレンと同様に製造元においては、厳重管理された屋内プラントにて生産

されており外気に触れることはないため理論上、放射能汚染はないといえます。当

該製造元から弊社備蓄倉庫に納入するまでは屋根つきの荷降ろし場所にて荷降ろ

し、その後屋内保管するため理論上、放射能汚染はございません。 

③ 発泡ガス 

 気体のためガスそのものに放射能汚染は滞留いたしませんが、製造・配送・保管

において上記同様に外気に触れませんので理論上、放射能汚染はございません。 

 

・スタイロフォームの製造過程について 

原料となるポリスチレンはサイロに密閉保管されており、パイプラインを経由して

製造設備に投入、上記②・③においてもスタイロフォーム製造後屋内保管、配送車へ

の積み込みも屋根付きのヤードで行います。配送はウィング車で現場・配送センター

等にお届しますので外気に長期間さらされることはございません。したがいまして放

射能汚染は理論上ないと考えられ、今回の外部機関での放射線量測定結果でも、人体

に影響が無い程度の測定結果となっております。 

 

 

<参考資料> 

・測定サンプル計測結果 4 枚 

・放射線測定結果の評価について(報告書添付資料) 1 枚 

・独立行政法人 産業総合技術研究所ホームページ掲載 測定値の換算について 

(http://www.aist.go.jp/aist_j/rad-accur/pdf/case_study_1_table_j.pdf) 

 

 

以上 

 

http://www.aist.go.jp/aist_j/rad-accur/pdf/case_study_1_table_j.pdf
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放射線量測定結果報告書 
SURVEYREPORT 

申請年月日　　　　　平成24年1月31日 

申請者（企業名）　ダウ化工株式会社 
APPLICANT 

申請者住所　　　　栃木県鹿沼市さつき町11－1 

測定の結果は以下のとおりです。 

平成24年2月1日 Date：（M）2，（D）1，（Y）2012 　　　YasuyukiIlanada，Director 劔 

TOCHIGIPREFECTURALGOVERNMENT 

1測定方法（MeasurementMethod） 

測定器　　　　　　　　　GMサーベイメータ（日立アロカメディカル製）TGS－146B 
Measurementlnstrument　GMSurveyMeter（HitachiAlokaMedical）TGS－146B 

測定条件　　　　　　　時定数10秒、入射窓面積19．6cm2 
MeasurementCondition　　TimeConstantlOsec，MeasurementArea－9．6cm2 

測定日　　　　　　　　　平成24年1月31日 

MeasurementDate　　　　（M）1，（D）31，（Y）2012 

測定場所　　　　　　　　栃木県産業技術センター 
MeasurementLocation　　IndustrialTechnologyCenter，TochigiPrefecturalGovernment 

2　測定結果（Results） 

試料名 兌ﾘｼ�&ﾈ��7�ﾘ�｢�標準偏差（cpm） ��
Commodity 彦�ﾖV�軫�ﾇVV�FV蹤蒙W2�Astandarddeviation 

スタイロエースーⅡ 50×910×30001 塔��11 

バックグラウンド Backgrollnd 鉄��12 

【測定試料写真】 

】 
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豪＿′二 

一・′；；聯琴撃、＿′；三二J；薫人■遮．∬一㌔－ 

笹歳 三〆．≡邁 冽�ｹ9�ｨ自?��vH���ﾈ���ﾈ���ﾈ7亂ﾂ�

スタイロエースーⅡ　50×910×3000　1 

以上 



NO．00129－2 

放射線量測定結果報告書 
SURVEYREPORT 

申請年月日　　　　平成24年1月31日 

申請者（企業名）　ダウ化工株式会社 
APPLICANT 

申請者住所　　　　栃木県鹿沼市さっき町11－1 

測定の結果は以下のとおりです。 

慧議，諾三品2012　栃木県産業技術センター所長花。康腰野 

協suyukiHanada，Director　　　　踊琵琶阜 

INDUSTRIALTECHNOLOGYCENTER，　－－州’‘1肌L…、J－ヤ 

TOCHIGIPREFECTURALGOVERNMENT 

1測定方法（MeasurementMethod） 

測定器　　　　　　　　　GMサーベイメータ（日立アロカメディカル製）TGS－146B 
MeasurementInstrument　GMSurveyMeter（HitachiAlokaMedical）TGS－146B 

測定条件　　　　　　　時定数10秒、入射窓面積19．6cm2 
MeasurementCondition　　TimeConstantlOsec，MeasurementArea19．6cm2 

測定日　　　　　　　　　平成24年1月31日 

MeasurementDate　　　　（M）1，（D）31，（Y）2012 

測定場所　　　　　　　　栃木県産業技術センター 
MeasurementLocation　　IndustrialTechnologyCenter，TochigiPrefecturalGovelment 

