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群馬県内における野生鳥獣の放射性セシウム汚染状況について
―2010年10月から2014年8月の検体分析に基づく傾向―
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群馬県食肉衛生検査所：〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町樋越305-7
(mokudai-t@pref.gunma.lg.jp)
2

群馬県立自然史博物館：〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩1674-1

要旨：福島第一原子力発電所の事故にともなう放射性核種の拡散による群馬県内の野生動物の汚染状況を
把握することを目的に，2010
（平成22）
年10月末から2014
（平成26）
年8月30日までに群馬県内で捕獲され，群
馬県立自然史博物館に搬入された野生動物について放射性セシウムの測定を行った．その結果，地域別経
時的汚染状況については，中部地域で放射性セシウム濃度が100Bq/kgを超える検体の割合が多く認められ
た．利根沼田地域，中部地域，西部地域では，1年目に100Bq/kgを超える検体が多く見られ，その後は減少
傾向にあった．東部地域については，検体数が少なく，傾向をとらえることはできなかった．各動物種に
おける放射性セシウム濃度の経時変化については，物理的半減期が2年程度であるセシウム134はすべての
動物種で減少傾向が認められたが，半減期が30年程度のセシウム137ではニホンジカで減少傾向が認められ
たものの，他の動物種ではほぼ横ばいで推移していた．筋肉と他臓器との比較では，野生動物種において
はその濃度がかなり異なっていることが明らかとなった．とくに，セシウムの主要な体外への排出経路で
ある尿をつくる腎臓や，血液を多く含む脾臓においては，筋肉に蓄積されるセシウム濃度を上回った．ま
た、胃内容物と腸内容物の両方が測定可能であったカモシカについては，腸内容物において胃内容物の約
2倍のセシウム濃度が確認され，摂取されたセシウムは濃縮して体外に排出されることが推察された．
キーワード：放射性核種の拡散，群馬県，野生動物，放射性セシウム134と137

Radiocesium contamination of wild animals in Gunma Prefecture based on samples
from October, 2010 to August, 2014
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1

Abstract： A serious accident caused by the massive earthquake that struck eastern Japan on March 11, 2011,
occurred at The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Consequently, large amounts of radioactive materials
were released over a large area of eastern Japan, including Gunma prefecture. This study investigates the amount of
radiocesium 134Cs and 137Cs in wild animals in Gunma Prefecture, Japan.
We found the radiocesium concentration in wild mammals differed among regions. The animals with high
radiocesium concentration were observed in Chubu Region. The decrease of 134Cs was observed over time in all the
species, but the decrease of 137Cs was only observed in the Japanese deer, suggesting that the decrease in the total
value of radiocesium was caused mainly by the radioactivity of 134Cs reduced by half two years after the incident.
The pattern of distribution of radiocesium in the muscle and internal organs differed among species, but relatively
higher radiocesium concentration was observed in kidney and spleen compared to the muscle. In Japanese serow, the
radiocesium concentration of intestinal content was two times higher compared to the stomach content, suggesting
that the radiocesium was concentrated in the digestive system and excreted .
Key words: diffusion of the radioactive nuclide, radioactive cesium 134 and 137, Gunma Prefecture, wild animals
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はじめに

