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環境放射線モニタを用いた堆積有機物層および

表層土壌中の放射性物質濃度の簡易測定

市川貴大1， *・逢沢峰昭2・大久保達弘2

1とちぎ農林倶楽部・ 2宇都宮大学農学部森林科学科

迅速，簡易に森林生態系内の放射性セシウム (Cs)濃度を推定するために，環境放射線モニタと専用容器を用い
た測定条件の検討と測定法の有効性について検討した。本法により得られた堆積有機物層(Ao層)や表層土壌(土壌
深 0-5cm)の空間線量率は，重量含水率の変化にかかわらず概ね同様の数値を示すとともに，風乾重とほぼ比例
関係にあった。このことから，専用容器内に納まるように試料を挿入すれば，一定重量(例えば 1kg)あたりに換算
することで， Ao層や表層土壌の空間線量率の大小の比較は可能である。 Ao層中の落葉の放射性Cs濃度は約1000Bq

/kgより高ければ，湿重および風乾重にかかわらず現地，室内にて 1kgあたりに換算した試料の空間線量率を測定
することにより推定できる。一方，表層土壌の放射性Cs濃度の推定には， Ao層中の落葉に比べて濃度が低いこと
から，風乾させた上で空間線量率が0.1μSv/h以下の室内にて試料の空間線量率を測定することが望ましい。
キーワード:空間線量率， Ao層，落葉，森林土壌，放射性物質

Takahiro Ichikawa， Mineaki Aizawa and Tatsuhiro Ohkubo : A simple method of measuring radionuclide concen-

tration in forest floor and surface soil using an environmental radiation monitor. Japanese Journal of Forest Envi-
ronment 55:43-49， 2013. 
In order to estimate easy and speedy measuring radioisotope cesium concentration in forest ecosyst巴m，we examined the 

measuring condition using an environmental radiation monitor and its special holder， and evaluating the feasibility. The re-
sultant ambient dose rates of forest floor and forest soil (0-5 cm depth) were not affected by the differences in water con-

tent with the same as dry weight， and were proportional to dry weight. This suggested that ambient dose rates of forest 

floor and forest soil could be compared to regardless of fresh and air dry weight with the same as dry weight (e.g.， 1 kg) 

by inserting sample in environmental radiation monitor' s special holder. The radioisotop巴 cesiumconc巴ntrationin forest 

floor not less than about 1，000 Bq/kg was able to estimate ambient dose rates of forest floor per 1 kg in fresh and air dry 

weight as measured by indoor and outdoor. On the other hand， the radioisotope c郎 iumconcentration in for巳stsoil was con-

sidered desirable to measure ambient dose rates of forest soil per 1 kg in air dry weight as measured by indoor not more 

than 0.1μSv/h in ambient dose rate 

Ke戸市ords: ambient dose rate， radioisotope conc巴ntration，forest floor， forest leaf litter， forest soil 

1 .はじめに

2011年3月11日の束日本大震災では地震や津波の被害の

みならず，東京電力福島第一原子力発電所の事故も発生し，

大量の放射性核種が大気や海水中に放出された(経済産業省，

2011)。生態系に長期間にわたり影響を及ぼすと考えられる

物理学的半減期が1年以上である放射性核種について，福

島県内での土壌モニタリング結果等(文部科学省， 2011c; 

2012)から，放射性ストロンチウム (Sr)やプルトニウム (Pu)

