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平成 30 年度東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の
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日本原子力研究開発機構
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（2019 年 12 月 9 日受理）



東京電力（株）福島第一原子力発電所（福島第一原発）事故発生後、文部科学省（後に原子力規
制庁）からの委託を受け、平成 23 年 6 月から平成 30 年度まで放射性物質の分布状況調査等を実
施してきた。本報告書は、平成 30 年度に実施した調査により得られた結果をまとめたものであ
る。走行サーベイ、サーベイメータによる平坦地上の測定、歩行サーベイ及び無人ヘリコプター
サーベイを実施し、測定結果から空間線量率分布マップを作成するとともに空間線量率の経時変
化を分析した。放射性セシウムの土壌沈着量に関しては、in-situ 測定及び土壌中深度分布調査を
それぞれ実施した。これら測定結果を基に空間線量率及び沈着量の実効半減期を評価した。これ
までの分布状況調査で得られた放射線モニタリングデータや既存のモニタリングポストの設置位
置などを考慮して測定箇所の重要度の「スコア」化を試みた。階層ベイズモデルを用いて、福島
第一原発から 80 km 圏内全域を対象として、航空機モニタリング、走行サーベイ、歩行サーベイ
により取得した空間線量率分布データを統合した統合マップを作成した。平成 30 年度の測定結
果を「放射線量等分布マップ拡大サイト」に公開するとともに、測定データを CSV 化しデータベ
ースとして保存した。国の総合モニタリング計画に基づく放射線モニタリング及び環境試料分析
を実施した。

本研究は、原子力規制庁からの委託事業「平成 30 年度放射性物質測定調査委託費（東京電力株
式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の分布データの集約）事業」で得られた成果
をとりまとめたものである。
原子力緊急時支援・研修センター：〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行 11601-13
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After the accident at TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (FDNPS),
distribution situation survey on radioactive materials have been conducted with financially
supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (later the
Nuclear Regulatory Agency) from June 2011 to FY2018. Results obtained in the project in
FY2018 are presented in this report. Car-borne surveys, a flat ground measurement using
survey meters, a walk survey and an unmanned helicopter survey were carried out to obtain
air dose rate data. Air dose rate distribution maps were created and temporal changes of air
dose rate were analyzed. Regarding radiocesium deposition in the soil, depth profile survey in
the soil and in-situ measurement were performed. Based on these measurement results,
effective half-life of the air dose rate and the deposition were evaluated. Considering radiation
monitoring data obtained in previous surveys and the installation positions of existing
monitoring posts, we tried to make the “score” of the importance of measurement points. Using
the Bayesian hierarchical modeling approach, we obtained a map that integrated the air dose
rate distribution data obtained from aircraft monitoring, car-borne surveys, and walk surveys
for the entire region within 80 km from the FDNPS. The measurement results for FY2018
were published on the “Expansion Site of Distribution Map of Radiation Dose”, and
measurement data were stored as CSV format. Radiation monitoring and environmental
sample analysis owing to the comprehensive radiation monitoring plan were carried out.
Keywords: Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident, Air Dose Rate, Car-borne
Survey, Walk Survey, NaI(Tl) Survey Meter, Helicopter Survey, Deposit of Radiocesium, Insitu, Depth Profile, Effective Half-life , Integrated Map

This

report summarized the results of the distribution-mapping projects that JAEA
carried out as commissioned business by the Nuclear Regulation Authority in FY2018.
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1. はじめに
平成 23 年 3 月 11 日に発生した太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東北地方太
平洋沖地震とそれに伴って発生した津波により、東京電力（株）福島第一原子力発電所（以下
「福島第一原発」という。）の事故（以下「事故」という。）が発生し、その結果、福島第一原
発の原子炉施設から環境中へ大量の放射性物質が放出された。事故状況の全体像を把握して影
響評価や対策に資するために、文部科学省からの委託を受けた日本原子力研究開発機構（以下
「原子力機構」という。）が多くの大学や研究機関と協力し、平成 23 年 6 月から平成 24 年度
に「放射性物質の分布状況等に関する調査研究」
（第 1 次分布状況等調査）、
「福島第一原子力発
電所事故に伴う放射性物質の第二次分布状況等に関する調査研究」（第 2 次分布状況等調査）、
及び「福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の長期的影響把握手法の確立」（第 3 次分
布状況等調査）を実施した。これらの調査を継承する形で、平成 25 年度には原子力規制庁から
の委託を受け「平成 25 年度東京電力（株）福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の長期
的影響把握手法の確立」
（平成 25 年度調査）、平成 26 年度は「東京電力株式会社福島第一原子
力発電所事故に伴う放射性物質の分布データの集約及び移行モデルの開発」（平成 26 年度調
査）、平成 27 年度以降は「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の分
布データの集約」
（各年度、平成 27 年度調査、平成 28 年度調査、平成 29 年度調査）を実施し
「平成 30 年度放射性物質測定調査委託費（東
た 1) 。平成 30 年度は、平成 29 年度に引き続き、
京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の分布データの集約）事業」
（平成
30 年度調査）を実施した。
（以下、これらを総称して「分布状況調査」という。）各調査におけ
る測定項目ごとの実施時期を表 1-1 にまとめる。本報告書において、表中等の日付表記は、年
（和暦）/月/日とする（例：平成 23 年 6 月 4 日の場合、H23/6/4 とする）。
一連の分布状況調査において、
1）放射性物質の土壌沈着量及び空間線量率に関する大規模環境測定とマップ化、
2）放射性セシウムの環境中移行メカニズムの調査（平成 26 年度終了）、
3）空間線量率予測モデルの開発（平成 27 年度終了）、
4）実測データの統合的解析、
5）拡大マップサイト等を通したデータの公開
等を実施してきた。また、平成 30 年度には、測定地点の適正化を検討する上での基礎的な情報
を提供するため、地域における住民数や土地利用などのパラメータをスコア化する手法につい
て検討した。本調査は、安全研究・防災支援部門原子力緊急時支援・研修センターモニタリン
グ技術開発グループ、福島研究開発部門福島環境安全センター放射線監視技術開発グループ及
びシステム計算科学センター高度計算機技術開発室により福島マップ事業対応部門横断グルー
プとして実施した。本報告書では、平成 30 年度調査で得られた成果についてまとめる。
本年度調査の目的は、1) 福島第一原発から放出された放射性物質の現状における沈着状況を
詳細に調査しその変化傾向を把握すること、2) 取得したデータを基に作成した空間線量率分布
等に関するマップ等をウェブサイトで公開すること、3) これまでの調査結果を使用し、沈着量
や空間線量率の経時変化を分析するとともに測定評価手法の高度化を図ることである。

-1-

2

-2-

土壌試料採取

d)

第1回
H23/6/6-6/14
H23/6/27-6/29
H23/6/28-7/8

第1回
H23/6/4-6/13

平成 24 年度
(第 3 次)

平成 25 年度
(第 4 次)

第1回
H23/12/13H24/5/29

第2回
H23/12/13H24/5/29

第2回
(J)H23/12/5-12/28

第2回

第2回
H24/8/13-9/19
第3回
H24/11/5-12/12

第1回
H24/8/30-10/20
第2回
H25/1/27-3/20

第3回
H24/8/14-9/7
第4回
H24/11/5-12/7

12/21

第8回
H27/8/24-9/25

第6回
H26/7/14-7/24
第7回
H26/11/4-11/13

第4回
H25/6/3-6/27
第5回
H25/10/28-11/29

布は鉄パイプ等により試料採取。

）内は通算調査次数の意味。

第9回
H28/8/23-10/11

第9回
H28/8/24-10/6

第8回
H28/9/1-10/13

第 10 回
H28/8/22-10/4

第 10 回
H29/8/23-9/13

第 10 回
H29/8/30-10/11

第9回
H29/6/13-9/5

第 11 回
H29/8/28-10/10

第9回
H29/10/30-12/1

第 11 回
H30/9/13-10/11

第 11 回
H30/9/13-10/25

第 10 回
H30/7/11-10/16

第 12 回
H30/9/13-10/26

第 10 回
H30/11/1-12/5

d) 平成 23 年度(第 1 次)調査では in-situ 測定はせず土壌試料採取を実施。

e) 第 1 次調査及び第 2 次調査（一部）の深度分

b) 定点サーベイ：人為的なかく乱のない平坦な開かれた土地における空間線量率分布測定

第8回
H27/8/24-10/7

第6回
H26/6/23-7/30
第7回
H26/10/27-12/5

第7回
H27/9/2-10/22

第4回
H25/6/3-7/10
第5回
H25/10/28-12/6

第5回
第3回
H26/6/23-7/22
H25/6/6-7/31
第6回
第4回
H25/11/19-H26/1/7 H26/11/13-H27/1/15

第9回
H27/8/3-9/8

第7回
H26/7/15-9/5
第8回
H26/11/4-12/5

第5回
H25/6/3-7/4
第6回
H25/10/28-12/4

第7回
H28/6/29-8/5
第8回
H28/10/27-12/13

第5回
H27/6/29-8/5
第6回
H27/10/26-12/4

第3回
H26/7/28-9/12
第4回
H26/10/30-12/16

第 17 回
(J)H30/11/1-11/30
(自)H30/10/22-12/5

第 16 回
(J)H30/7/30-8/24

第 14 回
(J)H29/7/3-7/21

第 12 回
(J)H28/6/27-7/19
(自)H28/7/4-8/5
第 13 回
(J)H28/10/31-12/16
(自)H28/10/31-11/30

第 10 回
(J)H27/7/2-7/24
(自)H27/6/29-8/4
第 11 回
(J)H27/11/5-11/27
(自)H27/11/2-12/18
第 15 回
(J)H29/10/24-11/27
(自)H29/10/20-12/5

平成 30 年度
(第 9 次)

平成 29 年度
(第 8 次)

平成 28 年度
(第 7 次)

平成 27 年度
(第 6 次)

第1回
H25/6/10-7/5
第2回
H25/11/5-12/4

a)走行サーベイにおける(J)は原子力機構、(自)は自治体による測定。

c)（

平成 26 年度
(第 5 次)

各調査における測定項目ごとの実施時期

第8回
第6回
第4回
(J)H26/6/23-7/24
(J)H25/6/12-8/8
(J)H24/8/20-9/7
(自)H26/7/1-8/8
(自)H24/9/3-10/12 (自)H25/6/24-7/26
第9回
第7回
第5回
第3回
(J)H26/11/4-12/5
(J)H24/11/5-11/30 (J)H25/11/5-12/4
(自)H24/3/13-3/30
(自)H24/11/9-12/10 (自)H25/11/5-12/12 (自)H26/11/4-12/5

平成 23 年度
(第 2 次)

H24/8/21-9/5、9/26
第1回
深度分布
鉄パイプ試料採
第3回
H23/12/12-12/22、
(スクレーパー
e)
取
H24/11/26-12/7、
H24/4/17-4/19
プレート)

沈着量
(in-situ)

無人ヘリコプ
ター

b)

定点サーベイ

歩行サーベイ

a)

走行サーベイ

平成 23 年度
(第 1 次)c)

表 1-1
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2. 陸上における広域の空間線量率の測定
2.1

調査目的

福島第一原発から放出された放射性物質の現状における沈着状況等を詳細に調査し、その変
化傾向を把握するため、これまでの調査に引き続き同様の手法を用いて、空間線量率の測定を
行った。多角的に空間線量率を評価するため、走行サーベイ、サーベイメータによる人為的な
かく乱のない平坦な開かれた土地における空間線量率分布測定（以下「定点サーベイ」という。）、
歩行サーベイ及び無人ヘリコプターによる測定を実施した。ここでは、広域な地上での空間線
量率測定である走行サーベイ、定点サーベイ及び歩行サーベイについて述べる。
走行サーベイでは、広範囲にわたり現状における空間線量率の分布状況を確認するとともに、
過去の走行サーベイによる空間線量率の測定結果と現状での測定結果を比較・解析し変化傾向
を把握することを目的としている。
定点サーベイでは、福島第一原発から 80 km 圏内（以下「80 km 圏内」という。）を中心に
現在の空間線量率の詳細な分布状況を把握するとともに、過去の測定結果との比較により空間
線量率の経時的変化の特徴を調べることを目的としている。
歩行サーベイでは、道路と平坦地との間の自動車が走行できない地域も含めた詳細な測定に
より、走行サーベイや平坦地上定点における測定結果を補完し、住民が生活する環境（生活経
路）に近い空間線量率分布の特徴を明らかにすること、空間線量率分布の統合マップ作成や詳
細解析に役立てることを目的としている。
2.2

調査手法

2.2.1 走行サーベイ
KURAMA-II（小型 CsI(Tl)シンチレーション検出器と GPS が一体となった GPS 連動型
放射線自動計測システム）2) を自動車の後部座席の右側後方に設置し、3 秒ごとに空間線量
率を測定した。車内における空間線量率測定値を車外の空間線量率に換算するための補正係
数 2) を用いて、車内での測定結果から道路上 1 m 高さの空間線量率を求めた。現在の空間線
量率への寄与の大部分がセシウム 134 及び 137（以下「放射性セシウム」とする。）によるも
のであり、測定期間中の放射性セシウムの物理的減衰に伴う空間線量率の減少は 1%程度と
評価される。この減少率は測定機器の有する不確かさよりも十分に小さいことを考慮して、
空間線量率測定値を一定の日付に揃える減衰補正を行なわず、測定した日の測定結果をその
まま使用した。
測定は年 2 回とし、平成 26 年度までの調査結果を基に空間線量率が 0.2 Sv/h 以上の比
較的空間線量率が高い地域の主要幹線道路について、80 km 圏内に含まれる福島県及びその
周辺の地域について 1 回、岩手県から千葉県までの 8 県を含む広域について 1 回実施した。
さらに、地方自治体と協働（原子力機構は解析を担当）で細かな道路を含む地方自治体が希
望する道路についての測定を 1 回実施した。測定期間及び測定エリア等について表 2-1 に示
す。
道路上において連続的に測定された空間線量率の測定結果を基に、これまでと同様に、走
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行地域を 100 m 四方のメッシュに分割し、そのメッシュ内に含まれる空間線量率の値を平均
してメッシュの代表値とした。その際、原子力機構及び地方自治体の測定結果を区別せず使
用した。
2.2.2 定点サーベイ
校正履歴の明確な信頼性の高い NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ（日立製作所
製 TCS-172B）を使用して、地面から 1 m 高さの空間線量率を測定した。時定数 10 秒で 5
回読取った値の平均値を空間線量率とした。GPS を用いて測定箇所の位置情報を取得した。
測定期間及び測定エリア等について表 2-1 に示す。80 km 圏内の地域を 1 km×1 km のメ
ッシュ（以下「1 km メッシュ」という。）に分割し、福島第一原発事故以前に人が居住して
いなかった地域（非可住区域）を除く各メッシュ内で測定に適した 1 箇所を測定箇所として
選定した。測定箇所までの道路が通行止め等により測定が困難であった箇所を除いた測定箇
所数は 6,549 箇所であった（図 2-1 参照）。
2.2.3 歩行サーベイ
KURAMA-II 又は KURAMA-m1システムとバッテリーを測定者が背負い（空間線量率の
測定高さは概ね地上 1 m）、歩きながら空間線量率データ及び位置情報を収集した。走行サー
ベイと同様の理由により、空間線量率測定値を一定の日付に揃える減衰補正を行わず、測定
した日の測定結果をそのまま使用した。
測定期間及び測定エリア等について表 2-1 に示す。80 km 圏内の 1 km メッシュで、走行
サーベイの測定ルートが含まれていて定点サーベイが行われているものの中から、土地利用
状況、空間線量率範囲、地域の代表性を考慮して調査対象のメッシュ（測定箇所）600 箇所
を選んだ（図 2-2 参照）。
測定値の統計的なばらつきを低減させると同時に、空間線量率の 2 次元的な分布が詳細に
把握できるように、測定箇所（歩行地域）を 20 m 四方のメッシュに分割し、そのメッシュ
内に含まれる空間線量率の値を平均してメッシュの代表値とした。

1 歩行サーベイを主な用途に開発された携帯性に優れた KURAMA であり、KURAMA-II と同種の
CsI(Tl)シンチレーション検出器を使用する。
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表 2-1

各測定手法における測定期間及び測定エリア

測定手法

走行サーベイ
第 16 回

測定期間

H30/7/30

測定エリア
測定距離又は

歩行サーベイ

第 12 回

第 10 回

H30/11/1

H30/10/22

H30/9/13

H30/11/1

〜11/30

〜12/5

〜10/26

〜12/5

原子力機構

原子力機構

自治体

原子力機構

原子力機構

80 km 圏内*1

8 県*2

8 県*2

80 km 圏内

80 km 圏内

8,156 km

17,325 km

28,053 km

実績 6,549 箇所

600 箇所*3

〜8/24
実施主体

第 17 回

定点サーベイ

（中止 39 箇所）

測定箇所
*1 宮城県、福島県、茨城県

*2 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県
*3 1 km メッシュの数
2.2.4 平成 29 年度との比較
測定結果の妥当性と平成 29 年度の調査結果からの変化傾向を確認するため測定手法ごと
に平成 29 年度と平成 30 年度の調査結果を比較した。比較は、1 km メッシュごとに、メッ
シュ内に入るそれぞれの測定結果を散布図として比較した。走行、歩行サーベイについては、
メッシュ内の平均値を比較した。また、定量的に傾向を把握するために式 (1) のように相対
変化率 RC を定義し、メッシュごとに計算した数値をヒストグラムにして平均値、中央値を
求めた。
�� � �𝐷𝐷� � 𝐷𝐷� �/ 𝐷𝐷�

(1)

