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　平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の地震・津波に引き
続き，東京電力福島第一原子力発電所において冷却機能の
喪失，各原子炉建屋での爆発や火災が発生し，放射性物質
が大気中及び海に漏出した．その規模は，チェルノブイリ
原子力発電所事故と同等の「レベル 7 」と分類される事象
となった．
　東京電力福島第一原子力発電所事故（以下，福島第一原
発事故と略記）に対応して，環境放射能水準調査（文部科
学省）におけるモニタリングの強化と北海道独自の放射能
調査を，当所において実施した．本資料では，これらの調
査結果について，概要を報告する．

１ ．環境放射能水準調査（文部科学省）のモニタリング強
化
　環境放射能水準調査は，1950 年代以降，米国，英国，
フランス，ソ連及び中国により頻繁に実施された大気圏核
実験の結果，地球全体に拡散した放射性物質の日本におけ
る動態を調査する目的で実施された．1957 年の開始時は，
北海道を含む 6地方自治体が参画したが，年々参画する自
治体が増え，1986 年のチェルノブイリ原子力発電所事故
への対応を契機に日本の全都道府県の公的機関で本調査が
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実施されるようになった．陸水，海水，土壌，農畜水産物
など種々の環境試料中の放射性物質等の調査結果は文部科
学省委託のホームページ（以下，HPと略記）1）で公開され
ている．
　通常の調査の他に，国内外で原子力関連の実験・事故等
が発生したときには，モニタリング強化が全国あるいは当
該地域に指示される．今回の福島第一原発事故に対応し
て，平成 23 年 3 月 12 日から全国でモニタリング強化が指
示され，モニタリングポストによる空間放射線量率の測定
（ 6 月 10 日からはサーベイメータによる空間放射線量率測
定も追加）と蛇口水及び定時降下物の放射性核種の検査を
毎日実施した．
　測定方法は文部科学省放射能測定法シリーズ2, 3）及び環
境放射能水準調査計画書に準拠した．蛇口水と定時降下物
は，濃縮操作を省き，ゲルマニウム半導体検出器を用いて
放射性ヨウ素（ヨウ素 -131），放射性セシウム（セシウム
-134 及びセシウム -137）等のガンマ線核種を毎日 1回，
測定した．測定時間は 20, 000 秒とした．
　表 1及び表 2に示したように，7月 31 日までの測定結
果は以下の通りである．
　⑴ 　モニタリングポスト，シンチレーションサーベイ

表 １ 　環境放射能水準調査（モニタリング強化）－空間放射線量率

検査対象 測定頻度 実施期間 空間放射線量率
（μGy/h）

過去の平常範囲1）

（μGy/h）
モニタリングポストによる空間放射
線量率（札幌市） 連続測定 3月 12 日～ 7月 31 日 0. 027-0. 045 0. 020-0. 105

シンチレーションサーベイメータに
よる空間放射線量率（札幌市） 1回／日 6月 10 日～ 7月 31 日 0. 032-0. 052 0. 035-0. 052

1）平成 19 年度～平成 21 年度の範囲
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メータによる空間放射線量率は，ともに，平常値の範
囲内であった．

　⑵ 　蛇口水について放射性ヨウ素，放射性セシウムは不
検出であった．

　⑶ 　定時降下物に関して，4月 15 日～ 4月 16 日の 24
時間に採取された降下物について，福島第一原発事故
に起因すると思われる微量のヨウ素 -131 及びセシウ
ム -137 が検出された．これらは極めて低い値であり，
健康に影響を与えないレベルであると考えられる4）．
それ以外の定時降下物については，放射性ヨウ素，放
射性セシウムは不検出であった．

