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はじめに
Introduction

東京電力福島第一原子力発電所事故では，様々な放射性物質が東日本の広範囲な区域に放出
された。事故による環境汚染の調査は，住民の被ばく低減，避難住民の帰還，住民の長期にわ
たる健康調査，産業の復興に欠くことのできない重要な調査である。特に子供の甲状腺被ばく
に大きな影響を与える１３１I の調査はその半減期が８日と短く，事故後の早い時期に行う必要が
あった。
政府原子力災害対策本部は「環境モニタリング強化計画」を決定し，関係機関が実施する環
境モニタリングの測定データの取りまとめ及び公表を一元的に実施する機関として，文部科学
省を指定した。これを受けて，文部科学省はモニタリングの強化策を定め，この中で陸域モニ
タリングの結果に基づく放射線量等マップを作成することとした。マップの作成は，農林水産
省，日本原子力研究開発機構，大学・研究機関等と連携して福島県を含む広域で土壌試料を採
取し放射性物質や放射線量率の分布図を作成することとした。
調査の必要な地域は広く，調査のためには，多くの地点での放射線量率測定，土壌試料の採
取とその測定が必要である。これを成し遂げるためには，多くの人々の協力と多くの機関の協
力が必要であった。事故直後に，原子核物理分野の研究者が呼びかけた協力要請に，多くの人々
と多くの機関が応じた。短時間に多くの調査を行うための，必要な準備，調査手順の詳細の決
定，予算の獲得，協力者と協力機関の募集と仕事の割り振り，測定結果の妥当性の検証など，
多くの作業が行われ，詳細な調査結果が得られた。
この調査結果は平成２４年３月に文部科学省より報告書として公表されている。この調査で
は土壌試料採取に４４０名が，試料測定に３４０名が参加した。このような大規模な調査を滞りな
く実施するには，様々な作業を短時間に行う必要があり，時間との戦いで多くの方々が大変な
努力をして，調査結果を完成させた。このような調査の過程の報告は，報告書には概略が述べ
られているだけである。それぞれの作業を担当した方々の記録を残すことは，大変重要なこと
であり，日本アイソトープ協会の学術誌『RADIOISOTOPES』の資料をして残すことができ
れば，多くの方々の参考になると考え，ここに特集として掲載する。

!思

柴田

日本アイソトープ協会

Tokushi SHIBATA : Japan Radioisotope Association

（ ６ ）
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特

集

福島での系統的な土壌試料採取と測定のはじまりと意義
星

正治

広島大学名誉教授

果は金沢大学の山本政儀さんが中心となり測定

１． 経緯について

し，結果は Geochemical J ．46 ，341-353
（2012）に

２０１１年３月１１日マグニチュード９の地震が

発表している。早期の測定として意義があった。

東日本の沖合で起こり，その後観測史上最大の

その後で藤原さんが，系統的な測定など進め

津波が発生した。それにより東京電力福島第一

る価値がある，それで計画書を作成してはどう

原子力発電所の１から４号機で全ての電源が喪

かとなり，福島のホテルで計画書の案を書いた。

失する事態となり，１から３号炉の原子炉の燃

その際，チェルノブイリやセミパラチンスクで

料の溶融が起こった。それに伴って大量に放射

共同研究を進めている，ロシア，オブニンスク

能が放出された。その放出で最も影響が大き

市の Medical Radiological Research Center の

かったのは３月１５日の放出であり，これに伴っ

ヴァレリー・ステパネンコさんに手伝っても

て北西の方向に３０km を超えて飯舘村付近ま

らった。

で汚染が広がった。

汚染の調査においては，いくつかの段階があ

以上は後からわかった事実である。１８日く

ると考える。まず全体を把握するための航空機

らいまでは大変な事実がわからなかった。その

やヘリコプターによる上空からの測定。この場

日 夕 方 に な っ て３０km 圏 外 の 飯 舘 村 で１
７０

合は数百メートルの範囲の調査であるが，全体

µ Sv/h の値を知り，また友人からの電話など

の状況をつかむのにははじめに必要である。こ

で少しずつ事実がわかってきた。今までセミパ

れは実際にはアメリカ軍がヘリコプターを使っ

ラチンスク，チェルノブイリ，広島・長崎での

てはじめに測定された。その後は文部科学省が

汚染の調査を２
０年近くにわたって調査を進め

行っている。これらの結果はウェブサイトから

てきたが，まさか自分の国で起こるとは全く想

参照できる。その後は精密な調査が必要となる。

像していなかった。

チェルノブイリでは汚染は家ごとに異なってい

そうこうしているとき，大阪大学核物理セン

た。極端な場合はある家は除染が必要であった

ターの藤原守さんから電話があった。福島での

が隣は不要であるところが実際にあった。その

事故があり，そのためできることを何かしたい，

ため現地に赴き，車での測定，そしてさらに，

ついては福島に行ってスクリーニングや汚染の

現場に行って測定する。サーベイメータの測定

調査に参加しないかという趣旨であった。２５

も行うが，どのような核種がどの程度存在する

日より福島市に行き大阪大学グループの方々を

かどうかは，土壌試料を採取して，Ge 検出器

中心として，福島県庁でスクリーニングの手伝

などを使い実測する必要がある。そのためには，

いを行った。藤原さんと話すうちに土壌調査を

なるべく細かいメッシュでの測定と，土壌試料

してはどうかと話があった。２日目いわき市か

採取とその測定が必要である。特にヨウ素の同

ら北に向かって土壌試料採取を行った。この結

位体は半減期が短く緊急に行う必要があった。

（ ７ ）
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２． 測定の意義

が大阪大学核物理センターで開催された。柴田

!思さん，谷畑勇夫さん，大塚孝治さんなど懐

放射線の調査で重要なことはもちろんそこに

かしい方々に会うことができた。そこで土壌調

住んでいる人々への被ばく線量の見積りと影響

査を進めることが決まったと思う。その際提案

の推定である。事故直後は緊急にその判断を行

した内容を付録１に示 す。基 本 的 に は８０km

い避難などの判断を行う必要がある。重篤な被

圏内で２km メッシュで土壌試料の採取と１m

ばくの場合は医師に診察してもらう必要もある。

での線量を測定する，８０km 圏外は１
０km メッ

今回の測定は，その後についての意義が大き

シュで福島県内を同様に調査するものであった。

い。その地域で今後住めるかどうか，除染が必

その後この提案は，筑波大学の恩田裕一先生を

要かどうか，またその影響はどうか，農林水産

中心として実際の採取法としてマニュアル化さ

物への汚染の移行や摂取の問題などを考えると

れ，実行に移された。その際，スクレーパーに

きの基礎データとなる。

より数 mm 単位で表層を採取し，初期の表層
分布の重要なデータを得ている。

福島の事故は突然で想像できなかった事故で
あり，やむを得ないことでもあったと思うが，

下記は結果を示した大阪大学のウェブサイト

小グループの単発の測定がほとんどである。統

である。ビジュアル化しわかりやすく，クリッ

一した方法で８０km 圏内を網羅できたことは

クすると測定結果が数値で出る。系統的な測定

大変重要な結果であり，大きな成功であったと

であり，大変価値ある結果と考えている。

考えている。
特に，地域に住み続ける場合など，汚染や線

http : //www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/

量の情報など正確な情報発信ができたことも大

その中に，調査の説明と謝辞が述べられてい
る（付録２）。

変重要である。放射性物質による汚染について
は，一般の人に正しく知らせる努力が必要でそ

土壌調査では放出された放射能の全てを計る

の一端を担えたと思う。

が，揮発性でない核種は近距離以外ほとんど認

ただし，付録１に示す，３．
住民の被ばく線量

められなかった。ここでの主な核種は，１３７Cs，

についてはここでいろいろな問題もあり実行で

１
３
４

きなかった。他の機関で進められているが，そ

Cs，１３２I，１３１I となる。この中でもヨウ素の同
１
３
１

位体の半減期が短く I でも約８日である。こ

の内容がよく伝わってこない面もあり，この点

のことは１か月たてば１/１０となることを意味

が今でも心残りである。

し，オブニンスクのステパネンコさんは，
「私

現在，外部被ばくや内部被ばくの見積りの努

たちは失敗した，放射能の測定が遅れすでにヨ

力が進められているが，そのリスクなど正しい

ウ素の同位体はなくなっていた，必ず３か月以

見積り，情報発信も必要となる。これらはセミ

内（１/１０００）に土壌試料採取と測定を終える

パラチンスクではほとんどなされず，チェルノ

ように。」と忠告した。それで６月の半ばまで

ブイリでも大幅に遅くなり，政府や担当機関の

に終えるようにと強く提案した。６月半ばまで

不信を招いた。この発表だけでなく今後も正し

１
３
１

に終えることはできなかったが， I は少なく

い情報発信の必要性を考え努力を続けたいと思

とも測定できるタイミングであったことは誠に

うし，皆様にもお願いしたい。

関係者の努力のたまもので感謝し，また幸いで
あったと思う。

付録１ 福島の原子力発電所事故後の放射線量
調査の必要性について
「福島原子力発電所の事故により，発電所か

（ ８ ）
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ら３０km に及ぶ広範囲にわたり，高い放射線

などが挙げられる。放射線計測・調査は多くの

量率が観測されている。測定結果によれば比較

専門家の動員と大規模なサンプリングが必要で

的距離の近い場所でも測定値の開きは大きく，

ある。また，寿命の短い I-１３１のような同位体

避難地域での復興活動及び避難している方への

もあり，早急に測定を開始することが望ましい。

安全性の保障には詳細な汚染分布が必要となる。

土壌への放射性物質の含有量は雨の影響を大

このためには，大勢の測定者による大規模調査

きく受ける。そのため６月の梅雨までの間に最

が必要であり，大学等の協力を得て早急に実施

初の網羅した測定をしておくことがその後の測

することが望まれる。

定の基準としても最重要なことにある。

測定すべき量は，地表の表面汚染検査，空気

サンプリング数は一か所で複数の土壌を採取

中放射能濃度，地表の放射線量率，住民の被ば

する場合，土壌だけでも５，
０００を超すサンプル

く線量検査などである。

となる。また数百メートル四方で１点の場合の

測定計画の例としては，

サンプル採取点数は１
５，
０００点にのぼるので，
大がかりで系統的な行動が必要とされる。

１． 地表の表面汚染検査

そのために，文部科学省として各大学の協力

原発周辺：沿岸部１
００km，内陸部６０km に
わ た っ て，２×２km の メ ッ シ ュ で５〜１０cm
の深さまでの土壌のサンプリングを行い，放射
性同位元素の分布を測定する。サンプル採取時

を得て上記のような計測調査を行う体制を早急
に作ることが肝要である。
」
付録２ 福島土壌調査〜Google earth, Google
map で見る放射線地図〜より

にサーベイメータによる放射線量率を測定する。
（この測定は，今後の農業活動にとって最も重

「このサイトは，文科省 EOC の環境モニタ

要なデータとなる。また住民の生活環境の放射

リング班の一事業として行われた，福島第一原

線強度の基礎データとなり，避難から戻ったと

子力発電所周辺の「放射線量等分布マップ作

きの安全確認の基礎となる。また，科学的な解

成」プロジェクトにおいて採集されたデータの

析や将来のためのデータベース作りの基礎とも

一部を表示したものです。

なる。）また，これと並行して，土壌サンプル

この土壌調査は国内の多くの研究者の協力を

を数百メートル四方に１点程度採取し，可搬型

得て，６―７月に土壌採取，７―８月にガンマ線

GM サーベイメータによる測定で詳細分布を測

の測定を行ったものです。土壌の採取には大阪

定する。

大学と JAEA が中心となり，９
４の大学等研究
協力機関と民間企業３社から４
０９人の科学者等
が参加しました。また，ガンマ線の測定は，東

２． 空気中放射能濃度の測定
地表の放射性元素分布の測定と同じ場所で，
エアサンプラーによる試料採取を行い，空気中

大と分析センターが中心となり２
１機関，３
４０
人の方の協力がありました。
参加された皆様はそれぞれご自身の研究時間

濃度の分布を測定する。

を割き，この事業に協力してくださいました。
これらの多くの協力なしには，約２２００箇所，

３． 住民の被ばく線量
現在すでに行っている住民へのスクリーニン
グにくわえて，特に避難者を中心に協力を依頼

１００００以上のサンプルをこのような短期間で採
取・測定することは不可能でした。

し，I-１３１と Cs-１３７を 甲 状 腺 及 び 全 身 カ ウ ン

この場で皆様のご協力に対して深い敬意と，

ターで計測する。事故時前後のその人の生活歴

心からの感謝の意を表します。どうもありがと

を同時に記録する。

うございました。」
（ ９ ）
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特

集

二本松の調査実施本部の設営とそこでの作業
齊藤

敬

尚絅学院大学

本プロジェクトの調査実施本部は福島県二本
松市岳温泉の「あだたらふれあいセンター」と
した。これは筑波大学の恩田裕一先生が中心と
なり選定を行って頂いた場所であり，JT の葉
たばこ生産者の研修施設として利用されている
施設である。福島県の中心近くにあり，１
００人
近い人数を収容できる会議室と土壌試料採取で
使用する物品を収納できる倉庫，土壌試料採取
の練習が可能な畑を有しており，本プロジェク
トを遂行する上で最適の場所であった。
図１ 研修後のミーティングの様子

調査実施本部設営は，プロジェクト開始前の
５月２９日頃から始まった。まずは調査実施本
部への資材の搬入から進めた。プロジェクト開
始以前から徐々に準備を進めていた資材の一部
（鉄パイプ・ポリ袋等）は福島県庁及び三進金
属工業福島工場に仮置きさせて頂いていたため，
それらを調査実施本部に集約させた。さらに調
査実施本部に届くよう手配されていた土壌試料
採取に必要な備品・消耗品の受け取りと整理，
足りない消耗品の現地での調達，印刷複合機の
調達，土壌試料採取位置を記録するために使用
する GPS のマニュアルの作成，３０班分の土壌

図２ 朝のミーティングの様子

試料採取用具の準備など，大阪大学核物理研究
センター（RCNP）及び安全衛生管理部と緊密
に連絡を取り合い，直前まで調査実施本部設営

行った。また，６月５日にはプロジェクト開始

の準備に追われた。

前に，川俣町で研修を行った。この研修におい

今回の土壌試料採取においては，放射線測定
のスキルを有している参加者は多かったが，土

て，認識を共有し問題点等を洗い出した後，実
際の土壌試料採取に臨んだ（図１）。

壌試料の採取に関して経験者が少なかったため，

実際にプロジェクトが始まると，大学側の調

未経験者はプロジェクトの参加前に調査実施本

査実施本部の仕事としては毎朝のミーティング

部の畑を利用させて頂きサンプリングの練習を

（図２），物品の確認・発注，新しい参加者への

（ １１ ）
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土壌試料採取方法のトレーニング，土壌試料採

たため，作業は深夜〜翌朝にまで及ぶことがし

取後の報告書の回収，翌日の土壌試料採取班・

ばしばで，プロジェクト開始当時調査実施本部

土壌試料採取地点の決定等を担当した。

スタッフは非常に苦労していた。しかし，途中

土壌試料採取は当初は東京電力福島第一原子

から金沢大学，東北大学，千葉大学及び大阪大

力発電所から半径６
０km 圏内を想定していた

学の教員・学生の一部が土壌試料採取後に自主

が，土壌試料採取範囲が拡大されたため，物品

的に手伝いにきてくださったため，後半はス

が途中で足りなくなることが予想された。そこ

タッフの負担も減り無事土壌試料採取を終える

で，現地から物品の追加発注を行ったが，当時

ことができた。手伝いにきて頂いた方々にこの

の福島県内は大震災の影響もあり，物品が予定

場をお借りして感謝申し上げたい。

通りに調査実施本部まで届かず一部の参加者に
ご不便をおかけしたこともあった。

Author

さらに，直前まで土壌試料採取に行く市町村
が決まらないことや土壌試料採取当日の採取状
況から，翌日の班分けと土壌試料採取地点を指

Set Up and Operation of Nihonmatsu Front Office

定した地図等の作成を行わなければならなかっ

Takashi SAITO : Shokei Gakuin University

（ １２ ）
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特

集

土壌中の γ 線放出核種分析による福島周辺放射線マップ
藤原

守

岐阜大学

値となることを強調され報告書作成を勧めてい

１． は じ め に

ただいた。初めに断っておかなければならない

２０１１年３月１１日に太平洋三陸沖を震源とし

が，私が大阪大学核物理研究センターを退職し，

て発生した東北地方太平洋沖大地震は東北地方

岐阜大学教育学部物理科に世話になる２
０１２年

一帯に甚大な被害をもたらした。約２万人の死

３月末まで，私を中心にしての活動で知りうる

者・行方不明者を出し，２
０１１年６月の内閣府

以上のこと，私が考えた以上のことは書けない

発表によれば地震だけで１６兆円から２５兆円の

という厳然とした事実がある。このことは，ご

被害総額になっている。しかし，この被害総額

理解いただいた上で，この報告書をお読みいた

試算には，東京電力福島第一原子力発電所（以

だきたい。また，文章の中で，ところどころ，

下「東電福島第一原発」という。
）の事故によ

氏名の敬称・職名を割愛している。お許し願い

る，原子力発電所自体の被害総額，周辺地域に

たい。

降下した環境放射能汚染による被害総額が加算

２． 東日本大震災後に引き続いた東電福島第

されていない。１９９９年に発生した東海村での

一原発事故後どのようなことが起こった

JOC 臨界事故で生じた１５０億円の賠償責任金

か？

額に福島県地方の面積を乗ずるといった単純試
算でも約５
０兆円の被害総額になり，東電福島

２０１１年３月１１日の東日本大地震の後に発生

第一原発そのものの事故収拾，除染のための費

した津波の状況はオンラインでテレビ放映され，

用（１０兆円 〜２０兆円）を上乗せすると，総被

全国民，世界の注視にさらされることになった。

害額は１００兆円以上の規模に達する。日本は，

この大災害の現実が映画を見ているような絵空

これから長期にわたって，赤字国債への償還金

事であるかのように津波が港の堤防をやすやす

を差し引いた日本の国家予算のほぼ２倍に達す

と乗り越えて，港湾の町に入り，さまざまな家

る負債を背負っていかなければならない。東電

屋を飲み込み流していく様子が映し出された。

福島第一原発事故後，２
０１３年夏まで，日本政

津波は川に沿って遡上し，海岸から数 km の町

府と東京電力の努力により新たに大きな原発周

も飲み込んでいった。多くの人々は２
００４年１２

辺の事故拡大もなく経過している。一方，環境

月に M９．
１のスマトラ沖地震が起き，死者・

放射能による風評被害は福島周辺の人々に大き

行方不明者約２
２万人を出したことが記憶に

な経済的損失，精神的苦痛，ストレスによる健

生々しく残っており，テレビに映し出される東

康被害，地域社会の破壊を与え続けている。

北の津波テレビ映像に，何もできないもどかし

このような現状の中で多くの方々から，我々，

さを感じつつ，見入っていた。

核物理学者が，福島周辺の降下放射能測定のた

しかし，さらに国家予算に匹敵する５
０兆円

めに何をしてきたかを記述することが歴史的価

もの大きな被害を出す原子力発電所事故が起こ

（ １３ ）
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ろうとは，一部の関係者以外，誰しも夢想だに

理研究センターに緊急集合してほしいとの会合

しなかった。翌日３月１２日午後には東電福島

連絡メールを流した。

第一原発１号機建屋が水素爆発したニュースが
飛び込んできた。想定外の大きさの津波により，

同じころには，原子炉中の核分裂反応は止
まっているのか，メルトダウンの可能性につい

原子力建屋に海水が浸水し，非常用電源喪失，

ての議論が沸き起こっていた。東京電力から

かつ，地震による送電線喪失，すなわち全電源

３
８

喪失という事態になり，核燃料の冷却ができな

入したものの再臨界によって中性子を３７Cl が吸

かったというのが，後に知った非常事態状況で

収し，３８Cl が検出されたという解釈であった。

ある。２日後，３月１４日には３号炉建屋でさら

もし，そのようなことがあるならば，２４Na も

に大きな水素爆発が起こり，その直後から核物

できているはずで，これは東電からの間違った

理のネットワーク ml-np@rcnp.osaka-u.ac.jp に

報告であろうとの話なども出ていた。その後，

さまざまなメールが飛びかうようになった。

放射線測定結果について東電からは，いろいろ

Cl が検出されたとの発表があった。海水を注

３月１５日午前３時５２分の KEK での屋外モ

な間違い報告があった。東電に緊急事態に対応

ニターでも放射能レベル毎時１．
３ µ Sv などに

できる経験豊かなレベルの高い科学者がいない

上昇したことが報告された。また，このときに

というのが問題であったのであろう。

は東海村 JAEA では，毎時５ µ Sv になってい

大阪大学核物理研究センターでの緊急会合は

た。原発周辺では，深刻な放射能漏れの起こっ

１６日１５時から開かれ約５
０名の核物理研究者

ていることがネット上で議論されていた。また，

が集まった。ちょうど，オランダのテレビ局が

原子炉をいかにして緊急に冷却するか，原子炉

突然，震災関係の報道のためにと午後に核物理

の崩壊熱は緊急停止３日後でも毎時，水５トン

研究センター・藤原を訪問し，この会合の模様

程度が蒸発していく熱量であり，ヘリコプター

を映像収録した。彼らが，まず大阪を訪問した

での放水，消防車による，茶番的な少量の水で

理由は，成田空港は震災後のゴタゴタで，オラ

の冷却では十分な冷却効果が得られないことも

ンダ・スキポール空港からの KLM が発着でき

議論されていた。

なかった。また，グローニンゲン大学の Rien

原子力エネルギー問題と深く関係している研

Segers 教授が，まずは，大阪大学・核物理研

究を行っている核物理グループとして，この非

究センターに行って，藤原に様子を聞くのが良

常事態は放置しておけなかった。東京，東北地

いだろうと薦めてくれたというのがオランダ・

区の核物理グループは地震の被害で動きが取れ

テレビ局大阪大学訪問の理由であった。北京航

ない状況だった。大阪で，東電福島第一原発か

天大学の客員教授として出張していた谷畑勇夫

ら広範囲にばらまかれた放射能に関する緊急会

も，急遽，出張期間を切り上げて，北京空港か

議をもってほしいとの議論が湧き上がった。３

ら関西空港経由で帰阪し，この緊急会合に参加

月１６日真夜中２時ごろに，理研・延與秀人セ

した。

ンター長から東日本大地震のため東電福島第一

会合では，核物理チームとしてできることと

原発事故があり交通網も大変な状況になってい

して，東電福島第一原発事故によって福島県周

る，関東での緊急会合が開催できないので，関

辺に降下した土壌放射能測定を緊急に行うべき

西で会合をもって核物理グループができること

こと，核物理グループとして原発事故拡大防止

を相談してくれとのメールがあった。徳島大学

のために何かできることはないのか，などの課

の中山信太郎教授からも同じ趣旨の連絡を受け

題が挙げられた。１
９８６年のチェルノブイリ事

ていた。それに応えて藤原守から，１６日の真

故では土壌放射能測定が実施されたのは事故後

夜中２時ごろに，１
６日午後に大阪大学・核物

３年も経過した後であった。共産国ソ連崩壊に

（ １４ ）
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瀕していたロシアが新生ロシアとなったのは

には上記機関の協力が行われるという協定が結

１９８９年のことであり，チェルノブイリ周辺住

ばれており，システムとして機能していたよう

民にとって，この３年間の空白が不幸な放射線

だ。

による健康被害にもつながったことはよく知ら

合田局長からは，スクリーニングについての

れていた。集まった研究者は科学先進国・日本

協力は，核物理研究センターだけでの判断では，

としては，同じような事態だけは繰り返しては

支援活動を開始するには不十分で大阪大学本部

ならないとの共通認識であった。

との合意も必要であるという指摘があった。早

会議には，東京から核物理研究センターに江

速，このスクリーニング活動開始について大阪

尻宏泰・大阪大学名誉教授が参加していた。文

大学副学長評価リスク担当理事・土井健史教授

部科学省のトップとの知り合いのある江尻先生

に相談をした。このあたりの決定スピードの速

に，核物理グループが何かできることについて

さは驚くべきものであった。

相談してほしいとの要望を行った。江尻先生は，

３月１７日夕刻，吹田キャンパス大阪大学本

翌朝３月１７日に早速，文部科学省・清水潔次

部に核物理研究センター側からは，岸本忠史セ

官に連絡をとり，核物理チームとして，この緊

ンター長，谷畑，藤原が，大学本部側としては

急事態にできることは何かについて相談を行っ

土井教授，安全衛生管理センター・山本仁教授

た。清水次官は藤木完治局長とこの緊急事態に

などが集まり，事態進展を諮るため，大阪大学

対しての対策を検討した。藤木局長は東電福島

がスクリーニングにいかに協力できるかを，文

第一原発事故対策の責任者となった合田隆史局

部科学省・合田局長との電話会談を交えながら

長に相談した。合田局長からは文部科学省原子

議論した。

力災害対策支援本部（以下「支援本部」という。）

地震発生直後，大阪大学医学部から被災者の

の齋藤大地係長に土壌放射能調査に関しての相

緊急援助のためのヘリコプターが出動し，福島

談をするようにとの指示が出された。

上空を通過し，東北に向かい，その後に医学部

支援本部としては土壌放射能測定については

病院屋上に帰って来た。ヘリコプターに放射性

まだ予算措置もなく，実施には時間がかかる。

物質の付着があり，このために，大阪大学は「大

したがって，まずは，緊急事態対応として福島

学本部と連絡を取らずに勝手に支援作業を行っ

県の医療班の要請を受けた形で大阪大学核物理

てはならない」との本部通達とを出していた。

研究センターが中心となり福島原発周辺から避

この本部通達のことを文部科学省は知っていて，

難しつつある人々の放射線被ばく低減のための

合田局長の頭の中には，まず，大阪大学が支援

スクリーニングの作業に協力するようにとの要

活動に乗り出すには，大学全体の了解・合意が

請があった。この協力要請は文部科学省研究開

必要との認識があった。システム運営に熟達し

発局原子力課・課長補佐池田一郎氏からも核物

た事務官僚の正鵠を得た指摘であった。

理研究センター・藤原，谷畑にメール発信され

翌日，３月１８日，大阪大学では，文部科 学

ている。このあたりの折衝は谷畑が行った。実

省との合意のもとで「大阪大学は，大学全体と

は，この時点で京都大学原子炉実験所や広島大

して震災復興に関してできることはなんでもや

学原爆放射線医学研究所，放射線医学総合研究

る」との趣旨の理事会支援決議が行われた。鷲

所，電気事業連合会（以下「電事連」という）
，

田清一大阪大学総長はじめ，理事の方々の未曾

その他，いろいろな機関にはすでに避難民のた

有の事故に対する非常事態協力宣言であった。

めのスクリーニング要員派遣要請が来て福島へ

未曾有の原子力事故に対する緊急事態の中での

の派遣開始準備が行われていた。すでに１９９９

迅速・適切な理事会決議には頭の下がる思いで

年の JOC 事故後に，原子力事故発生の緊急時

ある。また，スクリーニング等の活動について

（ １５ ）
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は学部の枠を超えて，本部直轄の安全衛生管理

文部科学省，厚生労働省からは，この福島支

部の全面支援をもって行うことも決定された。

援本部でのスクリーニング活動の指揮を執り行

この決定を受けて，核物理研究センターから全

うための陣営が送り込まれ，また，東京の支援

国の核物理関連の研究者に対して，福島でのス

本部との緊密な連絡のための，支援部隊も送り

クリーニング支援参加者打診が開始された。こ

込まれていた。東電福島第一原発事故後，毎日

の活動は，原子核物理学者のみならず，放射化

時々刻々と事態が変化する予測がつかない状況

学，医療物理分野の人々の参加へと広がって

で，１００人もの人々の指揮を執る福島支援本部

いった。

職員の大変な努力でスクリーニング活動が継続

放射線測定の専門家集団としての原子核物理

されていた。国や福島県からの個々の人々の大

学者の具体的参加の実行戦略を立てるための連

変な努力に関しては敬意を払わざるを得ない。

絡は，３月１９日に公式な形で「文部科学省の

一方，東電福島第一原発周辺２
０km 圏内の市

プログラムとしてのスクリーニング作業への参

町村や飯舘村から避難してきていた人々のスク

加可能性に関する連絡」として核物理研究セン

リーニングを行う中で，避難開始当初の大変な

ターから流された。３月２０日午後から核物理

状況について，いくつかの話も断片的に伺うこ

研究センターにおいてスクリーニング派遣に関

とができた。原発からの放射能の大規模拡散と

しての具体的行動計画についての相談が行われ

いう状況で，住民の人々，また，スクリーニン

た。支援実行は３月２１日より行うこととし，

グ放射能測定をする係員ともども，大きな恐怖

新潟大学からは新原佳弘が参加し，大阪大学な

を感じながら，パニック状態寸前の避難活動を

どの関西からの参加者は民井淳をリーダーとし

していたのが現状である。我々，原子核物理学

てガイガー・カウンター，NaI ガンマ線測定器

実験屋は，日常の研究室での実験で数 µ Sv の

などを持ち込み，いったん，和光市の理化学研

放射線環境中で１時間以上も長期滞在する経験

究所に集合した。理化学研究所・延與センター

はほとんどない。若い原子核物理実験研究者は，

長らは，理化学研究所職員も合流させる決定を

こういった未経験の中で，少なからず放射線被

しており，理化学研究所の公用車を用いて福島

ばくへの恐怖を感じていたのが実態である。
「放

市まで出向いてくれた。このあたりの理化学研

射線がいっぱい」という未知体験にさらされた

究所の迅速な決定もみごとであった。参加した

福島県の人々の恐怖感はすさまじいものであっ

全員は，３月２１日から協 力 を 開 始 し，毎 朝７

たであろう。スクリーニング作業での被ばく放

時半には福島県庁横にある自治会館４階に設け

射線量は，各人が持参したポケット電離放射線

られた本部に集まり，前日作業の報告・反省点

計測器でモニターされていた。作業参加中の被

を話し合い，その後，本部が指示した福島県の

ばく放射線総量は概略，一日の作業で最大３
０

各市町村に車で出向くという形でスクリーニン

µ Sv 程度であった。

グ作業に従事した。当初，大阪大学を始め，東

話は少しそれる。放射線測定の専門家がスク

京大学，理化学研究所など２０名近くの原子核

リーニング作業に参加したことで，現地の人々

物理学者が緊急参加し，また，京都大学原子炉

からの信頼性を勝ち得たことは事実である。飯

実験所，各自治体からの支援者，長崎大学，広

舘村から避難してこられた方々の，３月１
５日，

島大学原爆放射線医学研究所，電事連の人たち

１６日ごろの避難スクリーニング作業では，電

の総計１００人程度の人々の参加で現地の人たち

事連の人たちも作業に参加されていたようであ

に付着した放射性物質検査（スクリーニング）

る。放射線モニターを持って作業している電事

を開始した。第２陣の現地入りは３月２３日で

連の若い人たちも経験豊かでなく，
「俺たちも

あった。

怖い」などと漏らして作業していたなどと聞く
（ １６ ）
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につけ，こういった放射線事故において正しく

