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目　　　　　的

放射線科学科では､昭和32年から北海道内における環境

放射能水準調査を実施している｡その過程で､道東地域で

生産される生乳中の放射性セシウム濃度が時として高いこ

とを見出してきた｡しかし､その原因については不明な状

況のままになっている｡

そこで､道東地域の牧場を対象に､放射性セシウム濃度

が高いことの原因究明および空間放射線量率や環境試料中

の放射能レベルの地域的な特徴の把握を目的として､ 1995

年度から1999年度までの5年計画で調査を実施したので､

その結果を報告する｡

方　　　　　法

1.調査の概要

釧路町､別海町および中標津町の酪農家に調査への協力

を依頼した｡調査内容を充分に説明した上で､同意を得て

から調査を実施した｡

牧草地は広大な面積を有し全域を調査対象とすることは

できないので､ 100メートル四方について25メートル間隔

で空間放射線量率(大気中の全ガンマ線量率)を計測した｡

また､土壌､生牧草､配合飼料､乳牛の飲用水および生乳

を採取して､機器によるガンマ線核種分析および化学的に

核種を分離する放射化学分析を行った｡

2.試料の採取および前処理

土壌は､採取面積と深さが既知量の土壌採取器具を用い

て採取した後､風乾しながら小石､レキおよび植物根を除

去し､円孔ふるい(径1 mm)を通過した乾燥細土を保存

した｡生牧草は､約1 m2当りの地上部分を2kg程刈り

取った後､ガスコンロで炭化､電気炉で灰化して保存した｡

配合飼料は､ 25～30kgを採取した後､種類毎に分別して､

生牧草と同様に処理した｡飲用水は､ 50lを採取した後､

全量を蒸発乾固して保存した｡生乳は､バルククーラーか

ら4 lを採取した後､生牧草と同様に処理した｡

3.分析法および使用機器

携帯型のサーベイメータを用いて､地表面および地面か

ら1.2メートルの高さにわけて､牧草地の100メートル四方

を25メートル間隔で空間放射線量率(大気中の全ガンマ線

量率)を計測した｡

ガンマ線を放出する核種分析は､科学技術庁編｢ゲルマ

ニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー｣1)

の方法により､ Be, 40K, 137Cs,トリウム系列(208Tlなど)

およびウラン系列(214Biなど)の核種濃度を測定した｡

放射化学分析は､ 90Srについて､科学技術庁編｢放射性

ストロンチウム分析法｣2)に準拠した｡

セシウム　Cs　とカリウム(K)あるいはストロンチウ

ム(Sr)とカルシウム　Ca)は､それぞれが周期律表で

同じグループに属しており､類似した挙動をすることが考

えられる｡そこで､ KとCaの含有量を測定し､あわせて､

137Cs濃度をK含有量で除して得られるセシウム単位

(Bq/g-K)および90Sr濃度をCa含有量で除して得られる

ストロンチウム単位(Bq/g-Ca)を求めた｡土壌から牧

草へ､牧草から牛乳への移行あるいは牧草の生育度による

差や飼料の濃縮率による差を考察する上で､セシウム単位

およびストロンチウム単位の値を比較することは核種濃度

よりも有効である｡なお､ K中には0.0118%の40Kが存

在し､ 1gのKは31Bqの40Kに相当することから､ K

含有量はガンマ線核種分析による40K濃度から算出した｡

使用した機器は以下のとおりである｡

(1)空間放射線量率
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シンチレーションサーベイメータ:アロカ　TCS-166

(2)ガンマ線核種分析

検出器: ORTECゲルマニウム半導体検出器　(60Coの

1.33MeVに対する相対効率および分解能;

25%, 1.7KeV

多重波高分析器:セイコーEG&Gモデル7800

解析用プログラム:セイコーEG&G環境ガンマ線核

種分析システム(平成2年度版)

しゃへい体:東京しゃへいLBV-1-3　鉛100mm,カ

ドミウム　2mm,銅5mm,アクリル5mm)

