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はじめに 

 
県は、平成２４年産の米について、全袋検査（事前出荷制限区域における全量

全袋検査及びその他の区域で実施される全袋検査）を行うこととした。 
本標準検査手順書は、ベルトコンベア式検査機器で行う全袋検査の標準的な

手順を定めたものである。検査を実施する各事業主体においては、本標準検査手

順書をもとに、各検査場所における検査手順書を作成願いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（食品中の放射性セシウムスクリーニング法について） 
 

全袋検査は、厚生労働省の定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法

（以下、「スクリーニング法」という。）に基づいて実施する。 
スクリーニング法は、精確な測定値を得ることではなく、基準値（100 Bq/kg）を

下回ることを迅速に判定することを目的として性能要件が設定されたものであり、

スクリーニング法による測定値はあくまで参考値の扱いとなる。 
スクリーニングレベル（基準値よりも確実に低いと判断できる測定値の水準）よ

りも高い測定値が検出された米袋については、公定法（ゲルマニウム半導体を用

いたガンマ線スペクトロメトリー）による詳細検査を実施し、検査結果を確定するこ

とが必要である。 
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１ 検査機器の設置 

 

１－１ 設置場所の選定（責任者：分析機器管理責任者） 

 

１－１－１ 空間線量 

 空間線量は検査機器の性能や測定時間に影響を与えるため、サーベイメ

ーター等を用いて空間線量率を測定し、線量が低い場所から検査機器の

設置場所を選定する。 
 特に、出入り口付近や窓際、排水路、配水管の近くなど、空間線量率が高

い可能性のある場所は選定しない。 
 また、米袋の一時保管場所からできる限り離れたところから選定する。 

 

１－１－２ 粉じん等 
 粉じんや砂じん等は検査機器の性能に影響を与えるため，これらの少ない

場所から検査機器の設置場所を選定する。 
 検査機器の設置場所は、設置前に十分に清掃を行い、粉じんや砂じん等

を除去する。 
 また、小動物や昆虫等が検査場所に入らないよう、必要な対策を取る。 

 

１－１－３ 温度・湿度 

 温度変化は測定に影響を与えるため、校正を行った測定環境が維持され

るよう、温度や湿度が一定に保たれる場所から検査機器の設置場所を選定

する。 
 出入り口付近や窓際など、温度や湿度の変化が大きくなる可能性のある場

所は選定しない。 
 また、広い倉庫内に設置する場合は、検査機器の設置場所を仕切るととも

に、空調により温度・湿度の変化を小さくすることが望ましい。 
 設置場所の温度変化が確認できるよう、温度計を設置する。 

 

１－１－４ 磁場 

 検査機器は、磁場の影響を受けやすいので、トランスやモーターなど、強い

磁界を発生する装置と隣接しないように設置する。 
 また、パルス性の電気雑音を発生する装置（整流子型モーター、バイブレ
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ーター、リレーなどを用いた機器）に隣接して設置することを避けるとともに、

できればそれらと電源配線を共用しない。 
 

１－２ 機器換算係数の決定（責任者：分析業務責任者） 

 

１－２－１ 機器換算係数の決定 

 設置時および１年間に１回以上、標準体積線源を用いて、検査機器の信号

を放射性物質濃度に換算するための、機器換算係数の決定を機器メーカ

ーに依頼する。 
 
１－３ 性能要件を満たす測定条件の決定（責任者：分析業務責任者） 

 

１－３－１ 測定下限値の確認 

 試料の無い状態で長時間測定を行い、バックグラウンドの計数 bN 及び計数

率 bn を求める。 
 測定下限値に係る性能要件（注）が満たされるよう測定時間等の測定条件

を設定する。 
（注）測定下限値が、スクリーニング法の要件の 25 Bq/kg 以下となっていること、具体的

には、25 Bq/kg の放射性セシウムを含む検体の正味計数率（検体を計測した際の

計数率からバックグラウンドの計数率を引いた、検体由来の放射線の量として算出さ

れる計数率）が、標準偏差の３倍より大きくなること。 
※ 測定下限値が自動的に算出される機種にあっては、測定下限値が以下の式で算出

されていることを確認した上で、測定下限値が 25 Bq/kg 以下となる測定条件を設定

する。 

3   

  25 Bq/kg の計数値  
 バックグラウンドの計数値  
  25 Bq/kg の 1 秒当たりの計数 cps  
 バックグラウンドの 1 秒当たりの計数 cps  

,   試料及びバックグラウンドの計数時間 s（秒）  
 

 