　モニタリング強化について，空間放射線量率ならびに蛇
口水の結果は午前 10 時までに，定時降下物の結果は午後
6時までに，毎日，文部科学省へ報告を行った．これらの
モニタリング強化は 8月 1日以降も継続している．
　モニタリング強化以外の通常の環境放射能水準調査で
は，例年と同様，大型水盤を使って 1カ月間に降った雨
水，ちり等を回収する月間降下物及び陸水（蛇口水，原
水，淡水）について測定を行った．これらは，検体を濃縮
した後，ゲルマニウム半導体検出器の測定時間を 70, 000
秒として測定した．平成 23 年 3 月～ 7月の月間降下物及
び陸水（蛇口水，原水，淡水）から，表 3に記したよう
に，福島第一原発事故に由来すると考えられる放射性ヨウ
素及び放射性セシウムが微量検出された．これらはいずれ
も低い値であり，生活や健康には影響を与えない程度であ
ると考えられる4）．
２ ．北海道の取り組み
　今回の福島第一原発事故に対応して，表 4の各種検体に

ついて検査を実施した．厚生労働省「緊急時における食品
の放射能測定マニュアル」5）に準拠し，ゲルマニウム半導
体検出器を用いて，検体中のヨウ素 -131，セシウム -134，
セシウム -137 等のガンマ線核種を測定した．測定時間は
3, 600 秒とした．結果は以下の通りであった．
　⑴ 　水道水と海水については，放射性ヨウ素及び放射性

セシウムは不検出であった．
　⑵ 　魚介類について，放射性ヨウ素は不検出であった．

放射性セシウムは，不検出もしくは食品衛生法の規定
に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値（表
5 ）6）未満であった．

　⑶ 　牛肉について，放射性ヨウ素は不検出であった．暫
定規制値以上の放射性セシウムが検出された牛肉は宮
城県産の 1検体で，他は不検出もしくは暫定規制値未
満であった．

　⑷ 　土壌については，平常時の値（セシウム -137，14
～ 19 Bq/kg 乾土，平成 19 ～ 21 年度，札幌市及び江
別市1））と同程度であった．

　⑸ 　稲わらの検査結果について，北海道産の 4検体はす
べて放射性ヨウ素及び放射性セシウムが不検出であっ
た．宮城県産稲わらからは，牛，馬，豚，家きん等用
飼料の暫定許容値（300 Bq/kg）7）を上回る放射性セシ
ウムが検出された．青森県産稲わらでも放射性セシウ
ムが検出された．

　⑹ 　焼却灰，腐葉土等については放射性セシウムが検出
された．焼却灰は埋め立て処分が可能な目安（8, 000 Bq/
kg）8）を，腐葉土は暫定許容値（400 Bq/kg）7）をそれぞ
れ下回った．

表 ２ 　環境放射能水準調査（モニタリング強化）－ガンマ線核種分析
検査対象 測定頻度 採取日 ヨウ素 -131 セシウム -134 セシウム -137 単位
蛇口水
（札幌市） 1回／日 3月 18 日～ 7月 31 日 不検出 不検出 不検出 Bq/L

定時降下物1）

（札幌市） 1回／日
3月 19 日～ 4月 15 日 不検出 不検出 不検出

MBq/km24 月 15 日～ 4月 16日 2. 6 不検出 2. 3
4 月 1 6日～ 7月 31 日 不検出 不検出 不検出

1）前日 9時～当日 9時までの 24 時間に，一定面積に降った雨水，ちり等を回収したもの

表 ３ 　環境放射能水準調査（通常）

検査対象 採取日 結果
ヨウ素 -131 セシウム -134 セシウム -137 単位

月間降下物
（札幌市）

3月 1日～ 4月 1日 0. 41 不検出 不検出

MBq/km2
4 月 1 日～ 5月 2日 5. 7 6. 0 5. 7
5 月 2 日～ 6月 1日 0. 58 2. 4 2. 3
6 月 1 日～ 7月 1日 不検出 0. 39 0. 35
7 月 1 日～ 8月 1日 不検出 0. 38 0. 45

蛇口水
（稚内市） 5月 16 日 不検出 0. 00066 0. 00075 Bq/L

原水
（札幌市） 5月 12 日 不検出 不検出 0. 00040 Bq/L

淡水
（石狩市） 7月 22 日 不検出 0. 00078 0. 00077 Bq/L
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表 ４ 　北海道における放射能検査

