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　2011年 3月の東北地方太平洋沖地震による津波で東京電力福島第一原子力発電所
（以下、福島第一原発）事故が生じ、放出された放射性物質によって水道水が広範囲
で汚染された事象への、より的確な対応を目指して実施したのが本研究です。
　存在量はわずかながら半減期の長い同位体であるヨウ素129（129I）の採取分析から、
事故当初の主要な被ばく要因であったにもかかわらず半減期が短く観測が限られてい
たヨウ素131（131I）の分布が推計され、また、現地観測によって首都圏における水と
土砂の移動に伴う放射性物質の流域全体における動態も明らかとなりました。そうし
た知見に基づいて構築した放射性物質の移流拡散シミュレータでは、算定沈着量の空
間分布が航空機観測による推計値と概ね対応するだけでなく、各都道府県で観測され
た時系列変化を的確に再現でき、さらには東京都市圏の金
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浄水場にお
ける放射性物質濃度の時間変化も精度よく推計できるようになりました。
　また、福島市、東京、大阪の市民を対象に、公表された飲食物中放射性物質濃度と
出荷データを用いて、飲食物由来の放射性ヨウ素と放射性セシウムの曝露量（被ばく
量）を推計する手法を開発し、実際の家庭での食事をサンプリング調査した結果など
と比較したところ妥当な結果が得られ、迅速な対応がもたらす曝露量軽減への寄与も
明らかとなりました。さらに、これらの成果を統合して、仮想的な原発事故状況下に
おける飲食物由来の被ばく量の推定手法や、規制による削減効果の評価方法を確立す
ることができました。
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原発事故で放出された
放射性物質による汚染状況の把握

