
 

 

１．はじめに

 福島原発事故によってもたらされた放射能によ

る環境

高濃度汚染域は、東北地方南部や関東

中部地方の一部や東北地方北部にまで及んでいる。

子育て中の人々の一部は遠隔地に避難しているも

のの、多くの人々は不安を抱えながらその地にとど

まり暮らし続けている。

こうした状況に対して国や地方自治体の調査や

対策は遅々として進んでいない。

故前に年間

を 20mSv

域を線引きし、それ以下の地域の対策を怠るととも

に、除染や自然減衰で年間

域の居住制限や避難指示解除準備地域の

除し、

帰還を強制するような施策が進められている。一方

でリスクコミュニケーションと称する低線量被曝に

よる健康被害を過小評価する官制キャンペーンが横

行し、

とに対しては風評被害をあおる行為だとしてバッシ

ングが起きている。

このような

決定的に欠けている点がある。汚

量率だけで十分として、土壌汚染調査をきちんとや

っていないことである。

科省による土壌汚染調査（図

土壌調査であり、その調査範囲も限定的で福島県以

外の高濃度汚染域を十分にカバーできていない。

れ以後はヘリコプターから上空

サーを吊るして測定する空間線量率データから汚染マップを制作するだけなのである。地

方自治体も、国の姿勢にならって土壌調査をやろうとせず、空間線量率だけで汚染の把握

をしようとしてきた。チェルノブイリ原発事故で明らかにな

年単位で継続することであ
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戻りたい人々にとって 100 年単位の生存のための必須条件である。それを実践していくた

めには土壌汚染の把握を怠るべきではない。例えば、6年間で空間線量率が半分に下がった

から、さらに 6 年間経てば 4 分の 1 になるかというとそうではない。土壌中の放射性核種

濃度をきちんと把握することでしか将来を展望することはできない。また、気象攪乱や地

形などによって放射性物質が移流して新しいホットスポットなどが形成されることもあり、

定期的な土壌汚染調査の継続が必要なのである。 

2014年 10月、以上のような観点からみんなのデータサイト（2017年 10月現在 34測定

室が参加）は、17 都県におよぶ「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」に着手し、現在

までに 3,361 地点の土壌サンプリングと測定を行ってきた（図１）。半減期の短い Cs-134

が消えてしまう前に、福島原発事故由来の放射能汚染の全貌を把握しておくためにも、ぎ

りぎりのタイミングでの調査であった。本報告は、これらのデータのうち栃木県下 292 地

点（2017 年 8 月 31 日時点）についての調査結果と解析に特化して、栃木県下に暮らすす

べての人々に汚染の現状を知ってもらい、放射線防護の基本戦略を立ててもらうために取

りまとめたものである。 

激甚汚染地である福島県でさえ、国や自治体の動きは不十分であるが、福島県以外の高

濃度汚染域ではほとんど対策らしいことが行われていないと言っても過言ではない。栃木

県は、事故直後から県北部の深刻な汚染が知られていたにもかかわらず、栃木県庁は汚染

が軽微だとして適切な調査や対策を怠ってきたと言わざるを得ない。今からでも遅くはな

い。本報告を読んで、今後の行動指針の一つとしていただきたい。また、対行政行動のよ

りどころの一つとしていただきたい。 

 

２．調査方法 

 2-1 基本方針 

本調査では、市民が日常の生活空間として利用している場所、とりわけ子供たちが日常

的に遊んでいる場所の安全を確認するための基礎的情報としての汚染マップ作成を目的と

し活動を開始した。このため選定された調査地点は、学校の校庭や幼稚園の園庭、公園や

空き地、広場、庭、草原、子どもが遊べる小さな林、道路、川の土手、河川敷の公園や草

原、畑の耕していない部分、水田の畔などで、原則として掘り返されて天地返しされてし

まった畑地や水田の土壌を避け、放射性セシウムが濃縮されて遍在する傾向がある溝底の

泥や雨樋の落ち口などのような特異点も対象外とした。また、放射性セシウムは粘土粒子

に沈着し鉛直移動速度が小さいことを考慮して、サンプリングは 0～5cm層を対象として実

施した。 

 

2-2 調査期間及び調査方法 

 17都県におよぶ東日本土壌ベクレル測定プロジェクト全体では、調査期間は 2014年 10

月〜2017年 9月の約 3年間で、測定地点数は 3,361地点（2017年 10月 20日現在）に達

し、現在も空白域を埋めるための追加調査が続いている。本調査に先行して行われた岩手

全県土壌放射能汚染調査 1）は、2012年 5月 28日より 2013年 6月 26日の約 1年間。調査

地点数は 316ヶ所であった。栃木県については、調査地点数 292ヶ所である。 

統一した調査方法、サンプリング方法を徹底するために以下に示すマニュアルを作成し、
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各地で調査協力者を募りながら講習会を行った。栃木県では、那須塩原市、那珂川町、上

三川町、塩谷町などで講習会を行い、その参加者がさらに各地の調査参加者に採取方法の

伝達をするとともに、みんなのデータサイトのホームページ上に、動画や図なども用いて

サンプリング方法を示した。 

 

