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作業手順(1)
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耕起 水張り

荒掻き

畔から
の採水

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
These pictures just show a sequence of operation.After drainage, we measured air dose rate and collected soil cores to measure radioactive concentrations.Next, I’d like to move on the results.



作業手順(2)
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田植え
試料
採取

施肥
成育中

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
These pictures just show a sequence of operation.After drainage, we measured air dose rate and collected soil cores to measure radioactive concentrations.Next, I’d like to move on the results.



 

F E D

C B A

Section
Additional 

fertilization

Zeolite

addition

A Yes No

B Yes Normal

C Yes Double

D No No

E No Normal

F No Double

Schematic drawing of the test field(in 2012)



Chaff／籾殻
Straw/藁

Root／根
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藁、籾殻への放射性セシウムの移
行率は１～2%程度

      　
2012年度における稲体の放射性セシウム濃度(Bq/Kg)：Cs-134,137
Adｄiitional K
／追肥

Zeolite　Add.
ゼオライト添加 Chaff／籾殻 Straw/藁 Root／根

A Yes／有 No／無 140 190 2800
B Yes／有 Regular／通常量 120 140 2700
C Yes／有 Double／倍量 110 160 1800
D No／無 No／無 190 190 2100
E No／無 Regular／通常量 120 180 2000
F No／無 Double／倍量 150 150 1900

Soil／土壌 5400Bq/kg



玄米(上図)と精米(下図)の放射性セシウム濃度及びK-40濃度の比較（2012年度）
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Cleaned rice 精米

Cs-134,137 K-40
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Brown rice 玄米

Cs-134,137 K-40
・玄米、精米ともに食品基準値(100Bq/kg)を大きく下
回る。(精米はほぼ検出下限値以下)
・いずれの場合もK-40濃度の方が放射性セシウム濃度
よりも高い。
・玄米、精米ともには施肥のある条件のほうがやや放射性
セシウム濃度は低い傾向がある。
（同ゼオライト条件、A,D、B,E、C,F)

Adｄiitional K
／追肥

Zeolite　Add.
ゼオライト添加

A Yes／有 No／無
B Yes／有 Regular／通常量
C Yes／有 Double／倍量
D No／無 No／無
E No／無 Regular／通常量
F No／無 Double／倍量



The ratio of the Cs-134,137and K-40 for brown rice and cleaned rice 
玄米と精米の放射性セシウムとK-40の濃度比率

The radioactive cesium concentration of cleaned rice and brown rice is smaller than 
radioactive potassium concentration. 
The absolute value of the radioactive cesium concentration of the cesium transport by 
zeolite spraying does not change mostly (very low). 
The grade whether the difference is seen a little on conditions with fertilization

精米および玄米ともに放射性セシウム濃度は放射性カリウム濃度よりも小さい。
ゼオライト散布でセシウム移行の放射性セシウム濃度の絶対値はほぼ変わらない
(非常に低い)が、施肥がある条件で若干差が見られているかという程度
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Brown rice Cleaned rice

Adｄiitional K
／追肥

Zeolite　Add.
ゼオライト添加

A Yes／有 No／無
B Yes／有 Regular／通常量
C Yes／有 Double／倍量
D No／無 No／無
E No／無 Regular／通常量
F No／無 Double／倍量


Graph3

		A		0.5806347248		0.0960083734		0.0960083734		0.0601047587		0.0601047587

		B		0.559274885		0.0512104426		0.0512104426		0.0827308601		0.0827308601

		C		0.1017338973		0.0454088		0.0454088		0.0179451651		0.0179451651

		D		0.4865073278		0.0916544096		0.0916544096		0.0619927055		0.0619927055

		E		0.8549505153		0.0774997442		0.0774997442		0.1147319753		0.1147319753

		F		0.3923840576		0.0748059142		0.0748059142		0.0416987069		0.0416987069



Brown rice

Cleaned rice

Radioactive Cs Concentration/Radioative k concenration
放射性Cs濃度/放射性K濃度[-]

0.6800276629

0.3532940221

0.2919994052

0.6020734624

0.4681083079

0.4472430148



Sheet1

		

																																				測定試料全体[Bq] ソクテイシリョウゼンタイ																				放射性セシウム濃度[Bq/kg] ホウシャセイノウド																		放射性セシウム ホウシャセイ						放射性カリウム ホウシャセイ

		試料 シリョウ		U8容器
[g] ヨウキ		U8容器＋米
[g] ヨウキコメ		測定した米
[g] ソクテイコメ		試料高さ
[cm] シリョウタカ		米全量
[g] コメゼンリョウ		一杯目 イッハイメ		二杯目 ニハイメ		三杯目 サンハイメ		四杯目 ヨンハイメ		五杯目 ゴハイメ		六杯目 ロクハイメ		試料 シリョウ		くず米発生率
[%] マイハッセイリツ				試料 シリョウ		試料高さ
[cm] シリョウタカ		Cs-137
(662keV)		Cs-137
(662keV)
誤差± ゴサ		Cs-134
(605keV)		Cs-134
(605keV)
誤差± ゴサ		Cs-134
(796keV)		Cs-134
(796keV)
誤差± ゴサ		Cs-134
(605、796keVの
加重平均) クワジュウヘイキン		Cs-134
(605、796keVの
加重平均)
誤差± カジュウヘイキンゴサ		K-40
(1460.75keV)		K-40
(1460.75keV)
誤差±		Cs-137		Cs-137
誤差± ゴサ		Cs-134		Cs-134
誤差± ゴサ		放射性セシウム
合計 ホウシャセイゴウケイ		放射性セシウム
合計
誤差± ホウシャセイゴウケイゴサ				試料 シリョウ		測定日 ソクテイビ		放射性セシウム濃度
[Bq/kg] ホウシャセイノウド		誤差
±[Bq/kg] ゴサ		誤差[%] ゴサ		放射性カリウム濃度
[Bq/kg] ホウシャセイノウド		誤差
±[Bq/kg] ゴサ		誤差[%] ゴサ						試料 シリョウ		放射性Cs濃度/放射性K濃度
[-] ホウシャセイノウドホウシャセイノウド		誤差
±[Bq/kg] ゴサ		誤差[%] ゴサ				試料 シリョウ		くず米発生率
[%] マイハッセイリツ