ため，コンクリート建屋の中で外部からコンク

理解して作業に当たれる対応作業チームの必要

１
リート壁で γ 線が良く遮蔽されている毎時０．

性が感じられた。

〜０．
４ µ Sv の部屋で測定を行うことに変更さ

たとえば，フランスでは原子力安全・放射線

れた。子供たちへの有意な甲状腺への放射能蓄

防護の支援組織としての放射線防護原子力安全

積としては毎時０．
１ µ Sv 以上の放射線被ばく

研究所 IRSN（半官半民の組織で年予算６
００億

は見られなかったもののそれ以下でのレベルの

円）が設置されている。アメリカでも同様なチ

被ばくについてはわからなかった。半減期８日

ームが NRC に設置され緊急時に対応できるよ

の１３１I の甲状腺測定は３月３０日まで継続された

うになっている。日本では，日本原子力研究開

が，２半減期を経過し，これ以降の有意な被ば

発機構（JAEA）がこれにあたるのであろうが，

くの検出は困難との判断で子供の甲状腺被ばく

「原子力安全神話」の名のもとに，こういった

測定は打ち切られた。３月３
０日までの甲状腺

緊急時対応組織は不要として議論が行われ，予

被ばく検査は８９０人にも及んだ。スクリーニン

算削減のもとに切って落とされた。日本は経済

グ活動は当初は毎日１００人規模の人々を福島県

大国と呼べるだろうが，文化国家としての自覚

内１０か所程度の場所に派遣するという大規模

はまだ遠いようだ。

なものであった。日本人は常日頃，海藻などを

結果として，東電福島第一原発事故により，

食し，甲状腺にはヨウ素が常に蓄積されている

国家予算に匹敵する被害を出すことになったが，

ことを考え併せると，子供たちへの放射線被ば

この未曾有の事故にあたって事故緊急体制が機

く量の推定値から，子供たちに甲状腺異常が起

能しなかったことが大きな批判にさらされてい

こる確率は非常に低いと確信させる値であった。

る。我が国の縦割り組織も見直す必要があるだ

３月２１日から４月９日までに行われた一般

ろう。住友グループの社訓として「浮利を追わ

人へのスクリーニングの人数は約６１
００人に達

ず」の有名な言葉がある。国として，社会とし

している。その後，徐々に規模が小さくなった。

て，会社として，小さな損失を渋って大損を蒙

原子核グループとしては，派遣人数も先細りし

るという典型的失敗を犯したことは心に留めて

てきたために２０１１年８月２０日ごろに派遣支援

おく必要がある。文化国家，科学立国としての

は打ち切りとした。
３月２５日頃，福島でのスクリーニング活動

日本の未熟さの結果だろう。
話をスクリーニング活動に戻そう。福島県主

に参加していた星正治（広島大学）と藤原（核

体のスクリーニング活動指揮で緊急に子供の甲

物理）で「福島原子力発電所調査および処理計

状腺に溜まっているかも知れない１３１I の測定を

画書素案」の原稿作成について検討が開始され

行ってほしいとの要請が，核物理グループに

た。星はチェルノブイリでの事故後の対応に直

あった。放射能レベルの高い地域では，バック

接関与し経験豊富なロシアの Medical

グラウンドに隠れて測定は困難であろうという

logical Research Center（MRRC）所長の Va-

ことが予想されたが，SPEEDI の予測結果など

leriy F. Stepanenko に直接に e-mail で連絡し，

Radio-

も示され，北東の飯舘村や南方向のいわき市に

素案策定についての要点を相談した。その返事

１
３
１

I が流れた可能性があった。緊急に子供たち

は２〜３日後に帰って来た。星・藤原は英文文

の咽喉に対して NaI サーベイメータを用いて

書で送られてきた骨子をもとに福島の状況に

の測定が開始された。当初，川俣町山木屋地区

マッチするように変更した。３月２
９日に完成

の公民館などを用いて測定を行ったが，バック

した文書を章末に添付した。

グラウンドが毎時２〜３ µ Sv もある中での測

並行して，３月末には，大阪大学・西尾章治

定は困難であった。このような状況を改善する

郎理事から谷畑に日本学術会議，文部科学省に

（ １７ ）
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土壌調査に対しての重要性について話し合いに

とは異なり，
「これが日本の大学の社会貢献だ」

行くので資料を用意してほしいのとの要望が

という感じをいだかせる素晴らしい措置であっ

あった。星・藤原で作成した文書は，谷畑らの

た。ともあれ，この決定により，多数の土壌放

チェックを受けたのちに，文書の簡素化・簡明

射能浸透分布測定のための鉄パイプ，降下放射

化と図示が行われた。３月３
１日に西尾理事に

能測定のための U８容器，手袋，ナプキン，GPS

送られた文書は，さらに簡素化され「福島土壌

装置，ビニール袋などが購入可能となり５月の

調査の提案書」という形で４月４日に西尾理事

連休には開始できる体制が整えられるようにと

から文部科学省・合田局長に説明があり，また

動きが加速されていく。

同日開催された日本学術会議に配付された。こ

４月初旬，東京大学は独自に文部科学省に特

ういった活動があり，２
０１１年４月４日の日本

別研究費予算をねん出するように要求した。し

学術会議の「福島第一発電所事故後の放射線量

かし，この提案は却下された。文部科学省の判

調査の必要性について」という東日本大震災に

断としては大学の独自行動では予算確保ができ

対応する第２次緊急提言が発表された。この日

ないと判断されたようである。こういった状況

本学術会議・提言作成については，４月２日に
柴田

!思委員からも学術会議に土壌放射能測定

で，４月１３日，東京大学原子核科学研究セン
ター（CNS）・大塚孝治教授の呼びかけ で，

についての提案をしたいとの話があった。大阪

東京大学本郷理学部にて，核物理，放射化学，

大学で作成した資料は柴田氏によって測定点が

大気海洋，農業環境，生物資源，地球環境など

大幅に増やされ日本学術会議からの提言として

の関連研究者を集めて，土壌放射能測定の具体

発表された模様である。

的実施に向けての相談が行われた。この会議で

３月末には大阪大学には文部科学省・合田局

は，国土交通省に接触した筑波大学・恩田裕一

長より，福島土壌放射性物質測定実行について

教授が河川などは福島県各市町村の首長の承諾

の内々の実施打診があった。この話を受けて，

がなくても土壌試料採取が可能であるとの内諾

大阪大学としても，安全衛生管理センターと核

を受けて，５月の連休前のパイロット調査開始

物理研究センターが資材準備に協力体制をとり，

で合意した。CNS は福島から採取した土壌試

実際に，５月の連休中の実施に向けて様々な資

料の集積と試料放射能測定のための配付を行う。

材調達を開始した。東北地方，関東地方が大震

大阪大学核物理研究センターは試料採取のため

災で機能マヒの状態に陥っている中で，１
１０００

の宿舎の確保，全国からの参加者の確保という

サンプルもの多地点測定を行うための資材を調

ことで合意が得られた。この基本プログラムで

達し，かつマヒ状態の東京から福島の交通網の

全日本の研究者が協力することで一致した。ま

中で物資を福島に送付可能かどうかの懸念が

た，パイロット調査は連休前に実施し，その結

あった。全国の核物理研究者へのスクリーニン

果をもとに星・恩田が試料採取のプロトコール

グ活動への参加旅費支援は文部科学省の了解の

を作成することとした。

もとで大阪大学・核物理研究センターが行うこ

この会議決定を受けて４月２０日には，東京

とが決定されていた。大阪大学理事会は，大学

大学理学部において緊急核物理委員会が開催さ

財務部を通じて，福島土壌放射性物質測定の機

れ，核物理グループが，この未曾有の大プロジェ

材調達については，１０
００万円を目途に，安全

クトに如何に協力するかとの熱い議論が戦わさ

衛生管理センターを通じて使用可能という措置

れた。また４月２
５日には福島県庁西庁舎３
０１

をとってくれた。大阪大学の東日本大震災後の

号会議室において，福島県庁の小山吉弘課長な

復旧支援活動については，予算がなければ何も

ども交えて，福島県の協力を要請するための会

しないという日本の悪弊である「お役所仕事」

議が開催されている。大学関係者の参加者は恩
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などの覚悟で動き出していた。

守（大阪大学核物理研究センター）
，谷畑勇夫

並行して，文部科学省では４月２２日あたり

（大阪大学核物理研究センター），山本仁（大阪

には「放射性物質の沈着状況等調査意見交換

大学安全衛生管理部リスク管理推進本部副部

会」が発足し，JAEA が予算執行の責任を負う

長），中島映至（東京大学大気海洋研究所），鶴

という形で，この大規模なプログラムを実施し

田治雄（東京大学大気海洋研究所）
，吉田尚弘

ようとの動きも加速されていた。大阪大学のメ

（東京工業大学大学院総合理工学研究科），大塚

ンバーがどうして委員に入らなかったのかにつ

孝治（東京大学原子核科学研究センター・セン

いては，いまだに疑問が残っている。ともあれ，

ター長），星正治（広島大学原爆放射線医学研

こういった政府側の動きとは独立して，結果と

究所）であった。

して，５月の連休中に福島でのパイロット調査

チェルノブイリ事故の場合，ソビエト連邦が

が実施された。５月５日にはパイロット調査実

崩壊の危機にあった１９８６年に発生し，実際に

施後の検討による修正を経て，最終実施提案書

本格的調査が行われたのは３年後で，IAEA 主

が文部科学省の「放射性物質の沈着状況等調査

導のもとで各国が協力し初めて確定的測定がな

意見交換会」に提出された。

１
３
１

された。しかし，重要な I のデータは完全に

一方，土壌試料採取のための資材搬送も大変

失われた。この轍を科学先進国，日本が踏んで

であった。大地震直後に，大阪から福島に荷物

はならない。土壌採取に関しての早急な活動が

を搬送してくれるトラック運転手を探すのも一

必要というようなことで参加者の意気は高揚し

苦労した。まず，放射線のある福島に大阪の運

ていた。

転手が行ってくれない，東京から福島への道が

また，大阪大学では，
①

閉鎖されているなどの理由だった。次に，福島

土壌試料採取機器の調達活動は３月２８日

で U８容器，鉄パイプなど資材を保管して置け

からスタートし，土壌試料採取用鉄パイプを

る倉庫が見つからない。福島県庁の小山吉弘課

１００００本用意した。５月の連休後には用意が

長などにも福島市近くで倉庫を探していただく

完了した。

ように依頼したが，震災の影響でどこも見つか

②

土壌試料採取機器購入などのために１０
００
万円を大阪大学が支援。

③

らない。最後に，５月６日に大阪大学安全衛生
管理センターの山本先生が個人的なつながりを
持っていた三進金属工業の社長に依頼し，即座

学会３０台，核物理側４０台程度とし，様々な

に，福島県平田村，福島空港の近くの工場倉庫

研究機関に測定参加を呼びかけた。

をお借りすることを決定していただいた。

④

ゲルマニウム検出器調達の目処は，放射化

大阪から平田村・三進金属工業福島工場への

月１５日の時点で合田局長から予算要求せよ

最初の鉄パイプ資材は５月１０日に兵庫県の堀

といわれ，福島への試料採取のための人員派

口鉄工を出発し，５月１
１日に納入された。そ

遣のための予算要求も行っていた。

の後，三進金属工業のご厚意で，U８容器，手

⑤

科学技術戦略推進費については，すでに４

土壌データは５トントラック２台分程度に

袋など様々な資材を受け入れていただいた。大

なるであろうと予測し，保管スペースは，大

阪で発足した三進金属工業が，福島県のために

阪大学に準備できそうであるとの話で用意が

ひと肌脱ぎましょうと，即座に協力を決定いた

進んでいた。候補としては枚方に，空き施設

だいたことは本当に助かった。土壌試料採取中

がある（経済産業省→文部科学省に譲り受け

の６月８日には，社員や平田村周辺の人々へ放

た FEL 施設）若しくは豊中サイクロトロン

射線についての説明会を行っている。

施設。今後の話し合いが必要である。

文部科学省，財務省の予算実施の技術的問題
（ １９ ）
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図１ 二本松市・あだたらふれあいセンターでの参
加者集合による説明会風景。

図２ ６月末に試料採取が一段落した。このとき，
あだたらふれあいセンターで仕事をして協力
いただいた学生と本部詰の参加者。

がクリアーされた後，土壌試料採取実施は６月

安全衛生管理部の齊藤敬氏の献身的な貢献によ

６日（６月４，５日は調査のための訓練）からと

るところが多かった。当時の記憶を呼び起こす

なった。調査実施本部を福島県二本松市「あだ

ため，２０１１年６月の作業風景の写真を掲載し

たらふれあいセンター」に置き，その周辺のホ

ておく。

テルに全国から参加してくれた協力研究者が集

最終的に東京大学原子核科学研究センター・

まるという形で土壌試料採取作業が開始された。

下浦享教授が全国の研究機関からの測定データ

最大で１００人もの人数を収容してくれるホテ

の信頼性などをチェックするなどの大変な役目

ル・旅館は福島市，郡山市のような大きな町で

を果たした。プログラム全体としては，未曾有

は見つからず，地震のために閉鎖状態であった

の大規模測定が最善を尽くしてまとめあげられ

安達太良温泉の「あずま館」を，急遽，開店し

たといえよう。各々の測定は，我々，原子核物

てもらっての土壌放射能測定チームの行動開始

理実験屋がいうところの最先端技術を駆使した

であった。文部科学省は福島の全ての市町村の

測定ではなくて，ゲルマニウム検出器を用いた，

了解を取り付ける役割を担った。支援本部は作

多測定データを集積した結果である。このため

業実施中に並行して，福島県，宮城県，山形県

の主導的役割を貫徹した，文部科学省対策支援

の各市町村の首長からの最終的了解を取り付け

本部，JAEA・斎藤公明氏を中心とするチーム

て行った。このあたりの毎日の不屈の努力は驚

に敬意を表したい。

嘆すべきものであった。斎藤公明氏を中心とし

我々の活動を後方支援してくれるために，核

た JAEA グループは各市町村の合意に基づき，

物理研究センター・阪口章事務長，神田成児，

毎日の土壌試料採取地点の決定，必要人員の決

西村義伸，伊東尚造，辻尊博，竹下美加子，松

定とタクシーの手配を行い，毎日集まってくる

田真由美，西崎敦子，川口美恵，大松千陽，石

採取した土壌試料を東京大学 CNS に送るとい

山愛，安全衛生管理センター・岩井智紀の各氏

う役割を果たした。大阪大学，安全衛生管理部，

が，資材購入，福島での土壌試料採取の旅費支

核物理研究センターは資材の供給と人員の配置

払い，また，採取した試料のゲルマニウム検出

を担当し実施した。具体的な測定地点の決定は

器での γ 線測定のためのアルバイト学生の雇

毎日，夜半になることが多く，それからの人員

用費用の支払いで奮闘してくれることになった。

配置を決定するという具体的作業は，大阪大学

大阪大学での通常の事務業務を平行して行いな

（ ２０ ）
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である。放射能汚染総量は福島全体にわたって

しかし，実施時期の，１月の遅れは，半減期
１
３
１

１グラム以下の汚染である。数万トンの中から

８日の I の降下放射能マップ作成において十

１グラムの放射性汚染物質を取り出せる化学的

分な精度のデータが得られなかったという未解

手法はない。除染に関しての，このあたりの再

決の課題を残した。我々も，反省が残る。コン

考が必要であろう。小さな地域を除染しても，

プトン抑制型のゲルマニウム検出器，数台を配

周囲が除染されていなければ，長期間後にはエ

置しておけば，低エネルギー領域でコンプトン

ントロピー増大の法則に従って，放射能は必ず

バックグラウンドの上に乗っている， I の γ

や，周囲と同じレベルまで増大するのが，自然

線ピークが測定可能だったのではないかという

の成り行きである。２０１１年１２月に国際協力で

忸怩たる思いである。しかし，事故後数か月で

IRSN の研究者数人とともに郡山市での土壌試

１
３
７

料採取に参加した。広い農地の中での放射能レ

１
３
１

１
３
４

Cs， Cs，その他の土壌放射能マップが未曾

有の多数の研究者の参加・協力で完成したこと

ベルは毎時１ µ Sv であった。冬の木枯らしが

は，誇れることであろう。

ピューと吹くとこの放射能レベルは１
０％ 上昇
した。土壌表面の放射性物質が風に舞い上げら

３． 東電福島第一原発事故後のこれから

れているのだと考えた。大地が緑の草木で覆わ

東電福島第一原発事故での降下放射性物質に

れている春，夏，秋には，風に煽られて放射性

よる汚染は，通常の化学物質（鉛，ヒ素，フッ

物質が空中に舞うことはないのであろうが，除

素，カドミウムなど）による汚染とは全く異な

染効果は確実に薄められる。狭い一定区域での

るタイプの汚染であることを正しく理解する必

化学物質の除染とは根本的に異なる側面である。

要がある。例えば， Cs 放射性物質の γ 線は

福島の山林ではスギやヒノキの常緑樹が植樹

空気中１
００m を飛んで４
０％ に減少する。空気

されている。これらの常緑樹の葉が生えて，後

中２００m を走って１６％ に減衰する。この点は

に茶色になって，地面に落下するサイクルは２

化学物質汚染とは全く異なる。空気中での酸素，

〜３年である。したがって，原発事故で撒き散

窒素によるコンプトン散乱もあり，いわゆる

らされた放射性セシウムは事故後常緑樹に付着

Sky Shine 効果によって，地面に降下している

し，付着放射性物質はいまだに地面に落下して

放射性を直接に見ることがなくても，空中から

いないと考えるのが素直である。降下した落ち

１４％ 程度の γ 線がやってくる。

葉は地面に落ちるが，しばらくは，リター層と

１
３
７

フランス IRSN の研究者は，除染効果を計算

いう放射性物質を含む薄い落ち葉だけの層を形

するために，均一に汚染された１km の半径の

成する。リター層がバクテリア，風化などによ

大平原の中で，１０m 半径の完全な除染を行っ

って土に帰るのはまだ１
０年以上もの長い年月

た場合に外部からどれだけの放射能が来るかの

が必要である。こういったわけで，山林の除染

試算を行った。この計算結果によれば，放射線

は事実上，きわめて困難となる。

被ばくは３
５％ 程度に減少するがそれ以下には

地面に落ちた降下放射性セシウムは土壌と強

決してならないことを示している。大平原では

く結合し，放射能を帯びたコロイド状の泥が風

なく，山谷がある福島では除染効果はさらに大

雨に流されて，河川に流れていく。行先は，湖

幅に低下すると見積もれる。
２０１１年末の JAEA

底又は海底である。川から池に行った放射能を

での報告でも同じような計算結果となっている。

含むコロイド状の泥は湖底に沈み，トラップさ

政府はあたかも化学物質と同じような土壌汚

れる。湖底生物・微生物による放射能循環の始

染除去を安易に考えていたのではないのか？

まりである。湖底の除染も考えないと，湖の魚

化学物質による汚染はトンのレベルの物質汚染

を採取して生計を立てている人に大きな経済的

（ ２１ ）
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進を願いたい。

汚染されたコロイド状土壌のためと思われるが，

放射能除染という困難な総合的科学な課題を

NHK の調査では，東電福島第一原発周辺の海

考え，今後，３０年以上の長い期間を経たのち

底は汚染されていて，海底に生息するヒラメ，

に，福島が若者の集まらない廃墟にならないよ

アイナメなどの魚が汚染されているとの結果で

うに福島再生の道を探っていかなければならな

ある。ある程度，深くなると海底土は，容易に

い。今，ここにある我々の責務は，短期的視野

移動しないことが知られていて，今後，３０年

で巨額の除染ビジネスに奔走することなく，今

以上にわたって，汚染された海底土は固定され

後３０年にわたる着実で無駄のない長期戦略を

たままになる。漁業関係者にとっては，つらい

立案し，福島再生の道を考えていくことであろ

長期間の操業停止である。

う。

２０km 圏内は，今や動物の天国である。人間
という天敵のいなくなったこの地域では，動物

Author

が放射性物質を食すことによっての汚染の循環，
拡散過程が始まっている。動物による汚染拡散
について研究することはフランス IRSN の研究

Fallout Radioactivies around Fukushima Measured

者たちが興味を示している。筑波大学・福島大

by Gamma Ray Spectroscopy

学の研究者グループとの強力な国際協力研究推

Mamoru FUJIWARA : Gifu University
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特

集

福島の土壌調査から理解できること
谷畑勇夫
大阪大学核物理研究センター

東京電力福島第一原子力発電所（以下「東電

この報告は，多分に私自身から見たもので偏

福島第一原発」という。
）の事故により放出さ

ったところもあるかと思うが，あくまで個人の

れた放射性物質の環境における分布を知るため

目で見たものであることをご理解いただきたい。

に，文部科学省のプロジェクトとして土壌調査

もちろん時系列についてはできる限り正確に記

が行われ多くの研究者がボランティアとしてそ

してある。

れに参加した。ここでは，その調査の経緯と調

①

査によって得られた情報を簡単に紹介する。

きっかけ

３月１２日の水素爆発以来，原子核談話会（以
下「核談」という。
）のメールに原子炉の状況

１． 研究者の活動の経緯

を憂慮するメールがまわり始めた。また，それ

東日本大震災の後の東電福島第一原発の事故

とは別に東京大学理学部の早野龍五氏が Twit-

は福島を中心として日本中に種々の多大な影響

ter でいろいろな情報を流され広く議論の輪が

を及ぼし，現在においてもまだ多くの問題を抱

拡がっていった。１
５日には愛知淑徳大学の親

えている状況である。

松和浩氏などが崩壊熱の計算を行い，情報とし

我が国の研究者の間では事故発生の直後より

て流しながら議論が進められた。東京にも放射

いろいろな取り組みが行われた。その中には個

性物質が流れてきているという研究者間の情報

人として，各大学として，全国的なグループと

などをもとに，
「大変なことが起こっている，

してなど様々な形での活動がなされてきた。そ

この状況に原子核物理を研究している者として

の中でも原子核談話会のメーリングリストを使

何ができるだろうか？」という意識のもとに大

って開始した活動は文部科学省の土壌調査とい

阪大学核物理研究センターの藤原氏と相談のう

う形で取り入れられ，２km×２km メッシュの

え，核談のメーリングリストに集会の呼びかけ

土壌調査として発展し国の施策にも取り入れら

をすることにした。これには，理研の延與秀人

れることとなった。

氏からのメールで，
「東日本の機関は大なり小

この活動で示された核物理研究分野をはじめ

なり危機対応に忙しいので，核物理屋の検討グ

とする関連分野の研究者の働きは日本の科学史

ループを西日本の機関所属者を集めて立ち上げ

でも初めての経験だったが，非常に早期の測定

てもらえませんか？」いう連絡をもらっていた

を行ったということで，IAEA からも高い評価

こともきっかけとなった。

を受けていると聞いている。この機会にこの支

② ２０１１年３月１５日深夜に核談のメールリス

援活動の経緯を簡単に記録しておこうと思い筆

ト（ml-np）で，翌 日３月１
６日 に 集 会 を 大 阪

を執った。経緯については，この特集に藤原守

大学核物理研究センター（RCNP）で開催。

氏が別の視点からも書いておられるので，そち
らも参照されたい。

深夜の呼びかけにもかかわらず１
６日の午後
には近畿圏からだけではなく広く西日本から

（ ２６ ）
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することができた。

究者が集まり，現状の報告や我々は何をすべき

初期には高線量地域から避難してきた人たち

かについての議論が行われた。私自身も北京に

が主なスクリーニング対象者であったが，時期

滞在中であったが，１６日の朝急遽帰国し集会

がたつと残してきた家財道具や車を取りに行っ

に参加した。

た一時帰宅者のスクリーニングが主なものとな

そこでは，私たちの専門である放射線計測と
いう切り口での支援が，最も適当であり，福島

った。また，バスを用いた計画的な一時帰宅者
のスクリーニングも行った。

県一帯の土壌と空間の線量測定をめざそうとい

住民の方々からの放射線関連の質問などにも

うことになった。

ちゃんと答えられるという必要性，場所によっ

③ ３月１７日，文部科学省，大阪大学と連絡，

ては放射線レベルが高い可能性もあるので，ス

協力参加することを決定。

クリーニングの参加者は放射線業務従事者であ

集会を持ったその日の夜に文部科学省と連絡

ることを条件とした。大学など研究組織以外か

を取り，原発事故に関して土壌放射線や空間放

らのスクリーニングへの参加者は，電事連，自

射線の測定を行いたい旨を知らせた。また，１７

衛隊など，仕方のないことではあるが，放射線

日には大阪大学の理事及び安全衛生管理室と連

に関する知識が十分でない方々が多かったので，

絡会談を持ち，我々の考えと希望を伝えた。理

いろいろな質問に的確に答えることができたと

事からは是非この事態に貢献できるように頑張

自負しておられる参加者が多かった。スクリー

って下さいとの励ましをいただいた。

ニングを担当している文部科学省の方々からも

１８日（又は１９日）には藤原，谷畑が文部科

そのような意味で評価していただけたと思う。

学省へ行きこちらの考え方を述べたところ，放

また，この時期に理研の長谷部裕雄氏をはじ

射能分布調査の重要性はわかるが，この時点で

め多くの方々が，人工物からの除染を種々の溶

は土壌調査よりも，住民の方々がどれくらい放

剤や洗剤を用いたテストを時間を見ながら行い，

射性物質の影響を受けるのかの優先順位が高い

非常に除去しにくいものであることを見つけて

ので，福島でのスクリーニング活動に参加して

いた。

欲しいということであった。

この支援活動には登録者数１
０２名，参加機関

同時に大阪大学の総長と理事会が東日本大震

数３０，参加延べ人数３
６１名となり，８月まで続

災への援助活動に対して臨時予算を計上して下

けられた。

さることになった。

⑤ ３月２９日に東京大学原子核科学研究セン

④ ３月２０日，RCNP で具体的行動計画の議論，

ター（CNS）が支援活動に中心として参加を

まずはスクリーニング活動に参加することから

表明，広い分野の協力が開ける。

始めることに合意。

スクリーニングの活動が広がる中，土壌の調

このような状況の下，３月２０日に再び集会

査を早急に始めたいという気持ちは強くあった。

を行い，行動計画を議論し，まずはスクリーニ

特に１３１I の半減期が８日と短いため放出された

ング活動に参加し，時期を見計らって土壌放射

ときから２か月もすると１/１０００にも減衰して

線，空間放射線の調査を行おうということにな

しまい，検出が困難になる。スクリーニングの

った。

仕事をしながらも，福島のオフサイトセンター

３月２１日第一陣現地入りスクリーニング参

におられた文部科学省の方々や福島県の担当の

加，３月２４日甲状腺測定開始と早期の立ち上

方々との折衝を続けた。また土壌調査や放射線

げがうまくいき，４月９日までに６１
００人をス

測定についての具体的な方法の議論をすすめた。

クリーニング，８９０人を甲状腺スクリーニング

この時点では，福島県・文部科学省それぞれに

（ ２７ ）
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土壌調査の必要性を感じていることが確認でき

図を作ることと，同時に地表から高さ１m で

た。同時に学術会議のメンバーである原子力機

の空間線量率測定を行い，線量率地図を作るこ

構（当時）の柴田

とを具体的方法まで含めて提案した。

!思氏にも計画について我々

の希望を伝えた。

この提案書では「住民の被ばく線量調査」や

こうした中，東京大学理学部の大塚孝治氏か

「事故後の対策について」という項目でそのほ

ら東京大学もこの救援活動に主体的に参加し，

かにも提案がなされている。

原子核分野以外の関連研究分野の人たちを含め

⑦

て，土壌放射能の調査やその後の放射性元素の

緊急提言「福島第一原子力発電所事故後の放射

移動について総合的に考えようとの提案があっ

線量調査の必要性について」を発表。

学術会議が東日本大震災に対応する第二次

た。分野は，核化学，放射線科学などはもちろ

そのような，提案をしているのと平行して，

ん，地球科学や海洋科学の研究者にも訴えかけ

学術会議での議論がすすみ，４月４日付けで東

ることとなった。

日本大震災に対応するための第二次緊急提言が

この会の議論をもとに，文部科学省に対して

発表された。この内容にはさらに測定領域の拡

現行のスクリーニングに加えて早期に土壌調査

大，また線量の強い地域での測定メッシュの細

が必要であることを訴え，放射線測定について

密化などが含まれていた。www.scj.go.jp/ja/

は，「放射線測定大学ボランティア支援活動の

info/jishin/pdf/t-110404.pdf

具体案」として，３月２９日付けでまとめた。

⑧ ４月１１日，大阪大学 RCNP で土壌調査の

⑥ ３月３１日，「福島の原子力発電所事故後の

組織，測定計画についてのミーテイング。

放射線量調査」提案書を大阪大学を通して文部
科学省に提出。

これらの提案に対し，文部科学省からも前向
きに検討するとの感触を受け，４月１
１日に土

このような種々の議論を重ねながら，土壌調
査の提案書を作り上げ，３月３
１日に文部科学

壌調査の組織作りや，測定方法などについて議
論をする会を RCNP で開催した。

省へ行き内容を説明した。同時に東京大学を中
心とした提案も持ち込んだ。

測定法のプロトコルを作ることが決定された。

ここでは，

!