＜サンプリングマニュアル＞ 

1) サンプリング日の決定 

サンプルを乾燥させる手間と、乾燥や破砕処理時の汚染の拡散などを避けるため、4～5

日間以上雨が降らなかった日をサンプリング日とした。やむをえず含水率の高いサンプル

を採取した場合は、サンプルを乾燥（風乾)して測定するか、そのまま測定して別に測定し

た含水率による補正を行った。 

 

2) サンプリング地点での準備 

選定地点にて地上 1ｍと 5ｃｍでの空間線量率を 1分間ずつ 3回測定しその平均値を記録

した。正確な測定高さを得るためには、1ｍのひもと高さ 5センチの台(ガムテープの芯など)

を準備した。基本方針に述べたとおり、溝底や雨樋の吐出口付近などの特異点は調査対象

としなかった。空間線量率の測定に使用した計測器は NaI シンチレーションサーベイメー

ター、シリコン半導体シンチレーションサーベイメーター、ガイガーカウンターなど、調

査協力者が実際に所有または行政機関などより借用できるものを使用した。サンプリング

地点については後からでも再確認が可能となるよう現場写真を撮影し、GPS による緯度経

度を記録するか、または 2万 5千分の 1地形図などにマーキングして、Google map上で緯

度経度を確認して野帳（フィールドノート）に記録した。 

 

3) サンプリングの方法 

地面にスコップまたはシャベルで、深さ 6～7cm、幅約 10cm×20cm の溝を掘る。溝の

一方の断面を垂直に削り、中の土を掻き出してきれいにする。垂直にした土の断面に物差

を当て（または、移植ゴテについた目盛をあてて）、0～5cm層を、スコップで横方向へ掘

り進み、弁当箱状の直方体に相当する土塊を採取する。溝にこぼれた土壌もサンプルに加

える。新聞紙などの上に 5～7ミリ目くらいのフルイを置いて、土塊を砕きながらふるう。

石や木片、植物の根などは手や篩で除去を行う。篩った土壌は、牛乳パックなどを枡代わ

りにして、約 1.2L を分取し（とんとんと牛乳パックを地面にうちつけて空隙をなくす）、

やや大きめの無色透明な大き目のビニル袋に入れる。これをさらに別のビニル袋に入れて、

サンプル No.と地点名、採取者名、採取日時を記入した伝票を外袋と中袋の間に挿入し、

市民測定所に送付して放射能含有量の測定を行った。 

また、サンプルを処理するために用いた新聞紙やポリ手袋は 1 回ごとにごみとして廃棄

し、サンプリングに用いたスコップやシャベルなども使用の都度水道水で洗い、汚染土壌

を次のサンプリング地点に持ち込まないこと、衣服や手などの汚染を防ぐことを徹底した。 

 

4) 測定値の減衰補正 

Cs-134は半減期が約 2年であるために調査期間中にもかなり減衰する。Cs-137は半減期
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が 30年と長いが、それでも 6年半の間には減衰している。このため、すべてのサンプルに

ついて測定値 Cs-134および Cs-137について減衰補正計算を行い、福島原発事故発生日で

ある 2011年 3月 11日、および調査終了時点である 2017年 10月 1日に合わせて、地点間

の比較を行い、また初期被ばくなどの推定のための考察を行った。 

なお、Cs-134 と Cs-137 の合算値（以下、「放射性 Cs」という）は、事故後 6 年でちょ

うど半分に減衰している。しかし、今後は半減期の長い Cs-137 の減衰曲線に従うために、

これまでのように 6年間で半分になるのではなく、約 30年間で半分になるというゆるやか

な減衰しかしないので、私たちは長期戦に備えた放射線防護の覚悟と実践が求められてい

る。 

 

