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かつて新潟大学で「放射性降下物の土壌ー植物系における汚染とその除染に関する研究」で学位を取られ、元土
壌学研究室助教授 横山先生（83 歳）に話を聞き、学位論文と当時の研究の様子を聞いてきました。この研究は新潟
大学医学部・理学部も参加して「環境と放射能」汚染の実態と問題点（東海大学出版会、昭和 46 年）でまとめられてい
ます。関係者は横山先生しか生存していません。横山先生の了解が得られましたので学位論文の内容を図・表等をリ
メイクして、このメーリングで紹介して行きたいと思います。横山先生は土壌分析のプロでしたのでデータは信頼で
きます。この論文の内容を示します。
新潟地方の農作物の放射能汚染
水稲・野菜
牧草中のストロンチウム 90 及びセシウム 137 濃度
土壌の放射能汚染
土壌中のストロンチウム９０の抽出法
水田土壌中のストロンチウム９０とセシウム 137 濃度
畑地土壌及び草地土壌中のストロンチウム９０とセシウム 137 濃度
原野、林地、山岳、湖底土壌中のストロンチウム９０とセシウム 137 濃度
汚染除去機構に関する研究
各種土壌中に添加したストロンチウム９０の行動
各種資材添加土壌中におけるストロンチウムの行動
各種の酸を処理した土壌中のストロンチウムの行動
各種塩類を添加した土壌中におけるストロンチウムの行動
各種土壌中に添加したセシウムの行動
アンモニウム及びカリウムイオン共存土壌中におけるセシウムの行動
以上です。
土壌の放射能汚染では土壌の断面調査をもとにセシウムと１３７とストロンチウム 90 の垂直分布を調べています。
1954 年～1977 年まで核爆発実験が行われ、土壌採取は 1964 年～1966 年までで、原水爆実験により放射能核種が新
潟に降下してから 10 年後の土壌採取とのことです。横山先生の話では放射能核種が降下し始めて 10 年が経過して
いるので雨により土壌下層への移行が起きていること、また、農地ではその間、耕起による攪拌で下層への移動も起
きていたと推測しています。つまり、この論文は放射能核種が新潟に降下し始めて 10 年後のデータと考えてほしいと
のことです。10 年後の実際の割合は、佐渡のドンデン山山頂の土壌中の全ストロンチウム 90 中、0～10ｃｍに６６％、１０
～２０ｃｍに１２％、20cm 以下に 22％移行していました。全セシウム１３７中、０～10cm に８１％、１０～２０ｃｍに１４％、２０～３０ｃ
ｍに５％です。佐渡赤泊林地土壌ではストロンチウム９０は 0～１６ｃｍに８４～９４％蓄積し、セシウム 137 は 100％でした。
水田土壌では土壌型・土性・施肥管理・耕作により変動しますが、ストロンチウム９０は０～１０ｃｍに全ストロンチウム９０の
70～30％が残りますが、50ｃｍの深さまで移行しています。セシウム１３７は０～10cm に 96％から 50％残りますが、50ｃ
ｍより深く移行していません。腐植含量が多い土壌は下層への移行が比較的少なくなります。表層に有機物が多いほ
ど、表層にとどまる割合は高くなるようです。これは当時、放射能核種が降下してきましたから、耕起しても均等には
混じらず、毎年表層に蓄積したと考えられます。当時、農家の耕作は普通に行われたのでストロンチウム９０やセシウム
137 が耕作で攪拌して、下層土壌まで長く残ってしまったことが何より残念であった、と話していました。深耕や天地
返しのように土壌を攪拌して薄める行為は土づくりをしてきた農家にとって最も避けなければならないと思います。
表層土壌だけの汚染にとどめ、それを除去し、有機物を投入して放射能核種が除染された夢のある新しい農業を始
めることができるようにすることが最善と考えます。

