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⼤柿ダムはどのようなダムですか︖
ダムの⽔はどのように農地へ送られるのですか︖
地震によるダムの被害はどうだったのですか︖

 ダムとため池の構造の違い

 セシウム134とセシウム137
 ⽔中の放射性セシウムの形態

貯⽔池の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
⼤⾬や台⾵で増⽔している時の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
⼤柿ダムの溶存態放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
⼤柿ダムの⽔を使うと農地に放射性セシウムがたまりませんか︖

カリ施⽤による放射性セシウム吸収抑制対策とはどのようなものですか︖
カリ施⽤すると⾷味へ影響しませんか︖
⼤柿ダムの⽔は農業に使えますか︖

⼤柿ダムではどのような対策を⾏っているのですか︖
⽤⽔路ではどのような対策を⾏っているのですか︖

ダム湖内の放射性セシウムの総量はどれくらいですか︖

ダム湖の底質の放射性セシウムを除去しないと請⼾川が汚染されませんか︖
ダム下流へ流下する放射性セシウムの量はどのくらいですか︖
ダム湖底や請⼾川（ダム下流）の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
請⼾川下流域の空間線量率は増加していませんか︖

放射性物質と放射能の違いはなんですか︖
ベクレルとシーベルトの違いはなんですか︖
⾷品の安全対策はどうなっていますか︖
外部被ばくと内部被ばくはどう違うのですか︖

⽬ 次

放射性物質の基礎知識と食品の安全対策

大柿ダム

放射性セシウム

大柿ダムの水の放射性セシウム

水田での放射性セシウム対策

大柿ダムと用水路での放射性セシウム対策

大柿ダムの底質の放射性セシウム

放射性セシウムのダム下流への影響



大柿ダム

名称 ⼤柿ダム

ダムの型式 中⼼コア型ロックフィルダム

ダム堤体の⾼さ 84.5m

ダム堤体の⻑さ 262.0m

流域の⾯積 110.2km2

貯⽔池の⾯積 93ha

総貯⽔容量 19,500千m3

有効貯⽔容量 17,300千m3

利⽤⽔深 52ｍ〜22ｍ

大柿ダム

請戸川

導水路

用水路

頭首工

幹
線
用
水
路

頭首工

農地へ

用水路

用水路

農地へ

農地へ

農地へ

農地へ

用水路

南相馬市

浪江町

双葉町

大柿ダム

貯水池

ダム堤体

取水口

放流工

請戸川
導水路

⼤柿ダムは、福島県南相⾺市⼩⾼区、双葉郡浪江町及び双葉町の⽔⽥約3,500haへかんがい⽤⽔を供
給しています。

この地域は河川流量が乏しく農業⽤⽔が不⾜していたため、かんがい⽤⽔専⽤のダムとして、国営請
⼾川農業⽔利事業（S50年度〜S63年度）によって、請⼾川（浪江町室原）に造られました。

ダムの管理は、福島県が請⼾川⼟地改良区とともに⾏っています。

※ 取⽔⼝には、ダム湖の表層の⽔を選択的に取⽔
できるように複数のゲートがある。

⼤柿ダムの取⽔⼝から取⽔された⽔は、導⽔路（トンネル）、幹線⽤⽔路を経由して農地へ供給され
ます。

また、ダムから請⼾川へ放流された⽔を下流の頭⾸⼯※で取⽔して農地へ供給される地区もあります。

⼤柿ダム貯⽔池平⾯図

請⼾川地区平⾯図

※ 頭⾸⼯:河川などから⽤⽔路へ必要な⽤⽔を引き⼊れるための施設。取⽔堰。

⼤柿ダムはどのようなダムですか︖

ダムの⽔はどのように農地へ送られるのですか︖
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⼤柿ダムは、東北地⽅太平洋沖地震によって、⾼さ84.5mの堤体上部に深さ約７ｍの遮⽔ゾーンま
で達する⻲裂が発⽣するなどの被害がありました。このため、東北農政局による災害復旧⼯事が⾏わ
れ、⻲裂の⼊った堤体は平成29年3⽉に復旧されました。

ため池縦断図
（福島県内Kため池の例）

◎ため池は取⽔⼝下部等に泥が堆積しやすく、管理上、定期的な泥上げや泥抜きが必要で、底
樋の⼟砂吐ゲートを開けると池底まで空にできる（底泥が流出する）構造が⼀般的です。