大阪大学が中心となって参加者を募ることや，
大阪大学では藤原と谷畑が責任者となり参加者
の募集や調査に必要な道具や機器の調達を行う

含む）詳細な汚染地図を作成する。放射能汚

こととなった。また，チェルノブイリなどで経

染の検査には，科学的経験の蓄積されたチー

験のある，広島大学の星正治氏，筑波大学の恩

ムを結成し世界的に認められた手法で行う。

田裕一氏などが中心となって土壌試料採取や測

"

広域の（２０，３０km 圏だけでなく隣接県も

チェルノブイリ事故では，放射線の離れた

定のプロトコルを作り上げた。

ところへの集中的降下も報告されているので，

⑨ ４月１３日，東京大学理学研究科で地球科

広域放射線測定が必須であり，GPS を用い

学や核化学も含めたミーテイング。

た位置情報を利用する。

#

東京大学の大塚氏を中心にして原子核分野以

調査結果に基づき，より綿密な避難地域の

外の関連研究分野の人たちを含めた，大学連合

設定などに役立てる。避難地域については時

の会が開かれ，土壌放射能の調査やその後の放

間的に急を要する場合は暫定地域を先に設定

射性元素の移動について総合的に考えていくこ

することもある。

ととなった。核化学，放射線科学，地球科学，

などとし，具体的には東電福島第一原発から南

海洋科学などの研究者も参加することとなり，

北５０km，内 陸 へ６
０km の 範 囲 内 で２km×２

「環境放射線核物理・地球科学合同会議」とし

km のメッシュで土壌をサンプリングし汚染地

て発足した。

（ ２８ ）
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⑩ ４月下旬に土壌調査を進める準備をしてい

いメッシュのデータを収集した。このときには

ると文部科学省から連絡があり，５月上旬にパ

公道の脇や公共施設敷地内などから土壌試料採

イロット調査として，１０km メッシュの土壌試

取を行った。５月の後半になって予算が決定さ

料採取と測定を開始した。この頃採取した土壌

れる見込みであるとの情報に基づいて，福島県

試料からの γ 線には１３４C や１３７Cs に加え１３１I の信

二本松市の岳温泉の「あだたらふれあいセンタ

号が非常に強く表れていた。またそのほかの放

ー」に調査実施本部を６月１日から設置し，６

射性元素についても多種のものが観測できた。

月３日から土壌試料採取を始めることとした。

また，土壌中でも非常に放射性物質濃度の高い

文部科学省は「放射線量等分布のマップ作成

場所を見いだした。また，放射性物質の土壌へ

に係る検討委員会」を作り土壌調査の方法を決

の浸透状況のデータも収集した。

定した。この時点で試料採取予定場所は東電福

⑪ ５月中旬，総合科学技術会議（CSTP）に

島第一原発から，８
０km 圏内では２km×２km

より，
「放射線量等分布マップ」の推進が認め

のメッシュ，その外の福島県と近県の一部につ

られ，調査のための予算の折衝がはじまった。

いては１０km×１
０km のメッシュとして，全体

それに伴い，５月１３日付けでスクリーニン

として約２２
００か所，１か所につき５試料を採

グの支援のために作った RCNP のメーリング

取するということになった。また深さについて

リスト ml-support に土壌調査（試料採取）の

は５cm までの土壌試料を採取することとなっ

ための参加依頼のメールを送り出し参加者を募

た。パイロット調査により，５cm の深さまで

った。この訴えかけには核物理研究者以外から

でほぼ１００％ の放射能が含まれていることが確

の問い合わせもあり，核科学，放射線科学や，

認されていたからである。加えて約３００か所で

放射線医学，高エネルギー物理学，環境科学，

深さ分布を見るために２
０cm 以上の深さまで

地球科学などの学会にも参加依頼が流された。

のコア試料を取ることとなった。採取法のプロ

このメーリングへの返信をもとに参加可能者名

トコルは前述の星，恩田両氏による提案がほぼ

簿を作り始め，大阪大学 RCNP が土壌試料採

そのままの形で採用された。

取のまとめとなり，東京大学 CNS が γ 線測定

⑬ ６月４日，５日をテスト期間とし６月６日

のまとめをすることを決定して準備を始めた。

より正式に試料採取開始。１５日いったん終了。

また同時に大阪大学 RCNP で土壌試料採取の

実際に予算が実行可能になったのは６月６日

ための資材を集め始めた。

であったが，４，５日はテスト期間であるとい

１
３
１

私たちの希望は事故から I の１０半減期以内

う名目で試料採取をスタートした。一組３人（又

に測定を行うことであり，また梅雨が来て土壌

は２人）で３０組の試料採取グループを，各グ

表面に変化が生じる前に土壌試料採取を終わる

ループが別々のタクシーに乗り，予定された場

ことであった。

所へ行って土壌試料の採取を行った。当初は大

予算に関しては，文部科学省の意向で日本原

阪大学の提案のように１５００か所での試料採取

子力研究開発機構が実施の中心となり，多くの

を行うので，これくらいのグループで１
０日強

大学や研究所に委託をする形が取られた。また

の日程で試料採取は終わると予定していた。し

γ 線の計測には日本分析センターも主要な役割

かしながら約２２００か所さらに周辺近県の調査

を果たすこととなった。

もあってこの見積りは甘かったということが後

⑫

でわかった。

土壌試料採取と測定
すでに述べたように，当初は５月中には土壌

この試料採取で重要であったことは，まず土

試料採取及び測定を望んだが，予算待ちとなっ

壌試料を採取する地点の決定とその場所の地権

たので，５月中にはパイロット調査と称して荒

者の承認を得ることであった。この折衝には文

（ ２９ ）
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部科学省の方々が多大な努力を払われた。実際，

た。そ の ほ か の 放 射 性 同 位 元 素 と し て は

試料採取を行い始めた時点では川俣町の試料採

１
１
０m

取地点だけが承認されており，そのほかの場所

詳細は，本特集の東京大学 CNS の下浦享氏に

の承認は得られておらず，毎日の新しい場所で

よる章を参照下さい）

Ag，１２９mTe 等の測定も行われた。（測定の

の折衝と試料採取が同時進行するような具合で

この土壌試料採取には，９
８機関４
４０人の科

あった。また，そのため毎日のように次の日の

学者，学生などが参加した。一つのプロジェク

試料採取地点の選択とグループ分けを行う必要

トに大学を中心とする多分野の科学者が，この

があった，大阪大学安全衛生管理室の齊藤敬氏

ように多数参加協力したのは我が国では初めて

が調査実施本部に詰め，毎晩のようにその仕事

の経験である。大阪大学が災害支援の意思を早

をこなされた。

急に決定したことがこれにつながったと考えら

毎日８０〜１００人の人たちがこの土壌試料採

れる。実際，文部科学省の予算が６月６日から

取に参加した。試料採取の期間ずっと参加され

利用可能になるまでの費用は（道具の調達も含

た方はほとんどいなかったが，それぞれの都合

めて）大阪大学からの資金援助でまかなわれた。

で３〜５日間参加し，また何日かおいて戻って

これなしには，測定の方法を決定するためのパ

こられて参加するという状況であった。

イロット調査や本調査の準備はできなかった。

当初の予定である６月１５日まで試料採取を

土壌試料採取に参加した方々の所属機関のリ

続けたが全地点を網羅することはできず，日を

ストを本章の最後にまとめてあるので参照され

改めて調査を行うこととし，６月２７日から３
０

たい（表１）。

日まで再び試料採取を行った。この調査では原

２． 土壌調査の結果

子力発電所から２０km 圏内の土壌も調査すべ
く計画に入れていたが，この圏内は電事連が試

２・１ 測定の内容

料採取するということになり原子力開発機構と

すでに記したように，この調査では以下に示

電事連の共同で試料採取が行われ７月８日まで
続いた。２０km 圏内は汚染濃度が高く時期が少
し遅れても１３１I は測定できるだろうという希望
があったが，それは残念ながら考え落としであ

す３種類のデータが収集された。

!

地表から１m の高さでの空間線量率
（ µ Sv/

h）

"

地表から５cm 深さまでの土壌中の放射性
核種の量（Bq/m２）

ることが後でわかる。
同時に土壌試料を採取した場所における１m

#

地表から２
０cm の深さまでの放射性核種

（主に１３４Cs，１３７Cs）の浸透分布

高さでの空間線量率（１cm 線量当量率）の測

これらの結果について以下に簡単に紹介する。

定を行った。
採取した土壌試料は日本分析センターに送ら

なおこれらの結果は，文部科学省の放射線量

れた分以外は，全て東京大学 CNS を通して，

など分布マップ関連研究に関する報告書に詳細

Ge 検出器のある大学に配布し測定を行った。

に記載されている。報告書は http : //radioac

この測定には２１機関３４０人の科学者，学生な

tivity.mext.go.jp/ja/list/338/list-1.htmlのペー

どが参加した。 Cs， Cs からの γ 線は全て

ジ内の「東京電力株式会社福島第一原子力発電

のサンプルでクリアーに見えており，詳細な地

所の事故に関する報告書」という項に，まとめ

図を作れることとなった。しかし１３１I の γ 線が

られている。この中にはここに記述した土壌調

有意に検出されたのは４００か所あまりであった。

査だけではなく，農林水産省も含めた他の調査

大まかな地図上での分布は得られたが詳細につ

についても報告がなされている。また，文部科

いてはさらなる検討にゆだねられることになっ

学省の放射 線 関 連 の 多 く の 情 報 は http: / / ra

１
３
４

１
３
７
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dioactivity.mext.go.jp/ja/で見られる。
２・２ 空間線量率測定
空間線量率測定の結果は８月２日に約２２
００
か所の測定値をマップにして文部科学省が発表
し，東電福島第一原発から２０km 圏内を含む，
福島県，宮城県，茨城県における空間線量率が
大きなパターンを持っていることがわかった。
おおまかな分布は航空機による測定などで知
られていたが，実際の現地における密度の高い
図１ 測定の原理図

情報が得られたわけである。この空間線量率の
地域分布状況は後に述べる土壌中の放射性物質
の 分 布 と と も に 見 や す い 形 で http : //www.

２・４ ２０cm までの放射性物質の深さ分布

rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/に表示されている。

深さ分布については，今回の調査では，長さ
３０cm，直径６cm のパイプを使った土壌のコ

２・３ ５cm 深さまでの土壌中放射性物質量

ア採取を行い，そのコアを維持したまま非破壊

深さを５cm までとしたのは，次節で述べる

で，測定を行った。この部分については大阪大

放射性物質の深さ分布を参考にし，降下放射性

学の RCNP で全ての測定を行ったので少し詳

物質がそれまでの深さにほぼ全量含まれている

しく説明する。
２・４・１ 放射性物質の深さ分布の測定法

ことがわかっていたからである。
これらの土壌は下浦氏の稿に記述されている

放射性物質の深さ分布の測定はキャンベラ社

ような方法で日本分析センターや全国の大学・

製の Ge 検出器（相対効率２５％）３台を用いて

１
３
４

研究所に分散して測定され，８月２９日に Cs，

行った。測定の原理は図１に示した。Ge 検出

１
３
７

Cs の土壌中の放射能マップを文部科学省が

器の直前に厚さ５cm の鉛のコリメータを設置

発表，１３１I については９月２１日に発表された。

しスリットは５mm の開口とした。計数する γ

１
３
４

１
３
７

Cs と Cs の分布は，予想されたことでは

線 は１３４Cs か ら の６
０５keV 及 び７
９６keV と１３７Cs

あるが同じで，１３４Cs/１３７Cs 比（Bq/m２ での）は

からの６
６２keV が主なものであり，鉛の γ 線

１
３
１

全ての地点でほぼ１：１であった。一方， I/Cs

吸収係数を考慮すると，６
００keV ではコリメー

比は地点によって大きく変化することがわかっ

７×１０−３ に 減
タ で８．
６×１０−４，８００keV で は６．

た。傾向として南方向にヨウ素が多い。これは，

衰するので方向の選択は非常に良い。実際に位

いくつかの放射性物質放出イベントがあり，

置のプロファイルの分解能は FWHM で５mm

１
３
１

各々のイベントで I/Cs 比が違うこと，及び

程度であることがシミュレーションからも確認

各イベントごとに放出された放射性物質の流れ

０％ 程
できた。鉄パイプ中での γ 線の吸収は１

る方向が違うということの，反映であると理解

度であり，さらに全ての位置での吸収は同じな

できる。

ので放射線強度の深さ分布には影響を与えない。

土壌中でのセシウムやヨウ素の分布地図も
http : //www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/に見やす

このような検出器配置で円筒管を長さ方向に移
動させながら γ 線測定を行った。
土壌採取法や測定法に関しての可能な問題に

く表示されている。

対するさらに詳しい考察は文部科学省の報告書
に記されているので，そちらを参照されたい。
（ ３１ ）
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図２ パイロット土壌調査での深さ分布の測定の例

図３ 深さ分布の例
図中に示した３地点での放射性物質の深さ分布。各地点
で１３４Cs（６
０
５，７
９
６keV）
，１３７Cs（６
６
２keV）の３本 の γ 線
についてそれぞれの分布を示した。

２・４・２ 深さ分布の結果

５cm までの深さまでに９
０％ 以上含まれている

図２に示したものが５月にパイロットデータ

ので，土壌への降下量分布の測定には深さ５cm

として測定した深さ分布の例である。この時期

までの土壌を採取すれば良いと結論した。

１
３
１

には I も多く残っていてその深さ分布を知る
ことができた（図２左）。ヨウ素もセシウムも

６月には約３００か所でコア試料を採取したが，
そのうち深さ分布が可能な時間内で測定できる

（ ３２ ）
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図４ セシウムの浸透深さの分布
（a）２
０
１
１年６月に採取された土壌試料の結果，（b）２
０
１
１年１
２月及び２
０
１
２年３月に採取された
試料のデータ，黒で塗られた部分は２
０km 圏内での土壌試料のデータである。

試料は約１００であった。採取された土壌のデー

る深さ L１/１０ を使うこととした。

タ例として図３にいくつかの採取地 点 で の γ

L１/１０＝ λ ln１０＝２．
３０ λ

線の深さ分布を示した。どれもが深さに対して
指数関数の分布を示している。２
８N２６地点で

である。

は深くなるにつれて急激に放射線強度は減少し

２０１１年１２月と２０１２年３月に二度目の調査

ており，浸透が浅いことがわかる。１８mm で１/

を行った。３月には東電福島第一原発から２
０

１０になっている。一方１６N１８地点で は１/１０

km 以内の警戒区域でも採取を行った。事故か

になるのは深さ４８mm である。

ら約１年後の状況であるが，やはり指数関数の

１
３
４

１
３
７

また，これらどれを見ても， Cs と Cs の

深さ分布を示していた。
図４に L１/１０ の分布を示した。L１/１０ の平均 値

分布はほぼ同じであり有意な違いは見られない。
これらは同位元素であり化学的な性質は同じな

は昨年６月には３
１mm であったのが，今年に

ので浸透の振舞いが同じであることは理解でき

なって４３mm となっている。半年前より少し

る。

深く浸透しているとも見られるが，各々のデー
タの標準偏差が１
０mm 以上あること，採取さ

放射線検出強度の深さ分布は，
（
I x）＝I（０）ε e

れた地点が同じではない，などのためデータの

x
−λ

広がり（標準偏差）の範囲では有意の変化とは

で表される。ここで （
I x）は深さ x における放

いいがたい。今後この浸透が進んでいくかどう

射性物質の密度であり， ε は放射線の検出効率

か見守る必要がある。

である。今回の測定では測定の配置は一定であ

結果として，事故１年後においても土壌中の

るために ε は x に対して依存性を持たないの

セシウムは浅いところにとどまっており，より

で，減衰係数 λ は放射線の絶対値の測定なし

深く浸透していくという傾向は見つかっていな

７２に な
に 決 定 で き る。 λ は 強 度 が１/e＝１/２．

い。

る深さであるが，直感的でないので１/１
０にな
（ ３３ ）
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図５ γ 線の土壌中と空気中での減衰曲線
実線はエネルギー吸収係数から求めた減衰で，破線は γ 線吸収
係数から求めたもの。

ギー吸収係数による計算である。吸収係数によ

３． 土壌調査結果の示すこと

る計算は γ 線が散乱すれば消滅する計算とな

３・１ データを理解するための基礎知識

っているので，コンプトン散乱などエネルギー

土壌調査の結果とそれから得られる知見をま

が変化してさらに γ 線として伝播する部分は

とめる前に，必要な基礎知識を簡単にまとめて

無視されている。そのためエネルギー吸収係数

みよう。

による計算の方が空間線量を知るには現実的で

①

ある。これによると半分に減衰するのは１
２cm

放射性物質は上から降下してきた。特に降

雨により顕著に降下した。

深さであり，現在浸透している５cm 程度では

②

あまり減衰しないことがわかる。

放射性物質の多量な放出事象は複数回であ

横軸０より右は，空気中を γ 線が通過する

るが，土壌試料採取時の放出はそれらに比べて
無視できるほど少ない。

ときの減衰状況を示している。こちらの横軸の

③

単位は m であり，左側とは１
００倍違うので注

放射線の減衰
空間線量に対しては γ 線の影響がほぼ全て

意が必要である。２本の線はそれぞれ左側と同

であるので γ 線の挙動は重要である。 γ 線の

じ意味である。エネルギー吸収係数による曲線

空気中及び土壌中での減衰を図５に示す。図の

を見ると半分に減衰するには２
００m 程度の距

中で横軸の０より左は地表からの深さを示して

離が必要となる。空気中では γ 線の減衰は非

おり，グラフは地表からある深さ（単位は cm）

常に少ない。

１
３
７

の土壌中に Cs があるときに地表で観測され

④ 土壌放射能と除染効果

る γ 線の相対量を示している。０cm（地表）

このような γ 線の減衰や，散乱を考慮しシ

では１としてあり，深くなるにつれて地表での

ミュレーションを行ったのが図６である。ここ

γ 線強度が減衰していくことを示している。破

ではある地点の１m 高での空間線量がその地

線は γ 線吸収係数による計算で実線はエネル

点の周りの土壌の除染によりどう変化するかを

（ ３４ ）
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図６ 土壌放射線と除染効果

示している。除染を全くしない場合の γ 線強
度を１としてある。
注意しなければいけないことは， γ 線は地面
の方向からだけ来るわけではないことである。
空気によるコンプトン散乱などにより上からも
やってくる。図の中で除染半径０の軸上に０．
５７
の場所に円が描かれているが，これは１m 高
で下半球から来る γ 線の量である。すなわち
残りの４３％ は空気による散乱で上からきてい
ることになる。遠くからくる γ 線の方が散乱
角が小さくなるために，上からの γ 線により
多く寄与することになる。図によると１００m

図７ 燃焼で放出される粒子サイズとその量の
関係

の直径の土壌を除去しても，その中心で γ 線
は１/４にしかならない。
⑤

燃焼や爆発で放出される金属粒子の粒子サ

イズと分布

イズはその条件によって大きく変化するが，一
般的に大きなサイズになると急激にその数が減

爆発や火災で放出される金属粒子の粉じんサ

少する。その様子を観測した例として Mg の燃

（ ３５ ）
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の関数となっていることがわかる。

ヨウ素などの地域分布などの詳細がわかり，地
図としてまとめられた。
例として１３７Cs のマップを図８に示した。ほ

この図の場合粒子密度は粒子サイズの−１．
９乗

かの核種のマップは www.rcnp.osaka-u.ac.jp/

に比例している。
粒子の中に含まれている元素量はサイズの３

dojo/に示されている。
この分布からわかることは，原発から北西方

乗に比例するので，大きい粒子は数は少ないが，
元素の総量は多くなる。これは，場所による放

向に高い汚染地域があること，また逆に発電所

射能量の大きな揺らぎを作る原因となっている

の近くでも汚染の低い地域があることである。

と考えられる。

２km メッシュという生活する上で徒歩移動の

⑥

範囲でこれらのデータが得られたということが

半減期
主な放出核種は１３１I，１３４Cs，１３７Cs であり，そ

重要である。

れぞれの半減期は８日，２年，３０年である。そ
１
３
１

福島，二本松，郡山などいわゆる中通りの汚

のため，年単位の時間を考えると I の空間線

染が比較的高い。この地域は米どころでもある

量への影響は少なく，セシウムが放射線源とな

ので，米の汚染検査の重要性を訴えたが，この

る。

マップは将来の住民帰還時における安全性の保
証に必須なものである。

３・２ 得られた情報とその意味すること
①

②

この調査により，空間線量分布，セシウム，

同じ地点（３m×３m 内で５試料採取）で

も試料による放射線強度は大きく揺らいでいる。

（ ３６ ）

Oct．
２
０
１
３

谷畑：福島の土壌調査から理解できること

735

図９ 笹の葉の放射能分布

図９に２０１１年６月に採取した笹の葉の放射

が塊としてあるのに，新葉に吸い込まれた放射

能分布を示した。旧葉と書かれているものは事

能はほぼ一様に分布していることである。これ

故発生時にすでにあった葉で放射性物質の降下

は，植物には水に

を受けたものであり，新葉はその後に芽生えた

たものが吸い上げられているからである。逆に

ものである。新葉には強い放射線はほとんど見

水に溶け出さなければ植物にも吸い上げられな

えず，後で風などで飛んできたと考えられる少

いことになる。

溶け出して

の塊から外れ

数の放射能の塊が見える。それに加えて，薄く

実際，果樹園などで吸い上げられている放射

ではあるが葉脈が放射線を発していることがわ

能は，去年に比べて環境の放射線よりもより早

かり，地面からの吸い上げがあることがわかる。

く減少しているという話を聞く。これは最初に

旧葉の方は放射能の塊がばらまかれたように

溶けやすい成分が出て行った後には，残りの部

分布しており，そのばらまかれ方も非常に不均

分は溶け出さずその場にとどまっていると考え

一で，葉の上の場所によって大きく濃度が違う

れば理解できる。

ことは明らかである。また放射能は塊として降

③

下してきており，雨により降下したとしても，

１：１である。一方，１３１I/Cs 比は大きく変化す

水に溶けて一様になって降下したものではない

る。南方向でこの比が大きい。

１
３
４

Cs/１３７Cs の比は全ての場所でほぼ同じで

今回の事故は放射能の放出が違った場所から

ことがわかる。
これは，葉に見られるだけではなく土壌でも

複数回起こっている。放出源での１３１I/Cs の比

同じことである。図１０はいろいろな土壌にお

は大きく違っていると考えられる，例えば４号

ける放射能分布である。ここでも，ごま塩模様

炉の使用済み燃料の中には１３１I はほとんどない

の分布が見られ，一つ一つの塊の大きさもまち

と考えられる。一方１３４Cs/１３７Cs の比はある程度

まちである。

運転された炉や数年以内保管されている使用済

ここで重要な情報は，旧葉や土壌では放射能

み燃料の中ではその比はほとんど変わらないと

（ ３７ ）
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図１
０ 土壌における放射能の分布
（東京大学の中西友子氏のアイソトープ・放射線研
究発表会の図を使わせていただきました）

考えられる。

地上１m 高での空間線量は地中のセシウム

これらの理由により，１３４Cs/１３７Cs の比はどこ

量との比例関係が明らかで，森林中や近い場所

でも同じになると考えられる。また，この二つ

を除いて，空間線量は地中の放射性物質から放

の同位元素は化学的に同じ性質なので放出後の

出される γ 線によるものであることがシミュ

振舞いも違いを作る要因にはならない。一方，

レーションとの比較から理解できる。
（ただ，

１
３
１

I/Cs の比は，爆発で放出された放射能雲の

地表近くには β 線の影響もある）木や落ち葉

流れが爆発ごとに違えば大きく変化すると理解

（リター）にはまだ多くの放射性物質が付着し

できる。もちろん放射能の降下は大気の流れだ

ていることもわかっており，林や森など多くの

けでなく降雨の影響を強く受ける。

樹木がある場所では地中からの放射線に加えて

④

それらからの γ 線も重要である。

地中への浸透は５cm 程度でとどまってお

り，深くなっていくという傾向は今のところ見

⑥

航空機測定の校正
空間線量の直接の測定と航空機からの広域測

られない。
文部科学省の報告書の中に放射性セシウムの

定の比較を行うと，系統的な違いが見られる。

土壌からのセシウム抽出の測定がある。水に溶

図１１にその比較を示した。その一番大きな違

かして抽出する方法では，最大で１．
８％，ほと

いは，盆地部では航空測定が実際より高い値を

んどの土壌では検出できないほどしか抽出でき

示し（図では青い部分）
，山間では低い値を示

ないことがわかった。
（農業肥料に使われるよ

す（南側の茶色の部分）
。これらの違いは地形

うな酢酸アンモニウム抽出でも，多いところで

によるものであり，今回の直接測定の値と比較

１０％ 程度）これは，いったん土壌に吸着され

することにより航空測定の校正ができることに

たセシウムは非常に流れ出しにくく，浸透しに

なった。

くいものであることを示しており，コア試料デ
ータが半年以上変化していないこととも一致す

３・３ 調査結果が示すこと

る。

以上のようなデータと知識を総合すると，被

⑤

空間線量は地中のセシウムからの放射線を

考慮するだけでほぼ説明できる。

災地における今後の放射線強度の推移を予測す
ることができる。

（ ３８ ）
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図１
１ １m 高空間線量の実測値と航空機から測定された値の比較
地図上に円で示されたものが実測値を示しており，その下地としてべた塗りされているのが航空機によ
る測定値である。図は文部科学省の報告書から作成。

①
１
３
４

現在，放射線の発生源は，ほとんど全部が
１
３
７

流れた場合にそれに吸着されたまま流れ出す場

Cs， Cs であり，それは地表近くの土壌中，

合である。河川などで粒子の細かいもの（粘土

山林のリター中，木や葉の表面などに存在する。

質など）が堆積するところ，扇状地などは放射

セシウムとこれらの結合は強くセシウムだけが

性物質が今後蓄積される可能性が大きい。溝な

水などに溶けて流れ出すことはほとんどない。

どの粘土質の土がたまっているところに放射能

②

吸着は表面で起こっているので，砂などの

が蓄積されることはすでによく知られているこ

サイズが小さいほど単位体積あたりの放射性物

とである。これが，大規模な形で今後起こる。

質量は多くなる。
③

農地では土壌を一定の深さで撹拌するので放

川などにセシウムが移動するのは，雨水に

射性物質密度は一般的に減少する，しかし水田

セシウムが溶けて流れ出すのではなく，土砂が

においては水中で土壌を撹拌する。この場合に

（ ３９ ）
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図１
２ 空間線量の変化（赤線）
放射性セシウムは崩壊以外には減少しないとした場
合の概算。１
０年後でも昨年８月の３
０％ の放射線量
が残ることになる。放射線量が桁で減少するのは，
ずっと先のことである。

は細かい粒の土が上に層を作るため，かえって

⑥

このように，土壌やリター自体の移動なく

表面の方で放射性物質密度が高くなる可能性が

しては，セシウムは移動しない。深さ５cm ま

高い。注意が必要である。

での土壌が通常の状態で流れ出すには相当の年

④

月がかかるので，土壌の放射線環境は自然には，

森林のリター（落ち葉）には多くの放射性

物質が含まれるが，これもそのままでは水に溶

ほとんど変化しないことになる。汚染された土

けて流れ出ることは少ない。しかし葉の腐食が

地の放射線環境が自然に改善されることは全く

進み分解されるとこれが雨などにより流され，

期待できない。

それとともに放射性物質は移動する。森林の葉，

⑦

特に常緑樹は何年かかけて落葉する。そのたび

セシウムの半減期によって決定される。測定か

に地上には新しい放射性物質が供給されること

ら 昨 年８月 の 時 点 で１３４Cs と１３７Cs の 比 は ほ ぼ

になる。すなわち，木の葉とリターを除かない

１：１であるとわかっている。ただ空間線量に

限り，今後数年以上にわたって森林帯では地上

すると１３４Cs の方が２倍以上多くの γ 線を出す

への放射性物質の蓄積と，腐敗による流れ出し

ので，空間線量としては１３４Cs の寄与が大きい。

が続く。流れ出したものは上記③の土砂ととも

それを考慮に入れると，空間放射線の減衰の様

に流れが緩くなる場所（湖，扇状地，棚田，三

子は図１２のようになる。１
０年たっても約１/３

角州，河口付近）などに堆積する。

しかならない。１/１０になるのは１
００年以上の

⑤

期間が必要である。

土壌への浸透は非常に遅い。深さ方向への

それゆえ，今後空間線量の変化はほとんど

放射性物質分布が指数関数的であるということ

⑧

は，雨に含まれて降下してきた放射性物質が土

日くらいその場所に滞在できるのか，年間の積

この放射線量の減衰量を用いると，年間何

壌中を一定距離しみこむときに，一定の比で土

算線量上限を決めた場合にそのレベルに空間線

壌に吸着されたことを示している。事故１年後

量が下がるまでに何年かかるのかなどの図を作

でも同じ分布をしているということは，その後

ることができる。その例として年間積算線量が

の拡散は非常に遅いということであり，すぐに

９mSv まで下がるのに要する年数を示したもの

深く浸透していくことは考えにくい。それゆえ，

が図１
３である。このままでは１
００年たっても

水にほとんど抽出されないということも含めて，

帰れない場所がある。

地下水への混入は考えにくい。
（ ４０ ）
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図１
３ 年間積算線量が９mSv 以下になるまでにかかる年数

４． 最

後

学の機敏な対応がこのような活動を可能にした

に

といえます。大学を誇りに思うとともに，ここ

ここに記した土壌調査の紹介は，文部科学省

に深くお礼申し上げます。

が主催した調査のごく一部であるが調査の骨格

得られたデータや知識は被災者の方々のため

をなす部分である。このような結果を得ること

に最大限に利用されるべきものです。今後どの

ができたのは，何百人にも及ぶ科学者の危機感

ような施策に使われていくのかは，いつまでも

とボランティア精神があってのことである。

科学者の目で見守っていく必要があります。た

各々の方の中には被災者関係者から，ただ単に

だ残念なことに個々の科学者として施策を提案

放射線研究に関連していたという方などがおり，

したり作り上げたりすることへの直接の貢献は

各々のストーリーが刻まれているはずである。

ほとんどできない状態です。

しかし，これら一人一人違った状況の下に，こ

今後，どうすればよいのかが，常に私たち自

のような献身的な努力の集積として短い期間の

身が問い続けていく問題になっているのです。

うちに詳細なデータを得ることができたことは，

２
０
１
２年１
０月１日記

データとともに活動の記録として将来の歴史の
中に残るものと期待できる。
謝

Author

辞

このプロジェクトに参加された方に，この場

Sampling and Mapping of Soil Contamination and

を使って深い感謝の意を表したいと思います。

What We Have Learn from It

本当に有り難うございました。

Isao TANIHATA : RCNP, Osaka University

また，本文中にも書きましたように，大阪大
（ ４１ ）
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特

