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福島の環境回復に向けた取り組み
連載
講座 第 2回 事故進展と放射性物質の放出・沈着分布の特徴

日本原子力研究開発機構 斎藤 公明，永井 晴康，木名瀬 栄，武宮 博

1F 事故の進展と放射性物質の放出・大気拡散・沈着過程の解明が，シミュレーションおよび

環境測定データの解析により進められている。大規模環境調査により福島周辺における放射線

環境の経時変化等の特徴が明らかになりつつあり，この知見に基づいて空間線量率の分布状況

変化モデルが開発された。事故後に測定された種々の環境測定データは集約され，データベー

スを通して簡単な解析ツールとともに継続的に公開されている。

KEYWORDS: atmospheric dispersion, deposition, source term, dose rate in air, deposition density, temporal
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Ⅰ．はじめに

東京電力福島第一原子力発電所(以下，1F)の事故で

は，事故の進展に伴い様々な種類かつ多量の放射性核種

が大気中に放出され東日本の広い範囲に沈着し，その

後，時間とともに沈着分布が変化してきた。本稿では，

環境で起こったこれら一連の現象の詳細を知るために行

われた，実測，モデル，シミュレーションを用いた研究

の結果とその公表についてまとめて紹介する。

Ⅱ．事故進展と放射性物質の大気放出

1．放出事象と大気拡散・沈着プロセス

1F 事故で大気中に放出された放射性物質により，ど

のように陸域の汚染が生じたかは，様々な環境モニタリ

ングデータや大気拡散シミュレーションを用いた解析に

より解明が進められてきた。これらのうち , 放射性物質

の大気放出量を推定する解析1)では，1Fの事故進展に関

する情報を参照し，原子炉事象と大気放出の関連を考慮

しながら，放出率の時間変動を求めている。この解析結

果から，東日本域の陸域汚染をもたらした主要な大気放

出と拡散事象は，2011 年 3 月 12 日，3月 14〜16 日，お

よび 3月 20〜21 日に発生したと考えられている。

3 月 12 日：

1 号機の原子炉圧力が上昇したことから，圧力を下げ

るためのベント操作が行われ，14 時 30 分頃から圧力が

低下した。その後，15 時 36 分に水素爆発が発生した。

これらの事象により放出された放射性物質は，北方向に

流れて福島県北東部に沈着をもたらした後，宮城県の女

川原子力発電所周辺を通過して太平洋上に流れた。大量

放出があったと推定されているが，放射性プルームの通

過時に降水はなく，乾性沈着であったため後述の事象と

比較して沈着量は少なかった。なお，3月 13〜14 日に 3

号機でも同様にベント操作や水素爆発が発生している

が，この期間は放射性プルームが太平洋上に流れる気象

条件が続いたため，陸域への影響は 1F 近傍に限定され

ていた。

3月 14〜16 日：

1F 事故により最も放出量が増加し，重大な陸面汚染

がもたらされた期間と考えられている。2 号機の原子炉

圧力上昇への対応として，3月 14 日の 21 時から 3月 15

日未明にかけて圧力容器の主蒸気逃し弁開操作が数回行

われ，それに伴う放射性物質の放出の影響と考えられる

空間線量率上昇が風下方向で測定された。この放射性プ

ルームは，南方向に流れ，福島県南東部から茨城県北部

の沿岸域を通過して関東平野に流入し，関東地方の各地

で空間線量率の上昇が観測された。関東地方の平野部で

は，低レベルの乾性沈着であったため，この放射性プ

ルームの通過後に空間線量率が急激に減衰したが，放射

性プルームが北関東の山岳地域に達したころに西から移

動してきた降水域と重なり，高い濃度の湿性沈着が発生

した。

次に，3月 15 日 7〜11 時にかけて 2号機の格納容器圧

力が急激に低下し，この間に放射性物質の大量放出が発

生した。はじめ放射性プルームは南に向かい，徐々に北

西の方角に進路を変え，福島県中通りおよび 1F の北西
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地域において，相当量の放射性核種の乾性沈着と湿性沈