5) 測定データに関する精度管理 

 みんなのデータサイトに参加する市民測定所は、セシウム合算値 5～100Bq/kgとなるよ

うに 4 段階の濃度に調整され、ゲルマニウム半導体核種分析装置（以下ゲルマと略記）で

値付けされた基準玄米による精度検定を 4種類すべてについてクリアしなければならない。

検定は En数法（補遺の 1参照）により、En数が±1以内であることがクリアの条件であ

る。クリアできなかった場合には、原因究明がなされ、対策が施された。 

 市民測定所の多くが主力測定器として使用している測定器は、NaI（ヨウ化ナトリウム）

シンチレーションスペクトロメーターである。ゲルマと比べて安価でランニングコストが

かからない優れた装置であるが、ゲルマと比べると分解能が悪く天然放射性核種が混在す

る試料では精度が悪い。しかし福島原発事故発生にともなって大量に測定された食品につ

いては、それらがほとんど含まれていないために、当初専門家が危惧した測定精度に関す

る問題はほとんどなかった。そればかりか、各地の市民測定所による追加遮蔽、電源安定

化装置導入、測定環境中ラドンの排気などの自助努力や、みんなのデータサイトによる誤

差要因の解析や測定器メーカーに対するソフトウエア改造要求などにより、測定精度は飛

躍的に向上した。 

 さらに、土壌中に存在する天然核種であるウラン系列やトリウム系列の娘核種の妨害を

どの程度受けているかを調べるために天然核種を豊富に含む土壌に福島原発事故由来の放

射性セシウムを高濃度で含有する汚染土壌を混合してゲルマで値付けした標準土壌を作製

し、測定機ごとに妨害の程度を解析した。その結果、検出限界 10Bq/kg 程度まで正確に測

定できる測定器と、50Bq/kg以下では天然核種の妨害を受けて、Cs-134が過大に誤測定さ

れる測定器があることが判明した。このことを受けて、Cs-134/Cs-137比を判別条件として、

誤測定されたデータを拾い出し、補正を行った。100Bq/kg以上の汚染土壌では、測定に参

加したすべての測定所のすべての測定器において、誤測定が無視できるレベルであること

が確認された。 

 

6) その他 

単位重量当たりの放射能含有量(Bq/kg)を面積当たりの放射能存在量(MBq/km2 または

Bq/m2)に換算するにあたっては、すべての放射能が 0～5cm 層に集まっていると仮定し、

土壌の比重が 1.3だと仮定して放射能含有量(Bq/kg)に 65を乗算して面積当たりの放射能存

在量(MBq/km2または Bq/m2：どちらを用いても同じ数値になる)を計算した。この換算方
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ることがわかる。この図から見ると、放

射性プルームは県北東部で福島県との県
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町と那須塩原市に、移住推奨ゾーン相当点が
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ロシア

による汚

染ゾーン区分と、日本の区分との比較を

に示した。チェルノブイリ法では、

および年間被曝線量

あるいは 1mSv/年）以上で、移住の権利が認められ、移

住先での生活支援が行われている。これに対して、日本では

 

市町村別にチェルノブイリ法による汚染

日）と表 3（2017

事故発生直後の汚染は深刻で、那須町には 23,000Bq/kg

所ある。那須町、那須塩原市、矢板市では、8,500Bq/kg

自治体に加えて、日光市、塩谷町、大田原市、那珂川町では、

81 ヶ所もある。さらに、

保障や健康維持のための支援が受けられるゾーンに相当する地点が、宇都宮市など

に存在している。すなわち、全 292地点のうち過半数の

イリ法によるゾーニング相当の汚染をしていることがわかる。

年半を経過して、半減期の短い Cs

）が半分以下になったことにともなって、チェルノブイリ法ゾーニング相

当汚染地点数は減少したが、まだ安心できる状態とは到底言えない。表

町と那須塩原市に、移住推奨ゾーン相当点が合計 3

および年間被曝線量でゾーニングがなされており、

年）以上で、移住の権利が認められ、移

住先での生活支援が行われている。これに対して、日本では 20mSv/

チェルノブイリ法による汚染

2017年 10月
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イリ法によるゾーニング相当の汚染をしていることがわかる。

Cs-134 が大きく減衰し、
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3 ヶ所残っている。これに矢板市と大田

図 3 放射性セシウム（

表１ チェルノブイリ法及び日本の汚染ゾーニング

でゾーニングがなされており、

年）以上で、移住の権利が認められ、移

20mSv/年未満では前述したよ

チェルノブイリ法による汚染ゾーニング相当
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）が半分以下になったことにともなって、チェルノブイリ法ゾーニング相

当汚染地点数は減少したが、まだ安心できる状態とは到底言えない。表 3

残っている。これに矢板市と大田

放射性セシウム（Ｃｓ-137+134

 

チェルノブイリ法及び日本の汚染ゾーニング

でゾーニングがなされており、

年）以上で、移住の権利が認められ、移
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保障や健康維持のための支援が受けられるゾーンに相当する地点が、宇都宮市など 16

地点が、チェルノブ

が大きく減衰し、放射性セシウム

）が半分以下になったことにともなって、チェルノブイリ法ゾーニング相

3 によれば、那須

残っている。これに矢板市と大田

137+134）濃度分布 

チェルノブイリ法及び日本の汚染ゾーニング

でゾーニングがなされており、

年）以上で、移住の権利が認められ、移

年未満では前述したよ

ゾーニング相当地
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地点が、チェルノブ
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）が半分以下になったことにともなって、チェルノブイリ法ゾーニング相

によれば、那須

残っている。これに矢板市と大田

 

 
チェルノブイリ法及び日本の汚染ゾーニング比較 
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原市を加えて、合計 41 地点に移住の

権利ゾーンが残っている。那須町をは

じめとして塩谷町など 10自治体に 73

ヶ所の支援ゾーンが残っている。すで

に調査方法の項で述べたように、今後

は半減期 30年のCs-137のゆるやかな

減衰しか期待できないために、これら

の汚染地点は長期間の汚染継続を覚悟

しなければならない。 

 