集

東京電力福島第一原子力発電所事故による
環境汚染調査に関する日本学術会議の動き

!思

柴田

日本アイソトープ協会

１． 大規模な放射線事故に伴う環境汚染に関
する必要な措置について

ニングに参加している。スクリーニングに参加
した研究者の間では土壌に沈着した放射性物質
の調査の必要性が認識されていた。特にチェル

東京電力福島第一原子力発電所事故のように

ノブイリ原発事故で放射性ヨウ素の取り込みが

原子炉から大量の放射性物質が放出された場合

小児甲状腺癌の急増をもたらしたことから，１３１I

の事故を想定すると，緊急対策の最も重要なも

の半減期８日を考えると早急な調査が必要であ

のは人々を放射線被ばくから守る対策である。

り，広い領域での試料採取とそれらの試料の測

放射性物質の放出の量に依存してとられる対策

定には大勢の人の協力が必要となる。このため

も異なる。とられる措置として，避難，屋内退

には日本学術会議からの提案があると各大学が

避，立ち入り制限区域の設定などが考えられる。

参加しやすいという意見があった。

避難した人々が帰宅するにあたり，放射性物

第２１期日本学術会議では東日本大震災に対

質による汚染状況の把握は最重要課題となる。

応するために３月１８日幹事会声明を公表する

放射性物質の沈着状況の調査がどのように行わ

とともに緊急集会「今，我々にできることは何

れたか，日本学術会議がどのようにこの調査に

か？」を開催した。ここでの議論を集約した緊

寄与したかについて記す。なお，日本学術会議

急報告が３月２１日に公表された。その中で「東

は東日本大震災後に，２１期では東日本大震災

日本大震災対策委員会」の設置が述べられてい

対策委員会，２２期では東日本大震災復興支援

る。そこで，早急な調査を必要と感じていた研

委員会及び東日本大震災に係る学術調査検討委

究者は，土壌に沈着した放射性物質の緊急調査

員会を設けて，いろいろな活動をしている。こ

の必要性に関する提言案をまとめ日本学術会議

れらの活動内容は日本学術会議のホームページ

に緊急提言を公表することを働きかけた。これ

に公表されている。

に対し，東日本大震災対策委員会ではこの提言

２． 放射性物質の沈着状況調査に関する動き
核物理分野では，放射線測定の専門家も多く
早くから事故調査に関する関心が高く，具体的

を取り上げ，４月４日に第二次緊急提言「東電
福島第一原子力発電所事故後の放射線量調査の
必要性について」
（参考資料１参照）として公表
した。

な活動を始めるために３月１６日に大阪大学核

これに対応する大学関係者の動きは以下のよ

物理研究センターにおいて福島支援の集会が開

うなものであった。平成２３年４月１１日に大阪

かれた。３月２０日には大阪大学核物理センタ

大学核物理研究センターで，核物理関係の研究

ーや東京大学原子核科学研究センターが中心と

者の集まりが開かれた。平成２３年４月１３日に

なり，福島県の県民の放射線被ばくのスクリー

は東京大学理学部において，第１回の核物理分

（ ４３ ）
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野の研究者と地球惑星科学連合に所属する研究

壌濃度マップが平成２
３年１０月３１日に公開さ

者による合同会議が開かれ，
「環境放射線核物

れている。

理・地球科学合同会議」による調査の必要性が

原発事故による環境汚染調査検討小委員会で

議論された。平成２３年５月２日東京大学理学

は，文部科学省のプロジェクトで進められてい

部において，第３回の環境放射線核物理・地球

る陸域の土壌調査について審議し，陸域でのよ

科学合同会議が開かれ，文部科学省に大規模な

り広域の調査及び海洋における調査が重要であ

土壌放射線測定の実施を働きかけるとともに，

るとして，これらの必要性を緊急提言として公

日本学術会議に「原発事故による環境汚染調査

表するように日本学術会議に働きかけた。この

に関する検討小委員会」の設置と活動の必要性

提言は第七次緊急提言「広範囲にわたる放射性

を訴えた。この小委員会は４月２８日に総合工

物質の挙動の科学的調査と解明について」
（参考

学委員会・事故対応分科会の下に設置された。

資料２）として平成２
３年８月３日に公表され

一方，政府側の動きとして，平成２３年４月

た。その後，原発事故による環境汚染調査に関

２２日に，政府原子力災害対策本部は「環境モ

する検討小委員会では，東電福島第一原発事故

ニタリング強化計画」を決定し，環境モニタリ

による被ばく線量の把握のためには，①事故初

ングの測定，データのとりまとめと公表を一元

期の観測データが必要であり，放射線測定器を

的に実施する機関として文部科学省を指定した。

所持する多くの大学や研究機関等で事故初期に

文部科学省は平成２３年５月１１日にモニタリン

測定されたデータを保有している可能性があり，

グ強化策の一つとして，陸域モニタリングの結

必ずしも全てが公表されているとは限らないと

果に基づく放射線量分布等マップを作成するこ

考えられること及び②放出された放射性物質の

とを示した。文部科学省はこれを実施するに当

拡散シミュレーションは国内及び国外の研究機

たり，農林水産省，日本原子力研究開発機構，

関で開発されていて，同一初期条件での計算結

大学等と連携して福島県を含む広域で土壌試料

果を比較することにより，その信頼性を評価す

の採取，分析を実施することとした。調査範囲

ることが重要であることから，データを発掘す

として，東電福島第一原発から８０km 圏内を２

るためのワーキンググループとシミュレーショ

km×２km のメッシュ，８０〜１００km 圏内，１
００

ンワーキンググループを設置し，現在活動を続

km 圏外の福島県全域について，１０km×１
０km

けている。

のメッシュとした。
土壌試料採取 は６月６日 〜６月１４日，６月

Author

２７日 〜７月８日の間に行われ，線量測定マッ
プが平成２３年８月２日，放射性セシウムの土
壌濃度マップが平成２
３年８月２９日，１３１I の土
２
３
８

Actions of Science Council of Japan for Fukushima

壌 濃 度 マ ッ プ が 平 成２３年９月２１日， Pu，

Daiichi Nuclear Power Plant Accident

２
３
９＋２
４
０

Tokushi SHIBATA : Japan Radioisotope Association

Pu の測定結 果 及 び８９Sr，９０Sr の 測 定 結 果
１
２
９m

が平成２
３年９月３０日，

１
１
０m

Te 及び

Ag の土
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参考資料１ 日本学術会議東日本大震災対策委員会の資料より

東日本大震災に対応する第二次緊急提言

福島第一原子力発電所事故後の
放射線量調査の必要性について
平成２３年４月４日
日本学術会議東日本大震災対策委員会
福島第一原子力発電所の事故により，発電所から３
０キロメートルに及ぶ広範囲に
わたり，高い放射線量率が観測されている。測定結果によれば，比較的距離の近い場
所でも地点間の測定値の開きは大きいため，避難地域での復興活動及び避難している
人々の帰還時の安全性の保証には詳細な汚染分布が必須となる。必要な測定点の数は，
核種分析に用いる試料採取点を１キロメートル四方に１点とすると，約１，
５００点，汚
染測定に用いる試料採取を数百メートル四方に１点とすると，約１５，
０００点となるが，
この規模の測定はこれまで行われていない。
このためには，多数の測定者による大規模調査が必要であり，大学等の協力を得て
早急に実施することが望まれる。
測定すべき項目は，地表の表面汚染，空気中放射能濃度，地表の放射線量率，住民
の被ばく線量等である。
資料：測定計画の１例
測定計画に含まれる項目としては，例えば，
１． 地表の表面汚染検査
原発周辺：３０km の範囲を１×１km のメッシュで５―１０cm の深さまでの土壌のサ
ンプリングを行い，放射性元素の分布を測定する。サンプル採取時にサーベイメータ
による放射線量率を測定する。
また，これと並行して，土壌サンプルを数百メートル四方に１点程度採取し，GM
検出器による測定で詳細分布を測定する。
（この測定は，今後の農業活動にとって最
も重要なデータとなる。また住民の生活環境の放射線強度の基礎データとなり，避難
から戻ったときの安全確認の根拠となる。また，科学的な解析や将来のためのデータ
ベース作りの基礎ともなる。）
２． 空気中放射能濃度の測定
地表の放射性元素分布の測定と同じ場所で，エアサンプラーによる試料採取を行い，
空気中濃度の分布を測定する。

（ ４５ ）
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３． 住民の被ばく線量
現在既に行っている住民へのスクリーニングに加えて，特に避難者を中心に協力を
依頼し，I-１３１と Cs-１３７を甲状腺及び全身カウンターで計測する。事故時前後のその
人の生活歴を同時に記録する。
などが挙げられる。
放射線計測・調査は多くの専門家の動員と大規模なサンプリングが必要である。ま
た，寿命の短い I-１３１のような同位体もあり，早急に測定を開始することが望ましい。
土壌への放射性物質の含有量は雨の影響を大きく受ける。そのため６月の梅雨まで
の間に最初の網羅した測定をしておくことがその後の測定の基準としても最重要なこ
ととなる。
サンプリング数は，一カ所で複数の土壌を採取する場合，５，
０００を越すサンプルと
なる。また数百メートル四方で１点の場合のサンプル採取点数は１
５，
０００点に上るの
で，大がかりで系統的な行動が必要とされる。
そのため，政府主導の下，各大学の協力を得て，上記のような計測調査を行う体制
を早急に作ることが肝要である。

参考資料２ 日本学術会議東日本大震災対策委員会の資料より

東日本大震災に対応する第七次緊急提言

広範囲にわたる放射性物質の挙動の
科学的調査と解明について
平成２３年８月３日
日本学術会議東日本大震災対策委員会
東日本大震災で発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故で，放射性物質が大
気と海洋へ放出され，広い地域に沈着している。復興計画や避難住民の帰宅に際し，
詳細な沈着状況分布の早急な調査が必要であることは，日本学術会議の第二次緊急提
言としてすでに公表されている。現在，文部科学省が中核となり福島県を中心に近隣
県の一部を含めた空間線量および土壌への沈着状況の詳細調査が行われており，８月
には分布マップの公表がなされる予定である。
この事故で放出された放射性物質の挙動については，海洋を含めた広い地域への分
布状況を継続的に調査し，地球規模での拡散による国際的な影響について情報を発信
することが我が国の責務である。必要な調査として，福島県及び近隣周辺の各県だけ
でなく更に広範囲の，空間線量率の調査，土壌の調査，野生動植物の調査，森林から
河川さらに海洋への挙動調査，海底堆積物の調査，海水調査などが挙げられる。各省
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庁や自治体等でこれらの測定が行われている例もあるが，それぞれが必要とする目的
のための調査となっていて，データフォーマットも様々である。また，広範囲の挙動
を解明するためには，試料採取，測定方法，測定日時，気象条件などを定めて，可能
な範囲での統一的な調査が重要であるとともに，データの収集・集約が必要である。
また，長期にわたる調査が必要な調査項目を明らかにしなければならない。
加えて，これらの調査結果からだけでは，挙動を解明することは困難で，移行モデ
ルによる解析が必要である。すでに行われている調査結果や今後の調査結果を取り入
れて現状把握と将来予測をするには現行のモデルだけでは不十分で，より適切なモデ
ルを作成し，広い地域へ移行していく挙動を明らかにすることが重要な課題である。
これらの長期にわたる調査及び結果の保存，データベースの作成と維持管理，移行モ
デルによる解析などは関係機関が協力して行う必要がある。いうまでもなく，得られ
た結果は国際的に公開されなければならない。現在から将来にわたり国民が安全で安
心して生活するために，また，国際社会の関心に応えるために，国は学術界の協力の
下に，放射性物質の挙動を科学的に解明しなければならない。日本学術会議は，放射
性物質について，以下を実施することを提言する。
１． 広範囲な環境の調査や海洋調査等を行うこと，そのために必要な長期にわたる調
査計画をとりまとめること，さらに，広範囲にわたる挙動の解明を長期的かつ継続的
に行うこと。
２． これまでに行われた多くの調査結果および今後の調査結果を，統一フォーマット
でデータベース化し，全世界の研究者に公開すること。
本提言が，関係省庁，自治体及び事業者が行っている放射線モニタリングの調整等
を行うために文部科学省に設置されたモニタリング調整会議において検討されること
を要請する。

（ ４７ ）
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特

集

原子核物理学者による環境放射線の大規模緊急測定と
そこから学べること
大塚孝治
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻・同研究科附属原子核科学研究センター

１． 始

め

たかを簡単に報告したい。

に

２． 初期の活動

東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一
原子力発電所（以下「東電福島第一原発」とい

３月１１日の東日本大地震の後，冷却不可能

う。）の事故による周辺環境の放射線汚染はか

となった原子炉から，原子炉内の核分裂生成物

つて経験したことのない被害と脅威を日本社会

である１３１I，１３４Cs，１３７Cs などが大気中に放出さ

に与えた。特に放射線汚染は，何が起き，これ

れ，福島県東部を中心に広範囲に広がった。ま

から起きようとしているのかが誰にもよくわか

ず懸念されたのが人体への直接的な影響である。

らない，という点が，他の災害と異なる大きな

これに対しては，放射線医学，電力，自治体の

問題点であったと思う。それが個人，集団，国

保健業務，放射線関連産業などの関係者が全国

家全体に対して大きな不安，さらには恐怖の念

から福島県に集まり，避難住民や事故対応作業

を起こさせた。半世紀前の台風はやや似た性格

者に対する放射線計測（被ばくスクリーニン

を持ち，台風の居場所がわからないために洞爺

グ）が，福島県の統合的な指揮のもとで大規模

丸事件なども起きた。その後，科学的な対策が

に行われた。その中に，ボランティアとして参

進歩して，同じ型の台風災害はなくなったが，

加した原子核物理学の研究者も含まれていた。

集中豪雨は地球温暖化の影響もあって「予想を

３月３０日の福島県災害対策本部のプレスリリ

はずれて突発的に」起こることが続いており，

ース資料などをもとに推計すると，３月２
２〜

科学と災害の戦いは単純ではない。

２８日の１週間での被ばくスクリーニングにお

東電福島第一原発事故では，被害地域全体に

ける原子核物理学関係者の寄与は１
５％ くらい

わたっての放射線汚染状況の正確な測定とそれ

であった。この活動においては，大阪大学核物

に基づく予測が緊急に必要なことであったが，

理研究センター（以後，RCNP と略称）の研究

震災直後にはできていなかった。少なくとも我

者有志が司令塔的な中心的な役割を果たし，日

が国にはそのような大規模で精密な放射線計測

程調整などにより全国の原子核物理研究者ボラ

を実行する組織はなかったし，今もない。個別

ンティアがより適切に福島へ行けるようにした。

の対象に対する放射線計測そのものは十分に発

これには同センターの谷畑勇夫氏，藤原守氏，

達した技術であるが，今回の災害においては，

民井淳氏，保坂淳氏らが尽力された。事故直後

大規模，精確さの維持，迅速の三つを満たして

から４月初めまでは，東日本は余震，電力不足

の調査が要求されることになった。そのような

のために活動が大幅に制限されており，関西地

活動に原子核物理学のコミュニティが，地球科

区中心のこのような活動の意義は大変大きかっ

学コミュニティとともにいかに取り組んでいっ

た。それでも３月中から東京地区からもスクリ
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ーニングのボランティアが，RCNP による調整

ある。このような体制作りには，有馬朗人元文

のもとで続々と現地に出向いて行った。筆者が

相，文部科学省の関係者の皆様，東京大学を始

センター長をしていた東京大学原子核科学研究

めとする各大学の理事から事務方の皆様など，

センター（以後，CNS と略称）からも４名が

関わった全ての方が前向きに動いてくださった。

参加した。機関としても寄与すべくボランティ

福島支援の活動に機関として関わることに躊躇

ア活動への費用援助に加え，さらに RCNP と

するところもかなりあったのは筆者にはやや驚

の司令塔業務の分担も探ったが，先行している

きであったが，個人ベースの参加は裾野が広か

ところとの分担の複雑さなどもあり実現には至

った。予算面でいえば，文部科学省から特別な

らなかった。その間 RCNP の有志の方々によ

処置をしていただくことを期待していたのであ

る司令塔作業は膨大な量になり，それにもかか

るが，実現できなかった。予備予算的なものは

わらず作業をやり抜いたのには敬意を表したい。

全て復興事業に投入してあり，大学関係者の活

被ばくスクリーニングにしても，後で出てく

動は各大学で面倒を見てほしい，ということだ

る土壌放射線調査にしても，原子核物理学の研

ったようである。実際多くの大学でそのような

究者は，放射線医学や環境放射線の専門ではな

対応がなされた。このことは後の活動に多少関

いので，いわば素人である。しかし，放射線測

わってくる。なお，被ばくスクリーニングの結

定の専門的なスキルは持っており，基礎知識は

果については，本特集でも取り上げられている。

十分にある。実際，放射線測定の最先端研究の

幸いなことに初期調査では重大なものは見つか

大きな一翼を担ってきたのは原子核物理学であ

らなかった。その後の諸調査においても，問題

る。また，この集団は放射線を不必要に怖がっ

のある事例でも経過観察のレベルに留まってい

て活動を制約してしまうこともない，放射線に

る，と聞いている。

関してはプロの集団である。そのような集団が

４． 環境放射線核物理・地球科学合同会議

未曾有の困難である大震災後の放射線汚染にボ
ランティアの精神で臨んだ活動について報告さ
せていただいている。

被ばくスクリーニングと並行して，当初から
懸念されていたのが，土壌や水などの環境への
放射線汚染である。４月１
１日に RCNP にて，

３． 土壌放射線の調査へ向けて

福島での放射線汚染に関する緊急集会が開かれ

東京でも，震災から半月経った４月上旬頃か

た。筆者も参加した。そこでは被ばくスクリー

ら組織的な活動が始められた。その中で，文部

ニングに関する報告などがあったが，新たな課

科学省の担当であった科学技術・学術政策局長

題として土壌の放射線測定が議論された。また，

合田隆史氏らにお会いして，大学などの研究者

この会合には筑波大学の恩田裕一氏ら地球環境

が福島地方でスクリーニングなどを円滑に行う

で放射線を専門にしている研究者が数人いらし

ための，諸方策についてお願いや相談をし，大

ていて議論に参加された。筆者にとっては初め

変強い精神的な支援・支持をいただいた。例え

てコンタクトを取れることになった。

ば，そのような活動を略称「ふくしま環境安心

その少し前から，東京大学理学系研究科では，

プロジェクト」
（正式名称「福島地方環境安心確

放射線汚染に関して CNS を拠点として活動を

認大学連携プロジェクト」）のもとで行うことに

始めていた筆者らに，当時の理学系研究科長で

同意いただいた。支援活動の中には完全に個人

ご自身も地球環境分野の研究者である山形俊男

の資格で行うものがいい場合もあるが，個人ベ

氏から，地球科学で関心を持っている研究者を

ースでは動きにくいこともあり，公的に認めら

紹介いただいた。その窓口が東京大学大気海洋

れることが有用，あるいは，必要なことも多々

研究所の中島映至氏であった。このような流れ

（ ４９ ）
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の中で，４月１３日には原子核物理学分野と地

Vol．
６
２，No．
１
０

科）

球環境分野の合同の検討会が東京大学本郷キャ

大瀧

ンパスの理学部１号館で開かれた。合同して活

慈（広島大学原爆放射線医科学研究
所）

動を進めることとなった。これが，大規模土壌

大塚孝治（東京大学理学系研究科原子核科

調査の始まりである。

学研究センター）

この会合の２回目が４月２０日にやはり東大

恩田裕一（筑波大学大学院生命環境科学研

本郷で開かれた。今後の活動を議論した結果，

究科）

土壌試料採取と得られた試料の放射線計測を直

篠原

ちに行うこと，そのためのプロトコルを早急に

柴田

厚（大阪大学大学院理学研究科）

!思（日本原子力研究開発機構

作成すべきことが合意された。その会議には，

J-PARC センター）

プロトコルの案が恩田氏，星正治氏（当時広島

下浦

大学），高橋嘉夫氏（広島大学）によって出さ

享（東京大学理学研究科原子核科学
研究センター）

れた。これは大規模調査のプロトコル作成に大

杉浦紳之（近畿大学原子力研究所）

きな寄与をした。

高橋嘉夫（広島大学大学院理学研究科）

この会議で暫定的にできあがったプロトコル

５月２日欠席

にもとづいた土壌試料採取が４月末から５月初

谷畑勇夫（大阪大学核物理研究センター）

めにかけて行われた。得られた土壌試料の放射

鶴田治雄（東京大学大気海洋研究所）

線計測は CNS，首都大学東京で行われた。

中島映至（東京大学大気海洋研究所）

並行して，５月２日にも会合が東京大学本郷

藤原

で行われ，この組織を「環境放射線核物理・地

星

球科学合同会議」とし，当面のプロジェクトを

守（大阪大学核物理研究センター）
正治（広島大学原爆放射線医学研究
所）

「福島県環境安心確認プロジェクト」と呼ぶこ

桝本和義（高エネルギー加速器研究機構放

ととした。ここで，この会合へ出席が予想され

射線科学センター）

た方のリストを以下に示す。実際に出席された

村松康行（学習院大学理学部化学科）

かどうか，この会合にだけ出席したのか，など

５月２日欠席

は当時の急速に事態が動いていた中では，記録

吉田尚弘（東京工業大学大学院総合理工学

することはできなかった。しかし，ここに名前

研究科）

が上げられた方々は主体的にこの活動に関わっ

政府機関（非公式）：

たのは確かである。なお，ここには名前が落ち

五十嵐康人（気象研究所）

てしまった方もいるかも知れないことは予めお

行政（メンバーではなく，関係者として出席

詫びしておきたい。また，所属は当時のもので

していただいた）：

ある。

齋藤大地（文部科学省放射線規制室）
板倉周一郎（文部科学省基盤政策課長）

大学等：
池田元美（東京大学大気海洋研究所）

なおここにはないが，日本原子力研究機構（以

井手口栄治（東京大学理学系研究科原子核

下，JAEA と略称）の斎藤公明氏が JAEA を

科学研究センター）

代表してこの活動に大きな寄与をしてくださっ

植松光夫（東京大学大気海洋研究所）

た。JAEA は，大学・研究機関の集まりである

占部逸正（福山大学工学部）

「環境放射線核物理・地球科学合同会議」とは

海老原充（首都大学東京大学院理工学研究

独立に動いたが，後で行われた大規模調査での
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土壌試料採取や放射線測定は同じ方式で分担し

それが実現される運びとなり，５月１
９日に発

て行った。

表された。関係各位のご努力に感謝したい。文
部科学省の扱う分と農林水産省の扱う分の二つ

５． 大規模調査へ向けて

が同時にでき，後者は農地の調査，前者は農地

５月２日の会合では，土壌試料採取と測定を

以外が対象である。
「環境放射線核物理・地球

大規模に行うことの必要性を認識し，その準備

科学合同会議」は文部科学省の方を担当した。

としてのパイロット採取・測定を CNS，首都

なお，文部科学省では，
「放射線量等分布マッ

大学東京，大阪大学理学部，RCNP，JAEA に

プの作成等に係る検討会」によりこの事業を統

て直ちに行うこととなった。上記の暫定プロト

括することにした。つまり，
「環境放射線核物

コルがさらに改良された。プロトコルに関する

理・地球科学合同会議」は文部科学省とは独立

議論の詳しい内容は，本特集の下浦氏の記事な

な，研究者が自発的に集まってできた組織であ

どを参照されたい。これらの活動をパイロット

る。別のところで書かれていると思われるが，

調査と呼び，その結果は本特集の中で（p．
７５２

日本学術会議においても，大規模な土壌調査の

〜 p．
７６０）別に報告させていただく。この時期

必要性を関係者に訴える努力をされてきた。

１
３
１

には， I が崩壊しないでかなり残っており，

６． 大規模調査の開始

貴重なデータとなっている。
パイロット調査とは別の大規模な調査を２

大規模調査の具体的な内容は本特集の別の記

km 四方のメッシュで行うのを目指すことにな

事に書かれているのでここでは触れないが，土

り，それに必要な γ 線のゲルマニウム検出器

壌試料採取と放射線測定の準備が完了して，開

を提供してもらえるかどうか，という調査を全

始を待っている状態となった。６月３日には，

国の原子核物理学，及び，核化学（地球環境科

この活動に協力して欲しい旨の呼びかけが東京

学）の研究グループに一斉に尋ねた。その結果，

大学と大阪大学の総長から全国の大学に送られ

後で行われた大規模測定には２
１研究機関から

た。事務的な手続きが終わり，科学技術戦略推

の測定グループが参加した。

進費が実際に使えるようになったのは６月６日

おそらくは，研究者レベルでの以上の活動を

であったが，４日から土壌試料の採取訓練が始

受けて，文部科学省での国としての活動に向け

められていた。８日にはゲルマニウム測定器に

ての位置づけを目指した動きが表面化してきた

よる測定が開始された。

のが５月１０日頃である。

土壌試料は次のように採取された。東電福島

５月１２日には，大阪大学にて会合が開かれ，

第一原発から８０km 圏内では２km メッシュで，

深夜までかかって，具体的な作業の打ち合わせ

その外側の主には福島県の地域では１
０km メ

が行われた。例えば，土壌試料数をどうするか，

ッシュで区切り，その中で１地点を選んで，そ

という点に関しては，１地点から５試料を取る

こから５試料を採取した。その結果，地点数は

のがいい，ということが確定していったのはこ

約２２００で，試料数は約１１０００個となった。こ

の時期である。国としての方針は確立されては

れが約２週間で採取された。毎日朝にミーティ

いなかったが，見切り発車で具体的な事項を決

ングを開き，図１には，ボランティアがそれに

めていったのである。

出席している様子が示されている。夕方には採

文部科学省でも余分な予算はない，というこ

取した土壌試料を持ち帰り，段ボールにつめる

とを始めの方で述べたが，政府関係者の尽力の

作業などをした。図２にはその様子が示されて

結果，経緯については私どもには不明であるが，

いる。

総合科学技術会議の科学技術戦略推進費の形で
（ ５１ ）

採取された土壌試料のうち，半分弱は日本分
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図２

図１ 土壌試料採取前の朝のミーティング。藤原氏
提供。

土壌試料採取後の様子。

験によっても大量にばらまかれている。しかし，
年数が経っているために寿命の短い１３４Cs が先
になくなり１３７Cs だけになっている。それと，

析センターへ，半分強は大学側のハブとなった

東電福島第一原発事故由来のものは１３４Cs がど

CNS に全て送られて，ラベルのチェックなど

のくらいあるかを見ればわかり，有用な判別法

を行った。その後，CNS 自身を含め全国の２
１

となった。

機関の測定グループに送られて測定が行われた。

航空機や自動車に積んだ装置で空中の放射線

これは大学の教員が片手間でできるようなこと

強度を測るのは比較的容易で，特に広範囲のデ

では到底なかったのであるが，科学技術戦略推

ータを取るのに適している。しかし，それと土

進費が通っていたので，この作業を専門にする

壌中の放射線強度の関係がわからないとデータ

人を雇用でき，終えることができた。これに関

としての有用性が十分でない。今回の大規模調

わる報告も下浦氏の記事に詳しい。

査によって，この関係が明らかになり，空中で
の放射線測定だけでも信頼できる調査とするこ

７． 大規模調査の成果

とが可能になった。

大規模調査の結果のまとめは，平成２４年３

今回得られたデータは公開されており，デー

月に文部科学省から公表され，詳しい報告を

タベースとして今後も様々な研究や調査に活用

web で見ることもできる。なお，現在はこれ

ができる。

らの業務は原子力規制委員会に移管されている。

８． 研究者集団の観点から見た意義

特に重要と考えられる成果について簡単に述べ
たい。

東電福島第一原発事故による周辺環境の放射
１
３
４

１
３
７

セシウム同位体は Cs と Cs が大気中に大

線汚染への対応では，既に述べたように，原子

量に放出されたが，この事故では平成２３年６

核物理学の研究者は，放射線医学や環境放射線

月の時点で，それらがベクレル数でいってほぼ

の専門ではない専門外の人間である。しかし，

同量であることがわかった。このことは，非常

放射線測定には通じており，さらに，放射線の

に高い精度でどの地点でもいえている。この事

危険を避けつつ活動をする方法やその規則をよ

実は，後で行われた様々な調査において，放射

く習得しており，放射線に関してはプロの集団

性セシウムが検出された場合に，それが福島原

である。そのような集団が東電福島第一原発事

発事故由来のものかどうかを判定するのに非常

故による放射線汚染の対策に，ボランティアの

に有用な手段となった。放射性セシウムは，米

精神で個人の立場で参加しながら，全体として

ソ英仏中の５大国による原水爆の大気圏内核実

は大変統率のとれた行動となったのは特筆すべ

（ ５２ ）
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大塚：原子核物理学者による環境放射線の大規模緊急測定とそこから学べること

きことであろう。研究者を一つの方向性に向け
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益なことではないか，と考える次第である。

るのは困難であるが，必要になれば不可能では

この稿を締めくくるにあたり，大学院生のよ

ない，ということは今後へ有用な知見と思われ

うな若手研究者を含め，多くの方々が幾多の困

る。

難を乗り越えて，自発的にこの活動に参加され

今度の事故では，大規模で，精確，迅速な測
定が要求された。しかし，多数の参加と，共通

たことに改めて敬意を表し，また，ご協力いた
だいた多くの関係者に感謝申し上げたい。

のプロトコルによる信頼度の高いデータ，は基
本的に相反することであり，さらに迅速さも含

Author

めれば三つの相反することをまとめあげていっ
たことになる。プロトコルの策定は重要である
が，小規模なテストを経て段階的にできあがっ

Large-Scale Emergency Measurement of Environ-

ていくものであることも改めて認識された。

ment Radiation by Nuclear Physicists and What We

元々はばらばらであった研究者の集まりを以て

Can Learn from It

しても，このようなことが可能である，という

Takaharu OTSUKA : Department of Physics and Cen-

点も今後記憶に残しておくべきであるし，今後

ter for Nuclear Study, Graduate School of Science,

起こり得る何らかの有事の際に，関係する研究

The University of Tokyo

者を動員することを予め検討しておくことも有

（ ５３ ）

RADIOISOTOPES ，６２，７５２‐７６０（２０１３）

特

集

パイロット調査による１３１I の土壌放射線測定
大塚孝治＊，下浦

享＊＊，恩田裕一＊＊＊，篠原

!思

厚＊＊＊＊，柴田

＊＊＊＊＊

＊

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻・同研究科附属原子核科学研究センター

＊＊

東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター，＊＊＊筑波大学アイソトープ動態研究センター
＊＊＊＊
大阪大学大学院理学研究科化学専攻，＊＊＊＊＊日本アイソトープ協会