着を生じさせた。

さらに，3月 15 日午後から 16 日朝にかけて，2 号機お

よび 3 号機の原子炉圧力の低下が見られ，これに伴うと

考えられる放射性物質の大量放出により，1F 周辺地域

に高濃度の湿性沈着がもたらされた。この間の放射性プ

ルームは，北西から南の方角に進路を変えていたが，地

表沈着量測定2)において，137Cs に対する 131I の比率が

1F 南方向で高くなっていた。3 月 15 日 16 時頃 3 号機

でベント操作と圧力低下が報告されており，これ以降に

3号機起因の 131I 放出量が増大したと示唆される。

3月 20〜21 日：

3月 20 日の放射性プルームは，北西方向に流れ奥羽山

脈沿いに北上した後北東に向かい，宮城県北部から岩手

県南部を通過する際に降水と重なり，湿性沈着により汚

染分布が形成された。一方，3月 21 日の放射性プルーム

は，福島沖の海上を南下した後，茨城県付近から南西方

向に向きを変え陸上に流れ，茨城県南部から千葉県北西

部を通過する際に降水と重なって湿性沈着した。

この期間の放出要因について，大気拡散シミュレー

ションによる解析3)が行われている。3 月 20 日と 21 日

の沈着エリアでの環境測定で得られた 134Cs と 137Cs の

放射能比を，1 号機から 3 号機の炉内インベントリ解析

による放射能比と比較すると，3月 20 日の沈着エリアは

3号機，3月 21 日の沈着エリアは 2号機の放射能比の特

徴を示していた。この分布を大気拡散シミュレーション

で再現するには，3 月 20 日 20 時頃に主たる放出が 3 号

機から 2号機に変わる必要がある。この期間の原子炉事

象としては，3 月 20 日 11 時過ぎに 3 号機でベント操作

があり，これに起因すると考えられる圧力低下が測定さ

れたが，2 号機については特別な事象はない。2 号機は

放出が継続している状態に対して，3月 20 日に 3 号機の

放出が増加したことが示唆される。

2．大気放出量推定の概要と課題

陸域汚染の形成過程の解明に活用した放射性物質の大

気放出量推定1)は，環境中における放射性物質濃度また

は空間線量率の測定値から大気拡散シミュレーションを

用いて逆解析する手法を用いている。一方，1F の 1 号

機から 3号機でどのように炉内事象が進展し，放射性物

質の環境放出に至ったかについて，過酷事故解析コード

を用いた解明も進められている。国連科学委員会

(UNSCEAR)の 2013 年レポートでは，これらの解析手

法による放出量推定結果を以下のようにまとめてい

る。131I の総放出量は約 100〜500PBq(PBq=1015Bq)の

範囲，137Cs は 6〜20PBqの範囲で，1号機から 3 号機に

おける 131I および 137Cs の総インベントリの約 2〜8％

および約 1〜3％であった。これらの結果は，放出総量に

ついてはおおむね一致するが，放出率の時間変化パター

