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麦原料から麦茶浸出液への放射性セシウムの移行率
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Investigation of Extraction Rate of Radioactive Cesium from Barley to Barley Tea 
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Shoji Hagiwara1， Yoshiteru Kakihara2， Ayako Minobe3， Yuki Shinoda3， 
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， Ushio Matsukura1 and Shinichi Kawamoto1 

1 National Food Research Institute， NARO， 2-1-12 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-8642 
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Barley grown in test fields and harvested in ]une 2011 was roasted and brewed. The translocation of radioactive 
cesium from roasted barley to tea was巴xaminedat various brewing times. Roasted barley was boiled for 5 min at a 
ratio of 1.5 L water : 50 g grain， and allowed to brew for 5， 60 and 120 minutes. The concentration of radioactive 
cesium C34Cs and 137Cs) in the barley tea and residual grain were determined by gamma-ray spectrometry with Ge-
semiconductor detector. The translocation of radioactive cesium from roasted barley (138 Bq/kg) to tea extract was 
about 38%以 120minute extraction and the radioactive cesium concentration of the barley tea was 1.83 Bq/kg. 
Thus， it was confirmed that even when 100 Bq/kg barley was used as an ingredient， the radioactive cesium 
concentration of barley tea made with the standard formula was much lower than 10 Bq/kg， the standard limit for 
water and drinks. (Received Aug. 9， 2012 : Accepted Sep. 28， 2012) 

Keywords : Barley Tea， Radioactive Cesium， Food Processing Retention Factor， Extraction Rate 
キーワード麦茶，放射性セシウム，加工保持係数， 1受出率
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東日本大震災に伴う，東京電力福島第一原子力発電所の

事故により食品の放射能汚染が問題となっている‘食品中

の放射性セシウム(山Cs および~137Cs の合計)濃度について

はモニタリング検査が実施され，暫定規制値を超過したも

のが市場に出回ることの無いようにとの出荷制限措置が取

られた1)

平成 23年産麦類については，放射性物質の大気放出が

起こった 3月時点で葉が展開しており，土壌から吸収され

た放射性セシウムの子実への移行のみならず，業に付着し

た放射性物質の植物体内での移行転流2) も想定されるた

め，収穫物である小麦・大麦については適切な濃度の把握

と管理が必要であった.そこで，食品中の放射性物質に関

する「検査計画，出荷制限等の品目・区域の設定・解除の

考え方J(平成 23年8月4日原子力災害対策本部決定)i)に

定められた 17自治体を対象として，平成 23年6月以降，

放射能濃度が高くなる可能性のある地域で生産された小麦

および大麦について，全てのロットを対象に放射性物質調

査が実施されたほか，対象自治体中の他の地域では，地域

毎に最初のロットを対象に調査が実施された円平成 24年

3月末までに取りまとめられ，農林水産省がリスクコミュ

ニケーションの場で説明している平成 23年産麦類の検査

結果では円検査総数550点(大麦・小麦の総数)のうち，

暫定規制値 (500Bq/kg)を超過したものが 1件， 4羽OOBq/々kg

を超え 5印O∞OBq札/公/

i干305-8642茨城県つくば市観音台 2-1-12
2〒103-0026東京都中央区日本格兜町 15-6
3〒302-0106茨城県守谷市緑 1-1-21
*連絡先 (Correspondingauthor)， setsuko@affrc.go.j 

以下が2件， 200Bq/kg超300Bq/kg以下が4件， 100Bq/kg 

超 200Bq/kg以下 18件であり，全体の 95%以上を占める

523件は 100Bq/kg以下(検出限界以下を含む)であった

平成 24年4月より，食品衛生法における食品規格基準

として，食品中の放射性セシウムの新たな基準値が設定さ

れた新基準値においては，飲料水，乳および乳製品，乳
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児用食品，一般食品の 4群の分類に対しそれぞれ放射性

セシウムの濃度基準を 10Bq/kg， 50 Bq/kg， 50 Bq/kg， 

100 Bq/kgと定めた3) この中で，チャノキを原料とする飲

用茶には，浸出後の製品について飲料水や飲料の基準で、あ

る 10Bq/kgを，大麦を原料とする麦茶に関しては原料段

階で一般食品の基準 100Bq/kgを適用して規制すること

とされたそ したがって，麦茶製品では，原料重量と浸出液

の体積から想定される希釈割合を考慮すると，飲料水の基

準値 10Bq/kgを下まわることが予測されるが円その程度

について実証データは不足している.