◎ため池では、この泥上げや泥抜きの作業を⾏う際の管理者の被ばく低減を主な⽬的として、
放射性物質対策（底泥の除去等）が⾏われています。

◎⼀⽅、⼤柿ダムは、湖底と取⽔⼝の間に⼗分な⾼低差と容量があり、底泥が堆積しても⽀障
のない構造（底泥が流出しない構造）となっています。

⼤柿ダム貯⽔池縦断図

直轄災害復旧⼯事

堤体復旧後

遮水ゾーン

ダム堤体堤体上部の被災状況

堤体

地震によるダムの被害はどうだったのですか︖
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放射性セシウム

セシウム134とセシウム137

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故により環境中に放出された放射性物質のうち、今なお環境汚染を
もたらしているのが放射性セシウムです。

放射性セシウムには、セシウム134 （134Cs）とセシウム137 （137Cs）の２種類があり、⼤柿ダム
では、これらを対象に調査及び対策を⾏っています。

なお、放射性物質は、放射線を出してエネルギー的に安定な状態になれば、放射線を出しません。こ
のため、時間が経てば放射性物質の量が減り放射能も弱まります。放射性物質の量が半分になるのが
セシウム134は約2年、セシウム137は約30年です。

⽔中の放射性セシウムの形態

⽔中の放射性セシウムには2種類の形態があります。

放射性セシウムが⼟粒⼦などにくっついていたり、取り込まれている形態を懸濁態、放射性セシウム
が単独で⽔に溶け込んでいる形態を溶存態といいます。

懸濁態は作物に吸収されにくく、溶存態は作物に吸収されやすいことがわかっています。

作物に吸収されやすい溶存態は、⼟壌中のカリウム濃度を適正に確保することにより、作物への吸収
を抑制することができます。（詳細は9ページ）

⽔中のセシウムの形態（イメージ） ⽥⾯⽔の溶存態、懸濁態の放射性セシウムの稲体への吸収

出典︓放射性セシウム濃度の⾼い⽶が発⽣する要因とその対策について（2014年3⽉ 農林⽔産省・福島県他）

3
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貯⽔池の放射性セシウム濃度は、取⽔⼝付近の表層、中層、
下層の⽔を採⽔し、2012年２⽉から⽉１回継続して調査して
います。

貯⽔池の⽔は、平常時は深さに関わらず、セシウム134、
137ともに1Bq/Ｌ未満であることがわかっています。また、
増⽔時には数Bq/Lの放射性セシウムが検出されますが、その
場合でも、作物に吸収されやすい溶存態の放射性セシウムは、
セシウム134、137ともに常に1Bq/L未満であることがわ
かっています。（⾷品中の放射性物質に関する基準値︓飲料
⽔10Bq/kg（Bq/Lと同等））

貯留⽔調査位置図

取水口

貯留⽔の放射性セシウム濃度

※検出下限とは、分析対象物質（ここでは放射性セシウム）が存在していることがわかる最低濃度。検出下限未満は
対象物質が含まれていたとしても⾒つけられない（検出できない）ことを⽰す。

背景︓地理院地図

貯⽔池の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
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大柿ダムの水の放射性セシウム



放流工

矢具野地点

昼曽根地点
放射性セシウムの流⼊と流出の状況を詳細に把握するため、
ダム湖へ流れ込む川の２地点（⽮具野・昼曽根）と放流⼯の
計３地点で2012年9⽉から平常時に１⽇１回、2013年7⽉か
らは平常時に加えて増⽔時の２時間毎に放射性セシウム濃度
を観測しています。

現在までの調査結果で、流⼊⽔の放射性セシウム濃度が最も
⾼かったのは2013年9⽉台⾵18号の時の810Bq/Lでした。

この時の放流⽔の放射性セシウムは最⼤18Bq/Lにとどまり、
しかも、作物に吸収されやすい溶存態の放射性セシウムは、
セシウム134、137ともに１Bq/L未満でした。

流⼊⽔・放流⽔調査位置図

流⼊⽔・放流⽔の放射性セシウム濃度（2012〜2013年）

流⼊⽔の放射性セシウムは、⼤⾬で増⽔すれば必ず検出される訳ではなく、年に数回、台⾵等の激し
い増⽔時に限られています。

放流⽔の放射性セシウムは、現在までの調査（2013年7⽉〜2017年12⽉）で、飲料⽔に適⽤される
基準値（10Bq/kg（Bq/Lと同等））を超えたのは、2013年9⽉と2015年9⽉の2回で、それ以降、
超過は観測されていません。

背景︓地理院地図

5

⼤⾬や台⾵で増⽔している時の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖



流⼊⽔・放流⽔の放射性セシウム濃度（2014〜2015年）

流⼊⽔・放流⽔の放射性セシウム濃度（2016〜2017年）

6



矢具野地点

昼曽根地点

取水口

溶存態放射性セシウム濃度（2013〜2017年）

流⼊⽔の溶存態放射性セシウムは、2013年9⽉の台⾵時に、
昼曽根で1.7Bq/L、⽮具野で1.9Bq/Lとなりましたが、その
後は減少傾向にあります。

また、流⼊⽔、貯⽔池の⽔ともに、2014年のかんがい期以降
は、平常時、増⽔時にかかわらず、溶存態放射性セシウム濃
度は0.5Bq/L未満（最⼤0.49Bq/L〜検出下限未満）となって
います。

