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茨城県石岡市 魚住道郎 
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慈しみの大地・・・百姓は土に生きる 

放射能汚染と有機農業 1年半が経過して 

「縁農」 提携消費者とたまねぎ収穫 



茨城県石岡市（旧八郷町） 

1970年、大学時代にハワードに出会う 

以後有機農業40年  家族３名による営農 

耕作面積約３ha  平飼鶏600羽 

野菜２５０ａ、大豆麦３０～５０ａ、水田１５ａ 

日本有機農業研究会副理事長 

 自己紹介 
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3.1 イギリス土壌協会来日視察交流 

3.11震災、停電・断水・崩れ １週間 

    福井にいて翌朝発、夕方家にたどりつく 

3.15 放射性プルーム通過（乾性沈着） 

3.19 茨城県内出荷制限（ほうれん草ほか） 

3.21 降雨により沈着（湿性沈着） 

3.29 魚住農園ほうれん草（直接汚染） 

    ヨウ素1,342ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 

    134セシウム505ﾍﾞｸﾚﾙ/kg、137セシウム570ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 

4.6 茨城県有機農業研究会被災地救援支援会議 

  以後、毎週交代で東北被災地に応援に入る（計17回） 

【１】東日本大震災・原発事故と汚染 
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 まず東北支援へ 
毎週、野菜・食糧を東北へ車で搬入 
有機農業の仲間で毎週順番で計１７回東北への直接
運搬 

さらに有機農業の仲間、そして生協との協同チーム
で、ユンボ・ダンプ搬入してガレキ・ヘドロ撤去、発電
機持ち込み、川からの水のくみ上げで水産関係工場
機器洗浄支援（石巻） 

福島市、相馬朝市ＮＰＯへの野菜、卵の提供は2011
年11現在も続いている。 

 

 わが大地の放射能汚染 絶望感 
だが、農民は土と共に生きてきた。こ
の汚染をどう克服するか。 
有機農業運動は農薬・化学肥料に汚
染された大地から再生してきた 
 
 

絶望と救援 
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石巻にて 

気仙沼沼にて 



 研究会40年で最大の困難に立っている。 

 40年の有機農業の成果が一瞬にして崩
された。 

 私たちが問題としてきた「近代化」の結末
だ。 

 しかし、私たちは71年、農薬・化学肥料と
いう近代の汚染からスタートした。 

 逃れるわけにはいかない。なんとかして
克服しなければならない。 

 福島のみなさんと共に克服する。今日が
スタート。 

 みんなの知恵を振り絞って生産しよう。 

 作物を作り続けることが力になると思う。
今日は苗を持ってきた。作付けをはじめ
よう。 

母なる大地を信じて（5月福島集会） 
5/17、有機農業福島支援集会（三春） 
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 3月 「耕すな」、「表土をはげ」・・・とさまざまな言説。 

 4月 セシウムの粘土鉱物への固着説（日本土壌肥料学会） 

 4月 セシウムの有機物への吸着報告（新聞） 

そして 

 5月 「有機土壌は作物へのセシウム移行率（ＴＦ）が大きい」 

      との東大M教授ブログ。これを、『現代農業』が紹介。 

 

ＩＡＥＡの外国の不十分な有機土壌のデータをそのまま適用して、 

移行係数（ＴＦ） 

「有機質土壌＞砂土＞壌土＞粘土」 
との研究者発信は、農業現場に対しても消費者に対しても罪深かっ
た。 

 

表土を削れ？有機農産物が危険？ 
（５月） 
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Sand,Loam,Clay,Organicを比較しているが、Organicのサンプル数は一桁少ない。 

このことから、IAEAは’Information on organic soils was rather limited’(有機土壌の情報は極めて限ら
れている）とわざわざ注意を促している。 （IAEA  ‘TECHNICAL  REPORTS  SERIES  NO.472） 



作物へのセシウム移行が「有機質土壌」がいちばん高いという説は、まこ
としやかに流布され、 

 消費者が有機農産物を敬遠。積み重ねてきた消費者との「提携」困
難に。 

 有機農業に励んできた有機農業者への打撃。 

 「有機農業推進法」「環境保全型農業の推進」に逆行し、推進を阻害。 

 土壌肥料学会も粘土鉱物固着を主張するばかりで、生きた土壌の
全体像からのアプローチは拒否。 

「有機物危険論」が与えた影響 
  有機農業、有機農産物の敬遠 
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それでも援農（縁農）に来る提携消費者 
2011.6 

