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○日本からの報告   【15】～【26】

【15】 チェルノブイリ事故後の茨城から採集した試料のヨウ素 -131および他の
放射性核種

　 英語タイトル：Iodine-131 and other radionuclides in environmental samples 
collected from Ibaraki/Japan after the Chernobyl accident

　著者名：Muramatsu, Y., Sumiya, M. and Ohmomo, Y.
　雑誌名：The Science of Total Environment, 67, 149-158(1987)
　論文種別：原著論文
　核種：セシウム-134、セシウム-137、ヨウ素-131、ルビジウム-103 
　研究対象：農産物、水産物
　キーワード：131I、137Cs、134Cs、103Ru、チェルノブイリ事故
　索引用キーワード：ヨウ素-131、チェルノブイリ事故
　引用の図表点数：図 2点、表 7点 

【要約】
チェルノブイリ事故後の茨城から採集した試料を用いてヨウ素-131、セシウ

ム-134、セシウム-137 およびルビジウム-103 の核種について測定を行った論文で
ある。1986 年 5 月で最も高いヨウ素-131 の濃度は、降り始めの雨水中で 98Bq/L、
松葉（生重量あたり）では 400Bq/kg、野菜（生重量あたり）で 160�Bq/kg、海藻（生
重量あたり）で 52Bq/kg であった。雨水中の放射性核種のほとんどがヨウ素酸
イオン（IO3

-）あるいはヨウ素イオン（I-）であった。また採取直後の雨水中の
比率としては、IO3

- が I- より高かったが、保存中にヨウ素酸イオンがヨウ素イオ
ンに変換されていった。葉物野菜に含まれていたヨウ素-131 の約 10％が洗浄で
除かれ、茹で処理で 70％が除去された、としている。

【16】放射性セシウムの水田土壌への収着挙動における粘土鉱物の影響

　�英語タイトル：Effects of Clay Minerals on Radiocesium Sorption Behavior 
onto Paddy Field Soils

　�著者名：石川 奈緒, 内田 滋夫, 田上 恵子.
　�雑誌名：Radioisotopes, 56(9), 519-528(2007)
　�論文種別：原著論文
　�核種：セシウム-137 
　�研究対象：農産物
　�キーワード：paddy field, soil adsorption, illite
　 索引用キーワード：水田、土壌、吸着
　 引用の図表点数：図 6点、表 2点
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【要約】
放射性セシウム（セシウム-137、半減期 30 年）は放射性廃棄処分や原子力事

故の際の環境影響評価において重要な放射性核種である。本論文では、日本各地
から採取した 30 試料の水田土壌を用いて、セシウム-137 の収着挙動に対する土
壌特性の影響を検討し、各土壌試料の土壌 - 土壌溶液分配係数（Kd）をバッチ
収着実験によって求めている。本論文によると、分析を行った土壌の、セシウ
ム-137 の Kd 値は 269 ～ 16,637L/kg（幾何平均 2,286L/kg）であり、Kd 値と相
関を示したものは粘土含量のみ（Spearman 順位相関係数 Rc=0.55,�p<0.005）で
あった。一方、土壌へのセシウム-137 固定率は粘土含量より相対イライト含量
と高い相関があり（Rc=0.68,�p<0.001）、土壌へのセシウム-137 固定率の推定には
イライト含量が非常に重要であることが示唆されている。

【17】サメに着目した放射能レベルの調査研究について

　 英語タイトル：Radioactivity level investigation of shark
　 著者名：松本純子, 宇高真行, 滝山広志, 篠崎由紀, 楠　憲一, 吉野内茂.
　 雑誌名：平成17年度愛媛衛環研年報, 8, 49-52(2005)
　 論文種別：原著論文
　 核種：セシウム-137
　 研究対象：水産物
　 キーワード：shark, Ikata sea area
　 索引用キーワード：伊方原子力発電所、サメ、モニタリング
　 引用の図表点数：図 9点、表 1点 