の濃度は放射性セシウム (Cs)に比べてきわめて小さいことが

明らかとなった。また，福島県内のスギ壮齢林や落葉広葉樹

林で、の出Csや137Csの分布状況の調査結果が2011年9月に公表

され，樹木の部位別や堆積有機物(Ao)層，表層土壌の中の

134CS + 137 Cs濃度はAo層で最も高くなっている(文部科学省，

2011b;林野庁， 2011)。わが国の樹木の部位別やAo層，表

層土壌の中の間Cs+即Cs濃度については東日本大震災以前

にも報告されている (Yamagataet a人 1969;楢崎， 2002;結

田， 2011)。また，放射性Csは植物の必須元素で、あるKと同

じアルカリ金属で、同様の挙動を示す(Kruglovet al.， 2005 ;浅

見， 2011)一方，土壌中では移動し難く(津村ら， 1984)，長

期間森林生態系内に保持される (Schellet al.， 1996;楢崎，

2002 ;結田， 2011;山口ら， 2012)のが特徴である。さらに

は，東京電力福島第一原子力発電所の事故にともなう放射性

Csについて，乾性沈着はわずかで湿性沈着が支配的であり

(大原ら， 2011)，森林のAo層や表層土壌の環境放射能汚染

は，湿性沈着により空間的不均一性が顕著になるといわれて

いる (Perevolotsky，2006)。したがって，わが国では物理学的

半減期が比較的長い放射'性Csについて，森林生態系内での

動態等の長期モニタリングを実施していく必要がある(大久

保ら， 2012)。

食品や土壌の放射性核種の測定はゲルマニウム半導体検出

器を用いたy線スベクトロメトリーによる核種分析法により

行われている(厚生労働省， 2002;恩田， 2007)。また，迅

速に堆肥や食品のスクリーニング検査を行うために， NaI 

(TI)シンチレーションサーベイメータによる放射性核種の分

析が行われている(厚生労働省， 2002;農林水産省， 2011)。

* 連絡・別刷請求先(CorrespondingAuthor) 〒329-2161 栃木県矢板市扇町2-12-74 とちぎ農林倶楽部 Tochigi Agrofo問 stryC1ub， 2ー12ー74Ougicho， 
Yaita-city， Tochigi 329-2161， Japan 
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1 Tochigi Agroforestry C1ub 
2 Department of Forest Science， Facu1ty of Agricul加re，Utsunomiya University 
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しかしこれらの方法の測定機器は高価で，設置場所が限ら

れ，測定時間も必要とされている。環境放射線モニタRadi

(堀場製作所 PA-1000) (以下， Radi)はCsI(TI) (今川， 2005) 

