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 本報告書は、原子力規制庁からの委託事業である「平成

30年度原子力施設等防災対策等委託費(生活行動パターンを模

擬した連続的な空間線量率の測定及び詳細モニタリング結果

のマップ化)」の成果をとりまとめたものである。 
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1 目的 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性物質による被ば

くのリスクに対し、今なお多くの住民が不安を抱えている。 
個々の住民の被ばく線量を低減し、放射線に対する不安に向き合うためには、住民が自

分の個人線量を把握し、自らの行動と被ばく線量との関係を理解することが重要である。 
そこで、個人が自身の行動指針への利活用を行うことに資するために、GPS を用いて手

軽に個人線量をシミュレーションできる機能を試作し、そのシミュレーション結果と

KURAMA-II や D-シャトル等の個人線量計から求められた測定結果を比較し、有効性につ

いて見解を示すことを目的とする。 
 
2 GPSを用いた個人線量シミュレーションの試作 

GPS を用いた個人線量シミュレーションの機能として、シミュレータ機能を試作した。

シミュレータ機能は GPS 付きスマートフォン上で動作する。また、サーバと通信し、被ば

く線量等の計算についてはサーバで行う。シミュレーションは以下の手順で行う。 
(1) 経路情報の取得(スマートフォンを用いてユーザが実施) 

記録を開始し、GPS を用いて経路情報を取得する。地点種別(屋内/屋外)や移動種別(徒
歩/車)は手動で変更が可能となっている。 

(2) 被ばく線量等の計算(サーバ側が実施) 
取得した経路情報と統合マップ1(100m メッシュ単位)を用いて滞在地点・経路ごとの

空間線量率を算出する。地点種別や移動種別に応じ、換算係数も考慮して算出する。

空間線量率に実効線量換算係数を乗じることで個人線量に近い値である実効線量の値

に換算する。 
 
なお、試作したシミュレータ機能を改良した上で、利用許諾機能および設定機能を付加

し、スマートフォン版生活行動線量シミュレータを開発した。詳細については、委託業務

成果報告書（４）簡易に被ばく線量の積算等のできるアプリケーションソフトウェアの開

発を参照のこと。 
以下では、シミュレータ機能をスマホ版アプリという。 

  

                                                   
1 統合マップとは、マップ事業(原子力規制庁委託事業「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」)にて測定した航空機サーベイ、カーサーベイ、歩行サーベイの測定結

果を統合して作成された空間線量率マップのこと。 
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3 GPSを用いた個人線量シミュレーションの検証 
スマホ版アプリの精度検証を行うために、スマホ版アプリ、個人線量計、KURAMA-II

による測定を行い、被ばく線量の比較を行った。 
 

3.1 検証方法 
以下に示すそれぞれの評価方法により得られた結果を比較することで検証を行った。評

価方法の詳細を表 1 に示す。 
(1) 測定対象 
富岡町、飯舘村を対象地域として、8 つの生活行動パターン(以下「パターン」という。

別紙 1 参照)を対象に各手法を用いて被ばく線量を検証した。さらに、滞在時の被ばく線量

が各手法でどの程度異なるか把握するため、屋内における 1 時間ごとの被ばく線量を手法

間で比較するとともに、富岡町内の屋外の 3 箇所においても同様に比較検証を行った。 
 
(2) 被ばく線量の評価方法 
以下に評価方法ごとの測定方法と測定結果から被ばく線量を算出する方法について示す。

また、測定器ごとに取得可能なデータの一覧を表 2 に示す。なお、本資料では、個人線量

計の実測値である個人線量と、空間線量率に実効線量換算係数2を乗じて求める実効線量を、

共に「被ばく線量」と呼び、両者の比較を行うこととする。 
 
(a) スマホ版アプリによる評価方法 

生活経路に合わせて移動測定し、取得した経路情報と統合マップ(100m メッシュ単位)
を用いて滞在地点・経路ごとの空間線量率を算出した。空間線量率を算出する際、地点