ここで、D1 及び D2 はそれぞれ比較対象の測定時期での測定結果及び基準とする測定時期で
の 測 定 結 果 で あ る 。 例 え ば 、 平 成 29 年 度 に 対 す る 平 成 30 年 度 の 相 対 変 化 率 は 、
�𝐷𝐷��� � 𝐷𝐷��� �/ 𝐷𝐷��� である（ここで、DH29、DH30 はそれぞれ平成 29 年度及び平成 30 年度の

測定結果）。なお、双方とも天然放射性核種による空間線量率寄与を含んだ数値である。
2.2.5 測定手法間の比較

3 種類の測定手法は、それぞれ次のような特徴がある。走行サーベイは、車内に検出器を
搭載して空間線量率を測定しているため、車道上の空間線量率変化の影響を受けやすい。定
点サーベイは、アスファルト等で覆われておらず人為的なかく乱が少なく、平坦で開かれた
場所を選定している。歩行サーベイは、定点サーベイで選定された測定点の周辺車道や歩道
で測定している。これらの測定手法上の特徴が測定結果に与える影響を評価するために相互
比較を行った。各測定場所のイメージを図 2-3 に示す。相互比較の方法は 1 km のメッシュ
ごとに、メッシュ内に入るそれぞれの測定結果を散布図として比較した。また、定量的に傾
向を把握するために式 (2) のように相対偏差 RD を定義し、メッシュごとに計算した数値を
ヒストグラムにして平均値、中央値を求めた。
�𝐷𝐷 � �𝐷𝐷� � 𝐷𝐷� �/ 𝐷𝐷�
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ここで、Da, Db は走行、歩行、定点サーベイによる空間線量率である。Da, Db の組み合わせ
は表 2-2 のとおりである。いずれも天然放射性核種による空間線量率寄与を含んだ数値であ
る。
表 2-2

比較の組み合わせ

No

Da

Db

1)

走行サーベイ

定点サーベイ

2)

歩行サーベイ

定点サーベイ

3)

走行サーベイ

歩行サーベイ
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図 2-1

定点サーベイによる地面から 1 m 高さの空間線量率の測定箇所（1 km メッシュ）

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 2-2

歩行サーベイによる空間線量率の測定箇所（1 km メッシュ）

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 2-3

各測定場所のイメージ

（青: 走行サーベイ, 赤: 定点サーベイ, 緑: 歩行サーベイ, 黄色枠は 1 km の標準メッシュ。
背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
2.3

空間線量率測定結果

2.3.1 空間線量率分布マップ
1) 走行サーベイ
平成 30 年度の 2 回の走行サーベイの結果に基づき作成した空間線量率分布マップをそ
れぞれ図 2-4 及び図 2-5 に示す。これらの図より、現状では、80 km 圏内や栃木県北東部
の一部を除き、0.2 Sv/h 未満の地域がほとんどを占めていることが分かる。各年度の比較
のため、平成 23 年度（第 1 次調査）（第 1 回走行サーベイ）から平成 30 年度 2 回目（第
17 回走行サーベイ）までの測定結果（主に 80 km 圏内）を図 2-6 に示す。ただし、平成
24 年度から平成 29 年度は各年度 1 回目とした。なお、空間線量率分布マップでは天然放
射性核種による空間線量率寄与を含んでいる（以下、本章において同様）。
2) 定点サーベイ
平成 30 年度の定点サーベイによる空間線量率の測定結果を図 2-7 に示す。また、平成
23 年度調査から平成 30 年度調査までの測定結果を図 2-8 に示す。高い空間線量率を示す
赤や黄色で示される箇所が減少してきていることがわかる。
3) 歩行サーベイ
平成 30 年度の歩行サーベイの結果に基づき作成した空間線量率分布マップを図 2-9 に
示す。また、平成 25 年度以降の歩行サーベイの測定結果を図 2-10 に示す。
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図 2-4

平成 30 年度 1 回目（第 16 回）走行サーベイによる空間線量率の測定結果

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コ
ンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 2-5

平成 30 年度 2 回目（第 17 回）走行サーベイによる空間線量率の測定結果

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コ
ンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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12

平成 23 年度以降の走行サーベイによる 80 km 圏内を中心とした空間線量率マップの変化

（(c) Esri Japan）を使用。）

（主に各年度 1 回目の測定結果を示す。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ

図 2-6
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図 2-7

定点サーベイによる空間線量率の測定結果

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コ
ンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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- 14
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平成 23 年度以降の定点サーベイによる空間線量率マップの変化

ンツ（(c) Esri Japan）を使用。）

（測定データ数の少ない第 2 回測定を除く。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテ

図 2-8
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図 2-9

歩行サーベイによる空間線量率の測定結果

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コ
ンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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- 16 16

平成 25 年度以降の歩行サーベイによる空間線量率マップの変化

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）

図 2-10
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2.3.2 平成 29 年度との比較
走行サーベイ、定点サーベイ及び歩行サーベイの平成 29 年度の結果との比較について、
散布図及び式(1)により計算した相対変化率 RC（ヒストグラム及び積算割合）を図 2-11 に示
す。全測定手法について平成 29 年度の結果と平成 30 年度の結果はよい相関関係にあり、相
対変化率 RC は正規分布に近い形を示した。
各 1 km メッシュにおける相対変化率 RC の平均値を放射性セシウムの物理的半減期から
計算した理論的な空間線量率の変化率と比較した結果について表 2-3 に示す。走行サーベイ
及び定点サーベイについては、物理的半減期による理論値と概ね整合した。一方、歩行サー
ベイについては、理論値よりも変化が小さい傾向にあった。平成 28 年度と平成 29 年度の結
果を同様に比較すると、測定結果による平均変化率は−8.1%であり、物理的半減期による変
化率−10%と比較しても概ね整合している。この要因は分かっていないが、平成 30 年度の結
果が特異的に空間線量率の高い道路の側溝付近を計測してしまった等、測定条件の偏りが考
えられる。来年度以降も注意深くデータを精査することが必要である。
2.3.3 平成 23 年度との比較
事故直後からデータが蓄積されている走行サーベイ及び定点サーベイについては、第 1 回
測定（平成 23 年度調査）の測定結果からの相対変化率を式(1)により求めた。図 2-12 に平成
23 年度における測定結果と平成 30 年度における測定結果の散布図及び平成 23 年度調査に
対する平成 30 年度調査の測定結果の相対変化率 RC（ヒストグラム及び積算割合）を示す。
図 2-12 (a) に示した走行サーベイの全データを見ると線量率が低い場所の相対変化率が小
さくなっていることが分かる。これはバックグラウンドになる天然の放射線の寄与が相対的
に大きくなるためである。80 km 圏内全体の傾向及び放射性セシウムによる空間線量率の変
化傾向を確認するため、図 2-12 (b) に平成 23 年度の測定結果が 0.5 Sv/h 以上であったエ
リアのみの比較結果を示す。また、図 2-12 (c) には定点サーベイの結果の内、平成 23 年度
の測定結果が 0.5 Sv/h 以上であったエリアのみの比較結果を示す。これらの散布図を見る
と、走行サーベイと定点サーベイの結果は似た傾向を示しており、相対変化率の平均値はそ
れぞれ−87%及び−84%となった。この結果は放射性セシウムの物理的半減期による空間線量
率の変化と比較して大きい傾向にある。表 2-4 には、それぞれの相対変化率の平均値をまと
める。
2.3.4 測定手法間の比較
平成 30 年度調査での走行サーベイ、定点サーベイ及び歩行サーベイによる空間線量率の
相互比較結果（2 者間の相関及び式(2)により計算した相対偏差 RD）について、図 2-13 に示
す。相対偏差 RD の平均値をみると、走行サーベイは定点サーベイより 23%小さく（図 2-13
(a)）、これは、定点サーベイは測定場所として開けた平坦な土壌の上を選定しているのに対
し、走行サーベイがアスファルトの道路上を測定していることに起因している。歩行サーベ
イと定点サーベイによる空間線量率の相対偏差はほぼ 0%であり（図 2-13 (b)）、両者の相違
はほとんどないといえる。走行サーベイは歩行サーベイより 20%小さくなっており（図 2-13
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(c)）、車道上と歩道又は道路脇の違いが表れていると考えられる。
これらの経時変化を確認するため、過去のサーベイ結果について定点サーベイに対する走
行サーベイ又は歩行サーベイの空間線量率の比率を比較した。比較結果を図 2-14 に示す。
走行サーベイ/定点サーベイの結果は、平成 23 年度を除き平均値で−20%程度で推移して
いる。なお、平成 23 年度（事故から約 3 ヶ月）は相対偏差の平均値がほぼ 0%であり定点サ
ーベイと同程度であった。これは平成 23 年度調査の時期はセシウムの沈着が起こった直後
であり、道路上のセシウムの洗い流し効果がまだ十分に現れていなかった可能性がある。
一方、歩行サーベイについては、平成 30 年度（事故から約 91 ヶ月）の結果も含め、定点
サーベイに対する相対偏差は 0% から−10%の間で推移している。
走行サーベイ及び歩行サーベイにより測定された主にアスファルト等で舗装された道路上
における空間線量率は、定点サーベイによる人為的影響の少ない環境において測定した空間
線量率に比べ小さいことが分かる。以上の比較結果は、道路上での測定（走行及び歩行サー
ベイ）では土壌上での測定（定点サーベイ）に比べセシウムの洗い流し効果が大きいことを
示唆している。また、定点サーベイと歩行サーベイ又は定点サーベイと走行サーベイとの間
に良い相関があることから、定点サーベイは測定箇所周辺の標準となる値を示すと捉えるこ
とができる。
表 2-3

平成 29 年度と比較した平成 30 年度の空間線量率測定結果の変化傾向
走行サーベイ a)

定点サーベイ

歩行サーベイ

平成 29 年度の測定期間

H29/7/3−H29/7/21

H29/8/28−H29/10/10

H29/10/30−H29/12/1

平成 30 年度の測定期間

H30/7/30−H30/8/24

H30/9/13−H30/10/26

H30/11/1−H30/12/5

−10.1%

−9.3%

−8.8%

−9.7%

−8.4%

−2.9%

放射性セシウムの物理的
半減期による変化率
測定結果による
相対変化率の平均値
a) 各年度 1 回目の測定
表 2-4

平成 23 年度と比較した平成 30 年度の空間線量率測定結果の変化傾向
走行サーベイ

走行サーベイ

定点サーベイ

(全地点)

(≧0.5 µSv/h)*

(≧0.5 µSv/h)*

平成 23 年度の測定期間

H23/6/4−H23/6/13

H23/6/6−H23/7/8

平成 30 年度の測定期間

H30/10/22−H30/12/5

H30/9/13−H30/10/26

−70%

−69%

放射性セシウムの物理的
半減期による変化率
測定結果による
相対変化率の平均値

−80%

−87%

* 平成 23 年度の測定結果において 0.5 Sv/h 以上のエリアのみで評価
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−84%

図 2-11

平成 29 年度の測定結果に対する平成 30 年度の測定結果の比
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図 2-12

走行サーベイ及び定点サーベイによる空間線量率結果の平成 23 年度との比較
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図 2-13

測定手法間の比較
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図 2-14

定点サーベイに対する走行サーベイ及び歩行サーベイの空間線量率の相対偏差
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3. 無人ヘリによる発電所周辺の空間線量率測定
3.1

調査目的
原子力機構では、事故直後から、無人ヘリコプター（以下「無人ヘリ」という。）を用いた

放射線分布の測定手法について研究開発を行っている。無人ヘリは、有人ヘリコプターと比
較して低高度で飛行が可能であり、ヘリコプターの軌跡幅（測線間隔）も細かく設定できる
ため、位置分解能の高い空間線量率分布の測定が可能である。原子力機構による無人ヘリの
成果としては、分布状況調査で行っている福島第一原発周辺のモニタリング
ニタリング

4)

及び除染前後のモニタリング

5)

3)

、河川敷のモ

などが挙げられる。

事故以来、福島第一原発から 3 km 圏内については、航空法による飛行制限区域（平成 25
年 2 月 5 日までは飛行禁止区域）となっており、有人ヘリコプターによる航空機モニタリン
グは実施されていなかった。また、地上での測定結果も限られており、本地域の全体像の把
握が必要であった。そこで、平成 24 年度より航空法による規制を受けない無人ヘリを用い
て福島第一原発から 3 km 圏内のモニタリングを開始した

6)

。平成 25 年度からは、航空機

モニタリングとの比較も考慮し、航空機モニタリングと 2 km 程度オーバーラップさせ約 5
km 圏内を測定対象とすることにした。過去 9 回のデータにおけるデータの解析から、無人
ヘリモニタリングで確認した空間線量率の減衰傾向は、放射性セシウムの物理的半減期から
計算した変化量よりも大きいことがわかってきている。本地域は、事故直後には空間線量率
が高く帰還困難区域に設定されたことから、事故後数年における放射性物質の移動への人為
的な影響が小さい。一方、近年除染によって生じた廃棄物の中間貯蔵施設の建設、高速道路・
鉄道の整備及び特定復興再生拠点に認定され 5 年後の避難指示解除をめざして除染が加速さ
れるなど、環境が変化している。本地域での面的及び継続的なデータの取得により、放射性
物質の環境動態や人為的活動の影響について知見を得ることが可能と考えられる。
ここでは、平成 30 年度に 1 回実施した無人ヘリによる福島第一原発から概ね 5 km の範
囲の空間線量率の測定結果と、過去データとの比較についてまとめる。また、平成 30 年度は
無人ヘリの測定結果と地上の測定値に顕著に差が出る測定点を抽出し、その要因について詳
細な調査を実施した。
3.2

調査手法

3.2.1 調査場所・期間
調査場所は、福島第一原発周辺（5 km 圏内）を設定した。
調査期間：平成 30 年 7 月 10 日～10 月 16 日
合計測定距離：788 km
3.2.2 調査機器
測定にあたっては、ヤマハ発動機（株）自律飛行型無人ヘリ RMAX G1 を使用し、地上か
らの直達ガンマ線及び空気による散乱線を合わせた全計数率とガンマ線エネルギースペクト
ルを 1 秒間に 1 回連続測定した。また、放射線検出器は LaBr3 (Ce)（Lanthanum Bromide）
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シンチレーション検出器（1.5”Φ×1.5”×3 本）を用いた（図 3-1 参照）。
3.2.3 データ取得方法
無人ヘリの飛行高度は、安全面及び測定データの信頼性を考慮し、対地高度で 80 m を目
安とした。上空で測定される放射線は、無人ヘリ下部の直径約 200 m 程度の円内のガンマ線
量を平均化したものである 7) 。無人ヘリの飛行軌跡幅（測線間隔）は 80～100 m、無人ヘリ
の飛行速度は 8 m/s（= 28.8 km/h）程度とした。取得データは、放射線検出器で測定される
1 秒ごとのガンマ線のデータ（計数率）とエネルギースペクトル及びそれに対応する DGPS
（差分全地球測位システム：Differential Global Positioning System）による位置情報であ
る。データ取得のためのフライト条件は測定結果の比較を容易にするため、第 3 回以降は全
く同じとしている。フライトの飛行軌跡を図 3-2 に示す。
3.2.4 上空での測定データの地上空間線量率への換算
上空で測定されたガンマ線計数率を空間線量率の値に換算するための係数を取得するため
に、測定地域内において比較的空間線量率が一定で平坦な場所に直径 200 m の円形のテスト
サイトを設定した。テストサイト内では、あらかじめ NaI(Tl)シンチレーション式サーベイ
メータを用いて、地上から 1 m 高さの空間線量率データを取得した。その後、テストサイト
の中心から上空の対地高度 80 m で無人ヘリをホバリングさせ、この高度（基準高度）で取
得されたガンマ線計数率とテストサイトの地上における空間線量率とを比較し、空間線量率
換算係数（CD: Conversion factor: Sv/h /cps）を算出した。さらに、テストサイト上空を
対地高度 10 m から 100 m まで 10 m ごとにホバリングし、各高度におけるガンマ線計数率
を測定し、高度ごとのガンマ線計数率から対地高度とガンマ線計数率との関係式を求め、高
度補正係数（AF: Attenuation factor: m-1）を算出した。
実際のフライトで取得されたガンマ線計数率は、対地高度と基準高度のずれを高度補正係
数 AF により補正し、空間線量率換算係数 CD から地上 1m 高さでの空間線量率（Sv/h）に
換算した。なお、対地高度は GPS により測位した高度から国土地理院が作成した 10 m メッ
シュの数値標高モデル DEM（Digital Elevation Model）データ及びジオイド高（地球を仮
想的に表した楕円体表面から、平均海面を仮想的に陸地へ延長した面までの高さ）を差し引
くことにより求めた。
3.2.5 空間線量率分布マップ
マップとして示すために、無人ヘリによる測定点間の空間線量率の値は、内挿法（クリギ
ング法）を用いて内挿補間した。
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図 3-2

無人ヘリサーベイの飛行軌跡

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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3.3