流⼊⽔・取⽔⼝調査位置図
背景︓地理院地図

※上図は、溶存態放射性セシウム濃度の推移をみるため、検出下限0.1Bq/L時の分析結果と、検出下限1Bq/L時の分析
結果のうち1Bq/L以上（検出下限以上）となった調査⽇を抽出して整理したものである。

⼤柿ダムの溶存態放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
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⼟粒⼦などに吸着・固定されている懸濁態の放射性セシウムは、濁り⽔に含まれています。これを農
地に流すと少しずつ泥がたまってきますが、その量はわずかです。

農地⼟壌の放射性セシウムの蓄積量について、⻑期間、放射性セシウムを含む⽔が⽤⽔として使われ、
⽤⽔中の放射性セシウムがすべて農地⼟壌に蓄積されたものと仮定して試算しました。（下図）

放射性セシウム濃度が1,000Bq/kgの農地⼟壌に、1.0Bq/Lの⽤⽔、5.0Bq/Lの⽤⽔が使われ続けた
場合でも、⼟壌の放射性セシウム濃度は、物理的減衰等により年と共に低下していきます。

このため、⼤柿ダムの⽔を使い続けても農地の放射性セシウムが増えていくことはありません。

⼟壌中の放射性セシウム濃度の推移（試算）

※ 1 ⽤⽔中の放射性セシウムが全て農地に蓄積したと仮定した場合の⼟壌中の放射性セシウム濃度について試算。
※ 2 2016年3⽉を開始とし、初期のセシウム134とセシウム137の存在⽐は0.2︓1.0として計算。
※ 3 ⽤⽔、⼟壌について放射性物質の物理学的半減期に基づく減衰等を考慮。
※ 4 1,000Bq/kgは、福島県内の平均的な農地⼟壌の放射性セシウム濃度。
※ 5 5.0Bq/Lは、4ページに⽰す貯留⽔の放射性セシウム濃度（2012年2⽉から⽉1回継続して調査している取⽔

⼝付近の⽔質調査結果）の最⼤値。

⼤柿ダムの⽔を使うと農地に放射性セシウムがたまりませんか︖
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水田での放射性セシウム対策

カリ施⽤による放射性セシウム吸収抑制対策とはどのようなものですか︖
⽶の放射性セシウムの吸収を抑制するためには、⽣育初期に⼟壌中の交換性カリ含量を⾼めること
が重要です（作付前の⽔⽥⼟壌における交換性カリ含量の⽬標値25mg／乾⼟100g以上）。このた
め、⼟壌分析を⾏い吸収抑制効果の⾼い塩化カリにより⽬標値を確保した上で慣⾏の基肥（窒素・
リン酸・カリ）を施⽤することとします。

出典︓「30年産⽶の放射性セシウム吸収抑制対策」（「ふくしまからはじめよう。」農業技術情報（第55号）、
平成29年12⽉22⽇、福島県農林⽔産部）

⼟壌中のカリウムは、セシウムと化学的に似た性質を有しており、作物のセシウム吸収を抑える働き
があります。（下図、次ページ上図）

このため、⽶の⽣産現場では、⼟壌中の交換性カリ含量の⽬標値25mg/乾⼟100g以上を維持する取
り組みが⾏われています。

カリ施⽤による稲の吸収抑制対策のイメージ

出典︓⾷品中の放射性物質の状況について（平成29年8⽉、消費者庁・⾷品安全委員会・厚⽣労働省・農林⽔産省）

カリ施⽤による放射性セシウム吸収抑制対策について、より詳しい内容を知りたい⽅は、
下のURLからご覧ください。

福島県ウェブサイト「農業技術情報（原⼦⼒災害対策）」

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-nogyo-nousin-gijyutu04.html

農林⽔産省ウェブサイト「放射性セシウム濃度の⾼くなる要因とその対策について」
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_seisan_1.html
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カリ施⽤すると⾷味へ影響しませんか︖
カリ施⽤による吸収抑制対策を⾏っても、⾷味値やタンパク質含量、収量への影響は⾒られません。

