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研究要旨

2011 年の福島第一原発事故の被ばく線量と甲状腺がんの関連を解析する

ためには、子供達の個人甲状腺等価線量（TED）を評価する必要がある。

環境省の放射線健康管理・健康不安対策事業の予算を得て 2014 年から 2019
年に行った先行包括研究において、私たちは大気拡散シミュレーション法

を改良し、逆解析手法によりソースタームを精緻化した。その成果として

世界版緊急時環境線量情報予測システム（WSPEEDI）により時間空間放射

能濃度データベース（WSPEEDI_2019DB）を構築した。私たちは、また、

福島県「県民健康調査」データベースから無作為に抽出された事故当時原

発周辺 16 自治体に住んでいた 19 歳以下の住民の匿名化行動調査票 3,256 件

を入手した。この WSPEEDI_2019DB の一時間毎の地上 1m の粒子状、蒸気

状、およびメチル化ヨウ素-131 濃度と個人行動調査票の緯度経度情報をキ

ーに、吸入被ばくによる 131I-TED を個人ごとに評価した。屋内退避による

防護係数として 0.5 を採用し、また、日本人の甲状腺体積は ICRP モデルと

変わらないものの、ヨウ素甲状腺取り込み率が 18.6%（SD6.0%）と ICRP
甲状腺モデルの 30%より低いため、線量換算係数の補正係数 0.62 を導入し

た。次いで、年齢別、期間別の 132Te（132I)/131I 比および 133I/132I 比を使っ

て、 131I, 132Te, 132I および  133I からの TED を計算した。さらに、

WSPEEDI_2019DB からワン・コンパートメント・モデル（1－コンパート

メント・モデル）を使って 1 時間毎、3km メッシュ毎の水道水 131I 濃度のメ

タデータベースを構築した。このメタデータベースと個人行動調査票を組

み合わせて、水道水の経口摂取による TED を個人ごとに推計した。最後

に、2011 年 3 月 12 日から 3 月 25 日までの吸入被ばくと経口被ばくによる

TED を個人ごとに統合した。TED の分布は、2011 年 3 月にいわき市、川俣

町、飯舘村で甲状腺測定された 1,080 名の TED 分布とよく整合した。1 歳

児の TED は、伊達市の 1.3mSv から南相馬市小高区の 14.9mSv まで分布

し、同じく 95 パーセンタイル値は、伊達市の 2.3mSv から浪江町の

28.8mSv まで分布した。私たちの評価値は、UNSCEAR2020 報告書の数値と

整合している。本研究で開発された方法論は、将来、福島原発事故後の甲
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状腺がんの疫学調査に利用できるであろう。

キーワード 福島第一原発事故、甲状腺等価線量、大気拡散シミュレーション、個人行

動調査票、吸入被ばく、経口被ばく
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I  研究目的 

【背景】2011 年 3 月の東電福島第一原発事故で漏洩した放射性ヨウ素の環境汚染により、小児

の甲状腺がんが増加するのではないかとの懸念があった。しかし、甲状腺内部被ばくの実測値は

1300 件程度しか報告されておらず、地理的、年齢別の線量分布は判っていなかった。実測値の

少なさを補うために、原発からの放射性物質の経時的放出情報と大気拡散シミュレーション

（ATDM）を用いて、住民の内部被ばくレベルがシミュレーションされたが、ATDM シミュレー

ションを利用した WHO 福島報告書 1、UNSCEAR 2013 報告書 2における甲状腺線量評価は不確

実性が大きく、1080 名の小児甲状腺 131I 実測値から推計された線量 3や、事故後 5 ヶ月までにホ

ールボディカウンター測定された住民の 137Cs 内部被ばく分布 4 から判断すると、過大評価にな

っていると考えられた。他方、小児甲状腺がんに関する住民の懸念に答えるため 2011 年 10 月か

ら開始された福島県「県民健康調査」・甲状腺検査では、2018 年 3 月時点で 187 名の甲状腺が

ん・がん疑いが発見され、そして 2021 年 6 月時点でその数は 265 名に達する。原発事故による

内部被ばくと甲状腺がんの関連性を解明するためには、福島県民全体のより精緻な小児甲状腺等

価線量（TED）の推計が必要である。 

【目的】UNSCEARによる福島原発事故の影響再評価作業に寄与するため、無作為抽出した行

動調査票を使った線量評価法を開発し、その妥当性を検討する。先行して5年間実施した包括研

究の成果である精緻化されたソースタームとATDMシミュレーションにより計算された時間空間

放射能濃度データベース（WSPEEDI_2019DB）と個人行動調査票を組み合わせた解析により、

TEDを推計する。この際、日本固有の屋内退避の防護効果やICRPモデルより低い甲状腺ヨウ素取

り込み率を反映した補正項を提案し、実態に近いTEDを推計し、その妥当性を検討する。また、

線量評価の不確かさを評価する。

【環境行政の課題との関連性】本研究成果は、住民の放射線被ばくに対する不安に寄り添い、

云われなき差別や風評被害に対処する基礎データとなる。また、本研究で開発した線量評価プロ

グラムは、福島県の疫学調査に利用可能である。

II  研究方法 

【先行包括研究の概要】本研究は、先行する包括研究班（2014 年度～2018 年度）の成果を使

った研究であるので、その研究方法の概要を最初に纏めておく。第一に、日本原子力研究開発機

構（原子力機構）の永井等は、2013 年以降に発掘された環境測定値、とりわけ環境研究総合推

進費で実施された森口班「原発事故により放出された大気中微粒子等の曝露評価とリスク評価の

ための学際研究」の研究成果 5を利用して ATDM シミュレーションの精緻化を行った。すなわち、

福島県等の浮遊粒子状物質（SPM）の観測ステーションの SPM 収集濾紙に残されていた放射性

セシウムの連続測定値を使って、逆解析手法（注 1）とアンサンブル計算手法（注 2）をつかっ

てソースタームの最適化と ATDM の一種である世界版緊急時環境線量情報予測システム

（WSPEEDI）による推計の精緻化を行った 6。

（注1） 逆解析手法：モデル計算の出力結果（ここでは濃度や沈着量）が測定データを

再現するように、モデル計算の入力条件（ここではソースターム）を求める解

析手法。 
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（注2） アンサンブル計算手法：モデル計算の初期値にばらつきを与えて複数の計算を

行い、初期値に含まれる誤差により予測結果がどの程度変わるかを示す計算手

法。異なる予測結果の解析から予測精度の向上や確率的予測を行うことができ

る。

第二に、福島県立医大の Ohba 等は、3 月 12 日に浪江町で被ばくした住民の衣服の γスペクト

ル分析結果に基づき、131I 以外の短半減期核種の甲状腺線量への寄与率を求めた 7。また、浪江

町、南相馬市の避難者に高い体表面汚染が有ることを報告し、2013 年段階の評価ではプルーム

は主に海上に流れていたとのシミュレーション結果であったが、南相馬市では 3 月 12 日のプル

ーム曝露が重要であることを指摘した。第三に、Ohba 等は、避難シナリオを見直し、19 歳以下

の県民の行動調査票を避難地区 7 市町村別に無作為抽出し、市町村別に複数の避難行動パターン

とその割合を同定した 8。第四に、東京大学大学院薬学系研究科の楠原等は、ICRP のモデルの

ヨウ素クリアランス率 30%と比較すると日本人の値が 18.6％と低い事、しかし甲状腺体積はほ

ぼ同じである事を確認した 9。そこで、Ohba 等は、線量評価の際に甲状腺等価線量換算係数に

0.62（=18.6/30）の補正係数を乗じて線量評価を行うことを提案した 8。第五に、原子力機構の

Hirouchi 等が実験的に求めた日本家屋の屋内退避防護係数 10を利用した。屋内退避防護係数は建

造時期、風速、退避経過時間等により異なるので、風速 2.5m/s、経過時間 6 時間の場合の、2008

年の福島県の個人住宅の建造時期別戸数の統計を使って、建造時期加重平均の屋内退避防護係数

を計算した 8。そして、全てのプルーム曝露に使う防護係数として 0.5 を使った。第六に、

Miyatake 等は、水道水からの経口被ばく線量を推計するに当たり、先行研究で確立したワン・コ

ンパートメント・モデルの方法論を踏襲しつつも、新たに全国のアンケート調査により得られた

1 歳児、10 歳児、成人の水道水摂取量（中央値、平均値、95 パーセンタイル値（以下 95％値と

いう）を使い線量を推計した 11 12。第七に、量子科学技術研究開発機構（量研機構）の Kim らは、

2011 年 3 月末にいわき市、川俣町、飯舘村で実施した 1,080 名の簡易甲状腺検査データの見直し

を実施し、急性被ばくシナリオおよび慢性被ばくシナリオで市町村別、年齢階層別の TED 分布

を求め直した 3。

方法論は完成していたが、実測値との整合性を高めるため、逆解析手法を使ったソースターム

の最適化、ATDM の精緻化が完了し、WSPEEDI による時間空間放射能濃度シミュレーションが

完成したのは 2019 年秋であった 6。このため、精緻化された時間空間放射能濃度データベース

（WSPEEDI_2019DB）を用いた TED 計算は、2020年度から始まる本研究に引き継がれた。 

【本研究の方法論】

1． 匿名化行動調査票の無作為抽出

国際医療福祉大学および福島県立医大の倫理委員会による研究計画書の審議、そして研

究計画の実施許可（IUHW: 13-B-185, 2016 年 8 月;, 13-B-339, 2019 年 3月、FMU: No.29100, 
2018 年 8 月; No.2019-003, 2019 年 7 月）を受けた後、避難地区およびその周辺市町村住民

の事故時 19 歳以下の行動調査票を福島県「県民健康調査」データベースより無作為抽出し

た。抽出数は、先行して入手した市町村に関しては、南相馬市 300，双葉町、大熊町、富

岡町、楢葉町、浪江町、飯舘村各 100、後から入手した市町村に関しては、いわき市 1,000、

相馬市、田村市、伊達市各 300，広野町、新地町、川俣町、川内村、葛尾村各 100 である。
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そのうち、3月 11 日から 3 月 25 日間の行動記録が有り、解析対象となった総数は 3,256名

である。

2． 行動調査票をベースとした吸入被ばく線量の評価（簡略法）

WSPEEDI_2019DB は、NetCDF という言語で書かれたデータベースで、一時間毎の 1km

メッシュないし 3km メッシュの代表地点の緯度経度毎の放射性核種（総 131I、蒸気状 131I、

粒子状 131I、有機化 131I、134Cs、137Cs、132Te）の地上 1m から上空までの放射能濃度および

地上沈着量を格納している 6。本研究の前半においては、量研機構で開発された Python 言

語で書かれたプログラムを利用し、NetCDF のデータベースの一部を Microsoft Excel にコ

ピーし、利用した。このプログラムは、手動で緯度経度情報を入力すると、それに該当す

る 1km メッシュおよび 3km メッシュの地上 1m の核種濃度データが Excel ファイルとして

出力される。その制約のため、研究前半では、避難地区住民の避難経路に沿った代表的

152 地点の放射能濃度情報を使って吸入被ばく線量を計算した。また、移動経路・時間の

不確かさを丸めて、一日 24 時間を 6 時間毎（0-6、6-12、12-18、18-24）の 4 ステップとす

ることで、3 月 12 日 0 時から 3 月 25 日 24 時までの 56 ステップに簡略化し、6 時間帯の最

も多くいた場所の核種濃度情報を使い、吸入被ばく TEDinhalを以下の計算式で求めた。 

 = 4
V 　(  　  　        )    TEDinhal ∑

i

5656
× Ci-p × einhal-p + Ci-el ×einhal-el +Ci-met×einhal-met ×FC×DFshelter

（式 1） 

この（式 1）の V は ICRP の年齢階層別一日換気量（m3/day）、Ci-p,Ci-el,Ci-met は,それぞれ

WSPEEDI_2019DB の粒子状、元素ヨウ素蒸気、有機化 131I の濃度（Bq/m3）、そして einhal-

p,einhal- el, einhal- met は、ICRP Publ 71 の年齢階層別のエアロゾル粒子状、蒸気状、有機化 131I
の甲状腺等預託価線量係数（Sv/Bq）である（表 1）。FC は、日本人のヨウ素甲状腺取り込

み率の低さを反映させるための補正項で中央値は 0.62、DFshelter は日本家屋の屋内退避によ

る吸入被ばく防護係数で中央値 0.5 を採用している。補正項や屋内退避防護効果の不確実

性評価は後述する。
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表 1 吸入被ばく甲状腺預託等価線量係数(ICRP Publ 71) 

化学型
有機化 

(131I) 元素蒸気 (131I) 
粒子 (131I), 

AMAD=1.0 mm, 
Type F 

換気量

単位 Sv/Bq m3/日 

1 歳 2.5×10-6 3.2×10-6 1.4×10-6 5.16 

5 歳 1.5×10-6 1.9×10-6 7.3×10-7 8.72 

10 歳 7.4×10-7 9.5×10-7 3.7×10-7 15.3 

15 歳 4.8×10-7 6.2×10-7 2.2×10-7 20.1 (男性) 

成人 3.1×10-7 3.9×10-7 1.5×10-7 22.2 (男性) 

3． 行動調査票をベースとした吸入被ばく線量の評価（詳細法）

本研究において新たに Python プログラムを構築し、詳細な移動経路に応じた線量評価が

できるようにした。個人行動調査票をベースに 3 月 12 日 6 時から 3 月 24 日 24 時までの 1

時間ステップでの居場所の緯度経度を決定し、その緯度経度に応じて自動的に

WSPEEDI_2019DB の情報を参照する事を可能とした。移動中の居場所は、UNSCEAR2020
報告書に習い、出発時間 t1 出発地点 A、到着時間 t2 到着地点 B とした場合、A と B を直

線で結んだ経路を（t2 - t1）の時間をかけて等速で移動したと仮定し、1 時間毎の居場所の

緯度経度を割り付けた。移動中も車による微粒子侵入軽減率を参考に、日本家屋と同等の

屋内退避効果があるとして TEDinhal を次式により計算した。前式と線量計算のスタート時

点が 6 時間違うが、実際の WSPEEDI による線量計算が開始された 3 月 12 日 6 時に合わせ

ている。

            )    TEDinhal = 
i

330
∑ 24

V × ( Ci-p×einhal-p +Ci-el ×einhal-el +Ci-met ×einhal-met ×FC×DFshelter

（式 2） 

（式 2）の変数は、（式 1）と共通である。 

4． ワン・コンパートメント・モデルを使った水道水からの経口被ばく線量評価（詳細法）

先行する包括研究のなかで、WSPEEDI のシミュレーション結果を使って水道水の 131I 汚

染濃度を推計する手法を開発した。水道水の 131I 実測値がある浄水場の場合には、その実測

値と WSPEEDI の浄水場に経時的に沈着する 131I 濃度との関係から実効減衰係数 λを推計し、
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実測値のある時期はその実測値を使い、実測値が無い時期には、シミュレーション結果に

より 131I 濃度を推計した。実測値のない浄水場に関しては、実測値のある複数の浄水場で求

めた実効減衰係数の平均を用いてシミュレーションを行った。ワン・コンパートメント・

モデル式は、以下の通りである。

 =       dt
dC p −λC or = '  dt

dC ap −λC

   （式 3） 

ここで、C は水道水の 131I 濃度（Bq/kg）、p は水源への 131I 沈着率（Bq/kg h）、λは実効減

衰係数（1/h）である。 後半の式では p = ap’ として水源周辺の陸地への 131I 沈着率 p’
（Bq/m2 h） と 水道汚染への変換係数 a （m2/kg） で代替している。しかし、先行

研究 11 12 では代表的避難シナリオに対応した線量評価しかできておらず、個人行動調査票

の 1 時間ステップの緯度経度情報に基づく線量評価ができていなかった。これに対応する

ため、WSPEEDI_2019DB の 3km メッシュ全てに浄水場があると仮定して、3km メッシュ毎

の水道水 131I 濃度時系列のメタデータベースを作成した。次いで、実測値が有り、かつ水道

水 131I 汚染濃度が比較的高い飯舘村、いわき市に関しては、浄水場毎の水道供給地域では同

じ 131I 濃度になるように実際の浄水場のある 3km メッシュの計算値を割り当てる修正をメ

タデータベースに加えた。こうして、1 時間ステップの居場所に対応した水道水からの経口

被ばく線量を自動計算する Python プログラムを構築した。経口被ばく TEDingest は、次式に

より求めた。

         24      pTWI ×Ci-tap ×eingest ×FC = TEDingest ∑
i

330

（式 4） 

ここで pTWI は、ペットボトルやビバレッジを含めた一日の飲料水量と調理水の合計値

（L/日）で、10 歳児と成人は Ohno らの報告値 13、1 歳児と 5 歳児は我々のアンケート調査

値を用いた（表 2）。Ci-tap は、ワン・コンパートメント・モデルにより計算した水道水 131I

濃度（Bq/m3）、eingest は ICRP Publ 76 の年齢階層別経口被ばくの 131I 甲状腺等価線量換算

係数（Sv/Bq）である（表 3）。飯舘村に関しては、水道の普及割合が 70%であるので、経

口 TED に 0.7を乗じて補正した。 
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表 2  年齢階層別 pTWI (mL/日) 

  中央値 平均値 95 パーセンタイル値 

1 歳 786 862 1802 

5 歳 1105 1440 2525 

10 歳 1546 1653 2913 

15 歳 1546 1653 2913 

成人 1546 1653 2913 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
5． 131I-TED から短半減期核種（131I.132Te/132I, 133I）-TED の計算 

本研究では、132Te（132I）/131I 比および 133I/131I 比は、半減期のみに因り変化すると仮定し、

3 月 12 日のプルーム曝露した避難住民の衣服の γ線スペクトル分析結果、および 3 月 15 日

以降は WSPEEDI のソースタームの比をベースに短半減期核種全体による甲状腺等価線量を

131I-TEDに係数 SF を乗じて計算した（表 4）。この点は UNSCEAR2020報告書 14と違う方法

論なので、その影響に関しては、VI.考察のところで議論する。 

 

 

表 4 短半減期核種全体の TED 計算のための補正係数 SF 

  プルーム曝露時期 2011 年 

年齢 3 月 12-13 日 3 月 15-16 日 3 月 17 日以降 

1 歳 1.59 1.08 1 

5 歳 1.5 1.07 1 

10 歳 1.45 1.07 1 

15 歳 1.44 1.06 1 

成人 1.44 1.06 1 

 

 

 
表 3 経口被ばく甲状腺等価線量換算係数 (ICRP Publ 67) 

単位 Sv/Bq  

1 歳 3.6×10-6  

5 歳 2.1×10-6  

10 歳 1.0×10-6  

15 歳 6.8×10-7  

成人 4.3x10-7  
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6． 行動調査票をベースとした吸入被ばく TEDと経口被ばく TEDの統合 

  個人行動調査票に付けた整理番号 ID をキーに、吸入被ばく線量と水道水による経口被

ばく線量を個人毎に統合する Python プログラムを作成し、線量を統合した。 

 
7． 不確実性の評価 

WSPEEDI シミュレーションの不確実性に関しては、機械的にファクター2 の不確実性を

仮定し、確率密度として 0.5 から 2.0 の一様分布を仮定した。日本人甲状腺ヨウ素取り込み

率の低さに関しては、Kudo 論文 9 のモンテカルロシミュレーション結果を採用し、確率密

度として正規分布（18.6±6.0）/30 ％を仮定した。また、屋内退避の吸入被ばく防護係数に

関しては、Hirouchi らの報告 10 を参照し、事故前の福島県の建造物の建造年代構成比をつ

かって建造時期加重 DFshelterを 0.5とした（表 5）。そして、その確率密度を三角分布（最小

0.1，最大 0.95，ピーク 0.5）と仮定した。水道水からの経口被ばくに関しては、pTWI の確

率密度をアンケート調査の解析値より 1 歳児はガンマ分布（θ = 186.15, k = 4.94009）とし

た。 

 
表 5 屋内退避によるプルーム防護効果 

建造年代 2008 年福島県建造

物の建造年代割合* 

建造年代別 DFshelter ( 6 時間退避時） 

1** 4** 2.5** 

pre-1980 0.4 0.55 0.95 0.75 

1980-1992 0.2 0.15 0.78 0.47 

post-1992 0.4 0.1 0.43 0.26 

福島県建造時期加重   DFshelter 値 0.29 0.7 0.5 

*平成 20 年住宅・土地統計調査の福島県の統計（第 4 表 住宅の種類（2 区分）、構造（5 区

分）、建築の時期（13 区分）別住宅数―都道府県、14 大都市）を使って福島県の個別住宅の建

造時期別の割合で補正，**風速（m/s） 

 
 パラメータの合成不確実性幅は、Crystal Ball （version 7.2、構造計画研究所）を用い、Latin 

Hypercube 法によりモンテカルロシミュレーションを実施した。吸入被ばくに関しては、

WSPEEDI と FCと DFshelterの合成不確実性幅を求めるため、10 万回モンテカルロシミュレーショ

ンを反復した。経口被ばくに関しては、2D モンテカルロ法により、変数 pTWI に関して 1000 回、

WSPEEDI と FC部分に関して 5000 回反復して合成不確実性幅を求めた。 

 

 
（倫理面への配慮） 

研究方法の1で既に述べたように、本研究は国際医療福祉大学と福島県立医大の倫理委員会で

別個に審査され、両倫理委員会から承認（IUHW: 13-B-185, 2016年8月;, 13-B-339, 2019年3月、

FMU: No.29100, 2018年8月; No.2019-003, 2019年7月）を受けて実施している。倫理委員会の指示
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に従い、研究計画の内容（どのようなデータが何件入手され解析されるか等）を国際医療福祉大

学および福島県立医大のホームページ上に公開し、対象者にオプトアウトする機会を提供するこ

とにより、インフォームドコンセントの取得は行わず、個人同定情報を削除した匿名化データと

してデータを入手し解析した。 

 
III  研究結果 

1． 吸入被ばくと経口被ばくの統合 TED 

表 6A は、包括研究で入手した避難地区 7 市町村の解析結果、表 6B は、本研究計画で入手

した 9 市町村の解析結果である。平均値でみていくと最も低い伊達市の 1.3mSv から最も高

い小高区の 14.9mSv の間に分布している。また、95 パーセンタイル値でみると、最も低い伊

達市の 2.3mSv から最も高い浪江町の 28.8mSvの間に分布している。 
包括研究で避難対象地区に関して代表的な避難シナリオを南相馬市は小高区と原町/鹿島区

にわけ、その他は町村毎に 4～5 の避難シナリオを論文発表した 8。そして、避難時期と避難

方向が線量に関係していることを報告している。今回の周辺市町村では、とりわけプルーム

が複数回流れた浜通りの市町村で線量が高い傾向があり、それらの市町村では避難時期が線

量と関係している。いわき市には、3 月 15 日朝、16 日朝、21 日から 22 日,そして 24 日にプ

ルームが流れているが、最初のプルームが届いた 3 月 15 日朝に避難を完了していた割合は

19％で、3 月 21 日午後になっても 47%の子供達はいわき市に留まっていた。一方、広野町は、

3 月 13 日までに 100％の子供が避難を完了しており、いわき市に避難した場合を除くと甲状

腺等価線量は低く抑えられていた。南相馬市や相馬市や新地町には、3 月 12 日午後～13 日未

明、18 日夜～19 日朝、20 日夜、22 日夜にプルームが到達しているが、南相馬市では 3 月 18

日までに中通や県外に避難した割合は 93％におよぶが、相馬市では 51％、新地町では 37％

であった。原発から遠方になるに従い吸入被ばく量は減少するが、避難時期が遅れると繰り

返し曝露となり、線量が増えていると思われる。田村市では、都路地区の子供は 100％早期

に田村市内ないし郡山市等の遠方に避難していたが、田村市全体の 45％の子供は避難しなか

った。葛尾村は 3 月 14 日までに全員避難をしており、川内村でも 3 月 16 日まで全員避難し

ていた。一方、飯舘村の子供達は 3 月 14 頃から 3 月 19 日にかけて段階的に避難していたが、

19 日になって避難した子供が 18％いた。双葉町、富岡町、大熊町、楢葉町、浪江町の子供

達は、3 月 12 日の午前から午後に避難しているが、避難時刻の遅れた場合と避難の方向がプ

ルームの方向の北方向の場合に、線量が高くなっている。 
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表 6 吸入被ばく・水道水からの経口被ばくを合算した 1歳児甲状腺等価線量(mSv) 

A. 

市町村 

南相馬市 

飯舘村 双葉町 富岡町 楢葉町 大熊町 浪江町 

 

小高区 
原町/ 
鹿島区 

 

平均値 14.9 7.8 8.4 5.7 2.8 3.6 4.6 6.3  

中央値 15 6 7.6 2.3 1.5 3.3 3.4 2.6  

25%値 10.8 4.7 2.6 0.8 0.7 0.8 1.5 1  

75%値 19.2 7.8 14.1 4.6 3.4 5.3 5.9 6.6  

95%値 28.4 27 16.6 20.8 10.6 11.1 14.5 28.8  

B          

          

市町村 
いわき
市 

相馬市 田村市 伊達市 広野町 川俣町 新地町 川内村 葛尾村 

平均値 6.7 10.4 5.8 1.3 3.3 4.7 10 2.8 2.2 

中央値 5.1 8.3 4.6 1.3 1.8 5.2 11.6 2 0.7 

25％値 1.9 4.9 2.5 1.2 0.6 3 5 0.9 0.2 

75％値 10.1 16.6 8.9 1.4 3.9 5.8 14 3.6 2.5 

95％値 17.2 18.5 13.9 2.3 13.1 9.4 15.9 9.8 11.4 

 
包括研究の報告と違い、本報告書では吸入被ばくTEDと経口被ばくTEDを個人毎に統合した。

吸入被ばくと経口被ばくの割合は、避難地区とそうでない地域により異なっており、またプルー

ムが飛来したときに地上への放射性物質の沈着速度が高くなる雨や雪が降ったかどうかにより異

なる。図1に、市町村別の吸入被ばくと経口被ばくの割合を示す。 
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2． シミュレーションに基づく131I-TED評価値と甲状腺実測値との比較 

シミュレーションに基づく線量評価は、評価に用いたATDMの不確実性に加え、甲状腺ヨ

ウ素取り込み率や屋内退避の防護効果などのパラメータを一つの値に固定して求めている。

実測値のTEDの分布と比較して、その妥当性を評価する必要がある。2011年3月下旬にいわき

市、川俣町、飯舘村で1,080名の15歳以下の小児に対して甲状腺簡易測定が実施された。その

結果は、Kim等が再解析し論文報告している3。また、4月上旬に弘前大学のTokonamiらがガ

ンマ線スペクトルメータを用いて福島市内に南相馬市小高区から避難してきた住民37名と浪

江町津島地区住民17名の甲状腺測定を行っており、その結果も論文化されている15。また、

長崎大の森田等は現地から長崎市に帰還した三菱重工関係者や県派遣職員のホールボディカ

ウンター測定を行って報告している16。これらの甲状腺評価値は131IによるTEDなので、シミ

ュレーションにより計算した131I-TEDと以下比較検討する。 

表7は、Kim等3が報告した131I-TED（mSv）との比較である。Kimらのシナリオ1は、3月15

日の急性摂取、シナリオ2 は3月15日から3月下旬の甲状腺測定日までの間の慢性摂取シナリ

オである。実際の被ばく状況は、シナリオ1とシナリオ2の中間的な状況で、1．節で述べた様

な複数回の離散的吸入被ばくと濃度が変動する水道水からの慢性被ばくと考えられる。Kim

らの報告で、25%値や中央値が 0 mSvの場合があるが、これは甲状腺に放射能量がゼロであ

った事を意味するのではなく、むしろバックグラウンドのガンマ線線量率に隠れてしまい、

甲状腺に蓄積していた小さな131I-放射能量を検出できなかった事を意味している。表7Aの5歳

児で比較すると、私たちのシミュレーション・ベースのTED評価値は、中央値、75％値、最

大値でシナリオ1とシナリオ2の間の値となっており、実測値との整合性が高いことが示され

ている。他方、表7Bの10歳児で比較すると、私たちの評価値がシナリオ1よりやや大きくな

っている。一般に、甲状腺体積の大きい10歳児の方が甲状腺に蓄積している131Iの量は多く、

測定誤差が少ない事を考慮すると、シミュレーション・ベースの評価値が若干過大評価にな

っている可能性が示唆される。 
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表7 1080人甲状腺実測値に基づく131I甲状腺等価線量(mSv)との比較 

A.          

5歳児 

いわき市 川俣町  飯舘村 

Kim et al.3  
(N=48) 

本研究  
(n=980) 

Kim et al.3 
(n=333) 

本研究 
(n=99) 

Kim et al.3  
(n=99) 

本研究 
(n=100) 

シナリ
オ  1* 

シナリ
オ 2** 

 シナリ
オ  1* 

シナリ
オ  2** 

 シナリ
オ  1* 

シナリ
オ 2** 

 

25%値 0 0 1.7 0 0 2.5 0 0 2.3 

中央値 5 2.6 4.6 0 0 4.3 7.3 3 6.4 

75%値 10.6 5.2 9.2 5.9 2.7 4.9 14.7 5.9 12.0 

最大値 47.5 25 27.1 29.3 11.9 7.9 29.3 11.9 20.9 

B.           

