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研究成果の概要（和文）：放射能汚染の速度を考慮して平成23年8月から9月および平成25年8月から9月にかけて、北緯
80度のスバールバル群島中のスピッツベルゲン島にてヒゲアザラシ、ワモンアザラシ、スバールバルトナカイ、シロカ
モメ、ライチョウ、ホッキョクチャー（硬骨魚類）、クリオネ等の貝類、および地衣類を得た。セシウム１３４と１３
７を測定したが、高値は得られなかった。このことは現在までのところ北極圏の生物には放射能汚染が新しく生じては
いないことを示している。しかし、北極圏生物の生態系を守るために、放射能の拡散速度を考慮して今後の不断の、長
期にわたる注意深い観察が必要と考えられる。

研究成果の概要（英文）：We performed investigations of radiocontamination of fauna and flora in
Spitsbergen in Svalbard archipelago from August through September 2011 and from August through September
2013. We obtained bearded seals, ringed seals, Svalbard reindeers, glaucous gulls, ptarmigans, arctic
chars, shellfishes, soil, and lichen (Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, Cladonia rangiformis,
Cladonia furucata, Cladonia convoluta, Hypogymnia physodes, Pseudevernia fururacea, Lasallia pustulata,
Lobaria pulmonaria, Alectoria ochroleuca, Sereocaulon alpinum, Ramalina farinacea, Ramalina fastigiata,
Ramalina siliquosa, Rocellia ficiformis, Rocellia fucoides). We measured values of cesium134 and
cesium137 from the specimens. No high values were obtained from the specimens. We concluded that no
radiocontaminations have happened, but we also concluded that continuous and long surveys are necessary
to protect the ecology in the arctic.
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