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6. モニタリング結果の考察 

 

6.1. 過去のモニタリング結果との比較 

 

これまでの旧避難指示区域における航空機モニタリングの結果について Fig. 6-1 に示す。こ

のように、空間線量率の高い地域を表す暖色系の面積が小さくなっていることが分かる。この

ような空間線量率の減少傾向を定量的に把握するための比較方法を検討した。時期の異なるモ

ニタリングデータについて 250 mメッシュのデータに区切り、各メッシュの中心点の測定結果

の比を算出することで比較を行った。現状と同じ手法で解析を実施した最も古いデータである

第 4 次モニタリングと今回の第 15 次モニタリングの全領域における比較結果を散布図として

Fig. 6-2 に示す。なお、第 4 次モニタリング以前については自衛隊のヘリを使用し、簡易的な

パラメータを適用していたため、比較対象として用いるのは望ましくない。そこで過去の結果

との定量比較対象として、使用パラメータの算出方法やデータ解析手法が初めて定型化した第

4 次を選択した。Fig. 6-2 に示したように、回帰直線の傾きを全体の空間線量率の平均的な減

少傾向としてみることができる。図中に、重量緩衝深度 (β) を 1 (g/cm2) とし、放射性 Csの半

減期から算出した理論的な減衰を表す直線を示す。このように、航空機モニタリングの測定結

果は、半減期による理論直線よりも大きく減少する傾向を示していることが分かる。一方で、

80 km 圏内には地表面から 1 m の高さの空間線量率が 0.1 μSv/h 以下の、天然放射性核種によ

る影響が相対的に大きい場所が多い。放射性 Cs から放出される γ 線に起因する空間線量率の

減少傾向を見るには、天然放射性核種による影響を無視できるような空間線量率が比較的高い

場所を選定するのがよい。また、最小二乗法による近似は、数値の大きな結果に影響を受けや

すいため、より平均的な減少率を評価できる方法として空間線量率の比をヒストグラムとして

表示することを検討した。 

Fig. 6-1 に示した旧避難指示区域のみを抽出し、それぞれのメッシュにおける変化量の割合 

(相対減少率 : (第 15次モニタリングの結果 - 第 4 次モニタリングの結果) / (第 4次モニタリン

グの結果) ) を算出し、ヒストグラムとして示した。第 15 次モニタリングと第 4 次モニタリン

グの空間線量率の比較を Fig. 6-3 に、第 15 次モニタリングと第 4 次モニタリングの 137Cs の沈

着量の比較を Fig. 6-4に示す。空間線量率のヒストグラムと比較して、137Csの沈着量のヒスト

グラムはばらつきが大きい。これは、空間線量率が宇宙線と自己汚染を差し引いて換算してい

るのに対し、137Cs の沈着量はこれに加えて天然核種のバックグラウンドを差し引いているの

で計数誤差を含む数値が相対的に大きくなることに起因する。しかしながら、両者のヒストグ

ラムとも平均値と中央値がほとんど同値であり、正規分布に近いといえる。各地点における相

対減少率の平均値を指標とすると、第 4 次モニタリングが行われた 2011 年 11 月から空間線量

率については減少率が約 80 %と算出された。一方、放射性 Cs 沈着量については減少率が約

50 %と算出されたが、航空機モニタリングにおいては、福島発電所事故からの経過日数に伴

う β の変化と土地利用区分による β の違いを考慮せずに 1.0 (g/cm2) として一律に固定している

ため、本項で示した相対減少率には、ある程度の不確かさが伴うことに留意する必要がある。 
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Fig. 6-1 旧避難指示区域における過去の空間線量率マップの比較 

(1/3) 

(背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ ( (c) Esri Japan) を使用。) 
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Fig.6-1 旧避難指示区域における過去の空間線量率マップの比較 

(2/3) 

(背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ ( (c) Esri Japan) を使用。) 
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Fig.6-1 旧避難指示区域における過去の空間線量率マップの比較 

(3/3) 