10歳
児 

いわき市 川俣町 飯舘村 

Kim et al3. (N=38) 本研究  
(n=980) 

Kim et al3. 
(n=156) 

本研究 
(n=99) 

Kim et al.3 
(n=114) 

本研究 
(n=100) 

シナリ
オ  1* 

シナリ
オ 2** 

吸入と
経口被
ばく 

シナリ
オ  1* 

シナリ
オ 2** 

i吸入
と経口
被ばく 

シナリ
オ  1* 

シナリ
オ 2** 

吸入と
経口被
ばく 

25%値 0.6 0.3 1.4 0 0 2.1 0 0 2.0 

中央値 2.8 1.5 4.0 0 0 3.5 3.7 1.6 5.4 

75%値 5.6 2.9 7.8 3.4 1.6 3.9 7.5 3.3 8.9 

最大値 15.3 8.2 23.6 11.2 4.9 6.3 22.4 9.8 17.4 

*3月15日の急性摂取シナリオ 

**3月15日から3月下旬の甲状腺測定日までの慢性摂取シナリオ 

 
 表8は、南相馬市から避難していた住民の甲状腺実測値を基にして評価されたTEDとの比

較である。オリジナルの論文では3月15日の急性被ばくとしているところを表8では3月12日の

急性被ばくとして線量評価し直している。測定者数が少なかったため、Kim等の報告3では南

相馬市の集団を1歳から15歳までの集団として纏めて評価している。そこで、比較のための私

たちの評価値は、系統的に線量が高くなる1歳児と最も小さくなる15歳児の値を示している。

私たちの評価値は、ほぼシナリオ1とシナリオ2の間の値となっている。一方、Tokonami等は、

γ線スペクトルメータを使った甲状腺測定を行っており、Kimらのデータより精度が高い。小

高区からの避難住民は、原町区に一旦避難してから中通り方面に再避難する割合が高いので、

3月12日の急性曝露シナリオで評価した表8のTokonami等のTEDは、実際より大きめの評価に

なっていると思われるが、本研究の評価値はそのTokonami等のTEDを上回っており、若干過

大評価になっている可能性が示唆される。 
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表8．南相馬市からの避難住民のTEDの比較 

 南相馬市 南相馬市小高区 

 Kim et al.3  (n=31) 本研究  (n=300) Tokonami et 
al.15 (n=32) 

本研究 
(n=62) 

 15歳以下小児 
1歳 15 歳. 成人$ 成人 

 シナリオ 1 シナリオ 2 

25％値 0* 0** 3.3 2.2 1.6 3.4 

中央値 3.9* 1.8** 4.6 3 4 4.8 

75％値 10.5* 4.6** 7.8 5.2 6 6.3 

最大値 36.8* 16** 36.4 24.9 44.5 16.1 

*Kimらのオリジナル論文では、3月15日の急性被ばくであるが、3月12日の急性被ばくとし

て再計算している。  

$ Tokonamiらの実測値を使い、3月12日の急性摂取として再計算 

 
この他、私たちは、Tokonami等より避難せず4月中旬まで浪江町島津地区に残っていた成人17

名の甲状腺測定結果も入手している。その実測値を基に、3月15日と3月18日に3：1の割合でメチ

ルヨウ素のプルーム吸入曝露をしたと仮定した場合のTEDを参考までに計算してみると、TEDは

1.7mSvから38.5mSvに分布する。また、長崎大のMorita等は、福島から帰還した作業者や県の派

遣員をホールボディカウンター測定し、3月11日から4月20日の期間に福島に滞在していた196名

中49名から131Iを検出し、その49名のTEDは0.135～18.5mSvに分布したと報告している16。これら

の報告では、曝露時期や曝露場所が明確でないため避難行動が一般住民より早い傾向のある小児

の行動調査票に基づく私たちの評価値と直接比較することはできないが、表6と表7の本研究の

TED評価値の分布と大きな齟齬はないと思われる。 

 
3． 線量評価の不確実性の検討 

「II.研究手法」で示したTED計算式のパラメータは、それぞれ不確実性がある。それぞれの

パラメータに確率密度関数を仮定し、その合成不確実性をモンテカルロシミュレーション法

で求めた。1歳児の吸入被ばくに関しては、図2に示すように単位Bq吸入時のTEDの90％不確

実性区間は、評価値（中央値）の0.33倍～2.8倍である。一方、1歳児の経口被ばくに関しては、

TEDの90％不確実性区間は評価値（中央値）の0.35倍～2.7倍である（図3）。個人により吸入

と経口の比率が違うため、両者を統合した不確実性幅は一律に求める事はできないが、両者

の90%不確実性区間がほぼ同じであることより、吸入被ばくと経口被ばくの割合が変わって

も90%不確実性区間は大きく変わらないと思われる。 
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図2 1歳児吸入被ばくの不確実性シミュレーション 

 
 
 ATDMシミュレーションの確率密度関数を一様分布（0.5,2.0）、屋内退避低減係数DFshelter の確率密度関数を

三角分布（0.1, 0.95, peak 0.5）、甲状腺預託等価線量係数の補正項SFの確率密度関数を正規分布（（18.6±6.0）/30）

として、合成不確実性の幅をモンテカルロシミュレーションで計算した。単位Bq吸入時の一歳児TED評価値の分

布を示す。青色の棒グラフは、90%不確実性範囲。 

 

 
図3 1歳児水道水経口被ばくの各パーセンタイルレベルにおける不確実性の傾向グラフ 

 
 131I 1Bq/Lの水道水を飲水、調理水に利用した場合の一歳児TEDの2Dモンテカルロシミュレーションを示す。

ATDMシミュレーションの確率密度関数を一様分布（0.5,2.0）、甲状腺預託等価線量係数の補正項SFの確率密度関

数を正規分布（（18.6±6.0）/30）、および1歳児のpTWIをガンマ分布（θ = 186.15, ｋ= 4.94009）として合成不確実

性幅をシミュレーションした。横軸は水道水利用量（pTWI）のパーセンタイル、縦軸はTED（mSv）を示す。カ

ラー表示の帯の上限下限は、推計値の信頼度の幅（赤10%、緑25%、黄50%、青90%）を示す。pTWIの中央値で

のTED評価値で比較すると、不確実性の90%値幅は、0.35倍から2.7倍と評価された（グラフの横軸50パーセンタ

イルの部分の赤帯の中央値と青帯の上限下限値の比に相当）。 
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IV  考察 

1 歳児の TED の平均値は、伊達市の 1.3mSv から南相馬市小高区の 14.9mSv に分布した。同じ

く TED の 95 パーセンタイル値は、伊達市の 2.3mSv から浪江町の 28.8mSv に分布した。このシ

ミュレーション・ベースの TED 評価値は、Kim 等 3 により報告されているいわき市、川俣町、

飯舘村の 1080 名の甲状腺簡易測定、および Tokonami 等により報告された南相馬市小高区住民の

甲状腺測定から推計された TED の分布の中の比較可能な中央値と 75 パーセンタイル値、最大値

で極めて良く合致することが判明した。本研究の評価値は、WHO 福島報告書 1 や

UNSCEAR2013 報告書 2 の評価値より大幅に低くなっているが、UNSCEAR2020 年報告書 14 とほ

ぼ同じレベルの評価値となっている。

本研究と包括研究で行ったOhba論文8およびUNSCEAR2020報告書14の方法論を比較してみる。

①ATDMに関しては、3者ともWSPEEDI_2019DB6をベースにしている。②放射性ヨウ素の甲状腺

取り込み率の補正項に関しては、UNSCEARが0.5を採用したのに対し、私たちは0.62を採用して

いるため、私たちの方が一律24%高めの評価になる。③屋内退避の防護効果に関しては、

UNSCEARも私たちも同じHirouchi 論文をベースに 0.5の係数を使っている。しかし、

UNSCEAR2020報告書では、車移動中は防護効果がないと仮定したのに対し、本研究およびOhba

論文では車に対しても屋内退避と同じプルーム防護効果を仮定した。車の換気率に関しては、岩

下の報告を参照した17。この違いは、3月12日午後にプルームが飛散している時間帯に避難し、プ

ルーム曝露した一部の双葉町、浪江町および小高区の住民で違いが出る。④一方、本研究及び

Ohba論文では、短半減期核種の寄与を3月12日に関しては3月12日にプルーム曝露した住民の衣服

の核種組成に基づき131I-TEDに係数（表4）を掛けて求めたのに対し、UNSCEAR2020報告書では、

WSPEEDI_2019DBの132Te・132I濃度を利用し、133Iに関しては炉内の133I/131Iを計算で求め、短半減

期核種の線量を求めているところが異なっている。実際上、この違いは3月12日に午後から13日

未明に北方向に向かったプルームの吸入被ばく以外には大きな影響は無い。UNSCEARは、

WSPEEDI_2019DBのシミュレーション通りに、この日の午後のプルームは粒子状の放射性物質

が減少していたとし、132Te/132Iの寄与を低めに評価している。この影響で、本研究及びOhba論文

のTED評価は、UNSCEAR2020報告書より132Te/132Iの寄与を多く見積もっており、双葉町、浪江

町の避難シナリオの一部、および南相馬市、相馬市、新地町の線量がUNSCEARと同じ手法を採

用した場合より約20％高くなっている。⑤UNSCEARと私たちは行動調査票に基づく線量計算で

異なる点がある。Ohba論文では、避難指示のあった7市町村の19歳以下の住民の行動調査票に基

づき線量を評価したが、NetCDF言語で書かれたWSPEEDI_2019DBのデータを抽出するPythonプ

ログラムが発展途上で、移動経路に最も近い代表的152地点の核種濃度を使った評価になってい

た。また、行動調査票の扱いも6時間ステップに丸めて、その時間帯に主に滞在した地点の緯度

経度情報をもって、線量を評価した。6時間ステップをまたいで移動した場合は、当該6時間枠の

前半は出発地，後半は到着地の3時間の核種濃度を用いた。一方、UNSCEAR 2020報告書では、

Ohba論文で抽出した各市町村4ないし5の避難シナリオを用いているため、やはり6時間ステップ

の居場所を使った評価となっているものの、UNSCEARは、6時間ステップの始まりに移動が開始

されたと仮定して線量評価し、かつ、6時間ステップの開始時刻にA地点を出発し、目的地に到

着した6時間ステップにB地点に到着した場合、A地点からB地点まで直線距離（C km）を等速ス

ピードで要した時間で移動したと仮定し、１時間毎の居場所を計算し、１時間毎の線量を計算し

ている。このため、UNSCEARの方が実際の移動経路に近いメッシュのWSPEEDI_2019DB情報を
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使い、きめ細かな線量評価となっている。今回、本研究ではUNSCEARに見習い、3月12日から3

月25日まで1時間ステップで居場所の緯度経度を使い、線量評価するPythonプログラムを作り、

線量評価を精緻化させている。⑥UNSCEAR2020報告書では、吸入被ばく線量と外部被ばく線量

に加えて、食品と水道からの経口被ばく線量をMurakami等の報告18に基づき算定しているが、私

たちは吸入被ばく以外では水道からの経口被ばく線量のみを考慮している。このような違いがあ

るため、両者を単純に比較することは不可能である。とはいえ、全般的に両者の整合性は高い。 

 
本研究での評価値は、表7，表8で見たように、甲状腺実測値に基づくTED評価値と極めて整合

性が高い。一方、10歳児や成人で比較すると、私たちの131I-TED評価値は、やや過大評価になっ

ている可能性があるが、90%不確実性幅を考えれば、その幅に収まっている。本研究では、水道

水以外からの食品摂取によるTEDを算定していない。Murakami等18は、福島市市民が小売店から

購入した食品のみを摂取するケース1と、自家栽培の野菜を含む県内産の食品のみを摂取するケ

ース2で成人のTEDを推定し、ケース１で平均値0.84mSv、ケース2で平均値2.7mSvという値を報

告している。2011年3月に自家栽培の野菜を摂取した住民がいたと言われているが、その割合あ

るいは摂取量や摂取期間は不明である。このため、個人毎に食品からの線量を計算することは本

研究ではできていない。他方、1,080名の甲状腺測定では、飯舘村では対象年齢住民の約4割の

315名、川俣町では対象年齢住民の約3割の631名が測定を受けており、表7に示したように最大値

でも30mSv未満であったことは重要である。このことは、汚染野菜等を摂取してTEDが高くなる

可能性がある住民がいたとしても、土壌汚染レベルの高かった飯舘村や川俣町にあっては例外的

であったことを示している。 

 
本研究は、集団の甲状腺がんリスクを推計する事を目的としていない。また、100mGy 以下の

線量域でも甲状腺がんリスクはあるとされているが、100mGy 以下の線量効果関係に関しては、

「直線しきい値なしモデル」にも 30～40mGy 前後にしきい値がある「しきい値モデル」にも合

致すると報告されている 19。このため、被ばく線量の大きな集団で得られたリスク係数を福島の

小児集団に適用できるのかどうか、科学的エビデンスはない。それを承知の上でチェルノブイリ

原発事故後の疫学調査で報告されている甲状腺線量当たりのリスクの大きさを参考に述べる。事

故当時 19 歳以下の福島県民 37 万人と同じ性・年齢構成の日本人非被ばく集団で、甲状腺スク

リーニング検査を受けなかった場合の甲状腺がん罹患数を、2016 年から 2018 年のがん罹患統

計の数値を使い計算してみる。その数は、2011 年から 2020 年までの 10 年間、2030 年までの

20 年間でそれぞれ 63 名、265 名である。この数字を元に、37 万人の小児が平均 10mSv の甲状

腺被ばくがあったとき、事故後 10 年、20 年で何名甲状腺がんが増加するかをチェルノブイリ原

発事故後の疫学データを使い計算してみる。Cardis は、ベラルーシとロシアで実施された症例

対照研究の結果から、直線モデルで過剰相対リスク（ERR）＝4.5 /Gy （95%CI: 1.2, 7.8）を報

告 20 し、Brenner 等は 9 年間の追跡をおこなったウクライナのコホート研究から ERR＝

1.91/Gy （95%CI: 0.43, 6.34）を報告 21している。これらの報告の 95％信頼区間の最小値と最

大値の数字 0.43/Gy と 7.8/Gy を使い計算してみよう。被ばく線量から予測されるリスクの大き

さは、ERR/ 10 mSv =0.0043 ~0.078 となり、131I 内部被ばくによる過剰発症数は、事故後 10
年で 63 x 0.0043~63 x0.078 = 0.3 ~4.9（名）、事故後 20 年で 265 x 0.0043~265 x0.078 = 1.1 
~20.7（名）と計算できる。2021 年 6 月現在、265 名の甲状腺がん（がん疑い）症例が県民健康
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調査で発見されているが、被ばく線量のレベルから判断するとその多くは、高精度の超音波検診

により早期発見された臨床症状を呈する前の甲状腺がん、ないし生涯臨床症状を起こさない自然

退縮する甲状腺がんと考えられる。

本研究は、行動調査票を有している個人に関しては、甲状腺等価線量を個人毎に評価する手法

を開発した点で、従来の研究から大きく前進している。今回開発したPythonプログラムを用いれ

ば、行動調査票を有している個人全体の個人線量評価が可能となっており、今後、本研究で開発

した手法を応用して個人線量を使った疫学解析が可能になると思われる。また、汚染野菜等の摂

取に関しては、個人行動調査票に定性的な記述をしている住民がいるので、個人線量を用いた疫

学調査を実施する場合に汚染野菜等摂取が甲状腺がんリスクに影響しているかどうかも併せて検

討できる可能性がある。

V  結論 

個人行動調査票と大気拡散シミュレーション法による大気中放射能濃度の時間空間データベー

ス（WSPEEDI_2019DB）を組み合わせて、精度良く個人のTEDを推計する事が可能となった。避

難地区およびその周辺の16自治体の1歳児のTEDは、伊達市の1.3mSvから南相馬市小高区の

14.9mSvまでに分布した。同じくTEDの95パーセンタイル値は、伊達市の2.3mSvから浪江町の

28.8mSvまでに分布した。TEDの不確実性幅を考慮しても、放射線による甲状腺がんリスクは極

めて低いと思われる。

VI  次年度以降の計画 

本研究計画は終了するが、福島の甲状腺がんの疫学調査に本研究成果は応用可能である。県民

健康調査基本調査の外部被ばく線量と本研究で求めた内部被ばく線量を個人ベースで合算できる

ようになればさらに精度の高い個人線量となり、甲状腺がんの疫学調査が可能になると期待され

る。
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on a spatiotemporal radionuclides concentration database created by 

atomospheric transfer, diffusion, and deposition model simulation in 

combination with individual behavioral survey sheets.   

Chief Investigator: Gen Suzuki1 
Co-investigators: Tetsuo Ishikawa2, Arifumi Hasegawa3, Takashi Ohba4, Haruyasu Nagai5 

1 International University of Health and Clinic, Tochigi, Japan 
2 Department of Radiation Physics and Chemistry, School of Medicine, Fukushima Medical 
University, Fukushima, Japan 
3 Department of Radiation Desaster Medicine, School of Medicine, Fukushima Medical 
University, Fukushima, Japan 
4 Department of Radiation Health Management, School of Medicine, Fukushima Medical 
University, Fukushima, Japan 
5 Nuclear Science and Engineering Center, Japan Atomic Energy Agency, Ibaraki, Japan.  

Keywords: Fukushima Dai-ichi nuclear accident, thyroid equivalent dose, ATDM simulation, 
individual behaivioral survey sheets, inhalation dose, ingestion dose  

Abstract 

To elucidate the association between radiation dose and thyroid cancer after the 2011 Fukushima Daiichi 

Nuclear Power Station (FDNPS) accident, it is essential to estimate individual thyroid equivalent doses 

(TEDs) to children. In the preceding comprehensive studies conducting as a part of the Research on the 

Health Effects of Radiation (2014-2019) organized by Ministry of the Environment, Japan. , 

we had improved an atmospheric transport, diffusion, and deposition model (ATDM) and refined a source 

term by reverse modelling method. As a result, a spatiotemporal radionuclides’ concentration database 

named the Worldwide version of System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information 

_2019Data Base (WSPEEDI_2019DB) was constructed. We also obtained 3,256 anonymized personal 
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behavioural questionnaire sheets of residents under 19 years old at the time of accident living in 16 

municipalities around FDNPS by randomly selecting sheets from the Fukushima Health Management 

Survey database. By utilizing hourly 131I concentrations of particulate, vapor, and methylate forms at 1 m 

hight from WSPEEDI_2019DB in combination with individual behavioural survey sheets, individual 131I-

TEDs from inhalation were estimated using latitude and longitude as a key. A decontamination factor of 

0.5 was introduced to reflect sheltering, and a correction factor of 0.62 for dose coefficient was also 

introduced because iodine uptake rate in Japanese is 18.6% (SD 6.0%), lower than the 30% used in the 

ICRP thyroid model, whereas thyroid volume in Japanese does not differ from that of the ICRP reference 

man. Next, TEDs from 131I, 132Te, 132I and 133I were calculated by multiplying age- and time-specific 

132Te(132I)/131I and 133I/132I ratios. In addition, a meta database was created from WSPEEDI_2019DB by 

calculating hourly 131I-concentrations in tap water in each 3 km-mesh area using one compartment model. 

TEDs from the ingestion of tap water were estimated based on individual behavioural sheets in 

combination with this meta database. Finally, TEDs from inhalation and ingestion from 12 to 25 March 

2011, were combined individually. Distributions of estimated 131I-TEDs were very close to estimates based 

on direct thyroid measurements in 1,080 children in Iwaki City, Kawamata Town, Iitate Village, and 

Minamisoma City. Mean TEDs in 1-year-old children ranged from 1.3 mSv in Date City to 14.9 mSv in 

Odaka Ward in Minamisoma City, and the 95th percentiles varied from 2.3 mSv in Date City to 28.8 mSv 

in Namie Town. Our estimates were consistent with those figures in UNSCEAR 2020 Report. The 

methodology developed in the present study can be useful for the future epidemiological studies of thyroid 

cancer after the FDNPS accident. 
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令和３年度年次報告書（詳細版）
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氏名 所属機関・職名
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研究協力者＊ 牧田 泰介 三菱電機株式会社・研究員

研究要旨

住民がもっとも長い時間を過ごす住家屋内の放射線量は外部被ばく線量

の基礎線量となるため、家屋内の放射線量を算定することは重要である。屋

内の放射線量は、屋内の放射線源の影響が無視できる場合には、屋外の線量

に線量低減係数（Reduction Factor, RF）を乗じて算出される。原発事故後の

初期には木造日本家屋の RF の代表的な数値として 0.4 を用いることは適切

であることが確認されているが、除染や時間経過とともに屋外の空間線量率

が低減したときの RF の数値の変化は明らかにされていない。また、これま

での研究により、屋内でのダスト摂取、エアロゾル吸入による内部被ばく線

量は屋内表面汚染密度とおおよそ比例関係にあり、表面汚染密度は原発に近

い地域ほど高くなることがわかっている。このため、今後の大熊町などでの

避難指示の解除に向けて屋内汚染の変化について調べる必要がある。

 本研究では、これまでに調査した住家を中心に調査を行い、木造住家の線

量低減係数を再評価し、住家周りの空間線量率が 0.5 µSv/h を下回るときの

代表的な RF 値と代表的な範囲を住家周りの空間線量率ごとに求めた。また、

飯舘村、南相馬市小高区及び浪江町で、居住していない住家に比べて居住も
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しくはほぼ毎日帰ってきている住家で表面汚染密度の値が低くなっている

ことを明らかにした。

キーワード 住家内外、経時変化、空間線量率、線量低減係数（RF）、屋内表面汚染密度、

放射性セシウム（放射性 Cs）  
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I  研究目的 

福島県では避難指示区域の緩和及び解除が進んでいる。現在解除がされていないのは帰還困難

区域だけとなったが、令和 2 年（2020 年）3 月 14 日の常磐線全線再開にともない帰還困難区域内

の双葉駅、大野駅、夜ノ森駅の 3 駅とその周辺の避難指示が解除された。帰還困難区域内に認定

された特定復興再生拠点区域についても、大熊町と双葉町では令和 4 年の春の解除に向けて準備

が進められている。これにともない、帰還・居住する住民の増加が今後予想されるなか、より適

切に被ばく線量推定を行えるよう現状に即した情報が必要である。特に、住民がもっとも長い時

間を過ごす住家屋内の放射線量の評価及び住家屋周り（屋外）の放射線量の状況調査は重要であ

り、屋内空間線量推定のためには、屋外空間線量から屋内空間線量を算出する線量低減係数

（Reduction Factor, RF）の評価が必要不可欠となってくる。福島県では住宅総数の 76.2％及び一戸

建ての 97.3％が木造であることから 1)、とりわけ木造住家についての線量低減係数の値を求める

ことが有用である。

福島第一原子力発電所事故（以下、福島第一原発事故という。）が発生した平成 23 年当時木造

住家を含めて日本家屋についての線量低減係数値は存在しなかったため、国際原子力機関による

IAEA-TECDOC -225「核施設の放射線事故へのオフサイト対応プラニング」2)及び 1162「放射線緊

急事態の評価および対応のための一般的手順」3)に示される 1階および 2階建ての木造の家におけ

るしゃへい係数（線量低減係数）0.4 を適用して屋内の空間線量が推定された。この適用に関して

は、原発事故直後から行われたいくつかの実測により日本家屋についての線量低減係数値が評価

され、木造家屋で RF を代表値 0.4 として数値することは妥当であることが示された 4,5)。 

しかしながら、この値は原発事故によって沈着が生じた初期には適切であったものの、除染の

進行や時間経過とともに住家屋周りの空間線量率が低くなると線量低減係数値は大きく変化する

5)。IAEA はしゃへい係数（線量低減係数）値, 0.4 は事故直後の緊急時に適用されるものであると

しており、復興期における線量低減係数値を示してはいない。今後も一律に RF を 0.4 として屋内

線量を推定することは不適切であることは明らかであるが、いつまで 0.4 を使い続けることが妥

当であるのか、屋外の空間線量率が減少するとき線量低減係数値として何を使えば良いのかは明

らかにされていない。さらに、本事業で調査対象としている除染特別地域（国直轄地域）におい

ては、環境省の「除染関係ガイドライン」6)中の除染等の措置に係るガイドラインに従って、住家

周り（原則住家から 20m範囲）は 5cm の表土除去が行われて空間線量率が大きく低下した。しか

し、除染範囲以遠の屋外では空間線量率はこれより高い傾向がある。このように屋外の空間線量

率が除染範囲内と以遠とで異なるときに、どの空間線量値を屋外の値としてとるべきかなど線量

低減係数を用いて屋内の空間線量率を推定するにあたっては注意が必要である。

住家に関してもう一つの住民の大きな関心は屋内の汚染状況に関する情報である。住家内は除

染の対象とはなっていないため、元の住家に帰還・居住する住民にとって屋内（及び放置してき

た家財）の汚染状況に関する情報は有用なものとなる。平成 24~26 年度及び平成 28~30 年度の本

事業における主任研究者の研究調査により、福島第一原発事故発生時に放射性プルームの通過時

に住家の隙間などから屋内に入り込んだと考えられる放射性セシウム（放射性 Cs）が住家屋内に

残存していることが観察された。これらの放射性 Cs は室内（家財）や天井裏等の表面に付着して

残存していること、表面汚染密度の値は福島第一原子力発電所（福島第一原発）からの距離と反

比例関係にあり福島第一原発に近い地域ほど高くなる傾向があること 7)、ハウスダストに付着し

て遊離すること、手に付着したハウスダストからの経口摂取や掃除等により舞い上がったエアロ
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ゾルの吸入摂取による内部被ばく線量は屋内表面汚染密度にほぼ比例する、すなわち福島第一原

発に近い住家では高くなる 8-10) ことを明らかにしてきた。福島第一原発に近い大熊町や双葉町等

の特定復興再生拠点区域では、上述したように避難指示の解除に向けて準備が進められつつあり、

元からあった住家に帰還する住民もいることから、住家内の屋内残留放射能が時間経過によりど

う変化するのか、知見を集める必要がある。

そこで、本研究では平成24~26年度及び平成28~30年度に調査した住家の計おおよそ150戸につい

て5~8年経過後の再調査を行い、①線量低減係数をあらたに取得して除染や時間経過による変化を

解析。屋外に残留する放射性Csの屋内への寄与を構築したモデルと合わせて検討。②屋内残留放

射能（表面汚染密度）の変化傾向を解析。③外部・内部被ばく線量に影響を与える要因を総合的

に検討する、ことを3年の研究期間を通じた目的とした。 

研究実施にあたっては、本研究成果による線量低減係数を使うことにより、役場の担当者や相

談員・支援員が住家屋周り（屋外）の空間線量率から容易に屋内の空間線量率を推定することが

可能となることを目指した。また、大規模な原発事故後の屋内の汚染について実態の情報は国内

外ともできわめて少ない。屋内の汚染による被ばくは帰還・居住する住民にとって大きな懸念と

なっている。住民がもっとも長い時間を過ごす自宅住家内の汚染の状況を把握することは身近に

ある放射性物質からの外部・内部被ばくによるリスクを評価するうえできわめて重要であるとと

もに、屋内に残存する放射性物質を効果的に低減する具体的な方策を知ることは住民にとって生

活再建のための大きな関心事である。本研究の成果が、帰還を検討している住民及び自治体に資

する情報となることを念頭に置いて研究を遂行した。

II  研究方法 

1. 調査住家

本研究では、平成 24~26 年度に調査した 102戸及び平成 28~30 年度に調査した 61戸合計約 150
戸（重複住家を除いた戸数）のうち平成 31〜33 年度の研究期間で調査が可能な住家について再調

査を行い、住家内外での放射線・放射能を測定する。ただし、1回目の調査後に家屋解体措置がと

られた住家及び中間貯蔵施設用地区域内で再調査が不可能になった住家は対象から外し、再調査

ができなくなった住家数を補足する際はあらたな調査住家を増やすことも考慮することとして計

画した。飯舘村と南相馬市小高区では平成 24~26 年度及び平成 28~30 年度に調査した住家がかな

り残っていたためこれらを調査することができたが、浪江町では解体されたもしくは解体中、解

体予定の住家の割合がかなり高かったため、住家だけでなく住家と同等のサイズの集会所などの

木造の建屋も調査の対象とした。大熊町、双葉町、富岡町では帰還困難区域内の住家が多く、未

除染の住家がほとんどであった。

今年度（令和 3 年度）は浪江町 18戸延べ 20回（うち 4戸は住家と同サイズの集会所）、飯舘

村 2戸、大熊町 6戸延べ 8回、富岡町 9戸、双葉町 2戸の木造住家合計 37戸で延べ 41回の調査

を実施した。３年の研究期間で、飯舘村 42 戸、南相馬市小高区 33 戸、浪江町 36 戸、大熊町 10
戸、富岡町 9戸、双葉町 4戸の木造住家及び建屋合計 134戸について延べ 151回の調査を行った。

なお、放射性セシウム(Cs）の寄与がほとんど観察されない天然放射性核種からの γ 線スペクトル

を基準として得るために、山形県の鶴岡市、庄内町、西川町での建屋 5 戸での調査も実施した。

本研究期間で調査した旧・現避難指示区域内の木造住家及び建屋の所在位置を図 Ⅱ-1 に示す。こ

26



のうち、飯舘村 42 戸、南相馬市小高区 33 戸、浪江町の 29 戸、大熊町の 2 戸、富岡町 6 戸の計

112 戸の住家及び建屋は避難指示が解除された地域にあるが、浪江町の 7 戸及び大熊町 8 戸、富

岡町の 3戸、双葉町の 4戸の計 22戸の住家は避難指示がまだ解除されていない帰還困難区域内に

ある。

飯舘村、南相馬市小高区ではそれぞれ平成 29 年、平成 28 年に避難指示が解除され、住民の帰

還が進んでいる。飯舘村で調査した 42戸の住家のうち 32戸（うち 6戸で元の家を解体して建て

替え）で住民は帰還・居住もしくは毎日帰ってきて実質居住している。南相馬市小高区で調査し

た 33戸の住家のうち 22戸（うち 4戸で元の家を解体して建て替え）でも住民は帰還・居住もし

くは毎日帰ってきて実質居住していた。浪江町でも平成 29 年に避難指示が解除され、調査した住

家 26戸のうち住民は帰還・居住もしくは毎日帰ってきて実質居住していたのは 16戸であった。

（うち 8 戸は震災後に新しく建てられた町営住宅）また、帰還・居住されている住家のほとんど

全てで部分的になんらかの形でリフォームが行われていた。

なお、除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と 3回の測定が行われた住

家は飯舘村 21戸と南相馬市小高区 6戸の計 27戸であった。 

図 Ⅱ-1 本研究期間（3 年間）で調査した旧・現避難指示区域内の木造住家及び 
建屋の所在位置

2. 住家内外の空間線量率の測定

地表または床から 1m の地点で 1”φx1” NaIシンチレーションサーベイメータ(TCS-172,日立製作
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所)を用いて測定し、1cm 線量当量率, H*(10)（µSv/h）を取得した。測定は、平成 24~26 年度に調

査した際と同じ方法で実施した。住家外（住家周り、家屋や植木などから充分に離れ地面は土も

しくは砂利、開けた場所を選定）及び住家内（住民の許可を得られたすべての部屋及び廊下、も

しくは住民がよく使う部屋、居間、寝室、子供部屋などについて窓から離れた各部屋中心）にお

いて検出器の方向を東西南北に向けて各 3回行い、12回の数値の平均をとった。住家内及び周辺

では uncontaminated effect11)（住家の真下は湿性沈着がなく放射性物質の沈着がほとんどないこと

による屋内・屋外空間線量率の低減効果）があり、かつ、犬走りの影響で建屋に近接したところ

では数値は低くなる。このため原則として家建屋の外壁からある程度離れた場所で測定すること

とした。3 年間に測定した合計 1653箇所での計測における外壁からの距離の平均値は 587cm中央

値は 500cm であった。なお、時定数は屋外・屋内ともで原則として 30秒とし東西南北での数値に

大きな変動がない場合は 10 秒とした。住家周辺及び住家内での測定箇所の例を図 Ⅱ-2 に、住家

外での測定の様子を図 Ⅱ-3 に示す。 

なお、平成 24~26 年度の 1回目の調査時には見られたセメン瓦の住家について、当初の計画で

は、セメン瓦からの屋内空間線量への寄与について時間経過を調べる計画であったが、セメン瓦

自体が約 60 年前ごろに多く施工されたため経年あるいは地震で傷んでおり、かつ、セメン瓦への

放射性 Cs の浸透・吸着及びそこからの空間線量寄与について住民に広く周知されたこともあり、

平成 24~26 年度の調査時のセメン瓦の住家はすべて解体されていたため実施できなかった。なお、

3 年間の調査期間であらたに見つかったセメン瓦の住家は、南相馬市小高区の住家 1 戸及び浪江

町の町営住宅 2戸であるが、後者は解体処理直前であった。 

3. 住家内外の γ 線スペクトルの測定

2.と同じ要領で住家内外で 3”φx3” NaIγ 線用スペクトロメータ（1 年目 7 月まで JSM-112、日立

製作所（株）、1 年目 10 月から EMF-211、EMFジャパン（株））を用いて γ 線スペクトルを測定し

た。測定箇所数は屋外・屋内それぞれで 1〜2箇所とし、900秒間測定して γ 線波高分布を取得し

た。スペクトル取得のつど事前に 40K の γ 線ピークによるキャリブレーションを行った。スペク

トルの測定箇所では同時に 1”φx1” NaIシンチレーションサーベイメータによる空間線量率の測定

も行った。住家外及び住家内での測定例を図 Ⅱ-4 に示す。

��

��

図 Ⅱ-2 住家周辺及び住家内での測定箇所の例 図 Ⅱ-3 住家外での測定の様子 
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γ 線波高分布からエネルギー・スペクトルを取得し、アンフォールディングコードで得たフラッ

クスデータを解析した。22x22応答行列法 12)もしくは 49x49応答行列法 13)により、波高分布をア

ンフォールディングして入射 γ 線のエネルギー・スペクトルを取得した。自然環境 γ 線の 40K, 214Bi

（238U の娘核種）、208Tl（232Th の娘核種）の γ 線ピークを利用して K、U、Th濃度を決定し、Beck

et al14)の換算係数により線量を評価した。全体の線量から自然環境 γ 線寄与分を差し引き、放射性

セシウム（134Cs と 137Cs）からの寄与分とした。

さらに、上述の 3”φx3”NaIγ 線用スペクトロメータにより取得した γ 線スペクトルに 600×600行

列の応答関数を使用した逐次近似法（以下、600×600逐次近似法と呼ぶ。）によるアンフォールデ

ィングを別途行い、放射性 Cs からの空間線量率を評価することにより天然放射性核種からの寄与

分と弁別し、応答行列法による解析結果と比較検討するとともに不確かさを評価した。なお、こ

れまで本研究において用いてきた 22x22行の応答行列法を、比較のためこれ以降 22×22逐次近似

法と呼ぶ。600×600逐次近似法と 22×22逐次近似法の対比表を表 Ⅱ-1 に示す。22×22逐次近似法

は得られた全線量率から天然放射性核種の寄与線量を推定することを目的としており、天然放射

性核種に対応した不等幅（ビン）の応答関数を採用している。そのため、人工放射性核種による

線量率への影響、定量化に課題があった。一方、600×600逐次近似法では様々な核種の分析に対応

するため高エネルギー分解能の等幅応答関数を採用した。図 Ⅱ-5 に 600×600逐次近似法によるア

ンフォールディングの概念図を、図 Ⅱ-6 に(a)600×600逐次近似法、(b)22×22逐次近似法（応答行

列法）によるアンフォールディングで復元した信号例を示す。600×600 逐次近似法では γ 線フル

エンス率を高いエネルギー分解能で定量可能であるため、人工放射性核種も含め線量率に占める

核種起源を明確に把握することができる特長がある。

また、アンフォールディング法を用いることで検出器に入射する γ 線のエネルギー・スペクト

ルを求めることができるため、自然放射線や人工放射線の直接線および散乱成分について、γ 線の

フルエンス率から特定のエネルギー領域の γ 線による線量率を算出できる。そこで、人工核種の

影響が無視できる環境（山形県内数カ所で測定）で測定した環境 γ 線スペクトルを基準として、

自然放射線の直接線起因の線量率に対する散乱成分起因の線量率の比率から、人工核種の散乱に

よる影響を評価する手法の検討を行った。

図 Ⅱ-4 住家外（左図）及び住家内（右図）での γ 線スペクトル測定 
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表 Ⅱ-1 600×600 逐次近似法と 22×22 逐次近似法の違い 

600×600 逐次近似法  22×22 逐次近似法 

（応答行列法）12) 

応答関数サイズ 600 x 600 22 x 22 

計算モデル 3”φx3”NaI 検出器への側面照射 

（90°方向並行ビーム照射） 

3”φx3”NaI への等方照射 

エネルギー範囲 0 keV～3 MeV 0 keV～3 MeV 

エネルギー分析幅 5 keV 不等幅

利点 人工放射性核種直接成分の

線量率を定量可能

天然放射性核種の線量率を

高精度に算出

図 Ⅱ-5 600×600 逐次近似法によるアンフォールディングの概念図 
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(a) 600×600逐次近似法

(b) 22×22逐次近似法（応答行列法）12)

図 Ⅱ-6  (a)600×600逐次近似法、(b)22×22逐次近似法（応答行列法）によるアンフォールディン

グで復元した信号例

4. ガンマプロッターを用いた広域での空間線量率の分布測定

家屋周辺の広域での空間線量率分布の特徴を明らかにするため、連続測定が可能なガンマプロ

ッターH及びFを用いた測定を原研研究協力者が行った（図 Ⅱ-7参照）。ガンマプロッターに搭

載されたGPSより、空間線量率と同時に位置の測定が行われた。ガンマプロッターHは衛星より

GPS情報を取得するため、天空への開口部が確保可能な比較的開けた場所のみでの測定に限定さ

れたが、ガンマプロッターFは、ジャイロセンサーを有するため、屋内や森林内等、天空への開

口部の無い場所での連続測定も可能である。また、福島の郊外の住宅では、家屋の北面に山林が

位置していることがしばしば見られたが、このようなケースにおいても、ガンマプロッターFを

用いることで、山林内も含めて広く家屋周囲の空間線量率の連続測定を行うことができた。な

お、TCS-172サーベイメータによる空間線量率の測定も同時に行った。本項で実施した測定の概

要を表 Ⅱ-2に記す（ガンマプロッターについてはHタイプのみ記載、自己位置同定機能以外は大
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きな違いはない）。

