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Radon Anomalies Prior to Earthquakes (I)-Review of Previous Studies-
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The relationship between radon anomalies and earthquakes has been studied for more than 30 years. However, most of the 

studies dealt with radon in soil gas or in groundwater. Before the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, an anomalous increase 

of atmospheric radon was observed at Kobe Pharmaceutical University. The increase was well fitted with a mathematical 

model related to earthquake fault dynamics. This paper reports the significance of this observation, reviewing previous stud-

ies on radon anomaly before earthquakes. Groundwater/soil radon measurements for earthquake prediction began in 1970's 

in Japan as well as foreign countries. One of the most famous studies in Japan is groundwater radon anomaly before the 1978 

Izu-Oshima-kinkai earthquake. We have recognized the significance of radon in earthquake prediction research, but recently 

its limitation was also pointed out. Some researchers are looking for a better indicator for precursors; simultaneous measure-

ments of radon and other gases are new trials in recent studies. Contrary to soil/groundwater radon, we have not paid much 

attention to atmospheric radon before earthquakes. However, it might be possible to detect precursors in atmospheric radon 

before a large earthquake. In the next issue, we will discuss the details of the anomalous atmospheric radon data observed 

before the Hyogoken-Nanbu earthquake. 
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I緒 言

1995年1月17日 午前5時46分 に兵庫県南部地震

(MJ=7.3)が 発生 した*。 この直下型地震による犠牲者

は6,000人 以上, 建物や高速道路の倒壊など甚大 な被害

が発生し2,3), 阪神淡路大震災と呼ばれている(第1図)。

この兵庫県南部地震に先行 して発生した, 地下水中のラド

ン(222Rn)濃 度の上昇4)と大気中のラドン濃度の上昇 氏6)は
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*地 震のマグニチュー ドについては数種類の算 出法がある。本

稿 においては、 国内の地震 に関 しては原則 として気象庁 マグ

ニチュー ド(M)1)で, 外 国の地震(及 び気象庁 マグニチュー

ドが不明な国内の地震)に 関 しては, 各引用文献中に示 され

ていたマグニチュー ド(Mjの 計算法によるマグニチ ュー ドと

は必ず しも一致 しない場合 もある)をMの 表記で示 した。
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国連科学委員会の報告書7)や 地震予知連会報8)に も取 り

上げられてお り, 地震前の明確な前兆が捕 らえられた観

測データとして注 目されている。

ラ ドンは(1)放 射能 を有するため ごく微量で も検 出

が可能であること, (2)不 活性 ガスなので濃度変化は物

理的な要因のみによって生 じることから地震予知研究の

中でポピュラーな項 目の一つ として古 くか ら観測が続け

られて きた9)。以前に本誌で脇田が 「ラ ドン観測 と地震

予知」10)と題 して解説 しているように, 地下水中のラ ド

ン濃度が地震の前(後)に 変化するとい う報告 は国内, 

国外で数多くなされてきた。 また地震前には地殻に加わ

る応力の作用によって, 岩石の割れ目や地下水中に存在

する高濃度のラ ドンが断層などの巨視的割れ 目に沿って

上昇 し, 地表面から散逸するラドンが増加することも予

想される0そ こで, 断層上で土壌 ガス中(十 中)ラ ドン

濃度や土壌か らのラ ドン散逸率 をモニタリングし, 地震

との関連付けを行う試みも行われている。一方で, 地下

水中ラ ドンや土中ラ ドン濃度に関する報告に比べ ると, 

大気中ラ ドン濃度と地震 との関連 に関する報告は非常に

少ない。その数少ない例 として, 兵庫県南部地震前に安

岡と志野木が観測 した大気中ラ ドン濃度上昇に関するデ

ータ5,6)がある(第2図)。

近年, この地震前のラ ドン濃度上昇を数理モデルに適

用する試みが論文発表 された11)の を機に, 放射線医学

総合研究所 か らプ レス発表 を行った ところ12), 読売, 

毎 日などの新聞各紙や雑誌等 にも取 り上げられ, 同時に

多くの質問, コメントも寄せ られた。そこで本報告では, 

2回 に渡ってプレス発表の背景, 内容を再度解説すると

ともに, 本研究分野における現状 と今後の展望について

述べる。今回は第一報 として, 従来の地震予知目的のラ

ドン観測例を地下水中, 土中, 大気中ラ ドンに分けてレ

ビューし, それぞれの測定の特徴 を考察す る。

II 地震 と関連付けたラドンの観測例

地震とラ ドンとの関連についての研究は古 くから行わ

れてきた。 以下, 地下水中ラ ドン, 土壌空気中(土 中)

