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6.2. 測線間隔によるマップへの影響 

今回、昨年度まで行ってきた測線から、線量率に合わせて詳細な測線を設定した。測線が変

わることによる影響を評価した。Fig. 6-7 に第 7 次モニタリングの結果を例に、Fig. 4-5 で示し

た詳細な測線データをすべて使用し作成したマップと、1.8 km メッシュの測線のみを抽出し作

成したマップを示す。このように、当たり前ではあるが、詳細な測線の方がマップの位置分解

能が向上していることが分かる。両者の差を定量的に評価するために、250 m のメッシュに区

切り同一メッシュ上の数値を比較した。Fig. 6-6 に示すように、ヒストグラムを見るとばらつき

は小さく、平均値も 0 付近を示している。このことから、測線を詳細にすることにより、マッ

プが詳細化に一定の効果があることが分かった。なお、航空機の飛行高度は、対地高度で 300 m

であるため、最低の測線間隔は 600 m としてよいと考えられる。 

 

 

 

Fig. 6-6 第 7 次モニタリングを例にした測線間隔の詳細化による空間線量率の違い 

左: 散布図, 右: 相対偏差のヒストグラム 
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(a) 詳細な測線                (b) 1.8 km メッシュの測線のみ抽出 

Fig. 6-7 測線の違いによるマップへの影響 
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6.3. CF によるマップの違い 

4.6.2. 項で示したとおり、本方法による放射性セシウムの沈着量の評価では、緩衝深度βの

設定により、CF が変化し最終的なマップが変化する。数値の変化によるマップへの影響を Fig. 

6-8 に示す。βの値を 1, 1.8, 2.0 と変化させた場合、βが増加するほど放射性セシウムの沈着量

への換算値は高くなる。CF だけみると、β=1.0 とβ=2.0 にした際の放射性セシウムの沈着量

と地上 1 m 高さでの空間線量率の換算係数（(µGy/h)/(kBq/m2)）は、137Cs、134Cs ともに 16 ％程

度の差がでる。この差は、航空機モニタリングの持つ不確かさからするとわずかな差であり、

今後ともβ=1 の CF を使うのが推奨される。しかしながら、森林部や田畑では、実際の単位面

積当たりのインベントリーと航空機モニタリングの結果が整合しないことが考えられるため、

数値の取り扱いには注意が必要と考える。
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β=1.0 で評価             β=1.8 で評価            β=2.0 で評価 

 

Fig. 6-8 CF の違いによるマップへの影響（β=1.0, 1.8, 2.0 のマップの違い） 
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6.4. 土地利用による変化傾向の違い 

 発電所周辺における土地利用形態による線量率の減少率の違いを考察するために、国土地理

院が提供している「国土数値情報土地利用細分メッシュデータ 21)」を利用した。これらの土地

利用区分の内、最も違いが現れると考えられる市街地等及び森林について、過去の 80 km 圏内

のモニタリングを比較し、線量率の減少率を比較した。市街地等及び森林部の定義は以下の通

りである。 

・森林部: 多年生植物の密生している地域とする。 

・市街地: 住宅地・市街地等で建物が密集しているところとする。鉄道・操車場・道路などで、

面的にとらえられるものとする。運動競技場、空港、競馬場・野球場・学校港湾地区・人工造

成地の空地等とする。 

 線量率の比較は、6.1 項に示したように、測定範囲を 250 m×250 m メッシュに区切り、同一

メッシュ状の線量率の相対偏差を算出し、平均値と標準偏差を求めた。比較の例として、4 次

モニタリングと 7 次モニタリングにおける市街地及び森林部のメッシュ毎の相対偏差の頻度を

0.05 µSv/h 毎のヒストグラムにして Fig. 6-9 に示す。このように、平均値で 4 %程度、市街地の

方が森林部より減少率が大きいことが分かった。4 次モニタリングを基準にして、それぞれの

線量率の比率を Table 6-1 にまとめる。なお、誤差として示したのは、相対偏差の標準偏差 (σ

=1) である。 

 このように、すべてのモニタリング結果において、森林部よりも市街地の方が、2 ～ 7 %減

少率が大きいことがわかった。この違いは数値のばらつきを考えると有意な違いとは言い切れ

ないが、傾向として森林部よりも市街地の方が線量率の減少幅が大きいことを示していると考

えられる。また、全エリアの減少率と森林部の状況は概ね同様であった。これは、80 km 圏内

の土地利用の 65 %が森林部であることに起因する。 

 

Fig. 6-9 森林部及び都市部における減衰率の比較 (第 4 次モニタリングと第 7 次モニタリングの比較) 
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Table 6-1 森林部及び都市部における線量率の比較 

Urban area 732 70 ± 11 55 ± 8.8 50 ± 8.4 44 ± 9.7

Forest area 5,841 77 ± 10 57 ± 8.5 54 ± 9.0 49 ± 9.2

All area 8,923 72 ± 11 56 ± 9.0 53 ± 9.0 48 ± 10

Ave. (% ) Ave. (% )

Ratio of dose rate (% )

8th/4th7th/4thGross area

 (km 2)

5th/4th 6th/4th

Ave. (% ) Ave. (% )

 

6.5. 空気中のラドン子孫核種の影響 

 航空機モニタリングの解析方法は、グロスカウント法を採用しているため、空気中のラドン

子孫核種は、減算できない。これまでの航空機モニタリングの経験より、海上での測定結果か

ら、フライトの時期や高度によって機体周辺の空気中の Rn 子孫核種が計数されることが分か

っている。Rn 子孫核種が厄介であるのは、濃度が一定しないことにある。今回、ラドン子孫核

種の影響について知見を得る方法について検討した。 

ヘリコプターによるデータ採取時に、あらかじめ、地上の線量率が既知の場所において 400

～1,000 m を直線的に上昇し、データを取得した。取得したデータはあらかじめ地上の線量率

が分かっているので、式 (7) から地上の影響、宇宙線及び自己汚染の計数率を減算し、残差

をラドン子孫核種による計数率とした。 

( )







−×−×

−−= −
mstd

cosselfallRn HHAFexp(CD
DBGBGCC  (7) 

取得したデータの対地高度とラドン子孫核種由来の計数率の観測例を Fig. 6-10 に示す。本鉛

直分布は、式 (7) から求めたラドン子孫核種起因の計数率を対地高度 20 m 毎に平均した。最

大値は、11/15 に取得したデータの 300～500 m に観測され、計数率は 600 cps 程度であった。

そのような計数率の上昇は、その他のデータでも観測されているが、概ね 500 m 以下であった。

600 cps を、Table 4-4 の換算係数を当てはめて、地上 1 高さ 1 m の線量率に換算すると、0.046 

µSv/h となる。すなわち、今回用いた航空機モニタリングの手法において、Rn 子孫核種は、最

大で 0.046 µSv/h の妨害となることが、今回の結果から示唆される。80 km 圏内のような線量率

の高い場所では、大きく影響しないが、80 km 以遠の線量率の低い場所であれば、影響は大き

いと言える。 

実際のデータから Rn 子孫核種の影響を弁別するには、地上からの影響を遮蔽した別の測定

器で計測するか、ピーク面積から線量率を換算する (コベル法) の適用が考えられる。別の検

出器での測定方法の確立は、今後の課題とし、コベル法による評価方法について、次章で検討

した。 
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Fig. 6-10 ラドン子孫核種の日変化 

 