ンや原子炉事象との関連には大きな違いがあった。

過酷事故解析コードによる解明では，これまで環境中

で実測された放射性物質の状態を再現できるような放出

の時間変化が得られていない。一方，環境データからの

逆解析では，放射性核種の組成や化学形に関する情報不

足による推定結果の不確実性に課題がある。現在これら

の異なる解析を融合する研究が進められており，今後，

放出量推定のさらなる精緻化が期待される。それにより

得られる放射性物質の大気中濃度と陸面沈着量の時空間

分布は，住民の被ばく線量評価や環境回復に活用でき

る。また，炉内事象の詳細な解析結果は，廃炉を進める

うえで重要な情報となる。

Ⅲ．放射性物質の沈着分布と経時変化

1．初期沈着量分布の特徴

1F 事故以降，原発周辺の大規模環境調査が繰り返し

て実施され，放射性物質や空間線量率の分布や経時変化

の特徴が明らかになりつつある4)。2011 年 6 月の調査で

マップを作成するのに十分な数の地点で検出された放射

性核種は，134Cs，137Cs，131I，129mTe，110mAg，89Sr，
90Sr，238Pu，239+240Puであった。この時点ですでに，空

間線量率への寄与の 99％以上が放射性セシウムからのも

のであった。また，長期的な被ばく線量の観点から，放射

性セシウムが圧倒的に重要であることが確認された。

地上測定と航空機モニタリングの結果を統合した結果

から，137Cs の日本全土への総沈着量は 2 PBq 程度であ

ると推定された。137Cs の推定放出量には大きな幅があ

るが，放出量されたセシウムの 10〜30％程度が日本の陸

地に沈着したと考えられる。80 km圏内全域についてみ

ると，土地利用の面積とほぼ比例して，放射性セシウム

の 70％が森林域に，20％が農地に，5％が建物用地に沈

着したと概算された。もう少し狭い地域に注目すると，

沈着量と土地利用面積が必ずしも比例するわけではない

ことが確認された。

放射性セシウムについて，原発から北西方向に沈着量

の大きな地域があり，また中通りの沈着量も相対的に大

きいことは良く知られている。その他の核種についても

基本的な沈着の様子は似ているが，放射性セシウムとの

沈着量の比率はそれぞれ特徴を有している。131I およ

び 129mTe の 137Cs に対する比率は，いずれも原発南側

の海岸沿いで高い。110mAg の比率は，南方だけではな

く北方にも比率が高い地域が存在する。また，第 2次調

査での広域の結果を見ると栃木から群馬に達する広い地

域で，110mAg は 137Cs と良い相関関係がある。134Cs

と 137Cs の比率は広域にわたり分布を持っており，この

分布をもとに各時期の放出に主に寄与した原子炉の推定

が行われていることについては，Ⅱで既に述べた。

( 41 )日本原子力学会誌，Vol.59，No.6 (2017)
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2．経時変化