横山論文では新潟県内 15 ヵ所、約 50 地点の土壌を深さ別に採取して、ストロンチウム 90 とセシウム 137 を分析して
います。誤解のないように、今朝、急いで土壌中のそれぞれの濃度を Bq に換算しました。その結果、セシウム 137 は 1
ｋｇの土壌当たり 70～150Bq、ストロンチウム 90 はその 4 分の 1 から 5 分の 1 でした。現在問題となっているセシウム
137 は 1 Kg 当たり 5000Bq です。まず、具体的な数字を出す前にお願いがあります。このデータは 1954 年から、旧ソ
連、アメリカ、中国の核実験の結果、世界中に放射能核種がばらまかれました。新潟大学では 1954 年 3 月 1 日のアメリ
カビキニ環礁の核実験の際に新潟市で放射能を日本の大学として初めて検出したことから始まっています。その後、
1969 年新潟では柏崎に原発建設計画が起きて、この調査が継続されています。気象研究所地球化学研究部の三宅
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さて、森林と山岳土壌を紹介します。佐渡ドンデン山標高８５０ｍ、裸地に近い野芝草地土壌、赤泊標高３２０ｍ、赤松林
土壌からサンプリングしています。当時、ドンデン山は森林でないために直接日本に降下してきた放射能量を予測で
きます。1954 年から核実験が始まったと書かれています。両地の土壌採取は 1966 年です。ドンデン山では 10 年間で
降下した放射能は土壌 Kg 当たりセシウム１３７が１２８Bq、ストロンチウム９０が９０Bq でした。毎年、降下していますから、
下層への溶脱は少ないですが、セシウム 137 場合、０～１０ｃｍに８１％、１０～２０ｃｍに１４％、２０～３０ｃｍに５％でした。スト
ロンチウム９０の場合、０～１０ｃｍに６６％、１０～２０ｃｍに１２％、２０～３０ｃｍに６％、３０～４０ｃｍに９％、４０～５０ｃｍに７％で
す。両方とも 10 年経過しても土壌表層に蓄積しやすいですが、ストロンチウムのほうが雨水で下層に溶脱しやすいこ
とがわかります。
次に、赤泊の松林ですが、土壌 Kg 当たり、セシウム 137 は３．３２Bq、ストロンチウム９０は１．９２Bq です。セシウム 137
は０～１０ｃｍに１００％蓄積しています。ストロンチウム９０は０～１０ｃｍに８９％、１０～２０ｃｍに１０％、２０～３０ｃｍに１％です。
先ほどの山岳地帯のデータと比較して、土壌に蓄積される量が少なくなります。これは葉や樹木と土壌の A0 層（土壌
表面の腐植層）に吸着されているセシウムやストロンチウムが多いと予想されます。これらのデータは標高が高く、遮
蔽物がない場所ほど蓄積量が高くなることも示しています。福島の場合、森林の樹木や土壌、雪に直接蓄積したセシ
ウム 137 とストロンチウム 90 がどの程度、雨水や雪に溶けて河川に流れるか監視しなければなりません。
この研究では耕地土壌の透水性、土壌断面の各層位毎の化学分析・土性とセシウム１３７及びストロンチウム９０の関係
も調べています。
A 町で近接する水田土壌の非常に排水が良い乾田、表層土壌の粘土の割合が７％、砂が６０％、腐植含量２％と、排
水の悪い湿田、表層土壌の粘土の割合が３８％、砂が１８％、腐植含量が８％で比較しています。湿田では下層まで粘土
含量と腐植含量が乾田と比べて高いです。土壌採取は 1965 年です。その結果、土壌１Kg 換算で乾田ではセシウム１３７
が０～１２ｃｍに７８Bｑ、１２～２３ｃｍ３１Bq、ストロンチウム９０が０～１２ｃｍに２４Bq、１２～２３ｃｍに１６Bq、２３～３７ｃｍに６Bq、３７
～５０ｃｍに１Bq 蓄積していました。土壌１Kg 換算で湿田ではセシウム１３７が０～１２ｃｍに９８Bｑ、１２～２３ｃｍ２５Bq、２３～３７
ｃｍに６Bq、３７～５０ｃｍに７Bq、ストロンチウム９０が０～１２ｃｍに３８Bq、１２～２３ｃｍに１１Bq、２３～３７ｃｍに１Bq、３７～５０ｃｍに