　東日本大震災による福島第一原発の電源喪

失から燃料溶融事故の過程で、多くの放射性

物質が福島県を中心に陸域地域に降下して広

域の放射性物質汚染を起こしました。この実

相を、事故初期の原発から20 km圏内を除く

福島県と北関東地域で土壌試料を採取して、

汚染マップとして報告しました（図2左上）。
その後、文部科学省（以下、文科省）のモニタ

リング事業※1でより詳細な汚染実態が明ら

かにされましたが、事業の開始が3カ月後と

遅く、最も重要な放射性核種ヨウ素131の実

相については、筑波大学のモニタリングに

よって補う必要がありました。

　2011年4～5月までに集めたヨウ素131

の測定結果が得られている福島県内の土壌

試料に対して長半減期同位体ヨウ素129の

測定を加速器質量分析法で行い、原子炉が緊

急停止したと考えられる3月11日14：46に

おいて、131I/129I 原子数比で4.02×10-2と

いう値を得ました。この値を用いて様々な場

110mAg/137Cs（放射性銀110m/ 放射性セシ

ウム137）放射能比 0.018、0.0048と0.0019

の3つの独立した分布群の存在が得られまし

た。110mAg/137Cs 放射能比別に地図上に図示

するとそれぞれを帯状に示すことができまし

た（図2右）。これらの分布群は原発から離れ
ても存在することから、それぞれが独立した

汚染によるものと考えられます。134Cs/137Cs

（134Cs は放射性セシウム134）放射能比につ

いても併せると、汚染源（原子炉および時間）

の検討を可能にするものです。

　さらに、採取した土壌試料中から放射性セ

シウムを高濃度に含む放射性粒子を見いだし

取り出すことにも成功しました。これらの粒

子は走査型電子顕微鏡（SEM）観察により、

形状から2種類に分類されました。1種類は

大きさが数μmで、既報※3 の茨城県つくば

市の大気浮遊塵中に見いだされたものと同様

な球体に加え、不定形の粒子も複数見られま

した。もう1種類は100μmより大きな粒子
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研究成果

表紙：左図：福島第一原発事故による放射性プルーム輸送シミュレーション図。右図：昭和橋（千葉県大堀川）における浮遊砂サンプラー試料交換の様子。

図1　研究の全体像

として見いだされました。これらすべての粒

子に含まれるガンマ線核種は 134Csと137Cs が

主なものであり、粒子中の134Cs/137Cs比によ

り2つの分布群に集約され、福島第一原発1

号機由来と2または 3号機由来のCs 同位体

比とに一致しました。2または 3号機由来の

放射性粒子は、つくば市で見いだされた放射

性粒子とよく似た特徴を有しています。また、

1号機由来の粒子は12日に放出されており、

事故から比較的早い段階でこれらの粒子が生

成することが判明しました。エネルギー分散

型 X線分析（EDS）の結果から、すべての放

射性粒子に共通する元素は Si、O および Ca

であり、特に Si と Oはすべての粒子におい

て全質量の 80％を占めていました。
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　東日本大震災に伴う、福島第一原発事故による放射性物質の汚染状況を
より深く理解していくことは、大気拡散シミュレータの構築に役立ちます。
また、放射線被ばくリスクの計算への応用が期待されます。

所の土壌中のヨウ素129 の量を求め

て、既に崩壊してなくなっているヨウ素

131の量の推定を行いました。原発か

ら60km程度離れた地域までの試料

から原子数比を求めることができ、事

故当時は入れなかった20km圏内も

含めた事故当時のヨウ素131 の降下

量を実際に推定しました（図2左下）。
このデータを内部被ばく算定の基礎資

料として提供しました（p.7 参照）。

　福島第一原発から北西方向に広が

る帰還困難区域で、上述の文科省モニ

タリング調査の隙間を埋める地上調

査を行い、北西地域の汚染を形成した

原因の解明を試みました。データの

解析には本研究で集めた試料のデー

タに文科省の調査結果を加え、2011

年3月11日に壊変補正※2を実施し

て比較しました。沈着量が10MBq/

m2 以上と極めて大きい試料を基準に、

図2　放射性核種の汚染マップ
左上は当初作成した137Cs の降下量（kBq/m2）、左下は131I 量を実際の測定値と129I 量から推定した降下量（Bq/m2）、右
は福島第一原発から北西方向の帰還困難区域周辺の110mAg/137Cs 比（色別）と137Csの降下量（円の大きさ）で表したもの。

※1 科学技術戦略推進費による放射線量等分布マップ
 http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/6000/5235/
 24/5253_20120615_1_rev20130701.pdf
※2 壊変補正…放射能は時間とともに変動して少なくなって

いく。そこである決まった日時の放射能量に半減期を用
いて戻すこと。

※3 K. Adachi et al., Scientific Reports 3, 2554（2013）, 
 DOI: 10.1038/srep02554
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研究成果

