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本書について
本書では、東日本大震災以降に、比較的短期間で入手できた論文の中で、日本
の現状に参考になると判断された国内外の 153 編の論文を引用して、それらの内
容を紹介します。
引用論文はチェルノブイリ原発事故に関連するものが極めて多く、対象核種は
セシウム-137 が最も多くなっています。また、研究内容としても多岐に亘ってい
ます。
本書では、文献を以下の項目で分類しました。しかし、複数の項目や複数の核
種に係わる文献も多いことから、「目次」とともに「核種索引」及び「索引」も
作成しました。
○分析 ･ 測定法及び生物モニターについて
○放射線被曝事故例について
○日本からの報告
○核種の移動及び環境影響等について
○モデル・シナリオ・提言等について
○植物（農作物を除く）への移行及び影響等について
○地衣類・コケ類について
○食物連鎖及び生体濃縮等について
○野菜・果実について
○穀物について
○キノコについて
○ミルク・乳製品について
○畜産物・食肉等について
○淡水・海水生物について
○線量規制等について
○実効半減期について
○防護措置等について
○低減措置等について
○調理・加工について
・文献紹介における「タイトル」及び「著者名」の記載方法は元文献に従いました。
・キーワードとしては元文献のキーワードを記載し、元文献にない場合は、新た
に付け加えました。
・本書に掲載された文献を参照される場合は、必ず元文献をご確認下さい。本書
の記載は紹介であり、内容を保証するものではありません。
謝 辞
「Springer Science+Business Media」、「American Chemical Society」、
「AOAC International」、「財団法人海洋生物環境研究所」
、及び「一般社
団法人日本原子力学会」から、自社が著作権を有する論文の図（または表）
について、無料で改変及び転載の許可を頂きました。深謝いたします。

2

協力者一覧
文献収集・図表選択
川本 伸一（放射性物質影響ワーキンググループ長）

図表協力（50 音順）
岡田 憲幸、斉藤 道彦、鈴木 忠直、堀田 博、安井 明美、柳本 正勝

文献紹介文等協力（50 音順）
荒平 正緒美、安藤 聡、池羽田 晶文、池 正和、石川 祐子、五十部 誠一郎、
岩浦 里愛、岩橋 由美子、植村 邦彦、大谷 敏郎、大倉 哲也、岡本 晋、
奥西 智哉、亀谷 宏美、亀山 眞由美、河合 崇行、川本 伸一、岸根 雅宏、
北岡 本光、北澤 裕明、北村 義明、木村 啓太郎、日下部 裕子、楠本 憲一、
神山 かおる、小関 成樹、小竹 英一、後藤 真生、小西出 一保、小堀 俊郎、
小堀 真珠子、齋藤 勝一、榊原 祥清、佐藤 里絵、清水 茂雅、白井 展也、
進藤 久美子、鈴木 忠宏、関山 恭代、五月女 格、高橋 陽子、竹中 真紀子、
田村 基、都築 和香子、徳安 健、等々力 節子、長尾 昭彦、中村 敏英、
中村 宣貴、根井 大介、服部 領太、原口 和朋、尾藤 知香、日野 明寛、
舟根 和美、逸見 光、細谷 幸恵、松倉 潮、曲山 幸生、町田 幸子、松木 順子、
真野 潤一、門間 美千子、矢野 裕之、矢部 希見子、八巻 幸二、山本 和貴、
吉田 充、與座 宏一、和田 有史、渡辺 純

編集委員
矢部 希見子、八巻 幸二、稲津 康弘、逸見 光、矢野 裕之、中村 宣貴、
安藤 聡、岡本 晋

（事務局）
田丸 政男、西田 信博（現、農研機構農村工学研究所）
、折原 孝志、石井 馨