(3) 90Srの放射化学分析

低バックグラウンド放射能自動測定装置(2π-ガスフ

ロー型) :アロカ　LBC-471-Q

(4)カルシウムの元素分析

原子吸光分光光度計:日立180-50

図1牧草地における空間放射線量率(nGy/h)の25メートル間隔の水平分布

結果および考察

1.牧草地における空間放射線量率

牧草地においてシンチレーションサーベイメータを用い

て計測した空間放射線量率の水平分布を図1に示す｡なお､

計測値は宇宙線からの寄与分を含まない｡地表面と地面か

ら1.2メートルの高さにおける計測値に差は認められない｡

また,土壌を掘ってその内に機器の検出部を挿入して計測

した場合にも､地表面の値との差はなかった｡従って､ 1999

年度からは1.2メートルの高さにおいてのみ計測すること

にした｡

100メートル四方の面積は牧草地のごく一部でしかない

が､傾斜や起伏などもあって､空間放射線量率の水平分布

は､釧路町21～31nGy/h､別海町20～29riGy/h､中標津

町19～27nGy/hの範囲であった｡図上の網掛け地点にお

いては､土壌と生牧草を採取した｡

空間放射線量率は､土壌に含まれる放射性核種から放出

されるガンマ線の寄与を受けている｡表層土壌(深さ0.

5 cm)中のカリウム(40K)､トリウム系列(208Tlで代表)

およびウラン系列(214Biで代表)の核種濃度を基に､ ICRU

REPORT 53の換算係数3)を適用して､算定線量率を算出

した｡調査期間内に得られた実測値と算定値との比較を､

札幌市北区､旭川市および岩見沢市のものとあわせて表1

に示す｡土壌の放射性核種濃度については､次章で詳細に

述べる｡137Csに関する換算係数は記載されていないが､

ガンマ線放射定数から判断すると､土壌の137Cs濃度が20

kBq/m2以下であればその寄与は無視しうる｡

算定値は乾燥細土中の自然放射性核種濃度から算出した

ものであり､牧草地における計測では土壌に含まれる水分

や牧草の影響が考えられるものの､実測値と算定値はほぼ

一致した｡

道東地域における空間放射線量率は別の地域(札幌市北

区､旭川市および岩見沢市)のものと比較すると低いレベ

ルであり､釧路町>別海町>中標津町の順であった｡これ

は､土壌中の自然放射性核種濃度が低いことに起因してい

ると考えられる｡

土壌中の放射性核種濃度から算出した算定線量率につい

ては､トリウム系列からの寄与が全線量率の約60%を占めた｡

2.土壌中の放射性核種濃度

調査期間内に採取した牧草地の土壌および札幌市北区

('84 8. 2採取)の未耕土について､深さ､採取面積､乾

燥細土率､ K含有量､40K, 208Tl, 214Bi,137Cs濃度などの

測定結果を表2に示す｡なお､137Csに関しては､セシウ
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ム単位(Bq/g-K)および単位面積当りの蓄積量(kBq/m2)

