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○地衣類・コケ類について   【59】～【62】

【59】 中央スウェーデンにおける地衣類（Cladonia alpestris）試料中のヨウ
素 -129およびセシウム -137濃度レベルと起源　　

　 英語タイトル：Level and origin of 129I and 137Cs in lichen samples (Cladonia 
alpestris) in central Sweden

　 著者名：Gomez-Guzman JM, Lopez-Gutierrez JM, Holm E., Pinto-Gomez AR
　 雑誌名：Journal of Environmental Radioactivity, 102(2), 200-205(2011)
　 論文種別：原著論文
　 核種：セシウム-137、ヨウ素-129 
　 研究対象：農産物、環境（土壌･水等）
　 キーワード：accelerator mass spectrometry, acid digestion
　 索引用キーワード：地衣類、経時変化、チェルノブイリ、地上核兵器実験
　 引用の図表点数：図 7点 

【要約】
地衣類は藻類と菌類の相利共生体（symbiosis）であり、これらは数十年来、

重金属、有機化合物や放射性元素の大気降下物に対する生物指標として使用さ
れている。特に Cladonia alpestris と Cladonia rangiferin は、地衣類→トナカ
イ→人の食物連鎖において重要な意味を持つ。本論文では大気中の核兵器爆発
実験やチェルノブイリ原発事故からの放射性降下物で汚染された地衣類サンプ
ル（Cladonia alpestris）のヨウ素-129 濃度を調査した結果を報告した。中央ス
ウェーデンの Lake�Rogen 地区（緯度 62.3 度、東経 12.4 度）で 1961 年～ 1975
年と 1987 年～ 1998 年の期間に収集した、異なった堆積層の検体を、加速器質
量分析計（accelerator�mass�spectrometry:�AMS）を用いて解析した。以前測定
したセシウム-137 の分析結果も、本研究で利用した。ヨウ素-129 の濃度範囲は、
1961 年の最上層部分の（0.95 ± 0.13）×108at/g から 1987 年の最下層部分の（14.2
± 0.5）× 108at/g であった。129I/137Cs 原子比は、核兵器実験の降下期間である
1961 年～ 1975 年に収集した地衣類サンプルで、0.12 ～ 0.27 の間であった。1987
年～ 1998 年の間に収集された地衣類のサンプルにおいて、セシウム-137 濃度の
変化は、チェルノブイリの放射性降下物を反映していた。ただしヨウ素-129/ セ
シウム-137 原子比から判断すると、同事故による地衣類へのヨウ素-129 の蓄積
は予想したよりも大きくはなかった。地衣類層中の放射性物質の垂直分布につい
て見ると、ヨウ素-129 は主に最下層に蓄積される一方、セシウム-137 は地衣類
の最上位層に多く検出された。本論文は、地衣類は「地衣類→トナカイ→ヒト」
の食物連鎖の最初の段階に位置し、トナカイは上層部の苔を摂食することから、
この垂直分布に関する結果は重要な意味を持つと結論している。
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【60】25年間に及ぶ陸生および水生生物による放射性核種のモニタリング

　 英語タイトル：25-y study of radionuclide monitoring with terrestrial and 
aquatic biomonitors

　 著者名：Palms J., Patrick R., Kreeger D., Harris C.
　 雑誌名：Health Physics, 92(3), 219-225(2007)
　 論文種別：原著論文
　 核種： ヨウ素-131
　 研究対象：環境（土壌･水等）
　 キーワード：biological indicators, Chernobyl, radionuclide, water, surface
　 索引用キーワード：サスケハナ原子力発電所、チェルノブイリ、スリーマイル
　 引用の図表点数：表 6点 