カリ施用による食味値等への影響

出典︓放射性セシウム濃度の⾼い⽶が発⽣する要因とその対策について（平成26年3⽉ 農林⽔産省・福島県他）

10

土壌中の交換性カリ含量と玄米中の放射性セシウム濃度の関係

出典︓放射性セシウム濃度の⾼い⽶が発⽣する要因とその対策について（平成26年3⽉ 農林⽔産省・福島県他）



出典︓平成27年度 委託プロジェクト研究による農業・⾷品産業技術総合研究機構東北農業研究センター調査結果

平成27年度に、浪江町酒⽥地区の除染後の⽔⽥においてカリ施⽤し、⼤柿ダムから放流された請⼾
川の⽔を使って試験栽培を⾏った結果、調査した全ての⽞⽶の放射性セシウム濃度は、⼀般⾷品の基
準値（100Bq/kg）を⼤幅に下回る3Bq/kg程度の結果となりました。

福島県内で⽣産した⽞⽶は、全量・全袋検査を実施し、⼀般⾷品の基準値（100Bq/kg）以下である
ことを確認し出荷されています。浪江町においても、平成26年産以降、基準値を超過していません。

これらの調査結果から、⼤柿ダムの⽔は問題無く農業利⽤できると考えられます。

⼤柿ダムから放流された請⼾川の⽔を使った試験栽培結果（平成27年）

浪江町の⽞⽶の放射性物質検査（スクリーニング検査）結果

※ベルトコンベア式放射性セシウム濃度検査器を⽤いたスクリーニング検査。
出典︓ふくしまの恵み安全対策協議会HP〔2018.01.12時点〕を基に作成

調査位置 ⽞⽶の放射性セシウム濃度

①⽔⼝周辺 3.1Bq/㎏

②中央部 2.8Bq/㎏

③⽔尻周辺 3.1Bq/㎏

⽞⽶調査位置図

請戸川より
取水

①水口周辺

②中央部

③水尻周辺

請戸川

…水の流れ

※作⼟中の交換性カリの含有量が25mg/100g乾
⼟となるよう施肥。

※放射性セシウム濃度は、セシウム134とセシウ
ム137の合計。

※⽞⽶の放射性セシウム濃度は、ゲルマニウム半
導体検出器による測定結果。

浪江町
25Bq/kg

（測定下限値）
未満

25〜50
Bq/kg

51〜75
Bq/kg

76〜100
Bq/kg

100
Bq/kg超 計 検査期間

H29年産
検査点数 382 1 1 0 0 3842017年10⽉03⽇
割合 99.48% 0.26% 0.26% 0.00% 0.00% 100.00% 〜2017年12⽉06⽇

H28年産
検査点数 310 5 0 0 0 3152016年10⽉14⽇
割合 98.41% 1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 〜2016年12⽉07⽇

H27年産
検査点数 225 3 1 0 0 2292015年10⽉20⽇
割合 98.25% 1.31% 0.44% 0.00% 0.00% 100.00% 〜2015年12⽉18⽇

H26年産
検査点数 236 1 1 0 0 2382014年10⽉11⽇
割合 99.16% 0.42% 0.42% 0.00% 0.00% 100.00% 〜2014年10⽉15⽇

⼤柿ダムの⽔は農業に使えますか︖
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⼤柿ダムの⽔が増⽔で濁り、放射性セシウム濃度が数Bq/Lとなっていても、⽔⽥でカリ施⽤するこ
とによって問題無く農業利⽤できますが、⽔の放射性セシウム濃度が飲料⽔の基準値（10Bq/kg
（Bq/Lと同等））を超える場合には、農業者の安⼼確保のため、農地への⽤⽔供給を避けることと
しています。

このため、「濁度の増加とともに放射性セシウム濃度が増加する」関係を利⽤し、⽔の放射性セシウ
ム濃度が飲料⽔の基準値を超える場合には、農地への⽤⽔供給を停⽌できるように濁度をリアルタイ
ムで監視するシステムを設置しています。

なお、2016年以降、現在までの観測で、取⽔・放流⽔の放射性セシウム濃度が10Bq/Lを超える増⽔
は観測されていません。

濁度のリアルタイム監視システムの模式図

背景︓地理院地図

流⼊河川（昼曽根地点）

流⼊河川（⽮具野地点）
濁度監視地点

放流⼯

取⽔⼝

大柿ダムと用水路での放射性セシウム対策

⼤柿ダムではどのような対策を⾏っているのですか︖

12

遠方監視



このパンフレットのPDF及び調査結果のデータは、こちらのURLからご覧になれます。

東北農政局ウェブサイト「⼤柿ダムにおける放射性セシウムの調査結果等について」
http://www.maff.go.jp/tohoku/osirase/higai_taisaku/oogaki_kekka/index.html