調査結果

3.3.1 空間線量率分布マップ
平成 30 年度実施した無人ヘリによる空間線量率マップを図 3-3 に示す。また、平成 30 年
度の測定と過去第 1 回からの測定結果が得られている 3 km 圏内の空間線量率マップを図 34 に示す。なお、各測定箇所における地上 1 m 高さの空間線量率及び地表面の放射性セシウ
ムの沈着量の値は、放射性セシウムの物理的減衰を考慮し、各モニタリングの最終日に換算
された値である。マップをみると、空間線量率の高い暖色系のエリアが小さくなってきてい
ることがわかる。
3.3.2 測定結果の妥当性の検証
結果の妥当性を検証するために、測定地点直下の地上で測定した結果と比較した。地上に
おける空間線量率は NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ及び電離箱式サーベイメー
タで測定した。無人ヘリの測定結果と同地点における地上の線量率を比較した結果を散布図
及び式(2)に示したような 2 測定間の相対偏差を図 3-5 に示す。散布図を見ると良い相関関係
（決定係数 R2=0.86）を示しており、相対偏差の平均は 0 に近い。よって、平成 30 年度の結
果は概ね地上の測定結果を再現できていたと考えられる。なお、1 Sv/h 以下の低線量域に
おいて無人ヘリサーベイによる測定値が過大評価になる傾向があり、これにより相対偏差が
1 以上の範囲での頻度がやや大きい。この原因は、地上の測定ポイントが、除染等の理由で
周辺の空間線量率と比較して局所的に低くなった場所を選択していた可能性が考えられる。
今後、この不整合の理由については、歩行サーベイ等による面的な測定結果と比較するなど
の検討が必要である。
3.3.3 平成 29 年度との比較
モニタリングした区域を 100 m メッシュに分割し、メッシュごとに平成 29 年度と平成 30
年度の空間線量率測定結果を比較した。散布図及び式(1)で定義した相対変化率を図 3-6 に示
す。散布図は良い相関関係（決定係数 R2=0.95）を示している。また、平成 30 年度は平成 29
年度から 16%減少したことが分かる。
図 3-7 に平成 29 年度の空間線量率測定結果と平成 30 年度の空間線量率の測定結果の比を
マップにして示す。福島第一原発周辺の地域を中心に顕著に空間線量率の減少が確認できる
場所があることが分かった。この要因を調査した結果を図 3-8 に示す。ほとんどの地域は、
現在、建設中である中間貯蔵施設のエリアと一致しており、施設建設における造成作業や除
染による土壌変化の影響が表れているものと考えられる。
3.3.4 天然放射性核種による空間線量率マップ
無人ヘリサーベイではガンマ線スペクトルを測定できるため、平成 25 年度に確立したガ
ンマ線スペクトル情報から放射性核種ごとに評価する手法

8)

を用いて天然の放射性核種に

よる空間線量率の評価が可能である。本手法での空間線量率への換算には、重量緩衝深度 eff
の設定が必要であるが、4.1 節に示した結果からeff =3.83 g/cm2 とした。図 3-9 に天然の放
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射性核種による空気カーマ率の分布を示す。図より、天然の放射性核種による空気カーマ率
は、0.03～0.06 Gy/h 程度であることが分かった。
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図 3-3

無人ヘリサーベイによる空間線量率測定結果

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コ
ンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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平成 24 年度以降の無人ヘリサーベイによる空間線量率マップの変化

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 3-5

無人ヘリサーベイと地上測定による空間線量率の比較
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図 3-6

平成 29 年度と平成 30 年度の無人ヘリサーベイによる空間線量率測定結果の比較
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図 3-7

平成 29 年度に対する平成 30 年度の空間線量率測定結果の比の分布

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 3-8

平成 29 年度から平成 30 年度にかけて空間線量率が顕著に減少した場所の要因調査

（左から、地理院タイルに線量マップを追記して掲載、国土地理院撮影の空中写真（平成 30 年
撮影）。オルソ画像とは、写真上の像の位置ズレをなくし空中写真を地図と同じく、真上から見
たような傾きのない、正しい大きさと位置に表示される画像に変換したものである。）
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図 3-9

無人ヘリサーベイによる天然放射性核種による空気カーマ率の分布測定結果

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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4. 土壌における放射性セシウムの分布状況
4.1

放射性セシウムの深度分布

4.1.1 調査目的
事故に起因して自然環境中に放出された放射性セシウムの土壌中の深度分布を把握するた
め、スクレーパープレート法による土壌採取及び深度別土壌試料の放射能分析を実施した。
スクレーパープレート法とは、土壌の表層から一定の間隔で土壌を削り取りながら採取でき
る装置（スクレーパープレート）を用いた土壌採取法である。土壌採取時のクロス・コンタ
ミネーション（層外からの混入）が僅かで、層中の正確な放射能濃度が測定できるため、国
際原子力機関（IAEA）においても標準的な土壌採取法として認められている。
4.1.2 調査内容
1) 調査内容サンプル採取・測定方法
土壌採取箇所及び採取期間は次の通りである。
採取箇所：福島県、宮城県南部及び茨城県北部の 85 箇所（詳細は図 4-1 参照）。
採取期間：平成 30 年 9 月 13 日～10 月 11 日
土壌の採取は、地表面（0 cm）～0.5、0.5～1.0、1.0～1.5、1.5～2.0、2.0～3.0、3.0～
4.0、4.0～5.0、5.0～7.0、7.0～10.0 cm の計 9 層で実施した。ただし、平成 29 年度の調
査で土壌深部への放射性セシウムの移行が著しいことがわかった採取箇所（015S020、
015S055）は、地表面（0 cm）～2.0、2.0～4.0、4.0～6.0、6.0～8.0、8.0～11.0、11.0～
14.0、14.0～17.0、17.0～20.0、20.0～25.0 cm に層分割を変更して土壌の採取を実施した。
また、過去に地表面付近の土壌に除染等によるかく乱があったと考えられた採取箇所のう
ち、平成 29 年度と同じ採取地点（005S025、020N030 及び 040N050）は、地表面（0 cm）
～1.0、1.0～2.0、2.0～3.0、3.0～4.0、4.0～5.0、5.0～6.0、6.0～7.0、7.0～8.0、8.0～10.0
cm に層分割を変更して土壌の採取を実施した。
採取した各層の土壌は、重量（小石等を含む）を測定した後、十分に撹拌し、既定量を
U-8 容器に封入した。U-8 容器に封入した土壌（以下「土壌試料」という。）は、（公財）
環境科学技術研究所及び（公財）日本分析センターに送付し、ゲルマニウム半導体検出器
によるガンマ線スペクトル解析でセシウム 134 とセシウム 137 の放射能の定量を行った。
2) 重量緩衝深度の解析方法
採取した各層の土壌試料の定量分析で得られた放射性セシウムの単位重量あたりの放射
能（以下「放射能濃度」という。）を土壌採取箇所ごとにまとめ、横軸を放射能濃度 (Bq/kg) 、
縦軸を単位面積あたりの土壌の重量で表される地表面からの深度（以下「重量深度」とい
う。単位：g/cm2）とした深度分布の図を作成した（典型的な例は図 4-2 参照）。このとき、
各層の重量深度（湿潤）は、地表面（0 cm）から土壌を採取した層の中間までの深度とし
て、地表面から当該層の中間までの土壌の重量及び土壌を採取した面積（スクレーパープ
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レートによる土壌採取で使用した枠の大きさは、15(cm)×30(cm)＝450(cm2)）を用いて換
算した。
放射性セシウムの深度分布は、多くの場合、その放射能濃度が重量深度に対して指数関
数的に減少することが知られているため （図 4-2 (a) 参照）9) 、重量深度を (g/cm2)、重
量深度における放射能濃度を Am() (Bq/kg)とし、式(3) に示す指数関数式

10)

を用いて重

量緩衝深度 (g/cm2)を解析した。
𝐴𝐴� �𝜁𝜁� � 𝐴𝐴��� exp��𝜁𝜁 ⁄𝛽𝛽�

(3)

ここで、Am,0 は地表面における放射能濃度 (Bq/kg) である。重量緩衝深度は、放射能
濃度が地表面の 1/e（≒1/2.7）となる重量深度であり、放射性セシウムの地中（深さ方向）
への移行状況を表す指標となる。Am,0 及びは、調査で得られた深度分布を基に、最小 2
乗法で算出した。
指数関数的な放射性セシウムの深度分布からの経時的な変化として、ある深さに放射能
濃度のピークを持つ深度分布（図 4-2 (b) 参照）は、51 箇所（全 85 箇所中）で観測され
た。このような放射性セシウムの深度分布の形状の変化は、平成 29 年度の調査では 52 箇
所（全 85 箇所中）で観測されており、全体に占める割合はほぼ変わらなかった。このよう
な深度分布に対しては、式 (4)に示す双曲線正割関数 11) に基づく近似式を用いて重量緩衝
深度 を解析した。
𝐴𝐴� �𝜁𝜁� � 𝐴𝐴��� cosh�𝜁𝜁� ⁄𝛽𝛽� sech���𝜁𝜁 � 𝜁𝜁� �⁄𝛽𝛽�

(4)

※sech�𝑥𝑥� � �⁄cosh�𝑥𝑥�

cosh�𝑥𝑥� � �exp�𝑥𝑥� � exp��𝑥𝑥��⁄2

ここで、 0 は放射能濃度が最大となる重量深度 (g/cm2) である。Am,0、 0 及びは、調
査で得られた深度分布を基に、反復法アルゴリズムを利用した最小二乗法により算出した。
式 (4)は土壌の深部において式 (3) と同じ関数形となる特徴を有しているため、土壌の深
部での単位あたりの放射能濃度の減少割合は 1/e（≒1/2.7）となる。
なお、深度分布の全体像を把握することができなかった場合、又は、除染等で人の手が
加わり、深度分布が不連続若しくは不自然であり、式 (3) の指数関数及び式 (4) の双曲線
正割関数で近似することが不適当な場合（図 4-2 (c) 参照：この採取箇所（020N030）は、
地表面から約 5 cm までのセシウム 137 の放射能濃度が極端に少なく、その境界の深度で
不自然な深度分布になっていた。）には、の解析を行わなかった。
指数関数的な深度分布の場合は、式 (3) が 2 パラメータ（Am,0 及び）で構成されてお
り、その内の重量緩衝深度を与えることで深度分布の形状を特定することができるため、
in-situ 測定によって、土壌に沈着した放射性セシウムの単位面積あたりの放射能（単位:
（以下「沈着量」という。）を定量することができる。しかし、ある深さに放射能
Bq/cm2）
濃度のピークを持つ深度分布の場合には、式 (4) が 3 パラメータ（Am,0、 0 及び）で構
成されているため、を与えるだけでは深度分布の形状を特定することができない。したが
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って、このような深度分布については、指数関数的な深度分布を仮定した実用的な緩衝深
度（以下「実効的な重量緩衝深度 eff」という。）を評価しておくことが土壌中の放射性セ
シウムの深度分布と空間線量率の関係に係る解析上便利である。そのために、式 (4) で解
析した深度分布を持つ場合の沈着量と空間線量率の関係が指数関数的な深度分布を持つ場
合の沈着量と空間線量率の関係と同じになるよう、地中に沈着したガンマ線源の強度に対
する環境中における地上 1 m 高さでの空気カーマへの換算係数
緩衝深度を算出した（実効的な重量緩衝深度

eff

12)

を用いて実効的な重量

の詳細な算出方法は、平成 29 年度の報

告書 13) を参照）。
重量緩衝深度  (g/cm2) は土壌の深度に直接対応せず、放射性セシウムの地中への浸透
の度合いを示すものではないため、90%深度（放射性セシウムの沈着量の 90%が含まれる
地表面からの深度: L90%）を評価した。
4.1.3 調査結果
セシウム 134 とセシウム 137 は化学的性質が同じで深度分布も良く似ているため、物理的
半減期の長いセシウム 137 に注目した。本調査で得られた全 85 箇所のセシウム 137 の深度
分布を付録に示す。これらセシウム 137 の深度分布を、目視により指数関数的な深度分布又
はある深さに放射能濃度のピークを持つ深度分布に分類し、それぞれの深度分布に対して式
(3) 又は式 (4) を用いての解析を行った。85 箇所中、式 (3) を適用した深度分布は 27 箇
所、式 (4) を適用した深度分布は 51 箇所であった。
7 箇所（005S025、010S050、020N030、035S045、040S075、045S040 及び 075S030）
については、深度分布の全体像を把握することができなかった、又は、除染等で人の手が加
わり深度分布が不連続若しくは不自然であったため、の解析を行わなかった（これら 7 箇
所については、付録図中に「※かく乱」や「※〜4cm までの除染」のように注記した。）。
1) 重量緩衝深度
式 (3) 又は式 (4) で解析した重量緩衝深度の頻度分布（図 4-3 参照）は、対数正規分布
に近い分布をとることがわかったため、幾何平均値を算出した。
重量緩衝深度の幾何平均値、幾何標準偏差及び最小値・最大値は、以下のとおりである。
幾何平均値 2.67 g/cm2 (n= 78)、幾何標準偏差 1.66、
最小値 0.89 g/cm2、最大値 9.46 g/cm2
2) 実効的な重量緩衝深度

eff

実効的な重量緩衝深度の頻度分布（図 4-4 参照）についても、対数正規分布に近い分布
になることがわかったため、幾何平均値を算出した。
実効的な重量緩衝深度の幾何平均値、幾何標準偏差及び最小値・最大値は、以下のとお
りである。
幾何平均値 3.83 g/cm2 (n= 78)、幾何標準偏差 1.70、
最小値 0.89 g/cm2、最大値 9.46 g/cm2
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放射性セシウムの土壌中深度分布の経時的な変化として、福島第一原発事故からの経過
日数に対する各調査実施期間における実効的な重量緩衝深度の幾何平均値と幾何標準偏差
を図 4-5 に示す。本調査を開始した平成 23 年 12 月から現在（平成 30 年 9 月）までの実
効的な重量緩衝深度

eff

の幾何平均値の経時的な変化は、おおよそ一次関数的な増加を示

している（図中の点線）。放射性セシウムの土壌中深度分布の変化の度合いは降雨量等によ
る影響を受けるため、年度や季節といった任意の時間間隔で見た場合に

eff

の増加傾向に

偏りが存在し、今後も一次関数的な増加が予想されるというわけではない。一方で、放射
性セシウムの土壌中深度分布の変化の度合いは、土壌特性等による影響を受けるため採取
箇所により異なっている。実効的な重量緩衝深度の幾何標準偏差は、この土壌特性等によ
る違いを反映したものである。
3) 90%深度 L90%
平成 23 年 12 月からの各調査実施期間における 90%深度及びその幾何平均値（図 4-6 参
照）は、時間の経過とともに僅かずつ増加（深さ方向に移動）してきており、平成 30 年 9
月時点での L90%の幾何平均値は 5.1 cm であった。
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図 4-1

放射性セシウム深度分布調査での土壌採取箇所

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-2

セシウム 137 の深度分布の典型的な例

（(c) 020N030 の深度分布は、地表面から 8 g/cm2 付近までのセシウム 137 の放射能濃度が極
端に少なく、その境界の重量深度で不自然であった。）

図 4-3

深度分布調査による重量緩衝深度の自然対数値の頻度分布
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図 4-4

深度分布調査による実効的な重量緩衝深度eff の自然対数値の頻度分布

図 4-5

平成 23 年 12 月からの実効的な重量緩衝深度eff の経時的な変化
（誤差棒は幾何標準偏差を示す）
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図 4-6
4.2

平成 23 年 12 月からの 90%深度 L90%の経時的な変化及びその幾何平均値

放射性セシウム沈着量の面的調査

4.2.1 調査目的
80 km 圏内において可搬型ゲルマニウム半導体検出器（以下「可搬型 Ge 検出器」という。）
を用いた in-situ 測定を行い、現在の放射性セシウム沈着量の詳細な分布状況を把握すると
ともに、過去の測定結果との比較により沈着量の経時的変化を解析した。
4.2.2 調査内容
1) 測定方法
測定箇所については、80 km 圏内（福島県東部、宮城県南部及び茨城県北部）の地域を
5 km×5 km のメッシュに分割し、福島第一原発事故以前に人が居住しなかった地域（非
可住区域）を除いて各メッシュ内で公有地を中心に人為的なかく乱の少ない平坦な開かれ
た土地である等測定に適した 1 箇所を選定した。また、5 km×5 km のメッシュに 1 箇所
以外に福島第一原発から約 5 km 圏内の 30 箇所において、無人ヘリによる上空からの測
定値を地上 1m での値に換算する目的のため、地上 1m 高さで可搬型 Ge 検出器を用いた
in-situ 測定を行った。本報告書では、これらの測定点についても含めて分布マップに示すこ
とにした。 測定予定箇所までの道路が通行止め等により測定が困難であった 1 箇所を除い

た合計 413 箇所において測定を実施した。なお、測定予定地点に人為的な変化が認められ
た場合であっても近傍の変化のない適当な場所の選定が難しい場合には場所を移動せず測
定を実施した。平成 30 年度の調査における放射性セシウム沈着量の測定箇所を図 4-7 に
示す。測定期間は平成 30 年 8 月 10 日～10 月 25 日であった。
放射性セシウム沈着量の測定にあたっては、可搬型 Ge 検出器を地表面に向けて 1 m 高
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さに設置してガンマ線スペクトル測定を実施し、スペクトル解析（核種分析）により放射
性セシウムの土壌への沈着量（土壌単位面積あたりの放射性核種ごとの放射能量。単位は
Bq/m2）を測定した。測定時間は 30 分とした。ただし、天然放射線の測定精度向上のため
全測定箇所の 1 割程度は 60 分測定とした。
in-situ 測定は、原子力規制庁のマニュアル

14)