【要約】
愛媛県では、伊方原子力発電所周辺環境監視のため、1975 年から環境試料中

の放射能調査を実施しているが、伊方海域における魚類の平均セシウム-137 濃
度は、カサゴ 0.14Bq/kg 生、メバル 0.13Bq/kg 生、ベラ 0.15Bq/kg 生、カワハ
ギ 0.067Bq/kg 生と低い値であり、多くの魚類中の人工放射性核種はほとんど検
出限界以下の濃度となっている。サメは食物連鎖の上位にあり、軟骨魚類である
ために魚類よりも放射性核種を濃縮しやすいと考えられたことから、本論文で
は、放射性物質の蓄積状況を長期間モニタリングすることが可能な指標生物とし
てサメを選定している。伊予灘沿岸の浅海に生息し、遊泳能力が弱く食用にもさ
れるドチザメ科のサメ（シロザメ・ホシザメ・ドチザメ）を用いて筋肉中のセ
シウム-137 の測定、脊椎の椎体による輪紋調査および食餌調査を行ったところ、
全長が長いほど平均セシウム-137 濃度が高いことが判明し、その値は魚類より
も高いことが判明した。以上の結果より、本論文はモニタリング対象としてサメ
を用いることで、原子力発電所の周辺環境監視をきめ細かく行うことが可能であ
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ると論じている。

【18】伊方沖の魚類中セシウム -137濃度の変動要因について

　 英語タイトル：Factors on Variation of 137Cs Concentration in Fishes of offshore 
Ikata

　 著者名：篠崎由紀，武田尚彦，善家久隆，武田伸也，楠　憲一，園田浩二．
　 雑誌名：平成15年度愛媛衛環研年報, 6, 69-75(2003)
　 論文種別：原著論文
　 核種：セシウム-137 
　 研究対象：水産物
　 キーワード：fish, sea water, Ikata sea
　 索引用キーワード：伊方原子力発電所、魚類、海水
　 引用の図表点数：図 21点、表 4点 

【要約】
愛媛県では、伊方原子力発電所周辺環境監視のため、1975 年から環境試料中

の放射能調査を実施している。本論文では、降下物、海水、海底土および魚類に
ついて、これまでの調査結果を取りまとめ、セシウム-137 の伊方における環境
中での挙動、特に人に対する内部被ばくの原因となる魚類中のセシウム-137 に
関し、汚染変動およびその要因について解析している。本論文によれば、海水中
のセシウム-137 濃度については、チェルノブイリ原発事故以降緩やかな減少傾
向がみられており、降下物中のセシウム-137 濃度と有意な相関がみられた。海
底土中のセシウム-137 濃度についても、チェルノブイリ原発事故以降緩やかな
減少傾向がみられ、海水中のセシウム-137 濃度と有意な相関があった。調査し
た魚 4 種類（カサゴ、メバル、カワハギ、ベラ）はともにセシウム-137 が検出さ
れたが、チェルノブイリ原発事故後、その濃度は減少傾向がみられた。また、海
水中のセシウム-137 の濃縮係数は魚種によって違いがみられている。

【19】 再懸濁（resuspension）：日本における人工放射能堆積に関する 10年
間スケールのモニタリング

　 英語タイトル：Resuspension: Decadal Monitoring Time Series of the 
Anthropogenic Radioactivity Deposition in Japan

　 著者名：Igarashi Y., Aoyama M., Hirose K., Miyao T., Nemoto K., Tomita M., 
Fujikawa T..

　 雑誌名：Journal of Radiation Research, 44(4), 319-328(2003)
　 論文種別：原著論文
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　 核種：セシウム-137、ストロンチウム-90 
　 研究対象：大気、土壌
　 キーワード：total deposition, half-resident time, soil
　 索引用キーワード：大気降下物濃度、再浮遊過程、黄砂
　 引用の図表点数：図 5点、表 2点 