捕殺された個体については自然史博物館に保存されていた
検体を使用した．なお，放射性物質測定値は，検体の生重

群馬県では，個体数調整や狩猟で捕獲される野生鳥獣肉

量あたりの放射能（Bq/kg）で示し，捕獲された日を基準

の有効活用および衛生水準向上のために，2008（平成 20）

としてセシウム 134（以下 134Cs）およびセシウム 137（以

年 1 月に「群馬県野生鳥獣衛生処理施設登録制度」を定め，

下 137Cs）のそれぞれについて減衰補正を実施した．

同制度に基づき登録された施設において，野生獣肉の有効
利用および地域活性化に寄与してきた．しかし，2011（平

検 査 器：NaI シ ン チ レ ー シ ョ ン ス ペ ク ト ロ メ ー タ・

成 23）年 3 月の福島第一原子力発電所の事故により，群馬

EMF211 型γ線スペクトロメーター EMF ジャパン株

県の山間部を中心に放射性物質による汚染を受け，
2015（平

式会社製（NaI 検出器）

成 27）年 2 月時点でも，クマ，イノシシ，シカ，ヤマドリ

測定条件：検出限界値は，134Cs 25Bq/kg/kg，137Cs 25Bq/

について食用としての出荷が制限されている状況にある．

kg/kg

野生生物の放射性物質汚染については，これまで 1951

本検査器は，137Cs (662keV) のγ線を 6 ～ 6.5％の高

年から 1992 年にかけて行われたネバダ核実験（e.g. U.S.

分解能で測定できるため，134Cs の 605keV・796keV と，

Environmental Protection Agency, 1977） や，1986 年 4 月 26

137Cs

日に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故関連の調査が

検 体：2010（ 平 成 22） 年 10 月 30 日 か ら 2014（ 平 成

行われてきた（e.g. Prohl et al., 2006; Semizhon et al., 2009）．

26）年 8 月 30 日までに捕獲された 247 個体に由来する

また，今回の事故についてもその影響について調査が始

916 検体．

まっているが（e.g. Hiyama et al., 2012; 環境省 , 2013; 小寺・

対象動物：ニホンジカ，イノシシ，ツキノワグマ，カモ

竹田 , 2013）
，放射性核種が周辺地域に広く沈着する事態

シカを主体に，県内に生息するすべての哺乳類．

によって引き起こされた放射線による野生動植物など生態

分析部位：筋肉（骨格筋）
，肺，心臓，肝臓，脾臓，腎臓，

系への影響に関する知見はいまだ限られているのが現状で

胃内容物，直腸内容物．

の 662keV を分離して測定することが可能である．

ある．このため，食品としての重要性のみならず野生動物
の被ばく線量を評価する観点からも汚染状況の調査を行う
ことが重要である．
本研究は，福島第一原子力発電所の事故にともなう放射
性核種の拡散による群馬県内の野生動物の汚染状況を把握
し，中長期のモニタリング計画を検討するための基礎資料
とすることを目的とする．

試料と方法
分析に用いたのは，2010（平成 22）年 10 月末から 2014
（平成 26）年 8 月 30 日までに群馬県（図 1）で有害捕獲，
あるいは個体数調整により捕獲され，繁殖状況や食性調査
のモニタリングのために群馬県立自然史博物館に搬入され
た野生動物である．個体を剖検した後，放射性セシウムの
測定のために必要な部位のサンプリングを行い，下記の手
法で放射性セシウムの測定を行った．また，原発事故前に

図１．群馬県の地図と地域区分

表１．野生動物における地域毎の放射性セシウム Cs-134, Cs-137 濃度の経時的変化

野生鳥獣の放射性物質汚染状況

なお，肺についてはカモシカのみ．
測定機関：群馬県食肉衛生検査所
事業主体：群馬県食肉衛生検査所，自然史博物館
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2 各臓器と筋肉への蓄積状況
イノシシ，ニホンジカ，ツキノワグマ，カモシカについ
て測定した検体のうち，筋肉との比較を実施するため，筋
肉とその他臓器の両方が採取されているものを抜き出し，

分析結果
1

筋肉の分析
1）地域別経時的汚染状況

セシウムの合計値について臓器および動物種ごとに比較し
た．これは，家畜の分析により，放射性セシウムがもっと
も蓄積するのは筋肉であり，その他については臓器によっ
て集積量が異なることによる（e.g. 福本 , 2012）．