		A　くず米 マイ		23.91		50.17		26.26		1.5		26.26		-		-		-		-		-		-		A		3.5				A　くず米 マイ		1cm		1.356E+01		2.052E-01		8.064E+00		1.654E-01		8.370E+00		1.924E-01		-		-		1.962E+00		3.280E-01		-				-		-		-		-				A　くず米 マイ		11/1/12		9.3E+02		7.3E+00		0.8		8.6E+01		1.0E+01		12		A		くず米 マイ		A　くず米 マイ		11		1.3		12				A		3.5

		B　くず米 マイ		23.83		66.49		42.66		3.0		42.66		-		-		-		-		-		-		B		5.5						1.5cm		1.532E+01		1.650E-01		8.866E+00		1.291E-01		9.255E+00		1.511E-01		9.048E+00		9.857E-02		2.251E+00		2.682E-01		5.834E+02		6.284E+00		3.445E+02		3.754E+00		9.279E+02		7.320E+00				B　くず米 マイ		11/1/12		9.3E+02		9.3E+00		1.0		9.9E+01		1.4E+01		14		B		Brown rice		B　くず米 マイ		9.4		1.3		14				B		5.5

		C　くず米 マイ		23.77		67.43		43.66		3.0		43.66		-		-		-		-		-		-		C		5.7						2cm		1.708E+01		2.585E-01		9.668E+00		1.983E-01		1.014E+01		2.331E-01		-		-		2.540E+00		4.245E-01		-		-		-		-		-		-				C　くず米 マイ		11/2/12		4.9E+02		6.7E+00		1.4		1.0E+02		1.4E+01		14		C		ぬか		C　くず米 マイ		4.8		0.67		14				C		5.7

		D　くず米 マイ		23.90		82.24		58.34		4.0		58.34		-		-		-		-		-		-		D		5.7				B　くず米 マイ		3cm		2.529E+01		3.468E-01		1.411E+01		2.541E-01		1.458E+01		3.043E-01		1.433E+01		1.963E-01		4.223E+00		5.888E-01		5.928E+02		8.129E+00		3.359E+02		4.602E+00		9.287E+02		9.341E+00				D　くず米 マイ		11/2/12		2.7E+02		3.5E+00		1.3		8.8E+01		8.5E+00		10		D		Cleaned rice		D　くず米 マイ		3.1		0.30		10				D		5.7

		E　くず米 マイ		23.78		77.24		53.46		3.5		53.46		-		-		-		-		-		-		E		5.7				C　くず米 マイ		3cm		1.389E+01		2.567E-01		7.395E+00		1.870E-01		7.833E+00		2.246E-01		7.600E+00		1.447E-01		4.463E+00		6.139E-01		3.181E+02		5.880E+00		1.741E+02		3.314E+00		4.922E+02		6.749E+00				E　くず米 マイ		11/2/12		3.3E+02		3.2E+00		1.0		8.7E+01		7.3E+00		8		E				E　くず米 マイ		3.7		0.32		8				E		5.7

		F　くず米 マイ		23.76		101.42		77.66		5.0		77.66		-		-		-		-		-		-		F		7.5				D　くず米 マイ		3cm		8.284E+00		2.039E-01		4.882E+00		1.529E-01		4.798E+00		1.805E-01		-		-		4.274E+00		5.800E-01		-		-		-		-		-		-				F　くず米 マイ		11/2/12		2.1E+02		3.9E+00		1.9		1.0E+02		1.2E+01		12		F				F　くず米 マイ		2.0		0.25		12				F		7.5

		A　玄米 ゲンマイ		23.77		105.36		81.59		5.0		715.12		187.03		193.02		193.15		141.92		-		-										4cm		9.992E+00		1.766E-01		5.753E+00		1.288E-01		5.655E+00		1.521E-01		5.707E+00		9.879E-02		5.107E+00		4.965E-01		1.713E+02		3.026E+00		9.782E+01		1.693E+00		2.691E+02		3.468E+00				A　玄米 ゲンマイ		11/3/12		5.0E+01		1.9E+00		3.9		7.4E+01		1.0E+01		14						A　玄米 ゲンマイ		0.68		0.10		14

		B　玄米 ゲンマイ		23.99		106.62		82.63		5.0		739.89		194.92		196.80		176.91		171.26		-		-										5cm		1.170E+01		2.883E-01		6.624E+00		2.074E-01		6.511E+00		2.448E-01		-		-		5.939E+00		8.060E-01		-		-		-		-		-		-				B　玄米 ゲンマイ		11/3/12		2.6E+01		1.4E+00		5.3		7.4E+01		9.9E+00		13						B　玄米 ゲンマイ		0.35		0.051		14

		C　玄米 ゲンマイ		23.59		108.28		84.69		5.0		728.82		175.49		197.92		188.34		167.07		-		-								E　くず米 マイ		3cm		1.013E+01		2.221E-01		5.779E+00		1.663E-01		5.819E+00		1.947E-01		-		-		4.251E+00		5.944E-01		-		-		-		-		-		-				C　玄米 ゲンマイ		11/3/12		2.1E+01		1.3E+00		6.1		7.2E+01		1.0E+01		14						C　玄米 ゲンマイ		0.29		0.045		16