たまねぎを収
穫ながらほ場
の空間線量
の測定 



（１）救援・支援、復興計画に“腐植がつながる森・里・海”の思想を 
① 被災地への救援・支援  
② 復興計画の中に森里海の思想を  

③ 防災対策・流域自給をめざした「有機的農林水産復興プロジェク
ト」提言 

④ 「腐植」の機能に期待 
⑤ 首都圏でも防災を視野に入れた“有機農業公園”の増設を 

 

（２）放射能汚染と有機農業 
① 腐植の役割と、免疫力強化で乗り越える 
② 腐植の増産“堆肥わくわく運動”の推進 
③ 食生活をくずさない 
④ 表土は宝。“耕撃は最大の防御” 
⑤ 「除染」ということについて 
⑥ 土壌にふりそそいだ放射能をどうのようにするか 

 

2011.5月 魚住 

「震災と放射能汚染に向き合い 
この困難を乗り越えてゆく」を発表 
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 わが国の土壌中におけるCsの挙動を考える上では、わ
が国の土壌が持つ特有の土壌特性や鉱物学的特性の
理解が不可欠である。 

 諸外国で研究された土壌固相-液層間の放射性Csの分
配、植物吸収、流域レベルでの放射性Csの循環をそのま
まわが国に適用することには注意が必要である。 

 

日本の土壌の土壌特性、鉱物学的特性 

 わが国の土壌は火山活動の影響をうけている（火山灰
土壌の分布が広い） 

 雨が多い環境下で土壌が生成している 

 地形が急峻で狭い地域に多様だ土壌が分布している 

 水田という特殊な土地利用形態が存在している 

諸外国の土壌に比較して際立って特徴的 

（農業環境研究所報告第31号 2012） 

のちに（2012年になって） 
 農業環境技術研究所による指摘 
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腐植がセシウムを固着するならば、かえって作物へ
の移行は少ないはず。 

しかも、経根吸収がはじまる前から、土壌からの移行
率を煽る混乱の愚。 

初年度は、放射性プルーム通過・沈着による「直接汚
染」と、土壌沈着後の「経根吸収」を冷静に区別しな
がら検証する必要。 
 
 （Ａ）ひとつひとつの土壌と作物の実証による反証 
 （Ｂ）これまでの知見の検証 
 （Ｃ）ほ場の土壌分析 
 （Ｄ）「土壌」の再解釈 

【２】有機土壌への「いいがかり」に対する 
  有機農業現場からの反証と反論 
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（Ａ）土壌と作物の検証（2011年６～８月） 

有機農場 ほ場汚染濃度 作物 

茨城石岡市 
魚住農園 

Cs合計 
100～250 
ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 

直接汚染された小麦のみ
137Csが３７ﾍﾞｸﾚﾙ/kg。 
野菜類は137Cs検出限界15
ﾍﾞｸﾚﾙ/kg以下で不検出。 

福島二本松 
大内農園 

Cs合計 
2,000～4,000 
ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 
 

根菜・葉菜137Cs検出限界15
ﾍﾞｸﾚﾙ/kg以下で不検出。 
3,330ﾍﾞｸﾚﾙ土壌で育てた「ひ
まわり」全身のみ38ﾍﾞｸﾚﾙ
/kg（それでも移行率1.14％）。 
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粘土（２：１ケイ酸塩鉱物）のエッジに固着 

（Ｂ）知見の検証 
（B-1）塚田ら（日本土壌肥料学会） 

Cs＋ 1.8Å=0.18nm 

一定の日時を経てセシウムは微細雲母（イライト）のシート状の結晶の中に
取り込まれていく。 

FESにおけるイオン選択性 

Cs＋>>NH4
 ＋ >K ＋ 

1000  ：  5  ：  1 

ｲｵﾝ半径 
Ｋ＋ 1.33Å=0.133nm 武田晃、塚田祥文 土壌肥料学会公開シンポジウムより（2011/8/10） 

土壌肥料学会ＨＰより 
松中照夫『土壌額の基礎』より 
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土壌中のセシウムの存在形態 

「水溶性ー置換態ー固定態」 

（B-2）津村ら（環境研による長い期間の研究） 

理化学的性質 【Cs137の固定】 

腐植 
粘土含
量 

ＣＥＣ 
主要 

粘土鉱物 
（水溶性） 置換態 固定態 

高田 
土壌 

グライ
土 

4.2 40 29.0 モンモリロ
ナイト 

（0.2） 45.9 54.1 

甲府 
土壌 

灰色 
低地土 

4.1 5 13.5 （0.3） 39.8 60.2 

盛岡 
土壌 

多湿黒
ボク土 

12.6 
5～ 

40 
26.0 アロフェン （0.7） 42.8 57.2 
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 植物が容易に吸収できる水溶性セシウムはいずれもわず
か１％以内。置換態＋固定態で９９％以上。 