０．４Bq 蓄積していました。この結果から、セシウム１３７とストロンチウム 90 は粘土含量と腐植含量が多い、湿田で高く
なります。毎年耕作されていますので、耕作により湿田では下層土で保持されています。
次に、G 市の沖積水田土壌と約１Km 離れた M 町の火山灰水田土壌を比較しています。土壌採取は 1967 年です。沖積
水田土壌の表層土壌の粘土の割合は２６％、腐植含量は４．３％です。火山灰水田土壌の表層土壌の粘土の割合は３
２％、腐植含量は１０％です。これら土壌の粘土と腐植は土壌下層まで同じ傾向を示しています。沖積水田土壌のセシ
ウム 137 は０～１６ｃｍで９１Bq、１６～２５ｃｍで８Bq、２５～３５ｃｍで１１Bq です。ストロンチウム９０は０～１６ｃｍで２７Bq、１６～２５
ｃｍで１２Bq、２５～３５ｃｍで４Bq、３５～５０ｃｍで３Bq です。一方、火山灰水田土壌はセシウム１３７は０～１５ｃｍで１３２Bq、１５
～２８ｃｍで１２Bq です。ストロンチウム９０は０～１５ｃｍで４８Bq、１５～２８ｃｍで３３Bq、２８～３８ｃｍで１４Bq、３８～５０ｃｍで１０

で Bq でした。これらの結果は粘土と腐植が多い火山灰水田土壌では沖積土壌と比較してセシウム１３７とストロンチウ
ム９０の保持量が多いことを示しています。
今回は H 町の立地条件を異にする水田土壌中のセシウムと１３７とストロンチウム９０の挙動を書きます。
①標高８０ｍの丘陵地の洪積水田土壌（乾田）と②標高３０ｍの沖積水田土壌（半湿田）と③標高１ｍの平地の沖積水田
土壌（湿田）を比較しています。この３つの水田は当時、水系が同じでした。（ため池を利用）つまり、用水の流は①→②
→③と考えて良いと思います。粘土は①が表層から下層まで約５０％、②は２５％、③は４０％です。腐植含量は①が表
層で５、４％、②が表層で２，９％、③が表層で６％で下層も２、４％でした。土壌中のセシウム１３７の蓄積量は土壌１ｋｇ当
たり、①が１０９Bq、②が１４９Bq、③が１１２Bq です。ストロンチウム９０は①が３６Bq、②が６３Bq、③が３２Bq です。
その中で、土壌層位別蓄積割合は①では０～１１ｃｍにセシウム１３７が６３％、ストロンチウム９０が４６％、１１～２５ｃｍセシ
ウム１３７が３１％、ストロンチウム９０が５０％でした。②では０～１１ｃｍにセシウム１３７が４９％、ストロンチウム９０が３６％、１
１～２５ｃｍにセシウム１３７が３８％、ストロンチウム９０が３４％、ストロンチウムの場合、１７～２８ｃｍに２５％残っていました。
③では０～１２ｃｍにセシウム１３７が９８％、ストロンチウム９０が７４％、１２～２９ｃｍセシウム１３７が１％、ストロンチウム９０が
２４％でした
これらの事実から、前回まで書いてきたように土壌中の粘土含量と腐植含量が多いと、これら核種の蓄積量は多く
なりますが、この結果はその中で低地で水はけの悪い水田で蓄積されていることを示したいます。なお、②で多くな
った原因を論文では比較的水はけがよかったので用水を多く引き込んだことが原因ではないかと書かれています。
やはり、用水を通して標高の高い水田から低い水田へと核種の移動蓄積が起きているようです。
特に、耕起により縦の浸透水を通した核種の動きも考慮しなければなりません。稲作可能な地域でもみなぐちにゼ
オライトや炭を置いたり、ビオトープを作り、水田への核種の侵入を防止する対策が必要と考えます。また、低地水田
に用水を通して蓄積しないようにすることも大切です。
ある方から、土壌中の放射能核種を吸着材で吸着させて、持ち出し、洗浄後、土壌だけを戻すことが可能でしょう
か？と質問を受けました。前にも書きましたが、セシウムやストロンチウムはプラスイオンでマイナスイオンの土壌粒
子に吸着されていますから、原理的には可能だと思います。しかし、今まで書いてきたように土壌中には粘土と腐植