3-2 初期被曝線量推定のために 

栃木県に放射性プルームが襲来した

時、多くの人々がプルームとして浮遊

する放射性粉じんやガス、および地面

などに沈着した放射性物質から発せら

れるガンマ線によって外部被曝した。

と同時に、呼吸および汚された水や食

品を摂取することによって、内部被曝を

したものと考えられる。その被曝線量を

推定することは残念ながら極めて困難で

ある。 

何故なら、放射性降下物(フォールアウ

ト)や浮遊塵・浮遊ガスの放射能測定がほ

とんど行われていなかった観測体制の不

備と、事故発生直後のもっとも被曝線量

が高かった期間の水や食品の測定体制が

不備であったことがあげられる。さらに

は、福島県においてすら甲状腺に取り込

まれた I-131 を直接に測定する努力がほ

とんどなされなかったばかりか、測るこ

とを妨害されたりしたために、実測デー

タが極めて限られていることが指摘され

ている。 

こうした中で以下に、おおよその被曝

線量を推定するための材料となりそうなデータを整理していきたい。 

 

3-2-1 栃木県による放射性降下物（フォールアウト）連続観測データから 

 栃木県保健環境センター（宇都宮市岡本町）で毎日観測されたフォールアウト観測結果を

図 4に示した（栃木県環境放射能水準調査結果から筆者作成）２）。センター屋上などに水盤

を設置し、24時間ごとに水盤の水で捕集された放射能を測定した結果である。3月 18日か

表 2 市町村別汚染ランク地点数分布 

 

2011年3月11日現在2011年3月11日現在2011年3月11日現在2011年3月11日現在

土壌中放射能土壌中放射能土壌中放射能土壌中放射能
濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)

23000230002300023000
以上以上以上以上

8500～8500～8500～8500～
22999229992299922999

2800～2800～2800～2800～
8499849984998499

600～600～600～600～
2799279927992799

100～100～100～100～
599599599599

100100100100
未満未満未満未満

県全体地点数県全体地点数県全体地点数県全体地点数 1111 21212121 59595959 79797979 117117117117 15151515 292292292292
那須那須那須那須 1111 11111111 21212121 3333 0000 36363636
那須塩原那須塩原那須塩原那須塩原 7777 17171717 12121212 3333 39393939
矢板矢板矢板矢板 3333 7777 8888 3333 21212121
日光日光日光日光 3333 5555 2222 10101010
塩谷塩谷塩谷塩谷 6666 7777 2222 15151515
大田原大田原大田原大田原 3333 7777 0000 1111 11111111
那珂川那珂川那珂川那珂川 2222 12121212 19191919 33333333

宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 4444 21212121 2222 27272727
市貝市貝市貝市貝 2222 2222 4444
さくらさくらさくらさくら 2222 2222 4444
茂木茂木茂木茂木 2222 3333 1111 6666
益子益子益子益子 6666 8888 1111 15151515
真岡真岡真岡真岡 4444 9999 1111 14141414
鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼 3333 10101010 1111 14141414
佐野佐野佐野佐野 1111 4444 5555
烏山烏山烏山烏山 1111 10101010 1111 12121212
栃木栃木栃木栃木 7777 3333 10101010

小山小山小山小山 4444 4444
上三川上三川上三川上三川 2222 2222
足利足利足利足利 4444 4444 8888
高根沢高根沢高根沢高根沢 1111 1111
下野下野下野下野 1111 1111

1111 21212121 59595959 79797979 117117117117 15151515 292292292292

表 3 市町村別汚染ランク地点数分布 

 

2017年10月1日現在2017年10月1日現在2017年10月1日現在2017年10月1日現在

土壌中放射能土壌中放射能土壌中放射能土壌中放射能

濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)濃度（Bq/kg)

23000230002300023000

以上以上以上以上

8500～8500～8500～8500～

22999229992299922999

2800～2800～2800～2800～

8499849984998499

600～600～600～600～

2799279927992799

100～100～100～100～

599599599599

１００１００１００１００

未満未満未満未満

県全体地点数県全体地点数県全体地点数県全体地点数 3333 38383838 73737373 128128128128 50505050 292292292292

那須那須那須那須 1111 22222222 13131313 36363636

那須塩原那須塩原那須塩原那須塩原 2222 11111111 18181818 6666 2222 39393939
矢板矢板矢板矢板 4444 9999 8888 21212121

大田原大田原大田原大田原 1111 7777 2222 1111 11111111

塩谷塩谷塩谷塩谷 11111111 4444 15151515

日光日光日光日光 5555 4444 1111 10101010

那珂川那珂川那珂川那珂川 6666 23232323 4444 33333333

茂木茂木茂木茂木 1111 3333 2222 6666
益子益子益子益子 2222 10101010 3333 15151515

鹿沼鹿沼鹿沼鹿沼 1111 10101010 3333 14141414

宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮 19191919 8888 27272727

さくらさくらさくらさくら 4444 4444

佐野佐野佐野佐野 5555 5555

真岡真岡真岡真岡 10101010 4444 14141414
市貝市貝市貝市貝 3333 1111 4444

烏山烏山烏山烏山 6666 6666 12121212

栃木栃木栃木栃木 3333 7777 10101010

小山小山小山小山 2222 2222 4444

上三川上三川上三川上三川 1111 1111 2222

足利足利足利足利 4444 4444 8888
高根沢高根沢高根沢高根沢 1111 1111

下野下野下野下野 1111 1111

3333 38383838 73737373 128128128128 50505050 292292292292

2017 年年年年 8 月月月月 31 日現在日現在日現在日現在 
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ら観測が始まって、19日からデータがとれはじめ、3月 21日と 22日に I-131が 1万 Bq/m2