 水溶性の０.２％と０.７％の違いは、ことさら有機土壌による
作物は「危ない」という理由にならない。 

 土質による固定態の５４％，６０％，５７％の違いも変動の
範囲内ではないか？ 

 福島県の農地15万haの中で最も面積の多い水田は「灰色

低地土（グライ土）であり粘土を多く含む。福島県の畑ほ場
は腐植に富む「黒ボク土」が主で、いずれもこの表のような
日本を代表する土壌である。 

 置換態は「粘土と腐植の複合体」による塩基置換であり、有
機農業の基本。 

 置換態はpＨ変動で容易に溶脱して作物に吸収されるか？ 

   →緩衝能（有機的土壌） 

 

（津村氏らの実績の有機農業的解釈） 
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 粘土鉱物イライトが「痕跡程度」であっても、セシウム
粒子も痕跡程度（Ｋの不純物程度）で、この固定能力
は、 １kgあたり0.01～10cmolcと言われ、作付制限土
壌値である5000ベクレル/kg程度では、その1000万
～100億倍のセシウムを吸着できる容量を持ってい
るとされる。 

 粘土鉱物の端の風化によるエッジに固定化されるこ
とは了解できる。 
 

 他方、置換態の方は、単純な置換態であれば酢酸ア
ンモニウムですべて溶脱できるはず。 

 ところがそうはならないのはなぜか？ 

 もっと複合的な作用が働いてセシウムが固着されて
いる可能性がある。 
 

なぜ、酢酸アンモニウムで置換態の 
セシウムを完全に溶脱できないか？ 
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 典型的火山灰土による黒ボク土 
 粘土量は28.5%。 
 土性はＬｉＣ（粒径0.002以下の粘土25-45） 

 
 粘土鉱物のＸ線回析によって主要な粘土鉱物は
非結晶の「アロフェン」。 

 セシウムを固定化する2:1型結晶のイライトは
「痕跡程度」 
 

 腐植量 7.41％ 
 塩基置換容量（ＣＥＣ） 49.4％ 
 塩基飽和度 42.7％ 

（Ｃ）魚住農園ほ場の土壌分析へ 
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（Ｄ）土壌の「再解釈」 
  粘土と腐植は一体となって働く 

腐植が土壌

粒子を団粒化
する 

自由に動き
回るセシウ
ムイオンを
土壌粒子や
腐植が固定
する 

粘土鉱物もセ
シウムを固定
化する 

腐植 
R-COO＋Fe 

R-COO ＋Cs 

ゼオライト
による吸着 
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団粒という構造 

ミクロ団粒（～50μm） 

腐植 

粘土 

Na＋ 

Ca 2

＋Ｋ
＋ 

Cs ＋ 

Cs ＋ 

Cs ＋ Cs ＋ 

Cs ＋ 

Cs ＋ 

Cs ＋ 

Cs ＋ 

青山正和『土壌団粒』2010よ
り 

日本ペドロジー学会編 

『土壌を愛し、土壌を守る』2007よ
り 

青山正和『土壌団粒』2010よ
り 

微生物 

マクロ団粒（250μm～） 
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粘土粒子表面の塩基置換と 
腐植のカルボキシル基・水酸基との結合 

腐 植 
親水性フルボ酸 

フルボ酸 

腐植酸 

ヒューミン 

疎水性フルボ酸 

Humus Humus 

Humus 

Cs＋ 

Cs＋ 

セシウムは腐植のカルボキシル基・水酸基に吸着・置換さ
れる 

平舘俊太郎「土壌腐植物質の化学構造とそ
の機能」 (2007) 農業技術研究所 

陽イオン 
交換 

配位子 
交換 

Cs 

土壌微生物は粘土粒子の隙間や、
ミクロ団粒、マクロ団粒の隙間
（孔隙）を住処にしている。 
 

その90%以上は、粘土表面や腐

植に吸着されて、流亡すること
なく、豊かな生命の世界を 織
りなしている。 

粘土粒子が団粒構造をとるのは
腐植とあわせて、微生物の代謝
産物、粘性分泌部による 

カルボキシル基 

腐植は配位結合で連なっ
てペプチドを形成してい

る 腐植 

Cs 

（ｱﾙｶﾘ不溶、酸不溶） 

（ｱﾙｶﾘ可溶、酸不溶） 

どのpHで
も可溶 

カルボキシル基。フェノール水酸基
に吸着されるセシウム 

大きさ（μm） 
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 土壌は粘土だけであるわけではなく、腐植があり、微生
物がいて、植物の根圏があって、その相互作用と構造に
よってはじめて「土壌」となる。 

