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文部科学省による放射性ストロンチウム 

及びその他ガンマ核種の汚染状況調査について＝異議あり 

 

 下記ＵＲＬは，このほど文部科学省によって発表された「①ガンマ線放出核種の分

析結果、及び②ストロンチウム 89、90 の分析結果（第 2 次分布状況調査）について」

である。以下，簡単にコメントしたい。 

 

 現下のような放射性ストロンチウムやその他放射性核種の調査状況では，まことに

心もとなく，このままでは放射能汚染の実態把握が十分にできないように思われる。

原発の過酷事故を起こし，広範囲に猛烈な放射能汚染をもたらした国の政府のやるこ

ととしては，決定的におかしいことだ。 

 政府は，放射能汚染状況について，放出された様々な放射性核種に着目して，もっ

と本格的な調査態勢をとるとともに，原子力や被曝に厳しい見方をとる科学者・技術

者を国内外から調査活動に参加させ，調査における「利益相反」を徹底排除して，調

査過程及びその結果を全てオープンにする措置をとる必要がある。このままでは，日

本は放射性セシウムのみにしか着目しないまま，多くの国民が飲食物などを通じて恒

常的な低線量内部被曝をしてしまう可能性が高い。 

 

＊文部科学省ＨＰ「ガンマ線放出核種の分析、及びストロンチウム 89、90 の核種分

析の結果（2012 年 9 月 12日）」 

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6213/24/338_0912_18_rev0914

.pdf 

 

＜以下，田中コメント＞ 

（１）放射性ストロンチウムは，放射性セシウムなどよりも格段に危険な放射性核種

であり，人間を含む生体内に取り込まれた場合には，カルシウムと似た動態を示して

骨や歯などに濃縮・蓄積し，癌や白血病その他の健康障害の原因となるといわれてい

る。一旦生体内に取り込まれると，容易なことでは体外に出てこない。物理学的半減

期も長く，放射性セシウム 137 と同じ程度の約 29 年である（ストロンチウム 90 の場

合）。また，ベータ核種であるために，環境においても，また人間を含む生体内に取

り込まれた場合においても，観測や検査がしにくく，ややもすると軽視されやすい傾

向にある。しかし，それはきわめて危険であるといえる。 

 更に，放射性セシウムとは違い，放射性ストロンチウムは水に溶けやすく，放射性

セシウムのように粘土質の土と化学反応を起こして土壌に沈着することもなく，風雨

によってあちこちに動きまわったり，地下水など，地域の水（地下水や水源水など）

に溶け込んでしまう危険性もある。非常に厄介な放射性物質と考えてよい。 

2012 年 11 月 29 日 

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6213/24/338_0912_18_rev0914.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6213/24/338_0912_18_rev0914.pdf
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（２）政府（特に文部科学省）は，放射性ストロンチウムの環境汚染量は放射性セシ

ウムの１／１０程度を見ておけばいい，などと，確たる根拠もなく勝手に決め込み，

食品安全委員会や放射線審議会その他の御用審議会もこれを無批判に追認している。

しかし，今回の文部科学省の報告書にも「一部の調査箇所ではセシウム 137 に比べて

ストロンチウム 89、90 の沈着量が大きいことが確認されており」と書かれているよ

うに，そのような非科学的態度は，放射性ストロンチウムの危険性を鑑みた場合，許

されることではない。継続的・定期的な徹底した調査が必要であることは言うまでも

ない。 

 政府・文部科学省の放射性ストロンチウムに関する調査は，その調査対象地域の広

がり，調査対象地点の少なさ，調査頻度などにおいて，全く不十分と言わざるを得な

い。たとえば，今回の調査対象地域については，調査地点が少なすぎることに加え（全

部でわずか 60 カ所），福島第１原発周辺では，相馬市で 10 カ所調べたのみである（相

馬市以外はすべて 80ｋｍ圏外での調査）。今回の第二次調査の前＝すなわち昨年の第

一次調査である程度調べたとはいえ，こうした態度は「触らぬ神にたたりなし」のよ

うに見える。もっと腰を据えた本格的な調査が必要だ。何を恐れているのか。検査に

手間暇がかかるのなら，財政資金を投入して検査・観測体制の抜本拡充をすればいい。 

 

