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福島第一原子力発電所事故による大気放射能動態の研究
Investigation of atmospheric artificial radionuclides
released by the Fukushima daiichi nuclear power plant accident
Following a huge earthquake and tsunami in Eastern Japan on 11 March, 2011, the accident in
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant (FDNPP) occurred to emit a large amount of artificial
radionuclides to the environment. Radionuclides emitted in the accident have been deposited on
the soil, ocean and vegetation. Re-suspension of radioactive cesium from the soil and vegetation to
1

the atmosphere may be one of significant path in the diffusion of radionuclides after the accident.
Our group has been monitoring the atmospheric concentration of Cs-134/137 radioactivity at for
sites: Fukushima-city, Koriyama-city, Hitachi-city and Marumori-town since 2011. The monitoring
result showed that the atmospheric concentration was rapidly decreased during a half-year after the
accident, but that it decreased slowly or sometimes increased after that. It also showed dominant
source of atmospheric radio cesium had been leakage from FDNPP until October 2011, and that it
has been re-suspension from soil and vegetation.
Therefore, our group intensively observed the atmospheric concentration of Cs-134/137
radioactivity and other related values such as meteorological parameters and aerosols at several
sites in Fukushima region, where deposition amount of Cs-134/137 is relatively high. Atmospheric
suspended particle are collected with high/low-volume air samplers mounted at these sites, and
gamma-ray emission from them were measured with Ge detector. The measured concentration of
atmospheric Cs-134/137 indicated a clear seasonal variation.
In winter between late December to early March, when snow covers the ground at observation
sites, the observational result showed that snow does not decrease the re-suspension of radio
cesium. Scanning electric microscope (SEM) observation and extraction experiments of aerosol
samples in winter suggested that radio cesium was mainly found in soil/mineral particles, which
was probably suspended from tree surface by wind and snow. In spring from late March to early
June, concentration of atmospheric Cs-134/137 activity positively correlated with wind speed, and
the SEM observation and extraction experiments suggested that radio cesium was mainly found in
soil/mineral particles, which was mainly suspended by wind blowing. In summer and fall, behavior
of atmospheric Cs-134/137 radioactivity was obviously different from that in winter and spring.
The atmospheric Cs-134/137 radioactivity largely increased in summer, and it negatively correlated
with wind speed, suggesting that re-suspension source of radio cesium in summer and fall is
different from that in winter and spring. The SEM/EDS observation indicated that radio cesium
was mainly found in organic particles, such as spores, pollens and bacteria, from vegetation. We
are now trying to identify the re-suspension source especially organic particles and to quantify the
re-suspension flux.
Artificial re-suspension of radioactive cesium by agricultural activities was also examined based
on observation of the atmospheric Cs-134/137 radioactivity in rice paddy and truck farm fields. No
significant increase of the radioactivity was observed near them in comparison with that in near city
area. Increase of Cs-134/137 radioactivity was observed only very close to farm work areas.

1. はじめに
東京電力福島第一原発事故により環境中に多量に放出された人工放射性物質は、地面・植生に
沈着した後、一部は様々な形で移行・拡散している。大気中に浮遊する放射性物質は、事故直後
に比べると大幅に減少したものの依然事故以前より高い濃度を示し、地表からの再飛散により現在も
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しばしば増大を示すため、継続的な監視が必要である。地表からの再飛散は、沈着した放射性物質
の移行・拡散で重要な役割を果たすためその定量的理解を進める必要がある。さらに、住民が生活
していく上での安全・安心に貢献するという視点では、農作業に伴う巻き上げ、農業廃棄物などの野
焼き、生活ゴミの焼却などの住民の生活やがれき処理による巻き上げによる飛散も問題になる可能性
がある。現在、各所で除染が進みつつあるが、特に除染済みの地区に、周囲の除染未実施地区（特
に森林）からの大気再飛散による放射性セシウムの移行量を調べることは、住民の安全な帰還にとっ
て重要である。