 「腐植」は、結晶のような単純で規則的なものでなく、不
定形で複雑であるがゆえに、多様な結合をし、柔軟な緩
衝能を有する。吸着したり、離したりをくりかえしながらの
動的な動きをしているはずだ。 

 「生きた土壌」とはこうした有機的なものであり、その総合
力としてある。 

 団粒構造が作られることで、通気性や水はけのみならず、
塩基置換容量は大きくなり、作物を育てる補肥力や変化
に対する緩衝能を持って植物に対する安定性を保持して
いる。 

 セシウム吸着・固定能も「粘土－腐植－微生物」の総合
力としてとらえるべきである。 

 複雑な分子構造の化学物質である農薬に対する腐植に
よる吸着機能にも改めて注目する必要がある。 

結論は「粘土－腐植－微生物複合体」 

20 



 「除染」について・・・・表土を剥いでその莫大な土
をどこにもってゆくのか？ 

 日本の土壌がセシウムを固着させる能力を持って
いる以上、何十年、何百年と固着しておいてもらい、
作物への移行を抑えながら、他への汚染流出も
抑えることがもっとも適確である。 

 いたずらに表土を剥いで「除染」をして、農民の宝
である作土を除去することは、地表の長年の腐植
蓄積と堆肥による土作りの成果を剥離することに
なる。 

 さらに、土壌や森林でのセシウム固定は、流域の
河川や海の汚染を抑制することになる。 

 有機農業者は自分の田畑さえきれいになればよ
いとは考えておらず、この間「森・里・海の人々が
共に生きる流域自給」を訴えてきた。 

【３】母なる土壌と共に生きる 
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8/27 日本有機農業研究会40周年記
念シンポジウムにて発表 

 

9/29～10/1 韓国で開催されたＩＦＯＲ

Ｍ世界大会で「困難を乗り越える有機
農業運動」を発表 

2011年８月、「有機農業の生産現場
と放射能汚染」発表 
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 直接汚染を免れたイネであったが、農園の谷津田
のコメ（玄米）からは137Cs6.9、134Cs4.8、計12ﾍﾞｸ
ﾚﾙ/kgを検出。 

 放射能のフォールアウトを受けて汚染されていた
草が鋤込まれたのち、夏場の高温期に有機物の
分解がすすみ、 NH４＋イオンが発生とともに、付着
していたセシウムの溶脱がすすみ、そのままイネ
に吸収された可能性。 

 また、谷津なので周辺の森からの初年度溶脱によ
る流入があったと思われる。 

 これはフォールアウトがあった初年度の問題で、
分解されて土壌に固着化されてしまえば、低減で
きると考えられる。二年次以降を慎重に検証する。 

 微生物の力で有機物分解促進させて早期に粘
土・腐植に固着させることが必要。 
 
 

初年度 玄米への移行の考察 
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 茨城県石岡地区に沈着した
セシウムは１～６万ベクレル
/㎡（50～300ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）。 

 すでに３月表土かきとること
なく耕耘して春作を再開。セ
シウムは土中にうない込ん
で100～150ﾍﾞｸﾚﾙ/kgに分散。 

 さらなる対策で、ゼオライト
投入後プラソイラーで縦横
に深さ１mの心土を反転させ、
作土を残しつつセシウムを
薄める作業へ。 

 生産者の被ばく（内外共）を
防ぐことが肝要（尿検査：1.6
ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑、息子2.5）。 

 
 

2011年７月～ 
ほ場土壌の本格的放射能汚染低減対策 
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・3月フォールアウト時に葉を
つけていたカシの落葉土層
は2,000～3,500ベクレル/kg。
利用は困難。 
・3月時葉がなくその後葉をつ
けて落葉しはじめたクヌギ、コ
ナラの落葉は180～250ﾍﾞｸﾚ
ﾙ/kg。これなら利用できる。 
 
