
「セシウムボール」とは、2011年に起きた東京電力の原発事故の際、
関東地方まで飛来していることがわかっている
放射性セシウムがガラスや鉄などと混じり合った微小な粒子のことです。
健康へのリスクについて、NPO法人「原子力資料情報室」の伴英幸さんにうかがいました。

～知っておきたい、内部被ばくの新たなリスク～
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「セシウムボール」
未知の問題粒子

関東地方にも飛散した
セシウムを含む微粒子

　2011年に起きた原発事故の際、放射性セシウムを含む微粒子「セシウムボー
ル」が関東地方まで飛んでいたことが研究によってわかりました。解析が進むな
かで、食品中セシウムとは異なる健康リスクがあることに注目が集まっています。
　最初にセシウムボールを発見したのは、茨城県つくば市にある気象研究所
のチームでした。原発から約170km離れたつくば市で、大気汚染を測定する
装置のフィルターから放射能を含む粒子が検出されたのです。放射性プルーム
（放射性物質を含む空気の流れ）が関東地方を通過したといわれる2011年
3月14～15日頃に付着したものでした。その後、セシウムボールは関東地方の
広域で見つかっています。
　「セシウムボールは、核燃料が核分裂して発生した物質や原子炉に使用され
ているさまざまな部材と溶けて混じり合い、セシウムを含む粒子になったものと
いわれています。比較的大きなものは福島第一原発の近くに落ち、小さな粒子
が風に乗って遠く関東地方まで飛んできたようです」。そう説明してくれたのは
原子力資料情報室の伴英幸さんです。
　関東地方で発見されたセシウムボールは直径千分の2.6mmほどのガラスを
含む粒子で、大きさは大気汚染の原因で知られるPM2.5と同程度のもの。こう
した放射性粒子は、チェルノブイリをはじめ、これまでの原発事故では確認さ
れていませんでした。
　現在、東京大学や東京理科大学など複数の研究チームが、その生成過程、
放出量や身体への影響などの調査を進めていますが、まだ詳細は解明されて
いません。心配される被ばくのリスクについては、研究者によっても意見が分
かれています。

新たな内部被ばくのリスクと
風による再浮遊の可能性

　いちばん心配されているのは、セシウムボールが水に溶けない性質をもつこと
です。呼吸によって吸い込むと肺に吸着するため、食品から取り込む場合とは
異なる内部被ばくのリスクの可能性が指摘されています。
　これまでは事故によって原子炉から放出されたセシウムは水溶性の状態か、
土などに吸着した状態だと考えられてきました。そして水溶性セシウムは、環境
のなかで少しずつ薄まっていくとされ、体内に取り込まれた場合でも、１～3カ月
ほどで半分が体外に排出されると想定されてきました。
　「しかし、セシウムボールを吸い込むと溶けて血流に入ることなく、肺の中に
比較的長く留まることになります。そして、セシウムボールがついたところが局所
的に放射線を浴びることになります。また、地面に落ちたセシウムボールは溶け
ることなく残るので、風で再浮遊したものを吸い込んでしまうリスクも考えられま
す」と伴さん。
　どのくらいのセシウムボールが飛散したのかなど詳しいデータがとれていない
ため、影響の大きさについて挙げるのはむずかしいとしつつも、伴さんはこれま
でに避難指示が出されたことのある地域など、「とくに放射線量の高い地域に行
くときには、マスクや防護服で、今でもしっかり防護をしたほうがいいと思います。
首都圏に住む方も、風が強い日などには細かい粒子を防ぐマスクをつけることで
リスクを減らすことができるでしょう」と話してくれました。
　2011年の原発事故によって放出された放射能がどんな影響を及ぼすのか、
事故から７年が経った今でも明らかになっていないことは多くあります。だからこ
そ、つねに新しく正しい情報を得て、冷静に判断していくことは大切です。
　「毎日の生活のなかで、避けられるものはなるべく避ける工夫をする。それが、
身を守るための予防原則です」（伴さん）
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呼吸によって肺に吸着した
場合セシウムボールは、水
に溶けないため血流に入ら
ずに留まる。局所的な被
ばくを引き起こし発がんの
リスクを高める。