図 Ⅱ-7 ガンマプロッタ-Hでの測定の様子 

表 Ⅱ-2 本項で実施した測定の概要 

測定機器 TCS-172 ガンマプロッターH 

検出器種類
φ25.4×25.4mm、 

NaI(Tl)シンチレーション 

0φ×40mm、 

プラスチックシンチレータ

測定項目 空間線量率(μSv/h) 空間線量率(μSv/h) 

測定方法

(測定間隔) 

4方向、BG30秒後、 

各 10秒 
3秒 

測定高さ
床・地上 10cm、 

床・地上 100cm 

地上 5cm、 

地上 100cm 

新型コロナウイルス感染症拡大のため原研研究協力者による調査を実施できたのは初年度の限

られた期間及び限られた住家のみとなったが、これらの測定した箇所から、本研究の解析のため

に選定した地点を表 Ⅱ-3 にまとめ、選定地点の除染状況、環境面・地形の特徴を書き加えた。こ

こで、ID-I は飯舘村での地点を、ID-N は浪江町での地点を表す。地点 ID-N-6 を除いて、ID-N で

は全て家屋周りにおいて除染が実施されていた。なお、地点 ID-I-25 のみが市街地にあり、家屋中

心から半径 50m範囲内に対する舗装面の相対的な割合が 86.3％で、非舗装面より多く分布してい

る。その他の地点については、田んぼや森林が周囲に位置しており、非舗装面が多く、その相対

的な面積割合は、77.4％～85.0％である。後者の住宅環境は、福島県の郊外型としては、標準的で

あり、農業に従事しつつ生計を立てる住民の生活状況を反映している。

図 Ⅱ-8 には、各調査対象家屋周囲の状況を空間線量率の分布と共に示す。選定地点の家屋は、

すべて木造住宅（2階建て）である。選定基準としては、家屋周りが複数な環境面を有する（例、

田んぼと森林等）、家屋中心から半径 50m の範囲内（図 Ⅱ-8 の緑色の円）に全方位で測定が可能

であり、10ｍ×10ｍ測定メッシュの数が 50 個を超える場所を解析対象地点として、十分な情報が

あると判断し選定した。なお、地点 ID-I-25 の場合は、上記の選定基準を満たしていないが、環境

面の特徴として、市街地である測定地点が他にないため、参考として加えた。
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表 Ⅱ-3各選定地点における除染状況・環境面の特徴・非舗装面・舗装面の割合 

ID-I は飯舘村での地点を、ID-N は浪江町での地点を表す。 
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図 Ⅱ-8 各調査対象家屋周囲の状況と測定空間線量率の分布 

（地上 100㎝空間線量率の 10ｍ×10ｍメッシュの平均値：ガンマプロッターの測定値の平均） 

5. 放射線モンテカルロ輸送シミュレーションによる線量低減係数と除染の効果

線量低減係数の経時変化傾向の原因を明らかにするため、福島県内の典型的な家屋のシミュレ

ーションモデルを作成し（コード:3D-ADRESを利用）、放射線モンテカルロ輸送シミュレーショ

ン（コード：PHITSを利用）を行った。一般にシミュレーションでは、モデルの構築と共に、原

因として考えられる仮説を策定し、仮説を適用したシミュレーションと観測結果との比較を行う

ことで、仮説の妥当性を検証する。令和2年度は、家屋周囲で行われた除染や人間活動に起因す

る表層土壌の擾乱に伴うCs除去（一定の深さを有する表層にて一様に除去と仮定）が、観測され

た線量低減係数の経時変化傾向の原因となっているとの仮説を立て、その実証を目的として、Cs

の除去率（DF）をパラメータとし、その線量低減係数依存性を調べた。具体的には、先ず、福
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島県内の典型的な家屋モデルを作成し、家屋周囲のCsの除去率（DF）毎に、家屋内外の空間線

量率分布を求め、線量低減係数に対するCs除去の効果を推定し評価した。令和3年度は、令和2年

度において実施された評価結果に対し、複数の異なるタイプの家屋モデルを適用し、線量低減係

数の変化傾向に対する家屋モデル依存性を求めた他、家屋の周囲の環境面もモデルとして構築

し、その環境による線量低減係数の変化傾向に与えるモデルの依存性を調べることで、線量低減

係数の経時変化傾向の原因仮説の妥当性を議論した。

（1）シミュレーションモデルの構築

① 土壌中の天然放射性核種濃度の設定

家屋内外の空間線量率の正確な評価を行うため、図 Ⅱ-9のように天然放射性核種15)を設定した。

天然放射性核種（カリウムK、トリウムTh,ウランU）からの寄与については、家屋外の除染が進み、

空間線量率が大きく減じた際に、無視できない寄与となることが指摘されており、その効果を取

り込んだ計算を行った。一方、様々な土地利用を考慮したケースでは、土地利用毎に異なる天然

放射性核種の分布を考慮する必要があるが、シミュレーションでは、それらの効果は含めない。

図 Ⅱ-9 天然放射性核種による線量率寄与を取り込むための設定画面（3D-ADRES画面） 

② 計算対象とする家屋モデルの構築

古田ら 16)のモデルを参考に計算対象とする家屋モデルを作成した。古田らは、福島県内の住宅

を網羅的に調査し、複数の市街地型と郊外型の住宅モデルで凡そ分類できるとし、複数の代表的

な住宅モデルを作成した。さらに、その住宅モデルを平坦且つ一様な土地に設置し、空間線量率

の分布と家屋による線量率低減効果を放射線輸送モンテカルロシミュレーション（PHITS）を用い

て調べている。

本事業では、その報告を参考に、古田らが用いた郊外型１と同等の家屋モデル 16)を採用し、図 

Ⅱ-10 に示すように一様な周辺環境を含めたモデルを同様に作成し、空間線量率の分布を計算した。

これにより、家屋周囲の Cs 除去率による線量低減効果を調べた。郊外型 I の家屋モデルは、比較

的宅地面積の広い飯館村の住宅(本事業で主たる調査対象となる)を代表するものと考え採用した。

なお、3D-ADRES では、家屋屋根の野地板等は現状、取り扱えないため、本報告では考慮しない

（脚注1）。 

1 Ⅳ考察 2. 経時変化に応じた適切な線量低減係数 3) 線量低減係数のばらつきとその原因 に

おいて記述したように、瓦と野地板の間の堆積物からの放射線が屋内の空間線量率を上げている

例が複数見つかっている。この効果は無視できるものではないため、今後家屋モデルの改良が必

要である。
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図 Ⅱ-10 計算対象とする家屋モデルと作成した土地の格子(3D-ADRESでのモデル作成の様子) 

③ 周辺環境及び線源の設定

図 Ⅱ-10において作成した住宅モデルを、図 Ⅱ-11に示すように家屋周りの環境を全て土壌とし

た上、平坦な地形上に配置させた。また、現実の条件を反映した天然放射性核種及びCs線源の設

定を行うため、図 Ⅱ-12に示すようにCs線源とボイド（家屋と地面の接地面にCs由来のγ線を遮

断する板状体）を設置した。天然放射性核種は、家屋の直下も含め一様に分布させる一方、Cs線
源は、表層土壌にのみ一様に分布させるため、家屋と土壌の接面にボイドを置き、直下のCs線源

由来の放射線は完全に遮断されるものとした。これにより、天然放射性核種とCs線源の空間線量

率への影響は、室内外において全く異なるものとなり、Cs線源については、家屋直下には存在し

ないとする状況（uncontaminated effect11) ）が反映される。 

図 Ⅱ-11 家屋の周りに平坦且つ一様な土壌が拡がるモデル 

（3D-ADRESでは右上の異なる環境を任意に設定可能だが、本事業では一様土壌を仮定） 
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図 Ⅱ-12 天然放射性核種及びCs線源の設定 

（2）Cs除去影響評価のためのモデル

① 除染等のモデル

地中にCs線源の浸透を考慮し、除染等による除去は表層土壌から第一土層（0-5cm）までと

し、線源を除去した計算を行い、線量低減係数に対するCs除去の効果を評価した。除去の範囲と

しては、家屋中心から10ｍ単位で設定可能とし、それらの中心からの距離による効果も比較評価

可能だが、問題を単純化するため、本事業では0-30ｍの範囲でのCs除染の効果について報告す

る。

② 除去領域の設定及び線量低減係数の除去率（DF）依存性の計算方法

地表面下5cmの部分を除染領域と仮定する。線源の除染前の放射能の分布量は、Cs-134：5.7

[Bq/cc]、Cs-137:18.8 [Bq/cc]とする他、中心から0-30ｍの領域でのみ、表面下5㎝の除去を行う設

定とする。なお、除去領域の水分量は0とし、土壌の密度は1.6[g/cc]とした。3D-ADRESでは、こ

の値を局所的に変更することも可能であり、空間線量率の土壌水分依存性を取得することもでき

る。上述の通り、家屋中心から30ｍはひとまとめとして一律除去を行う。さらに、家屋線量低減

係数の除去ケース毎の依存性を調べるため、図 Ⅱ-13に示すように、領域を中心から30ｍ以内と

以遠の部分に分け、計算の和則が成り立つことを利用して、線源分布をパターン分けして計算を

分割して行う。先ず、パターン（I）として、地表面5cm内にCs線源を設定する（範囲は中心から

30ｍまで）。パターン（II）は、同様に地表面5cm内にのみCs線源を設定する。範囲は30ｍ以遠

とし、一様であるとする。またパターン（III）では、地表面下5-10cm内に一様なCs線源を設置す

る。なお、パターン（I）については、0-30ｍの0-5cmの部分のみの除去率（DF）を設定し、DF

を0-1の範囲で変化させ、除去率（DF）依存性を調べる。以上、除去率（DF）に応じ、パターン

（I,II,III）の寄与を、除去率（DF）を用いて各空間線量率を合算することで、空間線量率の分布

を比較評価することが可能となる。図 Ⅱ-14 に天然放射性核種、Cs線源の設置、除染範囲及び評

価点位置との関係を示す。屋内における空間線量率の評価点は、メッシュの中心部（家屋の中心
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部）とした（評価点0とする）。家屋外の評価点（評価点1-6とする）は、家屋の壁から約5ｍの

距離に6点設置した。以上により、除去率（DF）を変えて、線源パターン毎の計算を行い、それ

らを基に総和計算を実施した。

図 Ⅱ-13 3パターン（Ⅰ,II,III）の合算による評価点での空間線量率の除去率（DF）依存性の 

計算法

図 Ⅱ-14 天然放射性核種、Cs線源の設置、除染範囲及び評価点（評価点0、評価点1-6） 

位置との関係

6. 屋内残留汚染の測定と表面汚染密度の評価

調査住家ごとに、住民の許可を得られたすべての部屋で木の家具や建具などの平面に沈着し

ている放射性物質（ダストに付着）を乾式スミア（拭き取り）法によりサンプリングした。スミ

アサンプリング箇所の例・模式図を図 Ⅱ-15 示す。部屋の大きさに応じて 1 部屋あたり 1〜6箇

所について、主に木の表面を JIS Z 4504（2008） に準じ 10cm角（100㎠）の表面を同じ強さで
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均一にこすり、ほぼ一様に汚染が付着するようにして試料を採取した。試料は飯舘村 42戸で

1503、南相馬市小高区 33戸で 1339、浪江町 36戸で 1004、大熊町 10戸で 698、富岡町 9戸で

412、双葉町 4戸で 140 の計 134戸で計 5096 を採取した。試料はプラスチックシンチレーション

検出器（JDC-5300、日立製作所）で 134Cs、137Cs からの β 線を 10 分間測定した。 

スミアした（ふき取った）表面の単位面積あたりの β 線放出核種の遊離性表面汚染の放射能（表

面汚染密度） Asr（Bq/cm2）を式（1）により求めた 17）。 

Asr =（n−nb）/（60・εi・F・S・εs）    (1) 

ここで、n は測定された全計数率（min−1）、nb はバックグラウンド計数率（min−1）、εi は β 線に対

する機器効率、F は拭き取り効率、S はふき取り面積(cm2)、εs は 放射性表面汚染の線源効率を表

す。スミアした一部のサンプルを高純度ゲルマニウム半導体検出器（EGPC 50-195-R、Eurisys

社）で測定して放射能を評価しプラスチックシンチレーション検出器の測定値との相関関数を作

成して放射能の値付けを行った。相関関係を図 Ⅱ-16 に示す。これにより補正係数 (εi x εs)を 0.18

と評価した。拭き取り効率は繰り返し拭き取り法によって平成 26〜27 年に実測で評価した 0.757)

を用いた。拭き取りは同一人物がおこなっている。年数経過による拭き取り効率の変化につい

て、令和 2〜3 年に繰り返し拭き取り法によって再評価を行った結果、大きな変化はないことを

確認した。

検出限界値は式(2) により求めた。 

Nd＝3/2・｛3/Ts +［（3/Ts）2 + 4×nb×（1/Ts+1/Tb）］1/2｝ (2) 

ここで、Ｎｄは検出限界計数率（cpm）、nb はバックグラウンド計数率  （cpm）、Ts は試料測

定時間  （min）、Tb はバックグラウンド測定時間 （min）を表す。Ts 、Tb はともに 10min であ

る。

図 Ⅱ-15 スミアサンプリング箇所の例・模式図
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図 Ⅱ-16 ゲルマニウム半導体検出器で測定した放射能,Bq と 

プラスチックシンチレーション検出器の測定値, cps との相関 

7. 今回の研究方法と前 2回の研究方法との相違点

1. 調査住家：木造住家を調査しており、前 2回と相違点はない。ただし、解体されて調査が継

続できなくなった住家については、替わりにあらたに同じ地域の別の住家もしくは建屋で調査を

行った。飯舘村と南相馬市小高区では木造住家がかなり残っているためこれらを調査することが

できたが、浪江町では解体されたもしくは解体中、解体予定の住家の割合がかなり高かったため、

住家だけでなく住家と同等のサイズの集会所などの木造の建屋も調査の対象とした。

2. 住家内外の空間線量率の測定：前 2回と同じ方法で実施した。今回の調査においてより詳細

なデータを得るため、住家 1戸あたりの測定点数を増やした。 

屋内外の空間線量率分布をシミュレーション（コード：3D-ADRES）より明らかにするため、リ

モートセンシング技術（人工衛星・航空機・地上でのレーザースキャンや撮影等の情報）により、

地形や住宅構造物の情報を取得した。シミュレーションに必要な家屋内外の情報（家屋内外の空

間線量率分布の他、地形や土地利用情報及び家屋の詳細情報）の取得をあらたに試みた。

3. 住家内外の γ 線スペクトルの測定：本研究の 1 年目（平成 31 年）7 月まで前 2回で使用した

3”φx3” NaI γ 線用スペクトロメータ JSM-112、日立製作所（株）を使用した。測定機器の故障のた

め 1 年目 10 月からは同じ 3”φx3” NaI γ 線用スペクトロメータではあるが異なる機種（EMF-211、

EMFジャパン（株））を使用した。 

4. 住家内外の γ 線スペクトルの評価：天然放射性核種からの線量の推定は前 2回と同じく 22x22

逐次近似法もしくは 49x49逐次近似法で行った。さらに今回は、あらたに in-situ測定にフィット

する応答関数を用いた 600×600逐次近似法の適用を行い、人工放射性核種(放射性 Cs)からの寄与

線量を評価することで天然放射性核種からの寄与分を弁別し、それぞれの空間線量率を評価する

とともに不確かさを評価した。

5. 屋内残留汚染の測定と表面汚染密度の評価：前 2回と相違点はない。

6. シミュレーションのための住家周辺及び屋内の連続モニタリングについて：今回新規に加

わった項目。
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（倫理面への配慮）

本研究では、個人の住家内の測定を行うため、その結果には個人情報が含まれる。調査にあた

っては、本研究科における「ヒトを対象とする研究に関する倫理審査」の承認をすでに受けてお

り、調査の方法は承認を受けた以下の手順による。

 説明会もしくは書面の通知により「調査の目的と方法の説明および調査へのご協力のお願い」

を書面により説明し、同意を書面で得る。住民が避難している場合は住民への説明は自治体を通

して行う。得られた結果について、被験者に対し線量結果のお知らせを通知する。

 さらに、個人の人権への対策として、研究実施に際しては、人間の尊厳を尊重するとともに、

個人の人権の保障が科学的又は社会的利益に対して優先することを基本とし、個人情報の保護の

徹底をはかる。

そのための具体的な配慮を以下に示す。

○被験者は本人の自由意思で実験への同意、非同意を決定することができる。

○被験者はいつでも本人の自由意思で実験の中止を決定できる。

○実験者は、被験者の人権を尊重し、実験終了後も結果の利用等において、被験者のプライバシ

ーの保護を優先する。

○個人情報は実施責任者が厳格に管理及び取扱うこととし、研究目的以外には用いない。

○個人情報利用の際は、個人の特定に至ることはないように配慮する。

なお、あらたに個人の住家内の測定に用いることとなったガンマプロッターH,F 及び３D レー

ザースキャンによる情報取得についても本研究科における「ヒトを対象とする研究に関する倫理

審査」に研究実施計画書の変更を申請し、承認を受けた。（令和 2 年 2 月 18 日承認、受付番号 11-

04） 

III  研究結果 

1. 住家内外の空間線量の低下率の変化

平成 24~26 年度に 1回目の調査を行った際の除染前の空間線量率は 1戸あたりの平均値は屋

外で 0.25〜4.42 µSv/h、屋内で 0.14〜1.88 µSv/h であった。今回は屋外で 0.07〜0.54 µSv/h、屋内

で 0.05〜0.39 µSv/h と大きく低下していた。除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研

究での調査における住家内外の空間線量の低下率の変化について検討した。

空間線量低下率, Reduction rate （RR）を以下のように定義した。 
Reduction rate, RR (%) = !"#!$

!"#!%&
	∙#$$                (3) 

H1:除染前の空間線量率、H2:除染後もしくは 2019・2020 年の空間線量率、減衰補正あり 

HBG: 自然放射線による空間線量率 0.04 µSv/h （37.6 ± 7.6 nGy/h, 平成 24~26 年度事業での飯

舘村、南相馬市小高区住家の自然放射線による空間線量率の評価値 4)を使用） 

除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と 3回の測定が行われた住家は飯

舘村 21戸と南相馬市小高区 6戸の計 27戸であった。これらの住家について(3)式を用いて除染前

〜除染直後での空間線量低下率、除染前〜除染から 5〜8 年経過後での空間線量低下率を求めた。
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屋外・屋内それぞれの空間線量低下率について箱ひげ図を図 Ⅲ-1 に示す。除染前〜除染直後にお

ける空間線量率低下率(%)の中央値及び四分位範囲（中央の値 50％が含まれる範囲）Q1-Q3 はそ

れぞれ屋外:Aoutdoor で 54.6 (45.7-62.5)、屋内:Aindoorで 42.8(33.6-49.7)であり、同じく除染前〜除染か

ら 5〜8 年経過後における空間線量低下率(%)の中央値及び四分位範囲は屋外:Boutdoor で 50.7 (44.4-

61.9)、屋内:Bindoorで 51.9 (37.2-65.8)であった。除染直後における屋外, Aoutdoor で空間線量低下率が

もっとも大きく、除染直後における屋内, Aindoorでもっとも小さい。しかし、除染から 5〜8 年経過

した時点では屋外・屋内, Boutdoor, Bindoorともで中央値はほぼ 50％になるという傾向を示していた。 

図 Ⅲ-1 除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と３回の測定が 
行われた住家（n=27）についての空間線量低下率（屋外・屋内） 

2. 線量低減係数の評価と経時変化

線量低減係数(RF)や遮へい係数（shielding factor, SF）は従来下記の式(4)5)により定義されて

きた。分子、分母の双方とも自然放射線による寄与を含んだ値である。

RF = H*(10)in / H*(10)out                 (4) 
ここで、RF は線量低減係数、H*(10)in 、H*(10)out はそれぞれ屋内、屋外の 1cm 線量当量

率を表す。

除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査における線量低減係数の変化を、

前項と同じく除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と 3回の測定が行わ

れた飯舘村 21戸と南相馬市小高区 6戸の計 27戸の住家を対象に検討した。 

除染前(n=89) 、除染直後(n=84)、及び除染から 5〜8 年後 (n=213) それぞれの線量低減係数の

頻度分布を図 Ⅲ-2(a),(b),(c)に、同じく箱ひげ図を図 Ⅲ-3 に示す。中央値及び四分位範囲,Q1-Q3

はそれぞれ 0.42（0.36-0.52）、0.56（0.47-0.68）、0.50（0.41-0.61）と評価された。除染から 5〜8

年後の今回の測定では、住家 1戸あたりの測定点数を増やしたため n 数が多くなっている。除染
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により大きく線量低減係数は変化して線量低減係数が大きくなっていた。除染から 5〜8 年後は線

量低減係数の値は若干下がる傾向があるものの除染前の数値より大きい。

  (a) 

(b) 

(c) 

図 Ⅲ-2 除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と３回の測定が 

行われた住家（n=27）についての線量低減係数（a）除染前、(b)除染直後、 

(c)除染から 5〜8 年後
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図 Ⅲ-3 除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査と３回の測定が 

行われた住家（n=27）についての線量低減係数

図 Ⅲ-4 に、除染前（■）及び除染から 5〜8 年経過した本研究での調査（●）における線量低

減係数をそれぞれの住家周りの空間線量率に対してプロットして示す。住家周りの空間線量率

が 0.5 µSv/h あたりまでは線量低減係数は 0.4 の周辺に分散しているが、住家周りの空間線量率

が低くなるにつれて大きくなる傾向が観察される。

図 Ⅲ-4 線量低減係数と屋外（住家周り）の屋外空間線量との関係 

3. 住家内外で取得した γ 線スペクトルの解析と評価

飯舘村、南相馬市小高区、浪江町、大熊町、双葉町、富岡町の計 120戸の屋外・屋内で測定し
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た γ 線スペクトル（n=456）を 49x49逐次近似法 13)により、波高分布をアンフォールディングして

入射 γ 線のエネルギー・スペクトルを取得した。40K, 214Bi（238U の娘核種）、208Tl（232Th の娘核種）

のピークを利用して K、U、Th濃度を決定し、自然環境 γ 線による線量を評価した。 

これらのうち飯舘村、南相馬市小高区での計 67 戸での評価値（n=67）を除染前（平成 24~26

年度事業で実施、飯舘村と南相馬市小高区 69戸での測定による、n=347）及び除染直後（平成 28~30

年度事業で実施、飯舘村と南相馬市小高区 37戸での測定による、n=33）の評価値と比較した結果

を表 Ⅲ-1 に示す。屋外・屋内ともに除染前後及び除染から 5〜8 年後の間で変化は観察されない。

なお、この地域の屋外については福島第一原発事故以前の先行研究において取得されており (30 - 

40 nGy/h) 18)、これと一致していた。これらの屋外−屋内の値についてそれぞれプロットした結果を

図 Ⅲ-5 に示す。この図において、それぞれのマークは（■：平成 24~26 年度事業で測定）、除染直

後（▲：平成 28~30 年度事業で測定）、除染から 5〜8 年後（◆：本事業で測定）を表す。屋内/屋

外比は約 0.9（それぞれ 0.86,0.87,0.85）とほぼ同じ値を示していた。この結果は、福島第一原発事

故由来の放射性 Cs の寄与が無視できるほど小さくなったときに飯舘村と南相馬市小高区の住家

での屋内/屋外比は 0.9 付近の値になることを意味している。なお、本事業で測定した飯舘村、南

相馬市小高区、浪江町、大熊町、双葉町、富岡町の計 120戸について同様に屋内/屋外比をプロッ

トしたところ 0.82 と評価され、飯舘村、南相馬市小高区での値よりやや低めの値となった。この

120戸には浪江町、大熊町、双葉町、富岡町での住家が多く含まれてり、同じ木造住家ではあるが

地域的な差が関係している可能性も考えられる。

表 Ⅲ-1 自然環境 γ 線による線量の評価 除染前、除染直後及び除染から 5〜8 年後 

（飯舘村、南相馬市小高区での住家）

測定時期 屋外 屋内
除染前 0.04± 0.008 0.03± 0.008

除染直後 0.04 ± 0.007 0.04 ± 0.006
   除染から     

5〜8年後 0.04 ± 0.008 0.03 ± 0.007
平均±1σ 単位:μGy/h
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図 Ⅲ-5 自然環境 γ 線線量の屋内/屋外比 飯舘村、南相馬市小高区の住家における除染前（■：

平成 24~26 年度事業で測定）、除染直後（▲：平成 28~30 年度事業で測定）、除染か

ら 5〜8 年後（◆：本事業で測定）に評価した値。 

次に、全体の線量から自然環境 γ 線寄与分線量を差し引き、放射性 Cs（134Cs と 137Cs）から

の寄与分を評価した。飯舘村、南相馬市小高区の住家における除染前と除染から 5〜8 年後に評

価したそれぞれの寄与分を図 Ⅲ-6 に示す。自然環境 γ 線の寄与はほぼ同じである一方、放射性

Cs からの寄与は大きく低減していることが観察される。なお、実際に住民が被ばくする線量評

価の観点からいずれの値についても物理学的減衰補正は行っていない。

図 Ⅲ-6 自然環境 γ 線からの寄与線量ごとにプロットした放射性 Cs からの寄与線量 

飯舘村、南相馬市小高区の住家における除染前（●）と除染から 5〜8 年後（■）に

評価した値。
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さらに、22x22 逐次近似法 12)により、波高分布をアンフォールディングして入射 γ 線のエネ

ルギー・スペクトルを取得し、0.4～0.9 MeV の散乱線を直線で近似して散乱線成分(S)とした。

全体から散乱線成分を差し引いた残差を直接線成分(U)とすることにより両者を分別し、それぞ

れの線量率（µGy/h）を評価し、S/U の比を取得した。屋外と屋内それぞれ除染前と除染直後に

ついての変化を図 Ⅲ-7 に示す。除染の前後での S/U 比の増加は屋外のほうが屋内より大きい

ことが観察される。

図 Ⅲ- 7 散乱線成分(S)と直接線成分（U）の比（S/U）、屋外と屋内それぞれ除染前と 

除染直後の変化

4. γ 線スペクトルへの 600×600逐次近似法の適用

3”φx3” NaIγ 線用スペクトロメータ（EMF-211）を使用して測定した各測定ポイントの γ 線ス

ペクトルに対して 600×600 逐次近似法を適用し、周辺線量当量率と人工放射性核種の線量寄与率

を算出した。この結果を 22×22 逐次近似法にて算出された周辺線量当量率および人工放射性核種

の線量寄与率と比較した。周辺線量当量率について、EMF-211 では 22×22逐次近似法を使用した

演算が行われ、周辺線量当量率と天然放射性核種由来および人工放射性核種由来の線量率が出力

されており、22×22逐次近似法からの値として EMF-211 の出力値を使用した。600×600逐次近似

法による周辺線量当量率は、図 Ⅱ-6 (a)600×600逐次近似法によるアンフォールディングで復元し

た信号例で示したような全エネルギー範囲の γ 線フルエンス率に対し ICRP Publication74 掲載の

換算係数 19)を重畳することで算出した。周辺線量当量率の比較についての結果を図 Ⅲ- 8に示す。

両手法により算出した周辺線量当量率は数%の誤差内で一致することが確認された。  
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図 Ⅲ- 8  600×600逐次近似法および 22×22逐次近似法による周辺線量当量率の比較 

次に、人工放射性核種の線量寄与率について、600×600 逐次近似法による人工放射性核種の線

量寄与率は、図 Ⅱ-6 (a)に示すような人工放射性核種 γ 線フルエンス率に対して in-situ測定の線量

率換算係数 20)を掛けて足し合わせ、周辺線量当量率で割ることで算出した。なお、人工放射性核

種は測定スペクトル中で明確なピークが確認された 134Cs と 137Cs に限定した。以下に、両手法の

人工放射性核種線量率の導出方法を簡潔に示す。 

600×600逐次近似法： 

人工放射性核種線量率 = 人工放射性核種（134Cs, 137Cs）由来のうち直接成分の線量率 (5) 

22×22逐次近似法： 
人工放射性核種線量率 = 全線量率 –天然放射性核種由来（40K, 214Bi, 208Tl）の線量率   (6) 

図 Ⅲ- 9に 600×600逐次近似法より評価した周辺線量当量率と 600×600逐次近似法及び 22×22

逐次近似法による人工放射性核種の線量寄与率の相関を示す。両手法とも人工放射性核種の線量

寄与率は周辺線量当量率に対して正の相関をもつが、全体的に 600×600 逐次近似法で低い値を示

した。この原因として、22×22逐次近似法の人工放射性核種線量率には散乱成分および 40K、214Bi、
208Tl以外の天然放射性核種由来成分が混在しており過大評価されていることが考えられる。 
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図 Ⅲ- 9 周辺線量当量率（600×600逐次近似法より）と 600×600逐次近似法及び 22×22逐次近似

法による人工放射性核種の線量寄与率の相関

5. ガンマプロッターによる屋外の空間線量率の測定結果及びこれを用いて広域で評価した線

量低減係数

図 Ⅱ-8に示した家屋周囲の空間線量率分布（ガンマプロッターを利用し、地上100㎝の高さ

で連続的に空間線量率を取得）、地点毎の沈着量や除染状況等からの影響を受け、互いに異なる

複雑な分布を示している。また、家屋中心からの距離と空間線量率平均値の関係をプロットした

3例（ID_I_12,7, ID_N_6）の結果を図 Ⅲ-10に示す。どの地点においても共通して家屋周囲が相

対的に低い線量率を示していることである。佐藤ら21)によると、屋外の空間線量率において、0-

20ｍ間のそれは低く、その後、上昇する傾向があると報告しているが、それと近い傾向が観察さ

れた。これは、飯舘村では家屋周囲は、原則として家屋から20m周囲は地表5cmを剥いで客土す

るなどの除染が行われたことによる。また、家屋中心から半径約20m前後をはじめ家屋周囲に

は、道路等の舗装面の割合が相対的に多く、舗装面は非舗装面とは異なり、放射線源が迅速に減

衰する傾向を有する22,23)ことも影響すると考えられる。この3例だけでなく屋外の空間線量率に

おいて、0-20ｍ間のそれは低く、その後、上昇する傾向は、他の家屋でもおおよそ成立する。 

さらに、地点毎の違いに着目すると、以下が観察された。家屋の裏手に、少し傾斜のある山林

があるID-I-11は、裏手が相対的に高い。家屋周りの多くが傾斜を有する山林に囲まれたID-I-12の

場合も、家屋の裏手が相対的に高い線量率を示す。一方、周囲の環境が市街地のID-I-25の場合

は、測定データは限定されているものの、環境面の被覆状況は殆ど舗装面であり、線量率は低

く、空間分布は殆どない。ID-I-12と同じく、家屋周りが森林であるID-I-26も、山林に入り込むほ

ど、相対的に空間線量率が強まっている。環境面が田んぼであるID-I-27とID-N-6は、両者とも多

様な分布を示すようにみえるが、除染が実施されたID-I-27の方が家屋前面と家屋周りの差が相対

的に小さい。

なお、ID_I_12の場合、家屋裏手が山林に面しており、山林内の線量率分布の測定は難しく

（図 Ⅲ-10上左図の緑の点線で囲んだ地点）、測定量が少なくなる等、凹んだ形（図 Ⅲ-10上右

50



図の緑の点線で囲んだ領域：本来は空間線量率が比較的高い地点である）となっていた。

図Ⅲ-10  ガンマプロッターによる測定結果(10m平均値)及び家屋中心からの距離と空間線量率

の変化（上:ID_I_12；飯舘村住家、中: ID_I_7；飯舘村住家、下: ID_N_6；浪江町住家の調査結

果、ただし、上:ID_I_12では空間線量率の平均値のみを示す。） 

表 Ⅱ-3の各地点の屋外におけるガンマプロッターによる地上100㎝の空間線量率のヒストグラ

ムを図 Ⅲ- 11に、測定データの数をはじめ、平均値・中央値等の基本統計量を表 Ⅲ-2に示す。

図 Ⅲ- 11はID-N-6を除けば凡そ対数正規分布の形を示している。事故から8年以上が経過し、風

雨等による自然現象由来の放射性物質の移行に除染などの人間活動による放射性物質の移行の効

果によるものと考えられる。表 Ⅲ-2は空間線量率の平均値・中央値・最頻値区間が、いずれも

0.2-0.4の間に存在することを示している。未除染のID-N-6地点の標準偏差値は0.71と選定地点の

中でも一番大きい数字を示しているが、変動係数はほかの地点に比べて大きくない。ID-N-6のヒ
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ストグラムは空間線量率頻度分布のピークが複数存在することを示しており、図 Ⅱ-8の空間線量

率の分布においてID-N-6の空間線量率が場所により様々に変化していることからもこの地点の汚

染分布は、他の地点に比べて複雑であることが分かる。
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図 Ⅲ- 11 選定対象の各家屋におけるガンマプロッターの測定結果から得た屋外空間線量率の 

ヒストグラム
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表 Ⅲ-2選定対象の各家屋におけるガンマプロッターによる地上 100㎝空間線量率の 