6.6. コベル法の適用検討 

今回、適用した解析方法は、4.6 節に記載したように全線量率から天然核種起源の放射能を

減算し、CF を乗算して放射性セシウムの沈着量を求めている（以下、グロスカウント法）。こ

の際に減算する天然核種起源の放射能は 1,400 keV - 2,800 keV の計数率から評価するため上空

を漂うラドン壊変生成物由来の放射線の影響を除去できないというデメリットがあった。 

一般的に、γ線スペクトルを測定できる検出器は、全吸収ピークの面積をコベル法で評価す

ることにより、核種別の測定が可能である 21) 。また、Torii et al. (2013) は、事故直後の航空機

モニタリングのデータを用いて、コベル法により、131I の沈着量を計算し、マップ化を行って

いる 22, 23)。コベル法の最大の利点は、目的とする放射性核種のみを抽出できる点にあり、6.5

章で述べたラドン子孫核種の影響が小さくなると考えられる。本節では、コベル法を利用した

放射性セシウムの沈着量の評価方法について検討する。 
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6.6.1. コベル法 

コベル法とは関心領域（ROI）の計数率からベースライン領域の計数率を減算することでピ

ークの面積（NET）の計数率を求める方法である。本システムの NaI シンチレーション検出器

で測定したスペクトルはFig. 6-11のように 137Cs由来の 662 keVと 134Cs由来の 563 keV、569keV、

605 keV の複合ピーク（以下、600keV ピーク）及び 134Cs 由来の 796 keV と 802 keV のピーク（以

下、800 keV ピーク）が見られる。そのため、600 keV ピークから 134Cs 及び 137Cs の合計沈着量

を評価し、800keV ピーク面積から 134Cs の沈着量を評価した。それに伴い、放射性セシウム換

算係数（CD）及び空気減弱係数（AF）もそれぞれのピークに対応して求めた。式 (8) にコベ

ル法を用いた放射性セシウム沈着量の評価式を示す。 

𝐷𝐷𝑐𝑐𝐶𝐶134 =
1

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑐𝑐𝐶𝐶134
× (𝐶𝐶800𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 − 𝐵𝐵𝐵𝐵800𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘) × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�−𝐴𝐴𝐴𝐴800𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘 × (𝐻𝐻𝐶𝐶𝑡𝑡𝑠𝑠 − 𝐻𝐻𝑚𝑚)� (8) 

ここで、 

Dcs134 ：セシウム 134 の沈着量 (Bq/m2) 

C800kev ：800keV ピークの ROI の計数率 (cps) 

BL800kev ：800keV ピークのベースラインの計数率 (cps) 

AF800keV ：空気減弱係数 (m-1) 

Hstd ：基準高度 (m) 

Hm ：測定高度 (m) 

CDcs134 ：セシウム 134 換算係数 (cps/(Bq/m2)) 

なお、137Cs 及び 134Cs の合計沈着量の評価式は 134 を 137+134 に、800 keV を 600 keV に読

み替える。 

 
Fig. 6-11 コベル法によるスペクトル分析のイメージ 

 

6.6.2. グロスカウント法との比較 

コベル法の適用を検討するため、コベル法で第 8 次モニタリングの放射性セシウム沈着量を

算出し、グロスカウント法の結果と比較した。はじめに、600 keV ピーク及び 800 keV ピーク

の放射性セシウム換算係数および空気減弱係数を算出した。放射性セシウム換算係数は、福島

8 次のテストポイントの地上測定値から 4.6 節の方法 （天然核種由来の線量率を福島 6 次モニ

タリングの際に実施した In-situ Ge 測定の平均値 0.00375 μSv/h とした）で放射性セシウム沈着
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量を求め、コベル法のピーク面積の計数率との関係から算出した。空気減弱係数は福島 8 次で

測定した全てのテストラインの中で最も決定係数が 1 に近いフライトを選定した（Table 4-5）。

対地高度とピーク面積における計数率の関係を Fig. 6-12 に示す。また、コベル法で用いた福島

8 次の係数の一覧を Table 6-2 に示す。 

コベル法で評価した放射性セシウムの合計沈着量および 134Cs の沈着量マップを Fig. 6-13 に

示す。グロスカウント法で評価した沈着量に比べると、低線量地域でコベル法の方が放射性セ

シウムの沈着量が多くなり、ばらつきが大きくなる傾向が見られた。この低線量地域は 6.4.4

項に記載するように検出下限値以下であるため、適切に評価できていないと思われる。また、

両者の放射性セシウムの沈着量をメッシュごとに比較した結果を Fig. 6-14 に示す。この図から

も分かるとおり、高線量地域になるほどばらつきが小さくなる傾向が見られた。以上から、グ

ロスカウント法を用いた放射性セシウムの沈着量の評価は低線量地域も測定する広域モニタリ

ングにおいてコベル法より適していると考えられる。 

 

Fig. 6-12 対地高度とピーク面積の計数率の関係 

 

Table 6-2 コベル法に用いた福島 8 次の換算係数 

 システム 600 keV ピーク 800 keV ピーク 備考 

放射性セシウム換算係

数（cps/(Bq/㎡）） 

5043 5.16×10-4 6.56×10-4 2013/10/17 測定 

5045 5.24×10-4 6.67×10-4 ※ 

空気減弱係数(m-1) 5043 -7.31×10-3 -8.51×10-3 2013/11/05 測定 

5045 -8.62×10-4 -9.45×10-3 2013/11/02 測定 

※低線量地域のため 5043 との比率から算出 
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Fig. 6-13 コベル法を用いた放射性セシウム沈着量マップとグロスカウント法を用いた放射性セシウム沈

着量マップ （第 8 次モニタリングデータを使用、上：137Cs + 134Cs、下：134Cs、左：コベル法、右：グロスカウ

ント法） 
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（※相関係数は検出限界値以上のデータから評価） 

Fig. 6-14 解析手法による放射性セシウム沈着量の比較（左：137Cs + 134Cs、右：134Cs） 

 

6.6.3.コベル法の検出下限値 

コベル法の検出下限値は文科省が推奨する Copper の 3σ法 23) で算出した。データは放射性

セシウムの汚染が確認されてない地域のフライトを使い、福島 8 次の係数で放射性セシウム沈

着量へ換算した。Table 6-3 に検出下限値を示す。4.8 項に記載したグロスカウント法に比べて

検出下限値が約 7.5 倍と高く、11 点移動平均でも 2.6 倍高くなることが分かった。 

 

Table 6-3 コベル法の検出下限値 

 137Cs+134Cs 
沈着量 (kBq/m2) 

134Cs 沈着量 
(kBq/m2) 

移動平均なし 120 65 
11 点移動平均 42 26 

グロスカウント法 16 - 
 

6.6.4.コベル法の適用について 

 これらの結果より、グロスカウント法とコベル法には、以下の様な長所及び短所が有ること

がわかる。 

・グロスカウント法 

（長所）方法が単純。計数率が大きいので、検出下限値が低い。 

（短所）ラドンの影響減算できない。137Cs/134Cs が推定値。 

・コベル法： 

（長所）ラドンの影響除去 (214Bi 等の 137Cs 及び 134Cs の放出するγ線エネルギーと重なる核種

以外) 。137Cs/134Cs を実測。 

（短所）ピーク面積処理が手間。計数率が小さいため、検出下限値が高い。キャリブレーショ
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ン時に地上の天然核種の線量率及び放射性セシウムの線量率を弁別した測定が必要 (in-situ 測