東日本大震災に伴って発生した東京電力福島

査では一度 U８容器に入れたものをビニール袋

第一原子力発電所の事故による環境への放射線

に入れて撹拌し，U８容器に戻して均一化を行

汚染については種々の調査が行われた。中でも，

った。この方法は，パイロット調査での試行錯

平成２３年６月に行われた大規模一斉調査では

誤と経験によって得られたものであり，パイロ

福島県東部を中心に約２２
００か所からの土壌試

ット調査の成果の一つである。そのため，試験

料約１１０００個を集めての土壌放射線測定が共

的に撹拌を行ってその効果を調べた一部の試料

通のプロトコルのもとで行われ，国際的にも通

を除けば，パイロット調査では，同一試料内に

用する貴重なデータが得られた。

おける放射性物質の分布のばらつきは撹拌した

このプロトコル策定のために，５月上旬に暫

もの，あるいは，大規模調査でのばらつきに比

定的なプロトコルのもとで，組織的なパイロッ

べ一般に大きく，測定データのばらつきも大き

ト調査が実施され，そこでの知見を活かして最

くなる。これ以外には，大規模調査に比べて調

終プロトコルが決められた。それは，本特集の

査方法における大きな違いはない。

中の大塚による報告で述べられている「環境放

試料の採取は２０１１年５月７，８日に福島県東

射線核物理・地球科学合同会議」の活動の一部

部を中心に１
０km メッシュを基本に行われ，

でもあった。このパイロット調査はプロトコル

５６地点で採取が行われた。これ以前にも小規

策定のために行われたので，その結果はこれま

模な調査はあり，これが最初の調査ではないが，

１
３
１

で未公表であった。しかし，特に I に関して

以前のものについてはここでは省略する。各地

は，半減期が８日間と短いため，６月の大規模

点の緯度，経度は表１に，経度が大きい方から

１
３
１

調査時点では I の核種が崩壊により減少し，

小さい方に，すなわち，東から西の順に示され

セシウムからのコンプトン効果などにより測定

ている。各地点からは５個の試料の採取が基本

が困難となって，セシウムに比べて有意なデー

であったが，８個の試料を試験的に採取した地

タの数が少なくなってしまった。

点もある。採取に参加したのは茨城大学，筑波

ここでは，パイロット調査の結果を初めて報

大学，大阪大学，千葉大学からの計１
２〜３名

告し，大規模調査の結果とも比較検討しながら，

である。それを採取後直ちに，筑波大学，東京

１
３
１

主に I に関して明らかになったことを述べる。

大学原子核科学研究センター，首都大学東京，

なお，調査方法の詳細については，本特集の下

大阪大学理学部化学教室，大阪大学核物理研究

浦による報告に詳しく，共通部分はここでは繰

センター，及び，日本原子力研究開発機構に送

り返さないのでそちらを参照されたい。

り γ 線測定を行った。大規模調査では測定機

まず，土壌試料の採取に際しては，大規模調

関によるばらつきを抑える努力をしたが，パイ

（ ５４ ）

表１ パイロット調査による１３１I，１３４Cs，１３７Cs の放射線量を５月１日
時点の値に換算したもの。採取地点は緯度と経度で示されてい
る。放射線量は，大規模調査と同様に，１m２ あたりのベクレ
ル数で表示されている。
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ロット調査では行っていない。表１に示されて

ばらつきを抑える工夫もしてあるので，信頼度

いるのは，各地点で得られた試料からの値の単

は異なる。

純平均値である。数値は単位面積あたりのベク

次に，パイロット測定の結果から得られた，

レル数であり，半減期を用いて５月１日の強度

１
３
１

に換算されたものである。核種としては，１３１I

ついて述べる。５
６地点を，１３４Cs の放射線量が

に加えて，１３４Cs と１３７Cs のデータも示されてい

多い方から少ない順に番号をつける。図６には

る。

その順番で左から右へと，１３１I，１３４Cs，１３７Cs の

I の放射線量とセシウムの放射線量の相関に

放射線強度の分布を分析するために，ヨウ素

放射線強度をそれぞれ青色，赤色，緑色で示し

に関するものを地図上に表示し，放射線強度に

た。数値は表１と同じく５月１日時点に換算し

応じて色分けしたのが図１である。６月の大規

たデータである。図の左から右に行くにしたが

模調査との比較をしやすくするために，強度を

って，１３４Cs は当然減少していく。１３４Cs と１３７Cs

６月１４日時点の数値に半減期に基づく計算で

は全域にわたってほぼ同量のベクレル数を示し

換算した。色の表示は大規模調査の報告を文部

ており，大規模調査の結論と合致する。一方，

科学省が行った際のものと同じにしてある。比

セシウムとヨウ素は全く異なる関係を示す。

較のために，大規模調査のデータを同様に表示

１
３
４

Cs の放射線量が最も高かった飯舘村では１３１I

したのが図２であり，パイロット調査のデータ

も最も高かった。しかし，図の右の方に行くと

と大規模調査のデータをまとめて表示したのが

１
３
４

図３である。（参考までに，大規模調査の報告

ず，１３１I がやや高めになるピークが１０くらいあ

は，http : //radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/338/

るのがわかる。すなわち，全体的にみると，セ

list-1.html「東京電力福島第一原子力発電所の

シウムの分布とはあまり相関なく，１３１I が相対

事故に伴い放出された放射性物質の分布状況等

的に多く検出された地点があるのがわかる。こ

に関する調査研究結果（平成２４年３月１３日）」

れは，１３１I とセシウムによる環境放射線汚染が

に詳しく示されている。）

異なる事象・原因により起きたためと考えられ，

Cs の放射線量は減少していくにもかかわら

図１と図２の間の比較，あるいは図３で示さ

ヨウ素による環境放射線への影響はセシウムと

れている分布を見てわかるように，パイロット

は別に調べる必要があることが再確認できる。

調査のデータと大規模調査のデータは同じ分布

まとめとして，パイロット調査によるデータ

１
３
１

パターンを示している。大規模調査での I の

は，１か月後の大規模調査に比べて１３１I の分布

データは， γ 線の強度の低下から有意なデータ

をより明確に示しているが，得られた分布その

が限定されてしまったのであるが，この比較で

ものは大規模調査の報告で示されたものに比べ

見る限り，報告されたデータはパイロット調査

て明確な違いを示してはいない。一方，セシウ

と同じ傾向を示していることが確認される。東

ムとは明らかに異なる分布パターンを呈し，東

電福島第一原発から北西の方向と南南西の方向

電福島第一原発から北西の方向と南南西の方向

に１３１I が多く流れたことには変わりがなく，そ

には１３１I 汚染が広がったのが再確認される。こ

の結果生じた土壌汚染は二つの調査で定量的に

れを踏まえた対策の必要性は明らかである。パ

も同程度である。

イロット調査を行った地点は福島第一原発から
１
３
４

１
３
７

図４と図５ではそれぞれ Cs と Cs につい

３０km 圏外に限られているが，そこでの１３１I の

て，パイロット調査と大規模調査のデータを同

放射線量の分布状況は大規模調査で示されたも

じ地図上で同じ色分け基準で示した。二つの調

のと同様なので，パイロット調査の結果は，こ

査が同じ分布を示しているとしても矛盾はない

れまで対策の前提とされてきた１３１I による汚染

が，調査地点は大規模調査の方がはるかに多く，

状況の理解を変えるものではないと考えられる。

（ ５６ ）
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図１ パイロット調査による１３１I の放射線量を６月１
４日時点の値に換算したもの。色分けの基準は大規模
調査での１３１I に対するものと同じである。

（ ５６ ）
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０
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訂

正

図２ 大規模調査による１３１I の放射線量を６月１
４日時点の値に換算したもの。色分けの基準は図１と同じ
である。

（ ５７ ）
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図３ 図１と図２を重ね合わせたもの。
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Cs に対して，図３と同様にパイロット調査のデータと大規模調査のデータを重ね合わせたもの。
色分けの基準は，大規模調査におけるセシウムに対するものを採用した。
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３

大塚，他：パイロット調査による１３１I の土壌放射線測定

図５

１３７

Cs に対して，図４と同様に表示したもの。

（ ６１ ）

759

760

RADIOISOTOPES

Vol．
６
２，No．
１
０

図６ パイロット調査における１３１I とセシウムの放射線量の相関。サンプル採取
地点を１３４Cs の放射線量の多い方から少ない方へと順番をつけ，１３１I と
Cs，１３７Cs のデータをその順番で左から右へと示した。青が１３１I，赤が１３４Cs，
緑が１３７Cs を示す。データは５月１日に換算した数値で表示されている。

１３４

パイロット調査は多くの方々のボランティア
活動により実現した。この報告は，いくつかの

Author

主な側面のどれかに関わった者がそれらの側面
での活動を代表して作成したものであり，報告
の意義は関わった者全てに帰する。ここで関係

Soil Radioactivity of １３１I Measured by Pilot Investiga-

者各位に感謝申し上げたい。本稿の作成にあた

tion

り，図 １〜５ の作成には，一般財団法人日本

Takaharu OTSUKA , Susumu SHIMOURA

地図センターの田中圭氏にご協力いただいた。

＊

＊＊＊

ONDA

＊＊＊＊

, Atsushi SHINOHARA

＊＊

, Yuichi

and Tokushi SHI-

＊＊＊＊＊ ＊

ここに深く感謝申し上げる。また，本活動の一

BATA

部は IAEA Technical Contract No.16791 の補

Nuclear Study, Graduate School of Science, The Uni-

助を受けて行われた。

versity of Tokyo, ＊＊ Center for Nuclear Study, The

: Department of Physics and Center for

University of Tokyo, ＊＊＊Center for Research in Isotopes and Environmental Dynamics, University of
Tsukuba, ＊＊＊＊Department of Chemistry, Graduate
School of Science, Osaka University, ＊＊＊＊＊Japan Radioisotope Association
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特

集

地球科学分野における活動と緊急災害時における研究者の対応
中島映至＊，鶴田治雄＊，滝川雅之＊＊，森野
梶野瑞王＊＊＊＊，渡邊
＊

東京大学大気海洋研究所，

明＊＊＊＊＊，篠原

厚＊＊＊＊＊＊，北

＊＊

＊＊＊＊＊

日本海洋研究開発機構，

福島大学，

悠＊＊＊，関山

＊＊＊＊＊＊

剛＊＊＊＊，

和之＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊

大阪大学，

国立環境研究所，＊＊＊＊気象研究所，

＊＊＊＊＊＊＊

茨城大学

おり，その実態把握には地球科学の専門家が必

１． は じ め に

要な事態でもあった。事故当初，トップダウン

本稿では，東京電力福島第一原子力発電所事

の対策に関する情報が学術会議を通してでさえ

故（以下「東電福島第一原発事故」という）に

ほとんどないままに，地球科学に関わる研究者

伴う放射性物質による環境汚染に関わる地球科

は試行錯誤で作業を開始した。

学研究者の対応について報告する。このような

物質輸送モデリングの分野では，大気汚染物

深刻な環境汚染は，現代の科学者コミュニティ

質の輸送モデルが急遽，有志によって改修され

にとって未経験の事態であり，２０１１年３月以

て東電福島第一原発事故のシミュレーションが

来２か年が過ぎる中で，様々な緊急対応が行わ

開始された。大気中に放出された放射性物質は

れてきた。それらは適切であったこともあり，

ガスまたは粒子，あるいはガスから粒子に変換

また不足していたものもある。この時点でこれ

されながら大気中を輸送されており，広域での

らの活動について振り返り，検証することは，

その拡散過程は最新の大気汚染モデルによって

後世にこの問題を伝えてゆくためにも重要なこ

良く再現される。このようなモデル結果による

とであろう。

と，事故当時は例年よりも冬型が強い春季の気

緊急対応は政府と関係機関によるトップダウ

象条件であったために（Takemura et al.,２０１１），

ンプロセスと，研究者個人と大学などの研究機

放射性物質の多くは海域に運ばれたが，２
５％

関によるボトムアッププロセスに大きく分ける

から４
０％ が我が国の陸域に沈着した（JAEA

ことができるが，本稿では筆者らが深く関わっ

公開ワークショップ資料，２
０１２）。原発から放

てきた後者のボトムアッププロセスについて報

出された放射性物質は，日々の気圧配置によっ

告する。そこでは，多くの研究者と学会が活動

て異なる風によって輸送され，また降水によっ

に関わって多くの成果があがった。しかし，こ

て地表面及び海面に沈着して，複雑な分布を形

のようなボトムアップの努力が政府のトップダ

成した（図１）。文部科学省による航空機観測

ウンの対策と十分に連携できなかったことが，

に よ る と，１３７Cs の 積 算 沈 着 量 が１m２ あ た り

我が国の意思決定システムの問題点でもあった。

１０００kBq を超える地域が３
０km 圏内を越えて
北西方向に広がっている。この分布は，緊急時

２． 地球科学分野における活動

迅速放射能影響予 測 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

本原発事故の問題は，事故の性格から原子力

（SPEEDI）による３月から４月の積算沈着量

の専門家が必要とされる問題である。しかし，

分 布（文 部 科 学 省）と 概 ね 一 致 し て お り，

多くの放射性物質が広域の環境中に放出されて

SPEEDI モデルの予測シミュレーション結果が

（ ６３ ）
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SPEEDI のモデル設定は，予報期間７
２時間，
モデル領域２５km，モデル高度上限５
００hPa で
あるが，放射性物質の拡散はこれを大きく超え
て広がった。図１に示されるように，広い領域
で高濃度のホットスポットが形成され，藁汚染，
砂利汚染などが発生した。図２にいくつかの領
域大気モデルによる１３７Cs の３月の積算沈着量
の計算値を比較するが，このような広域の状況
はモデルによるばらつきが大きく，航空機観測
結果を十分に再現できるものではないが，大気
中の放射性物質の濃度，ヨウ素などの地上に痕
跡が残っていない放射性物質の動態を把握する
ためにはモデル計算は不可欠である。モデルの
不確実性を考慮した上で対策に役立てるために
は，複数のモデル比較（マルチモデリング手法
による解析）が有効である。複数のモデル結果
が研究者から提供され，気象庁等による専門家
チームが気象場とともにこれらのモデル結果を
図１ 放射性物質の輸送経路と沈着過程の概略。マ
ップは文部科学省航空機モニタリングによる
１３７

Cs の沈着量分布を示す。（JAEA 公開ワー
クショップ資料，２
０
１
２）

解析していたら，対策におおいに役立ったと思
われる。しかし，ボトムアップによって算定さ
れたモデル結果のいくつかは世界に発信された
ものの（Morino et al., ２０１１；Takemura et al.,
２０１１），対策で十分に利用されることはなかっ

事故当時，有効に利用されていれば，避難経路

た。

の 策 定 に 役 立 っ た と 考 え ら れ る。そ も そ も

並行して事故当初，多くの地球科学研究者が

SPEEDI は気象学等の科学的知見に基づいて構

「今，取得しなければ永遠に失われてしまうデ

築されたものであり，計算結果には誤差はある

ータの確保」のために緊急調査を開始した。日

ものの，それなしに判断するよりも有効な判断

本放射化学会と日本地球化学会ではボランティ

ができたことは明らかである。激烈な爆発を想

ア調査の呼びかけ，筆者らも，東京大学本部の

定すれば，事故直後の同心円状の避難域の設定

緊急支援を得てエアロゾルサンプリングを開始

は妥当であるかもしれないが，風によって長距

した。これには気象研究所，茨城大学，東京工

離輸送される放射性物質が作るホットスポット

業大学などが呼応してくれた。これらの草の根

は３０km 同心円よりもずっと広い範囲に及ん

の活動は，日本地球惑星科学連合緊急放射性物

でおり，避難経路の確保には数値シミュレーシ

質調査研究チームに発展して，原発を取り囲む

ョン結果が不可欠であると思われる。一方，政

広範囲な地域で，大気エアロゾル中の放射性物

府は，３月１５日 に 避 難 区 域（２０km 圏 内）と

質の多点観測（図３）が実施された。現在でも

２０〜３０km の屋内退避区域を円状に設定して

４地点で長期変動を測定中である。その一例と

いたが，４月２２日になってやっと，北西域の

して図４に，福島大学内におけ る１３７Cs と１３４Cs

川俣町，飯舘村，葛尾村を含む地域を計画的避

の大気濃度の約２年間の変動を示した。観測初

難区域に指定している。

期の高濃度（図中の A）は，原発から放出さ
（ ６４ ）
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図２ ２
０
１
１年３月末までの１３７Cs 積算沈着量（Bq/m２，２
０
１
３年５
月３
１日換算）
。文部科学省航空機モニタリング結果と三
つの領域大気モデル（JAMSTEC, MRI, NIES）の結果を
示す。

れた放射性物質の直接の影響であるが，その後

て，核物理分野の研究者と地球科学の研究者に

は 秋 頃 に 最 小と な っ た 後，２
０１１年１
２月 か ら

よる「第１回環境放射線核物理・地球科学同会

２０１２年４月にかけて，再び濃度が高くなった

議」が開かれた。同時に日本学術会議に「原発

（図中の B）
。この期間，風が強く相対湿度が低

事故による環境汚染調査に関する検討小委員

いときにしばしば高濃度になり，降水で地表面

会」が設置され，研究者の共同調査が始まった。

が湿っているときは低濃度になる傾向が見られ

これらの広範な研究者グループは文部科学省に

たので，土壌からの放射性物質の再飛散があっ

大規模な土壌放射線測定の実施を働きかけ，

たと考えられる（鶴田・中島，２０１２）。

２０１１年６月６日には科学技術戦略推進費によ

より組織的な調査を目指して，筆者らは全国

る官学協力の放射能汚染調査がスタートした。

の地球科学研究者や東京大学本部を通して文部

そこでは，２km ごとの土壌調査と大気・河川

科学省に緊急科学研究費の立ち上げを訴え始め

の調査が開始された。悔いが残るのは，事業決

ていた。このような活動は，並行して進んでい

定に時間がかかり，半減期が短く水溶性の１３１I

た核物理研究者の調査の提案との連携に発展し，

に関するデータの多くが消失したことである。

平成２３年４月１３日には東京大学理学部におい
（ ６５ ）
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図３ 日本地球惑星科学連合の緊急放射性物質調査研究チームによる観測点。
第２期の観測地点では，２
０
１
１年８月まで実施され，その後は，宮城県丸森町
（仙台から移転）
，福島，郡山，日立の４地点で継続中。なお休止地点は，２
０
１
１
年５月まで実施された。

図４ 図３の観測点のうち，福島大学による福島市の観測データ。１３７Cs と１３４Cs の大気中濃
度の時系列を示す。X は爆弾低気圧の通過日を示す。
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応ワーキンググループを２
０１１年４月中旬に組

割は大きい。日本学術会議では東日本大震災発

織し，船舶利用による放射性物質の拡散に関す

生後，東日本大震災対策委員会を設置し，多く

る調査を支援し，また得られたサンプルの測定

の提言，報告等を取りまとめてきた。平成２
３

を斡旋する体制を整えた。学術研究船の共同利

年１０月以降は，東日本大震災復興支援委員会

用・共同研究拠点である東京大学大気海洋研究

及び東日本大震災に係る学術調査検討委員会を

所の教授会でもシップタイムを工夫してボラン

設置し，審議，調査，提言等の活動を行ってい

ティア調査を行う計画が議論された。日本の学

る。また，総合工学委員会・原子力事故対応分

術コミュニティによる詳細な海洋・海洋底調査

科会・原発事故による環境汚染調査に関する検

は４月２６日からの学術研究船「淡青丸」で始

討小委員会にデータ発掘ワーキンググループが

められ，７月からは各大学練習船なども加わり

設置されて，国内のデータ発掘と整備を行って

数多くが実施された。６月上旬には，米国の観

いる。データに関するアンケートが実施され，

測チームによる海洋調査が日本の研究者も乗船

２２学協会から３９件のデータセットの提供があ

して，外洋域も含めて広範囲で行われた。

った。これに関しては，統一フォーマット化や

これらの活動によって徐々に全国の地球科学

データの散逸・埋没化を防ぐことが課題になっ

分野の研究者のネットワークが形成されはじめ

ている。また，小委員会には環境モデリングワ

た。その結果，科学研究費（新学術領域研究）
（代

ーキンググループも設置され，モデル結果の提

表：筑波大学恩田裕一）が提案され，２０１２年６

供を世界に呼びかけ，現在では寄せられた９個

月に採択された。研究者による最初の緊急科研

の領域大気モデル，６個の全球大気モデル，９

費提案から実に１年が経過していた。ボトムア

個の海洋モデル結果の比較解析が進んでいる。

ップ型の研究プログラムはその他に，米国国立

一方で，ボトムアップ活動がトップダウン活

科学財団の緊急予算（NSF-RAPID）等と呼応

動に十分に反映できなかった反省もある。当時，

した日本科学技術振興機構の「国際緊急共同研

放射性物質の輸送シミュレーションと大気サン

究・調査支援プログラム（J-RAPID）
」があり，

プリング調査の実施や結果の発信については，

２０１１年４月１８日に公募を開始している。

気象学者の中に反対する者も多かった。このよ
うな意見は，過去の様々な気象災害を経て確立

３． 今後なにが必要か？

されてきた我が国の気象予報システムの長い経

前節で述べてきたような事実を振り返って感

験に基づいている。気象業務法によれば，気象

じることは，一つひとつの独自活動がだんだん

庁の許可なく予報を発することができない。不

と結びついてネットワークが作られ，徐々に力

確実な情報の発信は現場の混乱と二次被害を引

を発揮するようになってきたことである。その

き起こす可能性があるからである。しかし一方

過 程 で 文 部 科 学 省原 子 力 災 害 対 策 支 援 本 部

で，SPEEDI の結果が発信されることのない状

（EOC）との議論も始まった。現在では，これ

況の中で，根拠に乏しい知見がネット上で飛び

らの研究によって多くの観測データとモデルシ

交っている当時の状況では，タイムリーな科学

ミュレーション結果が蓄積されている。このこ

的情報の発信を市民が必要としていたことも事

とは，研究者は緊急事態にあたっては鈍重であ

実である。

るが，それはあきらめることを意味するのでは

それではどうすれば良いのだろうか？

ここ

なく，粘り強い研究活動の維持によって，大き

では次のような学術会議の緊急対応システムの

な力を発揮できることを意味している。

確立を提案したい。

その中でこのようなボトムアップ活動を取り
まとめてきた学術会議と地球惑星科学連合の役

!学術会議に甚大な災害等に関わる緊急対応委

（ ６７ ）
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!委員会は緊急時に起動し，マニュアルに従っ

http : //nsed.jaea.go.jp/ers/environment/envs/

て一連のメッセージ発信を行う。すなわち，

Morino, Y., Ohara, T. and Nishizawa, M., Atmos-

傘下の委員会及び学協会に対して対策に役立

pheric behavior, deposition, and budget of radio-

つ知見の集約を呼びかける。政府との間に緊

active materials from the Fukushima Daiichi nu-

FukushimaWS/index.htm

clear power plant in March 2011, Geophys. Res.

急政府対策懇談会を設定し，国家的対応への
積極的な支援を行う。

!集約した知見は，関連の委員会とともに，専

Lett., 38（2011）
中島映至，渡邊

門家が精査し，専門家が共有すべき知見（知

植松光夫，原発事故：危機における連携と科学
者の役割，科学，81，934-943，岩波書店（2011）

見 A）と，広く一般に発信すべき 知 見（知
見 B）に分け，それぞれの知見の発信につと

明，鶴田治雄，恩田裕一，中村

尚，宮坂貴文，近藤裕昭，滝川雅之，竹村俊彦，

Takemura, T., Nakamura, H., Takigawa, M., Kondo,
H., Satomura, T., Miyasaka, T. and Nakajima, T.,

める。知見 A は緊急政府懇談会へ提出し，

A numerical simulation of global transport of at-

事後対応を含めて十分にフォローアップも行

mospheric particles emitted from the Fuku-

う。知見 B に関しては不確実性の情報を含

shima Daiichi Nuclear Power Plant, SOLA, 7,

めて，丁寧な説明を一般に対して発信する。

101-104, doi : 10.2151/sola.2011-026（2011）
鶴田治雄，中島映至，福島第一原子力発電所の事故
により放出された放射性物質の大気中での動態，

このようなシステムによって，ボトムアップ

地球化学，46，99-111（2012）

活動によって得られた知見をセコンドオピニオ
ンとして専門家と政府が利用できる有効な道が
できると思う。同時に，専門家による精査を通
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試料採取法の確定
恩田裕一
筑波大学アイソトープ動態研究センター

原発事故が起こったことにより，放射性物質

このように，初期の公開データは Bq/kg で

が広域に拡散した。筆者らのグループでは，原

示されていたため，放射性核種の降下量につい

１
３
７

発事故以前より核実験起源の放射性 Cs の蓄

て様々な憶測と混乱が広がっていた。すなわち，

積量（inventory）の差から土壌侵食量の推定

新聞等の取材に応じて何人かの専門家が Bq/

等の研究を行ってきた。また，それらの手法を

m２ に変換を試みたが，初期の公開データでは

比較検討するための IAEA における国際共同

最終深さや土壌の密度等が公開されていなかっ

研究（CRP）にも参加しており，詳細な土壌試

たため，正確な推定が困難であったのである。

!思氏などの努力

一方，日本学術会議の柴田

料採取方法についての知見を共有することがで
きた（Onda et al., ２
０１１）。それらの知見を元に，
１
３
７

によって，日本学術会議による緊急提言「福島

核実験起源の Cs の移行を利用した，土壌侵

第一原子力発電所事故後の放射線量調査の必要

食の研究を日本の荒廃した人工林（Fukuyama

性について」という土壌試料採取の必要性とい

et al., ２
００８；Mizugaki et al., ２
００８；Wakiyama

う提言がなされたことを知った。そこで，この

et al., ２
０１０）やモンゴル（Kato et al., ２
０１０）や

活動に参加すべく，日本地球化学会を通じて連

アメリカ半乾燥地（Parsons et al., ２０１０）など

絡を取り，２
０１１年４月１１日に大阪で開かれた

の土壌侵食に応用し研究を行うことができた。

ミーティングに参加することができた。ここで

さて，原発事故が発生した直後より文部科学

筆者らのこれまでの土壌試料採取の経験や実績

省等によって放射線量に加えて，土壌のモニタ

について紹介し，土壌試料採取プロトコルの策

リング結果が公表されるようになってきた。そ

定に携わることとなった。

れによると原発から３０km 以上離れている地

土壌試料採取のプログラムは文部科学省等の

域においても非常に高い１３７Cs の放射能濃度（Bq/

予算を使用することが想定されたため，できる

kg）の観測結果が公開されていた。これらの

だけ客観的な手法を提示する必要があった。そ

データは初期より放射性核種の濃度を迅速に公

のためにはまず，どの程度の深度まで今回の福

開する意味ではきわめて有効ではあった一方で，

島原発起源の放射性物質が分布しているかを明

単位が Bq/kg であった。単位面積あたりの降

らかにする必要があった。Joint

下物質の物質量，すなわち，ある地域の放射性

Programme Nuclear in Food and Agriculture

２

FAO/IAEA

蓄積量を表す場合は，Bq/m で，これを蓄積

の Soil and Water Management and Crop Nu-

量（inventory）という。ある物質の濃度を知

trition のセクションヘッドの Dr. Nguyen 氏と

りたい場合は Bq/kg で濃度（concentration）

連絡を取り，土壌試料採取のプロトコルの相談

であるが，これは深度分布があるので，採取深

をした。すると，IAEA は国際機関なので，オ

さによっていかようにも変わることが知られて

フィシャルな関与をするためには筆者から土壌

いる。

試料採取に関する Technical contract を結ぶこ
（ ６９ ）
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図１ スクレーパープレートによる土壌採取

とが望ましいという指摘を受けた。これに従

図２のようである。

い，２０１１年４月２８日には福島土壌試料の採取

この 結 果 は 後 に 論 文 と し て 公 表 さ れ た が

についての Technical contract の申請を行い，

（Kato et al., ２
０１２），１３４Cs 及び１３７Cs のみならず，

その後 正 式 に IAEA よ り 認 め ら れ た（IAEA

１
３
１

Technical contract No．
１６７９１）。

あり，初期沈着量を測定するためには，５cm

現地 に お い て 深 度 分 布 を 測 定 す る た め に
２０
１１年４月２８日に川俣町に赴いてスクレーパ

I においても５cm までの分布がほとんどで

の土壌試料採取で十分であることを明らかにし
た。
また，土壌の混合もきわめて重要であった。

ープレートによる土壌の詳細深度分布調査を行

図３は，これまでよく行われていた U８容器を

った。
スクレーパープレートとは図１のように表層

用いて，直接土壌試料採取した場合における攪

から土壌をカンナのように削っていく装置であ

拌の効果を示したものである。現地で攪拌しな

る。この手法は IAEA の CRP によってまとめ

い場合は同じ試料においても１３７Cs の濃度が過

られた降下性放射性核種採取方法の書籍（Za-

大に評価されることが見てとれる。同時にある

pata et al., ２
００２）において，現時点における土

程度試料を攪拌振動すると現地で攪拌した試料

壌の深度分布を正確に計る最もよい方法であっ

と近似した値をとることがわかる。このことか

た。従来よく使われている，コアにより土壌を

ら現地において十分攪拌することが重要である

採取し，その後，深度別に採取する方法ではど

ことを示すことができた。

うしてもコアの引きずり込みによるコンタミネ

次に試料の個数である。複数の試料をとると

ーションが避けられないためである。しかしな

いうことである。初期に公開されたデータのバ

がら，我が国においてスクレーパープレートを

ラツキがきわめて大きかったのは１点の特定地

使用していた研究室は，筆者らの研究室のみで

を示したものであると考えられる。従来，土壌

あった。

侵食量を推定するためには１地点において３か

現地において，５mm 間隔でスクレーパープ

所から５か所の測定が必要であると考えられて

レートによって採取された，土壌の調査結果は

いた。文部科学省の環境試料採取法（１
９８３）に

（ ７０ ）
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２
０
１
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図２ スクレーパープレートによる川俣町における４月２８日現在の土壌放射性核種分布状況

図３ 筑波大学におけるサンプル現地攪拌と採取後振動により均一
化したときの値の比較

よると５か所以上の測定が必要であるとされて

的に６月１日に文部科学省「空間線量率（１セ

いる。測定間隔については調査地域の実態に合

ンチメートル線量当量率）の測定及び土壌試料

わせ，少なくとも３m 四方で５か所というプ

の採取に係る要領書（２０１１）」として取りまとめ

ロトコルを作成した。これらの手法は５月４日

られ，土壌試料採取のためのプロトコルとして

に，恩田裕一・星正治・高橋嘉夫「福島原子力

正式に認められた。その要点は下記のようなも

発電所事故後の被ばく線量調査マッピングのた

のである。

めの土壌調査案」として取りまとめられた。こ
の調査案は文部科学省の放射線量等分布マップ
の作成等に係る検討会において審議され，最終

土壌試料の採取方法
①

（ ７１ ）

測定範囲３×３m の中で，土壌試料を採取
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しやすい位置の中から５点を選定し，採取す

生したが，全員の努力により，世界的な評価に

る。その際，できるだけ等間隔に採取できる

耐えうる放射性核種の土壌沈着量マップの作成

ように心がける。

を行うことができたと自負している。さらに，

②

土壌試料採取位置に細かい雑草などの植生

この成果は，土壌沈着量マップと航空機モニタ

が生えている場合，雑草も含めて採取する。

リングの比較により，より広域での正確な沈着

根系層もあわせて土壌試料として採取する。

量の実態解明につながった。これらのことは皆

③

土壌試料の採取は，参考資料（文部科学
省，２０１１）に基づき実施する。

④

の努力によって成し遂げられたものであり，我
が国の研究者及び行政機関が一体となり英知と

採取した土壌試料は，試料番号等のラベル
及び土壌の種類及び土色が判断できるように

努力を結集して行った，きわめて重要な事業で
あったと確信する。

写真に撮り，記録する。
土壌試料採取容器が完全に密封されている

本原稿は，IAEA Technical Contract No.16791

ことを確認し，アルコールティッシュ等で容

Mapping of radionuclide contaminated soils

⑤

by Fukushima NPP and assessing the effect

器表面を除染したうえ，袋に封入する。
⑥

土壌試料採取容器表面の線量当量率を測定
し，記録する。（試料の送付時及び分析担当

crop production in Japan の補助を受けたもの
である。

機関の分析時の参考とするものであるため，

文

その場の空間の線量当量率を差し引く必要は
ない。）

献

Fukuyama, T., Onda, Y., Takenaka, C. and Walling, D.

