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3章 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 

 

3.1 背景 

第 1 章で述べたように、現状の評価においては、生活行動パターンに沿って屋外や屋内

を測定したデータを元に評価を実施している。しかしながら、昨今の自治体の要望状況を見

ると現在は宿泊することができない避難指示区域で生活した場合のパターンや、将来的に

建物を建築した場合のパターンなど将来の政策に活かすための設定が多い。今後、現場の実

測結果がなくとも、合理的な結果が模擬できるようにするには、設定するパラメータの評価

が必要である。また、現状でも被ばく線量への換算係数 (CF) やバックグラウンド空間線量

率 (BG) など実測ではなく、想定した数値を使っている部分もあり、それらの信頼性評価

は現状の手法の精度向上にも役立つ。 
式[1]に示すように、行動パターンによるパラメータは 5 つ存在する。パラメータと現状

の方法 (実測ベース) と検討すべきパラメータベースとした場合の課題及び今年度の評価

課題について表 3-1 に示す。今年度は特に、影響が大きいと考えられる屋外の空間線量率

として使用するデータの違い (統合マップ使用時の課題) と屋内低減係数について、これま

で取得したデータを元に検証を行った。また、スマートフォン版のアプリは、実施の個人被

ばく線量計と同時に携帯することにより、滞在時間 (V) の誤差を小さくできる有用なツー

ルである。そこで、スマホ版アプリと個人被ばく線量を複数の対象者に携帯していただき、

約 100 日人分のデータを取得した。これらの比較結果からも手法の信頼性に影響する因子

について考察した。 
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表 3-1 各パラメータの現状と評価すべき課題

No パラメータ 
実測ベース 

(現状) 
パラメータベース 

パラメータベースの 

メリット 
評価の課題 

(1) D: 屋外空間線量率 
歩行サーベイ/走行サー

ベイによる実測値を使用 
統合マップの使用 

実測値のない場所で

も評価可能 

統合マップの不均一性の影響

→統合マップを用いた場合の

再現性の確認(R1年検証) 

(2) 
BG: バックグラウン

ド空間線量率 

マップ事業走行サーベイ

で評価した各市町村ごと

のバックグラウンド線量

率 

航空機モニタリングや

事故前の測定結果を元

に作成したデータの適

用 

追加被ばく線量の正

確性向上 

数値の妥当性検証  

(今後の課題) 

(3) RF: 屋内低減係数 

屋内の実測値を使用 

（実測値のない場所は

0.4を適用） 

固定パラメータを使用 屋内の実測が不要 

係数が屋外の線量率に依存？

→屋内外遮蔽係数の検証 (R1

年検証) 

(4) 
CF: 被ばく線量換算

係数 

過去のシミュレーション

結果を元に大人: 0.6 幼

児: 0.8, 小中高生: 0.7 

同左 - 

係数が空間線量率に依存？→

空間線量率と被ばく線量の関

係調査 (今後の課題) 

(5) V: 滞在時間 
自治体からの聞き取り及

び実際のパターンを適用 

居住地域、性別、職業、

年齢等による標準パタ

ーンの設定 

将来的な被ばく線量

評価が可能となる 

自治体へのアンケート調査 

(R1年実施) 
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3.2 目的 

 本業務は、これまでのアプリケーションソフトウェアの利便性を高めることを目的とし、

アプリの機能付加、改良を行った。またスマートフォン用アプリの精度を検証するため、生

活行動パターンを設定した自治体の関係者、並びに労働者を対象に、スマートフォン用アプ

リを限定的に公開し、アプリによる推定結果と個人線量計による測定結果を比較した。併せ

てアプリを用いた被ばく線量推定における個々の誤差要因について解析した。 

 

3.3 アプリの機能追加、改良 

 本業務では各種アプリに機能追加、改良を施した。主な追加機能、改良点を以下に記す。

追加機能、改良内容の詳細については、各アプリの「基本設計書」（別添）に記述する。 

 