が存在します。この粘土と腐植含量が多い土壌はセシウム１３７やストロンチウム９０を強く保持しています。これら粘土
や腐植含量が多い土壌、たとえば火山灰土壌（黒ボク土壌）は効果が小さいことが予想されます。福島県の土壌は黒
ボク土壌が多いです。
今回は上記論文の中で作物と牧草の放射能核種の挙動を解説します。上記論文では１９５６年と１９５７年１２か所の野
菜のセシウム１３７とストロンチウム９０を測定しています。１９５５年からソ連の核実験が始まっています。
野菜でキャベツ、カブ、ダイコンを調べています。長期間栽培していた野菜は水洗いしても放射能は減少しません。
古い葉のほうが多く残ります。放射核種は植物の葉に沈着した後、葉面吸収があるようです。越冬展開した葉からは
最大約乾物１０ｇ当たり１２５Bq のガンマー線が検出されています。牧草のセシウム１３７とストロンチウム９０も調べていま
す。調べたのは１９６３年、１９６４年、１９６６年です。ラジノクローバーとイタリアンライグラスについて測定しています。場
所はＭ町の新潟大学農場です。これは牧草の植物体乾重１Ｋｇ当たりのセシウム１３７とストロンチウム９０を測定してい
ます。ラジノクローバーでは１９６３年がセシウム１３７で７３４Ｂｑ、ストロンチウム９０で６１７Ｂｑ、１９６４年がセシウム１３７で３４
７Ｂｑ、ストロンチウム９０で６０４Ｂｑ，１９６６年でセシウム１３７で６０Ｂｑ、ストロンチウム９０で２１１Ｂｑでした。イタリアンライグ
ラスは１９６５年のデータですが、乾重１Ｋｇ当たりでセシウム１３７が１０４Ｂｑ、ストロンチウム９０で９５Ｂｑでした。
以上の事実はマメ科牧草で土壌を覆うラジノクローバーはセシウム１３７とストロンチウム９０の保持量が多いこと、
これは土壌からの吸収より、沈着による葉面吸収が大きいと推測いています。イタリアンライグラスは 1 年間に 5 回刈
り取りを行い、その平均値であること、マメ科と比べて沈着や吸収が低いことがわかります。
刈り取り時期別濃度を比較すると、降水量が少なく土壌の水分含量が小さい時期に牧草中のセシウム１３７とストロ
ンチウム９０が抑制されています。マメ科牧草による土壌表面被覆が土壌への蓄積を防ぐ手段としてかなり有効で
す。

今まで、述べましたが放射能核種の土壌汚染は一律でなく、同じ町でも地形、立地条件、水の利用、土壌の母材、粘
土含量、腐植含量、栽培作物等で大きく異なっています。従って、それに応じた細かい対策が必要です。高濃度に汚染
された地域は植物を用いた除染は１０年単位だと思いますので、早く農地を復元するためには表土をはぎ取り、有機
物などの資材を入れて優良な農地にするしかありません。上記研究で牧草地土壌中の交換性セシウム１３７や交換性
性ストロンチウム９０で根から吸収した（交換性とは土壌粒子に保持されていた元素の中で他の陽イオンで交換されて
根から吸収したイオン）は前報で葉面吸収が相当量あるが、すべて根からの吸収と仮定すると両者ともにラジノクロ
ーバーで８％前後、イタリアンライグラスで４％前後としています。この論文ではこの中に葉面吸収も多く含まれてい
ると推測していますので、この点はこれから研究する人たちの課題と考えます。
ところで、同じ年に同じ深さまで採取（０～５０ｃｍ）した、同じ M 町近くのの水田土壌（土壌１Kg 当たり）に蓄積したセシ
ウム１３７は１５１Bq、ストイロンチウム９０は１０５Bq です。一方、牧草地（土壌１Kg 当たり）ではセシウム１３７は８２Bq、ストロン
チウム９０が４２Bq でした。これは、草地土壌では水田土壌と比べて、作物への蓄積が大きいことを示しています。これ
はベラルーシ国立土壌研究所の結果とも同じ傾向を示しています。下記文献でセシウムの移動率のファクターが記載
されています。

