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土壌中のガンマ線放出核種分析による
福島周辺放射線マップ 

 



原子核物理学 
•  物質を構成する原子核のさまざまな性質を調べ、物質
や宇宙のなりたちを知る。 
 Center of Atom, Core of Matter 

•  実験：原子核の崩壊や反応で生じる放射線の測定 
 
「大震災復興へ向けての原子核物理学者の役割」 
•  原子炉事故で放出された放射性物質の調査 
‒ スクリーニング作業 
‒ 土壌中の放射性物質の分析 

福島周辺放射線マップ 



放射能と放射線 
放射能：放射線を出す能力(の大きさ) 
非電離放射線 電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線など 

電離放射線 
電磁波(光子) X線、γ線 

粒子線 荷電粒子線 β線、電子線、陽電子線 
α線、陽子線、重陽子線、
重イオン線 

荷電中間子線　　など 
核分裂片 

非荷電粒子線 中性子線 
中性中間子線 
ニュートリノ　　など 

(直接電離) 

(間接電離) 

ミクロな世界における 
エネルギーの塊（量子） 

ミクロな世界 
原子核の崩壊(壊変)に伴う 

？電離？ 

（ガンマ線）強い透過性と高い感度 



スクリーニング活動 
•  福島県災害対策本部、被ばく医療チームが主導 
•  大阪大学核物理研究センター(RCNP)を核物理グループか
らの活動拠点（文科省と連携） 
‒  3月後半～８月終わりまで、約100名が参加 



土壌調査へ 

•  4月11日　緊急集会@RCNP	  :	  
–  東日本大震災に対応する第二次緊急提言(4月4日 日本学術会議東

日本大震災対策委員会)	  
–  地表の土壌調査に関する提案(阪大、広島大)	  
–  地球環境分野	  

•  4月13日　核物理分野と地球環境分野との会合@本郷	  
•  4月20日　福島の土壌調査のための検討会@本郷	  

–  ４月末に最初の土壌採取(CNSと首都大で測定)	

• 緊急 
•  I-131 (半減期8日)が減衰する前に! (2ヶ月半で強度は 
1/500 以下 

• 規模：～100 km 圏 
 

「梅雨入り前の大規模土壌調査」 



•  5月2日　核物理分野と地球環境分野との会合@本郷	  
–  「環境放射線核物理・地球科学合同会議」発足	  
–  「福島環境安心確認プロジェクト」	  
–  パイロット採取および測定(CNS、首都大、阪大理、RCNP、JAEA)	  

•  5月4日　核物理分野へGe検出器の調査依頼	  
•  5月10日　文科省の委員会にて国としての活動における位置づけ	  
•  5月12日　作業グループ打ち合わせ(サンプル数、日程案)	  

–  土壌採取参加者のよびかけ	

•  5月16日から　文科省予算折衝	  
•  5月19日　総合科学技術会議(CSTP)	  戦略推進費	  

–  放射性物質による環境影響への対策基盤の確立	  
•  5月26日　文科省「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」	  
•  6月4日から　予備調査(訓練)　　6月6日　予算(戦略推進費)内定	

•  6月8日以降　Geによる測定開始	  

土壌調査へ (つづき) 



５月はじめのパイロット調査 
•  10	  km	  メッシュ	  

–  １地点につき、５カ所(3m	  x	  3m)から土壌採取	  
•  CNS,	  RCNP,	  JAEA,	  首都大、阪大理で測定	  
•  試料内濃度のばらつき	  

–  撹拌の必要性	  

•  同地点土壌中の濃度のばらつき	  
–  代表値	  

•  大規模調査手法への情報	

Ge半導体検出器	

U8容器	



γ線がGeに与えたエネルギー (keV)	

Ge半導体検出器を用いたγ線測定による核種分析 
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放射線量等分布マップの作成に向けた空間線量率測定及び土壌調査の開始について	
 平成２３年６月３日　文 部 科 学 省	

 1．放射線量等分布マップの作成に向けた空間線量率の測定・土壌調査について	
マップ作成検討会において、統一的な調査方法が決定されたことから、空間線量率の測定及び、土壌調査を開
始する。	

測定参加者に対する訓練を６月４日、５日に現地で実施した上で調査を開始する予定である。	
 	
２．調査の概要	
　○測定実施日：６月６日から測定対象区域の調査が終了するまで	
　　　　　　　　※天候等の影響により、開始日の変更あり。	
○測定地域　：①空間線量率測定：福島県全域及びその近隣域	