▲QRコード

森林⽣態系での放射性セシウムは、森林内の物質循環に伴って移動しており、落葉・落枝には、わず
かながら、放射性セシウムが含まれています。これらの落葉・落枝が⽔に浸り腐⾷すると、溶存態放
射性セシウムの起源になることが確認されています。

このため、汚染度合いの⽐較的⾼い⼭腹に沿った⽤⽔路においては、落葉等を介した溶存態放射性セ
シウムの農地への流⼊を防⽌するため、開⽔路区間に蓋を掛ける対策を実施しています。

浪江町⽴野での対策の様⼦

除染前 除染（環境省実施）後 蓋掛後

除染前 除染（環境省実施）後 蓋掛後

南相⾺市⼩⾼区川房での対策の様⼦

モニタリング調査と結果の公表

⼤柿ダムにおける放射性セシウムの状況を把握するために、他機関とも連携し、継続してモニタリン
グ調査を実施しています。

モニタリング調査結果等については、ホームページ等で公表しています。

⽤⽔路ではどのような対策を⾏っているのですか︖
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⼤柿ダムでは、ダム湖内の放射性セシウムの総量、堆積・分布状況を明らかにするため、湖内110箇
所の底質※柱状採泥調査を2013年12⽉と2017年11⽉に実施しています。（次ページ上図）

下図は、第1次航空機モニタリング（2011年4⽉）から算定したダム湖へのフォールアウト量、調査
結果から算定した2013年12⽉時点及び2017年11⽉時点における放射性セシウム総量を⽐較したも
のです。

この結果から、ダム湖内の放射性セシウム総量は、2013年12⽉時点ではそのほとんどがダム湖への
フォールアウト量であること、2017年11⽉時点では2015年9⽉関東・東北豪⾬等でダム上流からの
流⼊・堆積があったことが推察されます。

また、次ページ下図は、ダム湖内底質の「単位⾯積当たりの放射性セシウム量（Bq/m2）」の分布
を2013年12⽉時点と2017年11⽉時点で図化したものです。ダム湖内の分布は、湖内下流側が⽐較
的⾼い状況となっています。

※底質︓河川、湖沼、海洋、⽔路等の⽔域において、⽔底を構成している表層のこと。

2013年12⽉と2017年11⽉のダム湖内の放射性セシウムの総量

大柿ダムの底質の放射性セシウム

14

ダム湖内の放射性セシウムの総量はどれくらいですか︖

（放射性セシウムのダム湖へのフォールアウト量の算定⽅法）
第1次航空機モニタリング調査（原⼦⼒規制委員会）結果による137Cs測定値を、IDW（逆距離加重法）により内挿し、137Cs分布を推定した。こ

れを⽤いて、ダム湖内の137Cs量を集計し、ダム湖へフォールアウトした137Cs量とした。
134Csについては、原発事故時の134Csと137Csの存在⽐が同じであることに基づき推計を⾏った。まずダム湖へフォールアウトした137Cs量を、物
理的減衰率に従い事故時に割り戻し、事故時の137Cs量を推計した。この値が事故時の134Cs量と同量であるとし、再度、第1次航空機モニタリング
調査時に割り戻した量を、ダム湖へフォールアウトした134Cs量とした。
（第1回・第2回底質調査時の放射性セシウム量の算定⽅法）
第1回底質調査による110地点の底質柱状採泥結果から得られた137Cs分析値を、IDW（逆距離加重法）より内挿し、137Cs分布を推定した。これ

を⽤いて、ダム湖内の137Cs量を集計し、ダム湖内に存在する137Cs量とした。この推定値を基に、ダム湖へのフォールアウト量算定時と同様の⼿
順により、第1回底質調査時の134Cs量を求めた。第2回底質調査時の放射性セシウム量も同様に算出した。



背景︓地理院地図

ダム湖内底質の「単位⾯積当たりの放射性セシウム量（Bq/m2）」の分布図

※放射性セシウムの分布は、110 箇所のコアサンプリングの測定値を基にIDW（逆距離加重法）により内挿推定
している。調査層は深さ0cm〜最⼤深さ40cm（2017年11⽉は最⼤深さ50cmまで）。

単位面積当たりの放射性セシウム量
（134Cs+137Csの合計値)

Bq/m2

下流側が
比較的高い
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ダム湖内110箇所の底質の柱状採泥位置図

背景︓地理院地図

試料採取地点（2017年11月）

試料採取地点（2013年12月）

2013年12⽉時点
（湖内全体平均約890万Bq/m2）

2017年11⽉時点
（湖内全体平均約890万Bq/m2）



ダム湖の底質の放射性セシウムを除去しないと請⼾川が汚染されませんか︖
 2015年9⽉の関東・東北豪⾬時において、ダム湖に流⼊して
きた濁⽔は中流域で沈降し、取⽔⼝地点の濁度は、上流域、
中流域に⽐べて⾼くなることはありませんでした。（下図）