・→クヌギ・コナラ落葉前に雑
木林地表面をモアで粉砕・鋤
込みをして、カシ落葉層を土
中に埋め込み、新たに落葉し
た低汚染のクヌギ・コナラの
落葉を利用。 
 

10月～2011年冬の落葉の利用可能
性の検証～初年度落葉は利用可能か 
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日本有機農業研究会と常総生協でゲルマニウム半導体検査器を共同で購入し、共同事業開
始。有機農業・流域の土壌、作物汚染レベルの再検証（2012/4～） 

 

（１）有機ほ場の初期汚染レベルの確定と、見通し 
 有機の仲間のほ場の再測定による2011.3月時点の沈着量確定と今後の見通しの推定 

 （詳細データは11/27配布予定） 

【４】放射能汚染から１年 
 2012.4～森里海共同検査室創設 

有機農業 
ほ場 

n 表面沈
着量※ 

初期土壌
沈着量 2年後 5年後 10年後 

地 名 KBq/m３ Bq/kg（FW） Bq/kg（FW） Bq/kg（FW） Bq/kg（FW） 

川俣町山木屋 3 3,122 19,247 14,000 10,400 8,000 

福島市 3 383 2,345 1,700 1,250 960 

二本松市 13 288 1,838 1,350 990 760 

田村市 16 126 815 600 440 340 

茨城県石岡市 21 19 128 95 70 50 
※福島県川俣町山木屋は「計画的避難区域」 
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森里海共同検査室のスタートにより検出限界0.5
ﾍﾞｸﾚﾙ/kgで作物移行の実証検証へ 
 土壌汚染濃度は1年を経過して80～150ﾍﾞｸﾚﾙ/kg 

 農園では年間約100品目を栽培しているが、春～夏
作ではほぼ0.5ﾍﾞｸﾚﾙ以下。検出されたのがニラ（ニ
コニコ太郎）で137Cs1.3、134Cs0.9。サラダ菜および
じゃがいも（キタアカリ）で0.5以下でピークあるが定
量できず。 

 2012年産の玄米は検出限界0.6ﾍﾞｸﾚﾙ/kg以下で不
検出のものと、137Cs6.9、134Cs4.8検出の両方。谷
津田への周辺森林からの流入は続いている可能性
あり。 

 2012年産小麦（玄麦：農林61号）は0.6以下で不検出。 

（２）検出限界0.5での作物検証 
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二本松有機農家大内氏が籾殻による除染実験。 

使用前の自家籾殻137Cs660、134Cs441、計1,100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg。 

この籾殻をネットに入れて水田取水口に１週間。 

結果、137Cs2,910、134Cs1,980、計4,890ﾍﾞｸﾚﾙ/kgに。3800ﾍﾞｸﾚﾙ近くを吸着。 

 

その点で、堆肥に籾殻を大量に使うことは土壌中での部生物作用によるｾｼｳﾑ吸着の土台
としても寄与している可能性あり。 

東大・小豆川氏の研究でも、籾殻、稲わら表面に菌が層をつくりセシウムを吸収していることが解明された。この菌
類は超音波洗浄でも剥がれず、過酸化水素で洗浄してようやく除去でき、残った籾殻の放射能は検出限界以下と
なるとされる。ここでもケイ素表面と菌類の共生による総合力といえる。 

（３）福島での籾殻による除去実験 
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もみがら表面の走査顕微鏡写真→ 
もみがら表面の凹凸の間に繁茂する菌類 

東京大学 小豆川勝見（環境分析化学） より 



 二本松のほ場2年目で土壌汚染濃度レ
ベルは幾何平均1,350ﾍﾞｸﾚﾙ/kg（200～
2,000）と推定される。 

 これを1000ﾍﾞｸﾚﾙ/kg以下に分散できる

かを目標に作業応援に入る。同時に昨
年来手つかずの雑木林の落葉対策を
応援（11/7～8）。 

 11/27にはその結果も報告する予定。 

福島の仲間と共に・・・再度再生支援に 
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震災・原発事故から２年目 
近代の結末から、世直し運動としての有機農業運動 

震災による原発災害は起こるべきして起こってしまった「事故
というより事件」。 

わが国の近代化は足尾、水俣の延長に福島の悲劇を生じさ
せてしまった。 

東電や国の責任を問うのは当然としても、私たち自身の責任
が今問われている。 

福島の人々が今後どのように生きてゆけるのか、私たち一人
一人に問われている。 

福島の人々、東北の被災地の人々と結びつきながら、森里
海の人々が共に支え合う、世直し運動として、大地に根ざし
た有意農業を各地で展開する時である。 
 

【５】 まとめ 
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