をあわせて示してある｡年度によって採取地点は異なるが､

自然放射性核種濃度は､空間放射線量率の測定結果を反映

して､釧路町>別海町>中標津町の順であり､深さによる

変動幅は小さい｡しかし､ 137Cs濃度は10cmよりも深い

層で高い傾向が認められる｡

表1　空間放射線量率のサーベイメータによる実測値と土

壌中の放射性核種濃度から算出した算定値との比較

未耕土では､137Csは表層に捕捉され易く､表層での濃

度および蓄積量は36Bq/kg, 1.3kBq/m2であり､深さ10

cm以深では極めて低いか検出下限以下のレベルである｡

一方､牧草地の土壌では､表層での濃度および蓄積量は未

耕土よりも低いが深さ20-30cmの層でも検出された｡

前報4)では､深さ20cm位までの土壌の状況を把握して

おくことが重要であると報告した｡深さ20cmまでの137Cs

蓄積量は､未耕土で2.4kBq/m2であるのに対して､道東

地域では0.7～1.9kBq/m2と低く､表層土壌が流失してし

まったか､ 30cmよりも深い層に存在することが考えられる｡

図1の中標津町における網掛け地点(H, L)で採取し

た土壌中の放射性核種濃度を比較すると､表層を除く深度

分布に差は認められない｡空間放射線量率が各々最大値と

最小値を示した地点であり､両地点における表層土壌は同

一のものではないことが判る｡ L地点では別の場所から

運ばれた土壌で表層が覆われたものと推察する｡

3.生牧草中の7Be, 137Csおよび90Sr濃度

調査期間内に採取した生牧草中の灰分､ KとCa含有量､

7Be, 137Cs, 90Sr濃度およびセシウム単位とストロンチウ

ム単位の測定結果を表3に示す｡土壌の混入を防ぐために､

乾燥牧草ではなく1番刈りの生牧草を対象にした｡

7Beは対流圏の上層部において生成して､降下物として

供給されるものであり､牧草中に検出された｡

牧草の生育度によって灰分量が異なり､ KおよびCa含

有量は､ 3.0～5.2g-K/kg､ 0.24～0.72g-Ca/kgであり､

137Csおよび90Sr濃度は､0.24～1.08Bq/kg, 0.30～0./

Bq/kgであった｡また､セシウム単位は0.06～0.22Bq/g-K､

ストロンチウム単位は0.38～1.7Bq/g-Caであり､セシ

ウム単位は土壌よりも1桁低いオーダーである｡

図1の中標津町における網掛け地点(H, L)では､深

さ20cmまでの土壌の137Cs蓄積量はいずれも1.0kBq/m2

であり､両地点での差はなかった｡また､両地点で採取し

た生牧草については､灰分1 g当りの7Be､ 137Csおよび

90Sr濃度は､ 0.43～0.44Bq､ 0.09～0.12Bq､ 0.064～0.066

Bqであり､ほとんど差はなかった｡

道東地域で生産された生牧草と旭川市および岩見沢市で

生産されたものとを比較すると､ 90Srは同程度であるのに

対して､ 137Csは数倍高いことが判る｡

4.配合飼料中の137Csおよび90Sr濃度

配合飼料は輸入された数種類のものがすでに混合されて

おり､その混合の割合も異なった｡目視によって種類ごと

に分別したが､焼き固めた形状のふすまと乾燥牧草を固め

た形状のルーサンが主体であった｡種類別の灰分､ Kと

Ca含有量､137Csと90Sr濃度およびセシウム単位とストロ

ンチウム単位の測定結果を表4に示す｡

配合飼料は乾燥物であって､灰分量は種類によって大き

く異なった｡137Cs濃度は生牧草よりも低いND～0.36

Bq/kg､ 90Sr濃度は生牧草よりも高い0.05～7.5Bq/kgで

あった｡セシウム単位はND～0.04Bq/g-Kであり､生

牧草よりも1桁低いオーダーであった｡従って､飼料から

乳への137Csの供給は極めて少ないものと考えられる｡

5.生乳中の17Csおよび90Sr濃度

調査期間内に採取した生乳の灰分､ KとCa含有量､

37Csと90Sr濃度およびセシウム単位とストロンチウム単

位の測定結果を表5に示す｡

道東地域で生産された生乳中の137Cs濃度が時として

1 Bq/lを超えることを近年では1994年に見出しており､

その原因は特定されていない｡当調査期間内に生乳中の高

い137Cs濃度は確認されなかった｡旭川市と岩見沢市で生産

された生乳中の137Csおよび90Sr濃度は､ 0.03～0.12Bq/l ,

0.02～0.09Bq/lであり､これに対して道東地域のもので

は90Sr濃度が同程度の値を示したが､137Cs濃度は数倍高

い値を示した｡しかし､厚生省が1986年に輸入食品を対象
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表2　土壌中の放射性核種濃度など
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表3　生牧草中の7Be, 137Csおよび90Sr濃度

表4　配合飼料中の137Csおよび90Sr濃度
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として設定した暫定限度(放射性セシウム濃度について

