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統計的手法及び深度分布調査による森林除染の
効果に影響を及ぼす要因に関する分析
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Summary
Based on the decontamination data of surface dose rate, air dose rate (100 (cm) from the ground) and surface
contamination concentration (hereinafter referred to as radiation dose) (Jun. 2012-Feb. 2015), relationship between
the decontamination effect in forest area and “pre-decontamination radiation dose”, “monitoring term of predecontamination”, and “types of vegetation” were analyzed. As a result of analyses, reduction rates got higher with the
increase of pre-decontamination ranges, though more than the particular level of radiation dose, they got close to certain
level. Regarding the passage of time, as time went by, reduction rate of radiation dose decreased even in high radiation
circumstances, though some fluctuation were seen. Finally, variation of reduction rate among vegetation was observed
through GIS analyses. Especially, in deciduous conifer plantation it became much higher than other vegetation. Field
study in 5 forest revealed that infiltration of radioactive cesium was different from site to site, however, strong correlation
couldn't be observed between decontamination effect and infiltration. Additional research focused on detailing vegetation
or analyzing the relation between infiltration of radioactive Cs and condition of organic or soil layer will be necessary.
Key Words: Effect of forest decontamination, Dose rate, Surface contamination concentration,
Vegetation, Depth profile
和 文 要 約
森林除染に係る表面線量率等のデータを基に、除染前の表面線量率等ごと、除染前の表面線量率等の測定時期ごと及び植
生ごとの除染効果に関して分析した。その結果、除染前の表面線量率等が高いほど低減率は高くなったが、ある程度の表面
線量率等以上ではほぼ一定となった。除染前の表面線量率等の測定時期については、多少の増減はあったものの、低減率は
全体的には減少傾向にあった。この際、分析期間の後半で、表面線量率等の高い地域で除染が実施された傾向があったこと
から、分析期間の後半では、除染前の表面線量率等の値以外の理由で、低減率が減少したと考えられる。この原因を調査す
るため、植生図を用いて、植生ごとの除染効果を分析したところ、落葉針葉樹植林の低減率が他よりも大きいなど、植生ごと
の差が見られた。放射性セシウムの深度分布について現地調査を行ったところ、樹種ごとに深度分布が異なってはいたが、浸
透の程度と表面線量率等の低減率との間には強い相関は見られなかった。樹種別の更に詳細な現地調査を実施するとともに、
放射性セシウムの浸透に及ぼす要因を明らかにするため、堆積有機物層や土壌の性状との関連性に関する分析を行っていく必
要があると考えられる。