3.3.1 生活行動パターン情報システム（PC 版） 

(1) 報告書出力機能およびパターン取り込み機能の追加 

昨年度までの事業においては、「測定データ管理」機能を用いて 1 名ごとの説明資料(報

告書)を出力していた。今年度は、「シミュレーション」機能においてシミュレーション結

果を表示、報告書を出力する機能を追加した。 

また、シミュレーション機能に生活行動パターン（滞在場所、経路および滞在時間）

を取り込む機能を追加した。 

 

(2) シミュレーション用データの優先度設定機能 

シミュレーションに使用する空間線量率マップに対し、優先度、および使用・不使用

の別を設定できる機能を追加した。これにより、被ばく線量のシミュレーションに際し、

任意の空間線量率データを用いることが可能となった。 

 

(3) データ取り込み機能の追加 

既存のデータ取り込み機能を改修し、「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」で得られた空

間線量率の測定結果の一部である 4 つの事業について追加で取り込めるようにした（下

記 b）、及び h～j））。これにより、生活行動パターン情報システム(PC 版)において、以下

の 10 の事業が取り込み可能となった。 

a) 生活行動パターン測定 

b) 統合マップ 

c) 航空機モニタリング 

d) 詳細モニタリング 

e) 放射線モニタリング 

f) 個人線量測定 
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g) 東京電力による走行サーベイ 

h) 放射性物質の分布状況等調査による走行サーベイ(KURAMA) 

i) 放射性物質の分布状況等調査による無人ヘリモニタリング 

j) 放射性物質の分布状況等調査による航空機モニタリング 

 

3.3.2 生活行動パターン情報システム（タブレット版） 

(1) データ取り込み機能の追加 

本機能は、統合マップを生活行動パターン情報システム(タブレット版)に取り込み可

能な DB を作成するものである。作成した DB をタブレットに配置することで、使用す

る統合マップを変更することが可能となった。 

 

3.3.3 生活行動パターン情報システム（スマートフォン版版） 

(1) データ取り込み機能の追加 

本業務では、空間線量率データを DB に保存し、これを被ばく線量計算機能で使用で

きるよう空間線量率マップを作成した。データ取り込み機能は、以下の 3 つのツールか

ら構成される。 

① 統合マップ取り込みツール 

統合マップ取り込みツールは、統合マップの CSV ファイルを読み込み、DB に登

録するものである。 

② 航空機モニタリング取り込みツール 

航空機モニタリング取り込みツールは、航空機モニタリング測定結果の CSV ファ

イルを読み込み、DB に登録するものである。 

③ 線量率マップ作成ツール 

空間線量率マップ作成ツールは、取り込んだ統合マップと航空機モニタリング測

定結果から空間線量率マップを作成するものである。これにより統合マップが得ら

れていない地域においても、航空機モニタリング測定結果を採用したシミュレーシ

ョンが可能となる。 

 

(2) パターン作成機能の追加 

GPS による移動記録情報によらずに、画面上にて手動で新規の生活行動パターンを生

成する機能を追加した 

 

(3) 屋内外判定機能の追加 

滞在場所について屋内・外の判定を行える機能を追加した。 
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3.4 スマートフォン用アプリの限定公開実証テスト 

3.4.1 手法 

スマートフォン用アプリによる被ばく線量の推定精度を検証するため、アプリをイン

ストールしたスマートフォンと個人線量計の双方を携行し、被ばく線量推定値と個人線

量を同時に取得した。測定は、協力自治体の関係者（富岡町、川俣町、葛尾村）、およ

び本事業の調査対象自治体（大熊町、富岡町、浪江町、双葉町）に居住、就業する労働

者により行われた。測定に際しての条件を以下に記す。 

 

測定条件 

a) 無降雨時に測定を実施。 

b) 個人線量計とスマートフォン用アプリ双方を携行。 

c) 携行が困難な場合、個人線量計とスマートフォン用アプリを同じ場所に保持。 

d) 1 日の行動を生活行動記録票 (図 3-1) に記載。 

e) 生活行動記録票には個人線量計及びスマートフォン用アプリの移動記録を記載。 

f) 24 時間を 1 パターンとする。 

g) 測定は 2 日間以上実施する。 

h) 記録開始は、00:00 以外でも可。 

 