2011 年から 2015 年までの 4 年間の調査で明らかに

なった経時変化についてまとめる。幾つかの異なる測定

方法を用いて行われてきた大規模環境調査の結果によれ

ば，図 1に示すように，空間線量率は状況毎に異なる減

少傾向を示してきた。自動車サーベイで測定した 80 km

圏内の道路上の測定値の減少は非常に早く，自然ガンマ

線の寄与を含めた解析でも，平均空間線量率は 2011 年 6

月に比べ 4 年間に約 5分の 1に減少した。状況の変化し

難い平坦地を選びサーベイメータにより行った測定で

は，平均空間線量率は 4 年間に約 4 分の 1 に減少した。

歩行サーベイにより測定した空間線量率は，走行サーベ

イと平坦地測定の間に空間線量率が分布することが確認

されている。一方，放射性壊変により空間線量率は同じ期

間に5分の 2までは減らないことがわかる。従って，人間

が関係する様々な環境中での空間線量率は，放射性壊変に

よる減衰に比べて顕著に速く減少してきたことになる。

撹乱のない平坦地ではセシウムの水平方向への動きは

小さいが，地中の深い方向へ徐々に浸透してきた。平坦

地において空間線量率が物理減衰よりも速く減少するこ

との主な原因は，セシウムの地中への浸透によるガンマ

線遮蔽効果の増加であることが確認されている。一方，

道路やその周囲の人工建造物に付着したセシウムは風雨

等により除去されやすいことが知られており，これによ

り道路上の空間線量率は急速に減少してきたことが推測

される。また，森林では樹冠に沈着した放射性セシウム

が林内雨等を通して徐々に地上に移行して，現在は相当

部分が林内の地上近くに存在すると考えられる。森林か

ら外部へのセシウムの移行は小さい。これらの結果とし

て，森林内の空間線量率は物理減衰に近い形で減少して

きたと考えられる。

空間線量率の減少に影響する重要な要因として，土地

利用状況ならびに人間活動があることが，取得データの

統計解析により明らかになりつつある。走行サーベイ

データの統計解析によれば，空間線量率の減少は都市域

や水域では早く，森林域では遅いことが明らかになって

いる。これは上記のセシウムの動きとも符合する。ま

た，避難指示区域の内外を分類して空間線量率の減少傾

向を比較すると，区域外の方が明確に空間線量率の減少

が速い。除染のみでなく人間の様々な活動が空間線量率

の減少を加速することが推測される。空間線量率の減少

と関係するこれらの要因，特に除染を含む人間活動の影

響についての定量的な解析は今後の重要な課題である。

Ⅳ．空間線量率の推定

1．空間線量率推定の概要

1F から 80km 圏内の空間線量率が，その線源の放射

性壊変による減衰よりも速い減少傾向を示すことはⅢで

みた通りである。こうした空間線量率の経時変化，特に

将来予測は，適切な除染などの防護措置の選択，避難指

示区域の見直しなどに資する基礎情報として有用になる

ため，信頼性の高い推定手法の開発が望まれる。

原子力機構が開発した空間線量率の分布状況変化モデ

ルは5-7),1F から 80km 圏内を対象にして，1F 事故後に

実施された走行サーベイなどによる空間線量率の膨大な

測定データをもとに統計的解析手法により導出したモデ

ルパラメータを適用し，1F 事故 30 年後までの空間線量

率を推定可能とする。

空間線量率の起因となる放射性セシウムを対象とする

空間線量率の分布状況変化モデルは次式(1)で表す。

(1)

ここで，D(t)は経過時間 t における空間線量率，DBGは

平均的なバックグラウンド空間線量率，Tslowは減衰が

遅い成分の環境半減期，k は 134Cs の 137Cs に対する初

期空間線量率比(同じ濃度)，134 は
134Cs の壊変定数，

137は
137Cs の壊変定数である。式(1)中の初期空間線

量率 D0 は，生活圏の空間線量率を，減衰が速い成分の

環境半減期 Tfastおよび減衰が速い成分の割合 ffastは , 土

地利用形態別の値を，それぞれ走行サーベイの空間線量

率測定データから導出・設定している。なお，環境半減

期は，放射性セシウムの壊変による影響を取り除き，放

射性セシウムの環境中での挙動に影響を及ぼすウェザリ

ングや人間活動などの様々な要因により，環境中の空間

線量率が半分の値になるまでの時間を示す。

分布状況変化モデルにより推定した空間線量率の経時

変化の一例を図 2 に示す。図 2 は，帰還困難区域の森林

以外に分類したメッシュおよび避難指示区域外の都市に

分類したメッシュについて，事故発生時の空間線量率で

規格化した相対値としてプロットした。空間線量率が放

射性壊変による減衰よりも速い減少傾向を示すことが確

認できる。また，ウェザリング効果による空間線量率の

( 42 ) 日本原子力学会誌，Vol.59，No.6 (2017)
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減少を主とする帰還困難区域(森林以外)に較べ , 人間活