種別が屋内の場合には屋内換算係数3を、移動種別が車の場合には車内換算係数4を考慮

して推定した。算出した空間線量率に実効線量換算係数を乗じることで実効線量の値に

換算した。 
 
(b) 個人線量計による評価方法 

実際に 24 時間個人線量計を携帯して測定し、個人線量を取得した。検証にあたっては、

実測値として直接被ばく線量を取得できるため、個人線量計により評価した被ばく線量

が実際の被ばく線量に最も近い値であると仮定して扱った。 
                                                   
2 測定で個人線量計を着用した測定者は大人であったため、実効線量への換算係数は大人の係数である

0.6 を用いた。換算係数の詳細については、委託業務成果報告書①生活行動パターンごとの空間線量率の積

算量の算出等（4.7 実効線量への換算係数の概要）を参照。 
3 屋内への換算には 0.4 を用いた。換算係数の詳細は、(Norihiro Matsuda, Measurements of air dose 

rates in and around houses in the Fukushima Prefecture in Japan after the Fukushima accident, 
Journal of Environmental Radioactivity 166 (2017) 427-435)を参照。 

4 車内への換算には、0.8 を用いた。換算係数の詳細は、津田らによる論文(津田修一 他, “走行サーベ

イシステム KURAMA-II を用いた測定の基盤整備と実測への適用”，JAEA‐Technology，2013-037(2013))
を参照。 
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(c) KURAMA-II による評価方法 

生活行動パターン事業にて実施している手法により、経路情報と空間線量率を取得し

た。空間線量率に実効線量換算係数を乗じ、実効線量として評価した。移動中の空間線

量率は、移動種別に合わせて測定器を搭載し測定した実測値とした。また、滞在時にお

ける空間線量率は、屋内・外ともに滞在箇所の代表地点で 5 分間測定して得た値とした。

屋内の空間線量率を測定できなかった場合は、屋外で測定した空間線量率から屋内換算

係数を考慮して推定した。 
 
(3) 評価に使用する個人線量または空間線量率の測定年度 
評価に使用する個人線量または空間線量率は、測定年度に違いがあることに留意が必要

である。スマホ版アプリでは統合マップの最新版である平成 29 年度の空間線量率を使用し

ている。個人線量計では平成 30 年度に測定した個人線量、KURAMA-II では平成 30 年度

に測定した空間線量率を使用している。 
なお、被ばく線量は放射性物質の自然減衰や除染、時間の経過とともに減少する傾向が

ある。これにより、古いデータを用いた被ばく線量の方が高くなる傾向がある。 
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表 1 評価方法一覧 

評価方法 
滞在場所 

種別 
測定データ 1 時間当たりの被ばく線量の算出方法 

使用する線量

データの測定

年度 

スマホ版 

アプリ 

屋外 経路情報 

 

空間線量率(統合マップ)×実効線量換算係

数(0.6) 

平成 29 年度 

屋内 ((空間線量率(統合マップ)－バックグラン

ド値(※1))×屋内換算係数(0.4)＋バックグ

ラウンド値)×実効線量換算係数(0.6) 

移動(車) 空間線量率(統合マップ)×車内換算係数

(0.8)×実効線量換算係数(0.6) 

個人線量計 

(D-シャトル、 

PDM-501) 

屋外 個人線量 測定結果をそのまま被ばく線量として利

用 

平成 30 年度 

屋内 

移動(車) 

KURAMA-II 屋外 経路情報 

空間線量率 

空間線量率×実効線量換算係数(0.6)  

(ただし、一部屋内での測定が適わなかった

地点については以下の方法によって屋外

の測定結果から推定した屋内の空間線量

率を利用した。) 

((空間線量率－バックグラウンド値(※2)×

屋内換算係数(0.4)＋バックグランド値)×

実効線量換算係数(0.6)) 

平成 30 年度 

屋内 

移動(車) 