2 . 研究目的
原発施設での爆発やその後の漏洩によって大気中に放出された放射性物質は、離れた地域まで風
によって輸送され、降水などにより陸上では土壌や植生に沈着していった。その放射性物質が、もし、
何らかのメカニズムにより再び大気中に戻る= 大気再飛散が発生していれば、風に乗って比較的広範
囲まで放射性物質の移行を引きおこす可能性がある。大気による移行は、風によってすばやく広域に
輸送・拡散させ、また生物が呼吸により内部被曝を起こすことにつながるという特徴をもつ。
本研究では、茨城・福島・宮城で大気中の放射性セシウムを継続的に測定し、人体や環境への
影響についての基礎的データを得るとともに、放射性セシウムの地表からの再飛散プロセスの理解に
寄与する。特に後者については、大気中に浮遊する放射性セシウムの動態とその再飛散メカニズム
や気象要素などと再飛散量の関係を明らかにすることを目的とし、最終的には大気を通じた放射性セ
シウムの移行、特に除染済み地区への放射性セシウムの移流・沈着量について、モデル化することを
目標とする。

3 . 研究内容と成果・考察
1）大気セシウム放射能濃度の長期変動
我々のグループでは、大気中の放射性セシウムによる放射能濃度の長期的変動を福島市、日立市、
郡山市、丸森町の4カ所で、ハイボリュームエアサンプラーという装置を用いて大気中に浮遊している塵
や微粒子を集めて測定を続けている。図 1は事故後の2011 年 4月からの福島市および日立市でのセシ
ウム137 大気放射能濃度（単位体積の大気中に含まれている放射性物質からの放射能）の経時変化
を示す。両地点とも、2011 年 10 月ころまでは大気放射能濃度が細かな変動はあるものの順調に減少
していった。自然放射能よりも低レベルとなり健康リスク上問題ないレベルとはいえ、その後現在までは
増減を繰り返しておりなかなかなくならないことがわかる。2011 年 10 月以前は、細かな変動は日立と福
島で交互に増加していた。この時期は、観測地点が福島第一原発の風下側になると濃度増大が起こ
ることから、そこからの放射性物質の飛散が主な起源で有り、それが風で輸送されていることを示して
いる。それ以降は、放射性セシウム沈着量の多い福島市で、系統的に大気放射能濃度が高くなって
いることがわかる。この結果は 2011 年 10 月以降では、大気再飛散が主な大気への放射性セシウムの
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供給メカニズムとなっていることを示唆する。ただし、時折大気放射能濃度が 1 桁以上増大する日があ
り、福島第一原発からがれき処理作業や放射性物質を含む蒸気のリークの影響を受けている可能性
がある。

図1.（左）福島市および（右）日立市において観測された大気中のセシウム -134.137による放射能濃度の時間変化

2）放射性セシウムの大気再飛散の担体
現在も大気中に有意な放射性セシウムが存在しているのは、土壌や植生から放射性セシウムが大気
に放出されている、いわゆる再飛散が起こっているためと考えており、そのメカニズムや放出量について
定量的な理解が求められている。土壌や森林から大気への放射性セシウム再飛散プロセス解明のた
めの観測を、地表への放射性セシウム沈着量が多い、福島県川俣町山木屋地区内および浪江町津
島地区内の 6 地点で実施している。福島市での単位体積大気中のセシウム137による放射能（以下大
気セシウム放射能濃度）は、冬季に極大となる季節変化を繰り返しつつ 2013 年には減少傾向を示した
が、図 2 に示すように浪江町では逆に夏季に極大となる季節変化を示した。福島や郡山といった市街
地での冬季増加は、車による雪や泥の跳ね上げなど人為的な影響である可能性が高い。

図2 ．浪江町津島地区で観測された単位体積大気中の Cs-137による放射能強度（放射能濃度）の季節変化

4

浪江町津島地区内で行っている詳細な観測を行うことで、非都市域においても、再飛散のメカニズ
ムが季節によって大きく変化することが明らかになった。再飛散の物理的なメカニズムについては大気
セシウム放射能濃度と気象要素との比較から、放射性セシウム再飛散の担体となる粒子については、カ
スケードインパクタによる粒径分布測定、電子顕微鏡観察と蛍光 X 線分析による元素分析、エアロゾル
試料の純水抽出実験およびイオン分析などから考察した。
冬季（ 1-3 月）には、大気セシウム放射能濃度が風速と相関せず、また積雪期間の前後で有意な濃
度変化が無いことから、土壌からの飛散は主要メカニズムではないことがわかる。降雪時に大気セシウ
ム放射能濃度が相対的に高くなる傾向があることから、雪が物理的に植生表面などから放射性セシウ
ムを含む土壌粒子や植物表皮などを剥落・飛散させている可能性がある。林内外の降水中セシウム
放射能濃度を測定し比較すると、林内降水（雪）中で数倍濃度が高かった。冬季に捕集されたエアロ
ゾル試料について純水および過酸化水素による抽出実験を行った。純水により水溶性のエアロゾル成
分を除去しても、それと共に減少する放射性セシウムは少なく、過酸化水素で非水溶性の有機物（植
物表皮や花粉。胞子など）を分解した際には、放射性セシウムは25％程度が減少した。残りのエアロゾ
ルの大部分は土壌粒子と考えられ、それが主な放射性セシウムの担体となっていると思われる。
春季（ 3-5 月）には、大気セシウム放射能濃度が風速と正相関し、また大気安定度の低い昼に高濃
度となる。また観測地点による濃度差が大きく平均飛散距離の短い「重い」粒子の割合が多いと推定
される。図 3 に示すように、電子顕微鏡観察とEDS 分析で粗大粒子には土壌粒子が多いことから、土
壌粒子の風による飛散が寄与していることは確実と考えている。粘土鉱物中に吸着している放射性セシ
ウムは、高濃度食塩水中でナトリウムイオンと交換し脱離することがわかり、実際の大気試料で行なった
実験では、純水抽出では10％以下した脱着しなかったのに対し、食塩水で抽出すると85％が脱着した
ことからも、土壌粒子、特に粘土鉱物に吸着した放射性セシウムが風で飛散していると考えられる。