筋肉の測定結果から，東日本大震災が発生した 2011（平
成 23）年 3 月 11 日を基準に 1 年ごとに区切り，測定結果

1）肝臓

のうち 2015（平成 27）年 2 月現在の食品衛生法の食品中

筋肉と肝臓の間の寄与率（r2）はイノシシでは 0.63，シ

の放射性物質の基準である 100Bq/kg を超える検体の割合

カでは 0.73，ツキノワグマでは 0.77，カモシカでは 0.58 で

を地域別に求めた（表 1）
．また，原発事故前に採取され

あった．また，動物種によらず筋肉よりも肝臓の数値は低

た検体についての測定結果を示した（表 2）
．

い傾向にあったが，カモシカについては 33 点中 5 点で肝

吾妻地域については（図 1）
，1 年目は 100Bq/kg をこえ

臓の数値の方が筋肉よりも高い傾向が認められた（図 5）
．

る検体が少ないが，2 年目になると，100Bq/kg を超える検
体が増加している．利根沼田地域，中部地域，西部地域で
は，1 年目に 100Bq/kg を超える検体が多く見られ，その
後は減少傾向にあった．東部地域については，検体数が少
なく，傾向をとらえることはできなかった．また，原発事
故前に採取された検体についてはすべて測定下限値以下で
あった．
2) 動物種別の経時的変化
イノシシ，ニホンジカ，ツキノワグマ，カモシカ，サ
ル，ハクビシンについて各動物種の筋肉の測定結果より，
134Cs

と 137Cs の合計値，134Cs，137Cs およびについて図 2，

図 3，図 4 に示した．
134Cs

と 137Cs の合計値では（図 2）
，検体が捕獲された

時期に偏りがあるものの，すべての動物種において減少傾

図２．群馬県の野生動物の骨格筋における放射性セシウム（134Cs+
137Cs）濃度の経時的変化

向が認められた．134Cs と 137Cs をそれぞれわけてみると，
物理的半減期が 2 年程度である 134Cs はすべての動物種で
減少傾向が認められたが（図 3）
，半減期が 30 年程度の
137Cs

ではニホンジカで減少傾向が認められたものの，イ

ノシシ，カモシカ，ツキノワグマでは大きな減少傾向は認
められなかった（図 4）
．
表２．福島第一原子力発電所の事故以前に採取された検体の測定結果

図３．群馬県の野生動物の骨格筋における放射性セシウム（134Cs）
濃度の経時的変化
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2）心臓