Generic values for soilsoil-toto-plant transfer factors of radiocesium、
radiocesium 、 Journal of Environmental

Radioactivity 、Vol 58 2002、
2002、 113－
113－128

上記雑誌に
上記雑誌に多くの文献
くの文献があります
文献があります。
があります。

メールやブログを通じて質問が来ていますのでそれにお答えすることも含めて、下記をまとめました。できるだけ
早く、農家が農業を営める観点から、横山論文を私なりにまとめたものです。まず、私の思いを書きます。
日本では古くから「食農同源」と「医食同源」と言う言葉があります。つまり、食べ物は「農」の営みで作られている。
農村風景はこの「農」の営みによりできている。その源は私の専門の「土」である。「土」は古代から日本では自然の生
き物、生命力と考えられてきました。ヨーロッパでもヘブライ語の「土」（Adama）はアダムの起源となり、その妻イブは
「生きること」(hava)を起源としています。これら、健全な「土」で栽培される農産物は私たちを健康に導いてくれま
す。また、「農」とは自然の中の農家の営み、生活、生きざまそのものです（ポプラ社「旬がまるごと」著者文章掲載予
定、一部引用）。
この農の営みを回復するためには健全な「土」が必要です。
今年の秋以降は放射能核種が環境中に放出されないとの前提で書きます。
１）森林地帯
チェルノブイリと異なり、標高の高い山が多く、今回の核種の環境への放出で風向きで特に集積しやすい場所を特
定して、汚染地図を作製すること。その場合、樹種にかかわらず植物体への放出直後から今まで沈着した放射能核種
が多いと考えられる。この際、葉面吸収により直接植物体内に蓄積された放射能核種（この場合問題となるのはセシ
ウム 137 とストロンチウム９０）がある。森林土壌の場合、現在はそれほど放射能核種は蓄積していないと考えられる。
森林の場合、土壌に直接蓄積されず、樹木・葉に沈着・葉面吸収される割合は９０％以上と考えられる。しかし、今後、梅
雨、台風、落葉による森林土壌 A0 層（A ゼロ層・土壌の上の植物遺体や腐植が蓄積した層）が放射能核種の蓄積層と
なる可能性が高い。
この A0 層に蓄積した放射能核種は自然に減少するのを待つしかありません。毎年、新しい汚染されていない落葉
樹枝が堆積して、土壌に変わってゆきます。
しかし、そのうち１０～２０％前後は降水により、移動して行くと予想されます。飲料水、農業用水の集水域となってい
る地帯は河川水、伏流水、地下水のモニタリングが長期間にわたり必要です。
２）牧草地帯
水田・畑土壌と比べると土壌への蓄積量は半分以下です。イネ科と比べてマメ科牧草が植物体への蓄積が多くな
ります。葉面吸収も含めて、1 回の栽培で持ち出しはラジノクローバーで８％前後、イタリアンライグラスで４％前後で
す。1 年に数回収穫するとすれば、1～2 年で影響はなくなると考えられます。しかし、家畜（牛乳や肉）も含めてモニタ
リングは必要です。

３）畑・水田
今回は土壌１Kg 当たり 5000Bq 以上で作付ができない地域について述べます。が、基本的に他の畑や水田も同じで
す。当たり前のことですが、横山論文でも裸地土壌が最も蓄積します。裸地状態で、これか夏から秋にかけて心配な
ことがあります。
①黒ボク土（火山灰土壌）は降水や風による土壌粒子が飛び散ることによる汚染の拡散です。
②雨による土砂流出に伴う、拡散と蓄積です。
そのために、カバークロップ（土壌を覆い、成長の早い植物・できればマメ科で根が浅い植物）の直播（耕作しない
で直接種をまく）により、今年の秋まで栽培する。秋以降、機械で植物とともに土壌表層を剥ぎ取り処分する。紙マル
チなどマルチングでもよいと思いますが、その間、地下水や農業用水は利用しない。これら水は来年春以降利用でき
