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はじめに 

• 日本の国土は約70％を森林に覆われており、福島第一原子力発
電所の放射能漏れにより汚染された地域の約70％は森林である 

• 特に、半減期の長い放射性セシウムによる汚染が重要である 

• 森林に降下した放射性物質は、枝、葉、幹、地表、土壌と森林内を
移行（循環）する 

• 一般に、まず枝葉、幹などに付着し、その後地表面へと移行していく。
一方で、地表や土壌の放射性セシウムが樹木に再吸収されることもあ
る。一般に、森林は降下した放射性セシウムを多少系外へ流出するも
ののそのほとんどを保持し続けることが知られている 

• 今後の汚染された森林への対策を考える上で、森林内で放射性セ
シウムがどのように移行していくのかを予測することが重要である 

• そこで、チェルノブイリ事故の際に開発されたライフワンモデルを日
本の観測データに基づいて調整し、福島の森林に適用した 
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手法① 

• モデル 

– ライフワンモデルは、森林を樹木（内部、外部）、
地表（新鮮な落葉落枝、分解の進んだ落葉落
枝）、鉱物を含んだ土壌、の部位に分け、単位
面積あたりの放射性物質を追跡するモデルで
ある 

– 森林総合研究所と林野庁が行った2011年度
2012年度の福島県での観測結果を用いて、日

本の森林向けのパラメータ推定とモデルの出
力結果の検証を行った 
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手法② 

• 航空機モニタリングデータとの結合 

– 文部科学省が行った航空機によるセシウムの沈着量の広域
推定結果を用いて、モデル結果を広域に適用した 

ライフワンモデル 

(単位面積あたりの森林内の 

セシウムの分布の時間的変動） 

航空機モニタリングデータ 

(森林に降下した放射性セシウム 

の総量を推定） 

森林に降下した放射性セシウムの 

時間的・空間的変動をシミュレーション 
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手法③パラメータの調整とモデルの検証 

 ライフワンモデルの平均的なパラメータを使用す
ると地表面の有機物層のセシウム蓄積を過大評
価し、鉱質土壌のセシウム蓄積を過小評価した
ため、パラメータを調整した 

 パラメータ調整に使用しなかった他の
データを用いてパラメータ調整後のモデ
ルを検証した 

 おおむね良好であるが、観測結果とモデ
ルの結果が大きく異なる所もあった 

 森林の状態などによってはモデルの推
定結果と異なる森林があることを示唆し
ている 

5 



モデルの結果① 
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事故後5～10年で、総放射性セシウムは自然崩壊で半減 



モデルの結果② 
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考察 
• 土壌への速い移行 

• チェルノブイリ事故後のヨーロッパの森林では、放射性セシウムの多くが地表
面の有機物層に堆積したが、その有機物がほとんど蓄積していない（層が薄
い）日本では、その下の土壌にセシウムが素早く移行した 

• シミュレーションから 
• セシウム134は半減期が2年であるので、5年から10年たてば事故後の総放射
性セシウム量は半減する（これはモデルによらない） 

• 常緑針葉樹でも、落葉広葉樹でも大まかなセシウムの挙動は同じである 

• 事故後数年で、樹木の単位面積あたりのセシウム保持割合はかなり低下する
ため、樹木の伐採により除染するのであれば、事故後かなり迅速にする必要
がある 

• 表層有機物層においても、数年で単位面積あたり保持量が小さくなる 

• 流出リスクが相対的に低減？ 
• 鉱質土壌に放射性セシウムの大部分が移行したと言うことは 

• 鉱質土壌では、粘土鉱物とセシウムが強く結合する 

• そのため、物理的に化学的に、鉱質土壌の中のセシウムは相対的に安定 

• 樹木や表層有機物にセシウムが滞留しているより、森林外部への再拡散リスクが相
対的に低下したとも理解できる 

• しかし、本当に鉱質土壌中で強く結合した状態にあるのか要注意 
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考察 
• なぜ速い？ 