に基づき実施し、解析の基礎データは国

際放射線単位測定委員会のレポート（ICRU Report 53）10) を参照した。また、in-situ 測
定によるデータ解析で使用する重量緩衝深度には、4.1 節に示した土壌深度分布調査によ
って導出した実効的な重量緩衝深度

eff の幾何平均値（3.83

g/cm2）を用いた。

2) 測定結果の信頼性の確認
放射性セシウム沈着量の測定結果については、使用した一部のゲルマニウム半導体検出
器に対して標準線源を用いた校正を実施するとともに、使用するゲルマニウム半導体検出
器の全てを用いて同一箇所で測定を行い、同様の沈着量評価値が得られることを確認した。
また、in-situ 測定から求められた空間線量率の評価値と、同一箇所で NaI(Tl)シンチレー
ション式サーベイメータ（日立製作所製 TCS-171B）によりグレイ(Gy)単位（空気カーマ）
で測定した地表面から 1 m 高さの空間線量率の測定結果を比較したところ、全体に良く一
致した（図 4-8）。この結果より、スクレーパープレートにより観察された平均的な重量緩
衝深度を用いた in-situ 測定の妥当性が確認できた。なお、ここでは ICRU Report 53 10)に
従ってGy/h で表した空気カーマ率について比較を行っている。比較に用いたデータの測
定期間は平成 30 年 9 月 13 日～10 月 25 日であった。
3) 放射性セシウムの土壌沈着量分布マップの細密化
空間線量率に寄与している人工放射性核種のほとんどが放射性セシウムであるとの仮定
の下、過去の調査において、かく乱の少ない平坦地では土壌への放射性セシウムの沈着量
と空間線量率が良好な直線関係を示すことが確認されている。そこで、in-situ 測定を行っ
た箇所で NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータを用いて空間線量率の測定を同時に
行い、調査時点における空間線量率と放射性セシウム沈着量との相関関係を求め、放射性
セシウム沈着量を直接に測定していない箇所における放射性セシウムの沈着量を空間線量
率から評価した。この放射性セシウム沈着量の空間線量率からの評価結果を基に、1) で作
成した放射性セシウムの土壌沈着量分布マップを細密化し、80 km 圏内全体の放射性セシ
ウム沈着量の可視化を行った。
4.2.3 調査結果
GPS を用いて測定箇所の位置情報を取得し、これらの情報を基に 80 km 圏内を中心とし
たエリアの放射性セシウムの土壌への沈着量分布マップを図 4-9 及び図 4-10 に示す。なお、
平成 30 年度調査については同年 10 月 1 日時点の値に物理的減衰補正を行った。
放射性セシウムの沈着量を評価する際に実効的な重量緩衝深度の幾何平均値を用いたが、
重量緩衝深度の分布に起因する沈着量評価値の不確かさは最大約 44%（90%信頼区間）であ
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った。
放射性セシウムの土壌沈着量分布マップを細密化するために、平成 30 年度調査において
空間線量率及び放射性セシウム沈着量の両方を測定している 413 箇所における空間線量率と
放射性セシウム沈着量の測定結果の相関関係を調べた（図 4-11）。比較にあたっては、天然
放射性核種からの空間線量率への寄与が 0.05 Sv/h と仮定し、この寄与分を全ての空間線量
率の測定値から一律に差し引いた値を用いた。NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータに
より測定した空間線量率にはセシウム 134 とセシウム 137 の両方の寄与があるが、これら核
種の沈着量の比は一定と考えることができるので、図 4-11 のように空間線量率とそれぞれ
の核種の沈着量は直線関係になる。空間線量率と放射性セシウム沈着量の相関関係を定点サ
ーベイにより 6,549 箇所で測定された空間線量率に適用し、放射性セシウム沈着量を評価し
た。以下、この手法により評価した放射性セシウム沈着量を「空間線量率から評価した沈着
量」という。in-situ 測定により直接求めた沈着量に空間線量率から評価した沈着量を加えて
記した土壌沈着量分布マップを図 4-12 及び図 4-13 に示す。
本手法による土壌沈着量分布マップの細密化の妥当性を確認するために、in-situ 測定によ
る結果と最近傍の空間線量率から評価した放射性セシウム沈着量を比較した。比較は、散布
図による比較及び相対偏差のヒストグラムによる比較を行った。相対偏差 RD2 を下記のよ
うに定義する。
��� � �𝐶𝐶� � 𝐶𝐶�/ 𝐶𝐶

(5)

ここで、CD は空間線量率から評価した沈着量、C は in-situ 測定による放射性セシウムの
沈着量である。
図 4-14 に示した(a)全データによる散布図を見るとプロットは 1:1 の直線の周辺に分布し、
全体的にはよい相関性が確認できるものの、低い沈着量の領域のプロットのばらつきは大き
いことがわかる。相対偏差のヒストグラムを見ると、分布の形状は 0 付近を頂点にした正規
分布に近いものの、評価値が測定値の 2 倍以上を示す点が 25%以上確認された。最近傍点が
20 m 以内のデータのみで処理したグラフを図 4-14 (b)に示す。このヒストグラムも全データ
と大きく傾向が変わらなかったことから、このばらつきは本手法の限界であると理解するこ
とが出来る。すなわち、空間線量率が低い場所では、天然放射性核種由来の空間線量率を一
律で減算している影響及び放射性セシウム沈着量への換算に伴う誤差が大きくなることが示
唆される。今後は、地域ごと、又は地点ごとの天然放射性核種由来の空間線量率を減算する
方法についても検討したい。一方、高線量率の測定結果についてはよい相関関係を有してい
る。本手法は、80 km 圏内全体を可視化し過去との比較を行う手法としては有効であるため、
引き続き本手法を踏襲し、80 km 圏内全体のマップを作成し、変化傾向については今までど
おり in-situ 測定の結果で議論する。
平成 23 年度調査から平成 30 年度調査までの各調査による放射性セシウムの土壌沈着量分
布マップを図 4-15 及び図 4-16 に示す。約 91 ヶ月の間にセシウム 134 の土壌沈着量分布マ
ップでは赤や黄色で示される比較的高い濃度の測定箇所がほとんどなくなり沈着量の減少の
様子が確認できる。セシウム 137 はセシウム 134 に比べて半減期が長いため沈着量の変化は
顕著ではない。
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図 4-7

可搬型 Ge 検出器用いた in-situ 測定等による放射性セシウム沈着量の測定箇所

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-8

可搬型 Ge 検出器による in-situ 測定の結果を基に求められた空間線量率と NaI(Tl)シ

ンチレーション式サーベイメータによる空間線量率の相関
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図 4-9

可搬型 Ge 検出器を用いた in-situ 測定によるセシウム 134 の沈着量分布マップ

（実効的な緩衝深度eff= 3.83 g/cm2 を用いた解析結果。背景地図は、ESRI ジャパン データ
コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-10

可搬型 Ge 検出器を用いた in-situ 測定によるセシウム 137 の沈着量分布マップ

（実効的な緩衝深度eff= 3.83 g/cm2 を用いた解析結果。背景地図は、ESRI ジャパン データ
コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-11

NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータによる地表面から 1 m 高さの空間線量

率と in-situ 測定による放射性セシウム沈着量の相関
（赤□: セシウム 134 との相関（データ数 n= 409）、青◇：空間線量率とセシウム 137 との相関
（データ数 n= 413）を示す。実効的な緩衝深度eff= 3.83 g/cm2 を用いた解析結果。）
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図 4-12

セシウム 134 の土壌沈着量分布マップ

（in-situ 測定により測定した沈着量（□）に空間線量率から評価した沈着量（○）を追加。実効
的な緩衝深度eff= 3.83 g/cm2 を用いた解析。結果背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテ
ンツ（(c) Esri Japan）を使用。）

- 51 -

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

図 4-13

セシウム 137 の土壌沈着量分布マップ

（in-situ 測定により測定した沈着量（□）に空間線量率から評価した沈着量（○）を追加。実効
的な緩衝深度eff= 3.83 g/cm2 を用いた解析結果。背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテ
ンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-14

in-situ 測定によるセシウム 137 沈着量と最近傍点における定点サーベイによる空間線量率から評価したセシウム 137 沈着量の比較
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図 4-15
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（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）

平成 23 年度以降の in-situ 測定、土壌採取による測定及び空間線量率から評価したセシウム 134 沈着量分布の変化
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図 4-16
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（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）

平成 23 年度以降の in-situ 測定、土壌採取による測定及び空間線量率から評価したセシウム 137 沈着量分布マップの変化

JAEA-Technology 2019-019

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

4.3

天然放射性核種による空間線量率の評価

可搬型 Ge 検出器による in-situ 測定では、放射性セシウム沈着量の評価と同時に土壌中に含
まれる天然放射性核種濃度の定量も行った。ウラン系列の全核種による空間線量率のうち鉛
214（Pb-214）とビスマス 214（Bi-214）からの寄与が 98%、トリウム系列に関してはタリウ
ム 208（Tl-208）とアクチニウム 228（Ac-228）の寄与が 90%を占めるため 12)、これらの核種
及びカリウム 40（K-40）からの空間線量率を評価することで天然放射性核種に起因する空間
線量率のほぼ全体を評価することが可能である。核種濃度の定量は、Pb-214 は 352 keV、Bi214 は 1765 keV、Tl-208 は 583 keV、Ac-228 は 911 keV、K-40 は 1461 keV のガンマ線に着
目して実施した。
平成 30 年度調査において in-situ 測定を実施した 413 箇所のうち、上記天然放射性核種 5 核
種がすべて有意検出された 369 箇所のデータを対象として、天然放射性核種による空間線量率
を評価した。なお、全測定箇所の約 20%は若干の降雨の中での測定であった。5 核種について
ICRU Report 53

10)の

Table 5.2 の換算係数を用いて採取箇所ごとに空気カーマ率を求めた結

果、この 369 箇所の平均値は 0.034 Gy/h であった。これは空間線量率（周辺線量当量率）で
は 0.04 Sv/h に相当する 15)。前述のように、平成 30 年度の in-situ 測定では天然放射性核種
起因の全てのガンマ線を評価対象としていないことを踏まえると、80 km 圏内における平均的
な天然放射性核種による空間線量率として 0.05 Sv/h を仮定したことは妥当であると考えら
れる。
各測定箇所での 5 核種による空気カーマ率の合計値を地図上にプロットしたものを図 4-17
に示す。なお、平成 22 年度原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書（福島県、東京電力株
式会社）16)によると、震災前の平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 10 日までの期間、地上
約 3m のモニタリングポスト（NaI(Tl)シンチレーション検出器）23 箇所で福島県が測定した
空間線量率（期間平均値）は 0.036〜0.051 Gy/h と報告されており、本結果とも矛盾しない。
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図 4-17

天然放射性核種による空気カーマ率の分布

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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4.4

無人ヘリサーベイによる放射性セシウム沈着量評価

第 3 章に示した無人ヘリによる上空からの放射線測定結果を基に福島第一原発周辺（半径 5
km 程度）の放射性セシウム沈着量を求めた。沈着量評価には、平成 25 年度に確立したガンマ
線スペクトル情報から放射性核種ごとに評価する手法
率への換算には、重量緩衝深度 

eff

8)

を用いている。本手法による空間線量

の設定が必要であるが、4.1 節に示した結果から eff=3.83

g/cm2 とした。換算結果を基に作成した放射性セシウムの沈着量分布マップを図 4-18 に示す。
空間線量率の高かった発電所から北西部分と南部分は 3000 kBq/m2 を超える比較的高いエリ
アが広がっていることが分かる。一方、北側の海岸沿いは、300 kBq/m2 以下のエリアも存在す
る。
本手法で換算した放射性セシウム沈着量と in-situ 測定による放射性セシウム沈着量とを比
較した。図 4-19 に同地点における無人ヘリと in-situ 測定による測定結果の散布図及び式 (6)
で求めた相対偏差 RD3 をヒストグラムで示した。
𝑅𝑅�� � �𝑅𝑅� � 𝑅𝑅� �/𝑅𝑅�

(6)

ここで、Rh は無人ヘリからの換算値及び Ri は in-situ 測定 による放射性セシウムの沈着量で
ある。相対偏差の平均値は 0.41±0.61 であり、ヒストグラムでも全エリア数のうち 2/3 が相対
偏差が正の値を示しており、無人ヘリサーベイからの評価値は地上での in-situ 測定による値
に比べ高めの値（平均値で約 4 割増）を示す傾向を確認した。散布図から、沈着量が 1 MBq/m2
以上の点に限定すれば、概ね y=x の直線上に分布しており、地上での測定結果と比較的よく整
合している。なお、低線領域において無人ヘリサーベイによる測定値が過大評価になる傾向は、
図 3-5 に示した空間線量率についての比較と類似であり、地上測定に選定した場所が周辺より
局所的に沈着量の低い可能性がある。
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図 4-18

無人ヘリサーベイによる放射性セシウム沈着量分布マップ

（背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ（(c) Esri Japan）を使用。）
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図 4-19

無人ヘリサーベイと in-situ 測定による放射性セシウム沈着量の比較
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5. 実効半減期の評価
5.1

目的

事故から 7 年以上が経過し、事故直後から実施してきた分布状況調査の測定データは蓄積し
つつある。継続的に蓄積してきた環境モニタリングデータを基に空間線量率や放射性セシウム
土壌沈着量の減少速度すなわち実効半減期を評価した。実効半減期 Teff は以下の式 (7) で表さ
れる。
1

𝑇𝑇���

�

1
1
�
𝑇𝑇�� 𝑇𝑇���

(7)

ここで、TCs は放射性セシウムの壊変による半減期及び Teco は環境半減期である。環境半減
期は、天候等の環境要因による減少率として定義される。
環境中における放射性物質の変化は、核実験場での継続的なモニタリングやチェルノブイリ
原子力発電所事故後のモニタリングから、多重の指数関数で近似できることが知られている。
ここでは、これまでの測定データの変化傾向を定量的に把握するため、測定データの指数関数
近似について検討した。その結果として求められる実効半減期は、測定データ間の数値の推定
や将来の空間線量率の推定に重要なパラメータとなる。
5.2

測定結果の変化傾向

平成 23 年度から平成 30 年度までを対象に、測定結果の経時変化傾向を走行サーベイ、定点
サーベイ、歩行サーベイ及び無人ヘリサーベイで得られた空間線量率について図 5-1 に、insitu 測定による土壌中放射性セシウム沈着量について図 5-2 にそれぞれ示す。各データは、政
府の定めた統計に用いる標準地域メッシュ（1 km メッシュ）ごとに平均化している。ここで
は、80 km 圏内の地域 10,168 メッシュが対象となる。
走行サーベイは、第 1 回から 4,000 メッシュ以上の場所について測定が行われている。他の
測定と比較すると網羅的に 80 km 圏内の地域を測定している。しかしながら、走行ルートにつ
いては、避難指示区域の解除等の理由から毎回異なること、測定対象が舗装された道路上であ
ることに注意が必要である。定点サーベイは、住宅地内にある公共施設など開けた舗装されて
いない平坦地及び空間線量率が狭い範囲で急激に変化しない場所を選定しているため、他の測
定結果と比較して、エリアを代表する数値として使用しやすい。ただし、第 1 回及び第 2 回に
おいて、迅速な汚染範囲の決定を目的としたため、測定点数が他の測定に比べて極端に少ない。
歩行サーベイについては、第 3 回以降では一定の場所での測定データが得られている。in-situ
測定については、γ線スペクトルを利用しバックグラウンドの影響なしに測定でき、直接的に
物理的半減期との比較が可能である。一方、測定時間がかかるため測定点数は多くない。
このように過去の地上で得られたデータは、空間線量率や放射性物質の沈着状況を面的に把
握することを目的としていたものの、定点サーベイでは測定点における線量率、歩行サーベイ
では歩行経路に沿った線量率、走行サーベイでは道路上の線量率と、それぞれの測定手法に応
じて限定的な条件下での線量率情報が得られる。このため、沈着量分布の全体像及びその減衰
傾向を考察するにあたっては面的及び時間的に不連続なデータの取り扱いが課題となる。また、
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近年では、空間線量率が減少傾向にあり、天然放射性核種によるバックグラウンドの空間線量
率が無視できない状況となっている。また、現状の放射線分布の変化量について定量的に表す
には、バックグラウンド減算及びデータの測定場所等の条件をそろえ、かつデータ点数を考慮
する必要がある。これらを考慮し、最適なデータセットの検討及び実効半減期の算出を試みた。

- 62 -

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

図 5-1

分布状況調査により得られた空間線量率の変化傾向

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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図 5-1

分布状況調査により得られた空間線量率の変化傾向

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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図 5-2

分布状況調査により得られた放射性セシウム沈着量の変化傾向
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5.3

実効半減期算出方法

平成 30 年度実施した空間線量率測定においては、事故から 7 年以上が経過しているため、
空間線量率はバックグラウンドである天然放射性核種による空間線量率に比較的近い数値を示
す場所が多くなってきている。変化傾向を定量化する場合、天然放射性核種による空間線量率
を正確に減算する必要がある。分布状況調査における KURAMA-II による走行サーベイ結果を
基に、東日本の市町村別のバックグラウンド線量率が評価されている 17)。ここでは、このバッ
クグラウンド線量率データを採用し、市町村ごとに放射性セシウム由来の空間線量率を算出し
た。
データセットには、走行サーベイ、定点サーベイ及び歩行サーベイのデータを 1 km メッシ
ュごとに集計し、平均値を使用した。指数関数近似に用いたデータは、それぞれの測定手法ご
とに、調査期間すべてにおいてデータがそろっているメッシュのみ抽出した。本解析には、80
km 全域のデータ及び人為的なかく乱など環境変化の影響や高空間線量率エリアでの影響を考
察するため、避難指示区域のデータを対象とした。測定期間については、データ数を考慮し、
走行サーベイ及び in-situ 測定について全期間、定点サーベイ及び歩行サーベイについては第
3 回以降のデータを使用した。
抽出したデータについて、走行サーベイについては、式 (8) に示した二重の指数関数近似を
行い、実効半減期を算出した。
� � ����� ��

0.693
0.693
� 𝑡𝑡� � ����� ��
� 𝑡𝑡�
𝑡𝑡����
𝑡𝑡�����

(8)

