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     作成したものであり、実際の測定結果を示すものではありません。 

○対象者 

自治体名 ○○○町 

対象者ID ○○○○ 

測定期間 平成○○年○月○○日～平成○○年○月○○日 

○推定結果 

生活行動パターン概要 年間の日数 
年間の 

被ばく線量 
(mSv)(*1) 

年間の 
追加被ばく線量 

(mSv)(*2) 

平日 職場へ通勤 245 
0.50 0.20 

休日 自宅で過ごす 120 

(*1) 被ばく線量(実効線量)への換算係数には0.6(小中高生の場合は0.7、幼児の場合は0.8)を用いた。 
(*2) ○○○町における自然γ線の年間の被ばく線量は0.3[mSv]とした。 
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○生活行動パターン概要

平日 職場へ通
勤

休日 自宅で過ご
す

自宅(寝室) 自宅(居間) 自宅 農地 病院 商業施設 職場 公共施設 その他 学校 移動

○各生活行動パターンにおける1日の積算線量

自宅(寝室) 自宅(居間) 自宅 農地 病院 商業施設 職場 公共施設 その他 学校 移動
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1章 調査結果概要
　表1-1に、生活行動パターンごとの空間線量と被ばく線量（実効線量）の推定結果を示します。今回の生活行
動パターンにおける年間の被ばく線量の推定結果は 0.50 mSv となりました。この数値には 0.3 mSv と推定さ
れた自然放射線からの影響を含むものであり、自然放射線の影響を差し引くと、事故影響である放射性セシウム
による年間の追加被ばく線量は 0.20 mSv と推定されます。
　表1-2には、各生活行動パターンにおける、滞在場所ごとの積算線量の割合を示します。
　なお、これらの結果については、測定誤差、算定・推定上の条件、物理減衰や除染等の影響により変動し得る
ものであることに留意する必要があります。

表1-1　推定結果一覧

生活行動
パターンID 生活行動パターン概要

A.1日の積
算線量
(µSv)

B.年間の日
数(*1)

C.年間の積
算線量
(mSv)

A×Bの合計

D.年間の被
ばく線量
(mSv)

C×換算係
数(*2)

E.年間の追
加被ばく線
量(mSv)
D-0.3(*3)

1 平日 職場へ通勤 2.48 245
0.83 0.50 0.20

2 休日 自宅で過ごす 1.87 120
(*1)1年間の日数は365.0日とした。
(*2)被ばく線量(実効線量)への換算係数には0.6(小中高生の場合は0.7、幼児の場合は0.8)を用いた。
(*3)○○○町における自然γ線の年間の被ばく線量は0.3[mSv]とした。

表1-2　滞在場所ごとの積算線量の割合(%)
生活行動

パターンID
自宅

(寝室)
自宅

(居間) 自宅 農地 病院
商業施

設
職場

公共施
設

学校 移動 その他

1 25.2 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2 0.0 0.0 3.7 0.0

2 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

図1-1　屋内の空間線量率の測定結果
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2章 生活行動パターン毎の調査結果

(1)生活行動パターン1(平日 職場へ通勤)
　図2-1に、1日の中での各滞在場所における空間線量率の変化を示します。また、図2-2に、１日の中での滞在
場所ごとの滞在時間の割合と、積算線量の割合を示します。積算線量の割合として最も多い場所は職場であり、
1日の積算線量の約52％を占めるという算出結果となりました。

表2-1　生活行動パターン(パターン1)

経路/場所ID 地点(部屋) 移動手段 開始時刻 終了時刻
地点の

空間線量率
(µSv/h)

1 自宅（寝室） - 00:00 07:00 0.08

2 自宅（居間） - 07:00 08:00 0.08

3 - 車 08:00 08:30 0.09

4 職場 - 08:30 17:30 0.14

3 - 車 17:30 18:00 0.09

2 自宅（居間） - 18:00 23:00 0.08

1 自宅（寝室） - 23:00 00:00 0.08
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自宅(寝室) 自宅(居間) 職場 移動

図2-1　1日の空間線量率の変化(パターン1)

自宅(寝室) 自宅(居間) 職場 移動

図2-2　場所ごとの滞在時間と積算線量の割合(パターン1)
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(2)生活行動パターン2(休日 自宅で過ごす)
　図2-3に、1日の中での各滞在場所における空間線量率の変化を示します。また、図2-4に、１日の中での滞在
場所ごとの滞在時間の割合と、積算線量の割合を示します。積算線量の割合として最も多い場所は自宅(居間)
であり、1日の積算線量の約67％を占めるという算出結果となりました。

表2-2　生活行動パターン(パターン2)

経路/場所ID 地点(部屋) 移動手段 開始時刻 終了時刻
地点の

空間線量率
(µSv/h)

1 自宅（寝室） - 00:00 07:00 0.08

2 自宅（居間） - 07:00 23:00 0.08

1 自宅（寝室） - 23:00 00:00 0.08
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自宅(寝室) 自宅(居間)

図2-3　1日の空間線量率の変化(パターン2)

自宅(寝室) 自宅(居間)

図2-4　場所ごとの滞在時間と積算線量の割合(パターン2)
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