33 点で筋肉よりも腎臓の数値が高かった（図 7）．
2

筋肉と心臓の間の寄与率（r ）はイノシシでは 0.66，シ
カでは 0.46，ツキノワグマでは 0.51，カモシカでは 0.70

4）脾臓

であった．動物種によらず，筋肉よりも心臓の数値は低い

筋肉と脾臓の間の寄与率（r2）はシカでは 0.95，ツキノ

傾向であったが，イノシシでは，15 点中 4 点で，シカで

ワグマでは 0.85，カモシカでは 0.96 であった．脾臓と筋

は 7 点中 1 点で（図 9）
，ツキノワグマでは 24 点中 2 点で，

肉の大小関係は動物種によって異なり，シカではすべての

カモシカでは 26 点中 4 点で心臓の数値が筋肉よりも高い

検体で筋肉の数値が脾臓より高い傾向が認められたが，ツ

傾向が認められた（図 6）
．

キノワグマでは 13 点中 2 点で，カモシカでは 26 点中 16
点で筋肉よりも脾臓の数値が高かった（図 8）．なお，イ

3）腎臓

ノシシについては，脾臓の採材を行えなかったため，分析
2

筋肉と腎臓の間の寄与率（r ）はイノシシでは 0.55，シ

していない．

カでは 0.88，ツキノワグマでは 0.86，カモシカでは 0.46
であった．腎臓と筋肉の大小関係は動物種によって異なり，

5）肺

イノシシでは，12 点中 5 点，ニホンジカでは，5 点中 1 点，

肺については，カモシカのみ分析を行うことができた．

ツキノワグマでは 25 点中 10 点，カモシカでは，34 点中，

筋肉と肺の間の寄与率（r2）は，0.58 であり，19 点中 2 点

図４．群馬県の野生動物の骨格筋における放射性セシウム（137Cs）
濃度の経時的変化

図６．野生動物の骨格筋と心臓の Cs-134, Cs-137 濃度の関係（Bq/kg）

図５．野生動物の骨格筋と肝臓の Cs-134, Cs-137 濃度の関係（Bq/kg）

図７．野生動物の骨格筋と腎臓の Cs-134, Cs-137 濃度の関係（Bq/kg）

野生鳥獣の放射性物質汚染状況

を除き肺の数値が筋肉より低い傾向が認められた（図 9）
．
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3）胃内容および腸内容
カモシカの胃内容物と腸内容物における放射性セシウム

３

胃内容・腸内容の状況

について検討した．腸内容は胃内容よりも明らかに高い傾

1）胃内容

向があった．腸内容物に対する胃内容物の比の平均値は
2

筋肉と胃内容物の間の寄与率（r ）はイノシシでは 0.51，
シカでは 0.27，ツキノワグマでは 0.66，カモシカでは 0.08

2.39 であり，腸内容物において放射性セシウムの濃度は約
2 倍になっていることが示された（図 12）．

であった．胃内容と筋肉の大小関係は動物種によって異な
り，イノシシとツキノワグマについてはすべての検体にお
いて筋肉の方が高い傾向が認められたが，シカでは 6 点中
3 点で，カモシカでは 25 点中 18 点で胃内容物の数値が筋
肉より高い傾向が認められた（図 10）
．

考察
地域別汚染状況については，文部科学省が実施した航空
機モニタリングの測定結果（2011（平成 23）年 9 月 27 日
発表）により，沈着量の多い地域である利根沼田地域およ

2）腸内容

び中部地域には，100Bq/kg を超える個体が多く認められ

腸内容については，カモシカのみ検討を行った．筋肉と
2

た．これらは生息環境が放射性物質に汚染されたことによ

腸内容物の間の寄与率（r ）は 0.12 であった．27 点中，2

り，その地域に生息する野生鳥獣の体内に取り込まれ蓄積

点を除き，腸内容物の数値が筋肉より高い傾向が認められ

したものと考えられる．しかし，一部沈着量の多い地域を

た（図 11）
．

図 10．野生動物の骨格筋と胃内容物の Cs-134, Cs-137 濃度の関
係（Bq/kg）

図８．野生動物の骨格筋と脾臓の Cs-134, Cs-137 濃度の関係（Bq/kg）

図９．カモシカの骨格筋と肺の Cs-134, Cs-137 濃度の関係（Bq/kg）

図11．カモシカにおける骨格筋と
腸 内 容 物 の Cs-134, Cs137 濃度の関係（Bq/kg）

図12．カモシカにおける胃内容と
腸 内 容 物 の Cs-134, Cs137 濃度の関係（Bq/kg）
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含む吾妻地域で，放射性セシウムの数値が 100Bq/kg を超