（テクニカルなことを言えば，今回の調査の「検出限界値」が依然として高い。放射

性ストロンチウム他のいくつかの核種は生体内で特定部位や臓器に「濃縮・蓄積」す

ることをよく考えておくべきだ。下記参照） 

・80ｋｍ圏外での検出下限値は、ストロンチウム 89 で約 100Bq/㎡であり、ストロン

チウム 90 は、約 15Bq/㎡である。 

・相馬市での検出下限値は、  ストロンチウム 89 で約 300Bq/㎡であり、ストロン

チウム 90 は、約 40Bq/㎡である。 

 

（３）また，政府・文部科学省は，放射性ストロンチウムに関しては土壌調査しか行

おうとしていないが，それは片手落ちである。汚染地域における生物体内での濃縮・

蓄積状況を調査する必要がある。たとえば，下記のようなことは，やる気さえあれば

直ちにできることである。やってみて「何もない」ということなら，それは幸いで，

それでいいではないか。 

 とにかく，いろいろな種類の放射性核種には，それぞれの化学的特性があり，もの

によっては生体内で特定部位や臓器に猛烈に濃縮・蓄積する可能性がある。汚染状況

が薄い・大したことはない，といっても決して安心できない。放射性ストロンチウム

に限らず，放射性セシウム以外の放射性核種について，安心できるまで徹底した調査

が行われるべきである。 
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①福島第 1 原発事故後に警戒区域等で野生化した牛などの家畜を無為に屠殺・処分す

るのではなく，その骨や臓器などに放射性のストロンチウムやプルトニウムやウラン

など，放射性セシウムや放射性ヨウ素以外の危険な放射性物質が蓄積していないか，

十分に調べてみることは，簡単にできることである。牛の骨や歯，あるいは脳や生殖

器，内臓類，リンパ組織，血液などを徹底的に調べてほしい，結果を完全情報公開し

てほしいものである。 

 また，福島県に限らず，広く東日本の汚染地域に観察用の家畜を置き，他の家畜と

同様に放射性セシウム対策のみを行った状態で，放射性セシウム以外の放射性核種に

ついて，その生体内濃縮・蓄積の状況を調査していただきたい。 

 

②植物における放射性ストロンチウム，及びその他の様々な放射性核種の吸収状況を

調査していただきたい。現在，農林水産省などが持ち出してくる「移行係数」は信用

できない。根拠となった実証データを全部公開していただきたい。 

 

③牛乳や乳製品には放射性ストロンチウムが入り込みやすいと言われている（カルシ

ウムとよく似た動きをするため）。従って，放射性ストロンチウムの汚染状況の詳細

が分からない現段階では，牛乳をはじめ，乳製品の放射性ストロンチウム検査は必要

不可欠である。逆に言えば，ストロンチウム検査を経ていない牛乳・乳製品には手を

出さない方がいいかもしれない。  

 

④子ども達が心配である。放射性ストロンチウムは，子どもたちの「乳歯」に蓄積す

ると言われているので，乳歯が抜けたら捨てないで保管しておき，機会を見て放射性

ストロンチウム調査を行ってみたらいいのではないか。政府や各県は，この「子ども

の乳歯のストロンチウム調査」を組織的に大々的に実施すべきである（学校での「検

便検査」のイメージ）。放射能教育の一環にもなるだろう。 

 

（４）海の放射性ストロンチウムによる汚染は深刻さを増しているように思われるが，

これについては，政府は全くと言っていいほど調査をしようとはしない（していて調

査結果を非公開としている可能性もある，また，米国などが密かに実施しているかも

しれない）。水産庁の外郭団体が，申し訳程度の調査をしている程度である。しかし，

海の放射性ストロンチウム汚染や，その他の放射性核種による汚染は，陸上よりもよ

りひどくて深刻かもしれない。とにかく潜在的な危険性が分かっているだけで，実態

は不明のままである。放射性セシウムだけを検査しても，魚介類については，その安

全性は全く確保できない，と考えられる。 
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①福島第１原発からは，今も放射能汚染水が毎日のように垂れ流されている。特に，