【要約】
原子力発電所周辺でガンマ線を放つ放射性核種濃度を水域と陸上で 25 年間モ

ニターした結果をまとめた論文である。この種のものでは、長期にわたって実施
され、かつ独立に検証された唯一の環境調査である。放射線影響を受けやすいも
ので、環境に関与し、生物濃縮しているものとして、着生藻類、凝集沈殿物、地
衣類、腐植質を対象とした。これらは PPL 社サスケハナ原子力発電所近くのサ
スケハナ川とその周辺地域のモニタリングに用いられた。試料採取は最初の原子
炉立ち上げ以前の 1979 年に開始し、その後 24 年間続けられ、この間に約 300 ヶ
月分に及ぶデータセットが収集された。監視は 1979 年 3 月 28 日に起きたスリー
マイル島事故の 2 ヶ月後から開始され、スリーマイル島下流の河川監視所のデー
タも含まれている。継続的な測定を行い、1986 年にはチェルノブイリからの放
射性降下物も検出した。得られた結果から、着生藻類がモニタリングに最も適し
ていることが示唆された。また、放射性核種によって吸着しやすい生物が異なる
ことも判明した。地衣類と腐食質は放射性核種検出器として本質的に同等であ
る。放射性ヨウ素-131 は PPL 原発からほとんど放出されていないものの、河川
には混入していた。この放射性ヨウ素-131 は河川全体にわたって均一に分布し
ているわけではなく、より高濃度の放射性ヨウ素-131 は都市部近辺に多いこと
が明らかとなった。得られたデータによると、PPL サスケハナ原発から放出さ
れる放射性核種が、環境や住民の健康に負の影響を及ぼすものではないことが示
唆された。この研究全体は背景放射線のデータベースとして有用であろう、とし
ている。
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【61】 天然および人工放射性核種の生物への蓄積を長期間モニタリングする際
のモデルとしての地衣類の有効性

　 英語タイトル：The potential of lichens as long-term biomonitors of natural 
and artificial radionuclides

　 著者名：Kirchner G, Daillant O
　 雑誌名：Environmental Pollution, 120, 145-150(2002)
　 論文種別：原著論文
　 核種：セシウム-137、ベリリウム-7、放射性ウラン核種、トリウム崩壊系列
　 研究対象：農産物
　 キーワード：natural radionuclides, Chernobyl fallout cesium, lichens, 

biomonitors, retention half-life
　 索引用キーワード：地衣類、蓄積、生物学的半減期、チェルノブイリ
　 引用の図表点数：図 1点、表 2点

【要約】
本論文では、セシウム-137 を始めとする放射性核種の生物への蓄積を長期

間モニタリングする際のモデルとしての地衣類の有効性を調べている。ここ
で測定されている核種は、チェルノブイリ事故由来のセシウム-137、宇宙線由
来のベリリウム-7、天然放射性ウラン核種およびトリウム崩壊系列である。測
定サンプルである地衣類はフランスの 2 つの地域で採取され、その中には石
炭火力発電所から様々な距離に位置する地点およびウラン鉱石残渣の廃棄施
設に近い地点に由来するものが含まれている。1994 年に採取された地衣類
の解析から、放射性ウラン核種およびトリウム崩壊系列の放射線濃度は、火
力発電所からの距離に比例して減少すること、ウラン残渣廃棄施設の近郊で
は廃棄されてからの時間経過と共に減少することが報告されている。さらに
は、チェルノブイリ事故後 10 年以上も経過しているにも関わらず、全てのサ
ンプルからセシウム-137 が検出されることも示しており、その測定結果を基
に本核種の生物学的半減期を 2.6 ± 1.2 年であると推定している。一方、放射
性鉛-270 の生物学的半減期は 0.7 ± 0.1 ～ 3.3±0.7 年であると計算されている。�
　本論文は、放射性核種の生物への蓄積を評価する際のモデルとしての地衣類の
有効性を示唆するものである。

【62】 半自然生態系のコケ類へのウラン-238、ラジウム-226、トリウム-232、
カリウム-40およびセシウム -137の移行

　 英語タイトル：Quantification of transfer of 238U, 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in 
mosses of a semi-natural ecosystem
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　 著者名：Dragovic S., Mihailovic N., Gajic B
　 雑誌名：Journal of Environmental Radioactivity, 101, 159-164(2010)
　 論文種別：原著論文
　 核種： ウラン-238、ラジウム-226、トリウム-232、カリウム-40、セシウム-137
　 研究対象：環境
　 キーワード：Mosses, Natural radionuclides, Radiocaesium, Concentration 

ratio
　 索引用キーワード：放射性核種、コケ類、移行、濃縮比
　 引用の図表点数：図 2点、表 7点 

【要約】
本論文では、陸上生物相における放射性核種の移行データの蓄積を目的とし

て、コケ類におけるウラン-238、ラジウム-226、トリウム-232、カリウム-40 およ
びセシウム-137 の濃縮比を測定している。また、放射性核種の濃縮比と土壌の
物理化学的特性との関連性についても調べている。本論文で得られた濃縮比の
データは、放射性核種、特に天然放射性核種の移行パラメーターのデータベース
に有益な情報を追加することとなる、と述べている。