動に影響された避難指示区域外(都市)の方が空間線量率

の減少が速いことが示される。なお，分布状況変化モデ

ルは，統計的な分布を有するモデルパラメータを用いる

ため , 不確かさを表すために図では，50％値(推定値が有

する分布の中央値)に加えて，90％信頼区間下限値と上限

値(推定値が有する分布の 5％値と 95％値)を示している。

図 3にモデルパラメータの中央値を適用した将来予測

結果(事故 10 年後)を示す。事故 10 年後の年間 20mSv

(3.8Sv/h)を超えるエリアは，事故 6 年後に較べ , 約 5

分の 3 程度に減少することが示唆された。

2．今後の展開

空間線量率の分布状況変化モデルを応用し，炉内イン

ベントリ計算や実測などによる核種組成比を用いて，1F

事故初期時の空間線量率推定手法を開発している。こう

した一連のモデルと空間線量率推定図は，生涯線量算定

やグランドシャインの線量再構築に役立つと考える。ま

た，今後新たな測定データ・知見が得られれば，空間線

量率の分布状況変化モデルの見直しを実施し，さらなる

検討を加える予定である。

Ⅴ．環境モニタリングデータの集約と公開

1F 事故以来，省庁や地方自治体により多数の環境モ

ニタリングが実施され，公開されてきた8)。これらの

データは，福島復興支援計画の立案や，II〜IVにおいて

記載された研究の礎となる重要なデータであることか

ら，原子力機構では，関係省庁や自治体から個別に公開

されている環境モニタリング結果を集約，一元管理した

環境モニタリングデータベースを構築し，一般に公開し

ている(htt://emdb.jaea.go.jp)。

本データベースには，21 の機関により実施された総計

4 億 6 千万に上る環境モニタリングの結果が登録されて

おり，空間線量率，土壌における核種濃度，陸水におけ

る核種濃度，大気における核種濃度，海水/海底土に含ま

れる核種濃度，食品に含まれる核種濃度等のデータに分

類され，公開されている。

計測技術の進展により，1F 事故に関する環境モニタ
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図 2 帰還困難区域(森林以外)および避難指示区域外

(都市)の空間線量率変化

図 3 事故 10 年後の空間線量率予測図6)

図 4 走行サーベイ結果の経時変化マップ
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リングによって得られたデータは膨大な数に上ってい

る。そのため，本データベースでは，モニタリング結果

を数値データとして公開するだけではなく，マップやグ

ラフといった広域の分布状況や経時変化傾向を直感的に

把握しやすい形式に加工し，公開している。加工の際に

は，視点やレジェンド(色付けの凡例)等を統一化すること

で，環境モニタリング結果の相互比較を容易にしている。

また，放射性物質の分布特性や経時変化傾向の分析を

支援するために，利用者の目的に合わせたマップやグラ

フの作成や，データ分析を支援するツールの公開も行っ

ている。これらのツールは，ネットワークを介して環境

モニタリングデータベースと連携し，利用者の目的に応

じて対象とするデータをダウンロードし，解析する機能

を有している。

環境モニタリングデータベースでは，これまで事故後

の最新の測定結果を随時公開してきた。しかしながら事

故後から 5年を経過し，多数の環境モニタリングデータ

が登録されてきたことから，それらのデータを用いて事

故から現在までどのように分布状況が変化してきたのか

という経時変化状況に関する情報の提供も開始した。

国により継続的に実施されてきた走行サーベイによる

80km 圏内における空間線量率分布の経時変化傾向を図

4 に示す。事故直後に対する 5 年後の空間線量率の比率

(バックグラウンドを含む)を色で表している。放射性壊

変よる減衰(〜0.38)は緑のレンジに含まれる。水色及び

青は減衰が放射性壊変より速い領域，茶色は遅い領域を

示す。地域により明らかに減衰傾向が異なっている。

原子力機構では，福島県や京都大学と協力し，福島県

下を走行する路線バスに KURAMA-II と呼ばれる空間

線量率移動測定装置を搭載し測定を実施するとともに，

ネットワーク技術，データ処理技術を活用してデータを

即時に集約，分析し，公開するという新しい情報公開事

業も進めている (htt://info-fukushima.jaea.go.jp)。公

共交通機関を活用することで，測定コストを低減すると

ともに，住民の居住地域周辺を連日走行するという路線

バスの特性を利用することで，住民居住地域を中心とし

た放射線分布情報を長期的かつ高頻度に提供することを

可能としている。

長期的かつ高頻度なモニタリングを広範囲に実施する

ことの効果として，空間線量率に対する積雪のような一

時的な影響や除染による人為的な影響を捉えられるとい

うことが挙げられる。放射性物質の長期的な変動を正確

に評価するうえで，これらの影響を把握し，分離するこ

とは重要である。本事業で公開されたデータを活用する

ことで，評価の高精度化が期待できる。

本事業では，2013 年より現在まで毎日測定が実施され

ており，32 台の路線バスを用いて全県規模の測定が展開

されている。

Ⅵ．終わりに

事故進展と放射性物質の放出から拡散・沈着，沈着し

た放射性物質の長期的な挙動，それに伴う空間線量率の

変化の系統的な調査・研究は，事故を体験した日本の研

究者が長期的に取り組むべき課題であり，今後，分野を越

えた連携を強めつつ継続して実施することが不可欠であ

る。なお，本稿の内容の一部は，文部科学省および原子力

規制庁からの委託により実施した事業の成果を含む。
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