食品加工における原料から最終製品への放射性セシウム

の移行の動態(加工保持係数)の把握は，食事に起因する

放射性セシウムの摂取量の評価やリスク管理の上で有用な

知見である また，麦茶のような比較的摂取量が多い飲料

では，原料の適切な管理に加えて，放射性セシウムの原料

からの移行率を正確に示すことで，消費者に更なる安心が

担保される.そこで，本研究では平成 23年に試験圃場で

栽培された大麦を:培煎し 麦茶を浸出した際の放射性セシ

ウムの浸出液への移行について検討した.

実験方法

L 実験材料

平成 23年産の試験闘場で栽培した大麦を用いた.収穫

後の大麦は， 20kgを回転混和し均質化した水分含量は

常圧加熱乾燥法5) に従い， 5gの粉砕試料を 135
0

Cで2時間

の加熱乾燥後の重量変化によって求めた.玄麦の水分含量

は12.5%であった.また 放射性セシウム濃度は平成 23年

11月21日を基準算定日として，湿重量あたり， 134CS; 54.4 

土1.2Bq/kg， 137Cs; 64.4:t 1.4 Bq/kg，放射性セシウムi農度

('担Csおよび、137Csの総和濃度); 118.8士1.8Bq/kg(不確か

さは計数統計による不確かさ)であった

2. 娼煎

上記の原料大麦を，テスト用熱風情煎機(プロパット社

製)にて， 210
0

Cで60分間回転混合しながら熔煎した 培

煎後の麦の水分含量は， 0.3%であった-

3. 麦茶の浸出

「日本食品標準成分表20l0J6)の麦茶製法に従い，全粒倍

煎麦250gと脱イオン水 7.5Lの割合で強火で加熱し， 5分

間沸騰させた後，火を止めて 5分， 60分および 120分静置

し麦茶を浸出させた.浸出操作後の麦粒(浸出残さ)と浸

出液は，定性分析用ろ紙 (2種) (東洋諸紙会社製，定性ろ

紙 No2，ゆ185)で固液分離した

4. 放射性セシウムの測定

玄麦，倍煎麦および麦茶浸出液は 2Lマリネリ容器に，

また浸出残さの麦は水を十分切って湿状態で U-8容器に

詰めて測定試料とした厚生労働省の定める「緊急時にお

ける食品中の放射能測定マニュアル(平成 14年)j7)に従い，

Ge半導体検出器 (CANBERRAGC2020-7500 SL-2002CSL : 

相対係数効率 20%) を用いた y線スベクトロメトリによ

り，試料中の134CSおよび、l訂Csを測定した 測定時間は計

数誤差が8%未満となるよう 200カウント以上を計数する

ように設定した.玄麦および倍煎麦については 3600秒，

浸出残さについては 18000秒麦茶浸出液については

36000秒とした 各試料の放射能濃度の算定基準日は，全

て，平成 23年 11月21日とした なお， Ge半導体検出器

の効率校正は，標準体積線源(日本アイソトープ協会，

MX033MR (マリネリ容器)および， MX03U8PPを用いて

行った 標準体積線源の検出効率校正の標準不確かさは，

2.35% (該当エネルギ一範囲)であった.