ラ ドン, 大気中ラ ドンについて, 従来の観測例を簡単に

レビュー し, それぞれのラ ドン観測の特徴を考察してみ

る。地下空間における空気中ラ ドン濃度測定は, 土中ラ

ドンの項で述べ る。

2. 1地 下水中ラ ドン

地震に関連 した地下水中ラ ドン濃度の変化の報告例は

わが国では北但馬地震(1925年Mj=6.8), 長野地震

(1941年Mj=6.1)な どかなり古 くか らある10)。これに

対 し, 地震の前兆的変化 として世界的に注目された例は

ソ連のタシケント地震(1966年M=5.5)の 前の地下水

中ラ ドン濃度変化であり, 以来この方面での研究が急速

に進展 した10)。1970年 代以降は, 中国, インド, 旧ソ

連, 米国, イタリア, 台湾など各国地域から地震前の地

下水中ラ ドン濃度異常が報告されている。諸外国の報告

については数が多いので, ここでは詳細に言及 しない。

TOUTAIN and BAUBRON13), あるいはSILEVITCHら14)の レビュ

ーに地震前のラ ドン濃度異常(大 部分は地下水中ラドン)

に関連 した論文 リス ト(1970年 代か ら1990年 代中ごろ

まで)が あ り, よくまとまっている。SILEVITCHら の レビ

ューでは, 地下水中, 土中ラ ドンを併せ て, 86の 地震

か ら観測 された125の ラ ドン濃度異常を取 り上げてい

る。2000年 代以降 も地下水中のラ ドン濃度異常につい

てはい くつ もの報告がなされている(例 えばKuOら15), 

ZMAZEKら16))。

地下水中のラドン濃度測定は, 当初地下水をサンプリ

ングしてきて液体シンチ レーションカウンタで測定する

方法やバブリングによって追い出 したラ ドンを電離箱で

測定する方法が用い られていたが, 測定技術の発達とと

第1図 横倒 しになった阪神高速道路 と大気中ラ ドン

濃度の上昇を観測 した神戸薬科大学(写 真:朝 目新

聞社提供)

第2図 兵庫県南部地震前に観測された大気中ラ ドン

濃度(日 最低値)の 上昇の様子
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もに1980年 代頃か らは連続測定器が用い られるように