2　測定結果（Results） 

試料名 兌ﾘｼ�&ﾈ��7�ﾘ�｢�標準偏差（cpm） ��
Commodity 彦�ﾖV�軫�ﾇVV�FV蹤�&觚2�Astandarddeviation 

スタイロエースーⅡ 75×998×30002上 田"�13 

バックグラウンド Background 鉄��12 

【測定試料写真】 

盛㍗二二二．∵■－，－ふててふ√；1　　　　　　　　　　　く－†ぶ宕盈綴よこh �+�-8.iw�,H6ﾘ��6ｨ���ﾉ¥ﾈ�H�2��ｲ�������耳ｶ2�
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l＿＝‾、ん■ん■〔ぇ肇照輝聯攣攣 紅肇準数・三軍三ミ安ミ減衰宰…毯三三 ����闔�4ｲ��ﾂ��ﾈ������5(���X�H�X�H��������蔭ﾞE��示ﾆﾆﾈ���

スタイロエースーⅡ　75×998×3000　2上 

以上 



麺塑二塁 

放射線量測定結果報告書 
SURVEYREPORT 

申請年月日　　　　平成24年1月31日 

申請者（企業名）　ダウ化工株式会社 
APPLICANT 

申請者住所　　　　栃木県鹿沼市さつき町11－1 

測定の結果は以下のとおりです。 

平成24年2月1日 Date：（M）2，（D）1，（Y）2012 

INDUSTRIALTECHNOLOGYCENTER，　≠’‘I‾Yナ、1－r．’－■1、‘P‾M－1 

TOCHIGIPREFECTURALGOVERNMENT 

1測定方法（MeasurementMethod） 

測定器　　　　　　　　　GMサーベイメータ（日立アロカメディカル製）TGS－146B 
MeasurementTnstrument　GMSurveyMeter（HitachiAlokaMedical）TGS－146B 

測定条件　　　　　　　時定数10秒、入射窓面積19．6cm2 
MeasurementCondition　　TimeConstantlOsec，MeasurementArea19．6cm2 

測定日　　　　　　　　　平成24年1月31日 

MeasurementDate　　　　（M）1，（D）31，（Y）2012 

測定場所　　　　　　　栃木県産業技術センター 
MeasurementLocation　　　TrLdustrialTeclmologyCenter，TochigiPrefbcturalGovemment 

2　測定結果（Reslllts） 

試料名 兌ﾘｼ�&ﾈ��7�ﾘ�｢�標準偏差（cpm） ��
ー　Commodity 彦�ﾖV�軫�ﾇVV�FV蹤蒙W2�Astandarddeviation 

スタイロエースーⅡ 75×998×30002下 鉄��9 

バックグラウンド Background 鉄��12 

【測定試料写真】 

鬱箋浩一　薫き去㌔：表意－ 
貰芸√筋こく・ぎ農芸碁開票と・号￥二ご潤 

儀≦三誉J；；言挙蕎慧‡γγTで二Jvうこ∴′よ′く・…き・誇畿慈愛1ノ磯琴 

猿、′う � 

陵……ぎー �-898薊ｬhv佗��ｹ��耳������+(vH�ﾈ�ﾈ��耳ﾖﾈv餤Xｬ�,ｸ�Y7���7��Tｨ耳v��

スタイロエースーⅡ　75×998×3000　2下 

以上 



盟些辻≦坦二4 

放射線量測定結果報告書 
SURVEYREPORT 

申請年月日　　　　　平成24年1月31日 

申請者（企業名）　ダウ化工株式会社 
APPLICANT 

申請者住所　　　　栃木県鹿沼市さつき町11－1 

測定の結果は以下のとおりです。 

平成24年2月1日 Date：（M）2，（D）1，（Y）2012 　　　YasuyukiHanada，Director 劔 

INDUSTRIALTECHNOLOGYCENTER，’坤埴加相加 

TOCHIGIPREFECTURALGOVERNMENT 

1測定方法（MeasurementMethod） 

測定器　　　　　　　　　GMサーベイメータ（日立アロカメディカル製）TGS－146B 
MeasurementInstrument　GMSurveyMeter（HitachlAlokaMedical）TGS－146B 

測定条件　　　　　　　時定数10秒、入射窓面積19．6cm2 
MeasurementConditjon　　TimeConstantlOsec，MeasurementArea19．6cm2 

測定目　　　　　　　　　平成24年1月31日 

MeasurementDate　　　　（M）1，（D）31，（Y）2012 

測定場所　　　　　　　栃木県産業技術センター 
MeasurementLocation　　IndustrialTechnologyCenter，TochigiPrefbcturalGovernment 

2　測定結果（Results） 

試料名 兌ﾘｼ�&ﾈ��7�ﾘ�｢�標準偏差（cpm） ��
Commodity 彦�ﾖV�軫�ﾇVV�FV蹤蒙W8�B�Astandarddeviation 

スタイロエースーⅡ 30×1010×19303 田b�13 

バックグラウンド Background 鉄��12 

【測定試料写真】 

庵＿：′：‡′‾．二、 　≒ニ≡一・一葦二 野、一癒 凾ﾄ手ふぎー 

■■■■■■■敷き 

スタイロエースーⅡ　30×1010×1930　3 

以上 
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