基本統計量

各選定地点の家屋についてガンマプロッター測定値を用いて広域で評価した線量低減係数を

表Ⅲ-3に示す。ID-N-6を除いて、線量低減係数の平均値と中央値は近い値を示す。ID-N-6におい

ては、図 Ⅲ- 11で示したように屋外の空間線量率の分布が広い範囲に分布することが原因で、線

量低減係数の値も広い範囲にわたっており、1を大きく超える線量低減係数も数は少ないが観察

された。線量低減係数の平均値は1階では0.4から0.6の間に収まっている一方で、線量低減係数の

値は一つの家屋についても広く分布しており、測定する放射線場の代表的でない少数地点での測

定値を基に線量低減係数を求めた場合には、現実的な線量低減係数が得られない可能性が示唆さ

れた。階数による違いをみると、線量低減係数は1階より2階の方がほとんどのケースで若干高い

数値を示した。ただし、市街地に位置するID-I-25の場合、線量低減係数をみると、1Fの線量低減

係数の方が2Fより上回る結果が得られており、他の地点とは相反する傾向が見られた。市街地に

おいては、他の家屋が隣接しており、隣接家屋自体も遮蔽物として、屋内へのγ線侵入に対し

て、寄与しているためと考えられる。
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表Ⅲ-3 各選定地点の家屋についてガンマプロッター測定値を用いて 

広域で評価した線量低減係数

6. 放射線モンテカルロ輸送計算による線源パターン（I,II,III）毎の計算及び線量低減係数の除去

率（DF）依存性の計算

① 空間線量率の変化

図 Ⅱ-13に示したCs線源の3パターン（Ⅰ,II,III）毎の図 Ⅱ-14における各評価点（評価点0、評価

点1-6）の空間線量率への寄与についての計算結果を表 Ⅲ-3に示す。この結果を用いて、除去率

(DF）を変化させ総和をとることで、評価点における空間線量率が得られるほか、各成分の寄与

も評価できる。例えば、除染の効果(0-30m範囲での表層5㎝内のCs除去率（DF）を変化）を反映

した各評価点の空間線量率は、表 Ⅲ-3の①の結果に（除去率：DF）をかけて総和をとることで

得られる。
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表 Ⅲ-3 線源パターン（I,II,III）毎の計算結果 

① 線源パターン(I):0-30m範囲の地中0-5cmのCsによる各評価点の空間線量率

評価点 No. 空間線量率[uSv/h] 統計誤差[rel] 平均 統計誤差[rel] 

0 3.90E-01 2.91E-02 3.90E-01 2.91E-02 

1 1.40E+00 1.60E-02 

1.41E+00 6.49E-03 

2 1.44E+00 1.58E-02 

3 1.38 E+0 1.61E-02 

4 1.42E+00 1.58E-02 

5 1.41E+00 1.59E-02 

6 1.42E+00 1.59E-02 

屋内/屋外 2.76E-01 2.98E-02 

② 線源パターン(II): 30-100m範囲の地中0-5cmのCsによる各評価点の空間線量率

評価点 No. 空間線量率[uSv/h] 統計誤差[rel] 平均 統計誤差[rel] 

0 1.52E-01 1.04E-01 1.52E-01 1.04E-01 

1 1.95E-01 9.51E-02 

1.82E-01 4.17E-02 

2 1.76E-01 1.02E-01 

3 2.09E-01 1.01E-01 

4 1.78E-01 1.08E-01 

5 1.75E-01 1.03E-01 

6 1.58E-01 1.04E-01 

屋内/屋外 8.35E-01 1.12E-01 

③ 線源パターン(Ⅲ): 0-100m範囲の地中5-10cmのCsによる各評価点の空間線量率

評価点 No. 空間線量率[uSv/h] 統計誤差[rel] 平均 統計誤差[rel] 

0 7.14E-03 9.18E-02 7.14E-03 9.00E-02 

1 3.21E-02 5.80E-02 

3.08E-02 2.00E-02 

2 3.00E-02 5.90E-02 

3 2.91E-02 5.98E-02 

4 3.14E-02 5.56E-02 

5 3.40E-02 5.69E-02 

6 2.85E-02 5.90E-02 

屋内/屋外 2.32E-01 9.00E-2 

② 線量低減係数の評価

表 Ⅲ-3の計算結果を用い、除去率（DF）を変えることで、室内及び室外評価点の空間線量率

がどのように変化し、家屋線量低減係数に対しどのような影響を与えるかを計算した。結果を図
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Ⅲ- 12に示す。図 Ⅲ- 12におけるグラフ上の数値は、0-30m範囲の表層土壌0-5cmに存在するCsの

除去割合（DF）を意味する。本モデルでの線量低減係数は、（屋内評価点の空間線量率）／

（屋外評価点6点の空間線量率の平均値)と定義した。図 Ⅲ- 12より、除去率（DF）が増加する

(DF=-1, 0, 0.5, 0.75, 0.9, 1.0： DF=-1とは、除染前のCs量を2倍とする)と共に、線量低減係数

（RF）が１に近づくことが確認できる。なお、全ての領域のCsを除染（表層土壌0-5cmだけでは

なく、5-10cmのCsも除去）した場合は、図 Ⅲ- 12の記号Aのように、天然放射性核種からの線量

の効果のみとなり、比率としては、RF～0.89となることが分かった。計算により得られた結果

は、図 Ⅲ-4に示された「線量低減係数と屋外（住家周り）の屋外空間線量との関係」の結果

（経時変化と共に屋外空間線量率が低減すると同時に家屋線量低減係数が増大する）と凡そ一致

しており、半径30ｍ以内の表層5㎝以内のCsの除去率（DF）が経時変化と共に大きくなること

が、線量低減係数の経時変化の要因になると考えられる。

図 Ⅲ- 12 家屋線量低減係数の屋外空間線量率依存性 

（30m以内の表層 5cm以内の Cs の除去率（DF）依存性） 

7. 住家内残留放射能

平成 24~26 年度及び平成 28~30 年度の事業の成果において、住家内の表面汚染密度の値は福

島第一原発からの距離と反比例関係にあり福島第一原発に近い地域ほど高くなる傾向があるこ

と 7,10)を示してきた。飯舘村、南相馬市小高区は福島第一原発からの距離がそれぞれ 34.8~42.6 

km、11.5〜17.4 km であり大熊町、双葉町や浪江町の海側（東側）の地域と比べると福島第一原

発から離れているため、表面汚染密度の値は比較的低い値であった 7)。飯舘村、南相馬市小高区

ではそれぞれ平成 29 年、28 年に避難指示が解除され、その後帰還・居住する住民が徐々に増え

てきている。浪江町でも帰還困難区域を除いて平成 29 年に避難指示が解除され、飯舘村、南相

馬市小高区よりは少ないが帰還・居住する住民が少しずつ増えている。一方、大熊町、双葉町、

富岡町での調査住宅は主に帰還困難区域にあり住民の出入りはきわめて少ない。そこで、表面

汚染密度の経時的変化及び居住している住家と居住していない住家との差の有無について、主
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に、飯舘村、南相馬市小高区、浪江町の 3 つの地区における状況を調べた。 

平成 24~26 年度と平成 31~令和 3 年度（本事業）の 2回ともで住家内の表面汚染密度の調査

を行った住家は飯舘村（18戸）と南相馬市小高区（17戸）の計 35戸であった。それぞれの地

域での表面汚染密度の経時変化を図 Ⅲ-13 (a),(b)に示す。スミアの試料数は飯舘村住家で平成

24~26 年度（n=423） 平成 31~令和 3 年度（n=550）、南相馬市小高区住家で平成 24~26 年度(n=562)

平成 31~令和 3 年度（n=644）である。表面汚染密度の中央値及び四分位範囲,Q1-Q3(Bq/cm2)は 

(a)飯舘村の住家 平成 24~26年度、平成 31~令和 3年度それぞれで 0.032(0.032-0.032)、0.031(0.030-

0.033)、(b)南相馬市小高区の住家平成 24~26 年度、平成 31~令和 3 年度それぞれで 0.040(0.037-

0.076)、0.032(0.030-0.033)であった。図 Ⅲ-13 (a),(b)の縦軸を見ると、飯舘村に比べて南相馬市小

高区での値の方がかなり高い。住家内の表面汚染密度の値は福島第一原発からの距離と反比例

関係にあり福島第一原発に近い地域ほど高くなる傾向があり 7,10)、上述したように南相馬市小

高区は福島第一原発から 11.5〜17.4 km と、飯舘村（34.8~42.6 km）より福島第一原発の近くに

位置していることによる。経時変化は積極的な住家内のクリーニングによる取り除きや逆にあ

らたな汚染の持ち込みなどがない場合、屋内に残留した放射性 Cs の放射能は物理的減衰によっ

て減少していく傾向が観察されると考えられる。ただし、図 Ⅲ-13 (a),(b)の表面汚染密度の評価

値には検出限界以下の値が多く含まれているので、物理的減衰（最大で約 47%）の補正は行っ

ていない。平成 24~26 年度に比べて平成 31~令和 3 年度での値を比べると、南相馬市小高区住

家では表面汚染密度は大きく減っているが、飯舘村住家ではほとんど差が観察されない。飯舘

村住家では福島第一原発から遠く離れているため、もともと平成 24~26 年度での調査時におい

ても住家内での試料総数の 24.8%しか検出限界値を超えておらず 7)、放射性 Cs の物理的減衰に

よる減少が観察されにくかったことが原因と考えられる。一方、同じ時期の調査において南相

馬市小高区では表面汚染密度は住家内での試料総数の 89.4%で検出限界値を超えていたため、

図 Ⅲ-13 (b)に示されるように放射性 Cs の物理的減衰よる減少が明らかである。最大値も平成

24~26 年度で 1.150Bq/cm2平成 31~令和 3 年度で 0.481Bq/cm2 と同一の場所からの試料ではない

ものの、42％にまで減っていた。 
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(a) 飯舘村の住家

(b) 南相馬市小高区の住家

図 Ⅲ-13 屋内残留放射能（表面汚染密度）の経時変化 (a)飯舘村（18戸）と(b)南相馬市 
小高区（17戸）での平成 24~26 年度と平成 31~令和 3 年度（本事業）の比較 

平成 31~令和 3 年度に調査を行った飯舘村、南相馬市小高区、浪江町の住家それぞれについて、

居住している住家と居住していない住家で表面汚染密度を比較した結果を図 Ⅲ-14 (a),(b),(c)に示

す。表 Ⅲ-4 に住家の内訳を示す。(a) 飯舘村の住家（42戸）では、居住もしくはほぼ毎日帰って

きている家 32戸・居住していない家 10戸を比較している。(b) 南相馬市小高区の住家（33 戸）

では居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家 22戸・居住していない家 11戸を比較している。(c)

浪江町の住家（30戸）では居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家 18戸・居住していない家 12

戸を比較している。浪江町の場合は、避難指示が解除された地域では解体された住家が多いため、

住家と同サイズの集会所 2 戸が含まれている。また、居住していない家の内訳には帰還困難区域

内の住家が多く含まれている。
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居住もしくはほぼ毎日帰っ

てきている家（戸数）

居住していない家（戸数） 合計（戸数） 

(a) 飯舘村 32 10 42 

(b) 南相馬市小高区 22 11 33 

(c) 浪江町 18 12 30 

スミアの試料数は飯舘村住家で居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家（n=1054） 、居住して

いない家（n=442）、南相馬市小高区住家で居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家（n=902） 、

居住していない家（n=436）、浪江町で居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家（n=382） 、居住

していない家（n=468）である。中央値及び四分位範囲,Q1-Q3 は （a）飯舘村の住家 居住もしく

はほぼ毎日帰ってきている家、居住していない家それぞれで 0.031(0.029-0.032)、0.030(0.032-0.034)、

(b)南相馬市小高区の住家 居住もしくはほぼ毎日帰ってきている家、居住していない家それぞれ

で 0.030(0.029-0.033)、0.032(0.031-0.039)、(c)浪江町の住家 居住もしくはほぼ毎日帰ってきてい

る家、居住していない家それぞれで 0.031(0.030-0.033)、0.040(0.031-0.085)であった。3 つの地域す

べてで居住していない家に比べてもしくはほぼ毎日帰ってきている家での値のほうが表面汚染密

度が低くなっている。ただし、飯舘村ではその差は南相馬市小高区、浪江町に比べて大きくない。

これは、飯舘村は福島第一原発から遠く離れているため、もともと平成 24~26 年度での調査時に

おいても住家内での試料総数の 24.8%しか検出限界値を超えておらず、表面汚染密度が低かった

ことによる 7)と考えられる。一方、南相馬市小高区、浪江町では福島第一原発からの距離が近く、

平成 24~26 年度での調査時においても表面汚染密度は比較的高い値を示しており 7)、今回の調査

で居住-居住していない差が大きく観察されたと推察される。 

表 Ⅲ-4  表面汚染密度についての比較 帰還（居住）している住家と帰還（居住） 

していない住家の内訳

表 Ⅲ-4  表面汚染密度についての比較 帰還（居住）している住家と帰還（居住） 

していない住家の内訳
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(a) 飯舘村の住家

(b) 南相馬市小高区の住家

（c）浪江町の住家

図 Ⅲ-14  平成 31~令和 3 年度に調査を行った(a)飯舘村、(b)南相馬市小高区及び(c)浪江町の住家 

における屋内残留放射能（表面汚染密度）の居住もしくはほぼ毎日帰ってきている住家

と居住していない住家の比較
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IV  考察 

1. 住家内外の空間線量率の低下率の変化

除染前から除染直後、除染前から除染から 5〜8 年経過した本研究の調査、それぞれでの空間

線量低下率について図 Ⅲ-1 に示した。この図において、除染直後における屋外, Aoutdoor で空間線

量低下率がもっとも大きく、一方、除染直後における屋内, Aindoor ではもっとも小さく、この両者

には明らかに差が認められる。しかし、除染から 5〜8 年経過した時点では屋外・屋内, Boutdoor, Bindoor

ともで中央値はほぼ 50％になっており、ここでは、屋外・屋内に差は認められない。 

平成 24~26 年度に除染直後の再調査を行っており、その際に再調査した 37戸の木造住家（飯

舘村 28戸、南相馬市小高区 9戸）について除染効率𝑅𝐸∗を下記の式により評価している 24)。 

なお、式(3)と式(7)は同じ意味である。 

𝑅𝐸∗ = 1− ! (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑜𝑠𝑒	𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑜𝑠𝑒	𝑑𝑢𝑒	𝑡𝑜	𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑜𝑠𝑒	𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑜𝑠𝑒	𝑑𝑢𝑒	𝑡𝑜	𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
" (7) 

屋外と屋内の除染効率を比較し、除染効率はそれぞれ 0.53±0.12、0.41±0.09（平均±1σ）と屋外

のほうが屋内より除染効率が高いことを示しており 24)、この傾向は、図Ⅲ-1 に示した評価結果と

同じであった。（ただし、図Ⅲ-1 では除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過した本研究での調

査と 3回の測定が行われた住家について比較しているので戸数が 27戸と少なくなっている。） 

図 Ⅲ-7 で散乱線成分（S）と直接線成分（U）の屋外・屋内の比（S/U）について除染前除染

直後の変化を示したように、除染前には屋外では直接線成分が主体であり、屋内では壁、屋根、

窓などの建造物によって散乱するため散乱線の成分が多い。除染により屋外では住家から 20ｍ

径での 5cm の表土剥ぎにより直接線成分が急激に減少し、除染範囲以遠からの散乱線の成分の

割合が相対的に増える。一方、屋内ではもともと散乱線の割合が多いため除染後にも S/U は大き

くは増加しない。これらの差が屋外のほうが屋内より除染効率が高いことの原因の一つとなって

いると考えられ、モンテカルロ計算によっても同じ傾向が得られることを示した 24)。ところが、

図 Ⅲ-1 では除染から 5〜8 年経過した本研究の調査で屋外における空間線量率低下率は上昇し、

屋内の低下率との間に差は認められなくなっている。この原因については除染が行われた範囲に

時間経過とともにその範囲外から土などが移行してきたことが考えられる。例えば、住家の裏手

や側面に山の斜面がある住家で土側溝しかない場合斜面から表面土が滑り落ちてきて溝が埋まっ

ている例が多々見受けられる。状況の変化を観察する一つの方法として、γ 線スペクトルにおい

て直接線成分と散乱線成分を分別する方法によって差が観察されるかどうか、今後、実際の場に

おいて検討が必要である。直接線成分と散乱線成分の分別について、これまで 22x22逐次近似法

12)でアンフォールディングを行った後、0.4～0.9 MeV の散乱線を直線で近似して散乱線成分とし

てきたが、この方法では十分な精度が得られず差を観察することは難しい。原発事故の影響が無

視できる地域で取得した自然環境 γ 線からの散乱線のデータを用いることでより明確に両者を分

別できる手法についてあらたに検討を行い、5.  in-situ測定でのアンフォールディング法の不確

かさ及び人工核種の散乱線の影響評価手法の検討 にて詳述する。
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2. 経時変化に応じた適切な線量低減係数

1) 線量低減係数の経時変化

図  Ⅲ-2(a),(b),(c) により、除染後に線量低減係数の中央値 (RF=0.56)は除染前の中央値

(RF=0.42)の約 1.3倍の数値となり、今回の調査では線量低減係数の中央値(RF=0.50)は若干下がる

傾向があるものの除染前の数値より大きいことが示された。ただし、分布の形状は変化していた。

除染前（図 Ⅲ-2(a)）では対数正規分布を描いている。平成 24~26 年度事業の成果において、線量

低減係数が大きい側の頻度が多くなる原因として、住家の裏手に位置している部屋とセメン瓦の

屋根をもつ部屋があることを示した 4）。前者について、特に飯舘村では、山の斜面を切り開いて

建てられた住家が多く、このような住家では家の裏手が山の斜面に直接面していて、土のノリ面

がむき出しになっているかもしくは狭い裏庭をはさんで山が迫っている。除染前はノリ面の土及

び放射性物質が沈着した落葉からの影響などにより裏手の部屋は表側の部屋に比べて線量が高く

なる傾向があった。後者について、セメン瓦は多孔性であるため雨水により湿性沈着が生じた際

放射性物質が中に吸収、吸着され瓦自体が線源となっていると考えられ、セメン瓦の屋根をもつ

住家の場合は、その屋根の下の部屋の屋内空間線量率が高い傾向が観察された 4)。ただし、1回目

の調査時のセメン瓦の住家はすべて解体されていたためセメン瓦をもつ部屋のデータは図 Ⅲ-

2(a),(b),(c)に含まれていない。除染後の図 Ⅲ-2(b)では分布の形状が変化し、RF0.4~0.5、0.5~0.6、

0.6~0.7 での頻度がほぼ同じとなっている。しかし、図 Ⅲ-2(a),(b)の両者において大きい線量低減

係数を示している例の中身は同じであった。すなわち、除染前・除染直後（図 Ⅲ-2(a),(b)）におい

て図中赤枠で囲ったそれぞれで 0.7〜、0.9〜の部分に含まれる例は除染前と同じく測定を行った

部屋が住家の裏手や横手に位置している場合であった。除染時にも二次災害の防止の観点から山

の斜面は土剥ぎされず、表面の落ち葉等の除去や植物の根を深く刈る深刈り等により行われたた

め、除染後も同じ傾向がそのまま続いたことが原因と考えられる。

一方、今回の調査の図 Ⅲ-2(c)ではおおよそ対数正規分布を描く形に戻っている。山の斜面からの

影響はまだ観察されるものの線量低減係数に及ぼす影響はさほど大きくはなく、図 Ⅲ-2(c)におい

て線量低減係数が 0.7 を超える例に含まれていたのは屋外の空間線量率が 0.1 µSv/h のような低い

空間線量率の住家であった。これは放射性 Cs の影響が低減し自然環境 γ 線の線量が主体となって

きているためと考えられる。今後最終的に放射性 Cs の寄与が無視できるほどになり自然環境 γ 線

からの線量のみとなったときには、図 Ⅲ-5 で示されたように屋内/屋外空間線量率比は約 0.9付近

の値になると予想される。なお、この値は UNSCEAR の 1977 年報告書 25)での比 0.7、日本の木造

住家で測定された比 0.7726)、1.0227)と統計的に大きな差はないと考えられるが、1.42 と大きな値を

示している先行研究 28)もある。1.42 という値との差は測定手法の差、屋外内での測定箇所の違い

などに起因すると考えられる。

2） 住家周りの空間線量率と線量低減係数との関係

図 Ⅲ-4 に示した、除染前(■)及び除染から 5〜8 年経過した本研究での調査（●）における線

量低減係数をそれぞれの住家周りの空間線量率から、住家周りの空間線量率が 0.5 µSv/h あたりま

では線量低減係数は 0.4 の周辺に分散しているが、住家周りの空間線量率が低くなるにつれて大

きくなる傾向が観察される。図 Ⅳ-1 に除染前（未除染）の住家のみの線量低減係数について住家

周りの空間線量率が(a)0.5 µSv/h を超えているケース(b) 0.5 µSv/h を下回るケースに分けて示す。

未除染の住家においても、住家周りの空間線量率(Houtdoor）が 0.5 µSv/h を超えているときは従来の
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報告と同じく 0.4 が適切であるが、0.5 µSv/h以下では 0.6 が適切であることを意味しており、すな

わち、線量低減係数の値を決定する因子は、除染の有無ではなく住家周りの空間線量率であるこ

とを示唆している。

(a)                         (b)
図 Ⅳ-1 除染前（未除染）の住家のみの線量低減係数 住家周りの空間線量率が(a)0.5 µSv/h を

超えているケース(b) 0.5 µSv/h を下回るケース 

この結果を踏まえて、図 Ⅲ-4 で示したデータについて住家周りの空間線量率が 0.5 µSv/h を

下回るケースを対象に空間線量率を細分化して再検討した。図 Ⅳ-2 に、住家周りの空間線量率

（Houtdoor）が Houtdoor <0.1 µSv/h、0.1< Houtdoor<0.2、0.2< Houtdoor<0.3、0.3< Houtdoor<0.4、0.4< Houtdoor<0.5、

0.5< Houtdoor ごとの線量低減係数の箱ひげ図を示す。図 Ⅳ-2 で得られた中央値を代表的な線量低

減係数、Q1-Q3 を代表的な線量低減係数の範囲として表Ⅳ-1 にまとめて示す。表Ⅳ-1 において、

自然放射線のみによる線量低減係数は、図 Ⅲ-5 において評価した南相馬市小高区での計 67戸で

の評価値（n=67）屋内/屋外比：0.9 を示した。 

図 Ⅳ-2 住家周りの空間線量率が 0.5 µSv/h を下回るときの線量低減係数 
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表Ⅳ-1 住家周りの空間線量率ごとの木造住家の代表的な線量低減係数及び代表的な範囲 

3) 線量低減係数のばらつきとその原因

線量低減係数は、Ⅲ. 2 で式(4)として示したように下記で定義されている。

RF = H*(10)in / H*(10)out (4) 
式(4)において、屋内の空間線量率を適切に取得するには、原発事故直後ではドアや窓から十分

に離れて 2,3)部屋の中央で測定を行うこと、かつ、一部屋だけではなく（可能であれば）全室あ

るいは廊下等についても測定を行って測定点を複数とすることなどが必要である 5)。時間経過と

ともに事故直後ほどの大きな屋内での数値変動はなくなってはきているが、本事業でのシンチレ

ーションサーベイメータを用いての測定はすべて事故直後と同様にドアや窓から十分に離れて部

屋の中央で実施し、かつ、一部屋だけではなく（可能であれば）全室あるいは廊下等についても

測定を行っている。

本事業で測定した飯舘村 42戸、南相馬市小高区 33戸各住家での住家周り及び屋内それぞれ

の空間線量率平均値との比をとった結果を図 Ⅳ-3(a),(b)に示す。双方の地域で屋内では屋外より

変動幅が小さい。線量低減係数の値のばらつきは主に屋外の空間線量率のばらつきに起因してい

ると考えられる。一方、屋内の空間線量率もばらつきの原因となることがある。除染前及び除染

直後については前述したように住家の裏手に位置している部屋とセメン瓦の屋根をもつ部屋では、

屋内の空間線量率が高い値をとるためばらつきの原因の一つとなる。除染から 5〜8 年が経過した

今回の調査で得た線量低減係数値のばらつきとその原因について以下を考察した。

(a)飯舘村住家 (b)南相馬市小高区住家
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図 Ⅳ-3 本事業で測定した(a)飯舘村 42戸、(b)南相馬市小高区 33戸各住家での屋外（住家

周り）及び屋内それぞれの空間線量率平均値との比

(1) 浪江町にて釉薬瓦（陶器瓦）の平屋住家で、屋内の空間線量率が同じ浪江町の同様な平屋

住家より明らかに高い例が複数見つかった。これらの住家例では、住家周りの空間線量率

が 0.37 µSv/h のときに屋内の空間線量率が 0.35〜0.42 µSv/h を示しており、複数の住家、

部屋で線量低減係数が 1 を超える値を示していた。（図 Ⅳ-2 及び表Ⅳ-1 では線量低減係

数の中央値は 0.6 である。）うち 1戸にて、瓦と野地板の間の堆積物を 7箇所で採集し、

（図 Ⅳ-4 に堆積物を示す。）Hp-Ge で測定を行い、この数値をもとに古田 16)らの計算法

により屋内（平屋）床から 1ｍ高さの空間線量当量率への寄与を評価したところ、0.1 µSv/h

という結果が得られた。これは、約 1/3 の線量が屋根瓦堆積物から来ていることを示唆す

る。

図 Ⅳ-4 浪江町住家における瓦屋根内側の堆積物

(2) 3 年間の調査期間であらたに見つかったセメン瓦の住家（南相馬市小高区の住家 1戸及び

浪江町の町営住宅 2 戸）について、これらの住家例では、住家周りの空間線量率が 0.16

µSv/h のときに屋内の空間線量率が-0.17 µSv/h を示しており、複数の部屋で線量低減係数

が 1 を超えていた。（図 Ⅳ-2 及び表Ⅳ-1 では線量低減係数の中央値は 0.7 である。）

(3) 本調査では旧・現避難指示区域内にある飯舘村、南相馬市小高区、浪江町などでの郊外型

の木造住家が主に測定対象となっているが、市街地に建つ住家の調査例も含まれている。

後述する 3.  シミュレーションによる線量低減係数の家屋タイプ依存性の検討におい

て床面積の小さい市街地型では線量低減係数が大きくなる傾向があることが示されてい

るが、これに該当する結果を示していたのは浪江町と南相馬市小高区での各 1 例だけで

あった。これらの住家では、住家周りの空間線量率が 0.087~0.09 µSv/h のときに 1 µSv/h
を超えている部屋があり、複数の部屋で線量低減係数が 1 を超えていた。（図 Ⅳ-2 及び

表Ⅳ-1 では線量低減係数の中央値は 0.8 である。）

(4) 大半の住家では、住家周りの一部（駐車場）がアスファルトやコンクリートで舗装されて

いた（平成 24〜26 年の調査時には舗装されていなかった住家であらたに舗装したケース

もあった）。一部の住家では前面がすべて舗装されていたり、まれに住家周囲全体が舗装

A 野地板の
上に堆積

B ⽡の上に堆積
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されているケースもあった。これら舗装面における空間線量率は一般に土や砂利の上で

の値より低くなり、住家周りの舗装面の割合が大きくなると住家内の空間線量率にも影

響を与える可能性がある。一方、屋外の空間線量率の値は、Ⅱ 研究方法の 2. 住家内外

の空間線量率の測定において記述したように、平成 24〜26 年度の調査方法と整合性をと

るために、家屋や植木などから充分に離れ地面は土もしくは砂利、開けた場所を選定して

取得している。従って、住家周りがアスファルトやコンクリートで舗装されている住家で

は線量低減係数が低く見積もられる可能性がある。このことが、線量低減係数のばらつき

の原因となっている可能性がある。個々の例を確認した結果、線量低減係数が Q1-Q3 よ

り極端に小さい値の住家において、住家周りがすべて舗装されているケースが多く含ま

れていることがわかった。しかし、たとえば、上記、図 Ⅳ-4 で精査した浪江町の住家で

は住家の前面が広範囲にアスファルトで舗装されているが瓦屋根内側の堆積物からの影

響ですべての部屋で空間線量率は高めで、線量低減係数は Q1-Q3 よりかなり大きい値を

とっていた。すなわち、住家周りの舗装は決定因子ではないため、舗装の有無だけで単純

に傾向を判断することは不適切となる可能性がある。

以上より、線量低減係数のばらつきの原因として屋根瓦堆積物（及びセメン瓦）、住家周

りの舗装、家屋タイプの影響があるが、これらは複合していることがわかった。これらの原

因は線量低減係数を大きくしたり小さくしたりする。ばらつきを少なくするためには、これ

らの要素をすべて考慮する必要があるが、瓦堆積物などは外側から簡単に判断できない。な

お、住家周りがすべて舗装されているケースについては、屋外の空間線量率の値を舗装面の

上の値で線量低減係数を評価するほうが妥当かもしれない。なお、自然環境 γ 線による屋内/

屋外空間線量率比に関する先行研究例 26-28)でも数値は大きなばらつきを示している。屋外・

住家周りの空間線量率が小さくなると式(4)の分母が小さくなり、分子である屋内の空間線量

の小さな変化に対しても比である線量低減係数が大きく変動する。このことが、線量低減係

数のばらつきを生じる大きな原因の一つにもなっている。

4) 除染後の線量低減係数の適切な評価方法とその使われ方

除染後、除染から長い時間が経過したときの屋外、屋内の数値としてどのような値を使うこ

とが線量低減係数として適切なのかその使われ方を踏まえて以下に考察した。

線量低減係数を評価する式(4)において、屋外の空間線量率を取得する際は、除染の前と後と

で住家近辺の放射線の場が大きく変化したことに注意を払う必要がある。原発事故後、除染な

どの人的活動が行われる前においては、住家周辺では uncontaminated effect11)が顕著であり、か

つ、犬走りの影響で建屋に近接したところでは数値は低くなるため、（図 Ⅲ-10 の下、浪江町

の帰還困難区域に位置する未除染の住家（ID_N_6）での測定例を参照、家の中心から〜8ｍあ

たりまでの空間線量率がきわめて低いのは uncontaminated effect による影響と考えられる。）家

建屋の外壁からある程度離れた場所で測定を行うことでこの影響をなるべく小さくして線量低

減係数を評価してきた。かつ、周囲の環境の差を考慮し複数箇所での測定を行うことが必要で

ある。図Ⅳ-3(a),(b)では、双方の地域で屋内より屋外のほうが変動幅が大きいこと、また、屋

外の数値を見ると(a)飯舘村でのほうが(b)南相馬市小高区での値より変動幅が大きく、山や森

林に囲まれた住家が多い飯舘村の地形的条件が影響していることが考えられる。除染により屋
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外では住家から 20ｍ径で 5cm の表土剥ぎが行われ図 Ⅲ-1 、図 Ⅲ-2 に示されるように除染直

後では 54.6％、除染から 5〜8 年経過した本研究での調査時でも 50.7%の空間線量率の低下を

もたらした。しかしながら、図 Ⅱ-8飯舘村（ID_I_11,12,26,27）及び図 Ⅲ-10飯舘村

（ID_I_7,12）での敷地が森林に囲まれたような住家では、除染範囲では空間線量率が低いが、

除染範囲から離れていくと主に森林からの寄与により空間線量率は高くなる傾向が観察され

る。また、森林以外の周辺環境（田んぼ、舗装面等）の分布によっても影響を受けると考えら

れる。このような環境において、式(4)の屋外の数値としてどの空間線量値を使うのが適切なの

か、除染後の線量低減係数の適切な決定の仕方について明確にしておく必要がある。

 これにあたっては、線量低減係数がそもそも何のために使用される係数であるかを踏まえ

なければならない。線量低減係数はこれ自体として独立して使用される係数ではなく、下の式

(8)で示されるように屋外の空間線量率から被ばく線量を評価するために使用される。

Dy = {Doutdoor ×(8 h × RFoutdoor+ 16 h × RFindoor) - (DN×24)} × 365 (days)     (8)

ここで、Dyは1年あたりの追加被ばく線量、Doutdoorは 屋外の空間線量率、DNは自然放射線からの空

間線量率、RFoutdoorは屋外の線量低減係数で1、RFindoorは屋内の線量低減係数である。原発事故直後に

おいては、空間線量から被ばく線量への換算係数は安全側に1とされた。 

式(8)を用いて適切に追加被ばく線量を算定するには、当然ながら屋外の空間線量率は住民が滞

在する屋外の場所の空間線量率として考えなければならない。住民は住家の周りに滞在し、敷

地内であっても森林に長時間滞在するわけではない。本プロジェクトで調査を行った飯舘村や

南相馬市小高区などは除染特別地域であり、除染特別地域の比較的線量率の高い地域では住民

がよく滞在する住家から 20 m径における庭で表面から 5 cm の表土除去（と客土）が行われた

が、これもこの考え方によるものである。従って、住家の周りでの空間線量率を屋外の空間線

量率として用いることが妥当であると考えられ、線量低減係数も住民が良く滞在する屋外の場

所に対する屋内の空間線量率の比をとった係数として設定することが適切であると考えられる。

なお、この観点から、本事業において、屋外の空間線量率は平成 24〜26 年度の調査方法と整合

性をとるために家屋や植木などから充分に離れ地面は土もしくは砂利、開けた場所を選定して

取得したが、住家周りがすべて舗装されているケースについては、屋外の空間線量率の値を舗

装面の上の値で線量低減係数を評価する方が妥当であると考えられる。

他方、屋外の空間線量率として航空機モニタリングや走行サーベイ、KURAMA による歩行サ

ーベイ等の広域の空間線量率を使う例もある。航空機モニタリングや走行サーベイの広域のデ

ータでは、住家周辺の 20 m径における除染の低減効果を観察することは空間分解能からまず不

可能である。また、歩行サーベイも除染が実施された住家や屋敷内をサーベイしているわけで

はなく、住家周辺や集落の道を歩行しているので、除染の低減効果を完全に把握するのは困難

である。このようなデータでは、Ⅲ 結果. 5. においてガンマプロッターの測定値を用いて評価

した広域での線量低減係数（表Ⅲ-3） で示されているように、屋外の空間線量率は住家周りで

の値より高い数値となるため、したがって線量低減係数は小さな値をとる。この方法で取得し

た線量低減係数を用いて、広域の空間線量率の値を屋外の値として用いて、屋内の空間線量率

の推定に使うことは可能であるが、式(8)により被ばく線量の評価を行うと外部被ばく線量は過

大評価につながる可能性がある。何の目的で線量低減係数を使用するのか、線量低減係数を適

用する屋外の空間線量率はどのようにして測定されたものなのか、その目的と用途を明確にし
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たうえで、適した線量低減係数を使う必要がある。