定)。 

 事故以来、航空機モニタリングは、グロスカウント法で実施しており、比較の観点から今後

ともグロスカウント法を用いるのが望ましい。一方で、線量率の高い場所及び事故直後など放

射性セシウム以外の核種 (131I 等) の存在する場合、各種別の沈着量評価が可能になるため、評

価手法としては確立しておくことが望ましい。 
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6.7.  複雑な地形における解析方法の最適化 

現在、航空機モニタリングにおける、対地高度の算出方法は、GPS により記録された海抜高

度から、国土地理院が作成している 10 m メッシュの DEM データ 16) を差し引いて算出してい

る。航空機モニタリングの実際の測定範囲は、ヘリコプターの位置から真下に伸ばした直線と

角度 45°の線の延長線上に入る円内になる（例えば、対地高度 300m であれば、直下を中心と

した半径 300 m の円内）。よって、正確な高度補正を行う場合には、測定範囲内の DEM データ

の平均値が算出できることが望ましい（高度差のある地形の場所では、直下の DEM データが

必ずしも測定範囲の平均値になるとは限らない）。対地高度算出方法の最適化を検討した。 

 

6.7.1.  地形による線量率換算の影響 

 現在の地上への換算モデルは、地形及び線量率が一定の平面線源モデルを基本としており、

山間部のような地形の凹凸がある場合には、線量率の過大及び過小評価になっていたと考えら

れる。Fig. 6-15 に地形の影響に関するイメージを示す。ヘリコプターの直下の地上の海抜高度

が、測定範囲の中で最小値になる場所 (谷部) では (Fig. 6-15 (b)) 、より高い部分の放射線が測

定されているため、換算モデル (Fig. 6-15 (a)) と比較すると、過大評価になる。一方、ヘリコ

プターの直下の地上の海抜高度が、測定範囲の中で最大値になる場所 (山部) では (Fig. 6-15 

(c)) 、より低い部分の放射線が測定されているため、換算モデル (Fig. 6-15 (a)) と比較すると、

過小評価になる。 

 地形による効果を補正する方法は、いくつか考えられるが、上空からの測定範囲の地上の平

均的な海抜高度を求め高度を補正する方法が考えられる (以下、DEM 平均処理) 。次章より、

DEM 平均法の詳細について述べる。 

 

   
(a) 換算モデル       (b) 谷部                       (c) 山部 

Fig. 6-15 現在の方法における地形による影響のイメージ 

 

6.7.2.  DEM 平均を用いた解析手法 

DEM 平均を求めるために、ツールの開発を行った (以下、DEM データ抽出ツール) 。DEM

データ抽出ツールは、航空機モニタリングによる測定点の緯度経度を基準に、測定点の高度を

半径とした 360°の円錐を範囲として、国土地理院が提供する基盤地図情報の数値標高モデル

である、10m メッシュのデータから、対象となる範囲の最大値、最小値、平均値の高さ情報を

抽出し、ファイルに出力できるようにした。10 m DEM データの抽出は、各メッシュの中心が

上記の抽出範囲に入っているメッシュを対象として抽出を行う。Fig. 6-16 (a) に平面における

10 m DEM データの抽出対象イメージを示す。 
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GPS altitude
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本処理の中でポイントとなるのが、急な起伏により、抽出対象範囲から外れる部分及び航空

機の検出位置から見えない部分からの放射線については、上空で検出される計数にほとんど影

響を与えないことから、これらの面積を抽出対象から除去する必要がある。Fig. 6-16 (b) に、

急な起伏により抽出対象外となる際のモデル図を示す。 

標高が高い部分の判定は、対象となるメッシュにおいて、緯度経度を X,Y 軸とし、DEM の

高さ情報を Z 軸とした四角柱を想定し、その四角柱の中心を通り、航空機の測定点から 45°で

地表面に下した線分と四角柱の交点を判定することにより実現することとした。また、標高が

高い部分に隠れて測定点から見えない部分の判定は、測定点から判定対象となるメッシュの四

角柱の上面にある中心点を通る地表面までの線分を引き、その線分上に他のメッシュの四角柱

があるかどうかで判定を行う。 

また、海や湖沼等の水域についても、放射線は遮蔽されることから、これらの面積も抽出対

象から除去する必要があるが、水域の判定にいては、国土政策局が提供している国土数値情報

の湖沼 (面) データ 21) に設定されている湖沼を対象に、水域部分のデータを海抜面と同じ値 

(-9999.00) に加工した 10 ｍDEM データを用意することで対応することとした。なお、河川に

ついては、国土政策局が提供している国土数値情報にはラインおよびポイントのデータしか存

在しないため、河川部分の情報抽出が難しいことから、水域の対象範囲外としている。 

  

 

平面な地形における DEM 抽出のイメージ     (b) 急な地形における DEM 抽出のイメージ  

Fig. 6-16 DEM 抽出ツールのイメージ 
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 測定点の対地高度について、DEM 平均処理から求めた例を Fig. 6-17 (a) に示す。ここで、測

定点の直下の 10 m DEM を使用した従来の方法で求めた対地高度と比較する。このように、従

来法に対し、DEM 平均処理で求めた対地高度は、急な地形の変化に追随せず、滑らかになって

いることが分かる。DEM 平均処理と従来法で求めた対地高度の差を Fig. 6-17 (b) に示す。この

例でも、対地高度の差は最大 100 m 程度であることが分かる。 

 

 

Fig. 6-17 DEM 抽出ツールのイメージ 

 （a: 算出した対地高度の比較、b: DEM 平均と従来法で求めた対地高度の差） 
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(a) 従来法                      (b) DEM 平均処理                    (c) (b) / (a) ＊●: 地上の測定点 

Fig. 6-18 DEM 平均処理による対地高度を用いた線量率マップの変化 (第 7 次モニタリング) 
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実際に、第 7 次モニタリングのデータを用いて、DEM 平均処理を適用し、線量率マップを作

成した。結果を Fig. 6-18 (b) に示す。また、比較のため、従来法で作成した Fig. 6-18 (a) 及び

比画像を Fig. 6-18(c) に示す。比画像を見ると、福島市及び郡山市等の市街地がある中通り部

分には、線量率の差はないが、山間部の線量率が一致していないことが分かる。 

本方法の妥当性を検証するために、線量率の変化の大きい場所において、地上の線量率を測定

した。設定した測定点は、Fig. 6-18 (c) に示す。Fig. 6-19 に地上の測定値と DEM 平均処理及び

従来法で求めた線量率の比較について散布図に示す。このように、DEM 平均処理の方が傾向的

に近似直線の傾きが 1 に近づき、DEM 平均処理による地上の線量率への換算精度が向上してい

ることが示唆される。この傾向についてさらに考察するために、従来法と DEM 平均処理の対

地高度の差と航空機と地上値の相対偏差の関係について Fig. 6-20 に示す。Fig. 6-15 に示した様

に、従来法と DEM 平均の高度差が正方向であれば、谷部に相当し地上の線量率を過大に評価

する。これを考慮し、Fig. 6-20 をみると、X 軸及び Y 軸の正の領域 (右上) にプロットが集中

しており、 Fig. 6-15 に示したイメージと矛盾しない。一方、山部に相当する X 軸及び Y 軸の

負の領域 (左下) にはプロットが少なく、今回の地上測定を行って点は、山部のデータが少な

いことが分かった。そもそも、山頂に人間が測定に行くことは難しいが、できるだけデータを

取得し、今回の方法の妥当性を検証することが望ましい。 

 

  
Fig. 6-19 DEM 平均処理及び従来法で求めた線

量率と地上での測定値の比較 

 (第 7 次モニタリング) 