１－３－２ スクリーニングレベルの確認 
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 スクリーニングレベルに係る性能要件が満たされていることを証明するため、

実際の測定と同じ条件で繰り返し測定を行う等により、スクリーニングレベル

における測定値が９９％の確からしさで基準値（100 Bq/kg）以下であること

を確認する。 
 
※ 測定値の上限の９９％区間上限の求め方としては、以下の方法で算定されているこ

とを確認する。 
 
【測定の繰り返しによる方法】 

スクリーニングレベルにおける測定を 5 回以上繰り返し、測定値の平均と標準偏

差から以下の式により９９％の確からしさで含まれる分布の上限値を算出する。 
 

測定値の分布の 99％上限＝ , . SD  
 ： 測定値の平均値  

SD ： 測定値の標準偏差  
 ： 測定数  

, .  ： 自由度 1、片側危険率 １％の 値  
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２ 全袋検査の実施 
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検査済みラベルの貼付 
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２－１ 検査前の準備（責任者：分析機器管理責任者） 

 
２－１－１ 清掃 

 検査機器の設置場所を清掃する。 
 また、掃除機やエアブロー、から拭き等により検査機器を清掃する。 
 水拭きを行う場合は固く絞った布を用いる。 

 
２－１－２ 検査機器、空調及び周辺機器の電源投入 

 電源の投入直後は測定値が安定しないため、測定開始の２～３時間前まで

に検査機器本体の電源を入れる。 
 検査期間中は、安定した測定値を得るため、検査機器本体の電源は常時

入れたままにしておくことが望ましい。 
 空調の電源を入れ、検査機器の設置場所の気温を一定温度に維持する。 
 コンピューター等周辺機器の電源を入れる。 

 

２－１－３ ＵＳＢメモリ及び消耗品等の確認 

 検査業務日報（チェックリスト）に基づき、ＵＳＢメモリや検査済みラベルのラ

ベル、プリンターのインクリボン等の消耗品に不足がないか確認する。 
 消耗品に不足があれば、地域協議会等に速やかに発注する。 

 
２－１－４ 作業員の確認と検査予定の確認 

 分析業務責任者は、検査員及び作業員の出勤を確認する。 
 また、検査員及び作業員に対し、当日の検査予定数量等を説明する。 

 

２－２ 検査の信頼性管理（責任者：分析業務責任者） 

 

２－２－１ バックグラウンドの測定 

 各測定日の測定開始前に、バックグラウンドを測定し、バックグラウンドが通

常の範囲を超えて上昇していないかどうかを確認する。 

 バックグラウンドが上昇している場合は、サーベイメーター等を用いて原因

を特定し、検査機器周辺が汚染されている可能性がある場合は、エアブロ

ー、掃除機、から拭きなどにより清掃する。 

 検出器表面に汚染がある可能性がある場合は、検出器の位置ずれや破損
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のおそれがあるため、原則、拭き取りやエアブローは行わず、メーカーにメ

ンテナンスを依頼する。 

 バックグラウンドの測定は、測定開始前だけでなく、昼休みや休憩時など、

１日数回実施するほか、各測定日の測定終了時にも必ず行うこととし、汚染

などによりバックグラウンドが変化していないことを確認する。 

 また、スクリーニングレベルを超過する結果が連続するような場合にも、検

査機器が汚染されている可能性があるため、バックグラウンドが上昇してい

ないか確認する。 

 

２－２－２ 真度の確認 

 各測定日の測定開始前に、校正用標準線源を用いて真度が変化していな

いことを確認する。 

 