【要約】
つくば市の国立気象研究所（MRI）で毎月、ストロンチウム-90 とセシウム-137

の大気降下物濃度を監視している。本論文は、1990 年代におけるストロンチウ
ム-90 とセシウム-137 の堆積レベルと時間的傾向について報告している。現在の
ストロンチウム-90 とセシウム-137 は大幅に減少したものの、これら核種は 1990
年代を通じて降下物試料で連続的に検出されている。この期間中に MRI で観
測された年間降下量はストロンチウム-90（セシウム-137）で 70 ～ 180（140 ～
350）mBq/m2/ 年であった。十分に長い時間スケールでは、堆積の減少傾向は明
らかに過去の成層圏放射性降下物と異なっており、成層圏以外の貯留場所が少量
のストロンチウム-90 とセシウム-137 を提供している。単純な計算によると、大
気中の人工放射能の潜在的な供給源としての海洋の重要性は否定される。この研
究は、堆積物の放射性核種が再浮遊過程（resuspension�processes）あるいは土
壌・塵懸濁過程（soil�dust�suspension�processes）に由来することを実証してい
る。再懸濁を無視したモデルで予測された UNSCEAR 報告書 2000 の記載と、時
系列監視の結果の間には相違がある。年間降下物中のストロンチウム-90（セシ
ウム-137）の半減期は 10 年（20 年）であり、これらの値は文献で報告されてい
る日本の表層土壌における両核種の滞留半減期（half-residence� time:�HRT）の
値とほぼ一致しており、また表層土壌（0 ～ 10cm）についての文部科学省科学
技術環境放射線データベース（the�MEXT�Database）から得られたストロンチ
ウム-90 とセシウム-137 濃度の全国的なデータから計算されたものに匹敵する
ものであった。セシウム-137/ ストロンチウム-90 の放射能比に関して、1990 年
代に MEXT データベースで収集された日本全国表層土壌データ（中央値:�5.3、
n=584）と MRI での降下物試料データ（平均 2.1、n=82）とは一致しなかった。
これは、黄砂が人工放射能の大部分を日本の大気に運搬してきているのではない
かとの我々の以前の仮説を指示するものである。以上の結果より本論文は「環境
中に分散した長寿命の人工放射能の消長に関する研究は、より大きな時空間ス
ケールで行う必要がある」と結論している。

【20】環境放射能調査研究成果論文抄録集（平成 21年度）

　 英語タイトル：
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　 著者名：文部科学省　科学技術・学術政策局　原子力安全課防災環境対策室
　 雑誌名：第 52回抄録集（平成 21年度）, 1-262(2009)
　 論文種別：原著論文
　 核種：セシウム-137、ストロンチウム-90、トリチウム、ヨウ素-131、プルトニウ
ム-239、プルトニウム-240 

　 研究対象：食品、農産物、畜産物、環境（土壌･水等）
　 キーワード：annual report, environmental severance 
　 索引用キーワード：文部科学省、分析法、サーベイランス
　 引用の図表点数：なし 

【要約】
文部科学省主催の環境放射能調査研究成果発表会において、関係省庁の試験研

究機関、都道府県等が実施した環境放射能調査研究等の成果を発表している。最
新の平成 22 年 12 月に開催された発表会の成果論文抄録集である。

Ⅰ．環境に関する調査研究（大気、陸）に 15 報
Ⅱ．環境に関する調査研究（海洋）に 18 報
Ⅲ．食品および人に関する調査研究に 3 報
Ⅳ．分析法、測定法等に関する調査研究に 1 報
Ⅴ．都道府県における放射能調査に 47 報
の計 84 報の原著論文が収載されている。

【21】漁場を見守る

　英語タイトル：
　著者名：財団法人　海洋生物環境研究所
　雑誌名：海洋環境放射能総合評価事業海洋放射能調査（平成 20年度），1-32(2008)
　論文種別：解説
　 核種：セシウム-137、ストロンチウム-90、トリチウム、プルトニウム-239、プル
トニウム-240 

　研究対象：水産物
　 キーワード：原子力発電所等周辺海域、核燃料サイクル施設沖合海域、海洋放射能
調査、海水試料、海底土試料、海産生物試料

　 索引用キーワード：原子力発電所等周辺海域、核燃料サイクル施設沖合海域、海洋
放射能調査、海水試料、海底土試料、海産生物試料

　引用の図表点数：図 20点 

【要約】
文部科学省の委託を受けて、（財）海洋生物環境研究所は、全国にある原子力

発電所等の周辺 15 海域、及び青森県六ヶ所村にある核燃料サイクル施設の沖合
領域の主要漁場における海水、海産生物および海底土の調査を行った結果、並び
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に他の機関で調査された海洋環境の放射能データなどを収集 ･ 整理し、海洋環境
放射能総合評価のための基礎資料として文部科学省に報告している。本解説は、
調査開始から平成 20 年度までにおける報告内容を、図を多く用いわかりやすく
解説したものである。