土壌試料採取に使用した道具類は二次汚染

E., Investigating erosion rates within a Japanese

防止のために除染を行う。使用済みの手袋は，
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⑦

measurements, J . Geophys. Res., Earth Surface,
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⑧

113, F 02007, doi : 10.1029/2006 JF 000657（2008）
Kato, H., Onda, Y. and Tanaka, Y., Using １３７Cs and

採取地点を示した地図に，油性マジック等

２１０

Pbex measurements to estimate soil redistribu-

で，土壌採取完了の旨をマークする。
⑨
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Geomorphology, 114, 508-519, doi : 10.1016/j.geo-

土壌試料の採取で発生した穴は，周辺の土

morph.2009.08.009（2010）
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Kato, H., Onda, Y. and Tesfaye, T., Depth distribution
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and １３１I

in

soil
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after

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant acci-
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dent, J . Environmental Radioactivity, doi : 10.1016/

この手法を用いて，二本松の調査実施本部に

j.jenvrad.2011.10.003（2012）
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Mizugaki, S., Onda, Y., Fukuyama, T., Koga, S., Asai,

氏らを中心に多数の参加者の事前訓練を行い，

H. and Hiramatsu, S., Estimation of suspended

その後，多くの参加者による土壌試料採取プロ

sediment sources using １３７Cs and ２１０Pbex in unmanaged Japanese cypress plantation water-

グラムを成功裏に終えることができた。この手

sheds in southern Japan, Hydrological Processes,

法の最大のポイントは，５か所のサンプルを混
合することなく，全てを独立して測定すること

23, 4519-4531, doi : 10.1002/hyp.7053（2008）
Onda, Y., Mizugaki, S. and Kato, H., Assessment of

にあったと考えられる。そのために，その後１３１I，

the contribution from surface erosion of forest

１
１
０m

floors to suspended sediment in mountainous

Ag 等についても測定が可能となった。

土壌試料採取期間中，様々な課題や問題が発
（ ７４ ）
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２
０
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プロジェクトの立ち上げ
坂場成昭
日本原子力研究開発機構原子力水素・熱利用研究センター

コミ報道などもあり，透明性を高くすることは

１． は じ め に

当然のこととして，加えて，必要となる書類を

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い，

厳密に精査し，数百ページに及ぶ予算資料を可

放射性物質が拡散し，降雨などにより土壌汚染

能な限り短期に作成することが全体のプロジェ

を引き起こした。放射性物質がどのような土壌

クト開始の大きなポイントであった。極端な例

１
３
１

分布となり，半減期が８日と短い I による人

えであるが，ボールペン１本の見積りを揃えて，

体への影響，農業への影響などを定量的に明ら

その合理性，妥当性を評価するというような作

かにするためには，放射性物質の分布を可及的

業を速やかに行い，可能な限り早期にプロジェ

速やかに明らかにする必要があった。そのため，

クトを締結することが大きな課題であった。な

本プロジェクトは，国家プロジェクトとして，

お，国からの経費の支払いにおいては，結果に

①

ついて国の確認を受けたうえで，確定した額を
受け取るため，事業に要した額以外の資金を他

早く明らかにすること

の用途などに使うことはできない仕組みが確立

②

国内の英知を集結し，かつ機動力を駆使し
て，半減期が短いヨウ素の土壌分布を一刻も
その際，土壌の違いによる移行特性などに

されている。

ついて，専門的視点から農業への影響，例え

本プロジェクト立ち上げにあたっては，日本

ば，春先の田植えにどの程度影響するのかと

原子力研究開発機構（以下，原子力機構という）

いった知見を得ること

が取りまとめ機関とされた。その理由は，一つ

を主目的とされた。なお，海洋上の分布，移行

の大規模プロジェクトを数十年というような長

については，総合科学技術会議との議論を通し

期間にわたって実施していくためには，独立行

て，別予算で実施することとされたため，本編

政法人のような組織が適切であること，また，

には含めておらず，成果については別に報告さ

放射性物質の測定や移行について担当する部署

れている。

を事故以前から有し，またチェルノブイリに関

本プロジェクトは，上記のような観点から，
従来のプロジェクトと比べて，緊急性が極めて

する知識基盤を所有するなどノウハウに長けて
いることなどが主な理由とされた。

高い状況にあった。一方で，プロジェクトの規

また，本プロジェクトは，総合科学技術会議

模によらず，プロジェクトの契約が締結され，

が各府省等を牽引し科学技術政策を戦略的に推

業務を開始するためには，プロジェクトを担う

進し，司令塔機能としての役割を果たすべく創

機関，組織及びその役割分担，また予算編成と

設された「科学技術戦略推進費」を用い，また，

いった手続きを省くことは不可避である。また，

当初の予算編成過程では想定されなかった自然

予算編成にあたり，当時，「不明瞭な予算配布」，

災害等を踏まえて年度途中に機動的に対応する

「予算の横流しで焼け太り」というようなマス

施策，かつ，各府省では対応できないために新

（ ７６ ）
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たに実施することが必要な施策としての「機動

いうように契約に至るには相応の時間を要する。

的対応の推進プログラム」として実施された。

しかし，本プロジェクトでは半減期が短いヨウ

本編は，いわゆる学術論文とは異なるが，緊

素を同定するため，速やかにサンプリングを開

急性の極めて高い大規模プロジェクトの立ち上

始する必要があることから，特例的に随意契約

げに関する，予算編成手続き，実施体制につい

が認められた。随意契約を締結するにあたって

てまとめた。

は，請け負う側の過去の契約状況が精査され，
それと同等か下回る単価で契約した。また，請

２． 予算編成手続き

け負う側も，事故後の緊急事態であることから，

本プロジェクトでは，国内の英知を集結する
ため産官学が連携し，早期に実施すべき項目を

マシンタイム，人的リソース，契約単価等，最
大限の提供がなされた。

協議の上，
「放射線量等分布マップの作成」
，
「放

３． 実 施 体 制

射線量等分布マップにおける土壌狭域内分布の
確認」，「土壌中における深さ方向の放射性物質
分布の確認」，
「河川，地下水の放射性物質分析」，
「土壌に蓄積した放射性物質の移行調査」が課

策定した本プロジェクトの実施項目及びその
体制を以下に示す。また，図１に本プロジェク
トの全体像を示す。各項目の詳細な内容等につ

題とされた。課題を決定するにあたり，各機関，

いては，別に報告されており，本編では概略に

各組織のストロングポイントを持ちより，まず

ついて述べる。

は，全てのデータを集積可能な時期を評価し，
ターゲットとする核種とその地域を定め，サン

３・１ 放射線量等分布マップの作成

プリング領域及び平方キロメートルあたりのサ

１）全体調整及び人員手配（原子力機構，大阪

ンプリング密度等を含めた試験項目を策定した。

大学）

その際，受託各機関ごとの役割分担を協議し，

放射線量等マップの作成に必要な土壌試料の

予算を積算した。積算した予算に関して，文部

採取，空間線量率の測定，核種測定に係る全体

科学省原子力災害対策支援本部の事業担当及び

調整を行うとともに，広域の土壌試料の採取，

事務担当を交えて昼夜を問わず，ヒアリングを

空間線量率の測定に必要な人員の手配を行う。

複数回実施し，見積りを精査し，プロジェクト

２）空間線量率調査（原子力機構，大阪大学，

計画の１次案を策定した。これをもとに，官庁

日本分析センター）

内において協議がなされ，総合科学技術会議に

福島県等において，空間放射線量率等の調査

よる評価を受けた。その結果，総予算額の制限

を実施する。

並びに福島事故における他のプロジェクトとの

３）土壌試料採取の予定地確認（福島大学）

兼ね合いから，試験項目を再度検討することと

土壌試料の採取地点の要件を検討したうえで，

なり，受託機関における実施項目，役割分担を

連携の必要な地方自治体における採取候補地を

再度協議した。予算を再度積算し，委託元にお

確認する。また，現地踏査により，土壌の状況

ける評価を受け，契約書及び見積書を精査し，

や植生の状況を調査するとともに，地権者の了

契約締結となった。予算編成にあたり特筆すべ

解を得たうえで，採取地点の決定を行い，緯度

きは，本プロジェクトにおいては，随意契約が

経度情報等により位置の特定を行う。

認められたことである。国からの委託研究では，

４）土壌試料の採取（原子力機構，大阪大学，

核セキュリティ等の機密を維持しなければなら

福島大学，東京大学，日本分析センター）

ない契約以外は，例外なく競争入札とされる。
例えば，請け負う企業を５
０日間募集する，と

福島県等において土壌試料の採取を実施する。
５）土壌試料の送付（原子力機構，大阪大学，

（ ７７ ）
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１
０）データの検証（首都大学東京）

宮崎大学，大阪電気通信大学，立教大学，九州

放射性核種濃度に関する土壌マップの精度，

大学，徳島大学，信州大学，日本大学，高エネ

信頼性を向上するため，分析法に関わる試料調

ルギー加速器研究機構，理化学研究所，東京工

整法による分析精度の評価，ゲルマニウム半導

業大学，京都大学）

体ガンマ線測定器の形状の違いによる測定精度

土壌試料を分析・測定を行う各機関へ送付す

の評価，試料の性質（土質，植物混合）の違い

る一連の作業を行う。分析結果のクロスチェッ

が及ぼすデータの精度等に関して定量的に評価

クのため，複数機関間で一部の資料を相互に送

する。

付する。

１
１）放射線量等分布マップ作成（日本地図セン

６）土壌試料中の γ 線放出核種の測定，分析（日

ター）

本分析センター，首都大学東京，金沢大学，東

①

北大学，宮崎大学，大阪電気通信大学，立教大

ベースマップ作成作業
空間線量率や放射性物質の蓄積状況等を詳細

学，九州大学，徳島大学，佐賀大学，信州大学，

に表示する基盤となる地図情報を検討し，それ

新潟大学，日本大学，高エネルギー加速器研究

に基づくベースマップの試作とデータ集約・掲

機構，理化学研究所，東京工業大学，京都大学）

載の施行を経て，ベースマップを整備する。

採取した土壌試料について，ゲルマニウム半
導体検出器を用いて γ 線放出核種の測定を行

②

測定・分析結果のベースマップへの集約・

掲載

い，土壌試料中の１３１I，１３４Cs，１３７Cs の放射能分

測定・分析結果に基づく適切な地図表現手法

析を行う。

とデータ構造を検討し，位置情報の確認と付与

７）土壌試料中の放射性ストロンチウム，プル

を行ったうえで，測定・分析結果の集約とベー

トニウム，１２９I の分析（日本分析センター）

スマップへの掲載作業を実施する。

特異的な地域で採取した１００程度の土壌試料
８
９

９
０

２
３
８

２
３
９＋２
４
０

について Sr， Sr， Pu，並びに

Pu の放

③

放射線量分布マップ閲覧用 Web システム

の構築と公開手法の提示

射能分析を実施するとともに，加速器質量分析

地図情報の最適な Web システムを選択・導

計による１２９I の分析を実施する。

入し，放射線量分布マップの Web 掲載と関連

８）データ保管・運用（クロスチェック）
（東京

データへのリンク作成を行う。さらに，閲覧用

大学，首都大学東京，金沢大学，東北大学，宮

Web システムの作成と公開手法の提示を行う。

崎大学，大阪電気通信大学，立教大学，九州大

１２）データベースシステムの構築・運用管理・

学，徳島大学，佐賀大学，信州大学，新潟大学，

登録データの補正及び検証（原子力機構）

日本大学，高エネルギー加速器研究機構，理化
学研究所，東京工業大学，京都大学）

取得したデータの一元管理を行い，データベ
ース化することで，放射性物質の蓄積状況マッ

土壌試料の分析，測定から得た γ 線の定量

プの作成を支援するとともに，運用管理を行い，

分析の結果を電子データとして保管するととも

登録データの補正及び検証を実施する。

に，分析結果のクロスチェックを目的として，

１３）まとめ（原子力機構）

一部の試料については複数機関での分析を実施

試料採取，分析作業，データ取りまとめ，マ

する。

ップ作成等に関連する研究実施機関間の調整を

９）データ集計（東京大学）

行う。

各機関の分析・測定により得られた γ 線の
定量分析データを集計し，データの相互確認な
どを行う。
（ ７８ ）
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鉄パイプで深さ３０cm の土壌試料（３
００試料
以上）を採取し，核種分析を行うことにより，

１）放射線量等分布マップにおける土壌狭域内

放射性物質の土壌中の分布状況を確認する。

分布の確認（原子力機構）
様々な生活環境を有する２km 四方のモデル

３・４ 河川，地下水の放射性物質分析

メッシュを選定し，この区域から生態系の異な

１）河川水及び地下水の採取（日本分析センタ

る箇所の土壌試料を採取・分析することで，地

ー）

表面における放射性物質の蓄積状況のばらつき

６月に，福島県において，河川水（１
００か所

を確認するとともに，ばらつきに影響を及ぼし

程度で２試料ずつ２
００試料程度）
，河川水の浮

うる土壌の物理・化学的特性を明らかにする。

遊砂（１０か所程度で１試料ずつ１
０試料程度）

２）放射性物質と粘土鉱物の相互作用に関する

を採取し，２
８か所程度のボーリングを行い，

研究（北海道大学）

地下水を（２
８か所程度で１試料ずつ２
８試料程

土壌中の放射性核種の移動性に密接に関連し

度）採取する。

ている粘土鉱物の種類と量を測定し，放射核種

また，８月に，福島県において，同じ条件下

動態の多様性を考察する。

で河川水及び河川水の浮遊砂を採取し，同じ条

①

件下で２８か所程度のボーリングを行い，地下

現地土壌の観察と試料採取
モデルメッシュ中で生態系の異なる１
５地点

水を採取する。

を選定して試料を採取し，サンプリング箇所の

２）河川水及び地下水の放射性核種分析，放射

土壌の観察を行う。土壌観察の後，試料を原子

能測定（日本分析センター）

力機構に提供する。

①

②

出核種の測定

土壌試料に含まれる鉱物成分の定性・定量

２L マリネリビーカーを用いて，ゲルマニウ

採取試料に関して，土壌中の放射性核種の移
動性に密接に関連している粘土鉱物の種類と量

ゲルマニウム半導体検出器による γ 線放

ム半導体検出器により，採取した試料について，

を測定する。

γ 線放出核種の放射能測定を実施する。

３）放射性核種の存在状態に関する研究（金沢

②

８
９

Sr 及び９０Sr 分析

上記①の全試料について，８９Sr 及び９０Sr の分

大学）
土壌に存在する放射性核種の存在状態を選択
的抽出法を用いて調査し，土壌特性と対応づけ

析を実施する。
③

プルトニウム分析
上記①の全試料について，プルトニウムの分

ることにより，生態系相違を背景とする土壌中

析を実施する。また，８月頃に同一の調査を実

の放射性核種分布の相違を考察する。

施する。
３・３ 土壌中における深さ方向の放射性物質
３・５ 土壌に蓄積した放射性物質の移行調査

分布の確認
１）土壌中の深度方向の放射性物質の分布の取

１）大気放射線量の測定（東京工業大学）
大気放射線量の風依存性，地表条件依存性を

得及び土壌試験，収着試験（原子力機構）
陸域土壌中の放射性物質の深度方向の分布状

エアロゾル試料の実測により明らかにし，風に

況等について，ジオスライサー等を用いて調査

よる巻き上げ効果の定量化を行う。福島県内の

するとともに，土壌試験，収着試験を実施する。

林地近傍を含む３か所にカスケードインバクタ

２）深さ方向の土壌試料採取・分析土壌中の分

ーを内蔵したハイボリウムサンプラーを設置し，

布状況の確認（大阪大学）

粒径別エアロゾル，全エアロゾルを採取し，極
（ ７９ ）
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微量放射性核種を定着することにより，粒径ご

３・６ まとめ（原子力機構）

との輸送特性や大気 ― 植生 ― 人間の物質循環を

核種試料の分析結果を集約し，放射線量等分

解析する。

布マップとしてとりまとめるとともに，報告書

２）福島土壌における多種の放射性核種の分布

を作成する。

及びその動態の解明（広島大学）

４． お わ り に

放射性核種の土壌中での化学種やホスト相を
明らかにするために，土壌や浮遊砂の実試料の

福島事故を受けて，国が戦略的にかつ機動的

選択的抽出法やオートラジオグラフィによる分

に実施するプログラムに関し，原子力機構が文

析を行う。決定されたホスト相に対するモデル

部科学省から担当者レベルで連絡を受けたのは

系での吸着実験や放射光実験による吸着構造の

平成２
３年４月７日であった。プロジェクトの

解析などから，土壌や浮遊砂中の放射性核種の

契約締結は６月６日であり，締結までにはおよ

吸着特性や化学反応過程を明らかにし，ミクロ

そ２か月を要したこととなる。プロジェクトの

な物理化学的知見とマクロな環境中での動態と

内容及び規模を考慮すれば，締結に至る期間の

の比較を行い，より正確な放射性核種の環境動

短さは驚異的である。これは，プロジェクトに

態を解明する。

関わる全員が，半減期が８日と短い１３１I を一刻

３）陸域・水域モニタリング（筑波大学）

も早く同定させたいという当時の強い使命感に

土壌，地下水，河川水詳細調査，陸域の水，

よるものであった。一方で，緊急時の予算編成

土壌の鉛直浸透，河川への流入量の連続，若し

書類の作成においては，通常のやり方を踏襲せ

くは高頻度モニタリングを行い，土壌侵食モデ

ず，例えば，予算総額の決定を待たずに，認め

ルへのインプットデータを取得する。土壌侵食

られた課題から順にプロジェクトを開始できる

に伴う放射性核種の土壌側方移動の定量化を行

というような仕組みがあれば，サンプリング開

い，森林から土壌への放射性核種の移行の実態

始が早められたともいえる。透明性を確保する

を解明する。

ことを大前提としたうえで，緊急時予算編成に

４）植生からの放射線量巻き上げ調査（筑波大

おけるこのような仕組みが今後検討されること

学）

を期待したい。

針葉樹・広葉樹各１か所について，樹冠，樹

謝

体，林床の１３７Cs，１３４Cs，１３１I の分布について，
櫓を使用して時間変化をポータブルゲルマニウ

辞

本件は，筆者が経営企画部に在籍していた当

ム検出器で測定する。

時の業務である。事故後の経営企画部は，福島

５）土壌から河川，河川から更に海洋への放射

技術本部が原子力機構内に組織される以前の状

性核種負荷量の算出（京都大学）

態にあり，福島対応に関する多種多様な業務に

選定した対象河川流域における複数点での流

追われており，不眠不休の中，間違いの許され

量，浮遊砂サンプラー＋濁度計を用いた観測及

ない業務を短期間で実施することの連続であっ

び，これらの地点での水サンプリングを組み合

た。本プロジェクトを立ち上げるにあたっては，

１
３
７

わせ， Cs の水分流出過程を通じた流出フラ

戸谷一夫理事（当時）に経営の視点から極めて

ックスを正確に算定（樹脂に吸着させ水の放射

貴重なご助言を頂いた。また，経営企画部部長

性核種の高精度測定をめざす）することにより，

三浦幸俊氏，同次長中山真一氏（当時）には，

汚染土壌から，地下水，河川，海への負荷量の

原子力機構として最大限の力を発揮するための

正確な判定を可能とする。

力添えを頂いた。また，各大学，各機関並びに
原子力機構産学連携推進部及び原子力機構の担
（ ８０ ）
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坂場：プロジェクトの立ち上げ

図１ プロジェクトの実施項目及び体制
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当組織の事業並びに事務担当各位には，深夜，

もってプロジェクトを牽引してくださった。本

早朝のヒアリングや多量のメールによるサーバ

プロジェクトは，このように皆さまの力に大き

のパンクなどご迷惑をお掛けしたにもかかわら

く支えられて立ち上げられた。皆さまに心より

ず，膨大な作業を短期間で行って頂いた。最後

感謝申し上げる次第である。

に，本プロジェクトを統括した齋藤大地氏をは
じめとする文部科学省原子力災害対策支援本部

Author

（モニタリング班）各位は，この間，ほとんど
帰宅されず業務を実施されていた。監督官庁で
ある文部科学省担当官に私が述べるのも甚だ僭

The Launch of the Project

越ではあるが，まさに驚異的な体力，集中力を

Nariaki SAKABA : Japan Atomic Energy Agency

（ ８２ ）
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特

集

放射線量等分布マップの作成に向けた
文部科学省原子力災害対策支援本部の対応について

!思

柴田

日本アイソトープ協会

放射線量等分布マップは，文部科学省原子力

１． 放射線量等分布マップの作成に向けた背

災害対策支援本部，大学の研究者，及び地方自

景

治体等の協力により作成された成果である。本
マップは，東京電力福島第一原子力発電所（以

平成２３年３月１
１日に太平洋三陸沖を震源と

下，「東電福島第一原発」という。）の事故初期

して，マグニチュード９．
０の東北地方太平洋沖

の空間線量率，放射性核種の分布状況を詳細に

地震が発生し，さらに東北地方から関東地方に

把握するために非常に有用な科学的な成果とし

かけての太平洋岸では津波の被害を受けた。こ

て，学術界のみならず，政府の施策や地元市町

れに伴い，東電福島第一原発も被災し，東電福

村等の住民の疑問に応える成果となった。

島第一原発の原子炉施設から環境中へ大量の放

他方で，本マップの作成にあたっては，当時

射性物質が放出された。

の文部科学省をはじめとして，多くの方々の協

文部科学省及び福島県等は，このような不測

力や苦労があって成し遂げられたものである。

の事態を受け，事故発生直後から継続的に，東

そこで，本報告では，この成果を成し遂げる

電福島第一原発の近隣を中心に緊急的に空間線

までの具体的な取り組み等を記録として残し，

量率の測定，大気浮遊塵の測定，土壌，指標植

後世への参考とするため，当時の政府側の放射

物中の放射能濃度の測定等の環境モニタリング

線量等分布マップの作成に向けた対応状況をま

を実施してきた。その結果，次第に，東電福島

とめることとする。なお，筆者は，本マップの

第一原発の周辺を中心に，本事故による放射線

作成にあたり，調査に協力した大学の研究者の

の影響が明らかとなってきた。

調整役を行っていたほか，放射線量等分布マッ

また，このような状況を受け，原子力災害対

プの作成のための有識者会議の委員として文部

策本部長である内閣総理大臣の指示により，平

科学省に協力してきた。なお，本報告をまとめ

成２３年４月２
２日，既に避難指示が出されてい

るにあたって，当時の経験や文部科学省がこれ

た東電福島第一原発から２
０km 圏内が「警戒

までに公表してきたプレス発表を参考にしたほ

区域」となり，２
０km 圏外でも「計画的避難区

か，文部科学省において，当時，放射線量等分

域」，「緊急時避難準備区域（平成２
３年９月３０

布マップの作成に従事していた，原子力災害対

日解除）」が設定された。さらに，同日，政府原

策支援本部モニタリング班担当者（板倉周一郎

子力災害対策本部は，
「環境モニタリング強化

班長，齋藤大地氏，石井敏満氏）からの聞き取

計画」を決定し，関係機関が実施する環境モニ

りを基に作成した。

タリングの測定データの取りまとめ及び公表を
一元的に実施する機関として，文部科学省を指
定した。
（ ８３ ）
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文部科学省では，平成２３年５月１１日に本計

第一原発を中心に詳細な調査を実施することが

画を受け，モニタリングの強化策として，陸域

必要である旨の第二次緊急提言「福島第一原子

モニタリングの測定点の追加及び適正化，航空

力発電所事故後の放射線量調査の必要性につい

機モニタリングの継続実施，及び海域モニタリ

て」を公表した。また，日本学術会議の総合工

ングの広域化を図るとともに，陸域モニタリン

学委員会の中に設置された事故対応分科会の下

グの結果に基づく放射線量等分布マップを作成

に，筆者が座長をつとめた「原発事故による環

することを方針として示した。本方針では，放

境汚染調査に関する検討小委員会」を設置し，

射線量分布等マップの作成にあたり，農林水産

環境汚染調査活動の必要性を訴えた。

省，独立行政法人日本原子力研究開発機構（以

以上のような背景から，総合科学技術会議は，

下，「原子力機構」という。），大学等と連携し

同年５月１９日に平成２３年度科学技術戦略推進

て，福島県を含む広域で土壌を採取，分析し，

費「重要政策課題への機動的対応の推進及び総

その結果に基づき，放射性物質の分布図を作成

合科学技術会議における政策立案のための調

することとした。同時に，本計画において，１３１I

査」によるプロジェクト（プロジェクト名：「放

（半減期８．
０２日）が物理的減衰により測定が困

射性物質による環境影響への対策基盤の確立」
）

難となる前に調査を実施し，平成２
３年８月初

を発表した。同プロジェクトにおいては，具体

めを目途として放射線量等分布マップの暫定版

的な目標として，放射性物質の分布状況の把握

を作成することとした。

等の調査研究，技術開発を行い，その基盤を確

その後，政府原子力災害対策本部は，平成

立して，これに引き続き関係府省による継続的

２３年５月１７日に公表した「原子力被災者への

な対策を可能とすることが設定された。また，

対応に関する当面の取り組み方針」において，

放射性物質による住民の健康管理等に必要な将

被災者の安心・安全の確保のため，環境モニタ

来にわたる継続的な調査分析を行う上で，空間

リング等の充実（環境モニタリング強化計画）

線量率や陸域土壌等への放射性物質の沈着量の

を改めて示した。本計画は，様々な手法を駆使

広範囲な分布状況について，緊急的なモニタリ

し総合的な放射線モニタリングを実施すること

ングに比して，格段に詳細かつ精緻に把握する

を示したものである。中でも，放射線量等分布

ことが不可欠となっていること，観察が困難に

マップについては，早急にマップを策定・公表

なってきていた１３１I の影響について梅雨を迎え

し，これとともに計画的避難区域等の重点的な

る前に早急に観察することという，調査の重要

測定を実施し，事故状況の全体像の把握や区域

性，緊急性が示された。
文部科学省では，上記のような状況を踏まえ，

等の解除に向けて活用する方針が示された。
一方，上記の政府の動きと並行して，大学関
係者の間においても，東電福島第一原発周辺の

放射線量等分布マップを早期に作成し，これを
継続的に更新・充実していくことが必要と考え，

環境モニタリングに関する必要性を認識し，事

「放射性物質の分布状況等に関する調査研究」

故直後から放射線スクリーニング活動や各大学

を関係自治体や原子力災害現地対策本部等，関

における環境モニタリング等，様々なボランテ

係府省，大学等と連携し，実施することとなっ

ィア的な活動を実施する研究者が多く存在した。

た。

特に，原子核物理関係の研究者と地球惑星科学

２． 放射線量等分布マップの作成に向けた文

関係の大学の研究者は，
「環境放射線核物理・

部科学省原子力災害対策支援本部の対応

地球科学合同会議」を結成し，早期の大規模調
査に向けて活動を開始していた。また，平成

文部科学省では，東電福島第一原発事故発生

２３年４月４日に，日本学術会議は，東電福島

以降，文部科学省原子力災害対策支援本部放射
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線班において緊急時モニタリングを実施してき