２－２－３ エネルギーの確認 

 各測定日の測定開始前に、校正用標準線源を用いてエネルギー校正を実

施する。 
 また、各測定日の測定終了時にもエネルギー校正を実施する。 
 検査機器の設置場所に設置した温度計で毎時気温を測定し、１時間に３℃

以上の気温変化が生じた場合は、エネルギー校正を実施する。 
 エネルギー校正の結果、エネルギー校正曲線のずれが確認された場合は、

最後にエネルギー校正を行った時点以降に測定された米袋について再測

定する。 
 

２－３ 米袋の搬入（責任者：分析業務責任者） 

 
２－３－１ 米袋の検収 

 米袋の搬入口において、すべての米袋に米袋識別コードラベルが貼り付け

られているか確認する。 
 米袋識別コードラベルが貼られていない米袋は受け取らず、持ち帰らせる

こととする。 
 
２－３－２ 米袋の汚染の有無の確認 

 米袋の搬入口において、米袋が土壌などで汚れていないか、米袋の表面

を精査する。 



11 

 汚れが確認された場合は、他の米袋に汚れが付着しないよう、当該米袋を

米袋の搬入口から離れた場所に移動した上で、ほうきやエアコンプレッサー

等で除去する。 
 汚れが落ちない場合は、当該米袋は受け取らず、持ち帰らせることとする。 

 
２－３－３ 米袋の重量の確認 

 米袋の重量を確認し、重量が過剰又は不足していると思われる米袋があっ

た場合は、米袋用台秤により米袋の重量を測定する。 
 30 kg を下回る米袋については、受け取らず、持ち帰らせることとする。 
 特に、農産物検査を受検しない飯米や縁故米等については、注意して重

量を測定する。 
 
２－３－４ 米袋の検査場所への移動 

 検収及び汚染の有無の確認を終えた米袋を検査場所に移動する。 
 この際、検査機器周辺に置く米袋は、検査実施に必要な最小限度の数量

とする。 
 また、米袋の一時保管場所と検査場所の気温差が大きい場合は、早めに

米袋を検査場所に移動させ、米袋の温度と検査場所の気温の差が小さくな

るようにする。 
 

２－４ 検査（責任者：分析業務責任者） 

 
２－４－１ 米袋の検査機器への搭載 

 米袋の取扱いには、米袋が破損しないよう注意する。 
 米袋をベルトコンベアに載せる際には、検査機器の開口部に触れることの

ないよう規定の向きに合わせ、ベルトコンベアの中央部に積載する。 
 再利用した紙袋や飯米等で層の薄い紙袋を使用している場合は、破袋のリ

スクが高いので、丁寧に取り扱う。 
 
２－４－２ 米袋識別コードの読取 

 バーコードリーダーを用いて、米袋に貼付された米袋識別コードを読み込

む。 
 
２－４－３ 検査 



12 

 ベルトコンベアを始動させ、米袋を検査部に送り込む。 

 検査機器のモニターで検査結果を確認する。 

 

２－５ スクリーニングレベル以下の米袋の取扱い（責任者：分析業務責任

者） 

 
２－５－１ 検査済みラベルの米袋への貼付 

 プリンターから排出される検査済みラベルを、米袋の上部又は底部にある

農産物検査証明書の上部に貼付する。 

 また、剥がれ防止のため、貼付後に検査済みラベルの四隅をしっかりと手

で押さえる。 

 検査済みラベルが確実に貼付されたか、検査済みラベルを貼付した検査

員以外の検査員等が確認する。 
 自動貼付機を使用する場合は、検査済みラベルが確実に貼付されたか確

認する。 
 

 

 

 

 

 

 

２－５－２ 検査済み米袋の移動 

 検査済みラベルが貼付された米袋を、農産物検査証明書欄が外側になる

ようにパレットに積載する。 

 この際、米袋が破損しないよう留意する。 

 再利用した紙袋や、飯米等の層の薄い紙袋を使用している場合は、破袋の

リスクが高いので米袋の取扱いに注意する。 

 

２－５－３ 検査済み米袋の搬出 

検 済証（ ）

農産物検査
証明書欄

検査済みラベル 

（袋の腹側） 
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 米袋を積んだパレットを検査場所から検査済み米袋置き場に搬出する。 
 米袋の搬入者に、検査済み米袋の引き取りに来るよう連絡する。 

 

２－６ スクリーニングレベルを超過した米袋の取扱い（責任者：分析業務

責任者） 

 
２－６－１ 米袋の汚染の有無の確認 

 米袋が土壌等で汚染されていないか、米袋の表面を精査する。 
 汚染が確認された場合は、検査機器の設置場所から搬出し、エアコンプレ

ッサーにより汚れを払い落とす、紙袋表面をから拭きするなどしてから再測

定する。 
 
２－６－２ スクリーニングレベルを超過した米袋の搬出 

 スクリーニングレベルを超過した米袋を検査機器から降ろし、スクリーニング

レベルを超過した米袋の保管場所に搬出する。 

 