を超え、放射性 Csが 900Bq/m2を超える放射能が観測された。但し、栃木県が公表してい

るデータのうち、3月 18日から 4月 24日までは、奇妙なことに Cs-137の測定値しか書か

れていない。福島原発から放

出された Cs-137と Cs-134は、

1：1 の比率であったので、

Cs-137を 2倍して放射性セシ

ウム（Cs-137+Cs-134）の値

とした。 

フォールアウトに I-131 が

連続して観察された 3 月 18

日～4月 11日までの 25日間

の 合 計 で は 、 I-131 が

61,200Bq/m2、放射性セシウ

ム （ Cs-137+Cs-134 ） が

5,410Bq/m2 であった。この

観測点に最も近い MDS 土壌

測定点は岡本駅前第一公園で、

保健環境センターの南約 500

ｍであった。この測定点での放射性セシウム（Cs-137+Cs-134）は、2011 年 3 月 11 日減

衰補正で、354Bq/kg である。これを調査方法の項（2-2-6）で述べた方法で換算すると、

23,000Bq/m2 となり、保健環境センターのフォールアウト合計値と比べると 4.3 倍も大き

い。このことは保健環境センターがフォールアウトの観測を開始した 3月 18日以前に、大

量のフォールアウトがあったことを示唆している。そこで、保健環境センターによる月間

フォールアウト観測値（大型水盤を設置し、１か月に１回測定した結果）を見ると、はた

して 3 月 1日～3月 31 日では放射性セシウム（Cs-137+Cs-134）は 11,500Bq/m2 であっ

た。さらにこれに 4月分と 5月分を加算すると、14,500Bq/m2となった。一方、岡本駅前

第 1公園の試料は、測定時の比重が 0.8だったので、調査方法で述べた換算方法では過大に

なっていることがわかった。現場の土壌の比重が測定時の比重と同じとは限らないが、近

いと仮定して比重を 0.8 とすれば、面積当たりの放射能量は、14,200Bq/m2 となり、両者

はよく一致した。よって、以下の計算では 14,000Bq/m2として計算を進める。 

 保健環境センターの 3月 18日～5月 31日の放射性セシウム（Cs-137+Cs-134）日間降下

量合計は、6,200Bq/m2 なので、3 月

18 日以前の降下量は 14,000－6,200

＝7,800Bq/m2 となる。つまり、3 月

17 日以前に、全降下物量の 56％が降

下していたことになる。一方、ヨウ素

(I-131)の降下量は、半減期が短くて捕

集装置の中でも減衰が進むために月

間降下量では過小になる。そこで、3
 

I-131の１ヶ月間I-131の１ヶ月間I-131の１ヶ月間I-131の１ヶ月間
フォールアウトフォールアウトフォールアウトフォールアウト
(Bq/m2)(Bq/m2)(Bq/m2)(Bq/m2)

放射性Csの3ヶ月放射性Csの3ヶ月放射性Csの3ヶ月放射性Csの3ヶ月
間フォールアウト間フォールアウト間フォールアウト間フォールアウト
(Bq/m2)(Bq/m2)(Bq/m2)(Bq/m2)

保健環境センタ―保健環境センタ―保健環境センタ―保健環境センタ― 139000139000139000139000 14000140001400014000
那須町豊原那須町豊原那須町豊原那須町豊原 17700000177000001770000017700000 2470000247000024700002470000

表4　那須町豊原の放射性降下物量に関する表4　那須町豊原の放射性降下物量に関する表4　那須町豊原の放射性降下物量に関する表4　那須町豊原の放射性降下物量に関する
宇都宮の観測値からの推定計算結果宇都宮の観測値からの推定計算結果宇都宮の観測値からの推定計算結果宇都宮の観測値からの推定計算結果

図 4 宇都宮市で観測されたフォールアウト 
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宇都宮市における放射性降下物量の推移宇都宮市における放射性降下物量の推移宇都宮市における放射性降下物量の推移宇都宮市における放射性降下物量の推移

2011年年年年3月月月月19～～～～6月月月月10日日日日

放射性セシウム

放射性セシウム放射性セシウム

放射性セシウム

ヨウ素

ヨウ素ヨウ素

ヨウ素131



 

月 18

比率が一定だったと仮定して

ウ素(I

となる

栃木県で最も高かった那須町豊原の

年 3月

宮市岡本町と比べると

比重が

して換算すると、面積当たりの

万 Bq/m2

宮の降下量に

面積当たりの合計フォールアウトは、

Bq/m2

このように大量の放射能が降下・沈着し、人々は

外部被曝したと同時に、それらで汚染された水や食

物を摂取したと推定される。とりわけ

体制や汚染物摂取防止体制が整わないうちに襲来

した

刻である。同時に、通過していく高濃度プルームを

呼吸によって体内に取り込んだことであろうこと

も大いに危惧される。わけても、ヨウ素

よる甲状腺被曝の影響を調べるための健康調査を

行うべきである。

 