(※1) 安藤らによる論文(安藤真樹 他, “KURAMA-II を用いた走行サーベイ測定による東日本での天然放

射性核種の空間線量率評価”, 「日本原子力学会和文論文誌」, Vol.16, No.2, （2017）)に記載されている

値を用いた。なお、本調査では屋内外のバックグラウンド値が等しいと仮定した。 

(※2) 富岡町のパターンでは 0.047μSv/h、飯舘村のパターンでは 0.053μSv/h を用いた。(KURAMA-II

による測定結果から、上記安藤らによる論文に記載されている方法を用いて算出した)。 

 

表 2 測定器ごとに取得可能なデータの一覧 

  

 経路情報 空間線量率 被ばく線量 
スマホ版アプリ 測定により取得 解析により取得 
個人線量計 取得不可 測定により取得 

KURAMA-II 測定により取得 解析により取得 
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3.2 検証結果 

 (1)に 1 日あたりの被ばく線量の比較結果を示す。また、(1)の詳細として(2)に 1 時間あ

たりの被ばく線量の比較結果、(3)に 1 時間あたりの滞在地点ごとの被ばく線量の比較結果

を示す。 
 
(1) 1 日あたりの被ばく線量の比較 

1 日あたりの被ばく線量を測定器ごとに棒グラフで示す(別紙 2 参照)。棒グラフにはスマ

ホ版アプリ(平成 29 年度測定データ)と合わせて、スマホ版アプリ(平成 30 年度推定値)を示

す。平成 30 年度推定値の算出のため、平成 29 年度と平成 30 年度で KURAMA-II にて同

地点測定を行った結果から減衰率を算出した(別紙 3 参照)。その結果、平成 30 年度の空間

線量率は平成 29 年度の空間線量率の 91%程になる見込みとなった。 
1 日あたりの被ばく線量の比較の結果、個人線量計の被ばく線量に対する各測定器の被ば

く線量の割合が、スマホ版アプリ(平成 29 年度測定データ)では 133%(±27%)、スマホ版ア

プリ(平成 30 年度推定値)では 121%(±25%)、KURAMA-II では 72%(±27%)となった。ス

マホ版アプリ(平成 30 年度推定値)の被ばく線量は、個人線量計の被ばく線量と比較して多

少過大となる傾向はあるが、ほぼ同等の値となった。 
 
(2) 1 時間あたりの被ばく線量の比較 
各パターンにおける 1 時間あたりの被ばく線量を測定器ごとに階段グラフにしたものを

示す(別紙 4、別紙 5 参照)。階段グラフに示すスマホ版アプリの被ばく線量には、平成 29
年度測定データから算出したものを用いた。上記(1)と同様に、測定器ごとの被ばく線量の

大小関係は、スマホ版アプリ＞個人線量計＞KURAMA-II、の順となっている時間帯が多い

ことが分かる。 
また階段グラフから、各パターンで移動時間よりも地点に滞在する時間の方が多くの割

合を占めていることが分かる。このことから、(1)におけるスマホ版アプリと個人線量計の

被ばく線量の差は、主にスマホ版アプリによる滞在地点の被ばく線量の推定誤差に起因し

たと考えられる。 
 
(3) 1 時間あたりの滞在地点ごとの被ばく線量の比較 
滞在地点ごとの被ばく線量を評価するために、スマホ版アプリおよび KURAMA-II の 1

時間あたりの滞在地点ごとの被ばく線量と、個人線量計の 1 時間あたりの滞在地点ごとの

被ばく線量の比を箱ひげ図で示す(別紙 6、別紙 7 参照)。スマホ版アプリの被ばく線量には、

平成 29 年度測定データから算出したものを用いた。 
スマホ版アプリとの比較において、屋内の比較では中央値が 156%となった。また、最大

値と最小値が箱から大きく離れる結果となった。この原因として、滞在地点の被ばく線量
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が不確実性を有していることが考えられる。具体的には、個人線量計による評価では滞在