図3．
浪江町津島地区で、春季にサン
プリングされた大気浮遊粒子の
電子顕微鏡写真と、EDS 分析で
検出された粘土鉱物主成分のア
ルミニウムを含む粒子

夏季から秋季については、大気セシウム放射能濃度が風速と反比例し大気安定度の高い夜に高濃
度となることから、風による巻き上げ量の増加より、乱流拡散による希釈効果の方が大きいことがわかる。
また観測地点による濃度差が小さくなり平均飛散距離の長い「軽い」粒子の割合が多いと推定され
る。粒径別にみると大気セシウムは粒径 1 ～ 10μm の粗大粒子に集中していることがわかる。図 4に示
すように電子顕微鏡観察とEDS 分析から粗大粒子には土壌粒子より有機物粒子が多く、また林内外
の降水中セシウム放射能濃度を測定し比較すると、10 倍以上林内降水中で高かったことから、植生表
面で生成された有機物粒子（胞子・花粉・細菌など）が大気中に飛散しているのではないかと考えら
れる。抽出実験により、夏季～秋季の粒子から純水で 45 ～ 80 ％もの放射性セシウムが脱離することが
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わかった。この、現在これが本当に水溶性なのか調べる実験を計画している。
このように、土壌や植生から大気への放射性セシウムの再飛散は、季節によってその担体となる粒子
や飛散メカニズムが異なっており、定量的に理解するためには、それぞれについて異なるアプローチが
必要となる。現在、これらの結果に基づいて、降雪や降水の影響を明確化するためのサンプリングや、
植生からの放出されるとおもわれる有機粒子の同定、大気 / 降水から植物に再吸収される可能性の検
討などさらなる研究を進めつつある。