るようにモニタリングをおこない、ゼオライトなどで浄化対策を行う。
菜の花などの植物による浄化はその吸収率から 7～10 年単位だと思います。
読売新聞の私の記事は本文では上記のことを強調しているのですが、見出しで「植物」が躍ってしまいました。見
出しまでチェックできませんでした。結果的に混乱させたとすればお詫びします。
現在、耕作可能地域でも、横山論文で紹介しましたが、用水を通した他の農地への拡散、水の縦浸透を通した移動、
低地排水不良水田への蓄積、灌水による移動、など、水を通した拡散・蓄積が心配されます。有機農業で用いられてき
た水田水口にゼオライトや活性炭、ビオトープなど従来用いられてこなかった環境に安全な農業技術が役に立ちます。
畑では混作栽培、カバークロッピング栽培、自然農法的な作物以外の草との共生栽培などがあります。自然農法的な
栽培法も参考になります。これにより、土壌・作物と収穫物の質を高め、「ただの生き物」が増えて農薬も必要最低限
で済むようになると思います。
また、どうしても残存した放射能核種は水田も畑地も良質の有機物を投入することで作物への吸収を抑えられま
す。今後、これを契機に福島が日本で最も安全・安心で、家族経営を主体とした産地へと復活することを皆さんで応
援しましょう。あくまで、来年以降、できるだけ早く農業ができるように考えるべきです。

有機農業学会理事の東京農工大学・准教授木村園子ドロテアさんからの情報です。
農耕地における対策方法 （EURANOS 2004）より抜粋
）より抜粋
http://www.euranos.fzk.de/index.php?action=euranos&title=products
土壌／作物／草地について
１．農耕地への石灰の施用
概要
pH の低い土壌、あるいは、カルシウム含有率の低い土壌に石灰を施用することにより、植物の放射性物質（特にス
トロンチウム）の吸収を抑制する。耕起後にもっとも効果がある。草地では表層施肥を行うことも可能である。
有効性
・放射性ストロンチウム
pH5 から pH 7 までの無機土壌への施用は植物の 90Sr の吸収を砂地では 50％、壌土では 67％、粘質土壌では
75％を阻害し、pH 4 から pH 6 の有機質土壌では 83％阻害する。pH6 あるいは 7 以上の土壌には効果がない。石
灰施用の効果は最低 5 年持つ。無機質土壌については pH７に、有機質土壌では pH6 に毎年保つことが推奨され
る（およそ 0.5-2 t CaO／ha の施用）。
・他の放射性物質
ストロンチウム以外の放射性物質への吸収抑制効果としては報告がない。しかし、他の放射性物質（60Co, 95Zr,
103Ru, 106Ru, 141Ce, 144Ce, 169Yb, 192Ir, 226Ra, 235U, 238Pu, 241Am, 252Cf）についても理論的には、抑制す
る可能性がある。注意：石灰の施用は pH の変化により、75Se, 95Nb, 99Mo/99mTc, 110mAg, 125Sb, 127Sb, 132Te,
134Cs, 137Cs を動きやすくする。
２．農耕地へのカリ肥料の施用
概要
カリ施用は、カリ濃度の低い土壌への施用では植物の放射性セシウムの吸収を抑制する。カリは、単独あるいは、
窒素やリン酸肥料と混合して、耕作により土壌に施用する。草地では表層施肥を行うことも可能である。
有効性
土壌のカリ濃度が 0.5 meq 100g-1 以下の土壌で最も効果がある。この濃度以下の場合、吸収量は 80％まで減少す
ると報告されている。放射性セシウムの吸収を阻害するためには、複数回の施用が必要な可能性がある。土壌別
の有効係数は Woodman and Nisbet (1999)に掲載されている。

３．深耕
概要
作物がない場合、通常のプラウ耕により、45 ㎝の土壌を動かすことができる。表層の汚染土壌のほとんどを深層に