放射線量等分布マップの作成方針，及び放射線

たが，放射線量等分布マップの作成にあたって

量等分布マップの作成に向けた調査計画の骨格

は，原子力災害対策支援本部放射線班とは別に，

を作成することとなった。

航空機モニタリング，海域モニタリングを実施
していた文部科学省原子力災害対策支援本部モ

２・２ 放射線量等分布マップの作成に向けた

ニタリング班（当時；環境モニタリング班）
（以

調査計画の検討と実施

下，「文部科学省モニタリング班」という。）に
おいて担当することとなった。

放射線量等分布マップの作成方針，及び放射
線量等分布マップの作成に向けた調査計画の骨
格は，原子力機構の研究者の協力を得て作成す

２・１ 放射線量等分布マップの作成方針の検
討

ることができたが，調査内容の具体化にあたっ
ては，

文部科学省モニタリング班では，事故発生当

○

本調査がこれまでのモニタリング以上に格

初から実施されていた緊急時モニタリングを実

段に詳細かつ精緻な調査を実施することが必

施してきた結果，平成２３年３月下旬頃から，

要であること

東電福島第一原発の周辺を中心に本事故による

観察が困難になってきていた１３１I の影響に

○

放射線の影響が確認されてきた。このような状

ついて，梅雨を迎える前に早急に観察するこ

況下で放射線量等分布マップの作成方針の検討

とが必要であったこと
を考慮し，放射線計測に関する知見を持った多

が開始された。
放射線量等分布マップの作成にあたっては，

数の研究者の協力を得ることが必要であった。

今後の国際的な事故の検証にも活用されること

また，多数の研究者の協力を得て調査を実施す

を考慮し，チェルノブイリ原発の事故時に作成

る一方，調査結果の精度を確保するために，調

された空間線量率や放射性物質の沈着量を記し

査手法の標準化を図ることが必要であった。さ

たマップと同様のマップが作成されることとな

らに，具体的な調査の実施にあたっては，円滑

った。そのため，放射線量等分布マップの作成

に調査を実施できるよう，地元市町村の協力を

のためには，チェルノブイリ原発の事故時に空

事前に得ることが必要であった。

間線量率や放射性物質の沈着量を記したマップ

２・２
・１ 調査協力者の招集にあたって

を作成した研究者の経験が必要であった。

調査の具体的な実施に向け，短期間で，日本

他方で，このようなマップを作成した研究者

全国の放射線計測に関する知見を持った多数の

に関する情報を当時の文部科学省では有してい

研究者の協力を得ることが必要であった。そこ

なかったため，文部科学省モニタリング班では，

で，東電福島第一原発の事故直後から緊急被ば

チェルノブイリ原発の事故に関する論文等を早

く医療におけるスクリーニング検査等において

急に収集しながら，執筆者に連絡し，放射線量

大学等の研究者を招集する実績を有しており，

等分布マップの作成に向けた調査に協力しても

東電福島第一原発事故発生当初から環境モニタ

らえる適切な研究者を選定することから開始し

リング調査の必要性を主張し，土壌採取に必要

た。その結果，チェルノブイリ原発の事故発生

な資機材を準備していた研究者
（谷畑勇夫氏（大

当初，チェルノブイリ国際研究センター（CHE-

阪大学核物理研究センター教授）
，大塚孝治氏

CIR）と連携して空間線量率や放射性物質の沈

（東京大学大学院理学系研究科原子核科学研究

着量を記したマップの作成に関連した研究を実

センター長教授）
）らに協力を求めたところ，直

施していた原子力機構の研究者（斎藤公明氏（当

ちに応じて平成２
３年４月から様々な学会等に

時：福島支援本部上級研究主席））の協力を得て，

呼びかけた。その結果，多数の大学等の放射線

（ ８５ ）

784

RADIOISOTOPES

計測に関する研究者の協力を得ることが可能と

Vol．
６
２，No．
１
０

とした。

なった。

文部科学省モニタリング班では，上述した予

また，大学関係者の意見等を集約・調整する

備調査の結果を基に，調査マニュアルの作成や

ため，日本学術会議の「原発事故による環境汚

調査結果の記録方法の検討を行った。検討にあ

染調査に関する検討小委員会」において，放射

たっては，放射線計測，環境放射能測定，放射

性物質の詳細調査に関する緊急提言を取りまと

性物質の動態研究の専門家に平成２
３年４月中

めた筆者に協力依頼が来た。筆者は本調査に必

下旬から広く意見を聞き，最終的に，平成２
３

要な多くの大学関係者を紹介するとともに，大

年５月２６日，筆者も構成委員である，「放射線

学関係者の意見調整に当たった。

量等分布マップの作成等に係る検討会」
（中村尚

その結果，最終的に本調査では，全国９
３の

司主査（東北大学名誉教授））において，詳細な

大学等の研究機関（医療機関含む）及び４企業

調査計画（調査範囲，調査箇所，調査手法）と

（各学会への協力要請を通じての参加）から合

ともに調査マニュアルの作成や調査結果の記録

計４０９名の協力者を得ることができた。また，

方法が取りまとめられた。なお，本調査は農林

空間線量率が高く，立ち入りが制限されていた

水産省と共同で実施することから，効果的・効

東電福島第一原発から２
０km 圏内については，

率的に調査を実施するため，農耕地については

原子力機構からの協力要請により，東京電力株

原則，農林水産省が担当し，農耕地以外の箇所

式会社を通じて，電気事業連合会の現地支援チ

は文部科学省が調査を実施することとなった。

ーム３１名の協力を得ることができた。

２・２・３ 調査内容，調査箇所等に関する地元

２・２・２ 放射線量等分布マップの作成に向け

市町村等との事前調整にあたって

た調査手法の決定にあたって

放射線量等分布マップの作成に向けた調査は，

放射線量等分布マップの作成にあたっては，

調査期間を考慮し，東電福島第一原発から概ね

測定精度を確保するため，土壌試料の採取，測

１００km 圏内を２km メッシュに分 割 し，合 計

定等の調査手法の統一化，効果的な調査体制の

約２２００か所で実施することとなった。その結

あり方について事前に検討することが必要であ

果，調査対象地域として，福島県及び近隣県（茨

った。特に，土壌試料の採取，空間線量率の測

城県，宮城県，山形県，栃木県）
（５県９４市町

定に協力してもらう研究者の多くが，実施期間

村）となった。そこで，調査を円滑に進めるた

全てを通じて調査に参加することが困難であり，

め，調査の実施にあたって，政府の原子力災害

途中で人員を交代する必要性があったため，調

現地対策本部，福島県災害対策本部の協力を得

査手法を統一した上で，調査マニュアルを作成

て，これらの県及び対象市町村の担当部署を訪

し，協力者に事前に周知することが必要であっ

問若しくは電話連絡し，調査内容，調査箇所の

た。また，将来的に放射線量等分布マップを作

説明をした上で，必要に応じて調査箇所等の事

成する際のフィードバック等に活用できるよう，

前調整が行われた。

調査結果の記録方法についても事前に検討する
ことが必要であった。

これらの調整結果を経て，文部科学省では，
東電福島第一原発から概ね１００km 圏内の約

そこで，東電福島第一原発事故発生後直ちに

２２００か所を調査対象箇所として，放射線量等

大学独自で調査を実施していた研究者（恩田裕

分布マップの作成に向けた調査を平成２
３年６

一氏・筑波大学大学院生命環境科学研究科生命

月６日から開始した。

共存科学専攻教授（事故発生当時））らに本調査

２・２・４ 調査の開始

の予備調査を実施してもらい，土壌表層の採取

採取地点では地上１m 高さにおける空間線

方法等の調査手法について事前に検討すること

量率の測定が行われた。また，空間線量率の測

（ ８６ ）
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２
０
１
３
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定に関しては，京都大学原子炉実験所で開発さ

得て，平成２４年３月１３日に「東京電力株式会

れた「KURAMA」システムを用いて道路上の

社福島第一原子力発電所の事故に伴い放出され

空 間 線 量 率 の 連 続 的 な 測 定 が 行 わ れ た。

た放射性物質の分布状況等に関する調査研究結

「KURAMA」システムは，乗用車に乗せた測

果」に関するシンポジウムが開催された。さら

定装置を用いて，空間線量率の測定値と測定位

に，国外にも広く調査結果を広報するため，文

置情報を同時に記録するとともに，遠隔地にお

部科学省から OECD-NEA 運営員会，IAEA 等

いて測定結果をリアルタイムで共有し，分布状

に対して本調査結果の内容について説明がなさ

況を地図上に表示できるシステムである。

れた。その結果，本調査結果は国内外から高く

また，放射能濃度を分析するために採取した

評価され，それまでに明確に確認できていなか

土壌試料の数は，各調査箇所（合計約２２
００か

った放射性物質の詳細な分布状況について確認

所）の３m 四方内で５個程度の試料を採取し

されたほか，様々な放射性核種による被ばく影

た結果，約１１０００試料となった。これらの試

響の評価や，その後実施される除染のための基

料は， γ 線分析のために，東京大学原子核科学

礎情報として活用される結果となった。

研究センターへ送られ，そこから分析協力機関

３． ま

へ分配された。６割が大学及び研究機関で測定

と

め

がなされ，４割は日本分析センターで測定がな

本放射線量等分布マップの作成は，上述した

された。参加協力機関の数は２
１機関で，測定

ように，文部科学省に加えて，政府，大学等の

に参加した協力者は３４０名であった。

研究者，地方自治体の協力なしには成し得なか
った。

２．
３ 調査結果の公表

調査方針の策定，調査協力者の収集，調査手

本調査は，その後，
「放射線量等分布マップ

法の決定，調査箇所の選定，調査の実施に至る

の作成等に係る検討会」において，頻繁に進捗

まで，東電福島第一原発事故発生後直後から昼

状況，調査結果の妥当性が確認され，調査開始

夜を問わず協力してきた原子力機構をはじめと

から２か月弱の平成２３年８月２日に，文部科

した多くの放射線計測関係の専門家，日本全国

学省は空間線量率の測定結果を記したマップを

の多くの大学や民間企業等の研究者の自発的な

公表した。また，平成２３年 ９，１０月までに，

協力，及び地元市町村の理解なしに，放射線量

１
３
４

等分布マップを完成することができなかった。

１
３
７

１
１
０m

Cs， Cs，

８
９

１
２
９m

Ag，

２
３
８

２
３
９＋２
４
０

Te， Pu，

Pu，

９
０

Sr， Sr の沈着量を地図上に示したマップに

特に，本放射線量等分布マップの作成を通じ

加え，森林内，河川中に放射性物質の分布状況，

て，日本全国及び世界各国に対して東電福島第

移行状況の結果についても調査結果の妥当性が

一原発事故に伴い放出された放射性物質の状況

確認され次第，直ちに公表された。農林水産省

を科学的に正確に伝えたいという信念のもと，

においても並行して調査を実施し，農地におけ

放射線計測の業界だけでなく，日本全国の原子

る放射性物質の分布状況調査の結果について平

核物理や地球科学の分野の研究者がそれぞれの

成２３年８月３０日に公表された。

研究分野の垣根を越えて協力しあったからこそ，

これらの結果は，最終的に平成２
４年３月１３

早期に放射線量等分布マップを作成することが

日に調査の詳細をまとめた報告書として公表さ

できたものと考える。非常時において，日本全

れた。また，公表にあたっては，広く一般の方々

国の多くの研究者が一致団結して，自発的な協

に調査結果の内容をご理解してもらえるよう，

力をしてくれたことを大きく評価したい。

調査にかかわった研究者及び「放射線量等分布
マップの作成等に係る検討会」の委員の協力を
（ ８７ ）
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県福島市を皮切りに開始した。なお，空間線量

録

率の測定及び土壌試料の採取は，同年６月６日

放射線量等分布マップの作成に向けた調査の

より本格的に開始（６月４日，５日は，分布状

ための土壌試料採取等の実施について地元の了

況等調査への参加者に対する訓練を現地で実

解を得るための作業について。

施）することが，文部科学省モニタリング班，
マップ検討会及び土壌試料採取の参加者を募っ

１． 作業の概要

た日本学術会議の原発事故による環境汚染調査

放射線量等分布マップの作成等に係る検討会

に関する検討小委員会の間で合意されていたこ

（以下「マップ検討会」という。）の第１回会合

とから，調査の開始前までに可能な限り多くの

（平成２３年５月２６日開催）において，東電福

市町村において，空間線量率の測定及び土壌試

島第一原発から１
００km 圏内（山形県，栃木県，

料の採取を行うことについて了解を得る必要が

茨城県及び宮城県の一部市町村を含む）及び

あった。このような状況の中で，６月６日まで

１００km 圏外の福島県全域を対象にした，地上

に福島県内の１８市町村において空間線量率の

１m 高さの空間線量率及び土壌表層中の放射性

測定及び土壌試料の採取を行うことへの了解を

物質の蓄積状況を把握するための「放射線量等

得ることができ，６月４日，５日に現地での調

分布マップ」
（空間線量率マップ，土壌濃度マッ

査に参加する研究者等の訓練を実施し，６月６

プ）の作成に関する調査（以下「分布状況等調

日から本格的な空間線量率の測定及び土壌試料

査」という。
）の進め方が検討され，空間線量

の採取を予定通り開始できた。

率の測定方法，土壌試料の採取方法，測定場所

最終的に，分布状況等調査に係る説明作業は，

の選択方法及び放射線量等分布マップのメッシ

福島県の大多数の市町村については担当部署を

ュ設定などについて基本方針が取りまとめられ

直接訪問して行われ，また，福島県の一部市町

た。

村（主に，会津地方）については文部科学省モ

その後，分布状況等調査を円滑に進めるため

ニタリング班からの電話連絡により行われた。

には，分布状況等調査の対象となった各県及び

さらに，近隣の山形県，栃木県，茨城県及び宮

各市町村の担当部署に対して，事前に，分布状

城県については，調査の対象となる市町村の担

況等調査の必要性及び分布状況等調査の方法

当者が各県庁等の会議室に集まった中で説明作

（調査の体制，土壌試料採取の方法，調査結果

業が行われた（ただし，集まることができなか

の取扱いなど）について説明する作業及び候補

った市町村については電話連絡により行われ

地点での空間線量率の測定，土壌試料の採取を

た。）。その結果，調査の対象となった全ての市

行うことへの了解や協力を得る作業（以下これ

町村より，調査開始前に空間線量率の測定及び

らの作業を合わせて「分布状況等調査に係る説

土壌試料の採取を行うことへの了解が事前に得

明作業」という。）を行う必要があった。

られた。

このため，文部科学省原子力災害対策支援本

２． 分布状況等調査に係る説明の内容

部（以下「支援本部」という。）では，文部科
学省モニタリング班を中心に，政府の原子力災

各県，各市町村を直接訪問した際に行った分

害現地対策本部（当時，福島県庁内に設置）
，

布状況等調査に係る説明の主な内容を以下のと

福島県災害対策本部，マップ検討会委員及び大

おりであった。

学関係者（筑波大学，福島大学などの教職員・

○

本分布状況等調査が，支援本部の責任のも

学生等）の協力のもと，分布状況等調査に係る

とに日本学術会議の協力を得て実施する調査

本格的な説明作業を同年５月３１日より，福島

であること。

（ ８８ ）

Oct．
２
０
１
３

○
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空間線量率の測定，土壌試料の採取方法，

調査の対象範囲での空間線量率の分布状況及

土壌試料の採取候補地点の選定理由に関する

び放射性物質の沈着状況を把握するための調

説明を踏まえた候補地点の変更など最適な場

査の必要性（航空機モニタリングの結果を参

所の選定。

照）。
○

分布状況等調査の予定実施期間。

○

空間線量率の測定及び土壌試料採取の候補

村に対しては，文部科学省モニタリング班から

地点（各市町村の A０版地図にマップ検討

電話連絡が行われ，上記の内容についての説明

会で合意されたメッシュ（東電福島第一原発

や協力依頼のほかに，以下の内容について確認

を 中 心 と し た８
０km 圏 内 で は２km×２km

が行われた。

のメッシュ，８０km 圏外の福島県及び８
０km

○

また，直接訪問することができなかった市町

〜１００km の範囲では１０km×１
０km のメッ

空間線量率の測定及び土壌試料採取に関す

シュ）を示した資料の説明（空間線量率の測

る対応部署と担当者名。
○

空間線量率の測定及び土壌試料の採取候補
地点を記した A０版の地図及び具体的施設

設名等をまとめた表を参照）。

名等をまとめた表の確認状況。

○

定，土壌試料採取候補地点の周辺の具体的施
マップ検討会で取りまとめられた空間線量

３． 分布状況等調査の対象となった各県，各

率の測定及び土壌試料採取の候補地点の選定

市町村への説明

理由。
○

マップ検討会で取りまとめられた空間線量

３・１ 福島県内の市町村への説明

率の測定及び土壌試料採取の方法と手順。
○

マップ検討会で取りまとめられた空間線量率

空間線量率の測定及び土壌試料採取作業へ

の測定，土壌試料の採取範囲の考え方を基に，

の参加者（大阪大学を中心に募集した研究者

福島県内の分布状況等調査は，全ての市町村を

や学生など），１チームの人数（２〜３名で構

対象に実施することとなった。
福島県の各市町村に対しては，平成２
３年５

シーを利用）及び調査の調査実施本部（二本

月２６日に開催されたマップ検討会で，調査方

松市の岳温泉あだたらふれあいセンター）。

針が承認された後，同年５月３１日より可能な

○

成），各チームの移動交通手段（民間のタク

分布状況等調査の結果の公表時期及び公表
方法・手順。

限り直接訪問して，２．
に示した内容について分
布状況等調査に係る説明が行われた。なお，各
市町村への説明は，支援本部，原子力災害現地

このほか，訪問した際には，以下の内容につ

対策本部放射線班，マップ検討会の委員，大学

いての協力依頼も行われた。

関係者，福島県災害対策本部が協力して，表１

○

に示すような期日に実施された。ただし，福島

各市町村の自治体職員又は関係者による土

県は，全市町村が調査対象となっており，また，

点への案内。

国内で３番目の面積を有していることから，全

○

壌試料採取のチームへの同行及び採取候補地

５９市町村を直接訪問して説明することは困難

地点に適切な採取場所があるか否かの事前調

であったため，主に会津地方の市町村について

査の実施。

は，福島県災害対策本部より A０版地図を郵

○

空間線量率の測定及び土壌試料の採取候補

空間線量率の測定及び土壌試料の採取候補

送した上で，文部科学省モニタリング班から電

地点周辺にある建物の管理者・所有者への事

話連絡で説明が行われ，事前に土壌試料採取へ

前連絡。

の了解が得られた。
（ ８９ ）
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表１ 福島県内の市町村への説明状況

３・２ 山形県内の分布状況等調査の対象市町
村への説明

等調査の対象市町村として，山形市，上山市，
南陽市，米沢市，高畠町の４市１町が選定され

マップ検討会で取りまとめられた土壌試料採

た。これらの市町に対しては，平成２
３年６月

取範囲の考え方に基づき，山形県内の分布状況

８日の午前中に文部科学省モニタリング班から

（ ９０ ）

Oct．
２
０
１
３

柴田：放射線量等分布マップの作成に向けた
文部科学省原子力災害対策支援本部の対応について

２名が派遣され，山形県米沢市の山形県置賜総

789

３・５ 宮城県内の分布状況等調査の対象市町

合支庁の会議室において，上記５市町の担当者

村への説明

の参加のもと，山形県庁の担当部署の同席で分

マップ検討会で取りまとめられた空間線量率

布状況等調査に係る説明会が開催された。説明

の測定，土壌試料の採取範囲の考え方を基に，

会では，マップ検討会で合意されたメッシュを

宮城県内の分布状況等調査の対象市町村として，

記した各市町の A０版地図及び採取候補地点

白石市，角田市，岩沼市，名取市，仙台市，塩

の周辺の具体的施設名等をまとめた表が配布さ

竈市，多賀城市，東松島市，七ヶ宿町，丸森町，

れるとともに，上記２．に示した内容の分布状

山元町，亘理町，柴田町，大河原町，蔵王町，

況等調査に係る説明が行われた。

村田町，川崎町，七 ヶ 浜 町，利 府 町，の８市
１１町が選定された。これらの市町に対しては，

３・３ 栃木県内の分布状況等調査の対象市町
村への説明

平成２３年６月１７日に文部科学省モニタリング
班から２名が派遣され，宮城県仙台市の宮城県

マップ検討会で取りまとめられた空間線量率

庁の会議室において，上記１９市町から当日の

の測定，土壌試料の採取範囲の考え方を基に，

参加が可能であった担当者の参加のもと，宮城

栃木県内の分布状況等調査の対象市町村として，

県庁の担当部署の同席で，説明会が開催され，

那須塩原市，大田原市，日光市，那須町，那珂

山形県と同様に分布状況等調査に係る説明及び

川町の３市２町が選定された。これらの市町に

協力依頼が行われた。なお，宮城県庁で行われ

対しては，文部科学省モニタリング班の２名に

た説明会は，開催直前に宮城県の担当者より地

より上述の山形県対象の説明会終了後，平成

元の仙台放送のテレビカメラが入ることが伝え

２３年６月８日の午後に栃木県宇都宮市の栃木

られ，公開の形式となった。なお，宮城県につ

県庁の会議室において，上記５市町の担当者の

いては，説明会以降に上記１
９市町の担当者そ

参加のもと，栃木県庁の担当部署及び関連部署

れぞれへの電話連絡により，各市町において，

の職員の同席で，分布状況等調査に係る説明会

分布状況等調査を行う各チームが空間線量率の

が開催され，山形県と同様に分布状況等調査に

測定及び土壌試料の採取を行う日程の最終調整

係る説明が行われた。

が行われた。
４． 分布状況等調査に係る各市町村等への事

３・４ 茨城県内の分布状況等調査の対象市町

前説明の効果

村への説明
マップ検討会で取りまとめられた空間線量率

各市町村への直接訪問，各県の担当部署同席

の測定，土壌試料採取の範囲の考え方を基に，

での説明会の開催，及び電話連絡を通じて，分

茨城県内の分布状況等調査の対象市町村として，

布状況等調査に係る説明及び空間線量率の測定

北茨城市，高萩市，日立市，常陸太田市，大子

及び土壌試料採取への協力依頼に関する了解を

町の４市１町が選定された。これらの市町に対

得る作業が事前に実施されたことにより，地元

しては，平成２３年６月９日の午後に文部科学

での空間線量率の測定，土壌試料の採取の作業

省モニタリング班から１名が派遣され，茨城県

に対する地元住民からの苦情や警察への通報な

水戸市の茨城県庁の会議室において，上記５市

ど，大きなトラブルの発生に至らずに土壌試料

町の担当者の参加のもと，茨城県庁の担当部署

採取が完了することができたものと考える。ま

の同席で，分布状況等調査に係る説明会が開催

た，各市町村担当者の空間線量率の測定，土壌

され，山形県と同様に分布状況等調査に係る説

試料採取チームへの同行が得られた際には，採

明が行われた。

取予定位置へのアクセス及び採取位置の急な変
（ ９１ ）
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更への対応において非常に効率的な判断，作業
を行うことができた。

Author

Activities of the CEO in MEXT for Fukushima Daiichi
Nuclear Power Plant Accident
Tokushi SHIBATA : Japan Radioisotope Association

（ ９２ ）
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特

集

マップ調査の舞台裏
斎藤公明
日本原子力研究開発機構福島支援本部

福島事故後，日本原子力研究開発機構（以下，

た，文部科学省には本事業を成功させようと真

原子力機構という）に新たに組織された福島技

剣に考える実行力の伴う職員が複数おられたこ

術本部へ異動を言い渡されたのは，連休の中日

となどである。

の５月２日のことであった。急遽，東海村原子

調査を早急に始められるよう，原子力機構，

力科学研究所から東京事務所へ勤務場所を移し

大学関係者，文部科学省，その他の関係機関の

て，マップ作成のための準備作業を開始した。

関係者が協力して準備作業を進めた。調査の一

事故の状況を詳細に把握するために信頼のおけ

つの柱であった土壌試料採取に関する土壌試料

る系統的なモニタリングに基づく詳細なマップ

採取機器の準備や採取のための調査実施本部の

作成が必要であるとの主張は様々なところでな

設定については，大学関係者が既に候補地を定

されており，私自身が委員として参加していた

めて準備を進めている状況であった。土壌試料

文部科学省主催の放射線量等分布マップの作成

採取について残された重要な課題は，土壌試料

に係る検討会においても詳細マップ作成の議論

採取に適した具体的な候補地を決定し，各地方

が進んでいた。しかし，自分が直接に作業のと

自治体に説明をして了承を受けた後に調査を開

りまとめ役を担当することになるとは実際考え

始する必要があったことである。走行サーベイ

ていなかった。

に関しては，システムの必要台数の調達に加え

新組織に移ってマップ作成のための調査の準

て走行コースの設定も重要な課題であった。さ

備を行うことになったが，当プロジェクトに当

らに，走行サーベイについては測定参加者が決

たれるスタッフは数名であり機構内の準備もほ

まっていなかったため，原子力機構と日本分析

とんど整っていない状態，また，実施に必要な

センター内において急遽参加者を募った。

予算として予定していた科学技術戦略推進費の

一方，取得した大量のデータを正確にかつ効

獲得のために必要な膨大な資料作成がほとんど

率よく集約，解析して安全に保管していくため

手つかずの状態であった。一方，希望の灯りが

には，原子力機構のシステム計算科学センター

見える部分もあった。本プロジェクトを開始す

（CCSE）の協力が必須であった。早速，CCSE

るのに重要な原動力となった大阪大学，東京大

のセンター長にデータ解析，データベースの構

学や筑波大学等の関係者が実際の調査実施を想

築等に関する協力を得たい旨の依頼を行い，快

定して土壌試料採取機器等の準備や現地調査参

諾を得られたことは，後々，測定結果をまとめ

加者と試料分析参加者の募集を行い，多くの機

た各種マップやデータベースの公開を順調に行

関から多くの参加希望者が集まりつつあったこ

えてきたことに関する重要な要因であった。

と，日本分析センターの核種分析技術や京都大

土壌試料採取地点については，福島原発から

学の走行サーベイシステム等，調査のための信

８０km 以内を２km メッシュに，
８０から１００km

頼のおける基盤技術が確立されていたこと，ま

の範囲と残りの福島圏を１
０km メッシュに分

（ ９３ ）
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つ有効なサーベイが行えたと考えている。

とが決まっていた。そこで，地図センターに依

一方，さきにも述べたが予算獲得のために相

頼してメッシュを重ね書きした多数の地図を用

当な作業が必要であった。大きな予算を使用す

意してもらった。現地の状況に関する詳細な情

る事業を成すために当然の作業であることはわ

報を集めながら調査候補地を選ぶのが理想であ

かるのであるが，緊急時に早急に実施しなけれ

るが，そのような時間は到底ないため，地図上

ばならない調査であり，もう少し簡素化ができ

で得られる情報から候補地を決めていく方法を

ないのかというのが正直な印象であった。事業

とらざるを得なかった。経年変化を追跡するた

計画書の作成，この計画書に基づく作業に必要

め，事故後から調査の時点までまたその後も土

な予算の積み上げ，予算の根拠となる見積書等

壌の撹乱が起きにくい場所を選ぶこと，また，

の資料の準備等の気の遠くなるような作業につ

調査の承諾が得られやすいよう私有地は原則と

いて，全体のとりまとめを担当してくれた原子

して避け，公共の施設を中心に調査地点を選ぶ

力機構経営企画部（当時）の坂場成昭さんをは

ことにした。これらの原則を念頭にいれつつ，

じめ各参加機関の担当者の方々の多大な尽力を

地図上から適切な地点をメッシュごとに選択し

いただき，なんとか予算の執行と調査の実施に

て手書きで候補地点に丸を付す作業を行った。

至ることができた。実際，予算のヒアリングの

さらには，選択した地点を一覧表にまとめて各

ときには毎日のように朝帰りであったと記憶し

地方自治体へ示し，了承を得る必要があった（図

ているし，坂場さんはこの間ほとんど寝ていな

１）。全部で約２２
００か所の地点の選択を行い一

いのではないかと推察する。

覧表を作成することは膨大な作業が必要であっ

本調査実施に関わる重要な要件の一つは，信

たが，原子力機構内の協力者のおかげでなんと

頼のおける統一した手法を用いて調査を実施す

か事前に作業を終えることができた。

るということであった。このために，事前に土

走行サーベイに関しては，大量の測定情報集

壌試料の採取の方法，線量測定の装置と測定法

約を簡単に行える KURAMA と呼ばれるシス

等について十分に検討し，マニュアルをしっか

テムが京都大学原子炉実験所により開発されて

り整備するとともに結果の記録用紙やデータの

おり，福島県で複数台のシステムを整えて測定

集約用紙も抜けがないように準備した（図３）。

を開始したところであるとの情報を得たため，

筑波大学の恩田裕一先生らの事前調査により，

福島県から６台のシステムを借用して調査を実

放射性核種が土壌表面から５cm 以内に存在す

施することとした。走行サーベイのルートにつ

ることがわかっていたことも，土壌試料採取手

いては，具体的なコースを用意することが時間

順を確定するための重要な情報となった。現地

の関係で難しかったため，以下のような方針で

においては，土壌試料の採取方法についての講

サーベイを実施した。１日に走行できる距離が

習会を現地で毎日開催するとともに
（図４），走

だいたい２００km 程度であろうと想定し，主要

行サーベイについても新しい測定参加者が加わ

道路の距離が２００km 程度になるよう，測定対

るたびに講習会を実施して，調査が標準的手法

象地域を小さな領域に分割した（図２）。分割

に従って行われるよう注意を払った。

されたそれぞれの領域の地図を用意し，作業当

様々な面での関係者の尽力により，６月６日

日に各測定チームに今日はこの領域の測定を行

から第１回の調査を開始することができた。二

うように依頼し，具体的な道路の走行ルートは

本松市の「あだたらふれあいセンター」に本部

各チームの担当者の自主的判断にゆだねるとい

を設置して調査を実施した。毎日３
０チームが

うものである。結果としてはこの方法が功を奏

土壌採取を，６チームが走行サーベイを実施し

して，測定参加者の自主的判断により効率的か

たが，参加者は毎日のように入れ替わるためチ

（ ９４ ）

図１ 土壌試料採取予定地点を示した地図（イメージ図）
。毎朝配付されるこの地図に従って，各チームが採取地点へ向かった。
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図３ 土壌試料採取並びに空間線量率測定結果の記録用紙。

ーム編成をその都度考えるだけでも相当な作業

れた地点から土壌試料採取のスケジュールに組

となった。また，土壌試料採取や走行サーベイ

み込んでいくという作業を行った。まさに，自

の予定が最初からかっきりと決まっていたわけ

転車操業そのものであった。上記のチーム編成

ではなかった。特に，土壌試料採取については

と次の日の土壌調査スケジュールの作成を中心

個々の採取地点に対して地方自治体の了承が必

に行ったのは大阪大学の齊藤敬先生であったが，

要であったが，調査を開始した時点で最終了承

毎日ほとんど徹夜に近い形でこの作業を見事に

が得られていたのは一部であり，文部科学省の

こなされたことはまさに敬服に値する。

担当者が平行して自治体を回って説明を行った

土壌試料採取，走行サーベイともに，一日の

結果の通知を調査実施本部で受け，了承の得ら

調査を開始する前の朝並びに調査が終了した夕

（ ９７ ）
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図４ 土壌試料採取方法の講習会。大阪大学の齊藤
敬先生が講師を勤めた。

図６ 土壌試料採取予定メッシュを示した大きな地
図。採取が終了したメッシュにはシールが貼
られる。

図５ 毎朝行われた土壌試料採取前のミーティング。

方に毎日ミーティングを行い，その日の問題点
や有用な情報を共有したことが，翌日の調査を
効率的に行うことの重要な原動力となった（図
５）。走行サーベイに関しては，KURAMA シ
ステムの測定データを Google earth 上にてリ
アルタイムで見られたために，夕方のミーティ
図７ タクシーで土壌試料採取に出かける様子。