		D　玄米 ゲンマイ		23.80		107.26		83.46		5.0		963.21		185.84		195.76		106.24		189.35		184.64		101.38										3.5cm		1.118E+01		1.469E-01		6.292E+00		1.087E-01		6.338E+00		1.273E-01		6.313E+00		8.302E-02		4.665E+00		3.912E-01		2.090E+02		2.747E+00		1.181E+02		1.553E+00		3.271E+02		3.156E+00				D　玄米 ゲンマイ		11/5/12		3.8E+01		1.7E+00		4.4		6.4E+01		9.3E+00		15						D　玄米 ゲンマイ		0.60		0.092		15

		E　玄米 ゲンマイ		23.97		102.78		78.81		5.0		877.14		195.00		197.10		187.80		195.91		101.33		-										4cm		1.222E+01		1.922E-01		6.805E+00		1.401E-01		6.857E+00		1.641E-01		-		-		5.080E+00		5.088E-01		-		-		-		-		-		-				E　玄米 ゲンマイ		11/5/12		3.5E+01		3.0E+00		8.6		7.4E+01		1.1E+01		14						E　玄米 ゲンマイ		0.47		0.077		17

		F　玄米 ゲンマイ		23.89		107.36		83.47		5.0		955.57		186.47		179.53		129.34		181.73		191.54		86.96										5cm		1.431E+01		3.137E-01		7.830E+00		2.255E-01		7.894E+00		2.641E-01		-		-		5.908E+00		8.260E-01		-		-		-		-		-		-				F　玄米 ゲンマイ		11/5/12		3.1E+01		2.8E+00		9.0		6.9E+01		9.8E+00		14						F　玄米 ゲンマイ		0.45		0.075		17

		A ぬか		23.78		54.04		30.26		3.0																						F　くず米 マイ		5cm		1.029E+01		2.675E-01		5.752E+00		1.956E-01		5.717E+00		2.276E-01		5.736E+00		1.489E-01		7.902E+00		9.662E-01		1.325E+02		3.445E+00		7.386E+01		1.917E+00		2.064E+02		3.942E+00				Aぬか		2/15/13		1.8E+02		3.6E+00		2.0		2.6E+02		1.8E+01		7						Aぬか		0.67		0.048		7.2

		B ぬか		23.72		56.13		32.41		3.0																						A　玄米 ゲンマイ		5cm		2.611E+00		1.395E-01		1.463E+00		9.951E-02		1.533E+00		1.177E-01		1.496E+00		7.638E-02		6.039E+00		8.199E-01		3.200E+01		1.710E+00		1.833E+01		9.362E-01		5.033E+01		1.949E+00				Bぬか		2/6/13		8.9E+01		2.5E+00		2.8		2.4E+02		1.7E+01		7						Bぬか		0.36		0.027		7.4

		Cぬか		24.00		60.58		36.58		3.0																						B　玄米 ゲンマイ		5cm		1.397E+00		1.003E-01		7.890E-01		7.582E-02		7.213E-01		8.434E-02		7.574E-01		5.643E-02		6.098E+00		8.217E-01		1.691E+01		1.214E+00		9.166E+00		6.829E-01		2.607E+01		1.393E+00				Cぬか		2/7/13		4.1E+01		1.6E+00		4.0		1.4E+02		1.2E+01		9						Cぬか		0.29		0.027		9.4

		Dぬか		23.94		57.31		33.37		3.0																						C　玄米 ゲンマイ		5cm		1.245E+00		9.640E-02		5.250E-01		6.244E-02		5.446E-01		7.545E-02		5.342E-01		4.847E-02		6.093E+00		8.725E-01		1.470E+01		1.138E+00		6.307E+00		5.723E-01		2.101E+01		1.274E+00				Dぬか		2/8/13		1.3E+02		2.9E+00		2.2		2.5E+02		1.7E+01		7						Dぬか		0.53		0.038		7.1

		Eぬか		23.72		56.52		32.80		3.0																						D　玄米 ゲンマイ		5cm		2.008E+00		1.223E-01		1.228E+00		9.029E-02		1.169E+00		1.033E-01		1.200E+00		6.814E-02		5.329E+00		7.772E-01		2.406E+01		1.465E+00		1.438E+01		8.164E-01		3.844E+01		1.677E+00				Eぬか		2/14/13		9.0E+01		2.5E+00		2.7		2.0E+02		1.5E+01		8						Eぬか		0.45		0.036		8.1

		Fぬか		24.11		50.38		26.27		3.0																						E　玄米 ゲンマイ		5cm		1.680E+00		1.842E-01		9.397E-01		1.976E-01		1.206E+00		2.208E-01		1.064E+00		1.474E-01		5.862E+00		8.294E-01		2.132E+01		2.337E+00		1.350E+01		1.870E+00		3.482E+01		2.993E+00				Fぬか		2/14/13		1.3E+02		3.3E+00		2.5		3.7E+02		2.3E+01		6						Fぬか		0.36		0.024		6.7

		A 精米 セイマイ		24.12		83.77		59.65		3.5																						F　玄米 ゲンマイ		5cm		1.656E+00		1.804E-01		9.288E-01		1.790E-01		9.150E-01		2.326E-01		9.224E-01		1.446E-01		5.765E+00		8.140E-01		1.984E+01		2.161E+00		1.105E+01		1.732E+00		3.089E+01		2.770E+00				A精米 セイマイ		2/5/13		9.1E+00		2.7E-01		3.0		1.6E+01		1.6E+00		10						A精米 セイマイ		0.58		0.06		10

		B精米 セイマイ		24.05		102.07		78.02		5.0																						Aぬか		3cm		3.505E+00		9.494E-02		1.809E+00		6.771E-02		1.909E+00		8.309E-02		1.856E+00		5.299E-02		7.948E+00		5.463E-01		1.158E+02		3.137E+00		6.133E+01		1.751E+00		177		3.593E+00				B精米 セイマイ		2/6/13		9.8E+00		4.5E-01		4.5		1.8E+01		2.5E+00		14						B精米 セイマイ		0.56		0.083		15