ここで、D は空間線量率、tshort は実効半減期の速い成分、tlong は実効半減期の遅い成分、t は
事故からの経過時間（年）を表す。なお、ここで切片である a+b は事故直後の空間線量率とな
る。近似曲線については最小二乗法により 95%の信頼区間を計算するとともに、実効半減期に
ついても 95%の信頼区間を計算した。走行サーベイ以外のデータについては、指数関数近似を
行い、その傾きから実効半減期を算出した。なお、今回は実効半減期 tshort 及び tlong の導出を主
目的としたため、係数 a や b については今後評価を進めたい。
5.4

空間線量率の実効半減期

それぞれの測定手法について二重指数関数近似により評価した実効半減期について表 5-1 に
まとめる。走行サーベイの変化傾向について、図 5-3 に示す。80 km 圏内全域のデータでは、
速い成分は 0.454 年及び遅い成分は 2.50 年となった。セシウム 134 とセシウム 137 の半減期
と比較しても速い速度で減少していることが分かる。この要因の一部としては道路上のセシウ
ムの洗い流し効果や、4.1 節で示した放射性セシウムの土壌の深度方向への移動が考えられる。
スクレーパープレートにより評価された実効的な重量緩衝深度を考慮して空間線量率の時間変
化を計算し二重指数関数近似を行うと、速い成分の実効半減期は 1.5 年、遅い成分の実効半減
期は 8.2 年と計算される。その数値と比較しても減少速度は速く評価されている。走行サーベ
イによる測定では車道上の影響が大きくなることから、この減少速度の速さの要因は道路上に
おける放射性セシウムの洗い流しの効果が一因と考えられる。また、避難指示区域については、
速い成分が 0.038 年となったものの、図 5-3 b)に示したようにデータ点数の不足や事故直後の
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データのばらつきが影響しているものと考えられる。一方、遅い成分は 2.61 年となり 80 km
圏内とほぼ同等であった。
定点サーベイについて指数関数近似を行った結果を図 5-4 に示す。定点サーベイでは、事故
直後の測定データを除外したため、速い成分の分析はできなかったが、遅い成分は 80 km 圏内
で 2.46 年及び避難指示区域で 3.02 年となった。図 5-4 のプロットを見ると過去 2 年分のデー
タが近似直線から外れている。80 km 圏内と避難指示区域で遅い成分の実効半減期が異なる要
因として、速い成分の影響が無視できない、又はバックグラウンド減算の誤差が影響している
可能性が挙げられる。また、避難指示区域において除染作業や中間貯蔵施設の建設が始まって
おり、人為的な環境変化の影響も考えられる。
歩行サーベイについて指数関数近似を行った結果を図 5-5 に示す。歩行サーベイは、平成 25
年度に調査を開始したため、速い成分の分析はできなかったが、遅い成分は 80 km 圏内で 2.75
年及び避難指示区域で 2.69 年となり、ほぼ等価であった。なお、走行サーベイより若干大きい
数値の理由は車道と歩道の洗い流し効果の違いが反映されているものと考えられる。
空間線量率の測定結果について、各年度の平均値に対して指数関数近似を行った結果を図 56 に示す。走行サーベイはそれ以外の測定手法と比較して空間線量率は低い。一方、近似直線
の傾きは、すべての測定手法でほぼ同様であり、80 km 圏内全域において近年では、2.46 – 2.75
年の半減期で減少していると考えてよい。一方、避難指示区域においては、歩行サーベイの結
果は定点サーベイと走行サーベイの間を推移している。この結果は、車道、平坦地及び歩道の
測定場所の違いを反映している。
これらの近似手法は空間線量率の定量的な変化傾向の把握に有効である。
表 5-1

*（

評価された実効半減期の一覧

）内は 95%信頼区間を示している。
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図 5-3

走行サーベイ結果における 2 重指数関数の近似
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図 5-4

定点サーベイ結果における指数関数の近似
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図 5-5

歩行サーベイ結果における指数関数の近似
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図 5-6

各測定手法による空間線量率平均値に対する指数関数近似結果の比較
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5.5

放射性セシウム沈着量の実効半減期

in-situ 測定による土壌中放射性セシウムの沈着量の結果について図 5-7 に示す。図に示す
ようにセシウム 134 は近似曲線にプロットが乗っているものの、セシウム 137 については、ば
らつきが比較的大きいようにみえる。この理由ははっきりしていないが、in-situ 測定の測定誤
差の影響か、測定場所の環境変化による影響が考えられる。セシウム 134 とセシウム 137 の実
効半減期はそれぞれ、1.70 年及び 19.9 年となり、物理的半減期と比較すると早い数値となっ
た。この数値の違いの原因としては、人為的な測定場所の環境変化が考えられる。今後、測定
場所の土地利用による依存性や除染等の影響の有無について検討が必要と考える。
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図 5-7

in-situ 測定結果における指数関数の近似
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6. 測定箇所の重要度のスコア化
6.1

背景

事故から 7 年以上が経過し、これまで行ってきたモニタリングの最適化が求められている。
事故後のモニタリングは、政府の決定する総合モニタリング計画（平成 23 年 8 月 2 日モニタ
リング調整会議制定）18) に則り、各省庁や関係機関が横断的に実施してきた。このモニタリン
グ計画は適宜改定がなされているが、その測定場所については基本的に事故後の混乱の中決定
された場所が継続しており、必ずしも最適配置になっているとは言い難い。表 6-1 に総合モニ
タリング計画で定められている測定種別と担当省庁について示す。
表 6-1

総合モニタリング計画における測定種別及び担当省庁
（赤字は空間線量率に関する項目）

最適な測定位置は、測定目的、測定方法及び測定点数等によって異なり、最終的には行政判
断が必要になると考えられる。その判断の一助として、地域ごとに住民数や現状の空間線量率
などを根拠として、相対的にモニタリングの必要性の重要度分類をすることは、コストの削減
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やモニタリングすべき場所の抜けを防ぐためにも重要であると考えられる。情報処理装置の高
度化に伴い、GIS ソフトウエアは様々なデータを取り込んで階層別に比較できるようになって
いる。そこで、分布状況調査で得られた放射線モニタリングデータや国勢調査などで提供され
ているデータや既存のモニタリングポストの設置位置情報などを考慮することにより、地域の
モニタリング重要性の相対的な判断に使用できる「スコア」化を試みた。
6.2

スコアの集計方法

6.2.1 パラメータ
スコア化には、
「住民がモニタリングの必要性を理解する」をコンセプトに、下記の方針で
GIS ソフトウエアにデータの入力を行った。対象の範囲は福島県及び 80 km 圏内の地域とし、
その地域について総務省が定めた「統計に用いる標準地域メッシュ及び標準地域コード」19)
に従って、1 km メッシュを基本としてメッシュ内のパラメータをデータベース化した。ス
コア化対象の範囲について図 6-1 に示す。メッシュ内で比較するパラメータは、住民の被ば
く線量を考慮し表 6-2 に示す項目を選定した。
「住民数」や「住民の減少率」については総務
省統計局が整備した政府統計の総合窓口 (e-stat)

20)より平成

17 年及び平成 27 年の国勢調

査結果を、学校や病院など公共施設の位置情報、土地利用は国土交通省国土政策局国土情報
課で公開している国土数値情報 21) を利用した。
以下、各パラメータについて実際の数値データベースや評価方法を示す。
①空間線量率
空間線量率は住民への影響が最大となる評価を行うため、航空機モニタリングによる
空間線量率のメッシュ内の最大値を採用した。航空機モニタリングによる空間線量率は
評価開始時点で公開されていた平成 28 年度の結果 22)を用いた。
②住民数
住民数の多い地域に重点をおくため、メッシュ内の住民数として事故前の国勢調査結
果の人口数を入力した。なお、可住・非可住のメッシュ作成に用いているデータが平成
17 年の国勢調査結果であるため、同じく平成 17 年の国勢調査結果を用いている。
③住民の減少率
住民が避難しているメッシュに重点をおくため、式（9）のように減少率 PR を定義し
た。
𝑃𝑃� � �𝑃𝑃��� � 𝑃𝑃��� � / 𝑃𝑃���

(9)

ここで、PH17 はメッシュ内における平成 17 年時点における住民数、PH27 は平成 27 年時
点における住民数とする。
④土地利用
採用した数値地図情報には様々な項目があり 100 m メッシュ（1 km メッシュの 1/100）
毎に土地利用種別が記載されている。画一的な比較が可能なようにメッシュ内の住宅地、
農用地、公園等、森林・荒地の 4 種類に分け、それらのメッシュ内での 100 m メッシュ
数から式(10)により土地利用指標 LUindex を定義した。
𝐿𝐿𝐿𝐿����� � � � 𝐴𝐴� � 4 � 𝐴𝐴� � � � 𝐴𝐴� � � � 𝐴𝐴4
- 75 -

(10)

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

ここで、A1: メッシュ内における住宅地の 100 m メッシュ数、A2: メッシュ内における
農用地の 100 m メッシュ数、A3: メッシュ内における公園等の 100 m メッシュ数、A4:
メッシュ内における森林・荒地の 100 m メッシュ数である。土地利用の重要度に応じて
評価し、森林・荒地とそれ以外の差を明確にさせるため、住宅地：農業用地：公園等：
森林・荒地それぞれのバイアス値を 5 倍：4 倍：3 倍：0 とした。図 6-2 に土地利用指標
の分布を示す。この図から、スコア対象地域の約 1/3 である 5,561 メッシュが森林・荒
地であることが分かる。
⑤空間線量率の変動
平成 23 年から平成 29 年までの航空機モニタリングによる測定結果のメッシュ内最大
値を抽出し、事故からの経過時間でプロットし、プロットについて指数関数近似した曲
線の傾きを減少率と定義した。図 6-3 に空間線量率の減少率の計算例を示す。
⑥ランドマーク
住民が集まる場所、又は行き交う場所をランドマークとして、下記の施設の存在数を
メッシュ毎に集計した。
・ランドマーク対象とした施設：幼稚園、児童館、保育所、小学校、中学校、高校/高専、
短期大学、大学、特別支援学校、市町村役場、公的集会
施設、病院、駅、老人ホーム、保護施設、身体障がい者
更生援護施設
⑦モニタリングポスト
既存のモニタリングポストの設置場所とメッシュごとの設置数とした。

表 6-2
No.
1

対象データ名
空間線量率

スコア化したパラメータ
データ内容

メッシュ内における代表的な空間線量率

データ出典
平成 28 年度航空機モニ
タリング 22)

2

住民数

メッシュ内における居住住民数

政府統計の総合窓口 (estat) 20)

3

住民の減少率

事故前後の住民数の変化

政府統計の総合窓口 (estat) 20)

4

土地利用

住宅地、農用地、公園等及び森林・荒地

国土数値情報 21)

5

空間線量率の

事故後からの空間線量率の変動傾向

平成 23 年-平成 29 年まで

変動

の航空機モニタリング
7,22,23,24,25,26)

6

ランドマーク

学校、病院、役所等公共施設の場所

国土数値情報 21)

7

モニタリング

既存のモニタリングポストの設置数

原子力規制庁ホーム―ペ
ージ 27)

ポスト
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図 6-1

スコア化の対象範囲

（メッシュ数: 15,645 箇所。地理院タイルに空間線量率の分布図（平成 29 年の航空機モニタリ
ング測定データ）を追記して掲載。）

図 6-2

土地利用指標 LUindex の分布
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図 6-3

空間線量率の減少率の計算例（左: 減少率の速い例, 右: 線量率が増加している例）

6.2.2 スコアの付与方法
表 6-2 に示したパラメータについて以下の方針の下、メッシュごとにスコアを与えた。
・空間線量率の高いメッシュを高スコアとする。
・被ばく線量評価に関わる住民が滞在する場所を高スコアとする。
スコアの与え方は、全メッシュ数 15,645 箇所について各パラメータを抽出し、上位から
高スコアを与える。ここでは、0-1000 番: 9 点, 1001-2000 番: 8 点, 2001-3000 番: 7 点・・・・・
9001 番以上: 0 点とした。各々のパラメータについて、過剰な点数が与えられないようにス
コア対象となる条件を表 6-3 のように設定した。
表 6-3
No.

対象データ名

1

空間線量率

各パラメータのスコア対象とする条件
スコア対象とする条件

平成 17 年の住民数が 1 人以上、又は土地利用で住宅

スコア対象
メッシュ数
9,985

地・農地・公園が存在する。
2

住民数

3

住民の減少率

平成 17 年の住民数が 1 人以上

8,183

平成 17 年の住民数 10 人以上、又は避難のため平成 27

5,715

年の住民数が-平成 17 年の住民数より減少している。
4

土地利用

5

空間線量率の
変動

土地利用で住宅地・農地・公園が存在する。

10,084

平成 17 年の住民数が 1 人以上

5,755

平成 29 年における放射性セシウム換算が 10 kBq/m2 未満

6

ランドマーク

メッシュ内にランドマークが存在する。

2,393

7

モニタリング

メッシュ内にモニタリングポストが設置されている。

2,001

ポスト
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6.3

スコア化結果
各パラメータのスコア分布について図 6-4 に示す。住民数については、福島市、郡山市を

中心とした中通り地方、いわき市を中心とした浜通り地方及び会津若松市を中心とした会津
地方に高スコアが付与されていることが分かる。また、住民減少率は、避難指示区域を中心
とした浜通り地方に高スコアが付与されている。空間線量率の変動については、比較的平地
や都市域と比較した山岳部や森林に高スコアが付与されている。この結果は、除染の効果が
反映されているものと考えられる。
各パラメータのスコアの合計値について図 6-5 に示す。このように都市域に比較的高いス
コアが与えられている。このスコアは、住民の被ばくを考慮した地域間のモニタリング重要
度の判別に使用できることを想定しており、モニタリング箇所の再配置への適用例について、
次節に示す。
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各スコアの分布マップ

(1/2)

（地理院タイルに各スコアを追記して掲載。）

図 6-4
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各スコアの分布マップ

(2/2)
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図 6-5

スコアの合計

（地理院タイルにスコアを追記して掲載。）
6.4

適用例

図 6-5 に示したスコアの合計マップを基に、モニタリング箇所の再配置を事例的に検討した。
再配置の検討条件を以下のように設定した。
① 福島県全域の領域においてスコア上位 1,000 箇所をモニタリングポストの設置位置とす
る。
② 既存のモニタリングポストが設置されていて、上位 1,000 箇所に該当しなかったメッシ
ュについては、近傍の上位 1,000 箇所に該当したメッシュとの距離を求める。
③ 既存のモニタリングポストが設置されていないメッシュで、上位 1,000 箇所に該当した
メッシュについては、既存のモニタリングポスト設置メッシュとの距離を求める。
図 6-6（上）に既存のモニタリングポストの設置位置について示す。現状モニタリングポス
トは、福島県の 2,001 メッシュの場所に 3,717 基設置されている。特に都市域では同じメッシ
ュ内に複数機のモニタリングポストが設置されている。各メッシュのスコア順位とメッシュ内
に設置されているモニタリングポストの数について、ヒストグラムにして図 6-7 に示す。現在
のモニタリングポストの設置位置はスコア上位 2,000 位までに 80%の既存のモニタリングポス
ト設置位置が含まれている。これは、既存のモニタリングポスト設置位置がスコア集計に採用
した考え方と大きく乖離がないことを示している。
図 6-5 に示したスコア情報から上位 1,000 箇所のメッシュ位置について図 6-6（下）に示す。
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1,000 メッシュの配置は、都市域を維持しつつ森林域や人口の少ない場所が選定されていない。
上記②で示した「既存のモニタリングポストが設置されていて、上位 1,000 箇所に該当しなか
ったメッシュについては、近傍の上位 1,000 箇所に該当したメッシュとの距離」を計算した。
「既存のモニタリングポストが設置されていて、上位 1,000 箇所に該当しなかったメッシュ」
は 988 メッシュ存在し、ヒストグラム（図 6-8）に示すように、約 80%のメッシュが近傍 4 km
以内に上位 1,000 箇所に該当するメッシュがあることが分かる。このシミュレーションは、近
隣のモニタリングポストにより代替することが可能であるかの判定を想定している。
一方、③で示した「既存のモニタリングポストが設置されていないメッシュで、上位 1,000
箇所に該当したメッシュについては、既存のモニタリングポスト設置メッシュとの距離」を計
算した。
「既存のモニタリングポストが設置されていないメッシュで、上位 1,000 箇所に該当し
たメッシュ」については、182 箇所存在し、ヒストグラム（図 6-9）に示すように、100%のメ
ッシュが近傍 1 km 以内に上位 1,000 箇所に該当するメッシュがあることが分かる。このシミ
ュレーションは、モニタリングポストを新規に設置する必要がある場所について近傍のモニタ
リングポストの存在状況を調査することを想定している。
このように、スコア化は地域間を相対的に重要度比較することができ、モニタリング位置の
選定に有用である。なお、平成 30 年度には主に評価手法を整備したが、今後、スコア化の妥当
性向上のための検討が重要である。
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図 6-6

モニタリングポストの再配置検討事例

（上: 既存のモニタリングポスト設置メッシュ、下: スコア上位 1,000 箇所。地理院タイルに
メッシュを追記して掲載。）
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図 6-7

図 6-8

スコア順位と既存のモニタリングポストの設置数との関係

既存のモニタリングポストが設置されていたメッシュの中で、上位 1,000 箇所に該当

しなかったメッシュの近傍設置メッシュとの距離
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図 6-9

既存のモニタリングポストが設置されていないメッシュの中で、上位 1,000 箇所に該

当したメッシュの近傍設置メッシュとの距離
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7. 実測データの統合的解析
7.1