ングの際にその日に測定を終了したコースと線
量率値を示した PC を見ながら議論を行うこと
ができた。そのために，翌日はどの地域のサー

れたことも成功の不可欠な要因であった。また，

ベイをどのようなルートで行うのが効率的か等，

土壌調査に関しては，ミーティングルームに採

活発な議論が毎日行われ自己増殖的にサーベイ

取予定地点を示した大きな地図を張り出し，採

の効率が改善されていったことを覚えている。

取が終了した地点にシールを貼っていき，未採

この間，KURAMA を開発した京都大学原子

取地点が次第に減っていく様子を眺めることで

炉実験所のグループのメンバーの誰かが常に調

関係者や参加者は大いに勇気づけられたことを

査実施本部に詰めていただき，サポートを得ら

記憶している（図６）。

（ ９８ ）
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土壌試料採取も走行サーベイもタクシーを利

事には至らずに予定通り終了できたことは，関

用して実施したが（図７），地元のタクシー会

係者，参加者，その他の協力者みんなの努力の

社の方々のご好意によりスムーズに調査を進め

賜物であったと感謝している。

ることができた。第１回目の調査では，毎日，

調査が終了した後にも，採取した土壌試料の

土壌のために約３
０台，走行サーベイのために

分析やデータ整理に関しても多くの方々の協力

約６台のタクシーを使用したが，それぞれの調

を得た。第１回の調査では最終的に２１
８３地点

査に大変協力的にあたっていただけたことに感

という多数の地点で土壌試料を採取し分析を行

謝したい。ただ，準備時間がない中で行った変

ったため，行方不明や破損する土壌試料，ある

則的なタクシー借用の契約手続き，また毎日人

いは解析データの欠損等の事態が何ケースかは

数や走行区間・時間等を確認しながらタクシー

起こってもしかたがないと考えていたが，最終

の予約を行う作業，さらには，調査後の経理作

的に分析データを集約し土壌試料採取記録と突

業が大変煩雑で大変であったこと，そのためタ

き合わせた結果，土壌試料を採取した全ての地

クシー会社の方々等にご迷惑をおかけしたこと

点に対して有効なデータを得ることができたの

を記しておきたい。

は驚異的なことであった。８月某日深夜，東京

採取した土壌試料は，分析を行う日本分析セ

大学の下浦享先生らと連絡をとりながら全ての

ンター及び大学関係の試料分析をとりまとめる

データが揃ったことをお互いに確認したときの

東京大学へ分けて送付した。このとき，１地点

嬉しかったことを今もはっきりと記憶している。

で採取した５個の土壌試料を詰めた小箱が，丁

また，合計１
００００個以上採取した土壌試料

度１０箱宅急便の箱に収まるように小箱の設計

の手書き資料のデジタル化とチェックに関し，

をうまく行った小さな工夫も，土壌試料の郵送

膨大な作業が必要であった。特に，GPS デー

を容易にした。

タについての間違いが一部存在したことが，そ

警戒区域内の調査については，東京電力や電

の後の作業を大きく遅らせる要因となった。

気事業連合会の現地支援チームの協力が不可欠

GPS データがおかしい可能性のある場合には，

であった。東京電力の担当者等と連絡をとりつ

地図との照合，Google earth との照合，住所や

つ，調査期間内で調査チームと電力支援チーム

施設名との突き合わせ等さまざまな視点から検

双方の予定が一致する日を選んでスケジュール

討を行い，もっともらしい地点を特定したが，

を決定し，何回かに分けて警戒区域内での調査

この際文部科学省の援助も得ながら多くの時間

を行った。土壌試料の採取作業は基本的に電力

を費やすこととなった。このときの経験に基づ

チームのスタッフにお願いすることとしたため，

き，第２次マップ事業においてはスマートフォ

事前に土壌試料採取のマニュアルを提供し，ま

ンを改造した環境情報データ自動収集装置を開

た直前に講習会を実施してから土壌試料採取に

発し使用して，データ収集の正確さと効率を大

あたった。作業には原子力機構の職員が同行す

幅に高めることができた。

ることを原則とした。

ここに紹介できたのは，多くの方々の膨大な

６月の６日から１４日まで第１回目の調査を，

活動の中のごく一部である。紹介できなかった

６月２７日から７月８日まで第２回の調査を実

活動も含め，皆様の尽力のお陰で，ほぼ予定通

施したが，梅雨の時期であったにもかかわらず，

りの土壌試料採取と試料分析並びに線量率測定

どちらの調査も天候により中止や延期をした例

を実施して，貴重なマップを作成することがで

はほとんどなかった。参加者の熱意に文字通り

きた。ここで開始されたマップ作成事業は，
２０１１

天も味方してくれたのであろうと感じた。その

年１２月 〜２０
１２年６月の期間 に 行 わ れ た 第２

他にもいろいろな問題があったが，いずれも大

次事業，２０１２年７月 〜２
０１３年３月に実施され

（ ９９ ）
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た第３次マップ事業を経て，現在，原子力規制

Vol．
６
２，No．
１
０

である。

庁からの委託による２
０１３年度マップ事業を実
施しているところである。この一連のプロジェ

Author

クトの中で得られた結果を解析することにより，
福島周辺の放射線量率やセシウム蓄積量の経時
変化の傾向が明らかになりつつあり，この結果

Backstage of the Mapping Project

を将来状況の予測を行うのに役立てていく予定

Kimiaki SAITO : Japan Atomic Energy Agency

（ １００ ）
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日本分析センターにおける東京電力福島第一原子力発電所事故後の
放射性物質の分布状況に関する調査研究
池内嘉宏
日本分析センター

平成２３年３月１１日は，４
７都道 府 県 の 放 射

の分析法を図４に，プルトニウム等の分析法を

能分析の担当者と，有楽町の東京フォーラムで，

図５に，分析結果を図６から図１
０に示す。土

相互比較分析に関わる会議の真っ最中であった。

壌に事故由来のストロンチウムやプルトニウム

文部科学省に電話すると，福島が大変なので

が検出されているが，それらの最大値で，５
０

来てほしいといわれ，私を含め４名が，日比谷

年間の外部被ばく及び吸入摂取による被ばく線

公園を横切って，文部科学省まで歩いて行った。

量を計算すると，ストロンチウムでセシウムの

夜に，大渋滞のなか，防衛省に車で移動し，

１７０００分の１，プルトニウムで１４０００分の１で

大型ヘリで東京電力福島第一原子力発電所か

あり，セシウムの蓄積に着目することが重要で

ら，５km のオフサイトセンターに，１
２日の午

あることがわかった。

前６時に到着した。

河川水も事故由来のセシウム及びストロンチ

３月１８日からは，２名が福島県原子力センタ

ウムが検出されているが，最大値の河川水を仮

ーに，１名が文部科学省に支援のため，勤務を

に１年飲み続けたとすると，セシウムで０．
０６０

始めた。その後，支援のため外部の機関に出る

mSv，ストロンチウムで０．
０００６３mSv であっ

職員が増え，３月１７日には，１７名となった。

た。プルトニウムは，全試料，検出限界値以下

日本分析センターでは，事故直後から，福島
県の野菜や土壌を，さらに千葉県や群馬県の飲

であった。検出限界値で１年間飲み続けたとし
て計算すると，０．
０００００３７mSv であった。

料水の γ 線測定を実施した。５月末までに約
８０００試料の測定依頼があった。

井戸水も事故由来のセシウムが検出されてい
るが，最大値の井戸水を仮に１年飲み続けたと

そんななか，文部科学省の第一次分布マップ

すると，０．
０３０mSv であった。ストロンチウム

調査が開始された。６月６日から１４日まで，

では，事故由来の８９Sr は，全ての試料で検出さ

１３名を福島県に派遣し，２２００か所（１か所で

れていないので，９０Sr の最大値は，その検出限

５試料採取）の土壌試料採取に協力するととも

界値で計算すると，０．
００００４８mSv であった。

に，合 計１
１０００試 料（２２００×５試 料）の 約 半

文部科学省の第一次マップ調査は，１
０月に

数の４８８１試料の γ 線を測定した。また，その

終了したが，引き続き，第二次調査を１
２月か

８
９

９
０

うち１００試料について， Sr， Sr の分析を，

ら平成２４年５月まで行った。また，平成２５年

１００試料についてプルトニウムの分析を行った。

２月まで，第三次調査を実施した。日本分析セ

さらに，６月末から１週間，８月初旬の１週

ンターの調査内容を図１１に示す。

間で，福島県の河川水５０か所，井戸水５０か所

第三次分布マップ調査で，プルトニウム分析

を採取した。河川水，井戸水の採取場所を図１

用土壌を９７か所で採取した。採取場所を図１
２

８
９

９
０

に，採 取 の 状況 を 図２及 び 図３に， Sr， Sr

に，採取場所及び採取状況を図１３，１４に示す。

（ １０１ ）
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図１ 河川水，井戸水の採取場所

（ １０２ ）
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図２ 河川水の採取
橋の上からバケツで採取：この地点では，セシウム分析用に４
０L，８９Sr，９０Sr 分析用
に４
０L，プルトニウム分析用に１
０
０L 採取した。

図３ 井戸水の採取
井戸水をバケツで採取：この地点では，セシ
ウム分析用に４
０L を採取した。

（ １０３ ）
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図４

８９

Sr，９０Sr 分析法

図５ プルトニウム，アメリシウム，キュリウムの分析法

（ １０４ ）
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図６ ２２
０
０か所，１
１０
０
０試料の土壌の１３４Cs 測定結果。４８
８
１試料を，日本分析センターで測定，１３７Cs も同様の傾向。出典：文部科学省放射線量等分布マップ

Oct．
２
０
１
３
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（ １０５ ）
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Vol．
６
２，No．
１
０

図７ 土壌１
０
０試料の分析結果
発電所の北西方向を中心に事故影響のストロンチウム。出典：文部科学省放射線量等分布マップ

（ １０６ ）
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図８ 土壌１
０
０試料のプルトニウム分析結果
発電所の北西方向に事故影響のプルトニウム，出典：文部科学省放射線量等分布マップ

（ １０７ ）

805

806

RADIOISOTOPES

図９ 河川水１０
０か所の１３４Cs 分析結果
１３７
Cs も同様の傾向。出典：文部科学省放射線量等分布マップ

（ １０８ ）
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図１
０ 河川水１
０か所の８９Sr 分析結果
４か所で事故影響の８９Sr。出典：文部科学省放射線量等分布マップ

（ １０９ ）
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図１
１ 文部科学省分布マップ調査
第一次から第三次調査：日本分析センターが実施している調査。

図１
２ 第三次分布マップ調査のプルトニウム分析用土壌試
料採取場所
福島第一原子力発電所の北西方向を中心に９
７か所で
採取。

（ １１０ ）
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図１
３ 富岡町：海岸近くの集会所付近の採取場所

図１
４ 飯舘村：道路わきの採取場所での採取状況

（ １１１ ）
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東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター
（CNS）の活動
下浦

享

東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター

２０１１年６月に福島県及びその隣接地域２２
００

壌調査に関する集会が開催された。そこでの議

地点から土壌試料約１１０００個が採取され，２か

論から，大規模調査の重要性と一刻も早い実現

月のうちにそれらに含まれる γ 線放出核種の

の必要性が確認された。調査地点の多さと範囲

大規模調査が行われた。土壌試料採取には教育

の広さから，調査に関与する研究組織も必要な

・研究機関を中心とする９
８組織，４４
０名が，

予算の規模も大きくなることが想定された。ま

分析には，２３機関，３４０名が参画するという全

た，半減期が８日の１３１I の分析の重要性から，

国規模の共同事業であった１）。その成果は土壌

この大規模調査はできる限り早く実施すること

放射性物質マップ２），３）及び放射性物質の分布状

が必要で，そのためにはできるだけ多くの土壌

４）

況等調査データベース として公開され，基礎

試料採取参加者と土壌分析機関による速やかな

データとして活用が始まっている。

分析が望まれた。

この大規模調査は，文部科学省の事業として

こうした問題意識から，パイロット調査とい

トップダウン的な大型予算を裏付けとして実施

う位置づけで２
０１１年４月末から５月にかけて，

された。しかし，その内容から見ると，原子核

東西６
０km，南北１
００km の範囲の１
０km×１
０

物理学，地球環境科学研究者を始めとする学術

km メッシュの５
６地点からの土壌試料採取が

研究コミュニティや学術会議により提案・企画

行われ，それらの分析が大阪大学，筑波大学，

され，それぞれの研究者・教育者からの土壌試

首都大学東京，東京大学，日本原子力研究開発

料採取及び分析の呼びかけに文部科学省が応え

機構により行われた。放射能強度の広範囲にわ

ることで実現されたボトムアップ事業であった

たる分布の概要を知ることだけでなく，複数機

といえる。大規模調査そのものは，文部科学省

関の異なる検出器システムによる分析を行うこ

から報告がなされているので，それらの結果に

とにより，様々な種類の検出器や分析者による

至るまでを，東京大学原子核科学研究センター

大規模調査において等質で信頼性の高い土壌放

（CNS）が関わった土壌分析を中心に紹介し，

射線データを得るための注意点を洗い出し，土

当事者の一人として感じた事業実現の鍵のいく

壌試料採取及び分析手法の共通プロトコルを策

つかについて述べる。なお，土壌試料採取に関

定することが重要な目的の一つであった。

しては別の報告を参照されたい。

土壌等に含まれる放射線の表現として単位重
量あたりの放射能濃度（Bq/kg）がよく用いら

１． パイロット調査

れる。しかし，今回の土壌調査では，事故で拡

事故直後から，原子核物理学，地球環境科学

散した放射性物質が地上にどのように沈着した

等の研究者から福島周辺の土壌調査の重要性が

かが重要であり，そのために地表面の単位面積

指摘され始め，２
０１１年４月には，原子核物理

あたりの放射能（Bq/m２）を求めることを目的

学分野，地球環境科学分野による福島周辺の土

とした。筑波大学等によりすでに実施されてい

（ １１２ ）
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た土壌中放射性物質の深度分布の調査から，放

なくなかった。土壌試料を取り出して撹拌する

射性物質は土壌の表面から１cm 程度に分布し，

などして一様性を向上させた上で，同一試料の

それより深くには浸透していないことが知られ

いくつかの測定結果を CNS と首都大学東京で

ていた。このことから，地表面に鉛直に深さ５

比較した結果，１
５％ 程度の範囲内で一致した。

cm，直径５cm の円筒形の土壌を，プラスチッ

撹拌により完全に一様にすることは不可能であ

ク製の U-８容器（直径５cm 高さ６cm）に採取

ることや，測定結果の精度を見積もるためにも

し，そこに含まれる放射能の総量（Bq）を直

複数の機関による相互比較を行うことの重要性

径５cm の円の面積で割った量が沈着量とされ

が明らかになった。
環境試料中の放射性物質は一様には分布して

た。
１
３
４

１
３
７

１
３
１

土壌中の放射能は， Cs， Cs， I 等の放

いない。近くの場所でも土壌の放射線強度が大

射性核種からの γ 線を Ge 半導体検出器で測

きくばらついている。パイロット調査では，こ

定・分析し，核種ごとに求められる。分析を行

うした非一様性を評価するために，一つの地点

う機関ではそれぞれ異なる測定システム（Ge

につき，２〜３m の範囲内の５〜８か所から土

半導体検出器の相対効率，縦置きか横置きか，

壌試料が採取された。

遮蔽の厚さなど）が用いられる。こうした分析

分析の結果得られた放射能強度のばらつきを

から等質の放射能強度を得るためには，実際の

標準偏差で表し，平均値との相関を図１に示す。

土壌試料を模した標準線源による較正が最も有

図から標準偏差は強度にほぼ比例していること

効で，実際には U-８容器に格納した濃度が既

がわかり，その大きさは，平均値のおおよそ

１
３
４

１
３
７

知の Cs 及び Cs を含む標準土壌試料（IAEA５）

１
３
４

４０％ 程度であった。これは，一つの試料の測

４４４ ）による較正が行われた。通常， Cs は

定値をその地点の放射能強度の代表値とすると，

１回の崩壊により複数の γ 線が放出することに

代表値としての精度が４
０％ であることになる。

よる効果（サム効果とよばれる）のため，検出

統計学的には，試料の個数を増やしそれらの平

器の大きさや試料との距離により感度の補正が

均値を代表値とすると，その精度は試料数の平

必要となるが，IAEA-４４４の分析結果で規格化

方根分の１に向上する。このことから，各地点

することでこの補正の必要がなくなった。ただ

の放射能強度の代表値を全体として２
０％ より

１
３
４

し，IAEA-４４４の Cs の強度は弱く，測定シス

良い精度で求めるには，少なくとも５か所程度

テムの遮蔽が十分でなければ，２０１１年５月時

の試料を採取・分析することが必要だというこ

点での東京電力福島第一原子力発電所由来と考

とになる。また，５試料あれば，それらの分析

えられる東京近郊における１３４Cs からの γ 線強

結果から，地点ごとの代表値の精度も求めるこ

度と同じオーダーであったので，測定には十分

とができる。なお，放射線強度の分布に関して

に時間（２４時間程度）をかけるとともに，同

は，本特集の大塚らによる報告に詳しく述べら

程度のバックグラウンド測定の必要性が明らか

れている。

となった。

これらの結果に基づき，２〜３m の範囲内で

上述のように，土壌中の放射性物質の濃度は

少なくとも５か所から土壌を採取すること，土

深さによって異なっているため，U-８容器に採

壌を十分撹拌した後容器に格納することの重要

取された土壌に含まれる放射性物質の分布も必

性が明らかになり，大規模調査のためのプロト

ずしも一様でない。土壌試料採取後よく振るこ

コルに加えられた。また， γ 線測定による土壌

とによりある程度撹拌されると予想していたが，

分析プロトコルには，検出器に対する試料の向

実際には，容器と Ge 半導体検出器の位置関係

きによる強度の違いをチェックすることが加え

により γ 線の計数率が大きく異なる試料が少

られた。

（ １１３ ）
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図１ 同一地点の５〜８か所から採取された土壌試料中の放射能強度（１３７Cs，１３１I）の平均
値と標準偏差（ばらつき）の相関。

トコルが策定された。上述のように，絶対値の

２． 土壌分析の呼びかけ

較 正 は，U-８容 器 に 格 納 し た 標 準 土 壌 試 料

パイロット調査，分析が行われた５月は，同

IAEA-４４４を各分析機関で持ち回り分析するこ

時に，文部科学省や大学への大規模調査に向け

と，また，結果の再現性をチェックできるよう

た働きかけが行われるとともに，土壌分析の呼

に，測定記録簿，検出器の写真，スペクトルの

びかけがなされた。地球環境科学，放射化学分

全てを報告することがプロトコルに含められた。

野ではすでに４月に全国の大学，研究機関にお

予想されていたことではあるが，１３１I はすで

ける Ge 半導体検出器の調査が行われており，

に１０半減期を超えており，多くの試料は定量

原子核物理学分野でも，５月の初旬にはコミュ

が困難であった。追加の呼びかけで，夜間など

ニティのメーリングリストを通じて検出器及び

を利用して測定時間を長くしてもらったが，定

分析可能試料数の調査が行われた。結果とし

量が可能となった試料は必ずしも多くなかった。

て，１８の大学と３の研究機関で分析可能であ

４． ハ ブ 機 能

ることがわかり，それぞれのグループは分析可
能試料数等をあわせて，文部科学省への提案に

６月に開始された大規模調査において，２２００

含められた。６月初めに決定された科学技術戦

か所で採取された試料は東京大学 CNS と日本

略推進費による大規模調査が実施されたのだが，

分析センターの２か所に送付された。２
１の大

その後，予算措置がなくても分析に参加したい

学・研究機関による分析のハブとして東京大学

という申し出があったものの，国の事業として

CNS により，約６０
００の土壌 試 料 の 集 約，チ

リストに載っていない機関による分析は難しい

ェック，記録，配送，分析結果の集約及びチェ

ということでお断りいただくことになったこと

ックが行われた。広範囲にわたる土壌試料採取

は残念であった。

が短期間で行われた結果，わずかではあったが，
採取地点の重複や地点名の不整合等が見られた。

３． プロトコルの策定

全ての試料に対して採取グループ，採取者名，

パイロット調査の結果にもとづき，大勢の土

採取日時等の情報も全て記録され，採取現場で

壌試料採取者，異なる仕様の Ge 半導体検出器

の記録と付き合わせることで，プロトコルから

を持つ多くの機関による分析が同質の結果とな

外れた記録の試料も，こうした冗長な情報があ

るように，土壌試料採取及び分析に関するプロ

ることで同定可能となった。こうした単純だが

（ １１４ ）
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下浦：東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター
（CNS）
の活動

表１ 測定プロトコル
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下浦：東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター
（CNS）
の活動
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重要な作業は，研究・教育と両立させることは

可能でなく，その強度のばらつきまで求められ

困難であったが，幸運にも採用することができ

た地点はほとんどなかった。特に強度が強くて

た有能な事業専任者３名が携わることで完備な

測定可能であると思われていた原子炉からの

ハブ機能を果たすことができた。

２０km 圏内の分析を２週間程度後回しにした結

各グループからの集約された分析結果は，一

果，有意な結果が得られなかった。１３１I からの

旦，CNS でチェックが行われた。この中には

γ 線 の エ ネ ル ギ ー は３６４keV と，１３７Cs の６６２

同一試料の分析結果の比較も含まれた。２０１１

０５，７９６keV 等より低く，セシ
keV，１３４Cs の６

年夏時点では広範囲にわたって１３７Cs と１３４Cs の

ウムの γ 線のコンプトン効果によるバックグ

放射能はほぼ同じ強さであることが知られてい

ラウンドに埋もれてしまっていた。１３１I に対し

たので，両者の強度比をチェック項目とした。

ては１０半減期を超えて強度が１/１０００以下に

わずかにみられた記録ミス，較正の誤り等はこ

なってしまっていた反面，セシウムからの γ 線

のチェックで発見することができ，各グループ

強度はほとんど減衰していないため，信号対バ

への再分析の依頼あるいは送付されたスペクト

ックグラウンド比が小さくなりすぎてしまった

ルの分析により正すことができた。相互比較の

ことが原因であった。当時，全ての試料は非破

結果は文部科学省の報告にも記述されており，

壊で分析すべきだと思い込んでいたが，１試料

全ての測定グループからの結果が一定の水準で

でも化学処理によりセシウムを取り除き測定す

あることが示された。

れば，定量できた可能性があったことに気付い

分析について専任の研究者が配置されたグル

たのは残念ながら何か月も後であった。

ープは皆無であり，筆者も含め多忙な大学教員

２０１２年度から，化学処理を行い，半減期の

（グループリーダー）による分析結果のチェッ

長い１２９I の定量により１３１I の当初の量を推定しよ

ク機能は必ずしも十分ではなく，ハブ機関で再

うという試みがなされている。大規模調査の結

チェックすることの重要性があらためて認識さ

果として得られた各地点の放射能強度のばらつ

れた。

き，少ないながらも定量できた１３１I の強度を参

このような調査において，誤りを防ぐために

考に分析が進められている。パイロット調査の

プロトコルが遵守され，誤りが許されないとい

結果の分析から，各地点での１３７Cs の強度のば

う精神論や，プロトコルに従わないものや誤り

らつきと１３１I の強度のばらつきは強く相関して

を排除するという方針がとられがちである。し

いる，つまり，１３７Cs の強度がばらついている

かし，今回の調査においては，各地点の各試料

地点では１３１I の強度もばらついていることがわ

を最大限生かし，全てを分析するということの

かった。１２９I の定量から推定された１３１I の強度の

重要性は，単なる学術調査を超えて，試料採取

ばらつきをすでに得られている１３７Cs の強度の

に協力された現地の方々の想いを生かすことで

ばらつきから推定が可能ということになる。

もある。わずかの確率でも生じる誤りを前提に，

６． お わ り に

様々な段階での記録の冗長性及び全ての記録の
報告など試料分析の透明性を意識したことが，

福島周辺の広範囲にわたる土壌中の放射性物

結果的にはこの事業の成功に大きく寄与したと

質マップの作成は，国からのトップダウン的な

考える。

予算措置と大学，研究機関の構成員の自発的な
アクションが組み合わされた結果実現したと考

５． 非破壊分析の限界

えている。この成功は，全国の数百名もの方々
１
３
１

本事業提案の主要な目的の一つであった I

それぞれの力が合わさったことによるというこ

の定量は，残念ながら全地点の１/５程度でしか

とを実感するとともに，アイデンティティを最

（ １１７ ）
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も重視する多くの研究者が一つの事業に携わる

４）日本分析センター，放射線データベース

ことができたことに驚きを禁じ得ない。ただ，
こうしたことが実現したことは，逆に，原発事

Vol．
６
２，No．
１
０

http : //radb.jaea.go.jp/
５）IAEA-444

故がいかに重大であったかということの裏返し

http : //nucleus.iaea.org/rpst/ Documents / rs ̲

かもしれないという気持ちがよぎることも否定

iaea̲444.pdf
６）Perillo Isaac, M. C. et al., Nucl . Instr. and Meth. in

できない。

Phys. Res., A 397, 310（1997）

最後に，この事業に関わったすべての方々に

http : //dx.doi.org/10.1016/S 0168-9002(97)00754-7

敬意を表したい。
文

Author

献

１）放射線モニタリング情報（平成２
５年度から原子
力規制庁）

, The
Activities of Center for Nuclear Study（CNS）

http : //radioactivity.nsr.go.jp/

University of Tokyo

２）放射線量等分布マップ
http : //ramap.jaea.go.jp/
３）大阪大学核物理研究センター，福島土壌調査

Susumu SHIMOURA : Center for Nuclear Study
（CNS）
,
The University of Tokyo

http : //www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/

（ １１８ ）
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特

集

主要なできごとの時系列＊

!思

柴田

日本アイソトープ協会

２０１１年
３月１１日１４：４６

東北地方太平洋沖地震発生

３月１１日１９：０３

菅総理，緊急事態宣言を発出

３月１１日２０：５０

２km 圏内避難指示（福島県）

３月１１日２１：２３

半径３km 圏内の避難指示及び半径１０km 圏内の屋内退避を指示
（政府）

３月１２日０３：０６

１号機のベント実施を公表

３月１２日０５：４４

半径１０km 圏内の避難指示（政府）

３月１２日１５：３６

１号機原子炉建屋爆発

３月１２日１８：２５

半径２０km 圏内の避難指示（政府）

３月１４日１１：０１

３号機原子炉建屋爆発

３月１５日０６：１０

４号機建屋爆発

３月１５日１１：０１

半径２０km 〜３０km 圏内の屋内退避指示（政府）

３月１６日

大阪大学核物理研究センター（RCNP）で核物理分野の研究者の
すべきことの議論

３月１７日 〜４月１０日

米国エネルギー省の米軍機による放射線測定調査

３月２０日

大阪大学 RCNP で行動計画の議論の結果，文部科学省の行って
いる住民のスクリーニング活動に参加することを決定

３月２３日

原子力安全委員会

最初の SPEEDI 結果公表

３月２５日

２０km 〜３０km 自主避難要請（政府）

３月２９日

東京大学原子核科学研究センター（CNS）が支援活動参加を表
明し，地球科学や海洋科学分野の研究者への呼びかけを行うこと
とした

３月３１日

「福島の原子力発電所の事故後の放射線量調査」を，大阪大学を
通して文部科学省へ提出

４月４日

日本学術会議第二次緊急提言「福島第一原子力発電所事故後の放
射線量調査の必要性」を公表

４月６日 〜２９日

米国エネルギー省による第一次航空機モニタリング

４月１１日

大阪大学 RCNP で，土壌調査の組織，測定計画についての会議

４月１３日

東京大学理学系研究科で地球科学，核化学分野の研究者が参加し，
「環境放射線核物理・地球科学合同会議」発足

４月２０日

第２回環境放射線・核物理・地球科学合同会議で土壌の調査につ
（ １１９ ）
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いて具体的な検討が行われた
４月２１日

半径２０km 圏内の警戒区域設定，半径２
０〜３０km 圏内の屋内退
避指示を解除

４月２２日
４月２２日
５月上旬

計画的避難区域と緊急時避難準備区域を設定
「環境モニタリング強化計画」発表（政府）
大阪大学 RCNP が土壌調査の取りまとめ，東京大学 CNS が γ 線
測定の取りまとめと分担を決め準備を始める。パイロット調査と
して１０km での土壌試料採取を行う

５月１３日

大阪大学 RCNP より土壌調査（採取）のための参加依頼を電子
メールで呼びかける

５月１７日

「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」の中で，環境
モニタリング強化計画を改めて示す（政府）

５月１８日 〜２６日

文部科学省及び米国エネルギー省による第二次航空機モニタリング

５月１９日

総合科学技術会議が科学技術戦略推進費によるプロジェクト「放
射性物質による環境影響への対策基盤の確立」を発表

５月２６日

文部科学省「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」設置

５月３１日 〜７月２日

文部科学省

６月３日

東京大学総長及び大阪大学総長より全国の国立大学法人に大規模

第三次航空機モニタリング

土壌調査への協力の呼びかけ
６月４日 〜５日

土壌調査のための訓練

６月６日

土壌試料の Ge 検出器による測定開始（大学連合約６１
００試料，
日本分析センター約４９００試料）

６月６日 〜１４日

第一次調査

土壌試料採取（一回目，福島原発から８
０km 以内

６月６日 〜１３日

自動車による空間線量率の走行サーベイ（KURAMA）

６月２７日 〜７月８日

第一次調査

は２km メッシュ，８
０km 〜１００km は１０km メッシュ）
土壌試料採取（二回目，福島原発から８
０km 以内

は２km メッシュ，８
０km 〜１００km は１
０km メッシュ）
８月２日

文部科学省

走行サーベイ及び土壌採取地点の空間線量率マップ

公表
８月３日

日本学術会議

第七次緊急提言「広範囲にわたる放射性物質の挙

動の科学的調査と解明について」公表
８月２９日

文部科学省

土壌沈着した放射性セシウムの分布マップ公表

９月１３日

文部科学省

森林内における放射性物質の移行調査結果公表

９月２１日

文部科学省

土壌沈着した放射性ヨウ素の分布マップ公表

９月３０日

文部科学省

土壌に沈着したプルトニウム，ストロンチウムのマ

ップ公表
１０月３１日
＊

文部科学省

土壌に沈着したテルル，銀のマップ公表

Time Series of Main Events

Tokushi SHIBATA : Japan Radioisotope Association

（ １２０ ）