		C精米 セイマイ		23.76		41.80		18.04		1.0																						Bぬか		3cm		1.872E+00		7.045E-02		1.047E+00		5.230E-02		9.447E-01		5.780E-02		9.992E-01		3.880E-02		7.936E+00		5.447E-01		5.776E+01		2.174E+00		3.083E+01		1.197E+00		89		2.482E+00				C精米 セイマイ		2/7/13		4.6E+00		6.3E-01		13.7		4.5E+01		5.0E+00		11						C精米 セイマイ		0.10		0.018		18

		D精米 セイマイ		23.94		105.43		81.49		5.0																						Cぬか		3cm		9.393E-01		5.125E-02		5.583E-01		3.956E-02		5.593E-01		4.845E-02		5.588E-01		3.093E-02		5.199E+00		4.430E-01		2.568E+01		1.401E+00		1.528E+01		8.455E-01		41		1.636E+00				D精米 セイマイ		2/8/13		1.0E+01		4.4E-01		4.2		2.1E+01		2.6E+00		12						D精米 セイマイ		0.49		0.062		13

		E精米 セイマイ		23.92		98.73		74.81		4.5																						Dぬか		3cm		2.812E+00		8.369E-02		1.566E+00		6.357E-02		1.587E+00		7.551E-02		1.576E+00		4.890E-02		8.225E+00		5.527E-01		8.427E+01		2.508E+00		4.722E+01		1.465E+00		131		2.905E+00				E精米 セイマイ		2/12/13		8.9E+00		2.7E-01		3.0		1.0E+01		1.4E+00		13						E精米 セイマイ		0.85		0.115		13

		F精米 セイマイ		24.06		100.84		76.78		4.5																						Eぬか		3cm		1.909E+00		7.069E-02		1.052E+00		5.235E-02		1.062E+00		6.260E-02		1.057E+00		4.041E-02		6.646E+00		5.039E-01		5.820E+01		2.155E+00		3.222E+01		1.232E+00		90		2.483E+00				F精米 セイマイ		2/13/13		7.5E+00		2.5E-01		3.3		1.9E+01		1.9E+00		10						F精米 セイマイ		0.39		0.04		11

																																Fぬか		3cm		2.167E+00		7.553E-02		1.244E+00		5.684E-02		1.273E+00		6.768E-02		1.258E+00		4.378E-02		9.597E+00		5.923E-01		8.249E+01		2.875E+00		4.787E+01		1.667E+00		130		3.323E+00

																																A精米 セイマイ		3cm		3.194E-01		2.106E-02		1.639E-01		1.777E-02		2.017E-01		2.003E-02		-		-		8.601E-01		1.420E-01		-		-		-		-		-		-

																																		3.5cm		3.476E-01		1.376E-02		1.761E-01		1.118E-02		2.173E-01		1.298E-02		1.953E-01		8.500E-03		9.351E-01		9.270E-02		5.827E+00		2.307E-01		3.275E+00		1.425E-01		9		2.712E-01

																																		4cm		3.758E-01		1.772E-02		1.883E-01		1.358E-02		2.330E-01		1.651E-02		-		-		1.010E+00		1.192E-01		-		-		-		-		-		-

																																		5cm		4.322E-01		2.850E-02		2.126E-01		2.053E-02		2.642E-01		2.624E-02		-		-		1.160E+00		1.915E-01		-		-		-		-		-		-

																																B精米 セイマイ		5cm		4.916E-01		3.017E-02		2.923E-01		2.313E-02		2.592E-01		2.602E-02		2.768E-01		1.731E-02		1.374E+00		1.935E-01		6.301E+00		3.867E-01		3.548E+00		2.219E-01		10		4.458E-01

																																C精米 セイマイ		1cm		4.707E-02		7.413E-03		3.543E-02		8.538E-03		<3.9451E-02		-		3.543E-02		8.538E-03		8.109E-01		9.004E-02		2.609E+00		4.109E-01		1.964E+00		4.733E-01		5		6.268E-01

																																D精米 セイマイ		5cm		5.507E-01		3.132E-02		2.782E-01		2.273E-02		3.274E-01		2.771E-02		3.012E-01		1.773E-02		1.751E+00		2.105E-01		6.758E+00		3.843E-01		3.696E+00		2.175E-01		10		4.416E-01

																																E精米 セイマイ		3cm		3.300E-01		2.124E-02		1.791E-01		1.910E-02		2.226E-01		2.075E-02		-		-		6.147E-01		1.276E-01		-		-		-		-		-		-

																																		4cm		3.883E-01		1.787E-02		2.064E-01		1.569E-02		2.572E-01		1.711E-02		-		-		7.218E-01		1.071E-01		-		-		-		-		-		-

																																		4.5cm		4.175E-01		1.692E-02		2.200E-01		1.472E-02		2.745E-01		1.607E-02		2.454E-01		1.086E-02		7.754E-01		1.014E-01		5.580E+00		2.262E-01		3.281E+00		1.451E-01		9		2.687E-01

																																		5cm		4.466E-01		2.874E-02		2.336E-01		2.491E-02		2.918E-01		2.721E-02		-		-		8.289E-01		1.721E-01		-		-		-		-		-		-

																																F精米 セイマイ		3cm		3.020E-01		2.011E-02		1.786E-01		2.053E-02		1.343E-01		1.772E-02		-		-		1.164E+00		1.866E-01		-		-		-		-		-		-

																																		4cm		3.553E-01		1.692E-02		2.058E-01		1.687E-02		1.552E-01		1.461E-02		-		-		1.367E+00		1.566E-01		-		-		-		-		-		-

																																		4.5cm		3.820E-01		1.602E-02		2.194E-01		1.583E-02		1.656E-01		1.372E-02		1.943E-01		1.059E-02		1.469E+00		1.482E-01		4.975E+00		2.087E-01		2.530E+00		1.380E-01		8		2.501E-01