敷地海側岸壁の海水面下から，原子炉の溶融核燃料を冷やすためにぶっかけられた水

が，そのまま海へと滲み出ているのは間違いないのではないか。現在，汚染水を回収

して除染した後に循環させているというが，その除染とは放射性セシウムだけを取り

除いているだけであって，その他の放射性核種は全部そのままだ。もちろん放射性ス

トロンチウムも，その汚染水には猛烈な量で含まれている。何といっても，ドロドロ

に溶けた核燃料を冷やすために使った冷却水そのものであるのだから，その放射能の

量たるやものすごい。それが海へと出てきている。時折，東京電力のお粗末管理で，

循環システムから汚染水が海へ漏れ出ているが，これもせいぜいが放射性セシウムの

み除去されているだけであって，その他の放射性核種は「そのまんま」である。東日

本の沿岸はこのままでは「死の海」となってしまう。 

 

②魚介類の放射性セシウム以外の放射性核種による汚染調査が全くと言っていいほど

行われず，情報も提供されない。東日本（関東以北，北海道までの太平洋側）で漁獲

される水産物は，いよいよ危険になってきている。放射性ストロンチウムなら魚介類

の骨，放射性銀は，イカ，カニ，アワビ（のワタ）で検出されているようだ。調べれ

ばもっと出てくるだろう。この海域の魚介類は，子どもに食べさせてはいけないし，

大人もなるべく避けた方がいいだろう。放射性セシウムだけの話ではない。 

 

（５）放射性セシウム以外の放射性核種の情報を公開せよ 

 今回の文部科学省の調査では，放射性セシウム，放射性ヨウ素以外の核種として，

放射性ストロンチウム，テルル 129ｍ，放射性銀 110ｍが調査対象とされた。しかし，

これ以外にも，まだあるだろう。プルトニウム（及びネプツニウム＊），ウラン，コ

バルトなども調査していただかなければいけないし（特に海），トリチウム（三重水

素）や放射性ヨウ素 129（半減期約 1,550 万年）なども懸念核種である。 

 政府は，早く福島第 1 原発から放出された全ての放射性核種について，一覧表にし

た上で，その物理学的特性（半減期，娘核種等）に加え，化学的，生物学的特性をも

併記して，国民に対して情報提供すべきである。また，その放射性核種がそれぞれど

の程度の量，放出されたのかも明らかにすべきである（推測値でよい）。 

＊ネプツニウムはプルトニウムの親核種で，ガンマ線を出し（観測しやすい），短い

半減期を経てプルトニウムに変わる。そのネプツニウムが，昨年，飯館村などで，か

なりのベクレル数で検出されていた。しかし，その後，このネプツニウムを追いかけ

てのプルトニウムやウランの調査が行われたことは寡聞にして聞かない。 

 

（そもそも福島第 1 原発は，３号機のプルサーマル原子炉隣接の核燃料プールにおい

て，核爆発を起こしていた可能性がある。また，２号機は，その格納容器のどこかが
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破壊されていて，そこから炉心の放射性物質が拡散している可能性もある。水素爆発

だけを前提に，建屋は破壊されたが格納容器は無事だったことを前提に，揮発性の高

い元素である放射性セシウムと放射性ヨウ素だけに着目しておけばいい，などという

ことは，現段階では軽率である） 

 

（６－１）調査結果に関する「考察」で示された被曝の評価は信用できない 

 外部被曝や呼吸被曝まではカウントされているようだが，飲食からの内部被曝は不

明。いずれにせよ，そうしたものを含めて，「考察」で示されている「シーベルト」

単位での被曝評価は全くと言っていいほど信用できない。そんなものが低い値だから

といって，安全・安心などとは言えない。むしろ，数値が低くなるように仕組んであ

る，と考えた方がよい。「シーベルト」については，」別添拙文「（増補版）シーベ

ルトへの疑問」も参照されたい） 

 呼吸並びに飲食による「恒常的な低線量内部被曝」に着目し，生体内濃縮・蓄積や

年齢・性別の放射線感受性を十分考慮に入れて，ワーストシナリオの仮定の下で（安

全性に傾斜させて），徹底した危険性の分析がなされなければならない。放射性物質

が持っている（放射線効果以外の）様々な毒性や健康への悪影響についても考慮され

る必要がある。キーポイントは内部被曝である。 

 また，放射性ストロンチウムについては，観測数の絶対量が少なすぎて，こんなも

のでは何とも言えないのが実態のはず。結局，この報告書は，最初から決めていた「放

射性セシウム以外は，やはり心配いらないし，今後は調査もいらない」という結論へ

誘導するために書かれた半分インチキの報告書であるような気がしてならない（今回

検出された，これくらいの数値なら，何とか国民をごまかせるとでも見ているのかも

しれない）。 

 