図4．
浪江町津島地区で、秋季にサン
プリングされた大気浮遊粒子の
電子顕微鏡写真と、EDS 分析で
検出された炭素を含む有機粒子

3）農作業に伴う放射性セシウムの飛散
自然現象に伴う再飛散の他に、人間活動に伴う再飛散も発生しうる。特に農作業は、放射性セシウ
ムを含む土壌の耕起等によって再飛散を起こす可能性があり、農業従事者への健康リスクなどが懸念
される。福島県の水田圃場および畑圃場（土壌の放射性セシウム濃度は 1.2 ～ 1.6kBq/kg）内におい
て、さまざまな農作業が実施されていた 2013 年 4 月から10 月にかけて連続的に大気セシウム放射能濃
度観測した。畑地圃場において、大気セシウム放射能濃度が短期間増大したが、その他の期間では
水田圃場と畑圃場での差は小さかった。農地と市街地を比較するため、市街地での測定値と比較する
と、上記の畑地圃場で増大が観測された期間を除けば、大気セシウム放射能濃度の変動範囲及びそ
の傾向は類似しており、農地で特段の放射性セシウム飛散が起こっているというわけではないことがわ
かる。畑地圃場での大気セシウム放射能濃度の短期間増大は、晴天が続き土壌が乾燥していたときに
発生しており、乾燥し土壌粒子の飛散が起こりやすい状況では様々な農作業がきっかけとなり表土が
飛散し、それに伴い放射性セシウムも大気中に巻き上がったと解釈できる。
水田圃場及び畑地圃場での定点観測の他に、耕起、播種、田植、稲刈り、大豆の収穫などの作
業時に、トラクターやコンバインなどの作業車から 3 ～ 5m 離れた地点で大気エアロゾルを吸引捕集
し、放射性セシウムを測定した。表 1 にこの結果をまとめた。この時に採取したエアロゾル試料からは
0.01 ～ 0.005Bq/m3 と、水田圃場及び畑地圃場での定点観測に比べ有意に高い濃度の放射性セシウ
ムが検出されており、農作業中に作業地点のごく近傍においては放射性セシウムの飛散が起こってい
ることを示している。なお、それを農作業従事者が吸入し内部被曝することで受ける線量（呼吸率は成
人 1日当たり22.2m3と仮定し、セシウム134 、セシウム137 それぞれの放射能濃度に実効線量係数をか
けることで推定）は、10－4μSv/h のオーダーと見積もられた。
以上、農作業に伴って大気中への放射性セシウムの有意な飛散が起こることが示されたが、ほぼ全
期間で水田圃場および畑圃場でさまざまな農作業が行われていたにもかかわらず、その作業が行われ
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ている地点より数十 m から数百 m 程度離れた地点で測定された大気セシウム放射能濃度が市街地で
の値と有意な違いを示さないことは、農作業に伴う放射性セシウムの再飛散と周囲への移行は、その
周囲での大気セシウム放射能濃度への影響がほとんどない程度であることが確認された。
表1 農作業地点の近傍で測定されたセシウム134および 137による大気セシウム放射能濃度

*：4月24日の測定値は、誤差が35％を超えており、数値は上限値と考えている。

4 . まとめ
福島市、郡山市、丸森町、日立市において、継続的に大気中の放射性セシウムのモニタリングを行っ
ている。その結果、福島市や郡山市でも、日立に近いレベルまで大気セシウム放射能濃度が減少しつ
つあること、ただし時々1-2桁高い放射能濃度も観測されることが明らかになった。
川俣町山木屋地区及び浪江町津島地区において、裸地（グラウンド）および森林を中心に大気エア
ロゾルを捕集し、大気セシウム放射能濃度を測定するとともに、気象要素および各種エアロゾル濃度等
との関係を調べた。その結果、とくに津島地区では、6 月を境として冬 / 春季（ 12 月～ 5 月）と夏 / 秋季
（6 月～ 11 月）のそれぞれ 6ヶ月の期間で、大気放射能の変動傾向およびエアロゾルの種類が大きく変
化することが明らかになった。冬 / 春季には、大気セシウム放射能濃度は風速（摩擦速度）が増すとと
もに増加傾向にあり、また、測定地点での大気セシウム放射能濃度の違いは各地点での空間線量率
の違いとほぼ一致することから、その場での再飛散が大気セシウム放射能濃度に強く影響している。電
子顕微鏡観察と抽出実験により土壌粒子の飛散が大きく寄与していることが示された。夏 / 秋季には、
粒径 1 ～ 10μm の粒子に放射性セシウムが多く含まれ、電子顕微鏡観察により植物や菌類起源あるい
は細菌と思われる有機物粒子が主であることがわかった。また、この季節に森林内での大気セシウム放
射能濃度の上下勾配が生じていることから、放射性セシウムが森林内で飛散していることが示唆され
た。森林外では大気セシウム放射能濃度の地点による差は小さかったことから、森林から放出される放
射性セシウムが大気の移流により周囲に運ばれることが大気セシウム放射能濃度に寄与していると示唆
された。
このように、土壌や植生から大気への放射性セシウムの再飛散は、季節によってその担体となる粒子
や飛散メカニズムが異なっており、定量的に理解するためには、それぞれについて異なるアプローチが
必要となる。現在、これらの結果に基づいて、降雪や降水の影響を明確化するためのサンプリングや、
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植生からの放出されるとおもわれる有機粒子の同定、大気 / 降水から植物に再吸収される可能性の検
討などさらなる研究を進めつつある。特に、大気を通じた放射性セシウムの移行を定量化するために重
要な、放射性セシウムの再飛散・沈着量についてモデル化も試みている。
このような自然現象に伴う再飛散の他に、農業活動に伴う放射性セシウムの飛散についても調査を
行なった。水田圃場及び畑地圃場で行なった観測の結果、農作業に伴う放射性セシウムの再飛散と
周囲への移行は、農作業が行なわれているごく近傍を除き無視できる範囲であり、その周囲での大気
セシウム放射能濃度への影響がほとんどない程度であることが確認された。
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