						東北大測定　放射性Cs濃度(Bq/kg) トウホクダイ																												5cm		4.086E-01		2.721E-02		2.330E-01		2.678E-02		1.760E-01		2.323E-02		-		-		1.570E+00		2.516E-01		-		-		-		-		-		-

				区画 クカク		ゼオライト		玄米 ゲンマイ		くず米 マイ		精米 セイマイ

				A		無し ナ		34		698		ND

				B		規定量 キテイリョウ		17		740		ND

				C		規定倍量 キテイバイリョウ		14		423		ND

				D		無し ナ		35		218		ND

				E		規定量 キテイリョウ		23		269		ND																												Cs-134
(605keV)		Cs-134
(796keV)

				F		規定倍量 キテイバイリョウ		26		185		ND

																																						放出比[%] ホウシュツヒ		97.6		85.5

						東芝測定　放射性Cs濃度(Bq/kg) トウシバソクテイホウシャセイノウド												東芝測定　放射性Cs濃度(Bq/kg) トウシバソクテイホウシャセイノウド																				放出比[-] ホウシュツヒ		0.976		0.855

				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		収穫米 シュウカクマイ		玄米 ゲンマイ				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		収穫米 シュウカクマイ		玄米 ゲンマイ																アイソトープ手帳より テチョウ

				A		有り ア		無し ナ		81		50				A		有り ア		無し ナ		65		33

				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		75		26				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		67		18

				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		48		21				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		42		15

				D		無し ナ		無し ナ		52		38				D		無し ナ		無し ナ		39		25

				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		52		35				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		41		23

				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		44		31				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		35		22

						収穫物の放射性セシウム濃度及び天然放射能Ｋ－４０濃度 シュウカクブツホウシャセイノウドオヨテンネンホウシャノウノウド												(Bq/kg)

				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		収穫米 シュウカクマイ				くず米 マイ				玄米 ゲンマイ

										放射性Cs
(Bq/kg) ホウシャセイ		K-40
(Bq/kg)		放射性Cs
(Bq/kg) ホウシャセイ		K-40
(Bq/kg)		放射性Cs
(Bq/kg) ホウシャセイ		K-40
(Bq/kg)

				A		有り ア		無し ナ		69		74		813		86		42		74

				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		66		75		834		99		22		74

				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		42		74		458		102		18		72

				D		無し ナ		無し ナ		49		65		244		88		37		64

				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		44		75		298		87		29		74

				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		41		72		196		102		28		69

																(Bq/kg)

				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		精米 セイマイ				ぬか

										放射性Cs
(Bq/kg) ホウシャセイ		K-40
(Bq/kg)		放射性Cs
(Bq/kg) ホウシャセイ		K-40
(Bq/kg)

				A		有り ア		無し ナ		9		16		177		263

				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		10		18		89		245

				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		5		45		41		142

				D		無し ナ		無し ナ		10		21		131		246

				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		9		10		90		203

				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		8		19		130		365

						収穫物の放射性セシウム濃度 シュウカクブツホウシャセイノウド

														(Bq/kg)

				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		収穫米 シュウカクマイ		玄米 ゲンマイ		精米 セイマイ

				A		有り ア		無し ナ		61		33		ND

				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		62		17		ND

				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		40		15		ND

				D		無し ナ		無し ナ		42		30		ND

				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		39		23		ND

				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		37		24		ND

										(Bq/kg)

				区画 クカク		施肥 セヒ		ゼオライト		玄米 ゲンマイ

										放射性Cs ホウシャセイ		K-40

				A		有り ア		無し ナ		33		74

				B		有り ア		規定量 キテイリョウ		17		73

				C		有り ア		規定倍量 キテイバイリョウ		15		72

				D		無し ナ		無し ナ		30		64

				E		無し ナ		規定量 キテイリョウ		23		74

				F		無し ナ		規定倍量 キテイバイリョウ		24		69
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A
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収穫物

放射性Cs濃度(Bq/kg)

区画

収穫物中の放射性Cs濃度(Bq/kg)



Sheet2

						7.3198982384		7.3198982384		10.2143043364		10.2143043364

						9.3414409816		9.3414409816		13.802156587		13.802156587

						6.7491948622		6.7491948622		14.0609253321		14.0609253321

						3.4678862103		3.4678862103		8.5103998471		8.5103998471

						3.1555282051		3.1555282051		7.3179699377		7.3179699377

						3.9420695891		3.9420695891		12.4414112799		12.4414112799



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

くず米



Sheet3

						1.9492891542		1.9492891542		10.0490256159		10.0490256159

						1.3927731359		1.3927731359		9.9443301464		9.9443301464

						1.2740369911		1.2740369911		10.3022788995		10.3022788995

						1.6774680055		1.6774680055		9.312245387		9.312245387

						2.9934242532		2.9934242532		10.5240451719		10.5240451719

						2.7696435189		2.7696435189		9.752006709		9.752006709



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

玄米



						3.5931083193		3.5931083193		18.0535360211		18.0535360211

						2.4816175431		2.4816175431		16.806541191		16.806541191

						1.636381599		1.636381599		12.110442865		12.110442865

						2.9047178707		2.9047178707		16.562780941		16.562780941

						2.482507922		2.482507922		15.362804878		15.362804878

						3.3232392652		3.3232392652		22.5466311382		22.5466311382



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

ぬか



						0.2711550232		0.2711550232		1.5540631773		1.5540631773

						0.4458236113		0.4458236113		2.4801332992		2.4801332992

						0.6267717691		0.6267717691		4.9909090909		4.9909090909

						0.4416303685		0.4416303685		2.5831390355		2.5831390355

						0.2687470273		0.2687470273		1.3548669995		1.3548669995

						0.2501395138		0.2501395138		1.9299718625		1.9299718625



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

精米



										1.2927533442		1.2927533442		0.0960083734		0.0960083734		0.0483355027		0.0483355027		0.0601047587		0.0601047587