(背景地図は、ESRI ジャパン データ コンテンツ ( (c) Esri Japan) を使用。) 
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Fig. 6-2 福島原子力発電所から 80 km 圏内における第 4 次モニタリングおよび第 15 次モニタリン

グの空間線量率算出結果の比較 
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Fig. 6-3 旧避難指示区域における第 4 次モニタリングおよび第 15 次モニタリングの空間線量率 

算出結果の比較  

(左: 散布図、右: 相対減少率のヒストグラム) 

 

 

 

Fig. 6-4 旧避難指示区域における第 4 次モニタリングおよび第 15 次モニタリングの放射性 Cs 沈着

量算出結果の比較 

(左: 散布図、右: 相対減少率のヒストグラム) 
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6.2. 環境半減期の算出 

 

 福島原子力発電所事故から約 10 年経過し、事故直後から実施してきた本事業の測定データ

は蓄積されてきている。環境中における放射性物質量の変化は、核実験場での継続的なモニタ

リングやチェルノブイリ原子力発電所事故のモニタリング結果から、多重の指数関数で近似で

きることが知られている。Sanada et al., (2018)47)は有人ヘリおよび無人ヘリで取得したデータ

を利用して、空間線量率の環境半減期の算出を行っている。ここでは、これまでの測定データ

の変化傾向を定量的に把握するため、測定データの指数関数近似について検討した。その結果

として求められる環境半減期は、測定データの信頼性の推定や将来の空間線量率の推定に重要

なパラメータとなる。 

 2011 年から得られている航空機モニタリングの測定データを政府の定めた統計に用いる標

準地域メッシュ (1 km × 1 km) 毎に平均化した。対象メッシュ数は、福島原子力発電所を中心

とした半径約 80 kmの地域 10,174メッシュとなる。 

空間線量率は天然放射性核種によるバックグラウンド空間線量率に比較的近い数値を示す

場所が多くなってきている。変化傾向を正確に定量化する場合、天然放射性核種による空間線

量率を減算する必要がある。安藤他 (2017)48)は、当該事業における KURAMA-IIによる走行サ

ーベイ結果をもとに、東日本の市町村別のバックグラウンド空間線量率を推定している。ここ

では、当該研究成果におけるバックグラウンド空間線量率データを採用し、市町村ごとに放射

性 Cs由来の空間線量率を算出した。 

指数関数近似に用いたデータは、それぞれの測定手法毎に、調査期間すべてにおいてデー

タがそろっているメッシュのみ抽出した。本解析は 80 km全域のデータおよび除染等の人為的

な影響や高空間線量率エリアでの影響を考察するため、避難指示区域のデータを対象とした。

抽出したデータについて、走行サーベイについては、式 [13]  に示した二重の指数関数近似を

行い、空間線量率の環境半減期を算出した。 

 

𝑫 = 𝒂 𝒆𝒙𝒑 (−
𝟎. 𝟔𝟗𝟑

𝒕𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕

× 𝒕) + 𝒃 𝒆𝒙𝒑 (−
𝟎. 𝟔𝟗𝟑

𝒕𝒍𝒐𝒏𝒈

× 𝒕) [13] 

 

ここで、Dは空間線量率 (μSv/h)、tshortは環境半減期の減衰が早い成分、tlongは環境半減期の

減衰が遅い成分、tは事故からの経過時間 (年) を表す。なお、ここで切片である a+bは事故直

後の空間線量率となる。近似曲線については最小二乗法により 95 %の信頼区間を計算すると

ともに、環境半減期についても 95 %の信頼区間を計算した。 

Fig. 6-5 a) および b) に今までで得られた航空機モニタリング結果に二重指数関数近似を適用

した結果を示す。本図におけるプロットは、航空機モニタリングにより算出された空間線量率

の算術平均値であり、それらのプロットに対して縦軸方向に各メッシュにおける空間線量率値

を表した。80 km 圏内および旧避難指示区域と、事故から 2 年目までは減衰の早い成分による

影響が顕著であり、2 年目以降は減衰の遅い成分が支配的であることが分かる。これらの指数

関数の傾きが環境半減期を意味し、各成分について Table 6-1 にまとめる。減衰の早い成分に