察されているが，野生動物種については臓器におけるセシ

える個体が認められない時期があり，沈着量の多い地域を

ウムの実際の蓄積量についても注意が必要であることを指

ほとんど含まない西部地域において，100Bq/kg を超える

摘できる．

個体が認められることは，野生鳥獣における濃度がその場

カモシカの胃内容物と腸内容物におけるセシウム濃度に

所への沈着のみでは説明できないことを示している．放射

ついては，腸内容物において胃内容物の約 2 倍のセシウム

性セシウムは生態系の中で不均一に分布しており，沈着後

濃度が確認された．これは，小金澤ほか（2013）が指摘し

の気候等の影響により，分布が変化していることが推察さ

たシカの傾向と矛盾しない．このことから，カモシカにお

れる（金子ほか , 2014）
．また，その地域全体への沈着量

いても摂取されたセシウムは濃縮して体外に排出されるこ

だけではなく，菌類やシダ類で放射性セシウムの濃度が高

とが推察される．排出物を分解する菌類は，セシウムを蓄

い傾向が指摘されたことから
（e.g. Yoshida et al., 2000; 浅見 ,

積する特徴があることから（e.g. 村松・吉田 , 1997; 山口ほ

2013），動物が餌とする食物の種類によっても，セシウム

か , 2012），森林内ではセシウムの濃縮循環が生じている

の蓄積量が異なることが想定される．

可能性がある．森林内における放射性セシウムの一部は，

野生鳥獣は，便宜的に人間が区分した地域に捕らわれる

植物などによって吸収され森林の内部循環に取り込まれて

ことなく，食物や周辺環境により生息場所を変更して，そ

いくと考えられていることから（Hashimoto et al., 2013; 金

の移動範囲も動物種によって異なる．このため，今後，野

子ほか , 2014），それらを摂食する野生動物についても継

生鳥獣肉の食品としての出荷制限を解除する際には，周辺

続して放射性セシウムを取り込んでいくことが想定され

環境の汚染のみでなく，その活動範囲も十分に考慮する必

る．このため，野生動物種におけるセシウムの動態につい

要がある．

て継続した調査を行い，データを積み重ねていくことが重

動物種別の経時変化では，ニホンジカについては物理的

要である．

半減期が 2 年程度である 134Cs，半減期が 30 年程度の 137Cs
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ともに他の動物種よりも明確な減少傾向を示した．他の動
物種については，134Cs では減少傾向が確認されるものの，
137Cs

では減少傾向は認められなかった．これは，シカが

検体の提供にご協力くださいましたすべての方に深く御
礼申し上げます．

餌とした植物に含まれるセシウムの減少スピードが，他の
動物が餌とする食物に比べて速い可能性を示唆しているが
（Ahman and Ahman, 1990; 1994）
，年間を通した餌の変化に
起因している可能性も否定できない（Ahman, 1998）
．
ヒトの場合，経口により体内に取り入れられた水溶性の
セシウムイオンは，消化管を通過する過程でほぼ 100% 吸
収され，全身の臓器を循環する．摂取直後は，心臓，肝臓，
腎臓に多く，その後，その後筋肉へ移行して筋肉の濃度が
増加し，同時に臓器のセシウム濃度は半減すると言われて
いる（Legget et al., 2003; 石原 , 2014）
．ウシなどでは放射
性セシウムは，臓器よりも筋肉に多く認められることが指
摘されているが（Fukuda et al., 2013）
，
今回の研究において，
野生動物種においてはその濃度がかなり異なっていること
が示された．とくに，セシウムの主要な体外への排出経路
である尿をつくる腎臓や，血液を多く含む脾臓においては，
カモシカなどで筋肉に蓄積されるセシウム量を上回る結果
となった．セシウムの体内での存在部位はその 80％が筋
肉と報告されており（石原 , 2014）
，現状，動物の測定では，
検体として筋肉が主に用いられている．食用にするための
判断をする際に，多くの臓器では，筋肉のセシウム濃度が
100Bq/kg 以下であれば，臓器も 100Bq/kg 以下にあると推
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付表１．カ モ シ カ に お け る 放 射 性 セ シ ウ ム（134Cs+ 137Cs、
137Cs、134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

付表２．ツキノワグマにおける放射性セシウム（134Cs+ 137Cs、
137Cs、134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

176

杢代俊枝・姉崎智子・水谷富哉・苫米地達生・浅見成志・小倉洋裕・後藤重幸

付表３．イノシシにおける放射性セシウム（134Cs+ 137Cs、
137Cs、134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

付表５．ニホンザルにおける放射性セシウム（134Cs+ 137Cs、137Cs、
134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

付 表 ６． ハ ク ビ シ ン に お け る 放 射 性 セ シ ウ ム（134Cs+ 137Cs、
137Cs、134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

付表４．ニ ホ ン ジ カ に お け る 放 射 性 セ シ ウ ム（134Cs+
137Cs、137Cs、134Cs）濃度値一覧（Bq/kg）