										1.311479366		1.311479366		0.0512104426		0.0512104426		0.0268210821		0.0268210821		0.0827308601		0.0827308601

										0.6656071404		0.6656071404		0.0454088		0.0454088		0.0271179921		0.0271179921		0.0179451651		0.0179451651

										0.3015252186		0.3015252186		0.0916544096		0.0916544096		0.0377354317		0.0377354317		0.0619927055		0.0619927055

										0.3164244324		0.3164244324		0.0774997442		0.0774997442		0.0359835064		0.0359835064		0.1147319753		0.1147319753

										0.2509837039		0.2509837039		0.0748059142		0.0748059142		0.0238276324		0.0238276324		0.0416987069		0.0416987069



くず米

Brown rice

ぬか

Cleaned rice

放射性Cs濃度/放射性K濃度[-]



						0.0960083734		0.0960083734		0.0601047587		0.0601047587

						0.0512104426		0.0512104426		0.0827308601		0.0827308601

						0.0454088		0.0454088		0.0179451651		0.0179451651

						0.0916544096		0.0916544096		0.0619927055		0.0619927055

						0.0774997442		0.0774997442		0.1147319753		0.1147319753

						0.0748059142		0.0748059142		0.0416987069		0.0416987069



Brown rice

Cleaned rice

放射性Cs濃度/放射性K濃度[-]



						0.2711550232		0.2711550232		1.5540631773		1.5540631773

						0.4458236113		0.4458236113		2.4801332992		2.4801332992

						0.6267717691		0.6267717691		4.9909090909		4.9909090909

						0.4416303685		0.4416303685		2.5831390355		2.5831390355

						0.2687470273		0.2687470273		1.3548669995		1.3548669995

						0.2501395138		0.2501395138		1.9299718625		1.9299718625



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

精米



						1.9492891542		1.9492891542		10.0490256159		10.0490256159

						1.3927731359		1.3927731359		9.9443301464		9.9443301464

						1.2740369911		1.2740369911		10.3022788995		10.3022788995

						1.6774680055		1.6774680055		9.312245387		9.312245387

						2.9934242532		2.9934242532		10.5240451719		10.5240451719

						2.7696435189		2.7696435189		9.752006709		9.752006709



放射性セシウム

放射性カリウム

放射能濃度[Bq/kg]

玄米



		





		







Schematic drawing of the test field(in 2013)

Section
Additional 

fertilization
Zeolite

addition

A Yes No

B No Double

C No Normal

D No Normal

D C

B A



試験田・・・水田を４区画に区分

1）肥量添加方法
元肥：耕作時にゼオライトと共に添加追肥：田植時に添加
2）評価項目
・C区画 vs. D区画：Cs移行抑制に対する追肥の効果
・A、B、C区画
：Cs移行抑制に対するゼオライト添加の効果

H25年度稲作試験

測定項目
試料：土壌中Cs(-134, Cs-137)濃度（処置前、収穫後）
イネ中Cs濃度（収穫後）、玄米Cs濃度（脱穀後）

ゼオライト倍量 ゼオライト通常量

用
水

路
（
入

口
）

用
水

路
（
出

口
）

CD

AB

ゼオライト無し

ゼオライト通常量

ゼオライト2倍量

ゼオライト通常量

元肥＋追肥 元肥のみ

元肥のみ 元肥のみ

写真１ 田植後の試料採取

写真2 イノシシ対策
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Cs Concentration
Cs濃度(Bq/kg)

藁、籾殻への放射性セシウムの移
行率は１～4%程度

     j  ； 　
2013年度における稲体の放射性セシウム濃度(Bq/Kg)：Cs-134,137
Adｄiitional K
／追肥

Zeorite　Add.
ゼオライト添加 Chaff／籾殻 Straw/藁 Root／根

A No／無 No／無 79 120 1200
B No／無 Double／倍量 160 35 1200
C No／無 Regular／通常量 42 140 1200
D Yes／有 Regular／通常量 86 170 1100

Soil／土壌 4500Bq/kg

Chaff／籾殻

Straw/藁

Root／根
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800

1000

1200

A B C D



玄米(上図)と精米(下図)の放射性セシウム濃度及びK-40濃度の比較（2013年度）

・2012年の結果と同様、玄米、精米ともに食品
基準値(100Bq/kg)を大きく下回る。(精米は
ほぼ検出下限値以下)
・いずれの場合もK-40濃度の方が放射性セシウ
ム濃度よりも高い。
・追肥やゼオライト散布の効果は明確に表れな
かった。
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Adｄiitional K
／追肥

Zeorite　Add.
ゼオライト添加

A No／無 No／無
B No／無 Double／倍量
C No／無 Regular／通常量
D Yes／有 Regular／通常量



・玄米へのCｓの移行係数は非常に小さく、最大でも1％程度。
・Kの移行係数はCsの移行係数の5.8～12倍。

セシウムとカリウムの土壌から玄米への移行係数(2013年試験）

Cs
K0.0E+00

2.0E-02

4.0E-02

6.0E-02

8.0E-02

1.0E-01

A B C D

Cs
K

The transfer factor



　吸収抑制対策として水田に塩化カリを散布した量

2014 平成26年 60 100
2015 平成27年 60 100
2016 平成28年 50
2017 平成29年 50
2018 平成30年 50
2019 平成31年 50
2020 令和2年 50
2021 令和3年 30

塩化カリの成分量60％／20㎏

西暦 和暦
塩化カリ散布量
（　㎏／10ａ）

ゼオライト散布量
（　㎏／10ａ）
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H26年度稲作試験
1）肥量添加方法
元肥：耕作時にゼオライトと共に添加
追肥：田植時に添加

2）評価項目
土壌の性質の調査（4/30サンプリング）
液相のCsの濃度（5/13サンプリング）
Csの移行挙動

測定項目
試料：土壌中Cs(-134, Cs-137)濃度（処置前、収穫後）
イネ中Cs濃度（収穫後）、玄米Cs濃度（脱穀後）

田植え作業 田植え終了後
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H27、28年度稲作試験：H29年度以降も引続き実施