3. シミュレーションによる線量低減係数の家屋タイプ依存性の検討

日本では、一般に郊外型の住家の面積が大きく市街地型は小さい傾向があり、住家の面積の

違いにより線量低減係数が変化することが考えられる。そこで、Cs線源の除去率（DF）が、家

屋タイプにより線量低減係数にどのように影響するかについてシミュレーションによる検討を行

った。比較に用いる家屋タイプを図 Ⅳ-5に示す。例1は郊外型2階建てで本報告にて選定したタ

イプである。例2は郊外型平屋で床面積は最も大きい。例3は典型的な市街地型2階建てで例1及び

2と比べて床面積は小さい。これらの3つのタイプは、床面積が異なるため建屋床下にCs線源が存

在しない面積も異なる。また、平屋・２階建ての差により外部からのγ線の遮蔽効果が異なると

いう違いがある。

例1：郊外型2階建て 

例2：郊外型平屋 
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例3：市街地型2階建て 

図 Ⅳ-5 シミュレーションに用いた3タイプの家屋モデル 

図Ⅳ-6に、3タイプの家屋モデルの線量低減係数の除去率（DF）依存性についてのシミュレー

ション結果を示す。いずれのモデルも除去率（DF）を大きくすると、線量低減係数が大きくな

る。同時に、家屋タイプの違いにより線量低減係数の値が異なっていることも観察される。二つ

の郊外型は、図 Ⅲ-4で示された線量低減係数と屋外（住家周り）の屋外空間線量との関係によ

り導出された関係式(y＝－0.095ln(x)+ 0.46：図Ⅳ-2で分布調査として示された黒い実線)よりも低

減係数が小さい。図Ⅳ-6において屋外空間線量値が一番大きいポイント（DF=0）の線量低減係

数の値を比べると、床面積の大きい郊外型IIは、線量低減係数が最も小さい値を示している。こ

れは、床面積が大きい家屋では、汚染のない家屋の直下部(基礎部分)が広く、uncontaminated 

effect11)により、家屋中心の線量率が下がるためと考えられる。一方、DFが大きくなると、家屋

タイプによる違いはあまり観察されない。また、床面積の小さい市街地型の結果を見ると、関係

式よりも線量低減係数は大きい。これは、Cs線源のない床下部の面積も小さいため、

uncontaminated effect11)による効果も小さく、家屋中心の線量率が十分に減少していないためと考

えられる。

以上、いずれの家屋タイプも図 Ⅲ-4に示された住家周りの空間線量率の低下による線量低減

係数の変化について、除去率（DF）が経時変化と共に大きくなると仮定すると、同じ傾向を示

すことが分かった。また、前述の通り、家屋タイプの違いは実測における値のバラツキの原因と

なる可能性もある。
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図 Ⅳ-6 シミュレーションに用いた3タイプの家屋モデル毎の線量低減係数の除去率 

（DF）依存性の違い それぞれ青い線はシミュレーション結果、黒い線は図Ⅲ-4

で示された線量低減係数と屋外（住家周り）の屋外空間線量との関係により導出

された関数によるもの。図中Aは、全ての領域のCsを除染（表層土壌0-5cmだけで

はなく、5-10cmのCsも除去）した場合の線量低減係数（図 Ⅲ- 12のAと同じ） 

4. in-situ 測定でのアンフォールディング法の不確かさ及び人工核種の散乱線の影響評価手法の

検討

in-situ 測定時でのアンフォールディング法の不確かさにおいては、以下の二つが支配的であ

ると考えられる。

(1) 測定値の統計的な不確かさ

(2) 応答関数作成モデルの系統的な不確かさ

600x600逐次近似法に関して、 (1)の不確かさについては、繰り返し測定での評価を行うこと

で評価することを検討中である。 (2)の不確かさについて、100,300,662,1500,2000,3000keV の γ

線について同心軸並行ビーム、等方ビーム、ランダムビーム照射したときのそれぞれの感度を

90°方向並行ビーム照射の感度で規格化し、照射モデルによる不確かさが最大±20%程度である

ことを示してきた 27)。さらに、3”φx3”NaI シンチレータと遮へい容器から構成された放射能分

析装置を用いて、粒状の放射能分析用玄米認証標準物質の 600x600 逐次近似法による評価値と

認証値を比較することにより 600x600 逐次近似法の精度を実験的に評価した結果、認証値に対

し±10%以内の精度となることを確認している 30)。全体の誤差を求める方法としては、複数の γ

線のエネルギー点で、環境 γ 線の測定エネルギー範囲をある程度カバーしており、その範囲で

測定精度に大きな違いが無い場合、線源の γ 線エネルギーの間のエネルギー点でも測定精度は

大きく変化しないとの仮定のもと、複数のエネルギーの γ 線源を使って、線源の強度から求ま

るフルエンス率とアンフォールディングによって求まるフルエンス率との比較を行うことで、

ある程度の確からしさで評価が可能であると考えられる。22x22 逐次近似法に関しての精度評

価は、松田及び湊らによって評価され 31)、方向特性による差異があること及び線量率は G(E)関

数法と比較して屋外測定の方向依存性に関しての補正係数を用いて補正しても約 11%低くなる

ことが示されているが、(1)、(2)の不確かさはともに不明である。600x600 逐次近似法と 22x22

逐次近似法の不確かさ及び参考事項について表  Ⅳ-2 にまとめて示す。 

表 Ⅳ-2 in-situ測定時でのアンフォールディング法の不確かさ 
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図 Ⅳ-7 に人工核種の有無による γ 線のエネルギー・スペクトルの違いを示す模式図を示す。

このように、アンフォールディング法を用いることで検出器に入射する γ 線のエネルギー・スペ

クトルを求めることができる。このとき、どこかで散乱されて検出器に入射した γ 線は、線源か

ら放出された元々のエネルギーではなく、散乱されたエネルギーとして検出される。一般的に、

散乱成分として観測されるのは 0.1－0.2 MeV 近傍の後方散乱ピークが多くなる。人工核種が無い

環境（図 Ⅳ-7左）では、自然放射線（主に 40K、U系列、Th系列）の直接線のエネルギー領域で

はない γ 線の成分は、自然放射線の散乱成分と考えることができる。ここで、同じ土地において

測定時期が近い場合、自然放射線の線源分布や γ 線の散乱の要因となる土壌や周辺構造物は変化

していないため、自然放射線の直接成分と散乱成分は一定の比率になると考えられる。一方で、

人工放射線がある場合（図 Ⅳ-7 右）も、それらの直接成分と散乱成分が観測される。一般的に、

散乱成分として観測されるのは 0.1－0.2 MeV 近傍の後方散乱ピークが多くなるため、自然放射線

も人工放射線も散乱成分はこのエネルギー領域で観測される。

図 Ⅳ-7 人工核種の有無による γ 線のエネルギー・スペクトルの違いを示す模式図 

人工放射線が無い場合に自然放射線の直接線による線量率と散乱成分のエネルギー領域による

線量率の比が一定であると仮定した場合、自然放射線の直接成分と前述の比率から求まる散乱成

分に対する増加分は人工放射線による散乱成分と考えることができる。そこで、表 Ⅳ-3 に示す代

表的な自然放射線および散乱領域（0.06－0.2 MeV）に対して、各 ROI領域の γ 線束に線量線束換

算係数 19)を乗じて線量率を算出し、山形県鶴岡市、庄内町、西川町で測定した人工核種の影響が

ほぼ観察されない環境 γ 線スペクトルを基準として、自然放射線の直接線起因の線量率に対する
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散乱成分起因の線量率の比率を算出した。

表 Ⅳ-3 代表的な⾃然放射線の γ 線 

系列 核種 エネルギー (MeV) 放出強度 (%) ROI (MeV) 

－ 40K 1.461 10.7 1.440－1.500 

ウラン

系列

214Pb 

0.0532 1.20 0.045－0.055 

0.242 7.43 0.240－0.250 

0.295 19.3 0.285－0.295 

0.352 37.6 0.345－0.360 

214Bi 

0.609 46.1 0.605－0.615 

0.768 4.91 0.760－0.780 

1.12 15.1 1.110－1.135 

1.238 5.79 1.225－1.245 

1.765 15.4 1.750－1.780 

2.204 5.08 2.200－2.250 

トリウム

系列

212Pb 
0.239 43.3 0.225－0.240 

0.3 3.28 0.300－0.315 

208Tl 

0.277 6.30 0.265－0.280 

0.511 22.6 0.500－0.520 

0.583 84.5 0.570－0.259 

0.861 12.4 0.860－0.875 

2.615 99.2 2.575－2.650 

図 Ⅳ-8 に山形県と福島県での測定データをアンフォールディングした結果を示す。図は横軸

が γ 線のエネルギー、縦軸が γ 線のフルエンス率である。山形県での測定データにおいては人工

放射線はほぼ観測されなかったので、0.06－0.2 MeV のエネルギー領域に観測される散乱成分は、

ほぼ自然放射線由来と考えられる。一方、福島県での測定では、放射性 Cs が多く観測されるが、

40K、U系列、Th系列の γ 線フルエンス率は山形県と同程度と考えられるため、自然放射線の直接

成分による線量率と散乱成分による線量率の比率を求め両者の比較を行った。

図 Ⅳ-9 に自然放射線および散乱成分による γ 線フルエンス率から求めた線量率と G(E)関数で

求めた線量率の比較を示す。図は横軸が G(E)関数 32)で求めた線量当量率、縦軸が γ 線フルエンス

率に線量線束換算係数を乗じて求めた線量率である。ここで、自然放射線は 40K（1.461 MeV）、

U系列（214Bi 1.765 MeV）、Th系列（208Tl 2.615MeV）の 3 本の γ 線のエネルギー領域におけるフ

ルエンス率の合計から線量率を算出した。図に示すように、自然放射線の直接線による線量率は

測定環境の線量当量率が大きい場合でも飽和する傾向がみられるが、散乱成分による線量率は測

定環境の線量当量率に比例して増加する。
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そこで、自然放射線の直接線（40K 1.461 MeV, 214Bi 1.765 MeV, 208Tl 2.615 MeV）による線量率を

D とし、散乱成分（0.06－0.22 MeV）の線量率を S として、D に対する S の比率を算出した。結

果を図 Ⅳ-10 に示す。図より、人工核種の影響が小さいと考えられる山形県の測定点では S/D が

0.4程度で一定となるが、人工核種が多い場所では線量率に比例して S/D が増加することが分かっ

た。また、線量率が低い地点では屋内と屋外に大きな差は無いが、線量率が高くなると屋内の方

が S/D が大きくなる傾向がみられる。これは、屋外に対して屋内の方が、散乱成分が多くなるた

めと推定される。

以上の結果より、地域差が無視できると仮定すると、自然放射線の直接線による線量率と人工

核種が無い場合の S/D の値から、人工核種の散乱成分による線量率を推定可能と考えられる。今

後、本法の実際の場への応用への検討が必要である。

図 Ⅳ-8 山形県（左）と福島県（右）での測定データをアンフォールディングした結果 

図 Ⅳ-9 ⾃然放射線（左）および散乱成分（右）による線量率と G(E)関数で求めた線量率の 

⽐較 
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図 Ⅳ-10 自然放射線の直接成分による線量率 D と散乱線による線量率 S 比率と線量当量率の 

関係

5. 住家内残留放射能の経時変化及び帰還（居住）住家の影響

飯舘村、南相馬市小高区において、表面汚染密度の経時的変化を、また、飯舘村、南相馬市

小高区及び浪江町において居住している住家と居住していない住家との表面汚染密度の差の有

無について検討した。その結果、平成 24~26 年度と平成 31~令和 3 年度での値を比べると、飯

舘村,南相馬市小高区住家の双方で表面汚染密度は減っていた（図 Ⅲ-13 (a),(b)）。積極的な住家

内のクリーニングによる取り除きや逆にあらたな汚染の持ち込みなどがない場合、屋内に残留

した放射性 Cs の放射能は物理的減衰によって減少していく傾向が観察されると考えられる。な

お、図 Ⅲ-13 (a),(b)の表面汚染密度の評価値には検出限界以下の値が多く含まれているので、物

理的減衰（最大で約 47%)の補正は行っていない。また、飯舘村、南相馬市小高区及び浪江町の

3 つの地域すべてで居住していない家に比べてもしくはほぼ毎日帰ってきている家で表面汚染

密度が低くなっていた（図 Ⅲ-14 (a),(b),(c)）。特に、福島第一原発からの距離が比較的近い南相

馬市小高区、浪江町では飯舘村よりも屋内汚染のレベルが高く、平成 24~26 年度での調査時に

おいても表面汚染密度は比較的高い値を示しており、居住による差が明確に示されていた。な

お、式(1) で拭き取り効率,F は第１回目の調査時（平成 24~26 年度）に繰り返し拭き取り法によ

り評価している（F=0.75）。居住しないまま年数が経過したときに、スミアで拭き取りにくくな

っている可能性も考えられる。時間経過による変化の有無を確認するため、令和 2〜3 年に繰り

返し拭き取り法によって再評価を行った結果、大きな変化はないことを確認している。

飯舘村では帰還（居住）している住家 32戸のうち 6戸が、南相馬市小高区では居住している

住家 22戸のうち 4戸が元の家を解体して同じところに新しく建て替えを行っていた。また、居住

もしくはほぼ毎日帰ってきている住家のほとんど全てで、また、居住していない住家でも、部分

的になんらかの形でリフォームが行われていた。一方、居住もしくはほぼ毎日帰ってきている住

家では、畑で野菜などを育てこれらを食べる暮らしを再開しており、畑仕事などによって家の中

に持ち込む土やほこりとともに放射性 Cs もあらたに持ち込んでいる可能性がある。従って、今回

の調査において評価した表面汚染密度は、建て替えやリフォームでの低減効果、掃除などその住
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家に住むあるいは使う際に積極的に排出する行為による低減効果と同時に畑仕事の再開によるあ

らたな持ち込みによる影響、除染されていない森林などの表土から飛散してくる放射性 Cs の集積

や屋内への入り込み、これらすべてを含めた現在の状況として観察している。このうちもっとも

屋内汚染除去に有効な建て替えの戸数は全体の戸数と比べて少なくまたリフォームは限定的であ

る。また、平成 28〜30 年度の事業「住家内汚染の包括的研究及びこれによる内部被ばく線量評価」

において、1回だけの掃除機がけでは、ある程度大きくなった放射性 Cs を含むハウスダストは集

塵するものの、床表面などに付着した放射性 Cs は残存したままであることを示してきた。浪江

町、富岡町、大熊町の住家でさまざまな掃除法を適用し、どの方法が表面汚染を除去（除染）す

るのに効果的であるか調べた結果、キムタオル乾式や化学雑巾（サッサ）でていねいに拭き取り、

キムタオル除染剤で湿式拭き取りの方法で効果的に除染できる一方、1 回の掃除機吸引では汚染

は除去できないことを示した 10)。居住もしくはほぼ毎日帰ってきている住家において屋内汚染が

なぜどのように低減していっているのか、そのメカニズムについては明らかにされていない。屋

内汚染の積極的な除去法は帰還住民に資する情報となるため、今後さらに検討が必要である。

V  結論 

今年度（令和 3 年度）は浪江町 18戸延べ 20回（うち 4戸は住家と同サイズの集会所）、飯舘

村 2戸、大熊町 6戸延べ 8回、富岡町 9戸、双葉町 2戸の木造住家合計 37戸で延べ 41回の調

査を実施した。なお、放射性セシウム(Cs）の寄与がほとんど観察されない天然放射性核種から

の γ 線スペクトルを参照として得るために、山形県の鶴岡市、庄内町、西川町での建屋 5 戸で

の調査も実施した。これまでの調査結果と合わせて解析した結果、以下のことが示唆された。

なお、以下で、「除染前」と「除染直後」とあるのは平成 24~26 年度の間に除染が行われた住家

について除染前と除染直後の調査を行った結果である。

1. 線量低減係数, Reduction Factor (RF) について 除染前、除染直後、除染から 5〜8 年経過し

た本研究での調査と 3回の測定が行われた住家について評価した。除染前・除染直後において

線量低減係数が大きい例に含まれているのは、除染前と同じく測定を行った部屋が住家の裏

手や横手に位置している場合であった。しかし、除染から 5〜8 年経過した本研究の調査にお

いて、線量低減係数が大きい例に含まれているのは原発事故の影響が小さくなった屋外の空

間線量率が低い住家であった。事故由来の放射性 Cs の影響が低減し自然環境 γ 線の線量が主

体となってきているためと考えられる。除染前及び除染から 5〜8 年経過した本研究での調査

における線量低減係数をそれぞれの住家周りの空間線量率に対してプロットした結果より、

0.5 µSv/h を超えているときは従来の報告と同じく 0.4 が適切であるが、それを下回るときは

0.4では不適切と考え、代表的な線量低減係数及び代表的な範囲を表Ⅳ-1にまとめた。さらに、

線量低減係数のばらつきの原因として屋根瓦堆積物、住家周りの全面舗装、家屋タイプの影響

が複合していることを示すとともに、線量低減係数を用いて屋外の空間線量率から被ばく線

量を評価するうえで、屋外の空間線量値には住家周りの線量を使用することが適切であるこ

とを示した。
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2. 屋内表面汚染密度について 飯舘村、南相馬市小高区及び浪江町の 3 つの地域で居住してい

ない住家に比べて居住もしくはほぼ毎日帰ってきている住家で表面汚染密度が低くなっていた。

屋内汚染がなぜ、どのように低減していっているのか、そのメカニズムについて今後さらに検討

が必要である。

3. γ 線スペクトルへの 600×600 逐次近似法の適用  応答関数を用いた 600×600 逐次近似法によ

るアンフォールディング法を適用し、地域差が無視できると仮定すると、自然放射線の直接線に

よる線量率と人工核種が無い場合の散乱成分の線量率,S /直接線による線量率,D の値から、人工核

種の散乱成分による線量率を推定可能であることを示した。今後、本法の実際の場への応用への

検討が必要である。

4. 3D-ADRES を用いて作成した家屋モデルによるシミュレーション 3D-ADRES を用いて、福

島県内の典型的な家屋及びその周辺環境に対するモデリングを行い、家屋周辺の除染等における

除去率を変えた際の家屋内外の空間線量率分布の変化を求め、除去率と家屋の線量低減係数の関

係を評価した。その結果、住家周りの空間線量率の低下による線量低減係数の変化について、除

去率(DF)が経時変化と共に大きくなると仮定すると、実測データと同じ傾向を示すことが分かっ

た。さらに、家屋タイプの違いが実測における値のバラツキの原因となる可能性を示唆した。

VI  次年度以降の計画 

次年度以降、3 年間の予定で「大熊町など福島第一原発に近い地域の住家における掃除による屋

内放射性物質の低減効果」について検討する。

旧避難指示区域及びこれから解除が計画されている特定復興拠点区域では、住民の帰還あるい

はあらたな居住が増えていくことが予想される。住民がもっとも長い時間を過ごすのは自宅内で

あるため、住家内の汚染の状況を把握することは身近にある放射性物質からの外部・内部被ばく

によるリスクを評価するうえできわめて重要である。同時に、屋内に残存する放射性物質を効果

的に低減する具体的な方策を知ることは住民にとって生活再建のための大きな関心事である。福

島第一原発事故以降の屋内汚染についてのまとまった調査・研究報告としては平成 24〜26、 28〜

30 年度の原子力災害影響調査等事業で実施した申請者によるものがあるのみである。これらにお

いて、(1)福島第一原発からの距離と住家内の表面汚染密度との間にはゆるやかな逆相関関係が観

察されること、(2) 住家内の表面汚染密度と換気回数との間に関連は認められないこと、(3) ハウ

スダストを経口摂取した場合及びハタキがけ時に舞い上がったエアロゾルを吸入摂取した場合そ

れぞれについて評価した 137Cs による大人の預託実効線量は、双方ともで原発からの距離とゆるや

かな逆相関関係を示すこと、(4)表面汚染密度と摂取、吸入の預託実効線量はおおよそ比例関係に

あること、を示してきた。さらに、申請者が実施した令和 3 年度事業「被ばく線量に影響を及ぼ

す住家内外の要因に関わる研究」において、飯舘村、南相馬市小高区及び浪江町（それぞれ 42戸、

33戸、30戸調査）において居住（帰還）していない家に比べて居住もしくはほぼ毎日帰ってきて

いる家のほうで表面汚染密度の値が明らかに低くなっていることをあらたに示した。

これらの知見を基にして、次年度以降の研究では特定復興拠点区域が今年解除されることにな

る予定の大熊町など福島第一原発に近い地域の住家内において、定期的な掃除機がけでハウスダ

ストを集塵し、ハウスダスト内の放射性物質の評価を行い、住家内放射性物質の低減率を最長3年
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間評価する。人の居住、出入りなどの人的活動がハウスダストに与える影響を調べるとともに、

住環境へのあらたな放射性物質の沈着・集積についても調査する。

この研究に関する令和3年度の研究状況、業績 

ア）論文・雑誌等

1) Shinohara, N., Yoshida-Ohuchi, H. Resuspension and deposition of PM2.5 and PM10 containing

radiocesium during and after indoor cleaning of uninhabited houses in Fukushima, Chemosphere

2021; 272:129934.
イ）学会発表等

1. 講演 2021/2/4 事故後の復旧期における被ばく線量に影響を及ぼす住家内外の要因とそ

の経時変化 吉田浩子 「放射線科学とその応用第 186委員会」第 37回研究会 オンラ

イン 口頭 招待 国内

2. 講演 2021/10/12 ” Where are we today in Fukushima Prefecture compared to immediately after

the accident? ” Hiroko Yoshida SFRP FUKUSHIMA - 10 years later オンライン 口頭

招待 国際

3. 国内学会発表 2021/8/26 木造住家での線量低減係数の経時変化（除染前・直後・避難

指示解除後） 吉田浩子 第 10回環境放射能除染研究発表会 オンライン 口頭 

一般 国内

4. 国内学会発表 2021/9/8 旧避難指示区域の住家内外における空間線量低下率の経時変

化 吉田浩子,林 真照, 牧田泰介, 東哲史, 笹野理,津田修一 日本原子力学会 2021

年 秋の大会 オンライン 口頭 一般 国内

5. 国内学会発表 2021/9/8 空間線量率の 3次元分布が計算可能なシステム(3D-ADRES)の

開発現状について 金敏植，メイリンズアレックス，町田昌彦，斎藤公明 日本原子力

学会 2021 年 秋の大会 オンライン 口頭 一般 国内

6. 国内学会発表 2021/12/2 事故後の復旧期における被ばく線量に影響を及ぼす住家内外

の要因とその経時変化ついて 吉田浩子 第 3回日本放射線安全管理学会・日本保健物

理学会合同大会 オンライン ポスター 一般 国内

7. 国内学会発表 2021/12/2 アンフォールディング法を適用した in-situ ガンマ線スペク

トル測定による福島県内家屋内外の空間線量率の評価 林真照、牧田泰介、東哲史、

笹野 理、吉田浩子、津田 修一 第 3回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合

同大会 オンライン ポスター 一般 国内

8. 国内学会発表 2021/12/2 家屋線量低減効果の経時変化に対する家屋周囲の除染の影響

- シミュレーションと測定結果の比較評価 金敏植, Alex Malins，吉村和也，町田昌

彦，斎藤公明，吉田亨，柳秀明，長谷川幸弘，吉田浩子 第 3回日本放射線安全管理学

会・日本保健物理学会合同大会 オンライン ポスター 一般 国内

ウ）受賞

1. 2021 3 原子力学会保健物理環境科学部会 講演賞 2020 年度日本原子力学会「春の年

会」 吉田浩子 国内

2. 2021 8 第 10回環境放射能除染研究発表会 優秀口頭発表賞 優秀賞 吉田浩子 国内

78



3. 2022 6 日本原子力学会東北支部 功績賞 吉田浩子 国内

エ）特許

なし

オ）書籍・総説

1. 金 敏植、Alex Malins、町田昌彦、吉村和也、斎藤公明,吉田浩子 環境中での空間

線量率 3 次元分布計算システム（3D-ADRES）の研究開発の現状と今後の展望  －

福島復興に向けた市街地・森林等の環境中空間線量率分布の推定 － RIST NEWS

67(9 月号）2021 解説記事

2. 吉田浩子  住環境における放射線分布とその経時変化 .応用物理「放射線」 in 
press 解説記事 

カ）環境保健行政への活用・貢献

1. 2021 年 大熊町 自治体向けの活動等 大熊町除染検証委員会委員として特定復興再生

拠点区域での除染及び解除に関する議論に研究成果及び放射線防護の考え方を反映させ

た。現地視察及び会議での議論の結果、除染検証委員会では防護上さらに必要な項目を附

した上で、解除を妥当と判断した。

引用文献

1) e-Stat 政府統計の総合窓口, 2018

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1

2) IAEA. Planning for off-site response to radiation accidents in nuclear facilities. IAEA-TECDOC-
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Study on factors in and around residential houses  
that affect radiation exposure dose for the residents 

Hiroko Yoshida 

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, Miyagi, Japan 

Keywords: in and around residential house, temporal change, air dose rate, reduction factor, indoor surface 

contamination, radiocaesium 

Abstract 

Estimation of the indoor dose is essential since radiation dose inside the house, where residents spend a 

large portion of their time, is the basic dose of the external exposure dose for residents. The indoor dose is 

obtained by multiplying the outdoor dose by the reduction factor (RF). Although it has been confirmed that 

using RF of 0.4 is appropriate as the representative value for Japanese wooden houses in the early stage after 

the nuclear power plant accident, the change of the RF value when the outdoor dose decreases with 

decontamination or over time has not been clarified yet. Our previous study also shows that the internal dose 

from indoor dust ingestion and aerosol inhalation is almost proportional to indoor surface contamination and 

indoor surface contamination is higher in areas closer to the nuclear power plant. It is necessary to examine 
changes in indoor contamination toward the upcoming lifting of the evacuation order in Okuma Town and 

other areas closer to the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant. 

In this study, we conducted a survey focusing on residential houses that had been surveyed in the past 

study, re-evaluated reduction factors for wooden houses, and found that 0.4 is appropriate when the air dose 

rate around the residential houses exceeds 0.5 µSv/h, but when the value is below 0.5 µSv/h, 0.4 is not 

appropriate. We determined representative RF values and representative RF ranges for each air dose rate 

around the residential houses when the air dose rate around houses is below 0.5 µSv/h. The variation in 

reduction factors is attributed to a complex combination of the effects of roof tile deposits, full pavement 

around the house, and house type. Considering the purpose of using reduction factors to evaluate exposure 

doses from the outdoor dose, the doses around residential houses should be used rather than those in the 

wider area as the outdoor dose. In Iitate Village, Odaka district in Minami-Soma, and Namie Town, we found 

that indoor surface contamination is lower in houses where residents lived or returned almost every day than 
in houses where they did not live.  
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令和３年度年次報告書（詳細版）

研究課題名 乳歯を用いた福島県在住小児の被ばく線量評価事業
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研究科 教授

研究要旨

令和 1—3 年度を通し、平成 26 年度以降収集した乳歯 7,507 本について、イ

メージングプレート（IP）を用いて放射線量（QL 値）を測定し、マルチレベ

ル回帰分析により疫学的に評価した。その結果、原発事故以前に形成された

乳歯の QL 値には福島県と他県で差が認められないこと、また、乳歯中の QL

値には、事故時の年齢、震災後に口腔内に存在した期間、地域空間線量率に

依存した違いは認められないことが示された。令和 2 年度の研究において

は、乳歯 QL 値に貢献する核種を同定するため、各種放射性同位元素の測定
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を行った。その結果、乳歯中には、ウラン系列やトリウム系列の子孫核種や

40K 等の自然放射性核種が存在すること、また福島県、他県に関わらず 90Sr

や 137Cs が存在すること、しかし、これら 90Sr や 137Cs は、原発事故以前に脱

落した乳歯にも、事故後に脱落した乳歯にも検出されることから、今回の福

島第一原発事故由来とは考えられないことが示された。令和 3 年度において

は、歯質中に同定された各放射性核種の QL 値についての基礎的検討から、

歯表面からの厚さ 1mm 以内の歯質中に存在する 40K、90Sr、210Bi、137Cs など

からの β 線が、QL 値発生に寄与していること、適当な遮蔽板を用いること

により、90Sr 由来の QL 値と 137Cs や 40K 由来の QL 値を分離できる可能性が

示された。

以上の結果は、今後、本格的に収集が始まる原発事故後に形成された乳歯

を検討するための重要な基礎資料になると考えられる。また、平成 30 年以

降、原発事故後に形成された乳歯の収集が進んでいるが、これら乳歯の QL

値は、原発事故以前に形成された乳歯 QL 値に比して、現時点において差は

認められなかった。

キーワード 福島第一原発事故、乳歯、内部被ばく、イメージングプレート、90Sr、137Cs 

84



I  研究目的

歯はその形成期に 90Sr や 137Cs などの放射性物質を取り込み、それらは代謝されることなく歯

質中に保持される。歯質中に取り込まれたそれら放射性物質の量は、歯の形成期に体内に入った

量に比例すると考えられる。歯は代謝されることがないため、歯に取り込まれた放射性物質の量

を測定することにより、歯が形成された時期の個体の内部被ばく状況を把握することができると

考えられる。本研究の目的は、原発事故被災地およびその周辺地域に居住する幼小児を中心に、

永久歯列への交換過程で自然脱落する乳歯や、歯科治療により抜去される乳歯を収集し、それら

の歯に蓄積した放射性物質量を評価することにより、歯を用いて個体の内部被ばく状況を個体レ

ベルで推定し、今回の福島第一原子力発電所事故による放射線の人体への影響を評価するための

基礎資料を得ることにある。これまで、環境放射線の測定やシミュレーションモデルを用いた各

種行動調査等の結果から、今回の原発事故に於いては、福島県在住小児は、問題となるような内

部被ばくを受けていないと予測されている。本研究においてこれを実証できれば、放射線被ばく

による健康不安を懸念している保護者に対して、大きな安心材料を提供できる可能性があり、環

境保健行政にも資するところ大と考えられる。 

II  研究方法

1. 福島県在住小児の乳歯の収集とアーカイブ化 1)

福島県歯科医師会および奥羽大学と連携し、福島県を中心に、全国（静岡県、新潟県、沖縄県、

北海道が中心）の子供から、永久歯との交換時期に自然脱落する、あるいは、歯科治療により抜

去された乳歯を収集し、東北大学歯学研究科において管理・バンク化した。この乳歯の収集は、

平成 26 年に開始し、令和 3 年度茉現在も継続して実施している。乳歯収集の概念図は図 1 に示

す。

2. IP を用いた歯質放射線量（QL 値）の測定 1) 

福島県や全国各地から収集され

た乳歯について、その中の放射

線量をスクリーニングするため

の手法として、本年度において

もイメージングプレート（IP）

を使用した。厚さ 5cm の鉛ブロ

ックで作成した鉛箱の内部を、

厚さ 1cm の鉄板で覆った遮蔽箱

の中に、IP カセットに入れた IP

を 1 ｹ月にわたり静置し、環境放

射線の影響を極力排除した低バックグラウンド環境下でオートラジオグラフを作成した。使用

した IP は BAS-MS2040（GE Healthcare 社製）、読み取り装置にはフロオル・イメージアナライ

ザー FLA-7000（富士フィルム社製）を使用した。IP の発光強度を IP 画像読み取りソフト

Image Quant TL Ver.8.1（GE  Healthcare 社製）を用いて QL 値（Quantum Level：IP 読み取り装
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置で読み取った発光量を 16 ビットの濃度階調（65,536 階調）に変換した値） として測定し

た。また、40K を 0～400mBq/cm2（厚さ 3mm）含む KCL 基準尺を作成し、40K 濃度と得られる

QL 値に、直線的な比例関係があることを確認し、この KCL 基準尺を標準試料としてどの IP に

も入れ、使用 IP や測定時期の違いによる測定値の変動を補正した。QL 値の測定は、乳歯の唇

側面を、カプトンフィルムを介して IP 面に接触させる形で行った。測定した乳歯 QL 値につい

ては、地域差、原発事故後口腔内に存在した期間（2 次汚染の有無）、空間線量率、原発事故時

年齢、性差、歯種、原発事故後の移住の有無、等を要因としたマルチレベル回帰分析を行っ

た。

3. 乳歯中γ線放出核種の測定 1)