によりy線を検知し，制日本電気計測器工業会のガイドライ

ンに適合している。比較的安価な放射線測定器は正確な空間

稼 量 率(μSv/h)の把握が困難とされ(国民生活セン

ター， 2011)，現在では地方自治体等にハンデイタイプで測

定が容易なRadiが普及している。また，放射能簡易測定キッ

ト(堀場製作所 PA-K)を用いることで¥ 土壌，玄米，水につ

いてゲルマニウム半導体検出器で求められた放射性Cs濃度

(Bq/kg)とRadiにより求められた線量率(μSv/h)は相関を示

すとしている(堀場製作所， 2011b)。ただし堀場製作所

(2011b)に示された放射性Cs濃度は森林のAo層では調査され

ておらず，かつ，土壌，玄米，水の単位質量あたりの放射性

Cs濃度は600Bq/kg未満で、ある。文部科学省(201lb)や林野

庁(2011)に示されたAo層，表層土壌の中の134CS+印Cs濃度

は600Bq/kgよりはるかに高いことから， 高濃度の放射性Cs

のAo層や表層土壌において，放射f生Cs濃度とPA-K内のRadi

により求められた娘量率(μSv/h)の相関を検討する必要があ

る。

1960年代以降，肥料革命により Ao層を中心とした落葉の

利用は大きく減退したが，近年では里山保全活動などにより

落ち葉堆肥としての利用がみられる(深町ら， 1995;市川

ら， 2010;大久保， 2012;大久保ら， 2012)。したがって，

東京電力福島第一原子力発電所の事故後における落ち葉堆肥

の利用の可能性を検討していくためには，ゲルマニウム半導

体検出器やNaI(TI)シンチレーションサーベイメータによる

放射性Cs濃度の測定をすべきであるが，放射性Csは湿性沈

着により空間的不均一性が考えられるため， Ao層や表層土

図ー1 調査地の概況

壌の放射性Cs濃度について，現地で簡易に推定できる方法

が必要である。また， 一般的に水は放射線を減衰させるとさ

れており(近本， 2011)，土壌は乾燥した状態で測定されてい

る(雁深ら， 2001)。現地で簡易にAo層や表層土壌の放射性

Cs濃度を推定するためには，試料の重量含水率の変化によ

るPA-K内のRaddこより求められた線量率(μSv/h)の変化につ

いても検討が必要である。

そこで本研究では，環境放射線モニタRadiと放射能簡易測

定キットPA-Kを用いてAo層の落葉や表層土壌を試料として

測定した線量率(μSv/h)が重量含水率の違いにより変化する

ことの有無や放射一性Cs(印Cs+叩Cs)濃度を反映しているこ

とを明らかにするとともに，現地や室内で測定して得られた

試料の線量率(μSv/h)の放射性Cs濃度の指標としての有効性

について検討した。

2.調査地と方法

Ao層(新鮮落葉を含む)，表層土壌の採取地は文部科学省

による航空機モニタリング結果(文部科学省，2011a)を参考

に，栃木県内にて134CS+ 137 Csの蓄積量(Bq/m2
) が10kBq/m2

未満，3か60kBq/m2， 100-300 kBq/ばの森林(落葉広葉樹林，

スギ(Cryptomeria japonica D.)人工林， ヒノキ(Chamaecy-

paris obtωa Sieb.)人工林)である(図-1)。試料の採取地では

2011年10~12月にかけてRadi~こて地上 1mおよび地表面(地

上 1cm)の空間線量率(μSv/h)を測定した。空間線量率(μSv/

h)について 1分間隔で5分間測定し平均値を採用した。

新魚手落葉をアスフアルト上や地上部についていない伐採した

広葉樹から採取した。Ao層を 1辺25cmの方形区内から枝を

取除いて採取した。表層土壌についてAo層を丁寧に取除い

た部分にて土壌深 0-5cmから採取した。採取した試料は現

凡例
Cs・134及びCs・137の
合計の醤積置(8Q/m勺

( 7月16臼現在の包に鍛錬]

30αJK< 
1α刻〈・3αおK

6∞K・1α)()K

30α<-1支均K

l00K-3αX 
60K・ 1αJK
3αく・6α〈

lOK-3OK 
:i 101< 

栃木県内のCs山及びCs間合計の蓄積量(Bq/m')の空間分布については，文部科学省

(2011a)から抜粋した
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図-2. 環境放射線モニタRadiと放射性簡易測定キットPA-Kによる現地での線量

率(A-B)の測定例

試料の線量率は放射性簡易測定キットPA-Kに試料を入れて求めた値(A)から試料のない

状態で求められた値(B)をパックグラウンドとして差しヲlいて(A-B)求めた。

環境放射線モニタRadi(PA・1000)と放射能簡易測定キットPA-Kの重さは約725gで'111林内

での測定操作は容易である。

-DnD屯

60 

図-3. Ao層中の落葉，土壌深Q-5cmの表層土壌の

重量含水率と線量率(A-B)の関係

O.口はAo層... .は表層土壊を示す。
縦棒は標準偏差。
線量率(A-B)は放射性簡易測定キットPA-Kに試料を入

れて求めた値(A)から試料のない状態で求められた値(B)

をバックグラウンドとして差し号|いた (A-B)線量率の

こと。

重量含水率は I(試料の水分重量)/(試;jEjの風乾重量 +

水分重量)1。
四角は134CS+ 1幻Csの蓄積量が100-300阻 q/m2の森林で

回収した試料。
丸は134CS+ 137 Csの蓄積量が30-60kBq/m2の森林で回収

した試料。
回収した試料を宇都宮大学構内実験室の通風乾燥機にて

乾燥させ，適時とり出して試料重と線量率(A-B)をiJ!IJ
定した。

官 ...  
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地(採取した場所)および室内(宇都宮大学内の実験室)にて，

環境放射線モニタRadiと放射能簡易測定キットPA-Kを用い

て得られた線量率(μSv/h)を測定するとともに，宇都宮大学

バイオサイエンス教育研究センターのNaI(TI)ウェル型シン

チレーション検出器のオートウェルガンマーカウンター(日

立アロカメデイカル杜AccuFLEXy7001)にて13'CS+ 137 Cs濃度

(Bq/kg)を測定した。

放射能簡易測定キット PA-Kは試料が lL入る容器と環境

放射線モニタRadiが容器の一定の位置に密着 されるように

なった専用の容器である(図-2)0PA-KとRadiの重さは約725

gで、野外で、の測定操作が容易である。試料の線量率(A-B) 