なった17,18)。

日本では, 1970年 代以降東京大学や地質調査所(現

産業技術総合研究所)な どのグループが地震予知 を目的

とした ラ ドン観測 を実施 して きた。 地 質調査所 では

1978年 よ り地下水中ラ ドン濃度の連続観測 を続 けて き

た。 当初 は東海地震の予知を目的 として, 静岡県内の8

地点で観測 を行い, 延べ13箇 所 にまで観測点 を増や し

て測定を行 ってきた。その後, 観測井の状況によ り取捨

選択が行われ, 1996年 の時点ではラ ドン観測は3箇 所

のみに絞 って続け られている19)。東京大学のグループ

では, ZnS(Ag)シ ンチレータを用いた連続測定装置を開

発 し20), 東海地方 を中心 に観測地点 を設 けて, 地下水

中ラドン濃度の観測 を続けてきた。 この観測の中で, 脇

田らによる伊豆大島近海地震(1978年Mj=7.0)前 のラ

ドン濃度異常 に関す るデー タ21)は特 に有名である。 こ

れは国際地震 学及 び地球 内部物 理学協会(IASPEI, 

International Association of Seismologyand Physics of Earth's

Interior)の 地震前兆 リス トにも登録22)さ れてお り, 周

囲にある他の観測点の地下水位変化や体積歪変化 とも良

く対応 した信頼度の高い前兆現象 として評価 されてい

る。 この報告 によってラ ドン濃度変化が地震予知のため

に重要であると確認 された。

また, 観測井の地震 に対す る 「感度」も評価 されてい

る。東京大学のグルー プのIGARASHI and WAKITA23)は

1984年 ～1988年 の間に, 地震後のラ ドン濃度変化を12

例見いだ し, 福島県双葉断層上にある鹿島観測井が地震

に対 して敏感 な井戸であることを明らかに した。 この

12例 の地震後の ラ ドン濃度変化 を調べたところ, 地震

のマグニチュー ドが大 きいほど, また地震の発生位置が

鹿島観測井に近いほど, ラ ドン濃度異常の振幅が大 きい

ことを明らかにした。ただしこれは地震後の変化なので, 

予知 という面ではなく, 震源からの距離, マグニチュー

ドとラ ドン濃度変化 との関係を定量的に明 らかにした点

で意義深い。前兆的ラ ドン濃度異常についても, この観

測井か ら約1,000km離 れた鳥島近海を震源 とする地震

(Mj=7.6)の1週 間前に生 じたラ ドン濃度 の異常な上昇

を報告 している24)。また, IGARASHIら25)は 鹿島観測井

におけるラドン濃度の地震に対する 「感度」が長期的に

は変化するとい う興味深い事実 も報告 している。

その他国内の研究機関では, 岐阜大学で0.5Bq/m3と

いう非常に低い濃度まで測定可能な地下水 中ラ ドン濃度

観測装置26)が 開発 され, 地震予知研究の一環 として県

内の断層近傍を中心 に連続観測が続 けられている。現在

では14箇 所の測定地点におけるデータがホームページ

上で公開されている。また近年の国内での観測例 として

は, 冒頭 に記 した兵庫県南部地震前の地下水中のラ ドン

濃度の上昇 について報告 したデータ4)が有名である。

このように地震前の地下水中ラドン異常の観測例は国

内外で数多 く報告 されているものの, 地震前のラ ドン濃

度の変動パ ターンは必ず しも一定ではない。例えば, 兵

庫県南部地震前にIGARASHIら4)の 西宮の観測点では濃

度の顕著な増加が見られたが, 神戸薬科大学における地

下水 中ラドン濃度は地震の前に下降している27)。また, 

前述の東京大学の福島県鹿島観測井 と同じ双葉断層上に

ある他の観測井では地震に対する感度が高 くないことが

報告 されてお り, 同 じ断層上にある井戸でも地震に対す

る感度の高い井戸 とそうでない井戸があることが示唆 さ

れている。 しか も地震に対する感度がどの程度であるか

は観測 してみない とわか らないというのが現状である。

これは観測井周辺の局所的な構造 の不均一性によるもの

と推定されている。 このような現状 を考えると, 観測井

を多 く設けて, それらの地下水中ラドン濃度の変化から震

源を特定しようという試みは難しいという考えもある9)。

このようにラ ドンという1種 類のガスのみを観測する

だけでは地震 に応答するメカニズムを研究する上で限界

も指摘 されてお り, 近年ではラドン以外の化学種 を同時

に測定する研究 も実施されている。VIRK and WALIA28)は

He/Rn比 が地震に応答する可能性 を示 した。 この研究で

は地震の3週 間 くらい前か ら地下水中のラ ドン濃度は減

少傾向を示 し, 土中のHe濃 度は地震の2週 間くらい前

か ら増加傾向にあった。He/Rnの 比 をとると地震 の10

日ほど前に顕著なピークが見 られている。地下水中に溶

存 している複数のガス濃度の比 を指標にした前兆現象検

出の試みは1970年 代 より報告があるが29), ラ ドンと他

のガスを同時測定 して, その比 を指標にする試みは比較

的新 しい。東京大学のグループで もラ ドン(222Rn)の み

な らず, 4He, CH4, N2, O2, 36Ar, 40Ar, CO2, 220Rn

など複数化学種の同時測定 を検討 している30)。

2. 2土 中ラ ドン(地 表面からの散逸ラ ドン)

土壌 ガス中のラ ドンに関 しては, 古 くはHATUDA31)が

1944年 の東南海地震(紀 伊半島南東沖20kmを 震源と

するMj=7.9の 地震)の 前に土中ラ ドン濃度が増加 した

とい う報告 をしている。HATUDAは 京都大学構内におい

て地下60cm, 1m, 2mの 深 さの土中ラ ドン濃度を継続

的に測定 していた ところ, 地下2mの 深 さのラ ドン濃度

が東南海地震前に顕著に増加するのを観測 した。これは, 

次節で述べ るOKABEの 研究32)と ともに地震 とラドンと
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の関連 を指摘 した先駆的な研究でありなが ら, 当時の地