福島原発事故前に形成が終了している乳歯について、井戸型検出器を持つ極低バックグラウン

ド仕様のゲルマニウム半導体検出器 （Mirion Technologies社製） を用い、歯質中のγ線放出核種

について測定を行った。原発事故で放出された核種の中で、現在も環境中に存在する可能性があ

る核種として 137Csや 134Csがあり、これらの核種が収集乳歯中に含まれるか否かの検討を行った。

併せて自然放射性核種であるウラン系列、トリウム系列に属する核種、および放射性カリウムの

測定を行った。測定試料として4つのコントロール乳歯サンプル（1サンプルに5 - 8本の乳歯を含

む）を準備し、サンプル毎に100万秒（11.6日）の測定を行った。また、100万秒の測定では検出さ

れない微量放射性核種の存在を仮定し測定時間を160万秒（18.5日）から300万秒（34.7日）に設定

した乳歯9サンプル（1サンプル7- 24本の乳歯を含む）について測定を実施した。具体的には福島

県から5サンプル（事故前にすでに脱落し事故後口腔内に存在しなかった乳歯、事故後口腔内に2

年未満存在した乳歯、口腔内に4年未満存在した乳歯、口腔内に6年未満存在した乳歯）と、福島

県以外からの乳歯4サンプル（北海道、静岡、新潟、熊本）について測定した。さらに、震災後に

形成された乳歯のうち、QL値が高い順に50本の乳歯を選択し、25本ずつ2つのサンプルとし、原発

事故以前に形成された乳歯と同様な測定条件で、137Cs に焦点をあてたγ線放出核種の測定を行い、

それらの値を、原発事故前に形成された乳歯の値と比較した。

4．乳歯中 90Sr の測定 1,2) 

原発事故により放出され現在も環境中に存在している核種の中に 90Sr がある。90Sr はβ線放出

核種であり測定が困難であるため多くのデータはないが内部被ばくを評価するうえで重要な核種

である。本研究では

収集した乳歯中の

90Sr の測定を行った。

乳歯サンプルを灰化

し、続いて発煙硝酸

法により大量に共存

する Ca から Sr を分

離・抽出した。さらに

試料中の Cs, Ra, Y, Pb

な ど を BaCrO4 や
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Fe(OH)2 沈殿法により除去

した。分離・抽出した Sr は、

低バックグラウンドガスフ

ロー2πGM 管を用いて β 線

の測定を行った 2)。測定には

事故前に形成が終了してい

る乳歯を用い、数本を 1 サ

ンプルとして定量した。測

定を実施した乳歯の収集地

は、福島県内のいわき市 3試

料、福島市 2 試料、郡山市 2

試料で、福島県外からは北

海道 2 試料、新潟県 2 試料、静岡県 2 試料、熊本県 2 試料であった。 

5．歯質中放射性核種の QL 値発生に及ぼす寄与率の検討 

上記 3,4 における乳歯中のγ線放出核種と90Srの測定結果から、原発事故前に形成された乳歯

中には、ウラン壊変系列やトリウム壊変系列の子孫核種や、40K等の自然放射性核種、さらに過去

の核実験に由来すると考えられる 137Csや 90Srの人工放射性核種が存在することが明らかになっ

た。これらの核種はそれぞれ崩壊エネルギーが異なるため、ヒドロキシアパタイト（HA）を主成

分とする歯質中の飛程距離が異なる可能性が考えられる。本研究では、得られた歯のQL値にこれ

らの核種がどのように寄与しているかを明らかにする実験を行った。具体的には、崩壊系列ごと

に標準試料を準備し、既知濃度の標準試料とHAとの混合試料を作成した。これらについて、試料

の厚みを変えながらGM検出器を用いてβ線の自己吸収曲線を作成した（図2）。この自己吸収曲線

の計数率が飽和に達する試料の厚みから、試料表面からどの程度の深さに存在する当該核種から

のβ線をIPが検出しているかを推定した。 

今後、原発事故以降に形成された乳歯の放射線量の測定が増えてくるが、仮に平均値＋3標準偏

差以上といった高いQL値が検出された場合、これらは、自然放射性核種の変動によるものとは考

え難く、原発事故に由来する 137Csないし90Srによるものと推定することができる。この場合、137Cs

と 90Sr（90Y）の 大エネルギーの違いを利用し適切な遮蔽板を用いることにより、QL値の増加が 
137Csと 90Srのどちらの増加に依るかについてIPを用いた検討を行った（図3）。 

6．倫理面への配慮 

ヒト乳歯の収集に際しては、乳歯提供者の氏名、生年月日、住所等、基本的な個人情報を得る

ことが必要となる。また調査目的、社会的意義、調査結果の還元、結果の開示方法等についても、

保護者からの理解が必要となるので、本研究では、乳歯の収集に際して書面でインフォームドコ

ンセントを得ることとし、インフォームドコンセントが得られた検体についてのみ測定を行うこ

ととした。本調査研究で遂行する乳歯の収集方法から結果の開示に至るまでの一連の過程につい

ては、東北大学大学院歯学研究科研究倫理専門委員会による承認をすでに得ている（平成25年1月

31日、平成28年12月16日、および平成31年4月22日、承認番号23-19）。また、研究グループにおけ

る乳歯収集・被ばく線量測定に関する倫理面での共通認識ならびに住民への配慮をより徹底させ
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るために、福島県歯科医師会および奥羽大学

においても倫理委員会での審議を経、承認を

得ている（福島県歯科医師会倫理委員会、令

和3年3月3日承認、および奥羽大学倫理審査

委員会 令和元年12月10日承認）。乳歯収集

の過程や研究結果から得られる個人情報は

匿名化し、匿名加工情報は安全管理のために

主任研究者及び疫学解析責任者のみが保持

した。また、得られた測定値の被験者への伝

達に当たっては、結果が適切に理解されるよ

う補助的な説明文書を添付するなど 大限

の注意を払った。このため関係者の情報管理

を徹底すると共に、研究機関、福島県歯科医師会が定期的に協議を行った。さらに、必要が生じ

た場合には、福島県庁や自治体とも協議し研究を進めることとした。

III  研究結果

1. 福島県在住

小児の乳歯

の収集とア

ーカイブ化

1)（令和1-3

年度）

令和3年度に

おいては、コロ

ナ禍の影響下

で、歯科医院を

訪れる小児数

が激減したこ

とにより、予定の収集数をやや下回ったが、

令和 4 年 1 月 11 日現在、7,507 本の乳歯を収

集することができた（マイルストン 8,000

本）。うち、福島県内からの乳歯は、6,408 本

で、福島市を有する県北地方、郡山市を有す

る県中地方、いわき市を有するいわき地方、

そして福島第一原発の存在する相双地方か

らの収集比率が高い。福島県外では、北海道、

新潟県、静岡県、熊本県の 4 県からの乳歯が

多数を占め、収集歯の分布については前年度

までとほぼ同様の傾向を示した。
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2. IPを用いた歯質放射線量（QL値）の測定1)

（令和1-3年度）

 図 5 に福島県内の 7 つの地方（a-g）と、福島県以

外の 8 つの県（h-o）および、その他の県（p）から

収集した乳歯につ いて、それらの QL 値に地域差が

あるか否かについて検討した。その結果、福島県と

他県との間には差がみとめられなかった。また、福

島県内についてみると、南会津地方からの乳歯 QL

値が、他地域と比べて低値を示した（図 5）。また、

原発事

故前に

形成された乳歯であっても、事故後、歯の表面に環境

中から、事故由来の放射性物質が吸着し、2 次的に歯

の汚染が生じている可能性があると考え、収集した

乳歯の QL 値が、事故後、口腔内に存在していた期間

に依存して上昇していたか否かについて検討した。

その結果を図 6 に示す。QL 値には、事故後の 6 年間

の観察期間中、有意の変動は認められず、事故後、放

射性物質の歯への 2 次的汚染（吸着）はないことが

推定された。

さらに、収集した事故前形成乳歯のQL値に性差は認

められず、事故時の年齢、地域空間線量率との相関も

認められなかった。

一方、平成29年（2017年）以降収集された乳歯の中に、原発事故後に歯質が形成された乳歯の比

率が次第に増加している。図7に歯質のすべてが事故前に形成された乳歯、事故後に歯質の一部が

形成された乳歯、歯質のすべてが事故後に形成された乳歯の比率の推移を示す。令和2年（2020年）

末において、歯質のすべてが事

故後に形成された乳歯の比率

が、50%を超えている。これら

乳歯の数は、疫学的評価を行う

ためには現時点では十分では

ないが、平成28年以降に収集さ

れた乳歯について、それら乳歯

のQL値を図8に示す。事故前形

成、一部事故時形成、すべて事

故後に形成された乳歯のQL値

は、現時点において有意の差は

認められなかった。
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3. 乳歯中γ線放出核種の測

定1)（令和2、3年度）

表 1 に極低バックグラウン

ドの環境下で 160-300 万秒の

測定結果を示す。測定した 9

サンプルのうち、ウラン系列

に属する 214Pb は 10 サンプル

中 8 サンプルに、また、トリ

ウム系列に属する 212Pb は 10

サンプル中 6 サンプルに認められた。また、40K は測定したすべてのサンプルに一定の範囲内で

（5-14mBq/g）検出された。137Cs については 10 サンプル中 9 サンプルで検出され、また、原発事

故以前に脱落・収集された乳歯にも認められた。さらに今回の原発事故に影響されていないと考

えられた福島県以外の県からの乳歯にも 137Cs が認められた。さらに、原発事故後に形成された乳

歯を QL 値が高い順に 50 本（歯種により異なるが、1 本当たりの重量は 0.2-0.5g）選び、非破壊の

まま、まるごとの歯 25 本ずつを 1 サンプルとし、2 サンプル測定した結果、どちらも測定限界に

近い値を示し、事故前に形成された乳歯に比べて、高くなっている兆候は認められなかった。（表

1）。 

4．乳歯中 90Srの測定 1,2)（令和2，3年度） 

福島県内のいわき、福島、郡山の3市から収集した乳歯、および、北海道、新潟、静岡、熊本の

4県より収集した乳歯について、それぞれ、6-17本ずつを1サンプルとして粉末化し、90Srの測定を

行った。表2にその結果を示す。福島県内の3都市間で、また、福島県外と他県の乳歯の値には、

地域差は認められないことが推測された。
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5．歯質中放射性核種のQL値発生に及ぼす寄与率

の検討（令和3年度） 

ゲルマニウム半導体検出器による測定結果か

ら、また、90Srの測定結果より、乳歯中には、ウラ

ン系列やトリウム系列の子孫核種、40Kなどの自然

放射性核種に加え、今回の原発事故以前に歯の中

に取り込まれた137Cs や90Srが存在することが明ら

かになっている。これら核種からのβ線が、QL値の

発生に寄与していることが考えられる。しかし、崩

壊エネルギーは核種により異なっているので、IP

は歯質中のどの深さからのβ線を捉えているかは、

明らかではない。そこで、本研究では、核種ごとに、

HA（ヒドロキシアパタイト／歯エナメル質の主成

分）との混合試料を作成し、それら試料について、自己吸収曲線を作成した。試料の厚み（g cm-

2）と計数率（cps）のデータを自己吸収曲線にフィッティングさせ、得られる吸収係数から、飽和

計数率に対して90％になる時の飛程を算出した（図9）。既知濃度の40K、210Bi(PbCl2)（ウラン系列

の子孫核種）、90Sr、 それぞれとHA混合試料についての密度3（HA/歯質の密度）におけるβ線の飛

程距離は、それぞれ0.09、0.09、0.10cmであった。すなわち、厚さ0.9-1mm以内の歯質中に存在す

る40K、210Bi、90Srからのβ線が、

QL値発生に寄与していると推

測された。なお、137Cs（MeV：

1.17） は、その崩壊エネルギ

ーが  210Biと同程度であり、

210Biと同程度の飛程距離にな

ると推測された。

2017年前後から、収集され

る乳歯の中で、原発事故後に

形成された乳歯の比率が増し

ており、これらの中に高い放

射線量（例えば平均値＋3標準
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偏差以上）を示す乳歯が出てくることが予測される。その場合、放射線量の増加（QL値の増加）

は 137Csあるいは 90Srの増加によると考えることができる。ここで、そのQL値の増加が、どの核

種の増加に拠るかを明らかにする必要がある。我々は、この二つの核種の崩壊エネルギーの違い

を利用し、適当な遮蔽板を用いることにより 137Csと90Sr（90Y）のβ線を分離できると考え、以下

の実験を行った。図10にその概念図を示す。1.5mmのプラスチック板により、137Csや 40K、ウラン

壊変系列の 210Bi、さらに 90Srからのβ線を遮断することができる。 

一方、試料中の 90Sr は 90Yへと崩壊し、この90Yからはエネルギーが高いβ線が放出され、この

β線は一定の割合で、遮蔽板を透過することができる。この透過した90Yからのβ線量を測定するこ

とにより、90Yの濃度から 90Srの濃度を推定することが可能である。図11には、90Sr 、137Cs 、40K 、

それぞれの標準試料をHAと混合して得た試料について、遮蔽板を入れない場合と、入れた場合の

自己吸収曲線である。137Cs と40Kについての自己吸収曲線は、遮蔽板により、ほぼ完全に遮蔽さ

れているのに対して、90Srについては、90Yからの高いエネルギーのβ線は遮蔽されず、自己吸収曲

線が描記されている（図11の左図、および図12）。これらの結果は、IPに適当な遮蔽板を組み合わ

せることにより、低エネルギー放射線のQL値成分と90Y（90Sr）によるQL値成分を分離できる可能

性を示している。また、これにより、歯質中の90Srの増減を簡便にスクリーニングできる可能性を

示すものといえる。

IV  考察

東日本大震災の後、11年が経過し、原発事故後に形成された乳歯の比率が次第に増しており、

今後その比率はさらに増すことが予測される。我々が、事故後に形成された乳歯を初めて収集し

たのは、2017年の初頭であるが、その数はわずかであり、歯質のすべてが事故後に形成されたと

みなすことができる歯の比率が年間の収集数の10%をこえたのは、2018年以降である。しかしそ

の数は、当時50本にも満たず、疫学的な検証を行うに足る数には程遠かった。一方、2019年12月

末に中国武漢に於いて初めてコロナ感染症が報告され、2020年初頭以降、2021年度末から現在に

至るまで2年以上コロナ禍が続いている。この間、歯科医院を訪れる児童の数が激減し、また、小

学校等における児童の活動制限の影響もあり、乳歯提供者数の大幅な減少が続いている。歯質の

すべてが事故後に形成されたとみなされ、IPに接する唇側面が健全であった歯は、2022年1月11日

現在、294本と少ないが、この数の少なさは、事故後に形成された乳歯の収集がこれから本格化す

るという時期に、コロナ禍が重なったことに原因があると考えられる。

歯質のすべてが事故後に形成された乳歯の数が、294という数は疫学的な評価に耐えられる十分

な数ではないが、これらの乳歯と同時期に収集された乳歯は、合計1,902本となるので、これらの

乳歯を、事故前に形成された歯、事故時に形成中であった歯、事故後に形成された歯の3群に分け、

可及的に各群の乳歯QL値を計算してみた。結果は図7に示す通りで、3群のQL値に差は認められて

いない。この3群に差が認められないということは、事故後に形成された乳歯中に取り込まれてい

る 137Cs や 90Srの量が事故後も有意に増加していないことを示唆している。事故後に形成された

乳歯について、QL値が上から高い順に50本の歯を選び、これらを25本ずつ2つのサンプルとして、

極低バックグラウンドの高感度ゲルマニウム半導体検出器を用いて 137Csを含むγ線放出核種の測

定を行った結果を、表1に示してある。この2サンプルの 137Csの値は、事故前にすでに脱落してい

た乳歯や事故前に形成されていた乳歯中の値と比べてもむしろ低く、事故後に乳歯中に 137Cs が

取り込まれた量が増えている兆候は見られなかった。90Sr の測定を行うためには、歯を破壊的に
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処理する必要があり、オートラジオグ

ラフィーや、ESR法によるラジカルの測

定など、他の測定を担保するために現

在は行っていないが、QL値にみるべき

変動が見られないことから、その濃度

が増加していることは考え難い。

事故後に形成されたヒト乳歯のQL値、

あるいは、90Sr や 137Cs値が、震災前に

形成された乳歯に比べて増加していな

いという事実は、体内に有意の137Csや
90Srが取り込まれていなかったと解釈できる。このことは、被災地で捕獲した各種動物の歯につい

ての我々の検討結果からも説明できる。参考図１には、空間線量率が異なる4つの原発事故被災地

で捕獲した野生アカネズミの切歯を、対照の2地区（青森県H市のD地区とS地区）で捕獲したアカ

ネズミの切歯と比較したIP画像である。この図からも推測されるように、歯からの放射線量（QL

値）は、アカネズミが棲息していた地域の空間線量率と相関を示しており、また、これらの歯の

137Csの値とQL値との間にも高い相関が認められている（未発表データ）。また、参考図2（引用文

献(2) より引用、改変）には、原発事故直後、野に放たれ、その後、一年以上、野や山で過ごし、

K村（空間線量率 0.8-1.2μGy/h）あるいはO町（空間線量率10-30μGy/h）で捕獲された老牛と若牛

の歯の中の 90Sr量について、原発事故の影響を受けていないと考えられる岩手県の畜牛の歯と比

較した結果が示してある。老牛の場合、原発事故時、歯列中のすべての歯は、既に形成を終了し

ており、（歯表面への吸着等によると思われる2次的な汚染はあるものの）、どの歯についても、歯

質中の90Srの値は低い。一方、図に示した若牛の場合、歯列中には、事故時には既に形成を完了し

ていた歯（DM／乳臼歯）、形成途上にあった歯（M／乳臼歯）、事故後に形成された歯（P／小臼

歯）があり、事故前に形成されたDMについては、老牛の歯と同様に90Srの値は低い。また、事故
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後に形成されたPについては、歯の形成中に環境中から多くの90Srが取り込まれており、その値は

高い。また、事故時に歯質の一部が形成途上にあったMについては、DMとPとの中間値を示して

いる。さらに、対照地区（岩手県）の畜牛の歯の90Srの値は、原発事故被災地で捕獲されたウシの

歯の90Sr量に比べてはるかに低い。被災動物で見られるこのような結果は、体内に有意の137Csや
90Srが取り込まれた場合（内部被ばくがあった場合）、それらの一部は、形成途上の歯の中に取り

込まれ、歯質中の、有意の放射性物質や放射線量の増加として表現されることを意味している。

事実、歯の中の90Sr量が著増したことが、過去の大気圏核実験3,4)やチェルノブイリ原発事故3,5)、さ

らに、放射性廃棄物によるテチャ河の汚染6)などと関連して、ヒトの歯においても報告されている。

福島第一原発事故前に形成された乳歯と、事故後に形成された乳歯の間で、放射線量や放射性物

質の値に差が認められていないという、本研究に於いてこれまでに得られている結果は、今回の

福島第一原発事故による有意な内部被ばくは、疫学的に見る限りにおいて、福島県在住小児には、

なかった可能性が高いことを示唆している。

ここ数年、事故後に形成された歯の収集が増えており、今後もこの傾向が続くことが予測され

る。QL値の測定によるこれまでのスクリーニングにおいては、注目すべき高値を示す歯は出現し

ていないが、今後、例外的に、そのような歯が出現する可能性も否定できない。こうした歯が出

現した場合、137Csについては、歯を非破壊のまま、γ線測定を行うことが可能であるが、90Srにつ

いてはこれが困難である。我々は 終的には、ICP-MS等による微量測定7)を考えるが、その前に、

歯を非破壊のまま、IPを用いて 90Srの増減をスクリーニングしたいと考え、そのための実験を行

っている。図3,10, 11, 12にその概略を示す。令和3年度までの基礎研究から、QL値の発生に寄与す

る核種として、歯の中には、ウラン壊変系列やトリウム壊変系列の子孫核種や 40Kの自然放射性

核種と、137Cs、90Srの人工放射性核種があることが明らかになっている。また、歯の表面（エナメ

ル質表面）から、およそ、1㎜以内に存在する、これら核種からのβ線が、QL値の発生に寄与して

いることも明らかにしている（図9）。上記核種の中で、自然放射性核種は、原発事故によって、

変動することは考えられず、もしQL値に大きな上昇があった場合には、それは、137Csや90Srの変

動によることが考えられる。一方、137Csと 90Sr によるβ線は、90Srが壊変した 90Yからのβ線のエ

ネルギーが 137Csのそれに比べて高く、137Cs由来のβ線と、90Sr 由来のβ線は、適当な遮蔽板を用い

ることにより分離することが可能である。我々はこの遮蔽板として現在1.5mmのプラスチック板

を使用しており、40Kあるいは137CsとHAの混合試料、あるいは 90SrとHAの混合試料についての自

己吸収曲線を描記し、これに遮蔽板を併用した場合と併用しなかった場合について検討している。

図11,12に示されているように、40Kや 137Csなどからの、エネルギーが低いβ線は、遮蔽板により遮

蔽されているのに対し、90Srの自己吸収曲線は、90Srの壊変核種である90Yが高エネルギーのβ線を

放出しており、これらのβ線は、遮蔽板を透過している。現在、90Sr 濃度既知の試料を用い、Bq値

とQL値の関係を確立する実験を続けている。IPのβ線に対する感度は高く、ダイナミックレンジも

広い。我々は、遮蔽板を用いることにより、40Kや 137Csと 90Srを分離することが可能であること

から、IPを用いて 90Srをスクリーニングできる可能性があると考えている。

現在、原発事故後に形成された乳歯について、疫学的な評価を行うためには、収集数が不足し

ている。事故前に形成された乳歯について、我々が行ったような、事故時年齢、居住地、居住地

の空間線量率、年齢、性差、歯種、原発事故後の居住変更の有無、他県との比較等、様々な要因を

考慮した疫学的な評価を行い、一定の結論を得るためには、今後、さらに乳歯の収集を継続する

必要がある。
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V  結論

福島県在住小児より収集した乳歯について、IPによる線量評価を行った。現在まで収集した乳

歯数は7,507本であったが、その中の事故前に形成された乳歯について、マルチレベル回帰分析を

行った。その結果、（１）乳歯中放射線量（QL値））は福島県と他県で差を認めなかった。（２）乳

歯中QL値には、性差、原発事故時年齢、事故後、口腔内に存在した期間、地域空間線量率との関

連は認められなかった。（３）原発事故後に形成された乳歯のQL値は、原発事故後に形成された乳

歯に比べて、現時点においては、差を認めなかった。

乳歯中放射性同位元素の測定により、（１）乳歯中には普遍的にウラン系列・トリウム系列の子

孫核種と40Kが存在する。（２）原発事故前に形成された乳歯中には福島県、他県に関わらず、90Sr

や137Csが存在する。（３）原発事故以前に脱落した福島県乳歯にも137Csが検出された。（４）乳歯

中に検出された90Sr、137Csは両核種とも、今回の福島第一原発事故由来とは考えられない。 

歯質中に同定された各放射性核種のQL値発生に及ぼす寄与率についての基礎的検討から（１）

歯の表面から厚さ1mm以内の歯質中に存在する 40K、210Bi、90Sr、137Csからのβ線が、QL値発生に

寄与していると推測された。（２）適当な遮蔽板を用いることにより、90Sr由来のQL値と137Csや40K

由来のQL値を分離できる可能性が示された。 

VI  次年度以降の計画

１）原発事故後に形成された乳歯に関して、全歯種にわたる乳歯の収集を行う。

乳歯は、胎生期から形成が始まり、通常6歳ごろから、12,13歳にかけて自然脱落し、永久歯に入

れ替わる。乳歯が永久歯と置き換わり脱落するのには順序があり、通常下顎前歯の脱落が も早

く、次いで上顎前歯がそれに続く。 後に永久歯と置き換わるのは乳臼歯で、その脱絡は、10歳

以降となる。現在、福島の原発事故が発生してから凡そ11年が経過しているが、上記の理由によ

り、これまでに収集された乳歯の歯種は前歯部に集中しており、原発事故後に形成された乳臼歯

の収集は極わずかである。原発事故前に形成された乳歯についての基礎的検討から、歯種により

放射線量が異なる（上顎前歯が、他の歯種に比べて優位の高値を示す）ことが分かっている。収

集歯数の偏りを防ぐため、今後、全歯種にわたり乳歯の収集が必要である。

（２）歯から内部被ばく量を推定するシュミレーションモデルの構築（被災動物を用いた検討）

90Srや 137Csなど、歯質中の放射性物質の濃度と、骨や諸臓器中の濃度との間にどのような関係

があるかについては、サル等の被災動物から採取した試料を用いて明らかにすることが可能であ

る。本研究班では、ヒトに近い野生アライグマの歯や骨を多く収集しているので、これら硬組織

に専ら分布している 90Srを中心に、歯から骨中の濃度を推定し、被ばく量を推定するモデルを構 

築したい。これにより、歯を内部被ばく線量の推定に用いることの可能性を高めていきたい。
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Radiation dose assessment using deciduous teeth collected from children in 
Fukushima 
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Abstract 

We collected 7,507 deciduous teeth from children in Fukushima and 
reference prefectures from 2014. Their radioactivity (measured as QL value) was 
determined using imaging plates and epidemiologically assessed using 
multivariate regression analysis. Additionally, we measured 90Sr and 137Cs, and 
natural radionuclides in teeth that formed before the Fukushima-Daiichi Nuclear 
Power Plant (FNPP) accident. Epidemiological studies showed that radioactivity 
and 90Sr and 137Cs concentrations in teeth from Fukushima prefectures were 
similar to those from reference prefectures. We found no correlation between 
radioactivity and age of the children at the time of accident, as well as regional air 
dose rate. We also found no evidence to suggest that radionuclides originating 
from the FNPP accident significantly contaminated pre-existing teeth. 

It was suggested that artificial radionuclides of 90Sr and 137Cs, which were 
assumed to originate from a previous nuclear weapons test, and natural 
radionuclides, including 40K and daughter nuclides in the 238U and 232Th series, 
generate radioactivity in teeth. Furthermore, experiments to record self-absorption 
curves for the mixed samples of 40K, 90Sr, or 210Bi with hydroxyapatite showed 
that β rays from these radionuclides existing within 1 mm depth from the tooth 
surface contributed to QL generation. We could also separate β rays derived from 
90Sr and rays derived from 137Cs or 40K by using an appropriate shield plate. The 
present findings will be indispensable for future studies on teeth formed after the 
FNPP accident, which will fall out over the next several years, and which could 
be more contaminated with radionuclides. 
    So far, we have collected about 300 deciduous teeth formed after the FNPP 
accident. At the present stage, there is no evidence to suggest any difference in 
radioactivity between the teeth formed before the FNPP accident and those 
formed after the accident. Further studies are required to confirm this observation. 
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研究要旨

本研究は、福島第一原子力発電所事故被災地のアスファルトやコンクリート

などの人工被覆面に沈着した放射性セシウム（以降 Cs）の深度分布を調査す

ることで、人工被覆面による空間放射線量率への影響の評価と、除染や建築

的な緩和対策の検討に貢献するデータを得ることを目的とする。また、調査

結果を用いて、γ 線シミュレーションで建物内外の空間線量率を簡易に予測

することを目的として、放射線解析に用いる γ線境界条件の開発を行う。以

上の目的を達成するため、本研究は 3 年間の研究期間で、次の 4 つの課題に

取り組む。（［課題①］避難指示区域における人工被覆面へのセシウムの沈着

状況調査、［課題②］人工被覆種別ごとの Cs 深度分布の傾向分析及び地上へ

の影響評価、［課題③］試験体を用いた Cs 深度に関するウェザリング影響評

価、［課題④］空間線量率予測のための実用的 γ線境界モデルの検討） 

キーワード 人工被覆面、放射能深度分布、放射線測定、放射線解析、γ線境界条件 
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I  研究目的 

福島第一原子力発電所事故被災地では、放射性セシウムをはじめとする事故由来の放射性物質

の影響で発災直後には広範囲に非難指示区域が設定されたが、その後の精力的な除染によって発

災後10年を経た現在では、多くの地域で住民の帰還が可能になっている。今後、特定復興再生拠

点区域など、当初の放射性物質の沈着が大きかった地域においても避難指示解除が進んでいく。

住民の帰還に際しては、残存する放射性物質に起因する放射線に留意して新たな生活の場となる

建築物の改修や新築を進めることが望まれる。

発災後一定期間を経た被災地の空間放射線量率は、主に地表面に沈着、浸透した半減期の長い

放射性セシウム（以降Cs）由来のγ線によって形成される。放射線源となる地表面には、被覆のな

い土壌面と舗装された人工被覆面があり、生活環境の放射線対策の立案や実施には、これら地表

面の放射線源としての特性の把握が求められる。同特性は主にCsの地中深度分布に応じて決まる

ため、生活空間の地面、即ち土壌露出面及びアスファルト舗装面、コンクリート舗装面等の人工

被覆面のCs深度分布情報が必要になる。土壌露出面については、時間と共に地中へ浸透するCsの

深度分布が指数関数で近似されることが示されている1,2）。その一方で、人工被覆面の同様のデー

タはごく少ない3）。

そこで、本研究では人工被覆面の放射線源としての特性の把握を目的として、放射能深度分布

調査を中心とした以下の４課題を実施する（［課題①］避難指示区域における人工被覆面へのセシ

ウムの沈着状況調査、［課題②］人工被覆種別ごとのCs深度分布の傾向分析及び地上への影響評価、

［課題③］試験体を用いたCs深度に関するウェザリング影響評価、［課題④］空間線量率予測のた

めの実用的γ線境界モデルの検討）。また、その成果となる人工被覆面の放射能沈着実態データを

学術論文として公開することで基礎資料の充実に貢献する他、成果を用いた建築空間の放射線解

析、建築的対策案の効果試算結果などを地域自治体に情報提供することで、安心な復興の一助と

なることを目指す。

II  研究方法 

以下に、課題ごとに研究方法を示す。

1. ［課題①］避難指示区域における人工被覆面へのセシウムの沈着状況調査

福島県内の避難指示区域にて、人工被覆面（不透水性アスファルト、透水性アスファルト、コ

ンクリート面）のCs沈着状況の調査を目的として、人工被覆面のコア試料を研究期間に亘って複

数回採取する。採取した試料を地表面側より0.5 ㎜ないし1.0 ㎜毎に切削、粉末化して深度毎の検

体を作り、Ge半導体検出器にてγ線測を行うことで、Csの沈着状況を明らかにする。調査方法を図

1に示す。なお、調査対象施設は福島県大熊町の町有施設で、町への申請と許可を得て実施した。

対象地については後述する。
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図 1 人工被覆面への Cs の沈着状況調査方法 

1.1. 人工被覆面 Cs 調査試料採取 

人工被覆面のコア抜き試料の採取に際して、引きずり（浅層のCsがコア採取時に移動して深層

のコンタミネーションとなること）を生じないこと及び、試料が欠けたり変形したりしないこと

が条件となる。採取は可搬型のコアドリル＋コアビット100φを用い、引きずりを避けるため乾式

とした。コアビットは乾式用を用いず、湿式用を乾式で用いる方が良好な試料を採取できた。コ

アドリルの固定はアンカーボルトによった。研究当初は夏季に軟化するアスファルトへのアンカ

ー固定に不安があり、固定に鋼製架台を用いたが、架台使用は寧ろ問題が多く、夏季のアスファ

ルトでもアンカー固定で作業可能であることを確認の上で方法を変更した。図 2に採取作業と採

取コアを示す。採取されるコア外径は92～95φ程度になる。

図 2 人工被覆面コア試料の採取作業と採取された試料（夏季） 

1.2. Cs 深度分布測定のためのコア試料の旋削 

深度毎にコア試料を切削、粉末化する方法は、作業性、加工精度、加工時の引きずり回避を条

件として、汎用卓上旋盤を用いた旋削（乾式）とした。ポーラスな試料や硬度の低いアスファル

トは、旋盤に取り付ける際の締め付けや機械加工に伴って変形や崩れを生じ、加工精度の低下と

引きずりに問題が生じる。これを回避するため、旋削に先行して試料に準備加工を施した。準備

加工は、当初はコア試料を真空含浸にて樹脂包埋処理した上で旋削する方法を採用した。含浸に

よる包埋は試料の機械的強度を上げ、加工時の資料保護に優れるが、空隙に含浸した樹脂が試料

の重量に影響すること及び試料内の物質の移動の原因となる恐れからこれを変更し、図 3に示す

方法を開発した。コア試料毎に底面形状を3Dスキャンし、3Dモデリングソフトで試料底面に嵌る

3D台座モデルを作成。3D台座を3Dプリンターで実体化して試料に嵌め込み、プラスチック円筒容

器を型としてエポキシ樹脂で固定した。以上の加工によって試料底部を精度よくフラット化する

と共に、機械的強度の向上によって、旋盤のチャックによる締め付けに対する強度を確保しなが

ら、試料地表付近の調査対象部位には手を加えない方法を確立した。
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図 3 コア試料に合わせた３Ｄ台座の製作 