は放射性簡易測定キットPA-Kに試料を入れて求めた値(A)

から試料のない状態で求められた値(B)をパックグラウンド

として差 し51いて(A-B)求めた。また，試料は生重で線量

率(A-B)と山Cs+印Cs濃度 を測定するとともに， 80
0

Cに

設定した通風乾燥機にてAo層は 2日間，表層土壌は 1週間

乾燥させ乾燥重量を測定した。乾燥後，試料の線量率(A-

B)と134CS十四Cs濃度を測定 した。オートウ ェルガンマーカ

ウンター(目立アロカメデイカル社AccuFLEXy7001)の測定

時聞は 1分，専用の20mL容器を用い，試料重量は土壌で約

10g，落一葉で、湿重の場合約10g. 風乾重の場合約 4gとし

計数効率(放射線源から出た放射線の数に対する，検出器に

より得られた検出信号の比のこと(放射線技術用語辞典編集

委員会. 1984))は土壌で25%. 落葉で40%を採用した。
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3.結果と考察

3.1 測定条件の検討

Ao層中の落葉と土壌深 0-5cmの表層土壌について，重



線量率(A-B)の大小の比較は可能である。

3.2 湿重および‘風乾重での1剖Cs+問。濃度と線量率(Aー

B)の関係

Ao層中の落葉の山Cs+日7CS濃度と 1kgあたりに換算した

試料の娘量率(A-B)の関係を図--6に示す。湿重および風乾

重にかかわらず現地，室内ともに原点をとおるほほ同様の傾

きの一次回帰直線となり，相関係数も高かった(R2= 0.940 

~0.968， p < 0.01)。このことから， Ao層中の落葉の四Cs

+ 137Cs濃度は，現地や室内にて 1kgあたりに換算した試料

の線量率(A-B)を測定することにより推定が可能である。

ただし現地で測定する場合，前述したとおり，低い娘量率

(A -B)の試料 (500~900Bq/kg程度の新鮮落葉や表層土壌

など)では，現地での空関根量率 (0.4~0.7μSv/h) の変動の影

響をうけ，試料の線量率(A-B)の値がパックグラウンドよ

り低くなってしまうことがあった。そのような低い線量率

(A -B)の試料は，堀場製作所(2011a)の取扱説明書の記載

にしたがい，空間線量率O.lμSv/h以下の室内で測定するこ

とが望ましい。

表層土壌のI担Cs+ 137Cs濃度と 1kgあたりに換算した試料

の線量率(A-B)の関係を図一7に示す。湿重では現地，室内

ともに相関係数はある程度高いものの現地での測定の場合で

は概ね変動係数が室内に比べて大きくなり，室内にて風乾試

料を測定した場合が最も相関係数が高く (R2= 0.990， p < 
0.01)，原点をとおる一次回帰直線で回帰された。したがっ

て，表層土壌の134CS+ 137 Cs濃度を推定するためには，風乾

させたうえで空間線量率O.lμSv/h以下の室内にて試料の線

量率(A-B)を測定することが望ましい。
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図-4.室内での空間線量率(パックグラウンド)の時

系列変動

縦i俸は標準偏差。室内は宇都宮大学構内実験室。

12/28 

測定日(2011年)

12/27 

0.06 

0.04 

0.02 

。

0.08 

2
3∞
三
時
酬
襲

E
制

G
P
E酬

Ao層中の落葉の山Cs+印Cs濃度(D)の推定式は次式で、表

される。

-湿重で現地測定の場合…・・・

まとめと今後の課題4. 