【22】平成 20年度　環境放射能水準調査結果

　�英語タイトル：
　�著者名：財団法人　日本分析センター
　�雑誌名：総括資料, 1-136(2008)
　�論文種別：報告書
　�核種：セシウム-137、ヨウ素-131、ストロンチウム-90 
　�研究対象：環境（土壌 ･水等）、畜産物
　�キーワード：環境放射能、空間放射線量率、放射線核種分析
　�索引用キーワード：環境放射能、空間放射線量率、放射線核種分析
　�引用の図表点数：図 2点、表 12点

【要約】
日本分析センターは、文部科学省の委託を受け、我が国における関係諸機関の

環境放射線・放射能に関する各種の調査情報を収集・整理し、環境放射線データ
ベースに登録している。この資料は、データベース活用の一環として、環境放射
能水準調査に係わる当該年度および過去 3 年間の結果を総括的に把握するために
作成されたものである。

「2.�環境放射能水準調査結果のまとめ」の章においては、「2.2�調査結果の集計
表」に環境放射線レベルを総括的に把握するための集計結果を、また「2.3�調査
結果の経年変化図等」に代表的な試料の放射能レベル及びその推移を視覚的に把
握するための図等を、さらに「2.4�調査対象の試料数等」に調査の規模等を把握
するための調査試料数等の一覧表が示されてある。

【23】 日本で消費されるキノコ中のセシウム -137とカリウム -40の濃度およ
びそれらキノコの摂取による被曝量

　 英語タイトル：Concentrations of 137Cs and 40K in Mushrooms Consumed in 
Japan and Radiation Dose as a Result of Their Dietary Intake

　著者名：Ban-Nai T., Muramatsu Y., Yoshida S.
　雑誌名：Journal of Radiation Research, 45(2), 325-332(2004)
　論文種別：原著論文
　核種：セシウム-137、カリウム-40
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　研究対象：農産物
　キーワード：Cesium-137, mushroom, radiation dose, potassium
　索引用キーワード：キノコ、放射線量、摂取量
　引用の図表点数：図 2点、表 3点 

【要約】
キノコに放射性セシウムが蓄積することは知られていることから、日本で消費

されるキノコについて調査した論文である。キノコの摂食による放射性セシウム
の摂取量を推定するために、一般に消費されるキノコ 4 種（シイタケ、ブナシメ
ジ、マイタケ、マツタケ）の約 30 試料についてセシウム-137 とカリウム-40 の濃
度を測定した。検出された濃度範囲はセシウム-137 で 0.060～29Bq/kg（湿重量）、
またカリウム-40 で 38 ～ 300Bq/kg（湿重量）であった。セシウム-137 の幾何平
均濃度は 0.56Bq/kg（湿重量）であり、カリウム-40 の平均濃度は 92Bq/kg�（湿
重量）であった。シイタケのセシウム-137 濃度は、菌床（おがくず - 米ぬか培
地）栽培のものが、ほだ木栽培のものより低かった。今回の分析結果と現状の日
本の食品消費量データを基に算出したキノコを介した一人あたりのセシウム-137
年間摂取量は 3.1Bq で、この核種の総食物摂取量の約 28％に相当した。キノコ
を介したセシウム-137 の実効線量当量は、以前の研究で得られた値の約半分の
4.0x10-8�Sv と推定された。キノコを介したセシウム-137 摂取量の最近の減少は、
おそらくキノコ栽培方法がほだ木から菌床に変わっていることと関連があると推
察される、としている。

【24】 東海村廃棄物処理プラント事故で放出された放射性セシウムの茨城県つ
くば市における大気濃度 :予測と観測との比較

　 英語タイトル：Air concentration of radiocaesium in Tsukuba, Japan following 
the release from the Tokai waste treatment plant: comparisons of observations 
with predictions

　 著者名：Igarashi Y., Aoyamaa M., Miyao T., Hirose K., Komura K., Yamamoto M.
　雑誌名：Applied Radiation and Isotopes, 50, 1063-1073(1999)
　論文種別：原著論文
　核種：セシウム-134、セシウム-137 
　研究対象：環境（土壌 ･水等）
　 キーワード：nuclear accident, radio-Cs, aerosol, baseline, emission, gaussian 

plume model
　 索引用キーワード：動燃事故、東海村、チェルノブイリ、放射性セシウム、大気、
排出量

　引用の図表点数：図 6点、表 5点
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【要約】
1997 年 3 月 11 日に、火災と爆発事故が、茨城県東海村の動力炉・核燃料開発