個人線量計は、D シャトル（株式会社 千代田テクノル製）により計測した。スマー

トフォン用アプリによる被ばく線量推定は、以下の式[3]に従って計算した。 

 

E = ((D × Vout) + (((D － BG) × RF + BG) × Vin)) × CF     ・・・式[3] 

 

E ：被ばく線量（μSv） 

D ：空間線量率（μSv/hr）（2018 年度 統合マップ（メッシュデータ）） 

Vout：屋外での滞在時間（hr） 

Vin：屋内での滞在時間（hr） 

RF：低減係数（0.4） 

BG：自然γ線に由来する空間線量率  

CF：実効線量換算係数（大人の場合 0.6） 
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日付 天候 時刻 滞在場所種別 作業内容 

 月 日  

（         ） 

  ： -  :  
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 

  

  ： -  : 
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 

  

  ： -  : 
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 

  

  ： -  : 
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 

  

  ： -  : 
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 

  

  ： -  : 
屋内(木造)/ 屋内(コンクリート)/ 

屋外/ 移動(徒歩)/ 移動(電車) / 

移動(車) 
  

図 3-1 生活行動記録表 

 

3.4.2 結果 

 取得データの内、以下の 2 条件を満たすデータを抽出し、解析に用いた。 

・個人線量、及び被ばく線量推定値の双方が 24 時間以上連続して取得されている。 

・生活行動記録表とスマートフォン用アプリの行動記録が大きく乖離していない。 

得られたデータ数を表 3-1 に示す。データは測定者 1 名あたり、複数日分取得されてい

る。本事業では、得られた個人線量、並びに被ばく線量推定値を測定日数で除し、1 日当

たりの平均値を求め、解析に用いた。また、2018 年度事業で取得されたデータを併せて解

析に用いた。個人線量とスマートフォン用アプリで推定された被ばく線量を比較した結果

を図 3-2 に示す。両者の結果は有意な相関を示したが、これは 8 μSv day-1を超えるデータ

による。図 3-3 にスマートフォン用アプリによる被ばく線量推定値／個人線量の比の分布

を示す。この比の中央値は 0.68、25-75％値は 0.57-0.94 であった。すなわち、スマートフ

ォン用アプリによる被ばく線量の推定値は、個人線量に比較し約 30％程度過小評価してい

ることが示された。 



 

49 
 

 スマートフォン用アプリによる推定誤差が、屋内・外のいずれに起因するか評価するた

め、屋内・外に滞在中の単位時間当たりの個人線量、および被ばく線量推定値を抽出し、

比較した（図 3-4）。屋外のデータは有意な相関を示した一方、屋内のデータは相関がみら

れなかった。図 3-5 に、屋内におけるスマートフォンによる被ばく線量推定値／個人線量

の比の分布を示す。この比の中央値は 0.61、25-75％値は 0.49-0.78 であった。以上の結果

は、本実証テストにおいて屋内の被ばく線量はアプリにより約 40％過小評価されたことを

示している。屋内の被ばく線量が過小評価された原因としては、屋内の空間線量率を推定

する際の低減係数が小さかった可能性が挙げられる。ただしこの実証テストでは、低減係

数の他、実効線量換算係数など複数の誤差要因が複合的に寄与しており、各誤差要因につ

いて定量的な評価が困難である。個々の要因の影響については「3.4 アプリによる被ばく

線量推定精度に影響する要因の解析」にて後述する。 

 

表 3-2 限定公開実証テストにより取得されたデータ数 

実施自治体 パターン数（人日） 測定人数 

川俣町 54 9 

葛尾村 7 2 

富岡町 7 2 

他 80 23 

合計 148 36 
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図 3-2 個人線量とスマートフォン用アプリによる被ばく線量推定値の比較 

 

 
図 3-3 スマートフォンによる被ばく線量推定値／個人線量の比の分布 
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図 3-4 個人線量とスマートフォン用アプリによる被ばく線量推定値の屋内外別の比較 