量合水率と試料の線量率(A-B)の関係を図-3に示す。重量

含水率と試料の線量率(A-B)は若干の変動はあるものの，

重量含水率の変化にかかわらず試料の線量率は概ね同様の数

値を示した。若干の変動がみられることについては，試料の

線量率(A-B)は測定するごとにパックグラウンド(B)をと

りなおしているものの，室内(宇都宮大学内の実験室)での空

間線量率は0.06~0.07μSv/h と常に微妙に変動している(図-

4)ことが影響していると考えられる。

Ao層中の落葉と土壌深 0-5cmの表層土壌の風乾重と試

料の線量率(A-B)の関係を図うに示す。風乾重と試料の線

量率(A-B)はほぼ比例関係にある。このことから，放射能

簡易測定キット (PA-K)内に収まるように試料を挿入すれば，

一定重量(例えば 1kg)あたりに換算することで試料問での
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図-5.Ao層中の落葉，土壌深0-5cm の表層土壌の風乾重と線量率(A-B)の関係

凡例は図 3と同じ。
縦棒は襟準偏差。

回収した試料はそれぞれ風乾し， PA-K(こいれる風乾重を変化させて線量率(A-B)を測定した。
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Ao層の風乾重(g)
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図-6.Ao層中の落葉の134CS+ I37CS濃度と 1kgあたりに換算した線量率(A-B)の関係

凡例は図-3と同じ。

縦棒は標準偏差。

a) 現地で回収した試料を宇都宮大学構内実験室にて風乾させずに線量率(A-B)と放射性Cs濃度を測定した。

b) 現地で回収した試料を線量率(A-B)は現地で，放射性Cs濃度は宇都宮大学構内実験室に持ち込み，風乾

させずに放射性Cs濃度を測定した。

c) 現地で回収した試料を宇都宮大学構内実験室にて風乾させてから線量率(A-B)と放射'性Cs濃度を測定し

た。
d) 現地で回収した試料を風乾させずにその場で線量率(A-B)を測定後，風乾重 1kgあたりに補正して算出

し風乾させた試辛|にて放射性Cs濃度を測定した。

-風乾重で室内測定の場合…

D(Bq!kg風乾重)= 
(A -B) x 1000 x 100000/(c x 8.74) 

ただし

A: PA-Kに試料を入れて求めた空間線量率(μSv/h)

B: PA-Kに試料を入れないで、求めた空間線量率(μSv/h)

C: PA-Kに入れた試料重(湿重または風乾重)(g) 

物理的半減期が出Csで2.06年 137Csで30.2年であり，放射

性Cs濃度は時間の経過とともに減少していくことから，現

時点で本研究よりも高濃度の放射性物質を含むAo層の落葉

や表層土壌においても，将来的には本法により測定可能にな

ると考えられる。また， Fogh and Andersson(2001)は土壌か

-47-

D(Bq!kg温重)= (A -B) X 1000 X 10000/ 

(C X 1.096) 

-湿重で室内測定の場合・

D(Bq!kg湿重)= (A -B) X 1000 X 10000/ 

(C X 1.138) 

-風乾重で現地測定の場合・

D(Bq/kg風乾重)= (A -B) X 1000 X 10000/ 

(C X 1.237) 

-風乾重で室内測定の場合…・

D(Bq!kg風乾重)= (A -B) X 1000 X 10000/ 

(C X 1.206) 

表層土壌の134CS+山Cs濃度(D)の推定式は次式で表される。
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図ー7. 表層土壌の134CS+ 137CS濃度と 1kgあたりに換算した線量率(A-B)の関係

凡例は図3と同じ。
縦棒，標準偏差。
a)-d)の注釈については図 6と同じ。

放射性CS(134CS+137CS)濃度(Bq/kg風乾重)
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ら吸収された放射性Csについて，樹木のうち葉や枝などと

いった成長部分に濃度が高まることを指摘しており，今後と

も樹木の養分吸収源であるAo層や表層土壌について継続し

て測定していく必要がある。ただし地殻物質の中で花両岩

類は放射性元素(K， Th. U)を多く含むため，場所によって

は自然放射線量が高い地域のあることが指摘されている(今

井 2011;石原 2011)ことから，土壌の分析には母材の違い

による影響をうけることも想定される。 したがって，さらに

多くの試料を測定するともに，地域性や母材の違いによる影

響について把握することで，本法による推定式を確立してい

く必要がある。
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