3-2-2 

（UNSCEAR

 前項で考察したフォールアウトを、

の放射性プルーム拡散シミュレーション結果から

見てみる。

15日であった（図

ォールアウト観測は始まっていなかったが、従来か

らの月間観測のための水盤にとらえられていた。

項の検討から、この時に全降下量の

したことになるので、この時どこにいて何をしてい

たかを振り返ってみることが極めて重要である。

次の襲来は

日間観測では

クが記録されている。この種の拡散シミュレーションの精度はさほど高くないが、フォー

ルアウト観測結果やこれまでの検討結果とよく一致している。

 

18日のヨウ素

比率が一定だったと仮定して

(I-131)降下量は

となる(4/12以降の降下はほとんどなかった

栃木県で最も高かった那須町豊原の

月 11日減衰補正で

岡本町と比べると

比重が 1.1だったので、岡本町と同様に比重を補正

して換算すると、面積当たりの

Bq/m2 となる。

宮の降下量に 127

面積当たりの合計フォールアウトは、

Bq/m2となる（表

このように大量の放射能が降下・沈着し、人々は

外部被曝したと同時に、それらで汚染された水や食

物を摂取したと推定される。とりわけ

体制や汚染物摂取防止体制が整わないうちに襲来

した 3月 18 日以前の被曝、とりわけ内部被曝は深

刻である。同時に、通過していく高濃度プルームを

呼吸によって体内に取り込んだことであろうこと

も大いに危惧される。わけても、ヨウ素

よる甲状腺被曝の影響を調べるための健康調査を

行うべきである。

2 原子放射線の影響に関する国連科学委員会

UNSCEAR）シミュレーションデータから

前項で考察したフォールアウトを、

の放射性プルーム拡散シミュレーション結果から

見てみる。プルームの栃木県への最初の襲来は

日であった（図

ォールアウト観測は始まっていなかったが、従来か

らの月間観測のための水盤にとらえられていた。

項の検討から、この時に全降下量の

したことになるので、この時どこにいて何をしてい

たかを振り返ってみることが極めて重要である。

次の襲来は 22

日間観測では 21

クが記録されている。この種の拡散シミュレーションの精度はさほど高くないが、フォー

ルアウト観測結果やこれまでの検討結果とよく一致している。

日のヨウ素(I-131) / 放射性セシウム（

比率が一定だったと仮定して

降下量は、77,800

以降の降下はほとんどなかった

栃木県で最も高かった那須町豊原の

日減衰補正で 45,000Bq/kg

岡本町と比べると 127倍であった。

だったので、岡本町と同様に比重を補正

して換算すると、面積当たりの

となる。ヨウ素(I

127 を乗算すると、ヨウ素

面積当たりの合計フォールアウトは、

となる（表 4）。 

このように大量の放射能が降下・沈着し、人々は

外部被曝したと同時に、それらで汚染された水や食

物を摂取したと推定される。とりわけ

体制や汚染物摂取防止体制が整わないうちに襲来

日以前の被曝、とりわけ内部被曝は深

刻である。同時に、通過していく高濃度プルームを

呼吸によって体内に取り込んだことであろうこと

も大いに危惧される。わけても、ヨウ素

よる甲状腺被曝の影響を調べるための健康調査を

行うべきである。 

原子放射線の影響に関する国連科学委員会

シミュレーションデータから

前項で考察したフォールアウトを、

の放射性プルーム拡散シミュレーション結果から

プルームの栃木県への最初の襲来は

日であった（図 5）。保健

ォールアウト観測は始まっていなかったが、従来か

らの月間観測のための水盤にとらえられていた。

項の検討から、この時に全降下量の

したことになるので、この時どこにいて何をしてい

たかを振り返ってみることが極めて重要である。

22日であった（図

21 日から 22

クが記録されている。この種の拡散シミュレーションの精度はさほど高くないが、フォー

ルアウト観測結果やこれまでの検討結果とよく一致している。

放射性セシウム（

比率が一定だったと仮定してヨウ素(I-131)

00Bq/m2 となる。

以降の降下はほとんどなかった

栃木県で最も高かった那須町豊原の土壌中

000Bq/kgであり、

倍であった。

だったので、岡本町と同様に比重を補正

して換算すると、面積当たりの放射能存在量

(I-131)については、宇都

を乗算すると、ヨウ素

面積当たりの合計フォールアウトは、

このように大量の放射能が降下・沈着し、人々は

外部被曝したと同時に、それらで汚染された水や食

物を摂取したと推定される。とりわけ緊急時の

体制や汚染物摂取防止体制が整わないうちに襲来

日以前の被曝、とりわけ内部被曝は深

刻である。同時に、通過していく高濃度プルームを

呼吸によって体内に取り込んだことであろうこと

も大いに危惧される。わけても、ヨウ素

よる甲状腺被曝の影響を調べるための健康調査を

原子放射線の影響に関する国連科学委員会

シミュレーションデータから

前項で考察したフォールアウトを、

の放射性プルーム拡散シミュレーション結果から

プルームの栃木県への最初の襲来は

）。保健環境センター

ォールアウト観測は始まっていなかったが、従来か
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ウム

基準値超過のキノコが採れて出荷停止になった。

由来の放射能かと思われる。今回の

たる岩手県土壌放射能汚染調査

射性セシウムが

ノコが採れている
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の道の駅で売られていた天然キノコが、何の疑いもなく買われているという実態こそ大問