震学者からは全 く無視された と岡部は述べている33)。

土中ラドン濃度(土 壌表面から散逸するラ ドン)を 測

定することで地震 との関連付けを検討する試みが本格化

するのは1970年 代で, それ以降は国内外で多 くの報告

がなされるようになった。例えば国内では, 地質調査所

が断層上の地中に深さ50cmの 観測孔を掘 り, その底部

に固体飛跡検出器を吊るして10～14日 ごとに検出器 を

交換する方法(aト ラック法)を 用いて, 土中か ら放出

されるラドン及びその子孫核種の濃度変化を測定する試

みを報告 している34)。 また, 地表面にパ ッシブ型測定

器を1～3週 間設置 し, 地表面か ら散逸するラドンを積

分測定する試みが宇井 ら35,36)によって行 われている。1

～3週 間の曝露期間が終了 しだい, 測定器を交換するこ

とにより連続的にデータを得て, 地震 との関連を考察 し

ている。この研究では長野県西部地震(1984年Mk=6.8)

の2週 間前から全ての観測点(6地 点)で, ラ ドン濃度

が著 しく増加 したことを報告 している。

海外ではKING37)が カリフォルニア州で断層上に観測

孔 を掘ってラ ドン測定器 を設置 し, 地震 との関連を検討

している。 ここでは, マグニチュー ド4.3の 地震の数週

間前から土中ラ ドン濃度が急速 に上昇する現象 を報告 し

ている。 さらにKINGら は, Landers地 震(1992年M=

7.5)の 後 に, 地表面に現れた断層(地 表地震断層)上

で同様の観測を行った結果, ラドン濃度が一桁上昇 した

と報告 している38)。同じく米国のFLEISCHERら も同時期

にパ ッシブ型測定器を地中深 さ60cmの 位置に設置 し

て, 地震 との関連を検討 している39,40)。パッ シブ型測

定器を用いて土中ラ ドン濃度をモニタリングし, 地震 と

の関連付けを検討する研究は近年で も報告があるが41), 

一方でこの手法では測定器(固 体飛跡検出器)を 定期的

に交換 しなければな らず, やや手 間がかかる面 もあっ

た。

近年では土中にプローブを差 し込んで土壌ガスを連続

的に吸引することによってラ ドンを連続測定可能な装置

が開発 され, 市販 もされている42)。そのため近年では, 

このような連続測定器 を断層近辺に設置 して, 土中ラド

ンと地震 との関連付 けを検討す る研 究がギ リシャ43), 

ス ロベニア44), 台湾45), フランス ・フィリピンのグル

ープ46)な どか ら報告されてい る。地震 に対する感度 に

関する検討 も行 われてお り, GHOSHら47)は マグニチュ

ー ド7級 の地震に対 しては, 1,000km程 度先の震源の地

震に対しても感度があると評価 している。土中ラ ドン測

定の多 くは, 地表面か ら1m以 内の深 さの観測孔で測定

しているものであるが, PAPASTEFANOUら43)は 地下25m

か ら50mの 土中ラ ドン濃度 もモニタリングする試み も

報告 してお り, 地震活動に連動 して地下25mで のラ ド

ン濃度が1桁 上昇する現象 も観測 している。STEINTZら

は観測孔に沿 って4m, 10m, 55mの 深さに測定器を設

置 して, ラ ドン濃度変動に影響 を与えるパラメータを検

討 している48)。

今 までの地下水中 ・土中ラドン濃度異常をまとめたレ

ビュー14)に よると, 地下水 中あるいは土中ラ ドン濃度

異常が始まる時期は, 大半の場合, 地震発生 日か らさか

のぼって約30日 以下の時点である。 また異常の継続す

る期間は最大で200日 程度 と報告されている(地 震発生

後 も異常が継続する場合 も含んでいる)。 前述のように, 

地下水 中ラ ドンは地震前に濃度が上昇す る例 もあれば, 

下降する例 もある。それに対 して, 土中ラドンの場合は, 

一般的に地震の起こる数 日から数十 日前か らラドン濃度

が異常 な上昇を示すパ ターンが多 く見 られる。

地下水中ラ ドンの節で も複数のガスを同時測定する試

みについて触れたが, 土壌中ガスについても同様に地震

前兆現象検出のためのより良い指標 を求めて, ラ ドンと

その他のガスを同時に測定する試みが報告されている。

YANGら45)は 土壌ガス中のラドンのみならず, 3He, 4He, 

20Ne, 220Rn(ト ロン)を 同時測定 し, ラ ドン濃度異 常 と

トロン濃度異常 との関連性, あるいは3He/4He比 の異常

とラ ドン ・トロン濃度異常 との関連 を考察 している。 ラ

ドン濃度異常 と トロ ン濃度異常が良 く相関 しているこ

と, 3He/4He比 の異常 とラ ドン濃度異常 とが良 く相関し

ていることなどを報告 している。

地下空間内(洞 窟や坑道)で ラ ドン濃度を観測 した例

もいくつか報告されている。国内では坑道内で空気中ラ

ドン濃度を観測 した例49～54)があり, 地震 前に濃度が上

昇する現象 も観測 されている。 下 と山内49)は降水, 大

気圧 と坑道内ラドン濃度 との関連を検討 した。降水後に

ラ ドン濃度が急激に増加する現象については, 降水によ

る地下水の増加によって, 岩盤内の空隙に地下水が入 り

込むため, 空隙内に存在 していたラ ドンが押 し出される

ように坑道内に供給 され るためであろうと考察 してい

る。 これにより, 岩盤内でのラ ドンの移動に地下水が深

く関わっていることを指摘 した。 また, 大気圧 とラ ドン

濃度との逆相関 も報告 している。YAMAUCHI51,52)は観 測

坑内における伸縮計 とラ ドン濃度の測定値 とを比較検討

した結果, 坑道内のラ ドン濃度が上昇す る現象について, 

応力が地殻に作用 して岩盤の特定の方向の割れ 目が開

き, その割れ目か らラドン濃度の高い地下気が坑道内に
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流入するというメカニズムを提案 している。 この研究は