Fig. 6-20 従来法と DEM 平均処理の対地高度の

差と航空機と地上値の相対偏差 
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7. 今後の課題 

 今年度得られた成果をまとめ今後の課題について示す。 

・機器の保守方法について 

 規制庁所有の RSI システムも 3 年目となり、軽微な異常が何件か発生している。例えば、GPS

のエラーによるデータの未取得やシステムのバグ 等である。GPS のエラーについては、受信

感度が悪かったことやシステム側に障害があり、本国 (カナダ) に輸送し、修理を実施した。

また、システムのバグについては、ファームウエアの更新により対応した。本システムの保守・

運用についても、時間が経つにつれて、必要性が増すため、メーカーを含めた体制作りが必要

と考える。 

・線量率マップについて 

 今年度まで、CD や AF 等のパラメータは、モニタリング毎に取得し、データの信頼性を考慮

し、選定してきた。3 年間の実施の中で、ヘリコプターとシステムの組み合わせで、データの

蓄積が行われ、信頼性の高い数値の選択が可能になってきている。今後は、あらかじめ定めた

1 つの数値を用い、パラメータフライトは、確認・参考データの位置づけにできることが望ま

しい。 

・山間部における放射性セシウム沈着量への換算方法について 

 6.3 章に示した様に、グロスカウント法では、緩衝深度により与えられる CF が選定できない

ことから、特に山間部のインベントリーを換算することは難しい。例えば、典型的な山林をテ

ストサイトとし、地上でのインベントリーの測定結果と比較することにより、換算方法の最適

化を図ることが考えられる。また、モンテカルロ計算コードなどでの評価も解決策を示すかも

知れない。 

・ラドンの妨害について 

 6.8 章で示した様に、0.2 µSv/h 程以下の低線量率の領域では、ラドン子孫核種の影響は無視

できないことが示唆されている。現状では、RSI システムのデータから空気中のラドン子孫核

種の影響を除去することはできない。地上の影響を除去し、ラドンの放射線のみを評価する独

立した検出器のデータを使用する方法が考えられる。今後、技術開発が最も必要なテーマであ

る。 

・コベル法について 

 6.5 章に示した様に、今回、コベル法を用いる利点と限界について定量的に評価した。コベ

ル法の利点は核種別に評価が可能な点であり、事故直後など複数の核種が存在する状況では有

効である。今後、防災のためのツールとして整備が必要であると考える。 

・地形効果補正の最適化について 

今回、複雑な地形における換算方法の最適化を目指し、DEM 平均手法の有効性を示した。今

後、さらに検証が必要であるが、一定の効果があると考える。過去の研究例においても、航空

機モニタリングによる地形効果を計算コードにより評価した例もある 26)。一方で、複雑な地形

の場所、すなわち山間部はもれなく森林になっており、樹木の影響についても評価が必要であ

る。今後、手法の高精度化を目指して技術開発の必要なテーマである。
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8. まとめ 

 平成 25 年度に予定された 80 km 圏内の航空機モニタリング 2 回及び 80 km 圏外の航空機モ

ニタリング 1 回を確実に実施した。今回の結果を過去のモニタリングの結果と比較し、発電所

事故の影響があったエリアの線量率の全体的な減少傾向を把握することができた。また、測線

間隔の影響や地形効果の最適化を目指したデータを取得し、航空機モニタリングの特徴及び信

頼性を検証した。  

事故以来、航空機モニタリングが日本で実施されて、3 年目となった。事故当時、定まって

いなかった手法についてもある程度確立し、パラメータの精度や機器の定期的な保守及び軽微

なトラブルへの対応経験により、作成する放射線量率マップの精度は高まってきていると言え

る。ただし、誰が行っても同じ結果が得られるまで洗練されているとは言えず、事故以来、専

属的に行ってきた研究者、技術者が負うところはまだまだ大きい。今後、さらなるルーチン化

を目指し、単純なシステム化が必要である。また、米国や英国のような、航空機モニタリング

先進国の方法と比較し、手法の妥当性の国際的な担保を目指すことが必要だと考える。 
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Appendix 1 航空機モニタリング委員会議事録・資料 

 

A1-1. 委員会目的 

原子力規制庁の委託事業「平成 25 年度原子力施設等防災対策等委託費「80 km 圏内における

航空機モニタリング事業」及び平成 25 年度放射性物質測定調査委託費「80 km 圏外における航

空機モニタリング事業」の実施に当たり、航空機モニタリングの方法の妥当性を検証するとと

もに、より最適な方法を検討する 

 

A1-2. メンバー 

  役職 氏名 機関・所属・役職 

1 委員長 井口 哲夫 
国立大学法人名古屋大学大学院  

工学研究科 教授  

2 委員 赤羽 恵一 
独立行政法人放射線医学総合研究所 

医療被ばく研究プロジェクト医療被ばく研究推進室 室長 

3 委員 茅野 政道 
独立行政法人日本原子力研究開発機構  

原子力基礎工学部門長 

4 委員 椿 広計 
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 

統計数理研究所副所長 

5 委員 長岡 鋭 
財団法人高輝度光科学研究センター   

安全管理室長 

6 委員 難波 謙二 
国立大学法人福島大学   

共生システム理工学類 教授 

8 委員 森内 茂 
財団法人原子力安全技術センター  

特別フェロー 

 

A1-3. 開催経緯 

(1) 航空機モニタリング検討委員会第一回：平成 25 年 12 月 20 日 13：30 ～ 15：40 

(2) 航空機モニタリング検討委員会第二回：平成 26 年 3 月 11 日 13：30 ～ 15：30 
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A1-4.議事録 

航空機モニタリング検討委員会 第一回 

件  

名 
  航空機モニタリング検討委員会 第一回 

日  

時 
  平成 25 年 12 月 20 日 13：27 ～ 15：40 場  所 航空会館 8 階 

801 会議室 

出席者 
（敬称

略） 

委員長：井口 
委員：赤羽、茅野、椿、長岡、難波（欠席）、森内 
オブザーバー：福井、西之園、水野（原子力規制庁） 
事務局：鳥居、眞田、米澤、石田、西澤、卜部 

作成者名  

確認証 

 

欠席者 委員：難波 

項 記          事 
 
 
 
 
 
 
 
１． 
 
 
 
 
 
 
 
２． 
 
 

[配布資料] 
資料 1-1：式次第 
資料 1-2：平成２５年度航空機モニタリング検討委員会の設置について 
資料 1-3：平成２５年度航空機モニタリング検討委員会 委員名簿 
資料 1-4：航空機モニタリング検討委員会（説明資料） 

 
 
第一回委員会の開催にあたって 

(1)「平成２５年度原子力施設等防災対策等委託費（８０ｋｍ圏内における航空機モニタリング）事業」、「平成２５

年度放射性物質測定調査委託費（８０ｋｍ圏外における航空機モニタリング）事業」の委託元である原子力規制

庁監視情報課の西之園専門官より委員会設置の経緯、及び目的について説明を頂いた。 
(2)事務局長の鳥居より、資料の説明が行われた。 
(3)委員、その他、参加者の紹介が行われた。  

 
 
第一回委員会内容 

(1)事務局より資料 1-4 に基づき「1.委員会の設置目的、2.航空機モニタリングの経緯、3.航空機モニタリングの実

施体制」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 
 

（井口委員長）解析方法において、JAEA と応用地質でダブルチェックを行っているという説明があったが、こ

れは方法論としては同じことを行っているのか。 
（鳥居）はい。 
（井口委員長）その場合、独立性はどこで判断するのか。違う所で行っているのか。 
（鳥居）違う所で同じ測定結果を用いて解析を行っている。手法は同じだが、計算間違いが無いか、解析結果は