調査目的

分布状況調査における各測定方法にはそれぞれ固有の特性があることから、精度と空間分解
能の異なる多様な空間線量率情報が蓄積されている。これらの空間線量率情報を統合すること
で、対象領域全域に対する精度と空間分解能の高いマップを作成することが統合評価の目的で
ある。この目的のために、平成 28 年度においては、異なる方法で測定された空間線量率の分布
マップを階層ベイズ統計により統合する手法 28) を避難指示区域に適用し、平成 27 年度に測定
された歩行サーベイ、走行サーベイ及び航空機モニタリングの結果を統合して、人間の生活す
る場を対象とする歩行サーベイを全域で行ったことを想定した統合空間線量率マップを作成し
た 29)。また、平成 29 年度は 80 km 圏内全域に解析対象を広げ、平成 28 年度に測定された歩
行サーベイ、走行サーベイ及び航空機サーベイの結果を統合した統合空間線量率マップを作成
した。平成 30 年度は、平成 29 年度に測定された各種測定データを統合して 80 km 圏内の統
合空間線量率マップを作成するとともに、平成 25 年度以降に実施された測定データを対象に、
統合のための基本的な情報である各測定データ間の相関関係を解析し、統合空間線量率マップ
を作成した。
7.2

調査内容

7.2.1 異なる測定方法による空間線量率の特徴
統合マップの作成においては、統計解析を行うのに十分なデータ量を有する歩行サーベイ、
走行サーベイ及び航空機モニタリングの結果を対象とするが、これらはそれぞれ異なる特徴
を有する。歩行サーベイは人間が生活する様々な環境における空間線量率を取得できる、空
間線量率の場所による変化を詳細に捉えた測定が可能である等の特徴を持つが、人間の歩行
によるため 80 km 圏内の全てをカバーした測定は不可能である。走行サーベイでは、
KURAMA システムを利用することにより広範囲を対象に膨大な量のデータを地上で取得す
ることが可能であり、得られた大量データは統計解析による空間線量率分布の特徴解明に有
用に用いられる。しかし、調査領域が道路上に限定される。航空機モニタリングは 300 m 高
度での測定を行うため地上の細かな空間線量率の変化を捉えることはできず、また空間線量
率には系統的な誤差が含まれる。一方、測定を行いたい地域全域をカバーできるという他に
ない大きな特徴を有している。本調査では、これら異なる測定手法により得られたデータの
特徴を活かしつつ、空間線量率データを統合して精度と空間分解能が高い空間線量率マップ
を作成した。具体的には、高い位置分解能と精度を持つがカバーできる範囲が限られる歩行
サーベイ、位置分解能と精度は劣るが対象領域全域をカバーできる航空機モニタリング、そ
の中間的な性質を持つ走行サーベイの各データを統合した。
7.2.2 統合手法の概要
空間統計学の分野で用いられてきた階層ベイズモデルを用いて、歩行サーベイ、走行サー
ベイ及び航空機モニタリングで得られた空間線量率分布を統合したマップを作成するととも
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に、統合された空間線量率マップの信頼区間を明らかにした。原子力機構と米国ローレンス・
バークレー国立研究所（LBNL）との共同研究により開発され、福島市周辺の狭い地域を対
象に検証済みである手法 28) を応用した。
統合の概略は、同じ地域を対象とした同時期の測定により歩行サーベイの測定データセッ
ト zw,走行サーベイの測定データセット zc,航空機モニタリングの測定データセット zA が得ら
れた時に、最も信頼のおける空間線量率分布 y を統計手法により推定するものである。具体
的には以下の式で表した条件確率 p(y|zw,zc,zA)が最大になるような y 及びその分散を求める
ものである。p(y| zw,zc,zA) は、zw,zc,zA が観測されたという条件で空間線量率分布が y であ
る確率を意味する。 p(y|zw,zc,zA)はベイズの定理により以下のように分けて書くことができ
る。

p(y|zw,zc,zA) ∝p(zA|y) p(zc|y) p(y|zw)

(11)

p(zA|y): 空間線量率分布が y の時に zA が観測される確率
p(zc|y): 空間線量率分布が y の時に zc が観測される確率
p(y|zw): zw が観測された時に空間線量率分布が y である確率
ここで、p(y|zw)を事前確率と呼び、観測値 zw に基づき得られた空間線量率分布を事前分
布と呼ぶ。また、p(y|zw,zc) ∝ p(zc|y) p(y|zw) や p(y|zw,zc,zA)を事後確率と呼び、得られた
空間線量率分布 y を事後分布と呼ぶ。
前項で述べたように、歩行サーベイでは人間の生活に密着した空間線量率が得られるので、
歩行サーベイにより得られた空間線量率が実際の空間線量率（統合により得たい空間線量率）
であると仮定する。すなわち、歩行サーベイの測定データがある地点の空間線量率はその値
を用い、測定データがない地点に対しては、仮に歩行サーベイをその地点で実施した時にど
のような値が得られるかを推定する。
式 (11) の条件を満たした y を求めるために、右辺の 3 つの確率関数の基礎データを測定
データの統計解析により取得することになる。p(zA|y) 及び p(zc|y)と関連するデータモデル
は、航空機モニタリングと歩行サーベイの相関関係、走行サーベイと歩行サーベイの相関関
係の解析により得られる。

p(y|zw)と関連したプロセスモデルは、歩行サーベイ結果の空間パターンの解析から得られ
る。具体的には歩行サーベイにおいて、離れた 2 メッシュ間の空間線量率が距離によりどの
ように変化するかを解析した。データモデル及びプロセスモデルの基となる環境モニタリン
グ測定データ間の相関関係は土地利用状況により異なることがわかっているので、土地利用
状況別に統計解析を実施しその結果を用いた。これらの関係を利用しながら確率が最大とな
る y とその信頼区間（分散）を推定した。
7.2.3 解析対象とした地域及び時期
平成 30 年度は、平成 29 年度と同様に 80 km 圏内全域に対するマップ統合を実施した。
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今回の統合では、
・平成 29 年 11 月に測定された結果を用いた最新の統合空間線量率マップの作成、
・平成 25 年 11 月,平成 26 年 11 月および平成 27 年 11 月に測定された結果を用いた当該
年における統合空間線量率マップの作成
を実施した。統合に用いた歩行サーベイ、走行サーベイ及び航空機モニタリングの測定結果
を図 7-1、 図 7-2 及び図 7-3 に各々示す。なお、過去に実施した解析により、各測定結果間
の関係が避難指示区域内と区域外で異なることが明らかになっていることから、本解析にお
いても避難指示区域内外を分割した解析を行った。また、対象領域における土地利用状況に
よっても放射性物質の分布状況および変化傾向が異なることが明らかになっていることから、
JAXA より公開されている高解像度土地利用データ

30)

に基づき測定データを分類して解析

を実施した。80 km 圏内における避難指示区域の境界および土地利用状況を図 7-4 に示す。
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図 7-1

平成 25、26、27 年度及び平成 29 年度（各年度 11 月期）に実施された歩行サーベイ

結果
（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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図 7-2

平成 25、26、27 年度及び平成 29 年度（各年度 11 月期）に実施された走行サーベイ

結果
（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

- 91 -

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

図 7-3

平成 25、26、27 年度及び平成 29 年度（各年度 11 月期）に実施された航空機モニタ

リング結果
（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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図 7-4

80 km 圏内における土地利用状況

（青：市街地、緑：農地、黄色：森林、赤線：避難指示区域境界及び 80 km 境界）
（背景図は、高解像度土地利用図 24)（(c)JAXA）を使用）
7.3

結果と考察

7.3.1 歩行サーベイ結果の空間パターンの解析

p(y/zw) のプロセスモデルを決めるために、避難指示区域内外の歩行サーベイデータに関
する空間分布パターンの解析（バリオグラム解析）を行った。避難指示区域内及び区域外に
おけるバリオグラム解析を、市街地、農地、森林の 3 種の土地利用状況ごとに実施した。各
年における解析結果を図 7-5 と図 7-6 に示す。縦軸の値はセミバリアンスと呼ばれる量を表
しており、2 点間で観測される空間線量率の差と距離の相関を示す指標である。セミバリア
ンスの定義を式 (12) に示す。
γ�h� � �

�

�|����|

∑������� � �� ��

(12)

ここで、N(h)は 2 点間の距離が h となる測定値の集合である。
一般に、一定の距離を越えるとセミバリアンスはほぼ一定値になり、それ以遠の空間線量
率は距離との相関を持たなくなる。距離とセミバリアンスの相関が無くなる時点での距離の
値をレンジ、セミバリアンスの値をシルと呼ぶ。シルは空間線量率のばらつきの大きさ（分
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散）を表す。
図 7-5 及び図 7-6 を比較すると、避難指示区域内のほうが遠くまで距離との相関を持つ傾
向が見られる。また、避難指示区域内では、一旦収束に向かったセミバリアンスの値が再び
増加する場合が見られる。これらは、距離と空間線量率の相関に関してスケールの異なる複
数の要因が存在していることを示している。統合マップ作成において、歩行サーベイの測定
データは局所的なスケールの空間線量率の分布特性を分析するために用いられ、広域的なス
ケールの空間線量率の分布特性の分析には航空機サーベイの測定データが用いられることか
ら、本バリオグラムの解析においては、最も細かなスケールの相関を示すシル及びレンジの
値を採用した。
本分析において採用したシルやレンジの値を用いてグラフの形状を指数関数で近似しプロ
セスモデルとして用いることで、空間線量率の事前分布を作成した。

図 7-5

避難指示区域内における歩行サーベイによる空間線量率のバリオグラム
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図 7-6

避難指示区域外における歩行サーベイによる空間線量率のバリオグラム

7.3.2 走行サーベイと歩行サーベイの比較

p(zc|y) のデータモデルを決めるために、走行サーベイと歩行サーベイの空間線量率を土
地利用別に比較した。各年度における避難指示区域内の比較例を図 7-7 に、区域外の比較例
を図 7-8 にそれぞれ示す。平成 29 年度の解析により、歩行サーベイのデータを走行サーベ
イの 100 m メッシュごとに平均化したものと比較した方が、相関が改善されるという知見が
得られたことから、平成 30 年度の解析においても平均化した歩行サーベイ結果と走行サー
ベイ結果の相関を分析した。この相関分析結果を基に、走行サーベイによる空間線量率と 100
m メッシュ内で平均化した歩行サーベイの空間線量率が対数軸上で線形関係にあるとした
データモデルを用いて走行サーベイデータを補正し、歩行サーベイデータ相当のデータを生
成し、式(11)における zc として用いた。
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（1/2）

避難指示区域内における走行サーベイと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-7
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（2/2）

避難指示区域内における走行サーベイと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-7
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（1/2）

避難指示区域外における走行サーベイと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。
）

図 7-8
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（2/2）

避難指示区域外における走行サーベイと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-8
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7.3.3 航空機モニタリングと歩行サーベイの比較

p(za|y) のデータモデルを決めるために、避難指示区域内外の航空機モニタリングと歩行
サーベイの空間線量率を土地利用別に比較した。各年度における避難指示区域内の比較例を
図 7-9 に、同区域外の比較例を図 7-10 にそれぞれ示す。平成 29 年度に実施した解析により、
航空機モニタリングの結果を距離に応じて加重平均化したものと比較したデータと歩行サー
ベイのデータを比較することで相関が改善されるという知見が得られたことから、本解析に
おいても、距離に応じて加重平均した航空機モニタリング結果と歩行サーベイ結果の相関を
分析した。この相関分析結果を基に、歩行サーベイ結果と加重平均した航空機モニタリング
結果が対数軸上で線形関係にあるとしたデータモデルを用いて航空機サーベイデータを補正
し、歩行サーベイデータ相当のデータを生成し、式 (11) における zA として用いた。

- 100 -

- 101 -

101
（1/2）

避難指示区域内における航空機モニタリングと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-9
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102
（2/2）

避難指示区域内における航空機モニタリングと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-9
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103
（1/2）

避難指示区域外における航空機モニタリングと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-10
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104
（2/2）

避難指示区域外における航空機モニタリングと歩行サーベイによる空間線量率の相関分析

（図中の破線は最小二乗法による回帰直線、実線は Y=X の直線、R2 は決定係数。天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）

図 7-10
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7.3.4 平成 25 年度測定データを用いた統合マップの作成
平成 26 年度、平成 27 年度及び平成 29 年度に実施された測定においては、統計解析の実
施に十分な数のデータが得られていることから、7.3.1～7.3.3 で得られたデータを用いて統
合空間線量率マップの作成を実施した。しかし、平成 25 年度の測定においては、避難指示区
域内で測定された歩行サーベイのデータ数が少ないことから、バリオグラム解析や走行サー
ベイ、航空機サーベイとの相関分析を実施することができない。そこで、平成 26 年度に実施
された歩行サーベイのデータを補正して使用することにした。補正の具体的な手順は以下の
とおりである。
1) 平成 25 年度と平成 26 年度に避難指示区域内の同一場所で測定された歩行サーベイ結
果を比較し、1 年間における空間線量率の平均減衰率を求める。避難指示区域におけ
る空間線量率の減衰傾向は森林と森林以外で異なることから、土地利用データを用い
て歩行サーベイデータを森林と森林以外の 2 種類に分類し、各々で平成 25 年度と平
成 26 年度の歩行サーベイデータの相関分析を行うことで、平均減衰率を算出する。
2) 1)で求めた平均減衰率を用いて平成 26 年度に測定された歩行サーベイデータを補正す
る。
3) 2)で補正した平成 26 年度の歩行サーベイデータ及び平成 25 年度に測定された歩行サ
ーベイデータをあわせたデータを平成 25 年度の歩行サーベイデータとみなし、バリ
オグラム解析を実施するとともに、走行サーベイデータ及び航空機サーベイデータと
の相関分析を実施して、統合マップを作成する。
7.3.5 統合結果及び妥当性検証
各年度に実施された航空機モニタリング、走行サーベイ及び歩行サーベイによる 80 km 圏
内全域の空間線量率測定結果を統合したマップを図 7-11 に示す。区域内外それぞれに対し
て、上記の別々に解析した結果により得られたモデルパラメータを用いて統合しこれを合成
したものである。平成 29 年度同様、系統的に高めに出ていた航空機モニタリングの結果が
全体的に補正されるとともに、細かな空間線量率の分布が再現されている。
次に、統合マップの妥当性を検証するために、各年度に実施された歩行サーベイデータを
避難指示区域内外に分類し、各々において土地利用種ごとに 100 点をランダムに抽出し、抽
出点を除外した歩行サーベイデータを用いて 7.3.1～7.3.3 に示した手順に基づき作成した統
合マップ結果と抽出データを比較した。比較結果を図 7-12 に示す。図において、緑線は階層
ベイズ統計手法に基づき算出された 99%信頼区間を示す。各年度共に、信頼区間に含まれな
かった抽出データ（外れ値）の比率は、避難指示区域外で～1%、避難指示区域内で～5%程度
に抑えられており、また、回帰直線の傾きが 1 に近い値になっていること、高い決定係数
（R2=0.82〜0.98）となっていることから、信頼性の高い統合マップが作成されたと考えられ
る。

- 105 -

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

図 7-11

80 km 圏内全域の空間線量率測定結果を統合したマップ

（天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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図 7-12

計算から除外した歩行サーベイデータの空間線量率との比較による妥当性検証

（横軸：統合マップ計算結果、縦軸：計算から除外した歩行サーベイデータ）
（図中の R2 は決定係数、破線と数式は最小二乗法による回帰直線、青色の線は 99%信頼区間。
天然放射性核種による空間線量率寄与を含んでいる。）
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8. 空間線量率等分布マップの作成と公開
8.1

目的

分布状況調査で測定し取得したデータを解りやすく解析・加工し、関係地方自治体や住民に
広く公開することで、各種対策の基礎資料を提供するとともに、一般への情報提供を行うこと
を目的とする。取得したデータを基に放射線量等の分布マップ（以下「分布マップ」という。
）
を作成し、常に住民に判りやすい地図情報を継続的に公開するとともに、分布マップシステム
サーバの安定した運営管理を行う。
過去 7 ヶ年継続している「放射線量等分布マップ拡大サイト」
（以下「拡大サイト」という。）
に平成 30 年度の調査による測定データ等を加えた。また、閲覧 Web システムの機能改善及び
携帯端末（スマートフォン）等を利用した多様で継続的な公開手法を提示した。
8.2

分布マップの作成と公開

平成 30 年度実施した福島県及び近隣各県の空間線量率測定データ・放射性核種沈着量測定
データ、走行サーベイによる空間線量率モニタリングデータ等の分布マップを作成し、拡大サ
イトで公開した。平成 30 年度に掲載した内容は以下のとおりである。
・Web 地図（電子国土）版、スマートフォン版
平成 30 年度調査：
走行サーベイ（第 16 回及び第 17 回）
定点サーベイ（第 12 回）
無人ヘリ（第 10 回）
土壌沈着量（第 11 回）
・PDF 版
Web 地図（電子国土）版と同様の内容を A4 サイズの地図上にプロットした日本語版、
英語版の PDF ファイル（約 200 枚）を作成し公開した。
8.3

分布マップの運用管理

登録データの遺失防止のためのバックアップ作業や分布マップシステムへのアクセス管理
（ログ解析）を実施し、安定した運用管理を心掛けた。平成 30 年度調査期間（平成 30 年 4 月
1 日～平成 31 年 2 月 14 日現在までの 319 日間）において、システムサーバ等による障害は生
じず、問題なく稼働した。
アクセス管理の一環として、ログ解析を実施した結果、拡大サイトのユニークアクセス数2は、
67,602 件（1 日あたり平均 212 件/前年度平均 182 件）であり、前年度より増加する結果とな
った。また、ページビュー3は 95,677 件（1 日あたり平均 300 件/前年度平均 265 件）であり、