　流域水質シミュレータの開発には、特に雨

天時における流出プロセスに関する解明が重

要です。そこで、本研究では、雨天時および

晴天時に、千葉県柏
かしわ

市を流れる大堀川のサ

ンプルを長期連続的に採取し、懸濁態ならび

に溶存態放射性セシウムの降水イベント内変

動、長期変動を調査した上で、分配係数〔溶

存態1L中の137Cs濃度に対する浮遊粒子（SS）

重量 1kgあたりの137Cs濃度の比〕の変動に

寄与する因子の解明を試みました。

　図4は大堀川での放射性セシウム濃度の経
時変化を示したものです。2012年 5月から

2013年3月までに指数関数的に急速に濃度

が低下した後、濃度の低下がおさまっていま

す。また、河川水中の137Cs 濃度（SS 重量あ

たり）は雨天時の方が晴天時より高い傾向が

見て取れました。2012年度に河川水（懸濁

態）、SSサンプラー試料、河川堆積物、道路

塵
じん

埃
あい

、道路排水を採取し、それらに含まれる
137Csの起源を解析したところ、SSサンプラー

試料の137Csは主に、道路塵埃と河川堆積物

に由来すると考えられました。雨天時におけ

る河川水の懸濁態の137Cs 濃度の上昇は、道

路塵埃などの地表面堆積物が河川へと流出し

たことが主要因と考えられました。

　溶存態と懸濁態では流出挙動が異なり、ま

た、生物への Cs の蓄積の影響も異なります。

そこで、分配係数を調査したところ、同一イ

ベント内で 2.5 倍程度の変動を示しました。

この結果は、137Csの流出モデルを構築する

際には、分配係数の変動が無視できない可能

性があることを示唆しています。加えて、雨

天時における分配係数の変動の要因を調査す

ると、SS 濃度が増加するにつれて分配係数

が低下する傾向が見て取れました。このこと

は、SS 濃度から分配係数を推定することが

できる可能性を示唆しています。SS 濃度と

分配係数に相関がみられた理由としては、試

料間の粒径分布の違いによることが一因とし

て考えられました。

　さらに、大堀川と手
て

賀
が

沼
ぬま

（千葉県）におけ

る放射性物質のフラックス量やストック量の

時間変化の解明も進めました。大堀川にお

ける放射性セシウムのフラックスは、2012

年 に は 3,800 MBq/ 年、2013 年 に は 6.7 

MBq/ 年と推定されました。また、手賀沼の
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河川水中の放射性物質の移流変動

　本研究における放射性物質の発生源解析や

流出モデルを検討するための対象サイトとし

て、千葉県大
おお

堀
ほり

川
がわ

を選び、定点調査と流域調

査を行いました。この地域は福島県内に比

べて都市化が進んでいる地域であり、森林

が 70％以上の地域との比較検討対象として

選びました。一方で、福島県請
うけ

戸
ど

川
がわ

、新
にい

田
だ

川
がわ

における流域調査も継続して進めています。

河川水、泥中ならびに周辺土壌のセシウム

134、137 およびヨウ素129の分析を行い、

起源解析のための基礎データを出しました。

また、大堀川については昭和橋での定点観測

と上流から下流への流域観測も行いました。

　定点観測では、昭和橋における浮遊砂サン

プラーで得られた浮遊粒子の放射性セシウム

濃度変化（図3）を2重指数関数の形で定式
化したところ、137Csにおいて、次式を得た。

　C（t）= 3.25 ×105 exp（-3.26 t）
+ 6.31 ×103 exp（-0.211 t）

　ここで、ｔは経過時間で単位は年である。
放射能濃度の変化は異なる 2つの時間成分

に分解され、短い時間変動（短成分）と長い

時間変動（長成分）の変化で示されました。

この結果を、放射性物質測定委託事業※6で

福島県内の河川（阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川
がわ

水系）で報告して

いる値と比較すると、今回の大堀川での結果

は短成分も長成分もどちらも阿武隈川水系よ

り小さな値が得られ、放射性セシウム濃度の

時間変化が遅いことが示されました。この違

いが河川の周辺状況の違いであるとすると、

これが市街地での経時変動の特徴を示してい

ると考えられます。

　流域観測としては、大堀川、請戸川にお

いて上流域から下流域までの数カ所で河川

水のサンプリングを行い、溶存態 137Cs およ

び 129I 濃度をガンマ線測定および加速器質

量分析（AMS）測定で調べています。同様

に、溶存している安定同位体についても誘導

結合プラズマ質量分析（ICP-MS）を用いて

調べました。これら河川流域での濃度変化お

よび同位体比変化を調査しました。大堀川

は、新
しん

駒
こま

木
ぎ

橋下流の北千葉導水路から晴天時

1m3/ 秒の注水があり、その影響を大きく受

けて 137Cs が極端に減少し、その後元の値に

戻っていく変化が観測されました。その河川

水中の溶存態の 137Cs/133Cs((Bq/L) /(g/L))

同位体比（133Csは安定同位体セシウム133）

の変化は、河床堆積物のイオン交換体または

鉄 - マンガン酸化物体が持つ137Cs/133C比と

比較すると、利根川水による希釈前ならびに
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3 km下流の昭和橋付近の同位体比と同じで