題である。
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きちんととらえた観測が行わ

れたのは、唯一千葉市にある日本分析センターだったという。2011年 3月の千葉市の気象

秒前後、雨が降った日では（湿性沈

降雨とプルーム通過が重なれば、湿性沈着の典型沈

月中）についての平均沈着速度

日にわずかな降水があった

。この降水が放射能沈着速度を上げた可能性があるが、降水量が少ないので、典型的な

湿性沈着速度には至らなかったと考えられる。ついでに、標高 1292ｍの奥日光観測点の降

15cm 積もっていたことがわかる

こういう地点では、多量のフォールアウトがあっても地面への沈着があまり多く

なく、雪解けとともに河川へと流出したものが多かったと考えられる。図

壌中放射能濃度がやや低いのはこのためであったものと思われる。なお、那須

の積雪が記録されているが、この程度の積雪では流出のメカニズ

プルームが襲来した時に人々が外部被曝及び

が発するガンマ線による外部被曝、さら

ジェクト」として活動をスタートした。現在、データサイト内に測定結果の公開を始めて

倍程度の高濃度汚染域が存在するはずである。
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によれば、福島原発事故で発生

きちんととらえた観測が行わ

月の千葉市の気象

秒前後、雨が降った日では（湿性沈

降雨とプルーム通過が重なれば、湿性沈着の典型沈

月中）についての平均沈着速度

日にわずかな降水があった（図

。この降水が放射能沈着速度を上げた可能性があるが、降水量が少ないので、典型的な

ｍの奥日光観測点の降

っていたことがわかる

こういう地点では、多量のフォールアウトがあっても地面への沈着があまり多く

なく、雪解けとともに河川へと流出したものが多かったと考えられる。図 3 で日光市の山

壌中放射能濃度がやや低いのはこのためであったものと思われる。なお、那須

の積雪が記録されているが、この程度の積雪では流出のメカニズ

た時に人々が外部被曝及び

による外部被曝、さら
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きちんととらえた観測が行わ
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秒前後、雨が降った日では（湿性沈

降雨とプルーム通過が重なれば、湿性沈着の典型沈

月中）についての平均沈着速度

（図 17、

。この降水が放射能沈着速度を上げた可能性があるが、降水量が少ないので、典型的な

ｍの奥日光観測点の降

っていたことがわかる

こういう地点では、多量のフォールアウトがあっても地面への沈着があまり多く

で日光市の山

壌中放射能濃度がやや低いのはこのためであったものと思われる。なお、那須

の積雪が記録されているが、この程度の積雪では流出のメカニズ

た時に人々が外部被曝及び

による外部被曝、さら

ジェクト」として活動をスタートした。現在、データサイト内に測定結果の公開を始めて

倍程度の高濃度汚染域が存在するはずである。
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これらのホットスポットについて、ぜひ皆さんと HITとが協力し、行政に除染させていく

ような行動に結びつけていけたらと考える。 

 

※「環境濃縮ベクレル測定プロジェクト」で測定した栃木県内のデータ。 

 

４．補遺 

1） Ｅｎ数検定（施設間測定結果の評価法施設間測定結果の評価法施設間測定結果の評価法施設間測定結果の評価法） 

測定条件：計測は、計測誤差≦（Ge 値*0.1）を満たす計数誤差になるように測定時間等

を設定する。 

判定：判定：判定：判定：En 数（ｋ＝数（ｋ＝数（ｋ＝数（ｋ＝2）＝（）＝（）＝（）＝（ ｘｘｘｘ - X )/2√√√√(σσσσｘ＾ｘ＾ｘ＾ｘ＾2+σσσσX^2)     

x：測定値：測定値：測定値：測定値 

σｘ：Ｃラボから福島ｘ：Ｃラボから福島ｘ：Ｃラボから福島ｘ：Ｃラボから福島 30 年プロジェクト年プロジェクト年プロジェクト年プロジェクトまで７機種まで７機種まで７機種まで７機種(Ge,NaI)のデータの標準偏差のデータの標準偏差のデータの標準偏差のデータの標準偏差 

X：基準値：基準値：基準値：基準値 

σX：基準値の計数誤差：基準値の計数誤差：基準値の計数誤差：基準値の計数誤差 

－１－１－１－１≦≦≦≦En 数数数数≦≦≦≦1 は良好は良好は良好は良好 

 良好でない場合は、標準線源にて効率校正を実施する等良好でない場合は、標準線源にて効率校正を実施する等良好でない場合は、標準線源にて効率校正を実施する等良好でない場合は、標準線源にて効率校正を実施する等の調整を行の調整を行の調整を行の調整を行うううう 