2
3

任意の期間において、同一 IP アドレスからのアクセスを重複せずカウントする集計値。
サイトを閲覧した全アクセスをカウントする集計値。同一 IP アドレスも重複してカウントする。
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こちらも増加する結果となった（図 8-1）。図 8-1 の中で、8 月 30 日、9 月 20 日、2 月 4 日、
2 月 12 日にアクセス数が突出しているが、ログ上の記録から不審な点はなかったため不正ア
クセスではないと判断した。具体的には、8 月 30 日は PDF ファイルの閲覧、9 月 20 日及び 2
月 4 日、12 日はスマートフォン等による閲覧が多くなっていた。
アクセスログ解析は平成 25 年度から実施している。ここでは、6 ヶ年のアクセスログ（1 日
あたりのユニークアクセス数、1 日あたりのページビュー数、平均滞在時間）の推移を図 8-2 に
示す。平成 25 年度は 1 日あたりのページビューは 1 日あたり平均 1,354 件であったが、時が
経つにつれて減少傾向となっている。特に平成 28 年度からはサイトリニューアルによる仕様
変更で、1 日あたりのページビュー数が減少している。しかし、1 日あたりのユニークアクセス
数は平成 25 年度で平均 316 件から減少しているが、平均 200 件前後で推移している。拡大サ
イト内に滞在する平均時間も同様に、平成 25 年度は 341 秒であったが平成 30 年度では 67 秒
と 5 分の 1 に減少している。
次に、訪問者の地域分析を行った。表 8-1 に国・地域別のアクセス数上位 10 位をまとめた
（集計期間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 2 月 14 日）。日本からの訪問数がユニークアク
セス数全体の約 86.7%であり、次いで韓国（約 5.6%）、アメリカ（約 2.3%）、中国（約 1.4%）
の順となった。なお、韓国は前年 4 位であったが平成 30 年度ではアクセス数が増加し、2 位の
結果となった。
多くのアクセス数を示した日本において詳細に解析を行った結果、日本のアクセス状況は東
日本地域でアクセス指数4が大きい傾向となり、特に東京都、福島県、宮城県、茨城県からのア
クセスが多かった。この地域解析は平成 25 年度調査から実施しているが、図 8-3 に示すよう
に東日本地域のアクセス指数が大きく西日本地域は小さい傾向にある。また、平成 30 年度の
期間内全体のユニークアクセス数の内訳をみると、約 85.4%（57,696 件）は一般（一般回線、
海外等）からのアクセスで、残りの約 14.6%（9,906 件）は国・地方自治体や企業等の法人組
織からのアクセスであった。IP アドレスに登録されている法人名から業種別（日本標準産業分
類）にみると、表 8-2 に示すように日本全体では公務、教育・学習支援業（学校教育等）、学術
研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関、コンサルタント業等）、製造業、情報通信
業の順になった。さらに、都道府県単位で見ると、東京都・福島県は公務、茨城県は学術研究、
専門・技術サービス業、宮城県は電気・ガス・熱供給・水道業の業種が最も多くの割合を占め
た。特に、福島県では法人アクセスの 70％以上を役所関連の公務が平成 25 年度の調査から常
に 1 位を占めている。茨城県も同様に平成 25 年度の調査から常に学術研究、専門・技術サー
ビス業（学術・開発研究機関、コンサルタント業等）が 1 位を占めており、拡大サイトをアク
セスする地域的な特徴を示す結果となった。
拡大サイトは平成 23 年度から公開しているが、その間に閲覧するデバイス等の環境も大き
く変化してきた。分布状況調査では、様々なデバイスに最適な地図表示ができるように改善を
行っている。現在は、Web 地図（地理院地図）版、PDF 版、スマートフォン版の 3 種類を提供
しているが、スマートフォンから拡大サイトにアクセスした場合は、自動的にスマートフォン

4

都道府県間のアクセスの多寡を比較するために、アクセス元の地域データを正規化した指数。
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版に遷移するようユーザに適した地図が表示できるようになっている。
表 8-3、表 8-4 に平成 30 年度における拡大サイトのユーザ環境を利用 OS やブラウザ別に閲
覧頻度をまとめた。集計期間は、いずれも平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 2 月 14 日である。
本調査期間内におけるサイト訪問したユニークアクセス数の半数以上は PC 経由での閲覧（訪
問者の 63.6%）であり、36.4%がスマートフォン・タブレット（iPhone・iPad 及び Android 系
の OS）経由での閲覧となっている。なお、スマートフォン・タブレットからのアクセスは年々
増加傾向を示している。
表 8-1
国・地域名

国及び地域別アクセス状況（上位 10 番目まで）
ページビュー

ユニークアクセス

ユニークアクセス
割合(%)

1.日本

82,995

57,969

86.7

2.韓国

5,398

4,120

5.6

3.アメリカ合衆国

2,209

1,925

2.3

4.中華人民共和国

1,332

1,041

1.4

5.ドイツ

403

244

0.4

6.香港

351

208

0.4

7.スペイン

316

246

0.3

8.台湾

312

238

0.3

9.フランス

237

177

0.2

222

147

0.2

10.シンガポール
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表 8-2
業種

都道府県ごとの業種別アクセス割合及びユニークアクセス数合計

a)

日本全国

東京都

福島県

茨城県

宮城県

公務

22.8%

18.9%

73.8%

5.1%

3.2%

教育・学習支援業

20.3%

13.9%

24.2%

10.0%

35.8%

学術研究、専門・技術
サービス業

15.2%

16.7%

−

45.1%

−

製造業

11.6%

−

−

37.9%

−

5.5%

8.8%

0.5%

1.6%

−

運輸業、郵便業

−

9.8%

−

−

−

金融業、保険業

−

−

0.3%

−

−

電気・ガス・熱供給・
水道業

−

−

−

−

48.7%

建設業

−

−

0.2%

−

3.2%

卸売業、小売業

−

−

−

−

3.5%

1.0%

0.3%

5.6%

情報通信業

24.6%

その他
ユニークアクセス数合
計

9,906

31.9%
4,282

1,169

1,113

542

a) 業種分類は日本標準産業分類（総務省）を用いた。上記以外の分類項目を「その他」とし
てまとめた。
表 8-3
OS

ユーザ環境（利用 OS）別閲覧頻度（上位 10 番目まで）
ページビュー

ユニークアクセス数

ユニークアクセス
割合(%)

1. Windows 10

26,894

17,505

25.9

2. iPhone

15,564

12,945

19.2

3. Windows 7

17,319

11,817

17.5

4. Windows 8.1

8,646

5,169

7.6

5. Mac OS

6,624

4,368

6.4

6. Android 8

5,088

3,838

5.7

7. Android 7

3,685

2,879

4.3

8. iPad

3,734

2,444

3.6

9. Linux

2,594

2,215

3.3

1,988

1,524

2.3

10. Android 6
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表 8-4

ユーザ環境（利用ブラウザ）別閲覧頻度（上位 5 番目まで）

OS

ページビュー

ユニークアクセス数

ユニークアクセス
割合(%)

1.

Mobile Safari

31,126

24,573

36.3

2.

IE 11

21,113

13,237

19.6

3.

Microsoft Edge17

3,989

2,425

3.6

4.

Firefox52

2,819

2,412

3.6

5.

Google Chrome71

3,593

2,283

3.4

図 8-1

図 8-2

拡大サイトへのアクセス状況

平成 25 年度から平成 30 年度までのアクセス状況

（1 日あたりのユニークアクセス数、1 日あたりのページビュー数、平均滞在時間）
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a)

平成 25 年度

b)

平成 26 年度

d)

平成 28 年度

e)

平成 29 年度

図 8-3

c)

f)

平成 27 年度

平成 30 年度

都道府県ごとのアクセス指数（平成 25 年度から平成 30 年度）
日本地図出典：行政界（JMC マップ）

8.4

分布マップシステムの改善検討

これまでの調査結果の地図表示、特に色の表示について有識者からの問い合わせがあったた
め、分布マップシステムの改善について検討を行った。現行の分布マップシステムで表示して
いる調査結果の地図は、事前に作成したものを拡大サイト用に変換した画像を閲覧する仕様と
なっている。そのため、閲覧しているユーザ側で他の色やしきい値などの変更をすることは不
可能であった。しかし、近年新たな地図画像配信の方法（PNG 地図タイル配信）が確立された
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ため、分布マップシステムで公開している地図について新技術の導入が可能か検討した。図 84 a) は現在公開している平成 23 年 11 月 6 日時点の航空機モニタリングの結果である。凡例
のしきい値及び色は文部科学省・原子力規制庁からプレス発表されているものを使用している。
一方、図 8-4 b) は福島県が公開している空間線量率分布マップの凡例に従って描画した地図で
ある。地図の凡例のしきい値及び色は、ユーザ側でリアルタイムに変更することができること
がわかった。ただし、福島県の凡例は 2 μSv/h 以下を細かく区切っているため、今まで発表し
てきた文部科学省・原子力規制庁の調査結果の地図と印象に差異が生じる。そのため、新技術
を導入した場合、新たに描画された地図が凡例が不明確なまま使用され誤った情報を与えるな
どの問題に対処する必要がある。
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a) 現行の分布マップシステムでの表示例。右側が色やしきい値の設定を行う操作パネル

b) a)のデータを福島県の凡例に従って描画した地図
図 8-4

新技術による地図表現（航空機モニタリングの例）
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9. 総合モニタリング計画に基づく放射線モニタリング及び環境試料分析
9.1

測定方法

総合モニタリング計画（平成 23 年 8 月 2 日モニタリング調整会議制定、平成 26 年 4 月 1 日
改訂）に基づき、福島第一原発の 20 km 以遠において空間線量率、積算線量、大気浮遊じん中
放射性物質濃度、並びに環境試料（土壌及び松葉）中放射性物質濃度を測定した。
9.1.1 空間線量率
空間線量率は NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータを用いて測定した。測定地点は
134 地点であり、図 9-1 に示した。各地点年 1 回（7−9 月頃）測定した。
9.1.2 積算線量
積算線量は、ガラス式積算線量計を設置することにより測定した。3 ヵ月間設置し、その
後回収することにより 3 ヵ月間の積算線量を測定した。それを繰り返すことにより、毎四半
期ごとの積算線量を測定した。測定地点は 14 地点であり、図 9-1 に示した。
9.1.3 大気浮遊じん中放射性物質濃度
大気浮遊じん中放射性物質濃度は、ハイボリュームダストサンプラーを用いて大気浮遊じ
んをダストろ紙上に採取することにより測定した。大気浮遊じんは 800 L/min で 2 日間採取
した。ダストろ紙をゲルマニウム半導体検出器により測定することにより、セシウム 134 及
び,セシウム 137 を定量した。この作業を毎月繰り返すことにより、毎月の大気浮遊じん中放
射性物質濃度を測定した。測定地点は 4 地点であり、図 9-1 に示した地点で年 1 回（10 月
頃）実施した。
9.1.4 環境試料（土壌及び松葉）中放射性物質濃度
土壌及び松葉の試料を採取しゲルマニウム半導体検出器によりセシウム 134 及びセシウム
137 濃度を測定した。土壌試料は 5 地点、松葉試料は 14 地点で年 1 回（9 月頃）採取した。
採取地点を図 9-1 に示した。
9.2

測定結果

本測定結果は以下の原子力規制庁の Web ページ上に公開した。
・空間線量率
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/207/list-1.html
・積算線量
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12586/24/214_1_20180131.pdf
・大気浮遊じん中放射性物質濃度
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/222/list-1.html
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・土壌及び松葉中放射性物質濃度
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12481/24/482_20171201.pdf
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/13000/12443/24/483_%2020171113.pdf

図 9-1

測定及び採取地点

（地理院タイルに測定及び採取地点を追記して掲載。）
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10. 測定データの保存
10.1 測定データの保存
(1) 分布状況調査で取得した測定データ
分布状況調査で実施した環境モニタリングの測定データについて、今後の調査等に活用
するため、データを CSV（場合によっては Excel®、KMZ） の形式で保存した。測定デー
タは、測定実施者が解析を行い、原子力規制庁に報告された後のデータから抽出している。
対象となった測定データは、全 6 項目であり、各項目におけるレコード数は表 10-1 にま
とめる。
(2) 原子力規制庁や環境省が保有する測定データ
原子力規制庁が実施し Web ページ上で公開している環境モニタリングの測定データ

31)

について、今後の調査等に活用するため、データを CSV 等の形式で保存した。保存した測
定データは、公開している資料（PDF）を作成した際の電子ファイルから抽出している。
対象となった測定データは全 21 項目であり、各項目におけるレコード数は表 10-2（上か
ら 21 項目まで）にまとめる。
(3) 環境省が保有する測定データ
環境省が実施し Web ページ上で公開している環境モニタリングの測定データ

32)

の

CSV 化は、平成 30 年度から新規に追加されたため、CSV 形式で保存するためのカラム構
成の検討から実施した。追加された測定データは全 3 項目であり、各項目におけるレコー
ド数は表 10-2（下から 3 項目まで）にまとめる。「環境省による公共用水域放射性物質モ
ニタリング調査結果（水質）」に関する CSV 形式のカラム構成を表 10-3 に、「環境省によ
る公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（底質）」に関する CSV 形式のカラム構成
を表 10-4 に、
「環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（周辺環境）」に
関する CSV 形式のカラム構成を表 10-5 に示す。また、実際に測定データを記録した水質
の CSV ファイルのイメージを表 10-6 に、底質の CSV ファイルのイメージを表 10-7 に、
周辺環境の CSV ファイルのイメージを表 10-8 に示す。
10.2 保存した測定データの公開
分布状況調査で取得し、CSV 等の形式で保存した測定データは 6 項目、原子力規制庁が保有
する測定データのうち CSV 等の形式で保存した測定データは 21 項目、環境省が保有する測定
データのうち CSV 等の形式で保存した測定データは 3 項目であった。CSV 等の形式で保存し
た測定データは、以下の原子力規制庁 Web ページにて公開される予定である。
・分布状況調査で取得した測定データ
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/338/list-1.html
・原子力規制庁が保有する測定データ
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/512/list-1.html
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表 10-1

分布状況調査で取得した測定データの項目とレコード数
データ項目

レコード数

走行サーベイによる空間線量率分布の測定

第 16 回:

330,590

第 17 回:

1,986,016

定点サーベイによる空間線量率分布の測定

6,549

歩行サーベイによる空間線量率分布の測定

1,609,050

無人ヘリによる発電所周辺の空間線量率分布の測定

空間線量率:

2,428,514

セシウム沈着量: 2,428,514
85

放射性セシウムの深度分布

383

放射性セシウム沈着量の面的調査
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17,569
1,241
2,502
552
120
3,521
1,294
461
12,795
34,995
10,833
963
3,487
812
4,075
97
1,869
3,420
13,713

15,725
1,003
2,054
452
101
3,065
1,142
385
12,795
34,995
10,833
921
3,469
740
4,015
92
1,864
3,406
13,666

福島県周辺の海水のモニタリング

宮城県・福島県・ 茨城県・ 千葉県沖における海域モニタリング結果

宮城県・ 福島県・茨城県・ 千葉県外洋における海域モニタリング結果

東京湾における海域モニタリング結果

東京電力による海底土のモニタリング結果

宮城県・ 福島県・ 茨城県・ 千葉県沖における海域モニタリング結果(海底土)

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km以遠の空間線量率の測定結果

緊急時環境放射線等モニタリング実施結果(福島県による測定)

簡易型線量計を用いた固定測定点における積算線量の測定結果

- 120120
-

原子力規制庁及び福島県による土壌試料の測定結果

原子力規制庁及び福島県による環境試料の測定結果

17,381
25,442
19,558
17,283

16,806
0
0
0

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果(底質)

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果(周辺環境)

定時降下物のモニタリング(環境放射能水準調査)

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果(水質)

上水(蛇口水) (環境放射能水準調査)

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内の土壌中放射性物質濃度測定結果

原子力規制庁及び福島県による大気浮遊じんの測定結果

東京電力株式会社福島第一原子力発電所20km圏内の空気中放射性物質濃度の測定結果

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km以遠の積算線量の測定結果

東京電力株式会社福島第一原子力発電所20km圏内の測定結果(空間線量率)

東京湾における海域モニタリング結果(海底土)

福島県・ 宮城県・ 茨城県周辺の海水のモニタリング

福島第一原子力発電所近傍の海水のモニタリング

17,283

19,558

25,442

575

47

14

5

5

60

72

18

42

0

0

0

76

152

456

19

100

448

238

1,844

1,633

作業開始時点 作業終了時点 新規測定データ

レコード数
9,993

データ項目

原子力規制庁・環境省が保有する測定データの項目とレコード数

8,360

表 10-2

JAEA-Technology 2019-019

JAEA-Technology
2019-019
JAEA-Technology 2019-019

表 10-3

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（水質）のカラム構成

カラム構成
カラム名

書式

採取日

yyyy/m/d

都道府県名

文字列

採取地点水域名

文字列

採取地点名

文字列

採取地点市町村

文字列

採取層

文字列

天候

文字列

気温( ℃)

小数点以下1桁[ 0.0]

全水深( m)

小数点以下1桁[ 0.0]

位置情報緯度

小数点以下6桁[ 0.000000]

位置情報経度

小数点以下6桁[ 0.000000]

水温( ℃)

小数点以下1桁[ 0.0]

採取水深( m)

小数点以下1桁[ 0.0]

色相

文字列

臭気

文字列

透明度( m)

小数点以下1桁[ 0.0]

電気伝導度( mS/m)

小数点以下1桁[ 0.0]

塩分( ％)

小数点以下1桁[ 0.0]

SS( mg/L)

整数[ 0]

濁度( 度)

小数点以下1桁[ 0.0]

