
北海道立衛生研究所（以下「当所」と略記）では，原子
力施設からの影響の有無や北海道における生活環境中の放
射能レベルを把握することを目的として，１９５７年から原
子力規制庁の委託事業である環境放射能水準調査（以下
「水準調査」と略記）及び当所での独自調査を実施してき
た．特に１９６０年代の米ソなどによる大気圏内核実験，１９８６
年のチェルノブイリ原発事故や２０１１年の東京電力福島第
一原子力発電所事故（以下「福島原発事故」と略記）の影
響も含めて，約６０年間にわたり継続して北海道における
放射能の調査を行っている．この水準調査では，月間降下
物，陸水・海水，土壌，農産物，原乳，海産物等を通常項
目として実施し，原発事故以後からは道内１０カ所の空間
放射線量率の測定と蛇口水（札幌市）のガンマ線核種分析
をモニタリング強化項目として２０１５年度まで行っている．
なお，札幌市の空間放射線量率については，原発事故以前
には通常項目として実施していた．
原子力発電所やその他の核施設の事故等の緊急時に放射

性物質の汚染状況を正確に把握するためには，これらのバッ
クグラウンドデータは重要なものとなる．これまでの調査
結果は，当所の所報，ホームページ，放射能調査年報等に
より報告してきた．２０１４年度までの水準調査（通常及び
モニタリング強化）では，北海道における福島原発事故の
影響は時間とともに減少していることが判明している１―４）．
水準調査の業務は２０１５年度より当所から北海道原子力環
境センター札幌分室（以下「札幌分室」と略記）へ移管さ
れたが，我々は過去のデータと比較するために解析を進め
た．本稿では，２０１５年度の調査結果におけるそれらの解
析結果について報告する．

方 法

１．試料

通常項目の試料として，月間降下物（札幌市），大気浮
遊じん（札幌市），陸水である原水（札幌市），蛇口水（稚
内市），淡水（札幌市），海水（余市町），海底土（余市町），
土壌（札幌市），ダイコン（恵庭市），ホウレンソウ（恵庭
市），精米（石狩市），原乳（札幌市，中標津町，当別町），
フナ（石狩市），サケ（浦河町），マダラ（釧路市），ホッ
キガイ（苫小牧市），ホタテガイ（猿払村）及びコンブ
（余市町）を用いた．またモニタリング強化項目である蛇
口水は，札幌市の水道水を用いた．
２．放射能濃度の測定

文部科学省監修「放射能測定シリーズ」５）等に準拠し，
ゲルマニウム（Ge）半導体検出器を用いて，ヨウ素―１３１
（I―１３１），セシウム―１３４（Cs―１３４）及びセシウム―１３７（Cs―
１３７）の３放射性核種を測定した．
試料は，前処理せずに２L のマリネリ容器に，あるいは

乾燥・灰化や蒸発濃縮の前処理をした後，１００mL の U８
容器に充填し，測定時間８０，０００秒にて Ge半導体検出器
で各核種の放射能濃度の測定を行った．そのうち，蛇口水
（札幌市）は，平日ごとに１．５L を採取し，３カ月で約１００

L に調整し，蒸発濃縮した後，U８容器に入れ８０，０００秒
で測定した．なお，Ge半導体検出装置は，検出器として
ORTEC製 GEM２５及び GEM２５―７０を使用し，多重波高
分析器としてセイコー EG&G（株）製MCA７６００を，しゃ
へい体として（株）伸和工業製 LBL 及びMS―１１０９７７―０１を
使用した．
３．空間放射線量率の測定

モニタリング強化項目である空間放射線量率のデータ
は，２０１５年度については，当所に隣接している札幌分室
（札幌市）及び道内９総合振興局（函館市，倶知安町，岩
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見沢市，旭川市，稚内市，網走町，室蘭市，帯広市，釧路
市）に地上から１mの高さに設置されたモニタリングポ
スト（日立製作所製MAR―２２）からリアルタイムで収集
したデータを用いた．なお，過去３年間（２０１２～２０１４年
度）の空間放射線量率については，札幌市以外はリアルタ
イムで収集したデータをそのまま用いたが，札幌市は地上
から１６mの高さにあったモニタリングポストで測定して
いたため，２０１５年度とのデータの比較には地上高１mと
して換算した推定値を用いた．算出方法については，原子
力規制委員会のホームぺージに記載の換算値（１６m高で
の測定値／１m高での測定値＝０．７６）を用いた６）．