地震前にラドン濃度が変動するメカニズムを説明した点

で貴重である。

地下空間の空気中ラ ドン濃度を測定することによって

地震 との関連付けを検討す る研究は, 国内外 を含めてそ

れほど多 くの報告はない。 地下空間内のラ ドンは濃度 レ

ベルが高いため精度良い測定はできるものの, 既設の坑

道あるいは洞窟などを利用 して測定器を設置するという

点では, 測定ポイントを選定する自由はあまりなく, あ

る程度設置場所が限られてしまう点が関係 しているかも

しれない。

2.3 大気中ラ ドン

地下水中ラドン, 土中ラ ドンに比べ ると, 大気中(地

表面付近ではない空気中)ラ ドンと地震 との関連を検討

した例は極めて少ない。古 くは1950年 代にOKABE32)が

地上2mの 高さに空気取 り入れ口を設けて, 大気中ラド

ン濃度と地震 との関連を検討 した。KOMURAら55)は 地上

1mの 大気 中ラ ドン濃度を連続測定 していたところ, 観

測点のごく近傍で発生 した地震(1996年9月10日 発生, 

震源:観 測点から9km, 震源の深さ4.5km, M=3.2)の

10日 前に突然濃度が通常の3～4倍 の レベル(60Bq/m3

以上)に 上昇 した例を報告 している。 これ以外では, 大

気中ラドンと地震との関連を検討 した報告はほとん ど見

当たらず, 兵庫県南部地震前に神戸薬科大学(神 戸市東

灘区本山北町)で 観測 された大気 中ラ ドン濃度異常のデ

ータは貴重である。このデー タについては次報において

詳 しく述べるが, 地震の約2か 月前か ら継続的にバ ック

グラウンドの3σ(σ:標 準偏差)を 超 えて濃度が上昇

する様子が観測された5)。前述のように, 地下水中 ・土

中ラ ドン濃度異常が大半の場合, 地震発生日か らさかの

ぼって30日 以下の時点か ら始 まっていることと比べる

と, より早い時期から継続性のある前兆現象 を捉えてい

たことになる。

またラドン濃度と密接に関係 していると考えられる大気

イオン濃度に関しては, 同じく兵庫県南部地震前に神戸市

東灘区魚崎において, 大気イオン濃度の異常が観測56)さ

れてお り, 地震前兆現象 として地表面か らラドンが異常

に発生 したことにより, 大気 イオンが変動 した と考察 し

ている。 さらに, この大気イオ ン濃度の測定値 と, 神戸

薬科大学の大気中ラドン濃度 か ら見積 もられる大気イオ

ン濃度とはほぼ一致 していることも報告 された57)。

地震と関連付 けた大気中ラドン濃度異常は今 まで何故

報告が少 なかったかについて, 次の理 由が考え られる。

大気 中ラ ドン濃度はお よそ10Bq/m3程 度と, 土壌 中あ

るいは坑道内のような地下空間のラドン濃度(一 般に数

千Bq/m3以 上), あるいは地下水 中のラ ドン濃度(一 般

に数万Bq/m3以 上)に 比べて桁違いに低 く, 地震の前兆

として濃度 に変化が起 きたとしても気象要因その他の影

響による変動に埋 もれてしまう可能性が大 きいことであ

る。そのため前兆現象を捉えるためには, かな りの長期

間平常時のデータを蓄積する必要がある。大気中ラ ドン

濃度は, 大気 トレーサーの研究などで多 くの測定例があ