1）肥量添加方法
元肥：耕作時にゼオライトと共に添加
追肥：田植時に添加

2）評価項目
土壌の性質の調査 液相のCsの濃度

Csの移行挙動

継続的なデータの取得が重要

測定項目
試料：土壌中Cs(-134, Cs-137)濃度
（処置前、収穫後）
イネ中Cs濃度（収穫後）、玄米Cs濃度
（脱穀後）



Cs-134+137
(Bq/kg)
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土壌放射性セシウム濃度経時変化



これまでの結果と2020年度の結果比較

 根のセシウム濃度は依然高い
 玄米・くず米・もみ殻など植物体上部は減少傾向にある

134+137Cs
施用 根 玄米 くず米 もみ殻

(Bq/kg)
2012 ゼオライト、カ

リウム
パラメータ

1836～2844 18～42 196~834 105～185

2013 480~1900 13～56 0～100 0~250

2014 ゼオライト、 420 24 43 ー

2015 カリウム 275~1300 3～4 5~20 25～47

2016 カリウム 840 3 6 14～26

2017 カリウム 740～786 1.5～3.5 8.3～9.3 10～15

2018 カリウム ～300 2.4～3.5 22 ～3

2019 カリウム 238 3.5 25 3.4

2020 カリウム 511 4.1 5 5.1



2014年度10月採取イネの放射能分布
(imaging plate, exposure time 518 days: イメージングプレート,露光時間518日)

写真①

IP photograph現像写真 ①

写真②

・色が濃い部分が放射能濃度の高さを示している
・根先端部の色が濃いが、これは水洗浄で落ち切れなかった土壌の可能性が考えられる

Ear of rice穂

Straw 藁

Root 根

Ear of rice穂

Straw 藁

Root 根

Ear of rice穂

Straw 藁

Root 根

Ear of rice穂

Straw 藁

Root 根

IP photograph現像写真②



玄米・くず米・もみ殻の年次変化

玄米・くず米、もみ殻へのCsの小さい傾向は変わらない
ここ3年は5万秒の測定でようやく確認できる程度（検出下限に近い値）

年

Cs-134+137
(Bq/kg)
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IAEA TD-401
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NCRP No.129

Min. This Work 試験田 最小

Max.This Work 試験田 最大

Transfer Factor 移行係数

出
典

玄米への移行係数は、非常に小さく、海外の文献での設定値よりも小さな値を示している。

セシウムの土壌から玄米への移行係数(2012年試験）
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 玄米へのCs移行率は1%以下
 Kの移行率はCsの数倍以上
 玄米は食品基準値(100Bq/kg)を大きく下回った

※土壌は乾重濃度を使用

2020/10/20採取サンプル
測定結果[回収米と移行率]

濃度
(Bq/kg 移行率 濃度

(Bq/kg 移行率

玄米 4.1 0.37% 74 14%

もみ殻 5.1 0.47% 8.1 2%

わら 17 1.55% 432 22%

４０K134+137Cs

過去9年間の玄米へのCs移行率玄米へのCs移行率


Sheet1

				土壌 ドジョウ								玄米 ゲンマイ						もみ殻 ガラ						わら

		K-40		55.758		536.9607087827		395.1105442177				0.31604		4.0810950413						0.046044		5.1388392857		0.17434		16.9756572541

		Cs-137		113.74		1095.3389830508		805.9807256236				5.732		74.0185950413						0.07258		8.1004464286		4.4348		431.8208373905

						土壌						玄米		くず米		もみ殻

				134+137Cs		1095				134+137Cs		4.1		再測定中 サイソクテイチュウ		5.1

				(Bq/kg)						(Bq/kg)

				40K		537				40K		74		再測定中		8.1

				(Bq/kg)						(Bq/kg)

				土壌（Cｓ：Bq/kg) ドジョウ		1120.5		1084		1157				Cs移行係数 イコウ ケイスウ		K移行係数 イコウ ケイスウ

				玄米 ゲンマイ		4.1						玄米 ゲンマイ		0.37%		5.7%

				くず米 マイ		再測定中						くず米 マイ		ERROR:#VALUE!		10.3%

				もみ殻 ガラ		5.1						もみ殻 ガラ		0.46%		21.6%

				土壌（K：Bq/kg) ドジョウ		595		570		620				移行率 イコウ リツ

						74		72		75				6.604%

						再測定中		210		250				ERROR:#VALUE!

						8.1		150		210				0.723%

						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				玄米 ゲンマイ		30		34.5		24		3.5		3		4.1		2.95		3.5

				くず米 マイ		315		50		43		12.5		6		再測定中		22		25.1

				もみ殻 ガラ		145		125				36		20		5.1		3		3.4

				土壌 ドジョウ		5400		4500		2900		2200		2300		1300		965		1120.6334331706

						gurafuyou sgenn 

				年 ネン		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				移行率 イコウ リツ		5.6E-03		7.7E-03		8.3E-03		1.6E-03		1.3E-03		3.2E-03		3.1E-03		3.1E-03

						2012		2013		2014		2015		2016		2017

				玄米 ゲンマイ		30		34.5		24		3.5		3		0



																										わら		根 ネ		もみ殻		134+137Cs		施用		根		玄米		くず米		もみ殻

																								134+137Cs		17		511
(暫定値) ザンテイ チ		5.1		(Bq/kg)