（６－２）調査結果に関する「考察」で示された被曝の評価は信用できない：信用で

きない報告の記載例 

 

＊ガンマ線放出核種の分析結果 

「（参考 2）今回の調査でセシウム 134、137、銀 110m、ストロンチウム 90 の沈着量

の最高値が検出された箇所における 50 年間積算実効線量 

①セシウム 134(6.5×106Bq/㎡)：33mSv 

②セシウム 137(9.1×106Bq/㎡)：1.2×103mSv 

③銀 110m (1.3×104Bq/㎡) ：0.50mSv 

④ストロンチウム 90(130Bq/㎡)：0.0027mSv 

 

○セシウム 134、137 の 50 年間積算実効線量の評価値は、銀 110m や放射性ストロン
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チウムの 50 年間積算実効線量の評価値に比べて非常に大きいことから、今後の被ば

く線量評価や除染対策においては、これまでと同様に、放出量が多いセシウム 134、

137 の沈着量に着目していくことが適切であると考える。」 

 

（内部被曝に着目した場合，上記のようなことは必ずしも言えない。また，ストロン

チウムの数字はここからは外すべき，理由は上記で述べた通り，調査サンプルが少な

すぎる：田中） 

 

＊80ｋｍ圏外の放射性ストロンチウム 

「また、ストロンチウム 90 については検出されたものの、福島第一原発の事故前の

平成 11～21 年度の全国調査の観測値と比較したところ、いずれの調査箇所でも過去

の大気圏内核実験の影響による範囲※11 内にあった。これらのことから、今回の調査

結果からは、福島第一原発から 80km 圏外においては、福島第一原発の事故由来の放

射性ストロンチウムは確認されなかった。※11：ストロンチウム 90：検出下限値～

950Bq/㎡（検出された値の平均値：79Bq/㎡）」 

 

（昨年の放射性ストロンチウム調査報告と同じようなことが書かれている。950Bq/㎡

の放射性ストロンチウムが検出されているのに，どうしてこういうことが言えるのか。

また，何度も申し上げるが，調査地点数が少なすぎて，たまたまその地点ではそうだ

ったというにすぎないのではないか。もっと詳細に調べないといけない。「平成 11～

21 年度の全国調査の（放射性ストロンチウム）観測値」も眉唾ものだ。また，土壌だ

けでなく，放射性ストロンチウムの場合には生物を調べよ：田中） 

 

＊②相馬市（第 1 地点）周辺で採取された土壌試料の測定結果に関する考察 

「・・・同一の調査地点（相馬市（第 1 地点））で採取された 100g の土壌試料内に

おいても放射性ストロンチウムの沈着量が変動することが確認された。 

○そこで、ストロンチウム 90 の沈着量の変動要因の確認のため、第 1 次分布状況調

査の結果について、セシウム 137 に対するストロンチウム 90 の沈着量の比率の変動

状況を確認したところ、別紙 9 に示すように、多くの調査箇所におけるストロンチウ

ム 90 の沈着量はセシウム 137 の沈着量の 1000 分の１程度であることが確認された。

ただし、相馬市（第 1 地点）における測定結果（第 1 次分布状況調査で測定）のよう

に、ごくまれにストロンチウム 90 の沈着量がセシウム 137 の沈着量の 10 分の１程

度まで変動している場合があることが確認された。」 

 

（この記述は，放射性ストロンチウムは計測しなくても，放射性セシウムだけを見て，

その１／１０程度で放射性ストロンチウムを見ておけば十分だ，ということを言うが
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為に書かれている。きちんと放射性ストロンチウムに注目して書かれているのではな

い。何度でも申し上げるが，わずかばかりのサンプルで断言してもらっては困る。ま

た，放射性ストロンチウムは放射性セシウムに比べて移動しやすい。その動勢につい

ても調査願いたい：田中） 

 