している地点のみの影響を受けているのに対し、スマホ版アプリによる評価では滞在して

いる地点周辺(100m 程度)の影響を受けていることが原因と考えられる。また、屋内の被ば

く線量は換算係数を考慮して推定していることも原因と考えられる。 
また、スマホ版アプリとの比較において、屋外の比較では中央値が 126%となった。屋内・

外にかかわらず、個人線量計の評価結果に対してスマホ版アプリの評価結果の方が滞在地

点の被ばく線量を過大評価する傾向があるといえる。 
なお、KURAMA-II との比較においても、屋内の比較では最大値と最小値が箱から大き

く離れている結果となった。この原因として、個人線量計による評価では生活経路上の全

地点の影響を受けているのに対し、KURAMA-II による評価では測定を行った代表地のみ

の影響を受けていることが原因と考えられる。 
 

今後は測定器ごとに有する不確実性からなる誤差を適切に評価するため、同様の比較測

定のデータを増やしていくことが必要であると考えられる。また、スマホ版アプリのリリ

ースに向けて、一般向け説明資料のフォーマット(別紙 8 参照)をベースに、検証結果を簡

潔にまとめた資料の作成が必要である。 

 

以上 



# 対象地域 生活行動パターン スマホ版アプリ 個人線量計
(D-シャトル)

個人線量計
(PDM-501) KURAMA-II

1富岡町 郡山市から富岡町に通勤 ○ ○ × ○
2 いわき市から富岡町に通勤 ○ ○ × ○
3 富岡町内で図書館に通勤①※1 ○ ○ × ○
4 富岡町内で図書館に通勤②※1 ○ ○ × ○
5 富岡町内で図書館に通勤③※1 ○ ○ × ○
6 富岡町内で生活①※2 ○ ○ × ○
7 富岡町内で生活②※2 ○ ○ × ○
8飯舘村 長泥地区測定員 ○ ○ ×/○※3 ○

※1：地点経路は同じだが、各地点の滞在時間が違う生活行動パターン。
※2：自宅は同じだが、行き先の違う生活行動パターン。
※3：測定時間が約3時間と短く１日あたりの被ばく線量を算出できないため、1時間あたりの被ばく

線量の比較でのみ使用している。

【別紙１】生活行動パターン一覧
○：測定データ有り
×：測定データ無し



【別紙２】1日あたりの被ばく線量の比較

スマホ版アプリ(平成29年度測定データ) スマホ版アプリ(平成30年度推定値) 個人線量計(D-シャトル) KURAMA-II



【別紙３】空間線量率の減少割合の分布



【別紙４】1時間あたりの被ばく線量の比較①

※1：「KURAMA-II」は屋外で測定した。「スマホ版アプリ」と「Ｄ-シャトル」の
測定は自宅から約430m離れた宿泊施設にて測定した。

※2：「KURAMA-II」は屋外で測定した。

自宅(屋内)※1 移動(車) 職場(屋内)※2 移動(車) 自宅(屋内)※1 自宅(屋内)※1 移動(車) 職場(屋内)※2 移動(車) 自宅(屋内)※1

※1：「KURAMA-II」は屋外で測定した。「スマホ版アプリ」と「Ｄ-シャトル」の
測定は自宅から約2.9km離れた宿泊施設にて測定した。

※2：「KURAMA-II」は屋外で測定した。

自宅(屋内) 移動(車) 職場(屋内) 移動(車) 自宅(屋内) 自宅(屋内) 移動(車) 職場(屋内) 移動(車) 自宅(屋内)

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月17日～10月18日
KURAMA-II   ：平成30年 8月21日～ 8月31日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月17日～10月18日
KURAMA-II   ：平成30年 8月21日～ 8月31日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月27日
KURAMA-II   ：平成30年 11月13日～11月20日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月30日
KURAMA-II   ：平成30年 11月13日～11月20日