このときのダム湖内の流速を数値解析モデルにより再現する
と、ダム湖内下流域の流速は⼩さく、洪⽔によって底泥がか
き混ぜられるような状況が無いことが確認できます。（次
ページ上図）

また、出⽔が多く発⽣する夏季は、ダム湖の中の⽔は、暖か
く密度の⼩さい（軽い）上層の⽔と、冷たくて密度の⼤きい

関東・東北豪⾬時におけるダム湖内の濁⽔の状況

※関東・東北豪⾬（2015年9⽉）︓2015年9⽉11⽇午前8:30の濁度観測値

ST.C

取水口

濁度・⽔温観測地点
背景︓地理院地図

ST.B

ST.A

ダム湖内の⽔温調査結果から、躍層の下にある低⽔温の下層⽔は、⼤きな出⽔による増⽔時でも、そ
の層が破壊されていないことがわかっており、この時の河川流⼊⽔は、放射性セシウムの沈殿する深
い湖底には届かず、底質を巻き上げないと考えられます。（次ページ下図）

これらの調査結果やシミュレーション結果から、出⽔による増⽔時においても、ダム湖に堆積してい
る底質が、巻き上げられて下流の請⼾川へ流下することは無いと考えられます。

（重い）下層の⽔に分かれます。上層と下層には、密度差があるため、上層と下層の⽔は混ざりにく
くなっています。これを密度成層と呼び、上層と下層の間にあって、⽔温が急激に変わる層を躍層と
いいます。

放射性セシウムのダム下流への影響
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数値解析モデルによる増⽔時（関東・東北豪⾬）のダム湖内の流速分布

※関東・東北豪⾬（2015年9⽉）︓2015年9⽉11⽇午前8:00（鉛直2次元数値解析モデルによる計算結果）

夏季（増⽔時）の密度成層の形成と増⽔時の状況

夏期でも水温10℃
以下の下層が存在

出水による流入水により
上層の厚みが増加

出水後、下層の水温･厚さ
の変化がほとんどない

※ 2016年8⽉の出⽔による増⽔時の⽔温鉛直分布

堤
体

ダム堤体から上流への距離(m)

汚濁防止フェンス

上流下流

水深が深くなると流速
（矢印）は小さくなる

河川流入付近上層で流速
（矢印）が大きくなる取水口

流速（cm/s）
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 2013年〜2017年の各7⽉〜11⽉（≒出⽔期）における放射性セシウムの流⼊総量を100％とすると、
流下総量は約12％で、ダム上流域からダム湖へ流れ込んでくる放射性セシウムの約88％が湖底に沈
殿しています。（各年の流⼊総量と流下総量は下図）

この結果から、⼤柿ダムがあることで、ダム下流域への放射性セシウムの流下が抑制されていること
がわかります。

【流⼊量・流下量の算定⽅法】
流⼊量 ＝ 流⼊河川流量 × 放射性セシウム濃度（昼曽根・⽮具野）
流下量 ＝ 放流量 × 放射性セシウム濃度（放流⼯）
※ 放射性セシウムの総量は、⽇1回・週1回の定期採⽔結果及び増⽔時採⽔結果を⽤いて、観測時と次の観測
時の間の毎正時の濃度を⼀次補間により推定し、その結果に毎正時の流量・放流量を乗じて算定した。

ダム下流へ流下する放射性セシウムの量はどのくらいですか︖

流下

常時湛水領域

取水口
〜（貯水池）〜

約88％沈殿

約12％
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放射性セシウムの流⼊量と流下量（調査期間︓7⽉〜11⽉≒出⽔期）



取⽔⼝付近の湖底では、2012年２⽉
から⽉１回継続して底質を調査して
います。

湖底の底質中の放射性セシウム濃度
は、2016年夏頃までは、20万Bq/kg
前後でしたが、2016年夏以降は10
〜15万Bq/kg前後で推移しています。

⼤柿ダム・請⼾川の底質の放射性セシウム濃度

底質調査位置図

出典︓室原橋及び請⼾橋の調査結果は「公共⽤⽔域放射性物質モニタリング調査結果」（環境省）による

●

大柿ダム
●

室原橋地点

●

請戸橋地点

背景︓地理院地図

ダム下流の請⼾川の底質中の放射性セシウム濃度は、環境省が2011年9⽉から調査を⾏っており、
2011年及び2012年の初期に⾼い値がみられましたが、それ以降は減少傾向で、2017年には概ね5
千Bq/kg以下となっています。

