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6章 まとめ 

 

本報告書では、平成 31 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）事業について取りま

とめた。 

生活行動パターンごとの被ばく線量評価では、6 つの自治体（川俣町、浪江町、双葉町、

大熊町、富岡町、葛尾村）を対象にヒアリング調査を実施し、計 376 パターンを設定した。

本事業、並びに関連事業にて取得された歩行サーベイ等による空間線量率データを用い、全

てのパターンに対して被ばく線量を推定し、自治体ごとの統計量を求めると共に、個々のパ

ターンごとに説明資料としてレポートを作成した。 

原子力規制庁が実施した詳細モニタリング結果のマップ化では、ArcGIS ソフトウェアを

用いて空間線量率の分布マップを自治体ごとに作成した。空間線量率について昨年度のモ

ニタリング結果と比較し、空間線量率の増減箇所を特定するとともに、その原因について考

察した。以上の結果は、自治体向けの説明資料として取りまとめた。 

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では、アプリ

の利便性向上のため、機能追加、改良を施すとともに、被ばく線量の推定精度について、個

人線量計による実測値との比較を行った。その結果、シミュレーション結果は低減係数の不

確実性のために 40％ほど過小評価することが示唆された。また推定誤差に対し、空間線量

率データや低減係数のばらつきが影響することが確認された。 

被ばく線量を評価する際に重要となる生活行動パターン（屋内・外の滞在時間）について、

生活行動パターンに寄与する要因（職業や年齢、性別など）と併せてアンケート調査により

収集し、データベース化した。また、職業ごとの生活行動パターンが異なること、その結果、

同じ空間線量率であっても職業ごとの被ばく線量の評価結果に差が生じることが確認され

た。 

 各種事業で取得された空間線量率データを利活用するため、各データは本事業のアプリ

に適用可能なフォーマットに整備し、データベース化した。 

 本事業を通じ、自治体などに提供される空間線量率や被ばく線量に関する情報がまと

められたと共に、個人線量計に代わる被ばく線量の評価手法として、これまでに開発されて

きたアプリによる被ばく線量評価の妥当性について検証し、その誤差を定量的に評価した。 
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