　　　　　　　※走行サーベイによる空間線量率の測定（別紙１参照）、及び土壌調査測定箇所において、空間線量
率を測定。	
②土壌調査：自治体との調整を終えた地域から開始	
※測定箇所は、福島第一原子力発電所から80ｋｍ圏内は2ｋｍﾒｯｼｭ、	  
　　80ｋｍ以遠は10ｋｍﾒｯｼｭ。（別紙２参照）	
※各測定地点において、5箇所で土壌採取を実施。	
○測定機関　：①土壌採取・空間線量率測定：全国３５機関（大学・大学共同利用機関（３１）、独立行政法人（３）、
財団法人（１））	
②核種分析：全国１９機関（大学・大学共同利用機関（１７）、独立行政法人（１）、財団法人（１））	

○測定項目　：地表面から１ｍの高さの空間線量率及び地表面における放射性物質の蓄積状況	
○公表方法　：マップ作成検討会において測定結果の確認をした上で、文部科学省より公表。（８月初旬にマップ
を公表）	
 	



放射線量等分布マップにおける土壌採取地点

※測定範囲及び測定メッシュの間隔については、今後の自治体との調整の中で変更あり

別紙２

背景図：電子国土 
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土壌採取：6/6-14, 6/27-7/8 
約2,200地点、約10,000試料 
９４の大学等研究協力機関と民間企業３社から４０９人の科学
者等が参加	



Geによる測定グループ(大学・研究所関係)	
•  東北大学理学研究科　田村裕和、小池武志	  
•  東北大学電子光理学研究センター　大槻勤		

•  東京工業大学理工学研究科　中村隆司	

•  東京工業大学バイオセンター　実吉敬二	

•  宮崎大学工学部　前田幸重	  
•  首都大学東京理工学研究科　海老原充、大浦泰嗣、秋山和彦	  
•  金沢大学アイソトープ理工系研究施設　横山明彦		  
•  金沢大学医薬保険研究域保険学系　鷲山幸信	  
•  京都大学原子炉実験所　沖雄一	

•  大阪電通大　福田共和	  
•  立教大　村田次郎 		  
•  九州大　寺西高	  
•  徳島大　中山信太郎	  
•  佐賀大　大隅秀晃	  
•  KEK　宮武宇也	  
•  理研　羽場宏光	  
•  信州大教育学部　村松久和	  
•  新潟大理学部　工藤久昭		

•  日本大文理学部　永井尚生	

•  大阪大学理学研究科　篠原厚、下田正、福田光順	  
•  大阪大学	  RCNP　谷畑勇夫	  
•  東京大学	  CNS　下浦享、井手口英治	

約6000試料を分析 
（4000試料は(財)日本分析セン
ターが分析）	

総勢 340名	



異なる測定器システムでの分析	
•  共通のプロトコル（分析手法）	  

–  放射能強度の絶対値の較正	  
•  土壌試料と同じ容器(U8)に格納した標準線源試料(IAEA444)を

各グループに配布	  
–  測定時間：１時間、一部は長時間(10時間程度以上：	  I-‐131)	  
–  同一試料を異なるグループで測定（相互比較）	  
–  検証のために、スペクトルデータ、測定システムの写真などを集約	  
–  測定下限値の導出	  

•  結果は文科省から公開	  
–  hEp://radioacNvity.mext.go.jp/ja/
distribuNon_map_around_FukushimaNPP/	  



核種分析 
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航空機による空間
線量分布の較正	



Cs-‐134/Cs-‐137	  比	

•  Cs-‐137は核分裂で生成	  
•  Cs-‐134はCs-‐133（安定）への中性子捕獲で生成	  
•  観測された	  Cs-‐134/Cs-‐137	  は	  0.9~1.0程度	  

– 原子炉運転時間により	  Cs-‐134/Cs-‐137比は変化	  
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北側と南沿岸では
比が異なる	



まとめ 
大震災復興へ向けての原子核物理学者の役割 
•  スクリーニング作業 
•  福島周辺放射線マップ 
‒  94機関 409名による土壌採取 
‒  21機関 340名によるガンマ線核種分析 
‒ ボトムアップ、ボランタリベースのコラボレーション 

•  得られたマップが活用されることを期待 

http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/ 