事業団のアスファルト固化施設で発生した。この事故によって放出された放射
性セシウムを茨城県つくば市の大気測定によって調査した論文である。放出さ
れたセシウム-134/137 は、つくば市の国立気象研究所で 3 月 10 日～ 3 月 12 日
にかけて収集されたエアフィルタのサンプルで検出された。セシウム-134 とセ
シウム-137 の大気濃度は、それぞれ 100 および 10μBq/m3 で、この結果は、地
域住民に放射線被曝がほとんどなかったことを示唆している。この期間のセシ
ウム-137 大気濃度の平均は、高感度γ線検出器で測定した 1997 年の 2 月から 4
月にかけてのベースラインの大気濃度（sub-μBq/m3）に比べ約 100 倍高かった。
測定データとガウスプルームモデル（Gaussian�plume�model）を用いた単純計算
では、東海村事故による放射能の最小排出量は約 60MBq ～ 600MBq の範囲内と
推定される、としている。事故が起きた週の気象条件も記載されている。

　　

【25】海産生物中の放射性セシウム濃度とその変動

　英語タイトル：
　著者名：財団法人　海洋生物環境研究所
　雑誌名：海洋研リーフレット，No. 11, 1-18(1999)
　論文種別：総説（和文） 
　核種：セシウム-137 
　研究対象：水産物
　�キーワード：海産生物、原子力発電所等周辺海域、人工放射性核種、放射性セシウ
ム濃度

　�索引用キーワード：海産生物、原子力発電所等周辺海域、人工放射性核種、放射性
セシウム濃度

　引用の図表点数：図 11点、表 2点

【要約】
財団法人海洋生物環境研究所は科学技術庁（現文部科学省）の委託により海洋

環境放射能総合評価事業の中で、原子力発電所等周辺海域放射能調査を 1983 年
（昭和 58 年度）から開始した。15 年近くにわたって実施してきた放射能調査結
果から、日本沿岸の海産生産物中の人工放射性核種、特にセシウム-137 濃度と
その挙動について紹介している。
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【26】 チェルノブイリ原子炉事故後の日本での牛乳や雨水中のヨウ素 -131のモ
ニタリングとヒト甲状腺線量当量の推定

　 英語タイトル：Monitoring of 131I in milk and rain water in Japan following 
the reactor accident at Chernobyl and estimates of human thyroidal dose 
equivalents

　 著者名：Nishizawa K., Takata K., Hamada N., Ogata Y., Kojima S., Takeshima K..
　雑誌名：Health Physics, 55(5), 773-777(1988)
　論文種別：原著論文
　核種：ヨウ素-131 
　研究対象：畜産物、環境（土壌・水等）
　キーワード：Nagoya, Japan, Milk, Rain water, Effective half life
　索引用キーワード：名古屋、日本、牛乳、雨水、実効半減期
　引用の図表点数：図 4点、表 2点 

【要約】
本論文では、名古屋での（チェルノブイリから 8,000km の距離）の牛乳およ

図 10　海産生物の栄養段階と 137Cs濃縮係数
［財団法人 海洋生物環境研究所より許可を得て改変・転載］
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び雨水中のヨウ素-131 含量を 1986 年の 5 月～ 7 月にかけてモニタリングした
結果を報告している。雨水中で観察されたヨウ素-131 の濃度範囲は 5 月 4 日の
43.1Bq/L から 7 月 12 日の 15mBq/L であり、牛乳で観察された濃度範囲は 5 月
19 日の 21.8Bq/L から 7 月 14 日の 11mBq/L であった。事故後の最初の数週間
は、牛乳中の 131I 濃度が雨水に比べて 4 ～ 6 倍高いと推定された。両試料の濃度
は、ほぼ同じ実効半減期で減少した。すなわち実効半減期は、雨水では、5.9±0.3
日であり、牛乳では、5.0 ± 0.2 日であった。店頭販売の牛乳の 131I 濃度は日々変
動し、新鮮乳に比べて 0.07 ～ 0.2 倍の範囲であった。成人および乳児に対する推
定甲状腺線量当量は、自然放射線からの甲状腺への人口年間線量当量よりはるか
に低い値であった、としている。