同一になるか、などのチェックを行っている。 
（井口委員長）方法論的に違うことをやって、それでも結果に整合性があるというのは後の話になるのか。 
（鳥居）そうです。研究的な課題であると同時に、国に報告致しますので、間違いがないことを確認する必要が

あるだろう、ということで基本的には同じ方法で解析している。 
（井口委員長）原子力機構は研究的な側面もあるので、ぜひ違う方法で、現行の方法の精度評価というか、定量

性などのチェックをやっていただくと良いのではないかと考える。 
（鳥居）はい。 
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 (2)事務局より資料 1-4 に基づき「4.1 航空機モニタリングの概要、4.2 測定システム、4.3 データ採取の方法、4.4
解析方法」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 

 
（森内委員）βの検討がまだ十分進んでいないということだが、地中に核種が浸透していくと、散乱線とダイレ

クトのレシオが変わっていく。そうすると、ピークの部分だけではなく、βに関連するデータとし

ては、ピークの部分と散乱線の部分のレシオをとれば βの変化と対応するはずなので、その辺を解

析されたらどうか。 
（鳥居）ピークコンプトン比みたいなものをとればいいわけですね。 
（森内委員）そうです。コンプトンではなくて散乱線だが。 
（鳥居）以前もそれは検討したが、なかなか難しく、それほど有意な差はとれなかったという記憶がある。 
（森内委員）データが変わってくると、散乱線は余り変わらなくてもダイレクトが変わるという効果があるはず

なので、大きな変化がなくても、ある程度傾向があるかどうかはそれによって確認できるのではな

いか。 
（眞田）次回までにデータをまとめて、また報告させていただく。 
 
（赤羽委員）除染は道路など人の住むところがターゲットになっているが、実際に 300m 上空から 400m ぐらい

の広さのものを集めると、木に沈着した分がかなり影響していて、その部分の測定値と乖離するこ

とが考えられる。お聞きしたいのは、最初に 400m の面積から集めたときの計数効率の仮定として

は、均一の分布。モデルとしては均一分布でよいと思うのだが、実際の木とかほかの地形の影響、

そして分布の偏りの影響はシミュレーションか何かで確認しているか。 
（眞田）地形の変化の補正について検討している。ただ、そこに植生とか土地利用の違い等を考慮しシミュレー

ションはしていない。 
（長岡委員）森の上空での測定結果の解釈はものすごく難しい。地面にも沈着しているし、枝葉にもついている、

木の高さもわからないし、パラメータがあり過ぎてしまう。だから、こういうものだという考え方

を示して、それで説明するようにしないと、誤解を受けるような説明になってしまいかねない。測

定をどう解釈するか、範囲とか制約とか限度も含めて考えたほうがいいと思う。 
（鳥居）事故直後は 3 月なので、広葉樹は全部下に落ちている。針葉樹はまだある。上のほうにたまっているも

のもあれば、下に落ちているものもあるので、その辺の評価は、どの程度できるかわからないが、

これからやってはみたいと思う。 
（森内委員）参考資料に出ているが、ICRU の 53 というのはグレイ単位の換算係数ですよね。これから先も周

辺線量当量をするのか、あるいはグレイ単位で考えるということもあり得るのか。というのは、航

空機サーベイによる結果と実際の被ばくは違うということが最近時々言われているが、本当は単位

が違うのと、測定ジオメトリーというか、全然違う。その違いを考慮する必要があるのだが、これ

は地上の被ばくの値と結びつける場合の係数はどのような考え方をしているのか。 
（赤羽委員）41 ページの不確かさ要因で、宇宙線のカウントが計数誤差のほうに入っているが、宇宙線もラド

ンも線源と考えれば、計数誤差ではなくてほかの外来要因に入るかと思うので、計数誤差に入れる

と誤りの形だと思うが、どうか。 
（眞田）わかりました。カウントとして、という意味で計数誤差に入れていたが、こちらに記載する。 
（森内委員）単位のことで聞きたいのだが、最初は周辺線量当量、1cm 線量等量で測定している。 
（鳥居）周辺当量ではなくて、ambient dose です。 
（鳥居）非常に難しい質問だが、実はこれは事故直後からシーベルトで言っていた。しかも、空間線量率とい

うことで ambient dose を使っていた。それでこれまでずっと来たので、それを換算としている。

実際の物理定数としてはグレイ単位で出てくるものが結構ある。実はそれが非常に悩ましいところ

で。ただ、一般の方はシーベルトのほうがわかりやすいということもあり、そのままずっと来てい

る。 
（森内委員）シーベルトの値がわかりやすいということと、実際の被ばくの値に結びつける場合は、どちらのほ

うがいいかというのをよく考える必要があると思う。特に航空機サーベイシステムのサーベイ結果

を用いて被ばくを評価したのと、TLD、ガウス線量計をつけて評価した結果は違う。違うというの

は、単なる時間の配分だけの問題ではなくて、線量の同等性の問題が大きくあるはずなので、その

辺はこれから先もう少し詳しく検討されたほうがよろしいのではないかと考える。 
（赤羽委員）今の点は非常に重要で、マップとしてはシーベルト、周辺線量当量率としてグレイから換算されて

いると考えてよろしいのですよね。公表されている部分に関しては。 
（鳥居）正式に言うと航空機では換算係数は計数率で求めている。地上のものはサーベイメータで値づけしてい

る。それは何でキャリブレーションしているかというと、結局 1cm 線量当量なのです。だから、

厳密に言うと必ずしもそうではないということです。要するに結局は簡便な手法でやっている。グ

レイ単位でやっているわけではない。 
 



 

    75     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（赤羽委員）換算がきちんとエネルギーを選択して換算係数を掛ければ 1cm 線量当量が周辺線量当量率として

出ると思うので、そのロジックがきちんとできてさえいれば特に大きな問題はないと思うが、今、

森内先生がおっしゃったように、その辺のロジックを曖昧にすると混乱を生じる。個人線量当量に

ついては、同じ 1cm 線量当量でも値が違いますし、個人線量計を使えば、バックからの遮蔽分が

あるので低く出てくるのだが、その辺も含めてきちんとしていかないといけないと思う。ただ、個

人的に思うのは、参考レベルの設定は本来実効線量で行うべきと ICRP はなっているが、国は、事

故の後、周辺線量当量率を 1cm 線量当量でやるという方針でやってきているので、恐らくこのマ

ップもそうなって出てきていると思うけれども、その辺をきちんと分けて考えていかないと、混乱

を招くかなと。逆に言えば、説明がきちんとできるようにしておけば、いろいろな質問とか疑問に

対して答えられると思う。 
（鳥居）わかりました。ありがとうございます。その辺については、また報告書の中でいろいろ説明を追加して、

誤解を招かないようにしていきたいと思う。 
 

(3)事務局より資料 1-4 に基づき「4.5 マッピング方法、4.6 結果例」について説明が行われた。主な質疑は以下の通

り。 
 

（赤羽委員）IDW は各パラメータを設定する上で特に困難さはないのか。 
（眞田）設定する範囲としては、下に示しましたように、乗数のパラメータと近隣点、どこまでを含めるか、大

きなところはその 2 点ぐらいです。 
（赤羽委員）そのパラメータの決め方はどういう形になるのか。 
（眞田）IDW を最初に採用したのは、これは DOE が採用していて、それとの連続性があったので我々はそ