２－７ 検査結果の出力（責任者：分析業務責任者） 

 
２－７－１ 検査結果の出力 

 各測定日の測定が全て終了した後、検査結果をＵＳＢメモリに出力する。 
 ＵＳＢメモリは、ウイルスへの感染を防ぐため、検査データの受け渡しのみに

使用する。 
 
２－７－２ 検査結果の一時保管 

 分析業務責任者は、検査結果が保存されたＵＳＢメモリを当該地域協議会

に持ち込むまで厳重に保管する。 
 

２－８ 検査業務に関する記録野帳及び日報の作成（責任者：分析業務責任

者） 

 

２－８－１ 検査業務記録野帳の作成 

 問題が発生した際に、原因の特定などが可能となるよう、検査員は温度や

バックグラウンドの測定値、真度確認時の測定値などのほか、検査中に生じ

た異常や変化など気付いた事項を記録野帳に記載する。 
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※ 検査業務日報の別紙に準じて記載する。 

 バックグラウンドの測定値及び真度確認時の測定値について、通常の範囲

からの逸脱がないか容易に確認できるよう、各測定値をグラフ化し、検査機

器の近くの見やすい場所等に掲示する。 

 本記録野帳は、最低３年間保存する。 

 

２－８－２ 検査業務日報の作成 

 分析業務責任者は、検査業務日報を作成する。 

 
２－９ 検査結果及び検査業務日報の提出（責任者：分析業務責任者） 

 
２－９－１ 検査結果及び検査業務日報の提出 

 分析業務責任者は、各検査日の測定終了直後又は翌営業日までに、地域

協議会にＵＳＢメモリと検査業務日報を提出する。 
 
２－１０ 不適切な検査又は検査結果の管理が判明した場合の対応（責任

者：検査運営責任者） 

 
２－１０－１ 県への報告 

 不適切な検査又は検査結果の管理が判明した場合は、検査運営責任者

は、直ちに県に報告する。 

 
２－１０－２ 検査の停止 

 不適切な検査又は検査結果の管理が判明し、検査結果の信頼性に疑義

がある場合は、検査運営責任者は、直ちに検査を停止させる。 
 
２－１０－３ 原因の究明及び改善措置の実施 

 検査運営責任者は、不適切な検査又は検査結果の管理が判明した場合、

県の指導を踏まえて原因の究明及び改善措置を実施する。 
 検査結果の信頼性に疑義があり、検査が停止された場合は、適切な改善

措置が実施されるとともに、県による点検が実施され、検査開始が認められ

た場合に、検査を再開する。 
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３ 詳細検査の依頼 

 

３－１ 検体リスト及び検体の作成（責任者：分析業務責任者） 

 
３－１－１ 検体リストの作成 

 スクリーニングレベルを超過した米袋について、米袋識別コードに基づき詳

細検査を行う検体リストを作成する。 

 
３－１－２ 検体採取袋の作成 

 検体の採取に使用する新品のビニール袋を準備し、検体リストをもとに市町

村名及び米袋識別コードをビニール袋に記入する。 

 
３－１－３ 検体の採取 

 米袋と検体採取袋に記載された米袋識別コードが同じであるかを確認す

る。 

 検体を採取する米袋を開封する。 

 使い捨てビニール手袋等を使用し、開封した米袋から使い捨て紙コップ等

を用いて、必要な検体量を採取する。検体量は、農業総合センタ－の場合

1 kg、その他検査機関の場合は別途連絡する。 

 検体以外の米や異物が混合しないよう、検体が入ったビニール袋の口を速

やかに閉じる。 

 検体を入れたビニール袋は、さらに新しいもう一枚のビニール袋に入れて２

重に密封する。 

 検体を採取した米袋は、速やかに袋の口を閉じる。 

 検体の取り違えがないよう、必ず複数名で作業を実施する。 

 
３－１－４ 検体の送付 

 段ボールには、必ず段ボールに入れた検体のリストを同封する。 

 分析が終了した検体を宅配便等で返送してもらう場合は、返送用の伝票を

同封する。 

 あらかじめ指定された搬入日に到着するよう、検査機関に送付または直接

持参する。 

 