旋削はバイト（旋盤の切削刃）と切削方法の自由度が高いため、精度と作業性を確保する目的

で検討を行い、当初はバイトにボーリングバー（試料中央から中ぐりで切削）を選定して試料中

央から切削する方法を採用（初年度報告）したが、試料の欠けを生じ易いことから、剣先バイト

（外周から切削）にて外周から切削する方法とした。バイトはすくい角が負になるネガ仕様のホ

ルダにブレーカ（エッジを鋭くするしゃくり）のない超硬チップを選定組み合わせた。図 4に作

業状況を示す。

切削粉末の回収方法については、当初はサイクロン式の吸引方式を採用したが、最終的には旋

盤の切削部分を極力小さく囲むように設計した防塵カバーで覆い、積極的に吸引せずにカバー底

部に設置した薬包紙上に切削粉末を落として回収する方法に変更した。本研究では初年度迄のサ

イクロン集塵を用いる方法で吸引条件を極力調整しても 10μm 以下の微細粉末が回収し切れず、

切削重量に対する試料回収率はアスファルトで 93 wt％程度が限界であった。今回確立した方法に

より回収率をアスファルトで 98 wt％～99 wt％まで向上した（コンクリートは若干劣る）。

切削深度の打ち切り条件は、試料のCs深度分布の把握目的としているため、既往研究3）に倣い、

切削毎に試料の表面汚染密度を測定してカウントが地表面の 1/10 以下となる深度迄とした。 

図 4 旋削状況 

図 5 切削加工による深度毎の試料粉末 

102



1.3. 深度毎の Cs 沈着量測定 

切削加工による深度毎の試料粉末（図 5）をGe検出器にて分析し、137Csのカウント、分析時間、

試料重量より137Cs濃度を求めた。 

2. ［課題②］人工被覆種別ごとの Cs 深度分布の傾向分析及び地上への影響評価

Csが沈着した人工被覆面による地上への影響を評価するため、課題②では人工被覆面の採取場

所にて放射線測定を行う。また、課題①で得られる被覆種別ごとのCs深度分布の傾向を分析し、

地上で観測される放射線の状況との関係を明らかにする。

2.1. Cs の深度分布による地上への影響調査 

人工被覆面の試料採取地点の地上におけるγ線スペクトル、地表面におけるγ線スペクトル、β線

計数率、γ線計数率を測定することを目的として、可搬型Ge半導体検出器、NaI（Tl）シンチレー

ション検出器、GM管検出器を用いたIn-situ測定を行った。可搬型Ge検出器は、コリメータを付し

た可搬型Ge半導体検出器（FALCON-5000、 CANBERRA、USA）を用い、1ｍ高で30分間測定した

2）。γ線スペクトルは、In-Situ Object Calibration Software （CANBERRA、USA）により解析した。

解析に用いるパラメータとして、測定対象の密度は2.35 g cm－3、緩衝深度は0.1 g cm－2とした。

シンチレーション検出器（シンチレーションスペクトロメータEMF211、EMFジャパン）はGe半

導体検出器と同じく1ｍ高で15分間γ線スペクトルを測定した（図 6）。GM管検出器（TGS-146B、

日立アロカ）は鉛コリメータを併用して、試料採取位置の地表面直上で時定数30秒にて3回測定し

た。なお、GM管検出器による測定はβ線の影響の有無による評価を意図して樹脂製遮蔽体の有・

無を条件に測定した。測定状況を図 7に示す。 

図 6 地上1mにおける空間線量率測定の状況 

図 7 地表面測定の状況 
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2.2. Cs 深度分布の被覆種別ごとの傾向分析 

課題①の結果を用い、人工被覆面試料の種別ごとにCs深度分布の特徴を分析する。ここで得ら

れる特徴と地上面で観測される放射線の関係を明らかにする。本研究では、不透水性アスファル

ト、透水性アスファルト、コンクリート面について整理を行う。

3. ［課題③］試験体を用いた Cs 深度に関するウェザリング影響評価

地表に沈着したCs濃度の深度分布は、地面内でCsが濃度勾配に応じて拡散する場合には発災後

の時間経過に応じて地表から地中に拡散することで、また、地面内で雨水等の水流に伴って輸送

される場合は移流によって、形成されると考えられる。土壌の場合、Cs濃度の深度分布は時間経

過とともに変化することが報告されており2）、地表面への沈着後も継続して移動することを示し

ている。人工被覆面内部のCs濃度の深度分布については、その性質に応じて経時変化が生じると

考えられる。そこで、不透水性アスファルト、透水性アスファルト、コンクリート面について、

採取した試料を実験室で湿潤と乾燥の2条件で温度を管理して１年間保管し、その後新たに現地か

ら採取した試料と比較することで、Cs深度分布の経時変化に関する情報を得る。 

3.1. 試験体保管条件と方法 

試験体保管方法を図 8 に示す。同日に採取した試験体 2 個を用い、実験室にて 2 条件 A:ドライ

条件、B:定期的に試料表面に注水するウェット条件（降雨想定）で保管する。温度は試料採取地

に近い条件とすることを意図して、浪江のアメダス統計値より月平年値を採用し、月毎に変化さ

せる。湿度は、注水した水が適度に乾燥することを意図して相対湿度 50%に設定する。A 条件の

試験体は採取したままの状態で上記温湿度環境に暴露する。B 条件の試験体は透明樹脂製の容器

に試料を納め、試料表面を水平にした状態でエポキシ樹脂にて試料外周部の水密を確保する。試

料上面はカバーせず地表面のままの状態として、注水時には地表面のみから水が浸透する条件と

する。この状態で恒温恒湿槽（いすゞ、TPAC-154-20、庫内 600＊600＊430）内に設定した上記温

湿度環境に暴露する。注水は水の乾燥を確認しながら実施する。

図 8 恒温恒湿槽内の試料 

4. ［課題④］空間線量率予測のための実用的 γ線境界モデルの検討

課題①で得られる深度毎のCs深度分布を用いた放射線解析により、建物の解析に用いる境界条

件を作る。図 9に境界モデルの体系を示す。鉛直の境界面（図 9、A、仮想境界面）を解析領域外

から領域内に通過するγ線を立体角毎に整理し（可視光における光度[cd]に相当）、その方向プロフ

ァイルを（可視光における配光分布に相当）をエネルギー帯ごとに整理することで、仮想境界面

エポキシ
樹脂

エポキシ
樹脂

水 
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のγ線境界モデルを構築する。同様に、地表面境界（図 9、B、地表面）を解析領域外から領域内

に通過するγ線を立体角毎に整理して地表面のγ線境界モデルを構築する。このA,Bの境界モデルを

作成する際に、解析に与える解析上のCs線源（図 9、C）をここでは模擬実線源と称する。模擬実

線源には課題①から得た人工被覆面のCs深度分布を用いる。模擬実線源には、周辺敷地の地表面

の種別の構成比率を反映するとともに、遮蔽・拡散体として寄与する周辺敷地の建物等も含まれ

る。

図 9 γ線境界モデルの体系 

なお、課題④は、初年度（令和2年度）にモデルのフレームワークを完成しており、本年度は新

たな境界モデルの開発は行わず調査に注力した。課題①にて得られるCsの深度分布を用い、境界

モデルの基本となる人工被覆面のγ線放射特性を試算した。また、施設K2にて今後解析を実施する

際に比較対象となる空間線量率分布測定を行った。

4.1. γ線境界モデルのフレームワーク 

ここでは γ線境界モデルのフレームワークを示す。鉛直の境界面（図 9 中 A：仮想境界）につ

いて、これまで筆者らが放射線解析（粒子・重イオン輸送計算コード PHITS4）を使用）による建

築環境の実用的解析を意図して、周辺敷地の模擬実線源が露出土壌面である場合を対象として開

発を進めた仮想境界モデル 5）を人工被覆面に拡張すると共に、街区中の建築空間の解析を意図し

て周辺建物を含む街区形状を取り入れた。仮想境界の外側に単一の模擬実線源が広がるモデル（図

10、a）を基本として、仮想境界外側に均質ではない模擬実線源が広がるケースと、その上に建物

が存在するケースなど、都市・建築的な要素を取り入れた（図 10、b）。 
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a） 均質な模擬実線源が広がるモデル b） 様々な都市・建築的環境に対応するモデル

図 10 周辺敷地の状況に応じた γ線境界モデル 

表 1 周辺建物、街区形状、地表面被覆条件 

要素 解析条件設定

周辺敷地の地表面被覆 人工被覆面率 0%, 50%, 80%, 100%の 4 水準 

周辺敷地の建蔽率 木造戸建簡易モデルを作成し、グロス建蔽率 25%、40%の 2 水準 

周辺敷地の建物配置 建物配置を、千鳥配置、格子配置の 2 水準 

人工被覆面を再現した模擬実線源は課題①の結果を整理して適用する。周辺敷地条件として、

初年度の検討では、表 1 に示す周辺敷地の地表面被覆、周辺敷地の建蔽率、周辺敷地の建物配置

をパラメータとして取り入れた。また、吉村らによるアスファルト面を対象とした Cs 深度分布調

査 3）を参照したモデル作成を試行した。 

4.2. 人工被覆面の γ線放射特性 

本研究においては「γ線放射特性」として以下の定義を用いる。γ線源となる平面から放射される

γ線の方向と、その方向の立体角当たりのγ線の数を放射特性と称する（可視光を取り扱う際の配

光に相当する）。また、放射特性は137Csに由来する直射線である0.662 MeVとこれよりも低いエネ

ルギーを持つ散乱線で構成される。エネルギースペクトル毎に放射特性が異なるため、エネルギ

ースペクトルを階級に分けて整理する必要がある。階級は0.05 MeVから0.1 MeV毎にスペクトルを

切り分け、0.5 MeVから、直射線、0.662 MeVを含む0.65－0.75 MeVまでの7階級について整理する。

可視光とのアナロジーでは、可視光の波長毎に配光特性が異なる光源面（見る角度で色が違う光

源）の定義に相当する。課題①によるCs深度測定結果を用いて、各人工被覆面におけるγ線放射特

性の解析を放射線解析コードPHITS4）により実施。対象被覆は①土壌、②コンクリート、③不透水

性アスファルト、④透水性アスファルトの4種。解析は図 11の体系を用いる。γ線の平均自由行程

を考慮して200m先に到達するγ線まで評価するため、半径200m地下1m、地上1mの解析領域を設定

し、地中に設定した半径10㎝の線源領域から射出されるγ線を高さ1mに設定する検出領域（Tally）

にて捉える。Tallyに入射するγ線のスペクトルと方向ベクトルを整理して地上1mの面でγ線の特性

とした。なお、この解析では137Csのみを設定して計算を行う。 
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図 11 γ線放射特性解析の解析体系 

4.3. 解析対象としての空間線量率分布測定 

施設K2（図 12）にて実施した屋内外空間線量率分布を例に示す。測定器は小型シンチレータ

（CLEAR-PULSE社製Mr. Gamma A2700）によった。上下分布の計測の為、γ線を遮蔽しないことを

意図して軽量な紙管に床面から25 cm毎に200 cmまで8台の測定器を取り付けた測定器具を製作し

た（図 13）。室内の測定は135cm間隔で屋内外合わせて100点で行い、計800 （8×100）点の空間線

量率を調査した。測定に先立ち線量率の異なる開けた屋外にて地上1 m高さで全ての小型シンチレ

ータとシンチレーションスペクトロメータ（EMF社製、EMF211）を比較して機差を補正した（図 

6 （2））。測定に際して床上1 mの室代表点でEMF211にて同時に線量率を測定することで、測定誤

差の圧縮に努めた。小型シンチレータは時定数60秒で、測定器具を測定位置に設置後60秒経過し

た後、30秒毎に3回記録して平均した。EMF211は7箇所で各点30分間の測定を行った。 

図 12 施設 K2 平面図（緑枠内が測定範囲） 図 13 紙管を使用した測定器具 

（倫理面への配慮）

本研究では、以下の理由により倫理面の問題がないと判断した。

本研究はヒト、動物、自然を対象とする研究ではなく、また、研究初年度に調査対象とした施

設は全て自治体などの公的機関が管理する建物に付随する駐車場その他であり、個人の財産等に

影響せず、個人情報に該当する資料も含まれない。
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III  研究結果 

1. ［課題①］避難指示区域における人工被覆面へのセシウムの沈着状況調査

1.1. 人工被覆面コア試料採取 

令和 3 年 8～9 月及び令和 3 年 12～令和 4 年 1 月に福島県大熊町内の５施設（図 14 及び表 2、 

表 3参照）を選定し、各箇所１～４地点、計９地点（site 1 – site 9）で試料採取を行った。各地

点にて計画した試料数（夏季4～8個/site、計36個、冬季2～4個/site、計22個）全ての採取を完了し

た。夏季に採取した試料の約半数は課題②試験用である。人工被覆面の種別は、不透水性アスフ

ァルト、透水性アスファルト、コンクリートの3種類である。試料採取地点は、調査の進捗に伴っ

て追加しているため、夏季よりも冬季が多い。試料採取地点はSite 8施設HC：透水性アスファルト

のみ除染済と未除染を含むが、これ以外はいずれも未除染である。表 4、表 5に試料採取地点の

写真を示す。

図 14 試料採取地点 

表 2 夏季（令和 3 年 8~9 月）試料採取概要 

表 3 冬季（令和 3 年 12 月~令和 4 年 1 月）試料採取概要 
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表 4 試料採取地（2021 年度夏季） 

試料情報 採取現場 試料情報 採取現場

2021/8/6 
施設 K2 
駐車場

コンクリー

ト

①～④

2021/8/6 
施設 K2 
駐車場

コンクリー

ト

①～④

2021/8/19 
施設 KS 

建物スロー

プ

コンクリー

ト

①～④

2021/9/17 
施設 KS 

教室前犬走

コンクリー

ト

①～④

2021/9/24 
施設 KS 
体育館前

アスファル

ト

①～④

2021/9/24 
施設 KS 
駐車場

アスファル

ト

①～④

2021/8/19 
施設 CD 
駐車場

アスファル

ト

①～④

2021/9/17 
施設 HC 
駐車場

アスファル

ト

未除染

①～④

2021/9/17 
施設 HC 
駐車場

アスファル

ト

除染済

①～④
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表 5 試料採取地（2021 年度冬季） 

試料情報 採取現場 試料情報 採取現場

2022/1/17 
施設 K2 
駐車場

アスファル

ト

①～②

2022/1/17 
施設 K2 
駐車場

コンクリー

ト

①～②

2021/12/14 
施設 KS 

建物スロー

プ

コンクリー

ト

①～②

2021/12/14 
施設 KS 

教室前犬走

コンクリー

ト

①～②

2021/12/14 
施設 KS 
体育館前

アスファル

ト

①～②

2021/12/14 
施設 KS 
駐車場

アスファル

ト

①～②

2022/1/17 
施設 CD 
駐車場

アスファル

ト

①～②

2022/1/25 
施設 HC 
駐車場

アスファル

ト

未除染

①～②

2022/1/25 
施設 HC 
駐車場

アスファル

ト

除染済

①～②

2021/12/14 
施設 FC 
駐車場

アスファル

ト

①～④
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1.2. コア切削加工結果 

コアの切削加工は、今年度と前年度に採取した試料を合わせ、計画した45個全てを切削した。

不透水性アスファルト試料とコンクリート試料は、地表より0.5㎜厚で切削し、地表より6～8層（3

㎜～4㎜）で地表面の表面汚染密度の1/10未満となった。表 6にコンクリートの切削状況の例を示

す。透水性アスファルトは脆く且つ地表面の凹凸が大きいため、第1層を0.2㎜、次いで2～4層を0.5

㎜で切削した後、1.0㎜厚で切削し、地表より15層程度（13㎜程度）で地表面の表面汚染密度の1/10

未満となった。表 7に透水性アスファルトの切削状況の例を示す。 

表 6  Site 2、施設 K2 コンクリート②切削状況抜粋 

表 7 Site 8、施設 HC アスファルト④切削状況抜粋 

切削前 0.5mm 1mm 3mm

5mm 11mm 12mm 13mm 

1.3. 各地点の Cs 深度分布 

切削して得られた検体をGe半導体検出器によって分析し、深度毎のCs汚染量（Bq）と検体の重

量（g）から、Cs濃度（Bq/g）の深度分布（以降、Cs深度分布）を調査した。以下に各地点でのCs

深度分布の調査結果を示す（図 15～図 23参照）。 

切削前 0.5 mm 1 mm 1.5 mm 

2 mm 2.5 mm 3 mm 3.5 mm
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なお、これらは重量深度で整理している。同一のサイトで採取された複数の不透水性アスファ

ルト試料（図 15、図 21、図 23）、複数のコンクリート試料（図 16～図 18）の比較では、一部を

除き深度分布はよく揃った傾向を示し、重量深度で0.5 g/cm2程度（実深度で3 ㎜程度）よりも浅い

範囲にCsが沈着していることが確認された。

図 15 site1 深度分布（夏季試料） 図 16 site2 深度分布（夏季試料） 

図 17 site3 深度分布（夏季試料） 図 18 site4 深度分布（夏季試料） 

図 19 site3 深度分布（夏季試料） 図 20 Site6 深度分布（初年度冬試料） 
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図 21 site7 深度分布（夏季試料） 図 22 site8 深度分布（夏季試料） 

図 23 site9 深度分布（冬季試料） 図 24 site9 既往調査との比較 

不透水性アスファルト及びコンクリートの緩衝深度（地表面におけるCs汚染濃度のe-1倍になる

深度）は0.06~0.18cmである。図 23のsite 9では、3個の試料の内１つの傾向が大きく異なっていた。

アスファルト表面の凹凸や地表付近の状態の違いによって差異を生じていることが推察されるた

め、こうした特異な傾向を示す資料については今後更に検討を加える。図 22に示す透水性アスフ

ァルトは、地表付近の重量深度0.3 g/cm2程度までは深度と共に減衰し、以深は大きく傾向を異に

して深度による減衰が小さくなる状況が確認された。

図 24はsite9の不透水性アスファルトについて、発災後5年の調査（2016年）で得られたCs深度

分布3）と発災後10年の本調査で得られたCs深度分布を比較する（傾向が異なる不透水性アスファ

ルト①を除く）。なお、図 24の比較では時間経過に伴う減衰を補正していない。緩衝深度は、既

往研究が0.08cm、本研究が0.09cmで殆どCs深度分布の傾向は変化しない。不透水性アスファルト

におけるCs深度分布は発災後、早期に形成され、その後大きく変化していないことが考えられる。
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2. ［課題②］人工被覆種別ごとの Cs 深度分布の傾向分析及び地上への影響評価

課題①の試料採取地における空間線量率測定及び地表面における表面汚染密度測定により、各

試料採取地の地上への影響を実測した。

2.1. Cs 濃度の深度分布による地上への影響調査 

2.1.1. 可搬型 Ge 半導体検出器、NaI（Tl）シンチレーション検出器を用いた In-situ 測定 

可搬型Ge半導体検出器による各測定地点の空間線量率及び同測定より算出された放射性セシウ

ム沈着量を表 8に示す。Cs-137沈着量の範囲は初年度の測定 （2021/1/7） では161-1569 kBq m-2に

対し、2年度の測定 （2021/11/4） では141-1514 kBq m-2であった。取得されたγ線スペクトルを図

25に示す。空間線量率、放射性セシウム沈着量を反映し、Sites-5～8で波高の高いスペクトルが得

られた。NaI（Tl）検出器による同上測定地点でのγ線スペクトルを図 26に示す。いずれの測定地

点に於いても137Csの高いピークが確認される。測定地点間の比較では137Csよりも高エネルギー帯、

低エネルギー帯で傾向が異なり、放射性核種の構成に差があることが推察された（図 26赤丸）。

測定地点ごとの詳細な差異の確認は今後になる。現状ではγ線スペクトルによる深度分布や被覆種

別の推定はできていない。今後Csの深度分布と波高分布のプロファイルを紐づける検討を継続す

る。

表 8 各測定地点の放射性セシウム沈着量 

検出器：可搬型 Ge 検出器 
設定パラメータ：密度=2.35[g cm⁄ ]、重量緩衝深度=0.1[g cm⁄ ] 

測定地点 測定日
沈着量 （kBq m-2） 

Cs-134 
沈着量 （kBq m-2） 

Cs-137 

施設 K2 （Site-1） 2021/1/7 8 161 

不透水性アスファルト 2021/11/4 5 141 

施設 K2 （Site-2） 2021/1/7 10 206 

コンクリート 2021/11/4 8 194 

施設 KS （Site-5） 2021/1/7 74 1569 

不透水性アスファルト 2021/11/4 56 1514 

施設 KS （Site-6） 2021/1/7 32 684 

不透水性アスファルト 2021/11/4 24 640 

施設 CD （Site-7） 2021/1/7 52 1102 

不透水性アスファルト 2021/11/4 39 1063 

施設 HC （Site-8） 2021/11/4 54 1418 

透水性アスファルト
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図 25 可搬型 Ge 検出器で測定した各点の γ線スペクトル（地上 1ｍ、コリメータ使用） 

図 26 NaI 検出器で測定した各点の γ線スペクトル（地上 1ｍ、コリメータなし） 

2.1.2. GM 管検出器を用いた In-situ 測定 

コア試料採取と同時に、コア試料採取位置の地表面でGM管検出器（TGS-146B）を用いて放射

線の計数率を測定した。コリメータを併用し、β線の遮蔽を意図してa）遮蔽体なし、b）樹脂遮蔽

体（アクリル板）5㎜の条件にて測定を行った。測定結果を表 9、表 10に示す。また、図 27、図 

28にこれらの測定結果を示す。ここでは、人工被覆の種類による、遮蔽体有無によるカウントの

差異を確認することを意図して、グラフ中のプロットを、青：不透水性アスファルト、赤：コン

クリート、紫：透水性アスファルトとした。
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表 9 GM 管検出器を用いた計数率測定結果（夏季） 

測定器：TGS-146（R11893）
時定数 ：30 s 単位(cpm)

対象 被覆⾯タイプ
ロケーション No. date time 遮蔽体なし アクリル板5mm

施設K2 アスファルト a 2021.8.10 10:05 1620 165
駐⾞場 1700 156
Site-1 1660 173

b 2021.8.10 10:15 1180 160
1230 145
1280 150

c 2021.8.10 10:25 1670 170
1750 159
1660 157

d 2021.8.10 10:35 1750 158
1790 142
1820 139

コンクリート a 2021.8.10 10:45 1820 210
駐⾞場 1890 192
Site-2 1850 215

b 2021.8.10 10:55 1740 200
1840 210
1810 195

c 2021.8.10 11:05 1590 205
1540 200
1570 190

d 2021.8.10 11:15 2760 213
2770 208
2830 200

施設KS コンクリート ① 2021.8.19 14:35 2660 263
運動場前スロープ 2730 220
Site-3 2750 216

② 2021.8.19 14:40 2720 207
2830 245
2740 215

③ 2021.8.19 14:30 2350 185
2290 204
2320 182

④ 2021.8.19 14:25 2510 183
2540 215
2420 220

アスファルト ① 2021.9.24 14:08 16200 1020
体育館前 16400 1010
Site-5 16200 1010

② 2021.9.24 9:58 16400 1010
16500 1000
16600 950

③ 2021.9.24 10:20 15500 970
15600 938
15800 963

④ 2021.9.24 10:32 15200 941
15300 963
15400 923

施設CD アスファルト ① 2021.8.19 10:05 4100 329
駐⾞場 4040 317
Site-7 4090 352

② 2021.8.19 10:00 4630 350
5060 355
4950 393

③ 2021.8.19 10:10 5560 385
5740 404
5680 368

④ 2021.8.19 9:50 5240 395
5260 375
5200 351

遮蔽体
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表 10 GM 管検出器を用いた計数率測定結果（冬季） 

対象 被覆⾯タイプ
ロケーション No. date time 遮蔽体なし アクリル板5mm

施設K2 アスファルト ① 2022.1.17 9:38 1730 165
駐⾞場 1760 139
Site-1 1750 143

② 2022.1.17 9:57 1930 156
2000 147
1890 160

コンクリート ① 2022.1.17 10:21 1850 194
駐⾞場 1930 171
Site-2 1870 180

② 2022.1.17 10:07 1990 206
1950 186
1940 173

施設KS コンクリート ① 2021.12.14 11:07 3090 276
運動場前スロープ 2990 257
Site-3 3040 235

② 2021.12.14 10:46 2470 213
2500 215
2550 219

コンクリート ① 2021.12.14 10:30 1720 232
教室前⽝⾛ 1770 253
Site-4 1750 194

② 2021.12.14 10:23 2570 369
2600 325
2600 320

アスファルト ① 2021.12.14 11:46 16700 929
体育館前 16700 896
Site-5 16700 933

② 2021.12.14 11:26 15800 896
15700 950
15700 897

アスファルト ① 2021.12.14 10:02 7020 490
駐⾞場 2090 428
Site-6 6960 420

② 2021.12.14 9:46 6780 468
6900 455
6680 440

施設CD アスファルト ① 2022.1.17 13:20 5050 323
駐⾞場 4990 301
Site-7 4850 303

② 2022.1.17 13:08 3430 260
3480 280
3470 290

施設HC アスファルト ①未 2022.1.25 9:45 4650 789
駐⾞場 4660 757
Site-8 4780 788

①済 2022.1.25 10:08 4180 541
4250 587
4170 562

②未 2022.1.25 9:32 4810 812
4820 825
4880 814

②済 2022.1.25 9:57 3710 656
3640 612
3600 597

施設FC アスファルト ① 2021.12.20 9:31 14300 530
駐⾞場 14400 526
Site-9 14500 545

② 2021.12.20 9:44 3740 298
3700 298
3670 283

③ 2021.12.20 10:05 4640 306
4530 302
4570 318

④ 2021.12.20 9:53 2980 249
2930 257
2970 230

遮蔽体
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図 27 GM 管検出器による計数率（夏季）※

図 28 GM 管検出器による計数率（冬季）※ 

※青：不透水性アスファルト、赤：コンクリート、紫：透水性アスファルト

Csが地表付近にあれば遮蔽体なし条件と、β線が遮蔽される遮蔽体あり条件の差が大きくなると

考えられる。浸透の程度に応じてその差異には変化が生じると考えられるが、コンクリートと不

透水性アスファルトの差異は顕著ではない。透水性アスファルトは図 28より、傾向が異なること

が確認される。

GM管検出器 （TGS-146B）で測定されるβ線による計数率をβ 、γ線による計数率をγ とす

ると、遮蔽体なしの条件で測定される計数率を（β ＋γ ）、アクリル板5㎜の条件で測定され

る計数率を（γ ）とした場合、仮にβ ≒𝑅 ∗ γ と整理できれば係数Rは（β ＋γ ）と

（γ ）から簡単に計算される（式（1））。Rに含まれる定数部分を適切に消去すれば、Cs深度分

布を説明できる可能性がある。

遮蔽体なし β ＋γ

アクリル 5 ㎜ γ
≒

Rγ ＋γ
γ

R＋1

𝑅
β ＋γ

γ
1 （1） 
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図 29 各測定位置における係数 R 試算値（冬季） 

図 30 βCPMと γCPMによる整理（冬季） 

図 29に冬季データを用いた係数Rの試算結果を示す。また、図 30に冬季データを用いたβ と

γ をプロットした結果を示す。なお、ここでは測定値の単純な操作による比較を意図して、β

とγ は共に実測から得られた生データを用いており、GM計数管のβ線とγ線に対する感度を考

慮していないほか、バックグラウンドによる補正等も行っていない。図 29では、浸透が深い透水

性アスファルトの係数Rが小さくなることが示され、簡単な測定によってある程度浸透状況を地表

から確認できる可能性が示された。また、図 30ではCsが地表付近に分布する不透水性アスファル

トは概ね同じ比率を示すのに対してコンクリート、透水性アスファルトでは比率が異なる状況が

観察された。また、図 23にて、特異な傾向を示したSite-9アスファルト①はβ が大きい傾向を

示した。今後、N数を積み増しこれらの傾向と深度分布の関係を更に検討する。
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3. ［課題③］試験体を用いた Cs 深度に関するウェザリング影響評価

課題③は、課題①にて採取した試料の内24個（ドライ12個+ウェット12個）を保管している。本

年度夏季の試料採取で得た試料より、対象とする試料を2021年9月～10月に恒温恒湿槽内で保管を

開始した。浜通りの月平均気温、相対湿度50％条件にて恒温恒湿槽で保管することで、週2回の注

水及び乾燥の繰り返しを実現した。大熊町を含む地域の年間降雨日数は95日程度で、年間平均で

3.8日毎に1回の降雨頻度である。週2回の注水は3.5日毎の降雨相当するものとして適切な頻度と考

えられる。1年間の保管期間を目指して最終年度の9月～10月に恒温恒湿槽より取り出し、課題①

の手順に従ってCsの深度分布を測定する。 

図 31 月別降雨日数 

4. ［課題④］空間線量率予測のための実用的 γ線境界モデルの検討

4.1. 人工被覆面の γ線放射特性 

図 32に①土壌、②コンクリート、③不透水性アスファルト、④透水性アスファルトの4種の地

表面によるγ線放射特性の試算結果をエネルギー帯毎に示した。解析結果は地中のCsから放射され

るγ線の総量を1.0としている。なお土壌のCs深度分布は、対数表現によるCs深度モデルで発災10

年後に相当するβ=102）として求めた分布を用いた。土壌の場合、直射線のエネルギー帯0.65－0.75 

MeVを含め、全てのエネルギー帯でほぼ円形の放射特性を示しており、均等拡散面（ランベルト

面）に近い特性である。地表面付近の浅層にCsが分布する②コンクリート、③不透水性アスファ

ルトでは直射線のエネルギー帯は、地表面に点線源を配置した際の特性に近く、④透水性アスフ

ァルトではその中間的な特性となった。今後、解析への地表面形状の導入などを行い、更に検討

を進める。なお、この解析では、地表面には凹凸が無いものとして計算している。今後、地表面

形状を考慮することで、放射特性が修正される可能性がある。

4.2. 施設 K2 における空間線量率分布測定 

施設K2における空間線量率分布測定結果を図 33に示す。屋外の空間線量率は0.6~1.1μSv/h、屋

内の空間線量率は0.4~0.9μSv/hであった。これまで報告されている多くの事例と同じく建物中央に

向かって空間線量率が低下する状況が確認された。また、高さが高くなるほど空間線量率は上昇

していることも確認された。この傾向は、建物の床下は汚染されておらず、建物中央付近の空間

線量率が低いこと、周辺敷地が建築空間に影響する主要な線源になっていること、建物が木構造

等で建築外皮の遮蔽力が低いこと、屋根面が風雨で洗い流されて主要な線源となっていない事な

どの条件で形成されると一般に考えられている。但し、周辺敷地の地表面境界から放射されるγ線

の射出特性（角度及び強度）と建物と線源面の位置関係によって決定されることを考慮して理解

する必要がある。なお、小型シンチレータとEMF211による測定値の差はEMF211に対して最大5%
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であった。簡易な計測機を用いた測定ではあるが、3次元的な空間線量率分布は今後の解析との比

較等に於いて有用な資料となる。

①土壌 ②コンクリート

③不透水性アスファルト ④透水性アスファルト

[MeV] 

図 32  地表面からの γ線放射特性 

FL +25 cm FL +125 cm 

FL +200 cm 平面図（緑枠の範囲を測定）

図 33 空間線量率分布測定結果 
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IV  考察 

1. ［課題①］避難指示区域における人工被覆面へのセシウムの沈着状況調査

人工被覆面のCs深度分布を測定した結果、不透水性アスファルト、コンクリートは、共に地表

面より3 mm程度の範囲にCsが存在することが判明した。発災後10年を経過して、表層3 mm程度に

Csが存在していることから、土壌で見られるような時間経過に伴う浸透はほぼ無い可能性が確認

された。当初、Csは不透水性アスファルトにはあまり浸透しないが、親水性のコンクリートには

雨水と共に拡散によってある程度浸透することを想定した。しかしながらどちらも積極的な浸透

は確認できなかった。また、不透水性アスファルトについては、既往研究と同じ場所で採取した

試料を比較した結果、ほぼ同様のCs深度分布が得られた。この事から不透水性アスファルトでは

深度方向への移行が殆ど進行しない可能性が示唆された。それにも関わらず切削によって深度分

布が確認される要因として、地表面の凹凸が寄与していると考えられる。アスファルト、コンク

リート共に表面の凹凸は数mmに達するものもあり、0.5 mm毎に地表面から切削して得られるデー

タはCsが浸透せず表面に付着していることによる可能性がある。今後シミュレーションと現地に

おける放射線測定などを併用して更に検討を進める。

透水性アスファルトでは、数㎝のオーダーでCsが浸透していることが確認された。課題④では

不透水性アスファルト、コンクリートと透水性アスファルトでは地表への放射線の放射特性が若

干異なることが確認されている。

これらの結果から、除染を行う場合には、不透水性アスファルトやコンクリート舗装のケース

ではCsの深度が浅いため、地表面を2～3mmはつり取るだけで対策できる可能性がある。一方、透

水性アスファルトはCsの深度が深いことから、地表面を数mmはつり取っても十分な対策とならな

い可能性が示唆される。

今後、人工被覆面の種別ごとの N 数を増して検討する。 

2. ［課題②］人工被覆種別ごとの Cs 深度分布の傾向分析及び地上への影響評価

課題①試料採取地における地上1mのγ線スペクトル測定及び地表面における表面汚染密度測定

より、Csの深度分布による地上への影響を検討した。地上で観測されるγ線スペクトルはCsの深度

分布を反映していると考えられるものの、人工被覆面の場合、Csの深度が比較的に浅く地面がγ線

の遮蔽に大きく作用しないほか、測定地点により137Cs由来のγ線 （0.662 MeV） よりも高エネル

ギー帯、低エネルギー帯でスペクトルの傾向が異なり、放射性核種の構成に差がある可能性が考

えられた。そのため、現状では地上のγ線のスペクトルを地中のCsの深度分布と結びつけることが

難しく更に検討を要する結果となっている。GM管検出器を用いたIn-situ測定では、遮蔽体を用い

て測定したβ線とγ線の比較により、地中の深度分布に応じた差異が確認され、検討を進める事で

深度分布の傾向を捉えられる可能性が確認された。今後、課題①による地中のCs深度分布の分析

を進め、地中のCs深度分布と地上の線量率を関係づける検討を進める。 

3. ［課題③］試験体を用いた Cs 深度に関するウェザリング影響評価

課題①にて採取した試料の内24個（ドライ条件、ウェット条件各12個）を保管している。最終

年度まで継続して約1年の保管期間を確保した後に切削分析を行う。本報告の時点では保管を遂行

中であり、考察すべき結果は得ていない。
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4. ［課題④］空間線量率予測のための実用的 γ線境界モデルの検討

課題①にて得られた発災後10年のCs深度分布を用いた人工被覆面のγ線放射特性の結果と、発災

後10年を想定した土壌面の場合を比較した。 

土壌面の場合、Csが地中にある程度深く拡散しているため、地中で放射されたγ線が散乱され、

地表面における放射特性は、均等拡散面（ランベルト面）に近く、地表面のγ線の輝度は角度によ

らずほぼ等輝度になると考えられる。その結果、住宅等の空間線量率測定では、等輝度のγ線を発

する地面が広く見える上層階で高線量が観測されることとなる。これに対し、不透水性アスファ

ルトとコンクリートはCsが地表付近にあるため、直射線のエネルギー帯が卓越し、且つ、法線方

向に対する射出角0°～70°程度の角度範囲にほぼ同じ強度でγ線が放射され、更に90°方向（水平方

向）迄高い強度を維持する。これらの放射特性から、不透水性アスファルトやコンクリート面で

囲まれた場所で観測されるγ線は、土壌面の場合と比較して地表面と平行な方向に遥かに強い指向

性を示すと考えられる。透水性アスファルトはCsの深度分布がやや深いため、地表面下で散乱さ

れるγ線が増え、土壌の放射特性に近づく結果となったが、土壌面に比べれば水平方向への放射が

多く、地表面と平行な方向に強い指向性を示すと考えられる。これらの特性を踏まえれば、人工

被覆面に囲まれ、且つ、木造など遮蔽力の小さい外壁の構造物においては、γ線の指向性に起因し

て、屋内外の線量率の差が小さくなることが考えられ、その結果として土壌面に囲まれた建物に

比べてRFが下がらない可能性が示唆される。また、こうした状況で建物周辺のみを除染すると、

屋外の真下からのγ線の寄与の差が小さくなるため、更にRFが下がりにくくなることが考えられ

る。建築的対策としては、コンクリート塀などの遮蔽体を用いることで、塀の高さ＋αの範囲でγ

線を効果的に遮蔽できる可能性が示唆される。

但し、今回の試算は試料地表面の凹凸による影響を考慮していないため、今後地表面の凹凸と

沈着状況及びγ線の放射特性の関係を検討する必要がある。 

V 結論

これ迄の調査により、人工被覆種別毎のCsの深度分布の特徴が確認され、不透水性アスファル

ト舗装面とコンクリート面の深度分布がほぼ同様であること、透水性アスファルトは傾向が異な

り、より深く浸透していることが詳細な測定データを伴って確認された。また、人工被覆種別ご

との地上への影響評価を目的とした測定では、地表面で測定した結果から地中の状況をある程度

推測できる可能性が確認された。調査結果とシミュレーションを用いた検討では、人工被覆種別

ごとのγ線の放射特性を試算して種別毎の特徴を示した。本年度の調査結果から、人工被覆面の

凹凸と沈着、浸透についての検討、調査地点によるCs以外の放射性核種による調査結果への影響

の可能性の検討、が課題として見出された。

VI  次年度以降の計画 

最終年度、課題①は、第2年度に採取した試料の内、分析未了の試料の分析を進めるとともに、

夏季には最終年度の試料採取を行い加工分析することで、試料のN数を増して調査の精度を向上

する。Ge分析器による分析が進捗の律速にならないよう、手元での分析に外注業者による分析を

加えて推進する。課題②は、人工被覆種別ごとのCs深度分布について対数表現等を用いて説明す

るモデル式を整理するとともに、地表面における現実的なIn-situ測定で地表面下を推定する方法を

まとめる。課題③は、ウェザリング試料の加工及び分析を10月、11月に実施し、試料内のCsの移
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動について検討を行う。課題④は、初年度に構築したγ線境界モデルの枠組みに課題①で得る人工

被覆種別ごとのCs深度分布を適用したモデルを提案し、これを用いた簡易な解析により、建築内

外空間に対する人工被覆面の影響と対策例を示す。

本研究の成果となる人工被覆面の放射能沈着実態データを学術論文として公開することで基礎

資料の充実に貢献する他、成果を用いた建築空間の放射線解析、建築的対策案の効果試算結果な

どを地域自治体に情報提供する。

この研究に関する現在までの研究状況、業績

現時点（第 2 年度）でジャーナルへの投稿はありません。 
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Abstract 

This study aimed to evaluate the air dose rate of Cs radiation and examine decontamination and 

architectural mitigation measures in the areas affected by the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant 

(FDNPP） accident by investigating the depth distribution of radioactive Cs deposited on artificial pavement 

surfaces. Additionally, practical γ-ray boundary conditions for computational radiation analysis are being 

developed to evaluate the radiation air dose rates inside and outside buildings. 