 

 
図 3-5 屋内におけるスマートフォンによる被ばく線量推定値／個人線量の比の分布 
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3.5 アプリによる被ばく線量推定精度に影響する要因の解析 

3.5.1 手法 

スマートフォン用アプリによる被ばく線量推定の誤差要因は、式 3 における空間線量

率、低減係数、自然γ線に由来する空間線量率、実効線量換算係数の 4 つである。この

内、本事業では空間線量率と低減係数について、被ばく線量推定における影響を評価し

た。なお、被ばく線量を評価する際の屋内・外の滞在時間の影響については、4 章にて記

述する。 

 

（1）空間線量率 

スマートフォン用アプリは、空間線量率データとして統合マップを用いている一方、

個人線量計による測定結果は、その場の空間線量率を反映する。空間線量率データの違

いが被ばく線量推定に及ぼす影響を評価するため、空間線量率データとして統合マップ、

ないしは KURAMA-II 実測値を用い、式 3 における他の係数を等しくして被ばく線量を

算出、比較した。ここでは、2018 年度に設定された生活行動パターンの内、複数のメッ

シュにまたがって行動している 27 パターンを抽出し、解析を行った。 

（2）低減係数 

本事業は 9 つの建造物を対象に、NaI シンチレーションサーベイメータ（TCS-161, 日

立製作所製）を用い、屋内・外における 1 m 高の空間線量率を測定した（表 3-2）。また、

過年度事業で取得されたデータ（Sato et al., 2019）、および他調査にて取得されたデータ

（JAEA, 2012）を併せ、低減係数の変動を評価した。 

低減係数のばらつきが被ばく線量推定に及ぼす影響を評価するため、過年度事業

（2014-2016 年度）に設定した生活行動パターンの内、屋内の空間線量率の実測値が存在

する 86 パターンについて、屋内の空間線量率に実測値、ないしは低減係数による推定値

を用い、1 日の被ばく線量を計算した。 

 

表 3-3 屋内・外の空間線量率（μSv h-1）と低減係数 

自治体 
屋内 屋外 

低減係数 建物タイプ 
平均 データ数 平均 データ数 

大熊町 0.301 2 0.638 4 0.47 木造平屋 
葛尾村 0.768 2 2.025 4 0.38 木造平屋 
富岡町 0.889 2 1.667 4 0.53 木造平屋 
浪江町 0.282 2 0.472 3 0.60 木造平屋 
浪江町 0.063 8 0.077 8 0.82 大型構造物 
浪江町 0.096 6 0.259 7 0.37 大型構造物 
浪江町 0.259 2 0.341 3 0.76 木造平屋 
浪江町 0.312 2 0.327 2 0.95 木造平屋 
浪江町 0.044 9 0.080 5 0.55 木造平屋 
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3.5.2 結果 

（1）空間線量率 

 空間線量率データとして、2018 年に取得した統合マップ、および KURAMA-II 実測値

を用いて計算した、1 日当たりの被ばく線量を比較した結果を図 3-6 に示す。統合マッ

プを用いた被ばく線量は、KURAMA-II 実測値を用いた被ばく線量と有意な相関を示し

たが、その比は大きくばらついた。統合マップを用いた被ばく線量推定値／KURAMA-II

実測値を用いた被ばく線量推定値の比を図 3-7 に示す。KURAMA-II 実測値を用いた被

ばく線量推定値に比較し、統合マップを用いた被ばく線量推定値は平均 1.4 であり、統

合マップでは被ばく線量が平均して約 40％過大評価された。全体としては低線量で過大

に、高線量で過小に評価される傾向があった。現時点では解析データ数が限定的である

ため、より定量的な評価を行うにはデータの蓄積が必要である。また、統合マップを使

用することによる被ばく線量推定値の標準偏差は 0.5 であり、これは平均値の 57％に相

当した。 

 

 