スマホ版アプリ(平成29年度測定データ) 個人線量計(D-シャトル) 個人線量計(PDM-502) KURAMA-II



【別紙５】1時間あたりの被ばく線量の比較②

自宅(屋内) 移動(車) 職場(屋内) 移動(車) コンビニ(屋内) 移動(車) 自宅(屋内)

自宅(屋内) 移動(車) 自宅(屋内)

自宅(屋内) 移動(車) 職場(屋内) 移動(車) 自宅(屋内)

自宅(屋内) 移動(車) 職場(屋内) 移動(車) 旧自宅(屋外) 移動(車) 自宅(屋内)

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年11月 8日
KURAMA-II   ：平成30年 11月13日～11月20日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月30日～10月31日
KURAMA-II   ：平成30年 11月13日～11月20日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年10月31日
KURAMA-II   ：平成30年 11月13日～11月20日

・測定期間
個人線量計(D-シャトル)：平成30年11月20日
個人線量計(PDM-502) ：平成30年11月20日
KURAMA-II   ：平成30年 11月20日

スマホ版アプリ(平成29年度測定データ) 個人線量計(D-シャトル) 個人線量計(PDM-502) KURAMA-II



最大値

最小値

中央値

第3四分位数

第1四分位数

n＝133

n＝133

【別紙６】１時間あたりの滞在地点ごとの被ばく線量の比較（屋内）

中央値：156%

中央値：65%



n＝3 n＝3

最大値

最小値

中央値

第3四分位数

第1四分位数

【別紙７】１時間あたりの滞在地点ごとの被ばく線量の比較（屋外）

中央値：126% 中央値：106%
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「生活行動線量シミュレータ」について 

2019/3/11 

日立ソリューションズ東日本 

１． はじめに 

これまで個々人が生活の中で滞在する場所や移動中の被ばく線量を知るには、個人線量

計の装着と滞在場所や移動の時間を記録する必要がありました。個人線量計の連続的な装

着や行動の記録は個人にそれなりの負担をかけることになります。 

そこで原子力規制庁は、スマートフォンの GPS 機能を用いて個人の被ばく線量をシミ

ュレーションするアプリ「生活行動線量シミュレータ」を開発しました。 

 

２． 機能 

生活行動線量シミュレータは、以下の機能を持っています。 

・スマートフォンの GPS 機能を用いて、簡単に移動情報の記録が可能。 

・記録した移動情報を使用して、被ばく線量シミュレーションが可能。 

・記録を行わずに地図上で滞在地点と経路を選択してのシミュレーションも可能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
移動記録画面 シミュレーション結果画面 
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３． 生活行動線量シミュレータと個人線量計の測定結果との比較 

 生活行動線量シミュレータによるシミュレーション結果について、個人線量計(PDM-

5011、PDM-122B-SHC2、D-シャトル3)の測定結果との比較を行いました。比較に当たっ

て、X種類の職業（学生、主婦、屋内勤務者、農業従事者、一時立入り者等）を想定し

た生活行動パターンを設定し、それぞれの職業について XX人日分のデータを収集して評

価を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両者の結果は、XX%の割合で XX%の差の範囲で一致する結果となりました。全職業に対

して言える傾向として、生活行動線量シミュレータによるシミュレーション結果の値

が、個人線量計による測定結果よりも XX%程度過大評価になる傾向となりました。

XXXXXX の職業のパターンにおいて最も差が出る結果となり、XX%程度の差、XXXXXXX の職

業のパターンにおいて最も差が小さくなり、XX%程度の差となりました。生活行動線量シ

ミュレータは、あくまでもシミュレーションを実施するものなので、個人線量計による

測定値とは上記のような差が出ますが、それを理解した上で簡易的におおよその被ばく

線量を知る目的でご利用ください。 

                                                   
1 http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/products-support/radiation/dosemeter/pd

m501/index.html 
2 http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/products-support/radiation/dosemeter/pd

m122b/index.html 
3 http://www.c-technol.co.jp/radiation_monitoring/monitoring03 