5. 浸出液の可溶性固形分 (Brix%値)の測定

麦茶濃度(浸出時間選定)の指標として，浸出時間を 5，

60， 120， 150分とした際の浸出液中の可溶性固形分量を測

定した 浸出液20mLを採取し， 80メッシュのフィルター

で鴻過した後，デジタ jレ屈折率計(アタゴ社製 RX-DD7α

Tea) を用いて測定し， Brix %値で表した

6. 統計解析

麦茶の浸出試験は 3回の繰り返し実験を行った加工

率，浸出率，残存率は 3回の繰り返し測定の平均値土繰り

返しの標準偏差で示した 放射能濃度の不確かさは計数統

計のみを考慮し，浸出液の放射性セシウム濃度は荷重平均

値土荷重標準偏差8) で示した.平均値の有意差検定は，

Excel2010 (Microsoft， Redmond， WA)にアドインソフト

IExcel統計2010(社会情報サービス，東京)Jを追加して

Tukeyの多重比較法を用いて行った

実験結果および考察

L 麦茶浸出時間の設定

本研究では， I日本標準食品分析表2010J6)の原材料割合

で浸出を行っているが，原料の倍煎状態や麦粒の状態に

よって麦茶の色調は影響を受けるため，適正な色調を得る

ための浸出時間は変動する.今回の材料について，日本食

品成分分析表で示された 5分の浸出時聞が適切かどうかは

確認が必要で、ある.そこで，本実験で用いた全粒の倍煎麦

からの浸出液の品質指標として可溶性固形分の指標である

Brix値を測定し適切な浸出時聞を検討した. Fig.1に麦

茶浸出液の Brix値(%)と浸出時間の関係を示した.また，

Fig.2に麦茶浸出液の写真を示す.本実験に供した倍煎麦

では 120分の浸出で， Brix値がほぼ頭打ちとなることが確

認された このときの Brix値 0.8は，標準的な麦茶の品質

指標値である 0.39)に比べると十分に大きな値である.そ

こで，麦茶としては十分な浸出時間と判断される 120分ま

でを実験条件として，放射性セシウムの移行を測定した.

2司 倍煎麦の放射性セシウム濃度

倍煎麦の水分含量は 0.3%であり，熔煎処理により重量

は加工前の 0.88となった大麦の倍煎加工による加工係

数 (Pfroast) を (1)式のように定義し，それぞれの核種に
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Fig. 1 The soluble solid content index value of barley tea 

at various brewing times 

The solid line shows a fitted curve using a quadratic equation 

Table 1 Concentration of radioactive cesium in barley 

before and after roasting 

Dry 13'CSネ 137Cs* Total Cs 

tt (Bq/kg) (Bq/kg) 
(出Cs+即 Cs)*

(%) (Bq/kg) 

Before 
87.5 54.4土1.2 64.4:t1.4 118.8土1.8

roastmg 

After 
99.7 62.4土1.4 75.3:t 1. 7 137.8:t2.2 

roastmg 

Processing factor (Pfroast) ** 

134CS 日'Cs Total Cs (問CS+I37CS)

l.15 l.17 1.16 

* The variability includes only the uncertainty due to counting 

statlstlcs. 

帥 Pf"制=

Concentration of radioactive cesium in the roasted barley (Bq/kg wet) 
Concentr旦tionof radioactive cesium in the raw barley (Bq/kg wet) 

ついての濃度測定の結果とともに Table1に示した

Pf 一倍煎麦の放射性セシウム濃度(Bq/kgwet)
四 目 玄麦の放射性セシウム濃度(Bq/kgwet)

ー(1)

倍煎前後の放射性セシウムの濃度比である加工係数は両

核種の合計で1.16であった倍煎加工による放射性核種

の残存率 (Frrc制)は，次式のように加工係数日と加工歩

留り (Per叩 坑 ; (ここでは加工前後の重量比 0.88) との積回

となる.

F r roast = Pf roast . P e roast 

培煎麦の放射性セシウム(B心
玄麦の放射性セシウム(Bq)

(2) 

四 Cs. 137Cs. 放射性セシウムの倍煎後の残存率 (Frroast)

はそれぞれ. 1.01. 1.03. 1.02となっており，水分変化だけ

を反映した妥当な値であった.