３－２ 基準値以下の米袋の取扱い（責任者：分析業務責任者） 
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３－２－１ 基準値以下の検体の米袋への返還 

 詳細検査の結果、基準値以下であることが判明し、検査場所に返送された

検体について、米袋識別コードを照合し、当該検体を採取した米袋に戻

す。 
 検体の取り違えが無いように、必ず複数名で作業を実施する。 
 ビニール袋は再利用せず、廃棄する。 

 
３－２－２ 検査済みラベルの貼り付け 

 県協議会から地域協議会を経由して送付された検査済みラベルと、検査結

果を照合し、誤りがないか確認する。 
 検査済みラベルの米袋識別コードと、紙袋に貼られたラベル上の米袋識別

コードを照合し、検査済みラベルを貼付する。 
 
３－２－３ 米袋の引き取り連絡 

 検査済みラベルを貼り付けた米袋を引き取りに来るよう生産者等に連絡す

る。 
 
３－３ 基準値を超過した米袋の取扱い（責任者：分析業務責任者） 

 
３－３－１ 基準値を超過した検体の米袋への返還 

 詳細検査の結果、基準値超過が判明し、検査場所に返送された検体につ

いて、米袋識別コードを照合し、当該検体を採取した米袋に戻す。 
 検体の取り違えが無いように、必ず複数名で作業を実施する。 
 ビニール袋は再利用せず、廃棄する。 

 
３－３－２ 基準値を超過した米袋の保管 

 県協議会から地域協議会を経由して送付された検査結果と、紙袋に貼られ

たラベル上の米袋識別コードを照合し、基準値を超過した米袋を確認す

る。 
 基準値を超過した米袋を地域協議会の指示があるまで一時保管する。 

 
３－３－３ 隔離・保管場所への移動 

 地域協議会の指示に基づき、基準値を超過した米袋を隔離・保管場所に
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移動する。  
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【用語の説明】 

 
■バックグラウンド 

 試料が無い状態で得られる測定結果。 

  

■機器換算係数の決定 

標準線源等を用いて、検査機器の信号を放射性物質濃度に換算するための

機器換算係数を求めること。 

  

■測定下限値 

 一定の測定条件下において、測定結果がその標準偏差の 3 倍以上となる濃

度。 

 

■スクリーニングレベル 

 放射性セシウムの濃度が、基準値（100 Bq/kg）以下であると 99％の確か

らしさで判断できるレベル。 

 

■エネルギー校正 

放射性物質から放出される放射線のエネルギーは核種毎に異なるものであ

り、放射性セシウムの濃度を測定するためには、放射性セシウムから放出さ

れるγ線を計測する必要があるため、エネルギーが既知の放射線源を用いて、

機器のエネルギースケールが実際のエネルギーに対応していることを確認す

ること。実際には、既知の核種を含む試料を測定し、スペクトル上のピーク

位置がその核種のγ線のエネルギーと一致していることを確認する。 

 

■真度の確認 

繰り返し測定の結果から得られた平均値と、参照すべき値（標準線源など）

との一致の程度を確認すること。 

  

  



19 

【参考】測定値のばらつきについて 

 
測定値は、同一の試料で同一の機器であっても、繰り返して測定すると、必ずば

らつきが生じる。 
これは、放射性物質の測定では、放射線は放射性物質から不規則に放出される

ことから、検体から放出される放射線量自体が測定ごとに変動することに加え、機

器操作の過程や周辺環境の変化などから、ばらつきを完全に取り除くことはできな

いためである（下表参照）。 
全袋検査は、精確な測定値を得ることではなく、基準値（100 Bq/kg）を下回るこ

とを迅速に判定することが目的であり、測定値のばらつきの程度を見積もった上で、

基準値よりも確実に低いと判断できる測定値の水準を設定し、検査を行うものであ

る。 
 
 

（表）繰り返し測定の例 

ある試料の放射性セシウムを NaI シンチレーション検出器で 100 回測定。 
同一の試料でも、100 回測定したところ、測定値の平均値は 72 Bq/kg であっ

たが、実際の値は 45 Bq/kg から 95 Bq/kg までの広い範囲にちらばっていた。 
このことは、たとえば、一度測定すると 80 Bq/kg の結果が得られた試料を再

度測定すると、60 Bq/kg かそれ以下の数値が得られることもあることを意味して

いる。 
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