    それでもダメな場合、測定環境の精査、測定器メーカーとの交渉、ソフトの改造などそれでもダメな場合、測定環境の精査、測定器メーカーとの交渉、ソフトの改造などそれでもダメな場合、測定環境の精査、測定器メーカーとの交渉、ソフトの改造などそれでもダメな場合、測定環境の精査、測定器メーカーとの交渉、ソフトの改造など 

 

2） 低濃度土壌データの誤測定と修正について（省略） 

 

５．参考文献 

 １）大沼淳一：市民による岩手全県土壌放射能汚染調査結果、人間の安全保障学会研究

会（2014年 12月 6日開催）human-security.ciao.jp/…9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf 

 ２）栃木県：環境放射能水準調査結果 

 ３）国立保健医療科学院管理「食品中の放射性物質検査データ」：イノシシ肉 

http://www.radioactivity-db.info/product.aspx?product=%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%82%B

7%E3%82%B7%E8%82%89&category=%E9%87%8E%E7%94%9F%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E8%82%89 

 ４）玉置雅紀（国立環境研究所）：2017 年度環境創造センターシンポジウム発表資料 

 ５）栃木県：那珂川町イノシシ肉加工施設のイノシシ肉の放射性物質検査結果 

 ６）那珂川町ホームページ: 那珂川町のイノシシ肉『八溝ししまる』について 

 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/sangyou/nougyou/2015-0423-1356-47.html 

 ７）栃木県自然環境課：シカ・イノシシに係る放射性物質調査結果の推移（2017 年 3 月） 

 ８）坂内忠明,吉田聡,村松康行（放射線医学総合研究所）：総説「キノコへの放射性核種

 空間線量  1m Cs-134 Cs-137

                5cm (検出限界) (検出限界)

単位：μSv/h 単位：Bq/kg 単位：Bq/kg

1m：2.52 15,109±1,511 85,388±8,539 2016/11/5

5cm：6.78 (58) (207) (2016/07/31)

1m:1.03 4,054±406 22,960±2,297 2016/11/5

5cm:4.49 (93) (182) (2016/07/30)

1m:1.08 44,291±4,430 249,008±2,490 2016/11/5

5cm:12.70 (92) (378) (2016/07/30)

1m:0.84 3,846±385 21,305±2,131 2016/7/31

5cm:2.38 (47) (117) (2016/07/31)
1091 水が集まる場所 栃木県那須塩原市千本松

測定日

(採取日)

1017 ⿊い物質 栃木県那須塩原市千本松

1015 駐⾞場の端 栃木県那須塩原市千本松

ID 採取地

掃き出し・掻き集め 栃木県那須塩原市千本松1092

場所分類
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の移行に関する培養実験」RADIOISOTOPES, 43, 77-82 (1994)  

 ９）木野康志（東北大学大学院理学研究科）：「宮城県内自生キノコの放射能汚染の動向」、

第 4回福島第一原発事故による周辺生物への影響に関する勉強会(2017 年) 

https://www.jrrs.org/informpage/detail/507  

 １０）NHKニュース WEB 08 月 25 日 20時 20分：直売所のキノコから放射性物質 

１１）栃木県林政部：県産きのこ等の国からの出荷制限及び出荷自粛要請と解除の状況 

   について（更新日：2017 年 8 月 22 日） 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/d07/yasei-seigen-jishuku.html 

 １２）齋藤 由実子,石原島 栄二、荒川 涼、小平 智之、大塚 香穂里、島津 真輝、渡邉 

 裕子：栃木県における環境放射能測定結果―福島第一原子力発電所事故の影響に 

ついてー、栃木県保健環境センター所報 21号（2016 年） 

 １３）Study2007:「見捨てられた初期被曝」（岩波書店）(2015 年) 

  

 

６．謝辞 

 まずもって、栃木県下 292 地点のサンプリングを精力的に進めていただいた多くのみな

さんに感謝を申し上げます。土壌の放射能測定は主に那須希望の砦とＣラボが担いました

が、一部はふくしま 30年プロジェクトと東林間放射能測定室が測定しました。これらの市

民放射能測定所のみなさんにも感謝します。お蔭様で、ようやく汚染マップと本報告書を

まとめ上げることが出来ました。 

 本文でも書きましたように、この報告書は出発点にすぎません。栃木県にお住いのみな

さんにとっては、今後も長い放射能との戦いが続きます。この事態を引き起こした東京電

力や日本政府、そして県民を守るべき役割を果たしていない栃木県に対する行動も必要で

す。みんなのデータサイトは、今後も皆さんへの応援を続けます。汚染マップに各県ごと

の解析結果を加えた「土壌放射能汚染アトラス（地図帳）」 の制作を目指しています。ま

た、「おわりに」でお約束した初期被ばく線量推定マニュアルの開発も、Cラボを中心に急

ぎたいと考えています。 
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