セシウムボールは2013年に茨城県つくば市で発見されて以来、
関東一帯で発見され続け、遠いものでは280km地点でも見つ
かっている。原発から遠方には粒子が小さくて軽いAタイプが多
く、原発付近には粒子が大きくて重いBタイプが多い傾向がある。

Bq＝ベクレル

280km離れた
地点での観測例

原発付近には
Bタイプ
　 が多い

遠方にはAタイプ
　が多い

東京

茨城県つくば市

Aタイプ Bタイプ

形状

大きさ
※大気汚染の原因で
知られるPM2.5 程度
1万分の1mm～100分の1mm

※花粉と同程度
100分の1mm～10分の1mm

放射能（1 粒） 10分の1Bq ～数100Bq 数10Bq ～数千Bq

内部被ばくのタイプ 肺まで入る 皮膚や鼻の
粘膜に付着

主に球形 主に非球形

■関東にも飛散した２種類の「セシウムボール」の特徴

170km離れた
地点での観測例
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ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。



放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告　

〈 検査結果：2018年7月26日現在 〉※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 2018年度は放射能の検出はありません。

しいたけ 生しいたけ（5.3～22Bq/kg）と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/kg）から放
射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 2018年度は放射能の検出はありません。

米

2017年産米の検査は27産地69検体の検査を行いました。日本の稲作を守
る会の栃木こしひかり（玄米）を検査したところ、2件（3.1、4.8Bq/kg）の
検出がありました。検出された玄米を白米で再度検査した結果、検出はあ
りませんでした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出されました栃木こしひかりは、白米でのお届
けとなります。

牛乳、肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていませ
ん。卵は2018年度の検査をまだ行っていません。

魚介類 2018年度は放射能の検出はありません。

乳幼児用
食品

2017年度、検出下限値1Bq/kgで検査を行い、冷凍さつまいもスティッ
ク（1.3Bq/kg）から自主基準内で検出されました。産直野菜チップス
（さつまいも・にんじん）（1.2Bq/kg）から自主基準内で検出されま
した。

その他食品 
〈お料理
セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけ（4.3Bq/kg）
から自主基準内ですが検出されています。その他のお料理セットで
使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめじ、ま
いたけ、きくらげ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆
加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で検査を行っているも
のと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出さ
れていません。

その他
食品

2017年度、サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）から自
主基準内で検出されました。

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・常温の
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に1回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

〈 2018年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年7月26日現在　不検出率：98.8%

牛乳・乳製品 20

肉類・卵 12

魚介類 88

乳幼児用食品 103

青果 216

しいたけ 20

きのこ類 
（しいたけ除く） 24

米 0

（14）

飲料水・飲料 33

その他（加工）食品 765

総計 1281
（15）

（1）

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体検出器」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込み、外部の放射線の影響
を受けないように厚い鉛の容器で遮断して、精密な測定を行います。

測定方法について

あの日を忘れずに、放射能対策を続けていく

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。
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※購入については、「DAYS JAPAN」ホームページをご覧ください。 https://daysjapan.net/

●概要（DAYS JAPAN編集部より）
　福島原発事故から7年。福島では「風評被害だ」「不安をあおるな」「福島を差別す
るな」といった言葉のもと、甲状腺検査の縮小や自主避難の人々の切り捨て、住民の
分断が進んでいます。この大きな力は一体何なのか――。
　本著では、これらの言葉の裏に潜む「実害」隠しを少しでも明らかにし、問題点を整
理し、被災者救済を進めていくことを目的にしました。福島に住む母娘や元京都大原
子炉実験所助教の小出裕章さんはじめ、福島原発事故以降、さまざまな分野で救援
活動や取材などを続けている著者らによる渾身のレポート集です。
　日本で起きうる次なる原発事故にどう対処するのか、子どもにどんな未来を残す
のか。今こそ再確認すべき問いに、もう一度向き合うための本。

放射能を気にしなければ幸せになれるのか
DAYS JAPAN （2018年6月28日初版発行）8月号増刊号
福島・被曝安全神話のワナ

DAYS JAPAN

もっと知りたい方へ！

オススメ！
書籍

Radioactivit y repor t