結果および考察

１．環境放射能水準調査（通常）

２０１５年度環境放射能水準調査の結果を表１に示す．
月間降下物については，福島原発事故後の２０１１年度の

調査において人工放射性核種 Cs―１３７が，０．０５８～５．７MBq/

km２の範囲で検出されたが１），２０１２年度から２０１４年度に
はそれぞれの５月に０．０５３～０．２４MBq/km２の範囲で微量
に検出され２―４），２０１５年度には不検出となった．なお，春

季に放射性物質が検出されるのは，夏季に向けて北半球上
空の成層圏循環が活発化し，下部成層圏へ放射能が蓄積す
る効果と成層圏／対流圏の交換の活発化による影響が大き
いためと報告されている７）．２０１５年度に Cs―１３７が検出さ
れなかったのは，事故から数年経過したことで，大気中の
放射性セシウム濃度が低下したためと考えられた．
表１に示したように，土壌（０―５cm），土壌（５―２０cm），

原乳（中標津町），サケ，マダラ，ホタテガイから，Cs―１３７
がそれぞれ，１３Bq/kg，８．４Bq/kg，０．１２Bq/kg，０．１３Bq/

kg，０．０３７Bq/kg検出された．これらの試料からの微量の
Cs―１３７の検出は，原発事故以前にも見られた現象である８）．
ホタテガイについては福島原発事故後で初めて検出された
が，原発事故による放射能汚染の指標となる核種 Cs―１３４
は検出されなかったため，この検出が福島原発事故に起因
するものか否かは明らかではない．Cs―１３４（半減期２．０６
年）は，福島原発事故以降マダラから２０１４年度まで検出
されていたが１―４），２０１５年度の調査では検出されなかった．
国立研究開発法人水産総合研究センターが統計数理研究所
と共同で調査した日本周辺の海洋生物の放射性物質（Cs―
１３４及び Cs―１３７）による汚染状況の報告では，汚染度は

表１ 環境放射能水準調査（通常）
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全体に低く，汚染が最も懸念されている海産底魚類におい
ても基準値を超える確率はかなり低いとしており９），本報
の海産物の測定結果も，この知見に沿ったものと考えられ
る．
全般的に見ると，福島原発事故発生当初には測定してい

ない大気浮遊じんの試料を除いた全３１試料数に対する Cs―
１３７検出の割合は２０１５年度では１９％であった．この割合
を年度ごとにみると，福島原発事故発生時の２０１１年度
（４５％）から時間の経過とともに減少していく傾向が見ら
れ，２０１５年度は２０１４年度（２３％）からさらに減じ，福島
原発事故以前のレベルと同程度まで減少していることが推
察された１―４，８）．
２．環境放射能水準調査（モニタリング強化）

２０１５年度も，２０１４年度と同様に原子力規制庁の要請に
より，全国の都道府県での福島原発事故に対するモニタリ
ング強化が継続となった．道内における空間放射線量率を
表２に，蛇口水の放射能濃度を表３に示した．
空間放射線量率は，札幌分室及び道内９総合振興局に設

置しているモニタリングポストによって常時監視されてい
る．これらのデータは，北海道（札幌分室）の収集サーバ
に集約の上，インターネットを通じて１０分ごとに国（原
子力規制庁）へ送信され，国が全国のデータとともに集約
し，そのウェブページで公開している１０）．同時に当所のウェ
ブページにおいても，前述した道内１０地点のデータを，
時報，日報，月報という形で，その最大値，最小値，平均
値を即時に公開し，過去から現在までの道内の状況をすぐ
に把握できるようにしている１１）．
表２a）に示した２００７年度～２０１４年度の札幌市におけ

る空間放射線量率は，地上から１６mの高さにあるモニタ
リングポストで測定されていた．２０１５年度からはより生
活者の曝露に近く国の設置指針にもなった地上１mの高
さに変更したため，表２b）には過去３年間の測定値から
換算係数を用いて地上高１mでの推定値を算出し，２０１５
年度の線量率と比較した。また，札幌市のデータについて
は，福島原発事故前後で測定地点の地上高や測定時間が変
更されていることを踏まえ，これらの違いによる補正値を

表２ 環境放射能水準調査（モニタリング強化）―空間放射線量率
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用いて事故前のデータとの比較も参考として行った．２００７
年度から福島原発事故前までは，札幌市の空間放射線量率
は１時間値で報告しており，最大で０．１０５μGy/h（地上高
１６m）であった．これと比較するために地上高１mで測
定している２０１５年度のデータを１時間値で整理すると最
大で０．０９９μGy/hとなり，福島原発事故前の１時間値の
最大値に地上高１mとして換算された推定値０．１３８μGy/h