るが58～60), 大気中ラド ン測定によって地震前兆と思わ

れる異常現象 を検出した観測例は上述 したように極めて

少ない。

地震の前兆現象 としては今 まであまり観測例のなかっ

た大気中ラ ドン濃度であるが, 従来の主流であった地下

水中ラドン, あるいは土中ラ ドン濃度観測 と比較して次

のような特徴が考えられる。地下水の流速は非常に遅 く, 

日本 における平均的な流速 として1m/dが 報告されてい

る61)。 この ことか ら, 地下水中に含 まれるラ ドン(半

減期=3.82d)が 減衰す るまでに地下水が移動で きる距

離はそれほど長 くはない62)。 これ を考えると, 地下水

中ラ ドン測定においては観測点のごく近傍に生 じた歪の

変化に対応 したラ ドン濃度の変化 を観測 していると考え

られる。土中ラドンも大気中ラ ドンに比べれば移動速度

は格段に遅い。そのため地震前に地下水中や土中ラドン

濃度に異常が見 られた場合, それはおそらく局所的な地

殻の歪 を反映 した異常であると考 えられる。それに対 し

て, 大気中ラ ドンは観測点の直下の地面から散逸 して く

るラ ドンのみならず風や気団によって近傍か ら, あるい

は遠 く大陸か ら運 ばれて くるラ ドンも含めて観測 してい

る59,63)。無論, 近傍起源, 遠方起源のラ ドンがそれぞ

れどの程度の割合かは, 測定場所, 気象条件等の要因に

よって異なるであろう。例 えば坂下らのシミュレーショ

ン計算 に よる と64), 観測点(名 古屋)を 中心 とした

80kmの 円内から発生 したラ ドンのみを考慮すると, 20

kmの 円内で発生 したラ ドンが観測点で測定されるラ ド

ンの約75%と 評価 している。

いわば地下水中ラ ドン測定が地殻の歪の変化 を 「点」

で観測 しているのに対 して, 比較的広範囲に起 きている

変化 を 「面」で(あ るいは 「平均化 して」)捉 えられる

という点が, 大気中ラ ドン濃度測定の特徴 と言える(第

3図)。 ただ土中か ら大気 中に散逸 して薄まった ラドン

を 「平均化」 しているため, 地下水中ラ ドン, 土中ラ ド

ンに比べて地震 に対す る感度は低 くなる。しか しなが ら, 

次報にて詳述するように(1)ラ ドンを多 く含 む花歯岩

地帯, (2)震 源 の近傍, (3)地 震前の平常時のデータが数
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年程度は蓄積されている等々の諸条件が整えば, 大気中ラ

ドン濃度の観測から前兆現象を見出せる可能性がある。

IIIま と め

地震 との関連付けを目的としたラ ドン観測の例 につい

て, 地下水中ラ ドン, 土中ラ ドン, 大気中ラ ドンに分け

て簡単にレビューを行った。次報 においては, 兵庫県南

部地震 において観測 された大気 中ラ ドン濃度 に関 して, 

測定やデータ解析の方法について解説す るとともに, 大

気中ラ ドンによる地震前兆現象観測の可能性等について

も考察する。

第3図 ラドン濃度異常と地下水中, 土中, 大気中ラ

ドン濃度観測の概念図
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