131I 放射性濃度( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

131I 検出下限値( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 放射性濃度( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 検出下限値( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 放射性濃度( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 検出下限値( Bq/L)

指数表記[ 0.0E±00]

備考

文字列

131I：ヨウ素 131、134Cs：セシウム 134、137Cs：セシウム 137
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表 10-4

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（底質）のカラム構成
カラム構成
カラム名

書式

採取日

yyyy/m/d

都道府県名

文字列

水域名

文字列

地点名

文字列

市町村

文字列

天候

文字列

気温( ℃)

小数点以下1 桁[ 0.0]

全水深( m)

小数点以下1 桁[ 0.0]

位置情報緯度

小数点以下6 桁[ 0.000000]

位置情報経度

小数点以下6 桁[ 0.000000]

泥温( ℃)

小数点以下1 桁[ 0.0]

採取水深( cm)

小数点以下1 桁[ 0.0]

色相

文字列

臭気

文字列

粗礫分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

中礫分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

細礫分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

粗砂分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

中砂分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

細砂分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

シルト分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

粘土分( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

含泥率( ％)

小数点以下1 桁[ 0.0]

密度( g/cm3)

小数点以下3 桁[ 0.000]

性状

文字列

131I 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

131I 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

放射性セシウム合計( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

90Sr 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

90Sr 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

89Sr 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

89Sr 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

備考

文字列

131I：ヨウ素 131、134Cs：セシウム 134、137Cs：セシウム 137、90Sr：ストロンチウム 90、
89Sr：ストロンチウム 89、cm3：cm3
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表 10-5

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（周辺環境）のカラム構成
カラム構成
カラム名

書式

採取日

yyyy/m/d

都道府県名

文字列

水域名

文字列

地点名

文字列

市町村

文字列

天候

文字列

気温( ℃)

小数点以下1桁[ 0.0]

位置情報緯度

小数点以下6桁[ 0.000000]

位置情報経度

小数点以下6桁[ 0.000000]

色相

文字列

臭気

文字列

性状

文字列

131I 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

131I 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

134Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

137Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

放射性セシウム合計 ( Bq/kg( 乾泥))

指数表記[ 0.0E±00]

空間線量( μSv/h)

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 位置情報緯度

小数点以下6桁[ 0.000000]

左岸 位置情報経度

小数点以下6桁[ 0.000000]

左岸 色相

文字列

左岸 臭気

文字列

左岸 性状

文字列

左岸 131I 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 131I 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 134Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 134Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 137Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 137Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 放射性セシウム合計( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

左岸 空間線量( μSv/h)

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 位置情報緯度

小数点以下6桁[ 0.000000]

右岸 位置情報経度

小数点以下6桁[ 0.000000]

右岸 色相

文字列

右岸 臭気

文字列

右岸 性状

文字列

右岸 131I 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 131I 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 134Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 134Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 137Cs 放射性濃度( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 137Cs 検出下限値( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 放射性セシウム合計( Bq/kg( 乾))

指数表記[ 0.0E±00]

右岸 空間線量( μSv/h)

指数表記[ 0.0E±00]

備考

文字列

131I：ヨウ素 131、134Cs：セシウム 134、137Cs：セシウム 137

- 123 -

阿武隈川水系 阿武隈川 大正橋

阿武隈川水系 広瀬川

阿武隈川水系 小国川

阿武隈川水系 阿武隈川 蓬莱橋

阿武隈川水系 移川

阿武隈川水系 荒川

阿武隈川水系 松川

阿武隈川水系 摺上川

2012/4/29 福島県

2012/4/29 福島県

2012/4/29 福島県

2012/4/30 福島県

2012/4/30 福島県

2012/4/30 福島県

2012/4/30 福島県

2012/4/30 福島県

阿武隈川水系 逢瀬川

阿武隈川水系 五百川

阿武隈川水系 阿武隈川 羽太橋

阿武隈川水系 阿武隈川 川ノ目橋

阿武隈川水系 阿武隈川 田町大橋

阿武隈川水系 釈迦堂川 阿武隈川合流前

阿武隈川水系 谷津田川 阿武隈川合流前

阿武隈川水系 谷田川

2012/5/1 福島県

2012/5/1 福島県

2012/5/2 福島県

2012/5/2 福島県

2012/5/2 福島県

2012/5/2 福島県

2012/5/2 福島県

2012/5/3 福島県

131I：ヨウ素 131

阿武隈川水系 阿武隈川 高田橋

2012/5/1 福島県

谷田川橋

阿武隈川合流前

阿武隈川合流前

阿武隈川水系 阿武隈川 阿久津橋

2012/5/1 福島県

阿武隈川合流前

阿武隈川合流前

阿武隈川合流前

小瀬川橋

広瀬川合流前

阿武隈川合流前

阿武隈川水系 阿武隈川 羽出庭橋

2012/4/29 宮城県

郡山市

白河市

須賀川市

白河市

玉川村

⻄鄕村

本宮市

郡山市

二本松市

郡山市

福島市

福島市

福島市

二本松市

福島市

伊達市

伊達市

伊達市

丸森町

丸森町

阿武隈川水系 阿武隈川 丸森橋

市町村

2012/4/28 宮城県

地点名

阿武隈川水系 阿武隈川 阿武隈大橋(岩沼) 岩沼市・亘理町

都道府県 水域名

雨

曇

曇

雨

曇

曇

晴

曇

晴

曇

曇

曇

曇

曇

晴

晴

晴

晴

晴

晴

晴

15.5

19.0

18.0

16.0

17.0

16.0

20.2

18.5

21.2

20.5

17.5

21.0

24.1

22.5

26.5

26.1

31.5

22.6

19.0

16.7

14.0

0.2

1.0

0.3

0.4

0.3

0.2

0.3

0.2

0.5

0.2

0.2

0.5

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.3

0.7

1.2

経度

37.382233 140.405850

37.116217 140.237800

37.300130 140.380420

37.135300 140.216860

37.190967 140.399817

37.162067 140.175183

37.487320 140.403700

37.405028 140.405222

37.583690 140.453060

37.407120 140.408220

37.810000 140.497710

37.778117 140.485217

37.744190 140.463360

37.592580 140.515960

37.726950 140.473210

37.808217 140.603100

37.867790 140.607190

37.829400 140.519050

37.913190 140.672500

37.921910 140.763240

38.097060 140.874483

採取層 天候 気温(℃) 全水深(m) 緯度

15.7

17.5

17.9

15.1

17.6

13.2

17.4

18.2

18.2

19.4

9.6

10.1

15.3

17.8

18.3

19.1

21.9

12.9

15.1

14.0

13.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

灰みの緑みを帯びた⻩

無

0.3

>1.0

0.2

0.7

0.4

0.6

0.2

0.4

0.3

0.4

1.0

0.6

0.6

0.5

0.5

0.7

0.7

0.7

0.5

0.6

0.4

17.8

31.2

13.9

9.1

14.3

8.4

11.2

24.9

17.0

19.9

5.0

7.3

16.9

14.1

14.9

17.1

13.4

9.0

9.6

9.7

8.7

10

1

14

1

3

3

19

7

7

6

1

3

2

11

5

4

2

3

2

4

13

3.5

1.0

1.6

0.4

0.8

0.7

10.0

3.5

2.9

3.0

1.1

0.8

1.3

2.1

2.9

1.8

1.3

2.4

1.2

1.9

3.9

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5.1E-01

7.5E-01

4.3E-01

5.4E-01

6.5E-01

5.7E-01

7.2E-01

6.4E-01

5.1E-01

4.9E-01

5.7E-01

4.4E-01

5.5E-01

5.0E-01

6.2E-01

5.3E-01

5.0E-01

6.6E-01

6.5E-01

5.6E-01

5.5E-01

臭気 透明度(m) 電気伝導度(mS/m) 塩分(‰) SS(mg/L) 濁度(度) 131I 放射性濃度(Bq/L) 131I 検出下限値(Bq/L)

暗い灰みの⻩みを帯びた緑 無

明るい灰みの⻩緑

明るい灰みの⻩緑

明るい灰みの⻩緑

明るい灰みの⻩緑

灰みの⻩緑

暗い灰みの⻩緑

暗い灰みの⻩緑

灰みの⻩緑

灰みの⻩緑

灰みの⻩緑

灰みの⻘緑

灰みの⻩緑

灰みの緑

灰みの⻩みを帯びた緑

明るい灰みの⻩緑

灰みの⻩みを帯びた緑

灰みの緑みを帯びた⻩

灰みの緑みを帯びた⻩

灰みの⻩緑

水温(℃) 採取水深(m) 色相

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（水質）の CSV ファイルのイメージ

2012/4/28 宮城県

採取日

表 10-6

JAEA-Technology 2019-019

- 124124
-

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

2016/11/29 千葉県

2017/1/27 千葉県

2017/5/19 千葉県

26.0

- 125125
-

1.9

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

35.835200 140.199267

20.8

4.0

10.7

27.7

20.8

5.8

16.6

26.8

23.0

6.8

17.0

27.8

19.9

6.7

16.3

27.4

20.8

4.8

16.8

29.7

21.9

7.0

7.0

8.0

8.0

7.0

8.0

7.0

5.0

7.0

8.0

8.0

5.0

5.0

6.0

8.0

6.0

5.0

7.0

5.0

5.0

10.0
無

ヘドロ

下水

臭気

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

オリーブ⿊

灰

オリーブ⿊

オリーブ⿊

微下水

微下水

微下水

微下水

微下水

微下水

微下水

微下水

微下水

微金属

微ドブ

無

中下水

微沼沢

微沼沢

微ドブ

微ドブ

暗い灰みの⾚みを帯びた⻩ ヘドロ

緑みを帯びた⻩みの⿊

暗い灰みの⻩緑

ごく暗い⻩緑

泥温(℃) 採取水深(m) 色相

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.2

0.7

0.0

0.0

0.2

0.3

0.1

0.0

0.1

0.1

0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.1

0.0

0.1

0.1

0.2

1.2

0.0

0.0

3.7

8.5

6.1

13.4

5.6

2.9

5.9

6.9

6.8

6.5

9.3

11.1

3.7

3.0

1.4

2.9

2.6

3.2

57.9

17.5

15.1

11.1

42.3

42.4

47.3

51.8

40.4

43.4

42.1

40.8

44.3

49.3

46.4

47.4

43.5

25.0

25.7

28.0

30.0

32.6

59.2

52.8

47.3

36.9

38.8

27.9

36.2

45.9

38.0

38.3

40.3

40.2

18.1

19.8

17.0

28.4

52.3

45.4

42.3

33.5

8.3

23.2

31.1

37.9

12.3

12.6

11.0

6.3

10.8

12.6

12.7

12.0

8.9

23.0

22.3

31.8

25.1

21.2

25.9

27.0

33.2

0.0

0.0

0.3

0.0

45.7

46.7

49.4

50.1

45.6

47.2

48.4

46.2

47.4

48.2

48.7

47.4

43.3

35.3

38.7

38.4

39.5

81.5

67.0

67.7

62.2

2.640

2.582

2.655

2.621

2.627

2.649

2.657

2.635

2.626

2.611

2.585

2.579

2.555

2.569

2.544

2.508

2.543

2.675

2.628

2.664

2.415

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト・砂

シルト

シルト・砂

シルト・砂

シルト・砂

シルト・砂

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

シルト

粗礫分(%) 中礫分(%) 細礫分(%) 粗砂分(%) 中砂分(%) 細砂分(%) シルト分(%) 粘土分(%) 含泥率(%) 密度(g/cm3) 性状

ND

ND

ND

ND

6.7E+00

1.1E+01

1.1E+01

1.3E+01

131I 放射性濃度(Bq/kg(乾泥)) 131I 検出下限値(Bq/kg(乾泥))

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（周辺環境）の CSV ファイルのイメージ

1.8

1.6

1.9

2.2

2.1

1.8

2.0

2.0

1.9

1.8

2.1

3.0

1.9

1.9

2.0

2.1

2.3

1.9

1.7

1.5

131I：ヨウ素 131、134Cs：セシウム 134、cm3：cm3

表 10-8

4.6

13.1

34.9

24.6

6.0

19.0

27.7

26.3

8.4

16.5

30.7

26.3

5.2

13.2

28.3

25.3

4.7

21.1

131I：ヨウ素 131、cm3：cm3

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

2016/1/26 千葉県

2016/5/10 千葉県

2016/8/26 千葉県

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

2015/5/26 千葉県

2015/8/25 千葉県

2015/1/26 千葉県

2015/11/17 千葉県

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

2014/11/10 千葉県

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

2014/1/7 千葉県

2014/5/12 千葉県

2013/8/1 千葉県

2014/8/11 千葉県

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

2013/5/14 千葉県

2013/11/11 千葉県

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

2013/1/16 千葉県

23.1

32.0

経度

環境省による公共用水域放射性物質モニタリング調査結果（底質）の CSV ファイルのイメージ

天候 気温(℃) 全水深(m) 緯度

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

市町村

2012/11/1 千葉県

地点名

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 曇

利根川水系 将監川 布鎌大橋 印⻄市・栄町 晴

都道府県 水域名

2012/6/1 千葉県

2012/8/3 千葉県

採取日
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11. まとめ
本報告書では、
「平成 30 年度放射性物質測定調査委託費（東京電力株式会社福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性物質の分布データの集約）事業」
（平成 30 年度調査）で得られた結果
をまとめた。
空間線量率に関しては走行サーベイ、定点サーベイ、歩行サーベイ及び無人ヘリサーベイを
実施し、測定結果から空間線量率分布マップを作成するとともに空間線量率の経時変化を分析
した。平成 29 年度との比較の結果、走行サーベイ及び定点サーベイについては、約 10%の減
少であり物理的半減期による理論値と概ね整合した。一方、歩行サーベイについては、理論値
よりも変化が小さい傾向にあった。無人ヘリサーベイでは、平成 29 年度から 16%の減少であ
った。
土壌における放射性セシウムの分布調査に関しては、可搬型ゲルマニウム半導体検出器を用
いた in-situ 測定及びスクレーパープレート法で採取した土壌試料の分析による土壌中深度分
布調査をそれぞれ実施した。深度分布調査の結果、平成 30 年度に得られた実効的な重量緩衝
深度 eff（幾何平均値）は、3.83 g/cm2 であった。また、in-situ 測定の結果から土壌沈着量分
布マップを作成した。測定したガンマ線スペクトルから天然放射性核種による空間線量率を評
価した（平均値 0.04 Sv/h）。
これまで蓄積した測定結果を基に空間線量率及び沈着量の実効半減期を評価した。走行サー
ベイ（80 km 圏内を対象）による測定結果を基に実効半減期を評価した結果、速い成分は 0.454
年及び遅い成分は 2.50 年となった。定点サーベイ及び歩行サーベイについては、速い成分の分
析はできず、遅い成分は 2.46 年及び 2.75 年であった。また、in-situ 測定による土壌中放射性
セシウムの沈着量については、セシウム 134 及びセシウム 137 の実効半減期はそれぞれ、1.70
年及び 19.9 年と求められた。
測定箇所の重要度分類のためのスコア化の検討においては、分布状況調査で得られた放射線
モニタリングデータや国税調査などで提供されているデータ及び既存のモニタリングポストの
設置位置などを考慮した地域のモニタリング重要性の相対的な判断に使用できる「スコア」を
導入した。スコア化により、モニタリングポストの設置位置の重要性を相対的に比較すること
が可能となり、モニタリング位置の選定に有効な情報が得られることを示した。
80 km 圏内全域を対象として、階層ベイズ統計手法を用いて、航空機モニタリング、走行サ
ーベイ、歩行サーベイにより取得した空間線量率分布データを統合し、平成 25 年、26 年、27
年、及び 29 年の統合マップを作成した。避難指示区域内外のデータを分けて相関解析を行い、
それぞれの結果を用いて統合を行うことにより、地上の細かな空間線量率分布を反映しつつ全
体的な航空機モニタリングの偏りを補正した統合マップを得た。
空間線量率等分布マップの作成と公開では、「放射線量等分布マップ拡大サイト」に平成 30
年度の測定結果を公開した。
総合モニタリング計画に基づく放射線モニタリング及び環境試料分析として、福島第一原発
の 20 km 以遠において空間線量率、積算線量、大気浮遊じん中放射性物質濃度、並びに環境試
料（土壌及び松葉）中放射性物質濃度を測定した。
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分布状況調査で取得した測定データ又は原子力規制庁や環境省が保有する測定データを当該
分野の今後の調査等に活用するため、データを CSV（場合によっては Excel®、KMZ） の形式
で保存した。
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セシウム 137 の深度分布 （1/5）

付録 セシウム 137 の深度分布

※かく乱
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までの除染

※～4 cm

※深度分布の変遷から読み取れる除染等の可能性
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セシウム 137 の深度分布 （2/5）

までの除染

※～5 cm

※深度分布の変遷から読み取れる除染等の可能性
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※深度分布の変遷から読み取れる除染等の可能性
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セシウム 137 の深度分布

（4/5）

までの除染

※～10 cm

※深度分布の変遷から読み取れる除染等の可能性
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※かく乱

※深度分布の変遷から読み取れる除染等の可能性
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立方メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立方メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10 800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648 000) rad
ha 1 ha=1 hm 2=104m2
L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3
t
1 t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2
2
m /m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1 eV=1.602 176 53(14)×10 -19J

1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1 u=1 Da

1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=10 5Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 s A
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 s A
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

ヨ

表５．SI 接頭語
記号
乗数
名称
タ
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60 s
時
h 1 h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量,
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
方向性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

名称

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm) 2 =10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

シ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =10 4lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ａ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

準

大

」

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1 γ=1 nT=10-9T
1 フェルミ=1 fm=10-15m

1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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