Fig. 2 Visual characteristics of barley tea at different 

brewing times 

Br巴wingperiods : 5. 60. 120 and 150 min (from left to right). 

Table 2 Weight changes in tea and residual grain and 

processing efficiency (Pe) during barley tea 

brewing 

Brewing period Brewed t巴a Residual grain 

(min) Weight(g)* Pe紳 Wet Weight(g)* Pe** 

5 7223士8' 28.9 391土1.2' 1.6 

60 7182:t25' 28.7 435土5.7b 1.7 

120 7185:t16' 28.7 445土6.2b 1.8 

* Mean values:t st旦ndarddeviation at triplicate brewing 

榊 Pe:the weight ratios of t巴asolution or residual grain to 

roast巴dbarl巴y(250 g ingredient) 

a. b ; values with different letters within the same column 

are significantly different (P< 0.01) by Tukey's test 

3. 麦茶漫出液への放射性セシウムの移行

麦茶の浸出に際して，処理後の製品重量の熔煎麦(原料

250g) に対する重量比を Table2に示した.煮出したあと

の麦茶浸出液は水分蒸発により原料に対して約 30倍弱の

重量であった.浸出時間の増加に伴い浸出残さの湿重量は

増加する傾向にあり，浸出時間を 5分にした時とそれ以上

に延長した時 (60分および 120分)との聞には 1%水準で、

有意差が認められた

麦茶浸出液と浸出残さの放射性セシウム濃度 (Bq/kg)と

製品重量から，麦茶浸出操作における放射性セシウム放射

能の加工保持係数 (Fr:Food Processing Retention Factor) 

を算出した.より具体的には 麦茶浸出液への放射性セシ

ウムの移行率(Frs) .浸出残さへの残存率(Frg)を次式のよ

うに求めた.

麦茶浸出液への移行率:

Frs= 
麦茶浸出液の放射性セシウム(Bq)

倍煎麦の放射性セシウム(Bq)
(3) 
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Table 3 Food processing retention factors of radioactive cesium for barley tea brewing 

Brewing p巴riodTranslocation ratesωtea solution(Frs)* Retention rates in barley grains(Frg)* 

(min) 134CS 137CS 134CS 137CS 

5 

60 

120 

o .15:t0. 01' 
0.32:t0.03b 

0.38:t0.02b 

0.15:t0.Ol' 

0.31土0.03b

o .39:t0 .02' 

0.94:t0.03' 

0.69:t0.03b 

0.71:t0.08b 

0.93:t0.03' 

0.75:t0.03b 

o .67:t0 .03b 

* Mean values:tstandard deviation at triplicate brewing 

a， b， c ; values with different letters within the same column are significantly different (P<O.Ol) by 

Tukey's test. 

Table 4 Concentration of radioactive cesium in barley 

tea at various brewing times 

Brewing 
134iし、sconc* 137iし、sconc* Total Cs 

period 
(Bq/kg) (Bq/kg) 

(四Cs+137Cs)*
(min) (Bq/kg) 

5 O. 33:t0. 02 O. 40:t0 .02・ O. 73:t0 .03 

60 O. 70:t0 .03 o .80:t0 .03 1. 5l:t0. 04 

120 0.82:t0.03 1.02:t0.04 1.83:t0.05 

* Overall mean value土 standarderror was calculated from 

individual results (n = 3) as weighted means with weighted 

uncertainties (9) 

浸出残さへの残存率:

浸出残さの放射性セシウム(Bq) (4) 
rg

= 倍煎麦の放射性セシウム(Bq)