のまま IDW にしたのだが、パラメータについては、我々は地上測定も結構やりましたので、そ

れで十分な、倍半分の精度ですけれども、ある程度合っているからこのまま来たというのが正

直なところです。 
（椿委員）平野部とか山間部とか、空間的な構造が大分違うから、本格的にやろうと思ったら、この地域はこれ

でやるとか、パラメータを変えていかないといけないという話になっているのではないかと思う。

もちろん、今はパラメータの影響に関しての感度分析をこういう形でやっていただいているので、

余りそういううるさいことをいう必要はないのかもしれないが、研究課題的なものとしては、地形

の非常に極端な変化とかに対して、こういう補間方法による誤差が蓄積している可能性があるかな

いかというようなことについては見ておかれるといいとは思う。 
（眞田）内挿法については我々も得意な分野ではありませんので、いろいろと教えていただければと思う。 
 
（井口委員長）補間する場合に平滑化ということもやっているわけですか。先ほどのこのマッピング方法の参考

では Spline でホットスポットが時々あるが、そこはだまされているのではないか。 
（西澤）だから、3 次式にフィッティングさせる方向です。IDW というのは、そもそもが 180 点を逆距離で平均

化するということです。その方法自体が平滑化です。 
（茅野委員）だから、局所的にぽこっとはかられたところは、みんなへこむのですよね。 
（眞田）それはへこみます。IDW でも、内挿なので。 
（赤羽委員）いろいろ検討してみて思うのは、いろいろな方法、IDW も Kriging も Natural Neighbor もそんなに

変わりはない。もともとはデータが潤沢にある中での 2 次元再構成ではなくて、限界のある中なの

でどうしても不確かさはありますし、また、先ほどのほかの測定とか、バックの扱いとか、いろい

ろな不確かさがあるので、このマッピングでどの程度で、ほかの計測でどの程度という不確かさを

ある程度把握してさえいれば、大まかなところはいいのかなと思います。ただ、マッピングの要因

でこの程度、あるいはデータ補間の精度、データが不十分なためにこのぐらいというような各パラ

メータについては把握しておいたほうがいいと思う。 
（眞田）わかりました。ありがとうございます。 
 

(4)事務局より資料 1-4 に基づき「5．平成 25 年度航空機モニタリング」について説明が行われた。主な質疑は以下

の通り。 
 

（赤羽委員）60 ページの 2 つ目の事故 11 カ月後のマップと、その下の 2 年後のマップで白く抜けている部

分があるが、これは？ 
（眞田）これは積雪部分になります。2 月に行っていますので、どうしても積雪があり、その部分は抜いてい

る。隠していると言ったほうがいいかもしれない。 
（赤羽委員）この積雪のあった部分を隠さないで描いた場合にはどういう形になるのか。やはり不連続にな

るのか。 
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 （眞田）前回の結果と比較すると線量はがくっと減っていたり、その後の結果と比較するとふえているよう

に見えると思う。 
（赤羽委員）というのは、ここに人が暮らしている場合は、積雪での 1m の高さでの値はやはりその場での

空間線量になるので、隠すよりは、その扱いは別の形に考えたほうがいいのかなと個人的には思

った。 
（眞田）わかりました。 
（森内委員）（セシウム沈着量の話に）関連するが、航空機によるスペクトルから評価するデータというのは

ピーク値ですよね。だから、セシウムの値なのです。それと地上の線量との比較をするから、線

量を出すのだということですけれども、もともと検出器のメカニズムそのものは、セシウムをつ

かんで線量に直しているということですから、セシウムのピークから地上の積算値、ベクレルに

直すのが本来ダイレクトな方法なわけです。そういう意味では、線量を示す前に蓄積量を示すと

いうのがあっていいのではないかと私は思います。とにかくピークをつかんで評価しているので

すから。線量から線量を出しているわけではないですからね。 
（鳥居）そうすると、セシウムの量の実際に 10kBq/m2のところまでというのはそんなに感度はない。まして

や、ピークだけ捉えたらもっと悪くなる。ですから、規制庁さんから出しておられるデータで言

いますと、10kBq/m2まで書いてあるのです。ここに御説明させていただきましたように、実際

には 16kBq/m2が検出下限なのです。 
（森内委員）10kBq/m2まで出せるわけですか。 
（眞田）10kBq/m2です。計算上は出ますけれども、検出下限としてはそこまでありませんが、色として出て

しまっているという状況です。 
（井口委員長）そこは ND と書けばいいのではないか。 
（眞田）通常はそうなのですが。 
（鳥居）初期の段階で、もともと環境基準の基準値だどうのこうのという話があったのですけれども、今は

一応 10kBq/m2まで、当時文科省さんのほうで出されましたので、その後そのまま踏襲している

ということです。 
（井口委員長）そこら辺は注釈で一生懸命、一般の方がわかるような解説をするというのが正攻法ではない

かと思う。出さないというのは、ある意味では逃げているでしょう。 
（西之園専門官）どのぐらいばらついているかというか不確かさがあるかとか、その辺の議論をした上で出

さないと、見ていると、世の中、本当にそれが正しい値だ、小数点第一位、第二位まで正しい値

だと思って使ってしまって、何だかなと思うのが結構あるので、どちらがいいのかなと。 
（眞田）プレス公開と我々の報告はいろいろ違う部分もあるが、我々としては、今回の事業では放射性セシ

ウム濃度のマップとして提出させていただきますので、後の処置はそちらで検討していただい

て。 
（鳥居）そうすると、βの値をどうするかという問題が出てくるので、そこの判断だけはする必要があると思

っています。 
（西之園専門官）そこはなかなか決めにくいですよね。 
（鳥居）そこはちゃんと βをこう使いましたということを書いた上で、誤差が生じますという注釈つきで出

すかどうかですね。 
 
（赤羽委員） 現在公開しているデータは、将来的な研究の進捗によって補正方法が改良されたら、それに

よってリバイズして公開するということはないと考えてよいか。 
（西之園専門官）今のところ考えていない。個人的な感想だが、例えば 4 次の前の 3 次とかはものすごくデ

ータの質が悪い。それを再解析した例はあるので、それは出せれば出したいと思う。 
（赤羽委員） デジタルデータが出てしまうと、バージョンが 1 であろうが、2 であろうが、3 であろうが、

手にした人はそれがそう、ということで使ってしまうので、リバイズされるのであれば、その辺

をちゃんと考慮した上で公開の順番というようなことを考えたほうがよろしいかと考える。 
（西之園専門官）そうですね。 
（鳥居） できることとできないことが当然あると思うが、例えば第 1 次の 40km 圏内は米軍のヘリで飛ん

でいる。第 3 次は自衛隊のヘリです。今は全部民間のヘリコプターを使っているので、キャリ

ブレーションも全部できるのですが、過去にさかのぼってキャリブレーションできないところが

ありまして、それを完全に直せる状況ではない。今回 4 次を基準にしたというのはそういうこ

とです。ですから、できることは、どこの間でやるかというのもありますけれども、やりたいと

は思います。 
以上 
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航空機モニタリング検討委員会 第二回 

件  

名 
  航空機モニタリング検討委員会 第二回 

日  

時 
  平成 26 年 3 月 11 日 13：30 ～ 15：30 場  所 航空会館 9 階 

901 会議室 

出席者 
（敬称

略） 

委員長：井口 
委員：赤羽（欠席）、茅野、椿（欠席）、長岡、難波、森内 
オブザーバー：水野（原子力規制庁） 
事務局：鳥居、眞田、米澤、石田、西澤、卜部 

作成者名  

確認証 

 