図 3-6 異なる空間線量率データを用いて計算した被ばく線量（μSv day-1） 
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図 3-7 被ばく線量推定値の比（統合マップ／KURAMA-II 実測値） 

 

（2）低減係数 

 低減係数の変動を評価するため、本年度、及び過年度事業、他調査研究（JAEA, 2012）

で取得された低減係数について、その分布を評価した（図 3-8）。多くのデータが従来か

ら想定されてきた低減係数（0.4）よりも高い値を示し、本解析で得られた低減係数の平

均値は 0.65、標準偏差は 0.25 であった。すなわち低減係数を 0.4 と設定した本事業にお

いては、屋内の空間線量率は、平均で約 40％過小評価されていた可能性が示された。以

上の結果は、スマートフォン版アプリの限定公開実証テストにおける評価結果（屋内の

被ばく線量が約 40％程度過小評価）と符合するものである。また低減係数の標準偏差は

平均値の約 40％であり、低減係数を用いた屋内の空間線量率の推定値が大きな不確実性

を有することが示された。 

低減係数は、空間線量率が低いほど増加することが報告されている（Yoshida-Ohuchi et 

al., 2018）。これは、空間線量率に占める自然放射線の割合が低線量域になるほど増加し、

家屋の低減効果が減少するためである。本事業における低減係数の空間線量率への依存

性を図 3-9 に示す。空間線量率が 1 μSv h-1 以下の範囲においては、低減係数が空間線量

率に依存している可能性がある一方、1 μSv h-1 以上においてはデータが不足しており、

明確な傾向は見受けられなかった。今後、空間線量率の比較的高い地域でデータを蓄積

するとともに、他の報告値と併せた解析を行うことで、空間線量率に合わせた低減係数

の設定（モデル化）が検討できるものと思われる。 
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被ばく線量推定に対する低減係数の影響を評価するため、屋内の空間線量率が測定さ

れている 86 パターンにつき、屋内の被ばく線量を実測値、及び低減係数に基づき推定し

た。自宅滞在時、及び終日の被ばく線量を図 3-10 に示す。全体として、低減係数を用い

て推定した被ばく線量は、実測値を元にした値よりも低い傾向にあった。低減係数に基

づいた被ばく線量／実測値に基づいた被ばく線量の比の分布を図 3-11 に示す。低減係

数に基づいて推定した結果は、実測値に基づく推定結果に対し、自宅滞在時の被ばく線

量では平均 0.69（±0.26）、終日の被ばく線量では平均 0.8 であり、被ばく線量が過小評価

されることが確認された。なお、低減係数に起因する終日の被ばく線量の標準偏差は 0.2

であり、平均値の約 25％であった。 

 

 
図 3-8 低減係数の頻度分布 
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図 3-9 低減係数と空間線量率の関係 

 

 

図 3-10 自宅滞在時、および終日の被ばく線量 
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図 3-11 低減係数に基づいた被ばく線量／実測値に基づいた被ばく線量の比。 

（左）自宅滞在時の被ばく線量、（右）終日の被ばく線量 

 

 

（3）アプリによる被ばく線量推定に対する誤差要因について 

 以上の解析結果から、被ばく線量の推定結果が「統合マップの不確実性により過大評

価」「低減係数の不確実性により過小評価」されている可能性が示された。また空間線量

率と低減係数それぞれ、実測値に基づいて推定された被ばく線量に対し、標準偏差で57％、

25％ばらつく要因になることが確認された。 

 また被ばく線量の推定結果に対する、自然γ線に由来する空間線量率、および実効線

量換算係数の影響は今後の課題である。空間線量率が低い場合、空間線量率に占める自

然放射能の割合は大きくなり、その不確実性の影響が増加すると考えられる。また実効

線量換算係数は、放射線のエネルギーに依存し（ICRU, 1996）、エネルギーの大きい自然

放射線の割合が増えるほど、実効線量換算係数が増加する可能性もある。さらに、対象

の人体の姿勢による不確かさも要因として挙げられる。これらの不確かさ要因について、

成分分析するとともに効果的な補正方法について検討することが望ましい。 
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