ダム湖底や請⼾川（ダム下流）の放射性セシウム濃度はどのくらいですか︖
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請⼾川下流域の空間線量率は、⽇本原⼦⼒研究開発機構がガンマカメラ搭載無⼈ヘリにより、2012
年3⽉から2016年11⽉までの間に11回の調査を⾏なっています。

この調査結果によれば、請⼾川下流域の空間線量率は除々に減少しています。

請⼾川下流域の空間線量率（2012年3⽉~2014年4⽉）

出典︓国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構作成資料

2012年3⽉4⽇ 2012年10⽉25⽇

2013年6⽉2⽇2012年12⽉11⽇

2014年1⽉16⽇ 2014年4⽉24⽇

※空間線量率の凡例は次ページに掲載

請⼾川下流域の空間線量率は増加していませんか︖
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出典︓国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構作成資料
※ 2015年6⽉、2015年11⽉、2016年11⽉は河川⼯事等の実施箇所を除いて空間線量率を計測

2014年10⽉16⽇ 2015年6⽉2⽇

2016年7⽉12⽇2015年11⽉3⽇

2016年11⽉18⽇
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請⼾川下流域の空間線量率（2014年10⽉~2016年11⽉）



放射性物質の基礎知識と食品の安全対策

「放射能」とは、「放射性物質」が放射線を出す
能⼒、放射線とは物質を通過する⾼速の粒⼦や波
⻑が短い電磁波のことです。

電球に例えると、放射性物質が電球、放射能が光
を出す能⼒、放射線が光にあたります。

「ベクレル（Bq）」や「シーベルト（Sv）」
は、放射能の強さや放射線の量を表すときに⽤
いられる単位です。

放射性物質が放射線を出す能⼒を表す単位を
「ベクレル（Bq）」といい、農産物などの⾷
品に放射性物質が検出された場合は、1kg当た
りのベクレル（単位︓Bq/kg）で⽰されます。

⼈体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位を「シーベルト（Sv）」といい、放射線を外部
から受ける外部被ばくの場合は、空間線量率（単位︓Sv/h）と被ばくした時間（単位︓h）によって、
⼈体への影響の程度（単位︓Sv）を計算することができます。

また、放射性物質を含んだ⾷品などを摂取して体の内側から放射線を受ける内部被ばくでは、ベクレ
ル（Bq/kg）と⾷べた量（kg）、実効線量係数※によって、外部被ばくと同様に、⼈体への影響の程
度（単位︓Sv）を計算することができます。

⼤柿ダムの放射性セシウム調査では、湖底の泥や⼟についてはBq/kg、貯⽔池等の⽔については
Bq/Lで表し、⼤柿ダムや下流域の空間線量率は、μSv/hで表しています。なお、μSv（マイクロシー
ベルト）はシーベルトの百万分の⼀です。

※実効線量係数︓放射性物質の種類や影響を受ける⼈の年齢ごとに、⼝から摂取した
か、⿐から吸い込んだかなどの被ばく経路別に国際放射線防護委員会（ICRP）など
が設定している係数。

放射性物質と放射能の違いはなんですか︖

ベクレルとシーベルトの違いはなんですか︖
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<それぞれの⾷品群の基準値の考え⽅>

 飲料⽔の基準（10Bq/kg）は、WHO（世界保健機関）が⽰している指標値に沿ったものです。

 ⼀般⾷品の基準（100Bq/kg）は、年間1mSvの基準から、飲料⽔の線量（約0.1mSv/年）を差し引い
た線量（約0.9mSv/年）を⼀般⾷品に割り当てた上で、⽇本の⾷料⾃給率等も考慮しつつ、摂取量等を
踏まえて年齢・性別毎に限度値を算出し、それらの限度値のうち、最も⼩さい値を全年齢の基準値とし
たものです。

 ⾷品安全委員会において、⼩児の期間については、放射線の感受性が⼤⼈より⾼い可能性が指摘された
ことから、⼦どもが⾷べる、あるいは、⼦どもの摂取量が特に多い「乳児⽤⾷品」及び「⽜乳」につい
ては、「⼀般⾷品」の基準値（100Bq/kg）より2倍厳しい基準値（50Bq/kg）を設定しています。

⾷品群 基準値
（Bq/kg）

飲料⽔ 10

⽜乳 50

乳児⽤⾷品 50

⼀般⾷品 100

放射線による⼈体の影響の程度を考えた場合、⼀時的な被ばく量だけでなく、被ばくの総量を管理す
ることが重要となります。

厚⽣労働省は、2012年（平成24年）4⽉に、⾷品からの年間線量の上限を放射性セシウム以外から
の線量も含めて1mSv（ミリシーベルト）とする基準値を設定しています。これは、⾷品の国際規格
を作成しているコーデックス委員会※の指標に準拠したものです。