• 今回のシミュレーションは、その理由を明らかにするようには設定されていない 

• しかし、日本は温暖湿潤であり、多雨である 

• またそのため、ヨーロッパでは分厚く存在する表層の有機物層が非常に薄い 

• そのため、表層の有機物層に滞留することなく、その下の鉱質土壌に迅速に移行したの
ではないか 

• 土壌も除去するのか？ 

• 土壌に多くのセシウムが移行しているため、その場からセシウムを除去（除染）するため
には、樹木や表層有機物の除去だけでは効果が薄い可能性がある 

• セシウムを有効な量除去するためには土壌も除去する必要があるかもしれない 

• しかしながら、土壌の除去は、樹木や表層有機物の除去以上にコストがかかりまた、大
量の廃棄物も発生する 

• さらには、土砂流出や生物多様性の低下、土壌栄養の低下などの副作用があることも念
頭に入れる必要がある 

• 総合的なコストベネフィット（コスト、住民の希望、生態学的な影響など）を鑑み、バランス
を考慮に入れた対策が必要であろう 

• 今後もモニタリングとシミュレーションを継続していく必要がある 

• 今回のシミュレーションは、２年分のデータを用いて行われた 

• 現在手に入る最大限のデータに基づいているが、データは十分とは言いがたく、今後も
観測と再シミュレーションを継続していく必要がある。 

• 本研究結果が、不確実性に注意しながらも、除染戦略の策定に役立てば幸いである 
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補足 

 Q: 場所によってはまだ樹木や表層有機物にセシウムが多く分布している結果が
あるが？ 

• A: 森林は不均一性の高い場であるので、当然あり得ると思う。今回は林野庁

の観測データに基づいた。その中にさえ、他のサイトと異なる挙動を示すサイト
はあった。今回はあくまで大まかな挙動を理解するためのモデリングである。
不確実性と不均一性があることを理解して結果を理解して欲しい 

 

 Q: 森林外への流出は考慮に入れてないのか？ 

• A: 注意深く観測していく必要はあるが、森林は放射性セシウムを長期にわたっ

て保持し、系外へ大量にセシウムを流出する可能性が低いことが知られている。
今回の目的は、森林内での大まかな分布を予測することが目的であり、森林
外への流出は考慮しなかった 
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補足 
 Q: 木材内部にセシウムは入らないのか？ 

• A: 今回は、単位面積あたりのセシウムの分布状況をシミュレートした。森林内の効果的

な除染方法を検討するための材料にするためである。木材内部の汚染は、特に木材の
単位体積または単位重量あたりの汚染度で議論されるべき話であり、今回のシミュレー
ションの対象ではない。観測結果から、すでに木材内部に放射性セシウムが検出されて
おり、木材内部の放射性セシウムが今後さらに増加するのか減少するのか注意深くモニ
タリングしていく必要がある。一般に鉱質土壌中ではセシウムは粘土鉱物に強く固定さ
れる。また、チェルノブイリ事故後の研究で湿地のように湿った森林や非常に有機物の
含有量が多い土壌では比較的樹木内部への移行量が大きいことが知られているが
(Calmon et al. 2009)、日本にはそのような森林・土壌はほとんど存在しない。今回の場合

のように、迅速に鉱質土壌にセシウムが移行した場合、樹木への移行は相対的に小さい
可能性もある。しかし一方で、分布は限定的ではあるが、火山噴出物に強い影響を受け、
セシウムの固定能力がほとんど無い鉱物しか含まず、また有機物含有量が比較的高い
ため、セシウムの固定力が小さい可能性がある土壌の存在も指摘されている。いずれに
せよ慎重にモニタリングをしていく必要がある。また大まかには、放射性セシウムが多く
沈着した所（土壌の汚染度が高いところ）では、植物への移行も比例して高い。そのため、
汚染度の高い地域では、樹木内部はそれなりに高い汚染度(Bq/kg)になるであろう。 
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その他の福島関連の研究解説へ 
http://cse.ffpri.affrc.go.jp/shojih/my/index.html#kaisetsu 
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