Table 3に麦茶浸出液への移行率Frs および浸出残さへ

の残存率Frgを示した麦茶浸出液への山Cs，1釘Csの移行

率Frsは，浸出時間とともに増加したが，時間を 60分から

120分に伸ばしてもその増加量は僅かで頭打ちの傾向に

あった 最終的に， 120分の浸出時間における， 134CS， 137Cs 

の移行率Frsは0.38，および 0.39であり，両核種に差は認

められなかった

Tagamiω らはチャノキを原料とする緑茶の浸出移行に

ついて，東京電力福島第一原子力発電所の事故後に収穫・

生産された茶葉(製品)と事故後に新しく出芽展開した生

葉からの浸出実験の結果を報告している.茶葉製品から茶

浸出液への放射サ性セシウムの移行率Frsは， 90
0

C で 0.5~0.7 ，

60
0

C で 0.54~0.6 であり，これらの茶葉を短時間 20
0

C およ

び60
0

Cの水で洗浄すると 0.11および 0.32の割合の放射性

セシウムが除去されたため，この場合の茶葉の汚染経路は，

土壌や植物体内からの吸収・移行だけでなく，フォールア

ウトによる沈着も含むものと推測している.一方，新たに

出芽した生茶葉では，洗浄後 10分間沸騰させても， 0.6程

度の割合の放射性セシウムが茶葉に残存したと報告してい

る.この，生茶葉の残存率は，我々の麦茶の結果と同程度

である また，チャノキ以外のハーブ茶でも 0.44~0.87 の

割合で放射性セシウムが茶葉に残存していたと報告されて

いる?

Table3に示した移行率と残存率 (Fr)は，放射性セシウ

ムの系外への揮発などがなければ，マスバランスを考える

と対応ある麦茶浸出液と浸出残さの和 (Frs+ Frg)が， 1.0 

となるべきものである.今回の測定では，各浸出時間でそ

れぞれの核種において，これを計算すると， 1.01 ~ 1.09の

範囲であったこれらの値は付随する計数誤差や重量測

定時に発生する誤差を考慮すると妥当と考えられ，倍煎麦

に存在していた放射性セシウム(134Cs，1訂CS)は，煮出しの

操作(沸騰させて 5分間)を行っても，浸出液か残さの中

にすべて残存していることを示していた.

4. 麦茶浸出液の放射性セシウム濃度

Table4に，放射性セシウム(1出CS，1訂CS)の麦茶浸出液

中の濃度を示したー総放射性セシウム濃度 137.8士2.3

Bq/kgの熔煎麦から，標準的な麦茶の Brix値よりはるか

に高い Brix値となる浸出時間 120分 (Fig.1)で浸出した

際の総セシウム(134CS+印 CS)濃度は， 1.83士0.05Bq/kgで

あり，飲料の基準値である 10Bq/kgを大きく下回る濃度

となった. 120分間浸出の麦茶浸出液の放射性セシウム濃

度の倍煎前の原料である大麦玄麦の放射性セシウム濃度

(生重量)に対する比を麦茶浸出液の加工係数Pιとする

と山CS，1幻Csそれぞれ， 0.015士0.008，0.0l6:t0.009 (平均値

土標準偏差 n=3)であった.

また， i日本標準食品成分表 201OJ6lでの製品麦茶の K含

量， 60mg /L，から見積った40K濃度は1.82Bq/Lであり，基

準値以下の原料を使用した麦茶製品の摂取による，放射性

セシウムからの内部被ばくへの寄与は，天然核種に比べて
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大きくなる懸念はないと考えられた.

要約

食品中放射性セシウムの一般食品の新基準値である 100

Bq/kg程度の大麦玄麦を:熔煎し，標準的な方法で調製した

麦茶について放射性セシウムの浸出割合を検討した倍煎

麦から浸出液への放射性セシウムの移行は，浸出時間 120

分で 38%程度であった浸出液は熔煎麦に対し約 30倍量

の水で希釈され，さらに移行率も 50%を超えないため，麦

茶の放射性セシウム濃度は • 1.83Bq/kg程度であり. 100 

Bq/kg程度 (138Bq/kg)の玄麦を原料として使っても，飲

料の基準の 10Bq/kgを大きく下回ることが予想される.

本研究を遂行するにあたり 数々のご助言を賜りました

独)農研機構作物研究所柳津貴司博士に謝意を表します.
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