欠席者 委員：赤羽、椿 

項 記          事 
 
 
 
 
 
 
１． 
 
 
 
 
２． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[配布資料] 
資料 1-1：式次第 
資料 1-2：80km 圏内における航空機モニタリング事業 80km 圏外における航空機モニタリング事業 報告書 
資料 1-3：最新の遠隔放射線モニタリング 
 
 
第二回委員会の開催にあたって 
(1)原子力規制庁航空機モニタリング担当の水野専門官より挨拶を頂いた。 
(2)事務局の眞田より、資料の説明が行われた。 
 
 
第二回委員会内容 

(1)事務局より資料 1-2 に基づき「1.はじめに、2.航空機モニタリングの経緯、3.航空機モニタリングシステム」につ

いて説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 
 
（井口委員長）ゲインが落ちたところの説明がないが、なぜか。Fig. 3-6 の落ちた理由というか、これは尋常で

はないと感じるのだが。 
（眞田）スレッショルドとして 0.8 以上であればいいというメーカーの規定があり、少し広げ過ぎているが、

ハイボルのぐあいと電源の調整等で若干落ちたものと考える。ただ、ハイボルを上げて調整したこ

とによってもとに戻っているので、余り問題はない範囲かと思っている。機械が何かおかしくなっ

てということではなく、若干の電圧変動というか、調整の範囲。 
（井口委員長）わかりました。 

  
(2)事務局より資料 1-2 に基づき「4.データ取得及び解析方法」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 

 
（森内委員）前回も関連の話を伺ったが、µSv/h での測定値に直している。地上の測定値は µSv/h でしか測定

していないのか。 
（眞田）そうです。 
（森内委員）グレイでやるとか、スペクトルでとっているとか、そういうことはないのか。 
（眞田）in situ のゲルマのスペクトルはとっている。グレイで測定はしていない。 
（鳥居）線量の換算係数を求めているのは、あくまで Aloka の 172B というもので、µSv/h で値づけしている。 
（森内委員）というのは、実際の実効線量に近い値、そういう修正をしなくても近い値はグレイ単位のカーブ

だ。むしろ Sv/h で 1cm 線量当量であらわしてしまうと、その修正は非常に難しくなってくる。そ

のときのスペクトルデータがなければ、散乱数も含めてだが、正確な換算ができない。できればス

ペクトルを並行してとるとか、あるいはグレイ単位でとっておくとか、そういうことは後で評価を

する場合にどうしても必要になってくるのではないかと考える。大変だが、そうしたほうがいいの

ではないかという気がする。 
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 （長岡委員）サーベイメータは最初から 1cm 線量当量で出していたのか。 
（眞田）そうです。 
（眞田）地上のテストラインの数値は、一緒にゲルマニウム検出器を持っていき、そこのデータをとっている

ので、後でそういう換算をするのは可能だと思う。今、マッピング事業のほうでも in situ の測定

を多く行っているので、そういうデータからも換算することは可能だと思う。 
（長岡委員）どこかで比較測定をやれば、スペクトルはそんなに形は変わらないだろうから。 
（森内委員）セシウムに関しては余り大きな違いは出てこないのだが、航空機で始めたのは大分あと。モニタ

リングステーションのデータとして測定されているのは、それ以前に事故の放出が始まったときか

らある。そのときのものはグレイであったり、あるいは Sv/h の場合もあるが、希ガスあるいはヨ

ウ素のエネルギーは非常に高いものが入ったり低いものが入ったりしているので、換算が簡単にい

かないはずだ。セシウムと同じ換算係数は使えないはずなので、そこら辺にさかのぼって正しい値

を出そうとすると、その辺の情報がどうしても必要になってくると考える。 
（鳥居）事故直後に、初めは DOE がやり始め、そのときは mR/h でやって、それをそのまま直した。その後は

全部 µSv/h で直してしまったので、変動がどうなるかということをやると、結局同じ単位でやら

ないとまずいということになって、そのままずっと来ている。 
（森内委員）むしろレントゲン単位は、グレイ単位、吸収線量に直すのは簡単だから、その直したときにどの

ぐらいの差がそれで出てきているかということで、希ガスとエネルギーの違う核種からのγ線のコ

ンバージョンファクターの違いが出てくるのではないかと、今の話を聞いて思う。 
（鳥居）そうすると、御意見としては、報告書としてはこれでいいかもしれないけれども、グレイ単位のデー

タもきちんととっておきなさいというような。 
（森内委員）そのように思う。あるいは、実効線量、effective dose に直す場合も、係数に関係する定数がある。

そういうものが得られるようなもの。それは難しいと思うので、むしろグレイ単位でとっておいた

ほうが、換算に絡んで出てくる誤差は小さくなる気がする。 
（井口委員長）今後の検討ということですね。よろしく御検討ください。 

 
(3)事務局より資料 1-2 に基づき「5.モニタリング結果、6.1 過去のモニタリング結果との比較」について説明が行わ

れた。主な質疑は以下の通り。 
 

（茅野委員）Fig. 6-4 だが、例えば 6 次から 6.5 次で沈着量がふえているというのは、単純にバックの引き方次

第でどうにでもなるということか。 
（眞田）どうにでもなるというよりは、誤差の範囲。 
（茅野委員）順繰りにやるとこうなってしまうと。 
（眞田）はい。例えば、Fig. 6-3 にセシウムの 4 次と 7 次の比較を示しているが、線量率と比較してヒストグラ

ムの広がり方が大きいのがわかっていただけると思う。そういう意味で、数値にしてしまうとばら

つきが大きくて、なかなか比較は難しいと思っている。 
（長岡委員）線量率と沈着量は 1：1 にはなっているのか。 
（眞田）天然核種分のスペクトルは引いているので、ならない。もう少し線量の高いところに限定するともう

少し結果が見えてくるのかもしれない。そこはもう少し検討したい。 
（森内委員）49 ページの図だが、これは航空機サーベイで測定した結果としては非常によく傾向をつかんでい

て、本当の変化を示しているものだと思うのだけれども、地上サーベイした結果も同じようなもの

がありますね。それと航空機のものを比較すると全く同じような傾向になっているのではないかと

思うのだが、どうか。 
（眞田）全く同じではないが、マッピング事業と比較すると、カーサーベイの結果と手で測定した結果のちょ

うど間ぐらいのところにプロットが来るイメージになる。 
（森内委員）その差が間ぐらいに来るということになると、何が影響していると思われるか。 
（眞田）航空機モニタリングは広い範囲を測定しているが、カーサーベイの場合はアスファルト上で、手で測

定した場合は土のところなので、ちょうどその平均が出ているのかなと解釈している。 
（森内委員）そうすると、航空機サーベイのほうが平均的には正しい値を出していると言える。わかりません

けれども。 
（鳥居）それはまだ結論はつけられない。 
（森内委員）わかりました。 
（井口委員長）この図を見る限りは、600 日以降はほとんど除染の効果があらわれていない。 
（鳥居）除染は本当に局所的ですから。 
（井口委員長）ほとんど見えていないということか。 
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（鳥居）見えていないと思う。初期に急激に減ったのに対して、あとは物理的な減衰だけになっているという