あることが分かりました。このことから、河

川水中の溶存態の同位体比は河床堆積物中の

イオン交換体などの同位体比と強く関係して

いると考えられました。これは請戸川におい

て、その放射性セシウムの濃度変化が上流、

中流、下流で大きく変化しており、周辺の河

床堆積物の状況を反映しているものと考えら

れるという結論に結び付けられました。

　さらに、溶存態中の放射性ヨウ素の流域変

動からは、放射性セシウムよりも、下流に行

くほど濃度が高くなる傾向が見いだされまし

た。放射性セシウムで見いだされた周辺の河

床堆積物の影響を受ける傾向よりも、一旦上

流でその濃度が高くなるとそのまま維持され

る傾向が見いだされました。

都市河川における
放射性セシウムの動態および起源解析

　雨天時と晴天時の都市河川水および流域内の土壌試料などを採取し、調
査することで、河川水中の放射性セシウムの起源を明らかにしました。ま
た、放射性セシウムの輸送量と沈着量を推定しました。

図4　大堀川における放射性セシウムの濃度変動（左）と自動採水器（右）
（Yamashita et al. 2015, J Water Environ Technol; Murakami et al. 2016, Water Res）

研究成果

湖底に堆積した放射性セシウムは 2012 年で

740,000 MBq、2013 年には 610,000 MBq

と算定されました。手賀沼流域で発生した放

射性セシウムの輸送は、2011年に圧倒的に

多くが輸送されたとみられ、降下したセシ

ウムの10％が 2011年に輸送され、残りの

90％はその後も流域に残存したと考えられ

ます。同様の検討を阿武隈川水系で行った結

果では降下総量の 1％だけが水系に輸送され

たと推定されていますので、都市化されてい

る大堀川流域では、事故初期に湖水へと流出

しやすかったことを表しています。

　市街地を対象とした放射性セシウムの動

態解明に関する研究は、チェルノブイリ事

故、2011 年事故においても非常に限られて

おり、本研究によって極めて貴重な知見を提

供できました。とりわけ、都市河川を対象に、

雨天時に高頻度で放射性セシウムについて調

査を重ねた研究事例はなく、新規性の高い、

重要な知見を提示することができたと考えて

います。

図3　昭和橋に設置した浮遊砂サンプラー（右）で回収した浮遊砂中の放射性セシウム濃度の経時変化
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　河川水中の懸濁態※4ならびに溶存態※5における放射性セシウムおよび
ヨウ素の経時変動と流域変動の調査により、溶存態への移行過程を明らか
にしました。

※4 懸濁態…水中に浮遊する粒子径2mm以下での不溶解性
物質の総称。今回は0.9μmのフィルタに残った物質を
指している。

※5 溶存態…水中に溶解している物質の総称。今回は0.2 μm
 のフィルタでろ過したろ液に存在している物質を指して

いる。
※6 平成 26年度東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故に伴う放射性物質の分布データの集約及び移行モデル
の開発事業成果報告書Part2-3 

 http://radioactivity.nsr.go.jp/jacontents/11000/
  10921/38/2-3_H26kasensuiiko.pdf
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飲食物由来の放射性物質の
被ばく量および発がんリスク評価