検査対象 検体数 採取地，産地 結果（検体数）
ヨウ素 -131 セシウム -134 セシウム -137 単位

水道水 16 函館市，根室市，
帯広市，稚内市 不検出 (16) 不検出 (16) 不検出 (16) Bq/L

海水 39
室蘭沖，釧路沖，
えりも沖
（表層及び深層）

不検出 (39) 不検出 (39) 不検出 (39) Bq/L

海水
（海水浴場） 9

小樽市，石狩市，
函館市，乙部町，
室蘭市，様似町，
留萌市，稚内市，
常呂町

不検出 (9) 不検出 (9) 不検出 (9) Bq/L

魚介類
（シロサケ，カラフト
マス，イカナゴ，マツ
カワ，サンマ，カキ，
イカ，ホッキ貝）

17 太平洋，日本海 不検出 (17) 不検出 (7)
～ 33. 44(1)

不検出 (6)
～ 43. 24(1) Bq/kg

牛肉 26 北海道，宮城県，
福島県，群馬県 不検出 (26) 不検出 (14)

～ 250(1)
不検出 (10)
～ 280(1) Bq/kg

土壌 28

長沼町，北斗市，
比布町，浜頓別町，
芽室町，訓子府町，
中標津町

不検出 (28) 不検出 (28) 不検出 (7)
～ 12. 3(1) Bq/kg 乾土

稲わら 4
木古内町，本別町，
上富良野町，
津別町

不検出 (4) 不検出 (4) 不検出 (4) Bq/kg

稲わら 2 青森県，宮城県 不検出 (2) 140(1)
4, 000(1)

130(1)
4, 300(1) Bq/kg

焼却灰 2 千歳市 ― 7. 3(1)
7. 9(1)

6. 9(1)
8. 9(1) Bq/kg

腐葉土 3 市販品 不検出 (3) 不検出 (2)
41(1)

不検出 (2)
39(1) Bq/kg

合計 146
―：焼却灰のヨウ素 -131 は検査対象外

表 ５ 　食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値6）

核　　　種 品　　　目 Bq/kg

放射性ヨウ素
（混合核種の代表核種：131I）

飲料水 300牛乳・乳製品　注）
野菜類 2,000（根菜，芋類を除く）

放射性セシウム

飲料水 200牛乳・乳製品
野菜類

500穀類
肉・卵・魚・その他

ウラン

乳幼児食品
20飲料水

牛乳・乳製品
野菜類

100穀類
肉・卵・魚・その他

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
（238Pu，239Pu，240Pu，242Pu，241Am，242Cm，

243Cm，244Cm放射能濃度の合計）

乳幼児食品
1飲料水

牛乳・乳製品
野菜類

10穀類
肉・卵・魚・その他

注）100 Bq/kg を超えるものは，乳児用調製粉乳及び直接引用に供する乳にしないよう指導すること．
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　これらは 4月～ 7月までに検査した検体についての結果
で，その後も検査を継続中である．
３ ．その他
　北海道による，福島県からの帰（来）道者等希望者に対
する外部被ばくのスクリーニング検査が 3月 15 日から当
所を会場として実施され，健康科学部（ 6 月以降は理化学
部）及び企画総務部職員が汚染検査に従事した．7月 31
日までの間，計 264 名が検査を受け，すべて「除染のため
のスクリーニングレベル（10, 000 cpm，平成 23 年 3 月 20
日からは 100, 000 cpm）未満」9）であった．詳細は北海道の
HP10）を参照されたい．

　今回の福島第一原発事故では，放出された放射性物質に
よる汚染が発生し，環境や食品の安全性に多大な不安をも
たらした．今回の調査で明らかになったように，幸いにも
北海道に関しては生活や健康に影響を及ぼすような深刻な
汚染は起こっていない．しかし，環境中の放射能レベルに
ついては，今後も引き続き注意深く監視する必要があると
考える．
　本文中で言及した放射能調査の詳細と結果については，
8月以降の調査結果を含め，北海道及び当所のHP4, 10）で公
表している．
　稿を終えるにあたり，検体の調査・採取にご協力頂きま
した関係各位に深謝いたします．
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