埋めることができる。このため、植物の放射性物質の吸収を減らすことができる（植物の根系の影響あり）、外部へ
の放射性物質の露呈を防ぐ。
有効性
注意：この方法はウランを動きやすくする可能性がある。植物の吸収抑制は、高くて 90％、平均では、50％である。
外部への放射は 50－90％減少、もっとも高い抑制は完全な反転耕による。調査事例は、ストロンチウムやセシウム
でしか存在しないが、他の放射性物質についても同様な効果があると予想される。
４．作物の早期除去
概要
放射性物質は、沈着後、作物の表面に残留する可能性がある。沈着が起こった後直ちに、あるいは雨が降る前に作
物の地上部を取り除くことで、土壌への汚染を軽減することができる可能性がある。作物は廃棄する必要がある。
有効性
外部からの沈着物は最大で 95％除去できる可能性があるが、たいていは 50－70％の除去効果がある。沈着が起こ
った後、雨が降る前、あるいは灌漑していない状態が最も効果的である。実験では、汚染が起こった 6 日後の雨によ
り小麦についた放射性セシウムの 50％が、放射性ストロンチウムの 20％が洗い流された。
５．草地更新
概要
不良草地の更新は放射性セシウムと放射性ストロンチウムの吸収を削減する。更新は、プラウ、ローリング、再播種、
窒素・リン・カリ肥料の施用および石灰施用を含む。プラウ耕の前には、既存の植生を破壊するために、非選択性の
除草剤の散布が勧められる。暗渠の設置が必要な場合も存在する。一部分のみを更新する場合は、家畜が更新され
ていない草地の採草するのを防ぐため、フェンスの設置が必要かもしれない。
有効性
・放射性セシウム
本手法は、チェルノブイリ後の旧ソ連で広く行われ、過激な対策法と言われている。いくつかの調査により、本手法に
よる土壌から植物への移行抑制効果は、無機土壌では 50－75％、有機質土壌では 67-83%、外部への放射抑制は
96％であった。ディスクハロー、プラウそして、再播種２年後における土壌から植物への移行抑制効果は 50－75％で
あった。
・放射性ストロンチウム
自然草地における「過激な対策法」の効果は、旧ソ連のデータで知ることができる。無機土壌では 67-83%、有機質土
壌では 67-90％の抑制効果がある。
・他の放射性物質
セシウムやストロンチウム以外の放射性物質に関する調査例は存在しない。しかし、他の放射性物質についても理論
的には抑制効果があると考えられる。
注意：石灰の施用は、75Se, 95Nb, 99Mo/99mTc, 110mAg, 125Sb, 127Sb, 132Te, 134Cs, 137Cs を、プラウ耕はウラン
を動きやすくする。
６．表層除去
概要
作物が存在しないとき、表層 2－5cm を道路建設機材（ブルドーザーなど）によって除去する。除去物質を廃棄するこ
とを考慮しなければならない場合、小面積でしか応用することはできない。
有効性
除去効率は 90-97%である。
７．乾草の加工・利用
概要
乾草やサイレージ（被覆による貯蔵）、飼料作物（飼料ビーツなど）を、ビニールシートや防水布で覆う。この方法は、
汚染が生じる前の予防措置であり、沈着が生じる前にのみ有効である。汚染大気の通過後は通常の使用が可能で
ある。
有効性
除去効率は最大 100%である。
８．果樹やブドウの摘枝
概要
果樹の葉や葉による捕集、保持、吸収が、果実への主な放射性物質の汚染経路である場合に行う。葉による吸収の
後、放射性物質は果実へ転流する可能性がある。転流する可能性は、放射性物質、果実種、沈着が生じた再の果樹
の生育ステージによる。沈着が生じた直後の化学的手法、機械的手法や手作業による摘枝や落葉により、葉から植
物の他の部位への放射性物質の転流が抑制され、果実による人間への内部被爆を軽減できることが、実験によって