																								(Bq/kg)								2012		ゼオライト、カリウム
パラメータ		1836～2844		18～42		196~834		105～185

																								40K		432		再測定 サイソクテイ		8.1

																								(Bq/kg)								2013				480~1900		13～56		0～100		0~250

																																2014		ゼオライト、		420		24		43		ー

																																2015		カリウム		275~1300		3～4		5~20		25～47

																																2016		カリウム		840		3		6		14～26

																																2017		カリウム		740～786		1.5～3.5		8.3～9.3		10～15

																																2018		カリウム		～300		2.4～3.5		22		～3

																																2019		カリウム		238		3.5		25		3.4

																																2019		カリウム		511(暫定) ザンテイ		4.1		再測定中 サイソクテイチュウ		5.1

																																2019				Cs-137（Bq/Kg）		K-40(/Bq/Kg)		容器 ヨウキ		容器+試料 ヨウキ シリョウ		試料 シリョウ		Cs-137（Bq/sample）		K-40(Bq/Sample)

																																		土壌西 ドジョウ ニシ		1084.1		666.5347483311		23.891		119.91		96.019		130		64

																																		土壌東 ドジョウ ヒガシ		1157.1		718.9		23.613		120.99		97.377		140		70

																																		玄米 ゲンマイ		3.5		64.2		23.664		103.105		79.441		0.36		5.1

																																		くず米 マイ		25.1		115.0		23.663		36.708		13.045		0.92		1.5

																																		わら		8.1		291.7		23.675		30.873		7.198		0.25		2.1

																																		もみ殻 ガラ		3.4		241.6		23.882		32.573		8.691		0.11		2.1

																																		茎 クキ				ERROR:#DIV/0!						0

																																		用水 ヨウスイ		0.0		0.0		23.651		109.738		86.087

																																		根 ネ		238.0		225.4		23.9		40.756		16.856		9.7		3.8

																																																								19年度 ネンド

																																																								134+137Cs				４０K										134+137Cs				４０K

																																																								濃度(Bq/kg ノウド		移行率 イコウ リツ		濃度(Bq/kg ノウド		移行率 イコウ リツ								濃度(Bq/kg ノウド		移行率 イコウ リツ		濃度(Bq/kg ノウド		移行率 イコウ リツ

																																																						玄米 ゲンマイ		3.5		0.31%		64		6%						玄米 ゲンマイ		4.1		0.37%		74		14%

																																																						くず米 マイ		25		2.2%		115		10%						もみ殻 ガラ		5.1		0.47%		8.1		2%

																																																						もみ殻 ガラ		3.4		0.30%		242		22%						わら		17		1.55%		432		22%



																																																																				わら		根 ネ

																																																								玄米		くず米		もみ殻						もみ殻		8.1		238

																																																						134+137Cs		3.5		25		3.4				134+137Cs		3.4

																																																						(Bq/kg)										(Bq/kg)				292		225

																																																						40K		64		115		242				40K		242

																																																						(Bq/kg)										(Bq/kg)



玄米	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30	34.5	24	3.5	3	4.0999999999999996	2.95	3.4915862470297268	くず米	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	315	50	43	12.5	6	0	22	25.062656641604011	もみ殻	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	145	125	36	20	5.0999999999999996	3	3.3770300555674946	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5.5555555555555558E-3	7.6666666666666662E-3	8.2758620689655175E-3	1.590909090909091E-3	1.3043478260869566E-3	3.1538461538461538E-3	3.0569948186528499E-3	





土壌放射性セシウム濃度経時変化



土壌	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5400	4500	2900	2200	2300	1300	965	1120.6334331705884	







玄米	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30	34.5	24	3.5	3	4.0999999999999996	2.95	3.4915862470297268	もみ殻	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	145	125	36	20	5.0999999999999996	3	3.3770300555674946	

玄米	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30	34.5	24	3.5	3	4.0999999999999996	2.95	3.4915862470297268	くず米	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	315	50	43	12.5	6	0	22	25.062656641604011	もみ殻	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	145	125	36	20	5.0999999999999996	3	3.3770300555674946	土壌	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5400	4500	2900	2200	2300	1300	965	1120.6334331705884	









移行率の経時変化 



2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	5.5555555555555558E-3	7.6666666666666662E-3	8.2758620689655175E-3	1.590909090909091E-3	1.3043478260869566E-3	3.1538461538461538E-3	3.0569948186528499E-3	3.1157255741969462E-3	













土壌からの移行係数



Cs移行係数	玄米	くず米	もみ殻	3.6590807675145019E-3	0	4.5515394912985273E-3	K移行係数	玄米	くず米	もみ殻	5.7117358322177597E-2	0.10263275323516287	0.215975011	15573406	
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まとめ

 収穫した玄米中の放射性Cs濃度はいずれも一般食
品の基準値(100 Bq/kg)を大きく下回った

 2012年の試験(初期値)から、植物体上部の放射能
濃度は大きく低減している

 塩化カリウムの散布が今年度から取りやめとなり従来の
稲作方法を再開（経過を継続してモニタリングする予
定）
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福島県産品と全国平均との価格差は回復傾向にあるが、
牛肉や桃といった一部の品目では全国平均を下回っている。
福島県の農産物の輸出額は、2017年度以降、震災前を上回り、過去最高を更新中。

農業産出額

福島の現状 農業の状況
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野菜・果実・穀類・山菜・きのこ・木実類・畜産物・はちみつ・水産物・野生鳥獣等多くの品目で特定
の産出地に対して、出荷制限及び摂取制限等の指示に伴う要請が出されている。

福島の現状 農業の状況
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福島県産農林水産物の全国平均価格との乖離や教育旅
行をはじめとした観光業の不振など、今もなお風評被害
が根強く残っている。また、学校における避難児童生徒
へのいじめなど、原子力災害に起因するいわれのない
偏見や差別が発生している。

科学的根拠に基づかない風評や偏見・差別は、
福島県の現状についての認識が不足
放射線に関する正しい知識が十分に周知されていない

福島県における食品中の放射性物質に関する検査結果
等が十分に周知されていないこと
に主たる原因があると考えられる。
2017年12月、「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」復興庁を中心とした関係府省庁

福島の現状 風評被害
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