⾷品に対する放射性セシウムの基準値は、以下に⽰す４つの区分（⾷品群）で設定されています。

基準値を超過した⾷品については、回収・廃棄されるほか、基準値の超過に地域的な広がりが認めら
れる場合には、出荷制限が⾏われます。

放射性セシウムの基準値

※コーデックス委員会︓世界保健機関（WHO）と国連⾷糧農業機関（FAO）の合同
機関で国際的な⾷品の規格・基準を定めている機関。

⾷品から受ける追加線量の総量
（年間1ミリシーベルト）

より詳しい内容を知りたい⽅は、こちらのURLからご覧ください。

福島県ウェブサイト（ふくしま復興ステーション）「⾷の安全に関する取組」
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list274-856.html

⾸相官邸ウェブサイト「福島県産の⾷品の安全性について」
http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g31.html

出典︓⾷品と放射能Q&A（平成29年3⽉14⽇（第11版）、消費者庁）

⾷品の安全対策はどうなっていますか︖
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被ばくとは、⼈体が放射線を浴びることをいい、「外部被ばく」と「内部被ばく」の2つがあります。

外部被ばくとは、地表にある放射性物質や空気中に浮遊する放射性物質などにより、体外から放射線
を受けることです。

外部被ばくは、放射性物質から離れれば、被ばく量が減ります（例えば、距離が2倍になれば被ばく
量は1/4になります）。

以下の図は、セシウム134と137の放射能を2011年3⽉15⽇時点で100％とし、時間経過に伴う放射
能の減少割合を物理学的半減期※をもとに計算したものです。

この放射能の割合から空間線量率の割合を計算すると、5年後には事故当時の約40％、10年後には
約25％に減少すると計算されます。

外部被ばく

放射能と空間線量率の減少（物理学的半減期に基づく推算）

※福島第⼀原発事故⽇を2011年3⽉15⽇とし、134Csと137Csの事故時点の⽐を1:1、134Csと137Csが空間線量
率に与える寄与率をそれぞれ0.73、0.27（H23.8.24 第64回原⼦⼒安全委員会資料）として算出。

※物理学的半減期︓ある放射性物質の原⼦核が放射線を放出して、別の原⼦核に変化
し、元の放射性物質が半分に減るまでの時間のこと。物理学的半減期は、放射性物
質の種類によって異なる。

外部被ばくと内部被ばくはどう違うのですか︖
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年齢別の半減期

対象 物理学的半減期 ⽣物学的半減期 実効半減期

セシウム137

~ 1歳

約30年

9⽇ 約9⽇

~ 9歳 38⽇ 約38⽇

~30歳 70⽇ 約70⽇

~50歳 90⽇ 約90⽇

出典︓放射線リスクに関する基礎的情報〔平成29年4⽉版〕（内閣府他）、
⾷品と放射能Q&A（平成29年3⽉14⽇（第11版）、消費者庁）

体内に摂取された放射性物質から放射線を受けることを「内部被ばく」といいます。

内部被ばくは、以下のような場合に起こります。

①呼吸により空気中の放射性物質を体内に吸い込んだ場合

②⾷事により飲⾷物中の放射性物質を体内に取り込んだ場合

③傷⼝から放射性物質を体内に取り込んだ場合

内部被ばくでは、放射性物質が体内にあるため、放射性物質が体内に留まっている間は、体は放射線
を受け続けることになります。

体内に⼊った放射性物質は、時間とともに体内から減少します。その要因の⼀つは、放射性物質の
「物理学的半減期」に従った壊変によるものです。もう⼀つは、呼気や汗、便や尿などの排せつによ
り体外に排出されることによるものであり、体内の放射性物質の量が半分に減るまでの時間を「⽣物
学的半減期」と呼びます。

⽣物学的半減期は、放射性物質の種類等によって異なり、また、年齢によっても異なります。

物理学的半減期と⽣物学的半減期は、並⾏して進むため、体内の実際の放射性物質が半分に減るまで
の時間を「実効半減期」と呼んでいます。

例えば、物理学的半減期が30年と⻑いセシウム137が体内に取り込まれた場合でも、約3カ⽉で体内
の放射性物質は約半分になります。（50歳の場合）

内部被ばく

より詳しい内容を知りたい⽅は、こちらのURLからご覧ください。

復興庁ウェブサイト「放射線リスクに関する基礎的情報」
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-1/
20140603102608.html

国⽴研究開発法⼈ 量⼦科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所ウェブサイト「放射線被ばくに関するQ＆A」
http://www.nirs.qst.go.jp/information/qa/qa.php ▲QRコード

▲QRコード
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