（７）調査するのが遅く，結果公開も遅く，かつ不親切 

 放射性セシウム以外の放射性核種には，半減期が半年～２年以内のものが結構ある。

今回調査対象とした放射性銀がそうだし（半減期 250 日），テルルは半減期が 33,6

日，放射性ストロンチウム 89 は 50.5 日である。政府はもっと早く調査をし，こうし

た短～中半減期の核種からの無用の被曝を回避できるよう，適切な情報公開をすべき

だったはずである。他にもまだ，多くの核種がある。調査を急いでもらいたい。 

 意識的にと思われる調査の先送りに，子どもたちの放射性ヨウ素による初期被曝調

査がある。これは既に広く大問題となっているので論じないが，これと似たようなこ

とを，政府は他の核種においてもやっている様子がうかがわれる。半減期が過ぎるの

を待てば，表面上，国民に公表する放射能の量は少なく見せることができる，などと

いう姑息なことを考えている可能性がある。我々は，半減期後の放射能量を見て安堵

するのではなく，過去にさかのぼり，どれくらい被曝した可能性があるのかを常に意

識するクセをつけておいた方がいい。放射線被曝は累積するものであり，過去に受け

た被曝は消えることはない。また，半減期が短い核種ほど，その放出する放射線のエ

ネルギーは大きく，特に内部被曝において重大な被曝をもたらす危険性があることも

十分念頭に置く必要がある。被曝は「累積」が問題なのであって，半減期が過ぎれば

「過去が帳消し」されるわけではない。 

 

（８）過去の学術・研究データも整理して公開せよ 

 放射性ストロンチウムを含む放射性セシウム以外の放射性核種については，その生

体内での挙動も含め，過去の実験・実証データがあるはずである。これをまず，国民

に分かりやすく公開し，説明することが必要だ。また，チェルノブイリ原発事故後の

経験からも，無用の被曝回避のためには，たくさんの教訓が残されてきたはずだ。そ

れも紹介願いたい。 

 ベラルーシでは，放射性セシウム以外に放射性ストロンチウムの危険性に対して警

戒を続けていることが，先般のＮＨＫ-ＥＴＶ特集の「チェルノブイリ原発事故報告」

で放送されていた。また，ある方からの情報によれば，外国の論文に「セシウムの影

響は 1987 年までに限られていたのに、ストロンチウムの影響は研究時（1998 年）ま

で続いたこと、チェルノブイリ周辺のストロンチウムの積算影響はセシウムの 10 倍大

きかったこと、1989 年にベラルーシとウクライナで予期しなかった、周産期死亡率の

第二の上昇があったこと。したがって、現在（2003 年出版）使用されている線量は、
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周産期死亡率について、ストロンチウムの影響を極端に過小評価している。」という

主旨のものがあったそうである。 

 過去に学び，その教訓を国民に広く伝えることは，政府の基本的な役割ではないか。  

 

（９）利益相反 

 もう何度も繰り返し申し上げてきたことである。文部科学省は原子力推進の総本山

のようなところであり（旧科学技術庁），そのようなところが環境の放射能汚染の状

況を調査したり，学校や居住環境の被曝限度を決定したりすることは許されない「利

益相反」行為である。内外の良心的で真摯な科学者・技術者に参画してもらい，大規

模で中長期的な放射能汚染モニタリングチームを創設し，調査の過程及びその結果を

フルオープンの情報公開とすべきである。 

 そうすれば，たとえば計測器の周りだけを徹底して除染した上で環境放射能を測定

し，周辺の地域とはかけ離れた（低い）観測結果を，その地域を代表する放射能汚染

値として国民や地域住民に発表するというような，お粗末で姑息な誤魔化しはできな

くなるだろう。 

 

（最後に） 

 本来は客観的・科学的でなければならない環境の放射能汚染，生物や生態系の汚染，

飲食品の汚染の調査や研究が，まるで原子力推進がそうであるように，政治的・作為

的・情報操作的に実施されている様子がうかがわれる。かようなことは許されないこ

とである。こうしたことを続けていれば，やがてこの国は放射能汚染と，それによる

被曝によって滅びて行くことになるだろう。愚かなことはやめろ，と言いたい。 

草々 

 

 