感じだ。 
（森内委員）その辺の解析は、この続きがあるかどうかわからないが、あれば、地上サーベイとの比較も教え

てもらえれば、非常に役に立つと思う。 
（茅野委員）避難指示区域内の線量率と書いてあるが、これは避難区域内の平均の線量率を意味しているのか。 
（眞田）はい。 
（茅野委員）この誤差のエラーバーは、その区域の中のいろいろな数値の幅を言っているわけではないのか。 
（眞田）そうではなく、Fig. 6-2 に描いたヒストグラムにして、そのばらつきを出している。 
（鳥居）これは全部 250m メッシュで線量を評価していますので、そこの過去との比をとります。そのばらつ

きをこのグラフであらわしているということ。 
（茅野委員）これは、事故から後のウェザリング効果がいつぐらいまできくかというのがよくわかるグラフで

すね。 
（鳥居）それと、48 ページの絵にあるように、例えば真ん中の上の絵なんかは雪でハッチングしてあるのです

が、そこは除いての評価。ですから、データがとれているところについての比較評価をやっている

という位置づけです。 
（井口委員長）もっと細かい解析というか、領域を分けてこういう図 6-3 のようなものをとると、いろいろな

ことがわかるのではないかと思うのだが、そういうデータは整理するのか。 
（鳥居）これからで、まだやっていないが、例えばこの赤いところだけとか、そういう線量の高いところだけ

できちんと評価すれば、もう少し見えてくるのもあるのかもしれない。 
（水野専門官）Fig. 6-3 というのが 3 つぐらい出てくるのだが、これは別に関連しているわけではないのか。47

ページにあって、49 ページにもあって、50 ページにもあって。 
（眞田）誤記なので修正する。 
 

(4)事務局より資料 1-2 に基づき「6.2 側線間隔によるマップへの影響、6.3CF によるマップの違い、6.4 土地利用によ

る変化傾向の違い、6.5 空気中のラドン子孫核種の影響、6.6 コベル法の適用検討、6.7 複雑な地形における解析方

法の最適化」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 
 
（井口委員長）ラドンの話というのは、これは補正せざるを得ないのか。毎日毎日上下してその効果を見てい

るが。 
（鳥居）初期のころはデータが少なかったので毎回そういうキャリブレーションをやっていたが、大体落ち着

いてきているので、あとは検出器と線源のテストをやって感度補正をしておけば、使えるのかなと

思う。 
（森内委員）御存じのことだと思うが、ウラン資源探査の場合ですと、レベルがもっと低い変動を出すために、

ラドンを対象にした検出器を大きなモニタリング検出器の上に 1 つ置くというやり方をしている。

それをやればもっと精度よく引けると思うのだが、そこまでは考えていないということか。 
（鳥居）今のところ、そこまでは考えていない。 
（眞田）今回、その試験データもとったので、事業でやるかどうかは別になるが、そういう方法でラドンをと

れるというところは我々の仕事として出せると思う。 
（井口委員長）60 ページのコベル法の長所のところが間違っていないか。短所に入れておかないと文章がおか

しいですよね。 
（眞田）「ピーク面積処理が手間」というところは短所に入れるようにする。 
 

(5)事務局より資料 1-2 に基づき「7.今後の課題、8.まとめ」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 
 
（井口委員長）国産という線はないのか。3 年間ずっとカナダのものを使っているので、それ以外に置きかえる

なんていうのは考えられないと。 
（鳥居）1 つは、これは規制庁の財産で、1 台 4,000 万ぐらいだが、それで今までずっと来ているので、それを

ベースにするのが適当かなと思っている。 
（井口委員長）もう 3 年やっているのでいいと思うが、メンテナンスを考えたときに、海外製品の場合に大丈

夫なのかという気がする。 
（鳥居）ソフトウェアのやり方は、基本的に IAEA とかほかのところでやっているのと同じ。ただ、先ほどのピ

ークの自動採取とか、その辺はブラックボックスみたいになっている。 
（長岡委員）頻度はともかく。であれば、維持とか、感度が経年変化していくとか、いろいろなことがあるの

で、それはきっちりやっておかないといけない。 
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（水野専門官）一番至適な測線間隔はこのぐらいだとか、そういうのはないのか。 
（鳥居）例えば、600m にすることによってだんごみたいなのがなくなりましたよね。それを考えると。 
（井口委員長）見た目が違うのですね。最適なメッシュというのがあるのではないかと思うのだが、当面 600m

でやったほうがいいのではないかという気はする。 
（鳥居）それと、下向きに 600m なりその辺をはかるとなると、線量の高いところで計測していないところは

ないわけです。そういう意味では住民の方は安心するのではないかと思う。 
 

(6)事務局より資料 1-2 全編を通して主な質疑は以下の通り。 
 
（井口委員長）1 次～8 次までのデータの質としてはどのように考えればよいのか。使う側から見たときに、8

次のデータと、先ほどは 4 次のデータとかで構成されていたが、質としてはデータ間で等価と思

ってよろしいのですか。 
（鳥居）必ずしもそうではなくて、例えば 1 次は 40km か 60km までは DOE がやっている。DOE のヘリコプ

ターでやっていますので、線源のキャリブレーションとかその辺はよくわからない。ある意味では

解析結果しかわからない。3 次までは、今度は自衛隊のヘリコプターを使っていた。自衛隊のヘリ

コプターも後で線源チェックしたいが、できない状況だ。今は民間のものを使っているので、線源

校正もできるし、解析方法もその間に蓄積して改良しているので、実質的には 4 次以降が品質は

一定していると考えたほうがいい。だから、どこかのグラフで変動があったと思うが、4 次を基準

にしているかと思う。それまではデータの品質は我々は保証しかねる。 
（井口委員長）それは、バック値ではないけれども、昔のデータについてもう一度調べ直すということは考え

られないのか。 
（鳥居）生データは DOE からももらっている。だから解析はできるが、線源の校正とかはできない。米軍のヘ

リコプターにもう一遍載せてテストすることはできないので。 
（井口委員長）そういう情報はないのか。 
（鳥居）特にない。しかも、それは横田基地のヘリを使っている。そのときに使った測定器は、今はアメリカ

にある。だから、同じ条件ではできないと思う。 
（井口委員長）それは、公開されるときにちゃんと条件は示さないと、同じように扱われたときに逆に変なこ

とが起こるかもしれないので、ぜひ留意事項として書いてください。 
（鳥居）何かきちんと残せるような形にしたいと思う。 
 
 

(7)事務局より資料 1-3 に基づき「最新の遠隔放射線モニタリング」について説明が行われた。主な質疑は以下の通り。 
 
（難波委員）3 次元画像を作成するときの標高の分解能はどれぐらいまで見えるのか。 
（眞田）20～30cm ぐらいまでの細かさでできる。 
（難波委員）それも今までの気圧とかではかるのに比べて。 
（鳥居）本当はほかの方法とも比較しながら検証していく必要があると思う。 
（難波委員）レーザー測量するようなものを積んで飛ばすという方法だと、もう少し細かく見ることできます

よね。 
（眞田）ただ、レーザー測距の機械はすごく大きくて、載らないぐらいなのです。カメラだとただ写真を撮る

だけなので、手軽というのがいい部分と、20～30cm ぐらいのデータがあれば、放射線の換算自身

には十分なレベルだろうと思っている。 
（長岡委員）でも、そういうのを組み合わせれば、カメラと検出器を積んでおけば、例えば原子炉の上を飛ん

で、出てくる線量の高いところを見つけるとかいうことにも使えるかもしれない。 
 

 
以上 
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A1-5．配布資料 

(1)第一回会議資料 
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(2)第二回会議資料 
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