370 Bq/kg)と比較すると､特に問題となる値ではない｡

生乳､生牧草および配合飼料のセシウム単位を比較する

と､ 0.05～0.32Bq/g-K､ 0.06～0.22Bq/g-K､ ND～0.04

Bq/g-Kであった｡137CsはKとともに乳牛の全身に均一

に移行する性質があるので､乳への137Csの主たる供給源

は牧草であることが示唆される｡なお､乳牛が摂取する飲

用水については､放射性核種は全く検出されなかった｡

同様にストロンチウム単位を比較すると､ 0.02～0.05

Bq/g-Ca､ 0.4～1.7Bq/g-Ca､ 0.02～0.59Bq/g-Caであ

り､牧草や配合飼料は乳への移行にほとんど関与していな

い｡ 90SrはCaとともに主に骨に移行する性質があるので､

乳牛にとっては､大部分が排泄され､一部が骨に移行する

ものと考えられる｡

表5　生乳中の137Csおよび90Sr濃度

要　　　　　約

1995年度から1999年度までに､道東地域において､空間

放射線量率および環境試料(土壌､生牧草､飼料､家畜用

の飲用水)ならびに乳牛の生乳中の放射性核種濃度を調査

した｡

1994年に観察された生乳中の高い137Cs濃度は環境試料

からの移行に起因すると考え､環境試料と生乳との137Cs

濃度の関係を比較してみた｡　しかし､生乳中の高い137Cs

濃度は調査期間内に確認されなかった｡

道東地域における環境放射能レベルの地域的な特徴につ

いては､次の結果が得られた｡

1.牧草地における空間放射線量率は､表層土壌(深さ0

-5 cm)中の自然放射性核種(40K､トリウム系列および

ウラン系列)の濃度を反映して､低いレベルであった｡

トリウム系列からの寄与は全線量率の約60%であった｡

2.牧草地の土壌中の137Cs濃度は表層(深さ0-5cm)

よりも深い層において高く､深さ20-30cmの層におい

ても比較的高い値が検出された｡

3.道東地域の生乳および生牧草中の90Sr濃度は別の地

域(旭川市と岩見沢市)のものと同程度であったのに対

して､137Cs濃度は数倍高かった｡

4.牧草､飼料､家畜用の飲用水および生乳のセシウム単

位の値から､乳牛の乳中の137Csの主たる供給源は牧草

であることが示唆される｡

稿を終えるにあたって､調査にご理解とご協力を賜った

関係各位に対して深謝いたします｡
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英　文　要　約

We investigated the radiation dose rate in air and the

concentrations of radionuchdes in the environmental

samples (soil, raw grass, feed, drinking water for cattle)

and raw cow's milk in eastern Hokkaido from 1995 to

1999.

We tried to compare the relationship of Cs concen-

trations between environmental samples and raw cow s

milkin which a high Cs concentration had been

observed in 1994 and seemed to be caused by the transfer

from environmental samples. However, we could not

observe a high Cs concentration in raw milk during a

period of this investigation.

The following results about the local feature of en-

vironmental radioactivity levels in eastern Hokkaido

were obtained :

1.The radiation dose rate in air above the grassland was

atlow level, because the concentration of natural

radionuclides (40K, thorium and uranium series) in

soils (depth, 0-5cm) ofthe grassland was low. The

contribution of thorium series to total dose rate in air

was calculated to be about 60%.

2. Cs concentration in soils of the grassland was higher

in deep layers than that in a surface layer (0-5cm)

and a relatively high Cs concentration was detected

at a depth of20-30cm.

3. Cs concentrations in raw milk and raw grass in eastern

Hokkaido were several times higher than those in

other districts (Asahikawa City and Iwamizawa City)

although Sr concentrations were at the same level.

4.From the values of Cesium unit among raw grass, feed,

drinking water for cattle and raw milk, it is suggested

that the source of Cs in cow's milk would be mainly

grass.

Key words : radioactive cesium ; soil ; grass ; cows milk ;

eastern Hokkaido
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