　福島第一原発事故から 1年間の飲食物由

来の放射性物質の被ばく量を、福島市、東京、

大阪を対象に推定しました（図7）。本研究
では、飲食物の国内外の流通状況を加味した

上で被ばく量を推定した点に新規性がありま

す。事故初期の被ばく量は推定する以外の手

法はありませんが、事故から数カ月ぐらい経

過した時点では、陰膳調査※8 やマーケット

バスケット法※9 などによって実際に摂取し

ている飲食物由来の放射性セシウムの被ばく

量に関する測定結果が他機関から報告されて

います。本研究で推定した値は、陰膳調査や

マーケットバスケット法などの測定結果とよ

く一致しており、その推定結果には妥当性が

あると考えられます。

　放射性ヨウ素の平均被ばく量（19歳以上、

男、実効線量）は、福島43μSv、東京19μSv、

大阪0.82μSv、放射性セシウムでは福島

19μSv、東京6.1μSv 、大阪1.9μSvでした。

合計値は、福島62μSv、東京25μSv、大阪

2.7μSv で、自然放射性物質である40K の

180μSv/年、210Po の 730μSv/年よりも低

い値を示しました。また、福島市や東京で

は半減期の長い放射性セシウムよりも半減

期の短い放射性ヨウ素の被ばく量の方が高

かったのに対し、大阪では逆でした。これ

は、福島市や東京では、飲料水や野菜など

の近郊が産地である食品からの被ばく量が

高かったために、ローカルな汚染を反映し

ていたのに対し、大阪は、食品の流通を介

して被ばくを受けたためと推察されました。

　本研究で得られた推定結果をWHO（世界

保健機関）や UNSCEAR（原子放射線の影響

に関する国連科学委員会）の報告書と比較す

ると、1桁程度低い結果でした（表1）。本研
究とWHOや UNSCEAR の報告書との大きな

違いは、食品の流通状況の考慮や、陰膳調

査、マーケットバスケット法などの測定結果

を用いた妥当性の比較の有無です。これらか

ら、食品の流通状況を考慮することが、被ば

く量の推定に重要であることが明らかとなり

ました。

　福島市における放射性物質の摂取について

事故からの経時変化をみると、放射性ヨウ素

は、最初の 2週間で総量の 80％以上を摂取

していました。このことは、迅速な対応が被

ばく量削減において重要であることを示唆し

ています。

　次に、飲食物由来の放射性ヨウ素および

セシウムによる発がんリスクを算出しまし

た。ここでは、事故から1年間だけではなく、

7
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大気中での放射性物質移流・拡散
モデルの開発と検証

　放射性物質の移流・拡散過程をシミュレー

トするためのモデルを開発し、その再現性の精

度を検証しました。それに先立ち、物質の輸送

過程シミュレーションにおいて従来モデルの精

度向上を試み、セミラグランジアン移流計算手

法を導入しました。non-iteration dimensional-

split semi-Lagrangian（NDSL；非反復次元分割

セミラグランジュ法）と呼ばれる手法を領域大

気モデルRSMに導入し、大気中における物質の

輸送過程の精度を大幅に改善しました。この手

法は、特に放射性物質輸送過程の改良に寄与し

たほか、水蒸気の輸送過程における負値などの

非現実的な表現を取り除くことに成功し、気象

現象そのものの再現性の改良に寄与することが

分かりました。 

　そして、NDSLを実装したRSMによる放射

性物質の輸送沈着分布の精度を検証するため

に、福島第一原発事故ケースでの再現シミュ

レーションを実施しました。ただし、実際に

原発から放射性物質がどれくらい放出された

のか、直接的な測定値はありません。そこで、

Kobayashi et al.（2013）による逆推定（沈

着分布から発生量を推定する手法）された値

を用いました。シミュレーション期間は2011

年3月11日0UTC（協定世界時）から31日

21UTCとしました。図5は関東近辺の各地点

で観測されたヨウ素131の1日あたりの沈着量

と、本モデルによるシミュレーションの1日あ

たりの沈着量を示しています。多少のズレは存

在するものの、ピークのタイミングなどの特性

はよく再現しています。以上により、本モデル

は放射性物質の輸送沈着分布の特性をよく再現

しており、福島第一原発から発生した放射性物

質は、期間内に出現した気象現象に伴って首都

圏など遠方に輸送されたことが確認されました。
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東京大学
生産技術研究所
人間・社会系部門
准教授

芳村 圭

放射性崩壊による減衰のみを考慮して、一生

涯の被ばく量をもとに算出しています。福島

市における甲状腺がん発症リスクは、2.3 ×

10-6 ～ 39 × 10-6 と算出されました。この

発がんリスクは、平時から摂取している飲食

物中の自然放射性物質、無機ヒ素、アクリ

ルアミドの発がんリスクと比べて 1桁から 2

桁低い値でした。

　これらの結果をもとに、仮想的な事故が生

じた際の被ばく量や発がんリスクを算出する

方法も構築しています。これにより、仮に事

故が生じた際の被ばく量が分かるようになる

だけでなく、飲食物の出荷制限などの対策に

よる効果や対策費用などが推定できるように

なります。

東京大学
生産技術研究所
人間・社会系部門
特任講師

吉兼 隆生

図6　シミュレーションで示された、局地風
により輸送される放射性プルーム
図中で白い雲のように表示されているものが放射性
プルーム（実際には目に見えるものではありません）。