示されている。放射性物質の濃度を下げるための摘枝は、その年の収量減につながる可能性がある。
有効性
放射性セシウム沈着直後の落葉はブドウの放射性物質を約 90％削減。沈着 2 日後の部分的な落葉はブドウ内の放
射性セシウム濃度を約 50％に削減。沈着後 2 年目の放射性物質ははじめの年の 100 分の１～1000 分の 1 の濃度。
９．加工して食することができる作物の選別
概要
加工は最終的な食品から放射性物質を除くことができる。たとえば糖料や油料作物は、そのような加工工程を経ない
作物と代替することができる。

有効性
加工は、最終的な食品（たとえば砂糖、油、ワイン）から、放射性物質を取り除くとても有効な方法である。もっとも、調
査例は、セシウムとストロンチウムについてしか存在しない。60Co, 106Ru, 110mAg, 125Sb, 144Ce, 226Ra といった放射性物
質は、理論的には除去しうる。加工による放射性物質の濃度の変化は、加工後の残留係数によって推定することが
できる。残留係数とは、加工後の食品の放射性物質が原料の放射性物質に占める割合であり、下記の式で示され
る。
加工残留係数＝加工後の食品の放射性物質の全活性（Bq）／原料の放射性物質の全活性
いくつかの残留係数例
原料
最終食品
残留係数
オリーブ
塊
Cs : 0.4
油
Cs : 0.1
ブドウ
赤ワイン
Cs : 0.6
ロゼ
Sr : 0.6
白ワイン
Cs : 0.15 – 0.7
Sr : 0.2
Cs : 0.3
果実
ジュース
Cs : 0.6 – 0.7
Sr : 0.06
コメ
白米
Cs : 0.1
Sr : 0.2
１０．浅耕
概要
作物を取り除くあるいは透きこむ一般的なプラウにより、表層 20－30cm を攪拌することができる。表層の汚染された
層はより下層に埋蔵され、それにより（根系に依存する）植物の根からの吸収を抑制し、外部への放射が削減される。
有効性
植物の吸収は平均的に 50％、0－75％の範囲で減少する。外部への放射量は 50-90%減少する。
調査例は、ストロンチウムとセシウムでしか知られていないが、他の放射性物質（60Co, 75Se, 95Zr, 106Ru, 110mAg,
125Sb, 144Ce, 192Ir, 226Ra, 238Pu, 241Am, 252Cf）についても有効であると考えられる。
注意：プラウ耕はウランを動きやすくする。
１１．プラウによるすくい取りと埋蔵
概要
作物が存在しないとき、2 枚の刃を持つ特別なプラウによって、表層（5cm ほど）をすくい取り、下層約 45cm に埋蔵す
ることができる。下層の土壌（5－50cm）は片方の刃によって持ち上げられ、5－45cm の土壌層を反転することなく上
部へと移動する。汚染土壌の直接放射および根の吸収は抑制され、土壌の肥沃度への影響は最小限に保たれる。
有効性
土壌への汚染状況に合わせて処理した場合、汚染は 83－92％に削減される。土壌から植物への移行は 90％削減さ
れる。外部への放射量は 94％削減される。調査例は、ストロンチウムとセシウムでしか知られていないが、他の放射
性物質（60Co, 75Se, 95Zr, 106Ru, 110mAg, 125Sb, 144Ce, 192Ir, 226Ra, 238Pu, 241Am, 252Cf）についても有効であ
ると考えられる。
注意：本手法はウランを動きやすくする可能性がある。
以上ですが、私の読売新聞の記事で植物が強調され、見出しが躍りました。内容はチェックしたのですが、見出しまで
チェックできませんでした。しかし、植物除去は汚染程度が低い地域では有効と思いますが、除去には数年かかりま
す。できるだけ早く農業を再開したいと考える農家のためには表層除去がベストと考えます。これを契機に、有機農業
のような、よりよい土作りむけた取り組みが必要です。