と比較するとその範囲内にあった．
２０１５年度の空間放射線量率については概ね平常値の範
囲内であったが，倶知安町と室蘭市において，一時的に過
去３年間の範囲を超える値が観測された．倶知安町では，
過去３年間で０．０１４～０．１０５μGy/hの範囲であるのに対し
て最大で０．１１７μGy/h（２０１５年１２月２４日１５：２０），室蘭
市では，同様に０．０１７～０．０９８μGy/hの範囲であるのに対
して最大で０．１０８μGy/h（２０１５年１２月１７日８：４０）であっ
た．また，札幌市については，最大で０．１０８μGy/h（２０１５
年１２月１７日１４：１０）であった．事故前のデータも含める
と前述のとおりその範囲内にあるが，過去３年間の１m

での推定値である０．０２５～０．１００μGy/hと比較すると，そ
の範囲を超えている．この各時刻・各地点に対応した気象
庁ホームページの気象統計データによると，倶知安町では
１．０～２．５mmの降雪，室蘭市では３．５mmのあられ，最
大瞬間風速１２．７mの北北西の風，札幌市では２．５mmの
あられ，最大瞬間風速１１．４mの北北西の風と記録されて
いることから１２），気象条件の変化に伴って線量率が一時的
に上昇し，その後平常値の範囲に戻ったと推察される．
北海道では，福島原発事故前の平常値の最大値である

０．１０５μGy/h６）を超過する例は，これまでも岩見沢市及び
稚内市で観測されている（表２）が，異常値のケースを除
けば，いずれも降雨雪や暴風等の気象の変化によって一時
的に上昇した後，気象が穏やかになると平常値の範囲へと
戻る傾向であった．この現象は，地中から放出されたラド
ンガスが拡散し上空を漂っている間にラドン娘核種に崩壊
し，この核種を含んだ微粒子が核となった雨雪や，雨雪に
この微粒子が付着したものが，地表に落ち，比較的短寿命
の天然放射性物質（Pb―２１４や Bi―２１４など）が地面に集め
られ，一時的に空間放射線量率を上昇させるということで
説明される１３，１４）．また，ラドン娘核種の半減期は約３０分
であるため，雨が止んだ後は２時間程度でほとんどが放射
性崩壊し，元の空間放射線量のレベルに戻ることが多い．
蛇口水のモニタリングにおいては，３放射性核種とも２０１４

年度同様，年間を通して不検出であり，検出限界は I―１３１：
０．６９～４．９mBq/L，Cs―１３４：０．４５～０．４９mBq/L 及び Cs―
１３７：０．３３～０．４６mBq/L であった（表３）．事故直後には，
たとえば３月２２日の東京都葛飾区の金町浄水場の水道水
では I―１３１が２１０×１０３mBq/L 検出される１５）など，福島周
辺では放射性物質の放出による浄水場の汚染があった．北
海道では，事故前から実施している稚内市での蛇口水につ
いては，２０１１年５月１６日に１００L 採取したものを蒸発濃
縮後測定した結果，Cs―１３４が０．６６mBq/L，Cs―１３７が０．７５
mBq/L とわずかに検出された１）．また，この時期の蛇口
水以外の北海道内の陸水試料では，２０１１年７月の淡水
（石狩市）で Cs―１３４と Cs―１３７が，２０１１年５月の原水（札
幌市）で Cs―１３７が微量に検出され，２０１１年４月～７月の
月間降下物（札幌市）でも，Cs―１３４と Cs―１３７がわずかに
検出された１）．これまで蛇口水（札幌市）のモニタリング
では３放射性核種とも検出事例はないが，モニタリングに
より環境中の放射性物質のわずかな変化を知ることは，そ
の動態を正確に把握する上で重要と考える．
以上まとめると，北海道における福島原発事故の影響は，

事故当初より微弱ではあったが，経年的に減少傾向にあり，
２０１４年度の影響に比べて，２０１５年度ではさらに減少傾向
を示し，原発事故以前の状態になりつつあることが明らか
となった．しかしながら，日本全体を見た場合には，福島
県とその以南の県で，淡水魚に対する放射性セシウムの汚
染度が相対的に高いところがあり，この地域ではモニタリ
ングの継続が必要となっている９）．緊急時の場合に過去に
蓄積したデータに基づき放射能汚染の動態を正確に把握す
ることは極めて重要であり，今後も引き続き北海道におけ
る環境中のバックグラウンドのデータの蓄積に努めてまい
りたい．
稿を終えるにあたり，ご協力いただいた北海道原子力環

境センター札幌分室の関係者の皆様に深謝いたします．
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