韓国・公州（コンジュ）大学校
大気科学科
准教授

Eun-Chul Chang

福島県立医科大学 医学部 
健康リスクコミュニケーション学講座 准教授
（顔写真は p.5 参照）

村上 道夫

図7　福島市、東京、大阪における、事故か
ら1年間での飲食物由来の放射性物質の被ば
く量推定結果（19歳以上、男）
（Murakami and Oki, 2014, Plos One）

大気中での放射性物質移流・拡散
シミュレーション

　福島第一原発事故により放出された放射性

物質は200km以上離れた首都圏で複数回観

測されましたが、その輸送メカニズムはよく

分かっていませんでした。本研究では、観測

データ解析とコンピュータシミュレーション

により、（1）首都圏への放射性物質の輸送に

は、夜間に形成される2つの局地風系が関係

していること、（2）局地風系が重力流の特性

を持ち、南北方向の温度傾度が風系の形成強

化の主要因であることを明らかにしました。

　北西季節風や低気圧の影響の小さい静穏日

の午前中に、首都圏において空間線量の急激

な上昇が複数回観測されました。いずれの場

合も、観測の数時間前に関東平野で形成され

た水平規模が100km 程度の小規模（メソ）

低気圧が、朝方にかけて南方へ移動していく

様子が見られました。シミュレーションによ

る再現実験でも、各事例において首都圏への

放射性プルーム※7輸送が確認できました（図
6）。長期間のシミュレーション結果を解析し
たところ、北西季節風や低気圧の影響が小さ

い日の夜間に形成される2つの局地風系、つ

まりメソ低気圧に伴う北東風と、福島沖から

関東東部沖の海上で形成される北風に沿って、

放射性プルームが輸送されることを確認しま

した。さらに、これらの局地風系は大気下層

で顕著であり、上空約1500mの風系と大き

く異なることから、南北方向の温度傾度によ

り形成される重力流が局地風の実態であると

仮定し、シミュレーションで実証しました。

図5　ヨウ素131の日積算沈着量（降下量）の時間変化
観測値（点線）、シミュレーションモデル値（実線）。関東地域の主要モニタリングポストに加え、北方への輸送の
評価として山形市を加えている。

　仮に放射性物質の放出が長期間継続すれば、

原発の30km圏外の地域にも、日周期で形成

される局地風系により放射性プルームが高頻

度で輸送され、高濃度に汚染されることが想

定されます。一方で、局地風系の周期性によ

り、放射性物質がいつ、どこに、どのように

輸送されるのかを大まかに予測することが可

能です。被ばくに関係する不確実性を軽減し、

予測の信頼性を高めるためにも、局地風系の

詳細なメカニズムの解明が期待されます。

※7 放射性プルーム…気体状ないしエアロゾル状の放射性物
質が大気中をある程度の濃度を保ったままの形で移流す
る現象。

※8 陰膳調査…調査対象者が食べた食事と同じものをもう1
品用意し、1日分の食事を対象試料として調査する方法。

※9 マーケットバスケット法…スーパーなどの食品販売店で、
平均的な食事を想定して、1日分の食事を模擬的に用意
することで調査する方法。

WHO (2012) Preliminary dose estimation from 
the nuclear accident after the 2011 Great 
East Japan Earthquake and Tsunami. World 
Health Organization, Geneva.
UNSCEAR (2014) Sources, effects and risks 
of ionizing radiation. UNSCEAR 2013 Report to 
the General Assembly with Scientific Annexes. 
United Nations, New York.

表1　事故後1年間の食品由来被ばく量（µSv）
本研究と他の報告書との比較
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