To achieve the abovementioned objectives, the overall study focused primarily on the following four 

aspects during a three-year research period: Task (1): Investigation of Cs deposition on the artificial pavement 

surfaces in the FDNPP accident-affected area, Task (2): development of an experimental Cs concentration 

distribution model for the pavements and a non-destructive investigation method for studying the Cs 

distribution, Task (3): weathering impact assessment using test specimens, and Task (4) : development of a 

practical γ-ray boundary model for predicting the air dose rate. This paper reports the results of the second 

year of the research period. 

In the second year, focus was primarily on Tasks (1) – (3). During these tasks, in total, 73 core samples 

of artificial pavement, permeable/impermeable asphalt, and concrete were collected from five facilities and 

nine sites in Okuma Town, Fukushima Prefecture, including the samples of the first year. Further, 47 

specimens of these samples were carved from the surface layer every 0.5 mm and the Cs depth distribution 

was analyzed using a Germanium detector. The weight buffer depth (β) of impermeable asphalt and concrete 

（depth being 1 / e ≈ 0.4 times of the surface concentration） was approximately 0.15 g/cm2. Cs was 

observed even ten years after the disaster, in an extremely shallow range of concrete and impermeable asphalt. 

Permeable asphalt showed a different depth distribution property, which exceeded 1 g/cm2 when it was 

evaluated through the weight buffer depth, thus, confirming that Cs penetrated at deeper depths. However, 

the depth distribution was not explained by the exponential function distribution, and the evaluation by the 

weight buffer depth (β) was considered unsuitable. In the final year, focus will be on Tasks (3) and (4) using 

collected samples and survey results, respectively. Additionally, the number of samples will be increased, 

and the survey accuracy will be improved through continuous sampling and analysis. 
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研究要旨

本研究は、市街地における空間線量率の減少傾向に対する、人間活動の影

響を定量的に評価することを目的とし、観測とシミュレーション解析を併せ

た試験的アプローチ、及びモニタリングデータベースと社会環境データの関

係を解析する統計的アプローチの双方から取り組む。本年度は試験的アプロ

ーチとして市街地における空間線量率、および137Cs沈着量の減少速度と、避

難区域や交通量との関係を解析し、特定復興再生拠点の空間線量率は除染の

影響により減少が早いこと、137Cs沈着量は交通量が多いほど早く減少する可

能性が示された。得られた137Cs沈着量の減少速度と交通量の関係は、シミュ

レーション解析に用いるパラメータとして整備した。またこれまでに整備し

たパラメータにより、市街地の空間線量率が良好にシミュレートできること

を確認した。統計的アプローチでは、空間線量率のモニタリングデータにつ

いて減少傾向を分析し、地点毎の減少傾向は早い環境半減期で特徴づけられ

ることが確認された。得られた環境半減期（減少速度）は、土地利用区分や

流動人口データと有意な相関を示し、広域でも空間線量率の低減に人間活動

が寄与していることが示された。

キーワード 空間線量率、137Cs 沈着量、経時変化、市街地、人間活動 
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I 研究目的

空間線量率の減少傾向は、住民の被ばく線量評価、避難区域の設定など、各種放射線防護にお

いて重要であると同時に、帰還した、ないしは帰還を予定する住民とのリスクコミュニケーショ

ンに有用な情報である。特に住民が大半の時間を過ごす市街環境において、空間線量率の減少傾

向は、上述の放射線防護やリスクコミュニケーションといった環境行政の点で大きな関心ごとで

ある。

従来の研究により、空間線量率の減少速度は市街地で他の環境よりも早いことが報告されてい

る1–3)。また空間線量率は、市街地の主要な被覆要素である舗装面で、草地や土壌などの非舗装面

よりも速やかに減少することがヨーロッパ4–6)や福島県7,8)で示されている。以上の情報は、被ばく

線量の推定モデルにおいて重要なパラメータとなる9,10)。この市街地における空間線量率の低減要

因として、人間活動の影響が間接的に示唆されているが2,3,11)、これを直接的に評価した研究はこ

れまでに報告されていない。

本研究は、空間線量率の経時的な減少に対する人間活動の影響を定量的に評価することを目的

とし、空間線量率の減少とその要因を直接的に実証するための現地観測調査とシミュレーション

解析による評価、および空間線量率の減少と人間活動の関係を広域で評価するためのモニタリン

グデータベースを活用した解析を実施する。人間活動の影響としては、除染や道路清掃や車両の

通行に伴う路面の摩耗、住民や自治体による清掃活動などが考えられるが、直接的に評価できる

項目として、現地観測調査では除染と交通量に着目し、空間線量率の減少傾向との比較を行う。

またデータベースを活用した解析では、人間活動を表す指標として土地利用、及び流動人口に着

目し、空間線量率の減少との関係解析を行う。さらに、線源となる137Csの動態に対する人間活動

の影響を併せて評価することで、空間線量率の低減メカニズムについて理解、実証することを目

的とする。本年度は試験的アプローチとして、市街地における空間線量率や137Cs沈着量の経時変

化と、人間活動を表す指標として着目した避難指示区分や交通量との関係を評価すると共に、空

間線量率のシミュレーションに必要な実測値に基づくパラメータやモデルといった解析環境を整

備することを目的とした。併せて統計学的アプローチとして、モニタリングデータベースを用い

た統計解析に必要なデータセットを整備すると共に、モニタリングデータを用い空間線量率の減

少速度を評価することを目的とした。

II  研究方法 

本研究では、市街地において空間線量率、および 137Cs 沈着量をモニタリングし、その減少傾向

と人間活動の関係を評価するとともに、シミュレーション解析と合わせることで、空間線量率の

減少要因の評価、空間線量率の将来予測を行う。また、これまでに各種事業で蓄積されてきたモ

ニタリングデータベースと、土地利用や人流データなどの社会環境データについて関係解析を行

う。モニタリング調査、シミュレーション解析、データベースを用いた解析それぞれの方法につ

いて以下に述べる。

1） モニタリング調査

本調査では、空間線量率、及び 137Cs 沈着量の経時的な減少速度を実測値に基づき求め、この減

少速度と避難指示区分や交通量との関係を解析する。調査地を図 1 に示す。空間線量率、および

137Cs 沈着量の経時変化を評価するための調査は、大熊町、富岡町を対象に、人間活動量が異なる
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帰還困難区域、特定復興再生拠点、居住区域に該当するエリアを試験サイトとして実施した。

空間線量率は、KURAMA-II システムを用い歩行サーベイにより、令和 3 年 9 月 14～22 日、お

よび令和 4 年 1 月 19～24 日の 2 回測定した。KURAMA-II システムは、30～2,000 keV の γ 線計数

率と GPS 座標を 3 秒間隔で取得し、外部サーバに転送、保管する。システムや計数率から空間線

量率への変換などデータ処理の詳細は、Andoh ら 12)により報告されている。測定された空間線量

率データは、地理情報システム（ArcGIS, ESRI 社）により 100 m 四方のメッシュ内の平均値に加

工し、解析に用いた。

図 1 調査地 

137Cs 沈着量は、円筒型コリメータ（30 mm 厚、鉛製）を備えた可搬型ゲルマニウム半導体検出

器（Falcon-5000, CANBERRA, USA）を用い、表 1 に示す特定復興再生拠点、及び帰還困難区域内

の 16 地点で測定した。測定は令和 3 年 9 月 14 日～15 日、および令和 4 年 1 月 17 日～18 日の 2

回実施した。検出器は三脚を用いて測定点の地上 1m 高に保持し、30 分間測定した。得られた γ

線スペクトルは、In-Situ Object Calibration Software (ISOCS, CANBERRA, USA)を用いて解析し、

137Cs 沈着量を求めた。解析に用いるパラメータとして、緩衝深度は 0.1 g cm−2、測定対象であるア
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スファルトの密度は 2.35 g m−3 とした 13)。

交通量調査は、実際の交通量の多寡を考慮し表 1 のサイト No. 3、6、10、13－15 の計 6 地点に

おいて、令和 3 年 8 月 2～31 日、および令和 3 年 12 月 20～23 日に録画した動画（24 時間）を用

い集計した。集計の際には、四輪車のみを対象とした。

表 1 137Cs 沈着量測定地点（○で示した特定復興再生拠点は、令和 3 年度 4 月時点で避難指示が

解除され、住民に開放された区域を示す。）

サイト No. 自治体 試験サイト区分 測定対象 緯度 経度

1 大熊町 特定復興再生拠点 駐車場 37.4048 140.9825 

2 大熊町 特定復興再生拠点 道路 37.4043 140.9820 

3 大熊町 特定復興再生拠点 道路 37.4035 140.9826 

4 大熊町 特定復興再生拠点 駐車場 37.4042 140.9834 

5 大熊町 ○ 特定復興再生拠点 道路 37.4037 140.9819 

6 大熊町 帰還困難区域 道路 37.3965 140.9775 

7 大熊町 特定復興再生拠点 駐車場 37.4051 140.9774 

8 大熊町 帰還困難区域 駐車場 37.3977 140.9901 

9 大熊町 帰還困難区域 道路 37.3969 140.9993 

10 大熊町 帰還困難区域 道路 37.3942 141.0019 

11 富岡町 帰還困難区域 駐車場 37.3653 141.0322 

12 富岡町 ○ 特定復興再生拠点 道路 37.3716 141.0072 

13 富岡町 ○ 特定復興再生拠点 道路 37.3705 140.9669 

14 大熊町 ○ 特定復興再生拠点 道路 37.4125 140.9907 

15 大熊町 ○ 特定復興再生拠点 道路 37.4103 140.9773 

16 大熊町 帰還困難区域 駐車場 37.4124 140.9910 

2） シミュレーション解析

空間線量率の減少要因の評価や将来予測を目的とするシミュレーション解析は、環境中空間線

量率 3 次元分布計算システム（3D Air Dose Rate Evaluation System:略称 3D-ADRES14)）により環境

モデル（地形・樹木・建物などの構造物、及び線源分布を再現したモデル）を作成し、これを Particle

and Heavy Ion Transport code System（PHITS）に入力して実施する。解析対象となるモデルサイト

は、図 2 に示す大熊町の帰還困難区域試験サイトに位置する一区画に設定した。本年度は、モデ

ルサイトでの環境モデルを作成すると共に、試験的に空間線量率分布のシミュレーションを実施

した。シミュレーション結果は、図 2 に示された拓けた土壌面 6 地点（S1～6）、舗装面 6 地点

（P1～6）、雑木の林床 6 地点（F1～6）の計 18 地点で、昨年度に NaI サーベイメータにより測定

した 1m 高さの空間線量率を用いて検証した（表 2）。

環境モデルは、まず計算領域を区切るメッシュを作成した後、家屋などの環境要素を作成し、

次いでメッシュに線源を付与する。メッシュは家屋、舗装面、他領域それぞれを対象に作成した

（図 3）。また環境要素として樹木、家屋、土地利用をモデルに付与し、PHITS 形式の 3D モデル

を作成した（図 4）。場の空間線量率をシミュレーションするため、作成した 3D モデルにある道
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路や家屋、樹木といった環境要素には、昨年度に歩行サーベイにより取得した地上 100cm 高の空

間線量率測定値を元に、Kim et al.（2019）14)を参考に線源（134Cs、137Cs）を設置した。 

図 2 シミュレーション解析の対象となるモデルサイト

表 2 シミュレーション結果の検証に用いた空間線量率と測定地点 

No. 緯度 経度 測定値（μSv h-1） 
P1 37.39698446 140.9993084 0.99 
P2 37.39705484 140.9984749 1.13 
P3 37.39646118 140.9981288 0.92 
P4 37.39664802 140.9987622 1.21 
P5 37.39604248 140.999186 1.02 
P6 37.39582045 140.998594 1.06 
S1 37.39707749 140.9991523 2.16 
S2 37.39710094 140.9983345 2.03 
S3 37.39631444 140.9977909 1.99 
S4 37.39640726 140.9985386 1.76 
S5 37.39605553 140.9989383 1.85 
S6 37.39587576 140.9984267 1.95 
F1 37.39555835 140.9996823 1.91 
F2 37.39583197 140.9993477 1.54 
F3 37.39636918 140.9996949 1.91 
F4 37.39690974 140.9997033 1.59 
F5 37.3971867 140.9990299 2.23 
F6 37.39718002 140.9997074 1.91 
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①家屋メッシュの作成            ②舗装面メッシュの作成 

  

 
③他領域メッシュの作成 

 

図 3 計算領域メッシュの作成 

（衛星画像: Google, 🄫🄫2022 TerraMetrics/ Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO） 
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①樹木データの付与 ②家屋データの付与

③土地利用データの付与 ④PHITS 形式の 3D モデル作成

図 4 環境要素の付与と 3D モデルの作成 

（衛星画像: Google, 🄫🄫2022 TerraMetrics/ Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO）

3） データベースを用いた解析

空間線量率は総合モニタリング計画の中で様々な手法と時間・空間的な解像度により、事故直

後から継続してモニタリングされてきた。本研究ではこのうち、事故後の比較的初期から広域で

継続的にデータを集積してきた文部科学省、原子力規制庁による走行サーベイデータ 1を用い、空

間線量率の減少傾向を評価すると共に、人間活動を表す社会環境データとの関係解析を行う。

1 放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト（https://emdb.jaea.go.jp/emdb/） 
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本年度は、昨年度に引き続き走行サーベイデータのクレンジングを行うと共に、クレンジング

したデータについて空間線量率の減少傾向を分析し、得られた減少速度（環境半減期）と人間活

動を反映する社会環境データとの関係解析を行った。

データのクレンジングは、クラスター分析により一般的な挙動と異なる経時変化を示す地点の

データ（はずれ値）を抽出した。クラスター分析には、クラスターの個数が事前にわからない場

合や、はずれ値の特定に有効な手法であり、計算コストが低い“Density-based”の DBSCAN15)を用

いた。クラスタリングは、空間線量率の各測定地点での時系列データを対象とし、時系列データ

どうしの相同性（類似性）によりクラスタリンが行われることになる。

空間線量率の減少傾向（環境半減期）は、機械学習法（LASSO）を用い、指数関数線形和モデ

ルをフィッティングすることで評価した。このモデルは、一定の範囲・一定数個の減衰係数を持

つ指数関数を用意し、その線形和により時間(t)における減衰した空間線量率（D(t), μSv h-1）を表

現するものであり、式 1 により表される。

このモデルでは、Ne および λi は外部から与えるパラメータであり、Ne は 50、λi の最小値（λ1）

～最大値（λNe）の範囲は[log(2)/50]～[log(2)/0.1]とした。測定データを用いて学習するパラメータ

は、ci およびバックグラウンド空間線量率に相当する c0 である。これにより、各地点における空

間線量率の時系列データについてフィッティングされた指数関数線形和モデルから、空間線量率

の減衰を表す環境半減期を求めた。

空間線量率の減少速度と人間活動の関係を評価するため、社会環境データとして土地利用平面

図、及び人口の移動をモニタリングした流動人口データを整備し、相関解析を行った。土地利用

平面図データは、原子力機構により公開されている土地利用データ（高解像度土地利用土地被覆

図データ（2014 年 2 月版））2とした。また携帯の GPS 情報から取得される流動人口データには、

2 高解像度土地利用土地被覆図データ（https://emdb.jaea.go.jp/emdb_old/selects/y20103/） 

式 1 
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内閣府が「地域経済分析システム RESAS」3にて提供する「まちづくりマップ 流動人口メッシュ」

を用いた。「流動人口メッシュ」では、500m メッシュを対象地域全域に設定し、この 500m メッシ

ュ毎の流動人口に基づきマップが作成されている。本研究ではこのメッシュデータを福島県全域

について取得し、数値化した流動人口データを作成した（図 5）。数値化した流動人口の最大値は、

10,000 程度であった。 

図 5 流動人口データ（0～最大値を白～赤で描画、ただし 0 の地点は灰色） 

（倫理面への配慮）

本研究は、公共の場における空間線量率等の環境放射能を測定するとともに、公開済みのデー

タベースを活用するものであり、倫理面への配慮が必要となる作業を含まない。

III  研究結果 

1） モニタリング調査

①空間線量率

本研究において点データとして取得された空間線量率は、地理情報システムを用い 100m メッ

シュの平均値として加工し、解析に供している。一例として、メッシュデータに加工して得られ

た大熊町の特定復興再生拠点における空間線量率の分布マップを図 6 に示す。当該エリアで取得

3 内閣府、地域経済分析システム RESAS（https://resas.go.jp/#/7/07201） 
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されたメッシュ数は 130 超であり、この高い空間解像度により、局所的な空間線量率の分布と、

その変化傾向の可視化が可能となった。得られた空間線量率の分布とその変化傾向は、大熊町が

運営する、リスクコミュニケーションを目的とした「環境情報サイネージ」のコンテンツとして

採用され、オンライン上で公開されている 4。 

図 6 大熊町の特定復興再生拠点における空間線量率の分布マップ 

（国土地理院撮影の空中写真を使用）

避難指示区分ごとに求めた空間線量率平均値の経時変化を図 7 に示す。なお、人工放射性核種

（主に 134Cs、137Cs）に由来する空間線量率の経時変化を評価するため、データはバックグラウン

ドの空間線量率（大熊町で 0.074 μSv h−1 、富岡町で 0.059 μSv h−1 16)を差し引いた値としている。

データ数が十分な特定復興再生拠点、居住区域について空間線量率の減少速度 5を求めた結果、そ

れぞれ−0.291 year−1、−0.166 year−1 であった。 

帰還困難区域における空間線量率の減少傾向を比較するため、帰還困難区域での調査を開始し

た 2021 年 1 月の空間線量率に対する、2022 年 1 月の相対値を比較した（図 8）。相対値が最も低

かったのは、減少速度が最も速い特定復興再生拠点（83.4％）であり、直近の 1 年間でも除染の進

捗に伴い速やかに減少していることが確認された。人間活動のある居住区域の相対値は 87.9％と、

人間活動が限定的な帰還困難区域（90.5％）よりも低い値となった。 

4 大熊町環境情報サイネージ（https://www.okuma-signage.jp/） 
5 減少速度（λ）は次式により定義される。 

[λ＝ln(2)/t1/2] 
ここで t1/2は半減期を意味する。本解析における減少速度は、事故由来の放射性核種の物理壊

変、及びその他のウェザリング効果（地面における放射性核種の下方浸透と水平方向への洗い

流し）の影響を含んでおり、指数関数をフィッティングして得た傾きとして求めた。
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図 7 避難指示区分ごとの空間線量率経時変化 

図 8 2021 年 1 月の空間線量率に対する 2022 年 1 月の相対値 

②137Cs 沈着量

舗装面における 137Cs 沈着量の経時変化について、沈着量が大きく異なる地点間のデータを統合

して解析するため、本研究では 137Cs 沈着量を初期沈着量（第 4 次航空機モニタリング 17)で得ら

れた 2011 年 11 月 5 日時点の値）で基準化した相対値として解析を行った。過年度データも併せ

た除染後、及び未除染の地点における 137Cs 沈着量の経時変化を図 9 に示す。137Cs 沈着量は時間

の経過と共に減少し、減少速度は除染の前後でそれぞれ−0.178 year−1、−0.251 year−1 であり、除染

後の地点で減少が早い傾向にあった。
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図 9 137Cs 沈着量（初期沈着量に対する相対値）の経時変化 

137Cs 沈着量の減少に対する人間活動の影響を評価するため、帰還困難区域、及び特定復興再生

拠点内の避難指示が解除された地点で、かつ本研究期間（令和 2～3 年度）の間に除染の影響を受

けていない地点（表 1 の No. 9~16）について、137Cs 沈着量の減少速度を評価した（図 10）。減

少速度は、帰還困難区域と避難指示が解除された区域でそれぞれ−0.089 year−1、−0.224 year−1 であ

った。

図 10 帰還困難区域、及び避難指示が解除された区域における 137Cs 沈着量の経時変化 

③交通量調査

交通量調査の結果を表 3 に示す。令和 2 年度から 3 年度にかけて計数した終日の交通量は平均

で 9～4,431 台の範囲で変動していた。これら 6 地点のうち、除染の影響を受けていない 5 地点

（No.3、10、13-15）について、交通量調査を実施した 2020 年から 2022 年にかけた 137Cs 沈着量

の減少と交通量の関係を評価した（図 11）。137Cs 沈着量の減少と交通量の間には、弱い有意性

（相関係数＝0.68）ながらも、正の相関が確認された。 
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表 3 交通量調査結果（避難指示区分における○は、令和 3 年度 4 月時点で避難指示が解除された

地点を示す。）

サイト

No.
避難指示区分

交通量

2020/12/16-22 2021/8/2-31 2021/12/20-23 平均

3 特定復興再生拠点 2,364 1,243 1,787 1,798 

6 帰還困難区域 218 119 169 

10 帰還困難区域 13 4 9 

13 ○特定復興再生拠点 2,236 1,510 1,711 1,819 

14 ○特定復興再生拠点 5,075 4,045 4,174 4,431 

15 ○特定復興再生拠点 1,640 1,716 2,166 1,841 

図 11 日平均交通量と 2020 年 9 月の 137Cs 沈着量に対する 2022 年 1 月の相対値 

2） シミュレーション解析

 本シミュレーションでは、家屋や樹木などの環境要素ごとにモデルを作成・線源を設置し、空

間線量率を計算しているため、各環境要素に由来する空間線量率を評価することが可能である。

空間線量率のシミュレーション結果を図 12 に示す。モデルサイトの空間線量率は、主に地面に由

来しており、家屋や樹木の影響が限定的であることが確認された。

空間線量率のシミュレーション結果の検証のため、昨年度に空間線量率を測定した 18 地点につ

いて、空間線量率の実測値と計算値を比較した（図 13）。空間線量率の推定値は実測値と高い相

関を示し、3D-ADRES によりモデルサイトの空間線量率の空間変動が良好に再現できることが確

認された。一方、相関式の傾きは 0.76 であり、推定値は実測値を 24％ほど過小評価していること

が確認された。
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図 12 3D-ADRES による空間線量率シミュレーション結果（左上：合計，右上：地面，左下：樹

木，右下：家屋などの人工物）

図 13 空間線量率の実測値と 3D-ADRES による計算値の比較 
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3） データベースを用いた解析

クラスター分析により、最も大きなクラスター1、およびはずれ点に分類された時系列データを

図 14 に示す。はずれ点に分類された時系列データ数は 17,629 と、クラスター1 の 4,549 に比較し

て多いものの、クラスター1 にははずれ点のようにデータの不自然な増減が少ない、概ね素性の

よい時系列データを得ることができた。

図 14 クラスター分類後の時系列データ 

（上：サイズの大きいクラスター1（要素数 4549）、下：はずれ点（17629）） 

クレンジングを行った時系列データについて、LASSOにより評価した環境半減期の散布図を図

15に示す。図中の縦軸は環境半減期（対数スケール）、横軸は観測地点を表し、環境半減期の重み
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付き平均値の小さい順に左から右へと並べている。また平均環境半減期（減少速度の重み付き平

均値の逆数×log2）を赤でプロットした。全体として早い環境半減期（1年未満）と遅い環境半減期

（5～20年）が確認された。遅い環境半減期は観測地点により大きくは変わらないものの、早い環

境半減期は地点によって異なっていた。また横軸で2.1×104付近にある観測地点は、早い環境半減

期がなく遅い環境半減期のみで表された。

図 15 LASSO により求めた環境半減期の散布図 

図 15の赤線で表される平均環境半減期から求めた平均減少速度を土地利用ごとに求めた（表 
4）。平均減少速度は、人間活動のある都市域で最も早く、人間活動の限定的な森林や水域で低い

値となった。また平均減少速度と流動人口数との相関図を図 16に示す。図からは相関関係が分か

りづらいが、相関係数（1.40×10-1）およびp値（7.35×10-98）からは、平均減衰係数と流動人口との

間に正の相関が弱いながらも確認された。

表 4 土地利用区分ごとの平均減衰係数 

土地利用区分 地点数 平均減少速度（year-1） 

水域 85 1.098 

都市 5174 1.599 

水田 5738 1.377 

畑地 3991 1.402 

草地 906 1.357 

落葉樹 4521 1.307 

常緑樹 1926 1.178 

裸地 45 1.388 
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図 16 流動人口と平均減少速度の関係 

IV  考察 

特定復興再生拠点、居住区域における空間線量率の減少速度は、それぞれ−0.291 year−1、−0.166 

year−1であり、いずれも137Csの物理減衰に伴う減少速度（−0.023 year−1）よりも速やかな値が示さ

れた。以上の結果は、放射性セシウムのウェザリング効果（水平方向への流失、および土壌深度

方向への移動）により、空間線量率の減少が促進されていることを示す。また、減少速度が特定

復興再生拠点で居住区域よりも早かったのは、主に当該区域内で実施された除染によるものと考

えられる。仮に特定復興再生拠点、居住区域における空間線量率の減少速度の差が除染に起因し

ており、両地域に置けるウェザリング効果、放射性核種の物理壊変に伴う空間線量率の減少速度

が同等とした場合、人間活動の一つである除染による空間線量率の減少速度は、両地域の減少速

度の差として−0.125 year−1と見積もられる。この減少速度は特定復興再生拠点の開放に向けて除染

が行われた市街環境において、実測値に基づいて得られた値であり、除染に伴う空間線量率の減

少を推定するのに実際的なパラメータとなると考えられる。

除染以外の、日常的な人間活動の影響を評価するため、人間活動のある居住区域と人間活動が

限定的な帰還困難区域において、2021年1月から2022年1月にかけた空間線量率の減少を評価した

結果、居住区域で速やかな減少が確認され、従来の報告1–3)と符合した。また本研究では、避難指

示が解除された地点で帰還困難区域よりも速やかな137Cs沈着量の減少が確認された。以上の結果

は、人間活動が放射性セシウムのウェザリング効果に寄与し、その結果空間線量率の低減を促進
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していることを示唆する。

日常的な人間活動の一つとして、交通量に着目し137Cs沈着量の減少との関係を解析した結果、

交通量と137Cs沈着量の減少との間には有意性が低いものの弱い正の相関が示された。本解析にお

ける沈着量の評価期間は1年4か月と非常に限定的であるため、相関が弱かった可能性があるが、

今後、より長期のモニタリング結果を用いて同解析を行うことで、その関係が明らかになると考

えられる。

以上、避難指示区分ごとの空間線量率の減少速度や、交通量に伴う137Cs沈着量の減少速度は、

次年度のシミュレーション解析におけるパラメータとして供するため、調査の継続によりパラメ

ータのアップデートを行う予定である。

モデルサイトの空間線量率の空間的な変動は、3D-ADRESにより良好に再現された一方、空間

線量率の推定値自体は、実測値に比較し約24％の過小評価となった。その原因として、地面への

線源の設定が、十分に現場を再現していなかった可能性がある。次年度は、この線源設定方法に

ついて改良した後、人間活動と放射性セシウムの減衰を考慮したシミュレーションを実施する予

定である。

地面や家屋、樹木といった環境要素ごとに空間線量率をシミュレートした結果、空間線量率は

主に地面に由来することが確認された。これは、地面における放射性セシウムの挙動が場の空間

線量率の主要な支配要因であることを意味する。地面における放射性セシウムの主な挙動は「物

理減衰」「土壌における鉛直方向への移動」「舗装面における水平方向への流失」である18)。この

内、人間活動は「物理減衰」以外に寄与しうるが、居住区域における土壌中の放射性セシウムは、

除染の影響により埋没して分布するため、空間線量率の減衰には「舗装面における水平方向への

流失」が大きく寄与すると考えられる。そのため今後、本研究で確認された帰還困難区域と避難

指示解除区域で異なる137Cs沈着量の減少速度をシミュレーションに反映することで、人間活動に

由来する空間線量率の減衰を評価することが可能と考えられる。

クレンジングした空間線量率の時系列データについて環境半減期を求めたところ、多くの地点

で早い環境半減期（1年未満）と遅い環境半減期（5ー10年）の二つで減衰が表された。また地点

毎の減少は、早い環境半減期によって特徴づけられていた。環境半減期から求めた平均減少速度

について社会環境データとして土地利用区分や流動人口データとの相関分析を実施した結果、人

間活動の高い都市域で減少が早く、森林や水域で減少が遅いこと、流動人口数と正の相関がある

ことが確認され、モニタリングを実施した試験サイトのみならず福島県全域を対象とした広域で

も人間活動が空間線量率の低減に寄与することが示された。一方、流動人口データと減少速度の

間の相関性は弱く、今後、社会環境データで減少速度をより定量的に表すには、相関分析条件を

精査し、継続して解析する必要がある。

V  結論 

本研究により、人間活動のある居住区域で、人間活動が限定的な帰還困難区域よりも速やかな

137Cs沈着量と空間線量率の減少が確認されたことから、人間活動が放射性セシウムのウェザリン

グ効果に寄与し、空間線量率の低減を促進している可能性が示された。3D-ADRESによる空間線

量率のシミュレーションは、良好にモデルサイトにおける空間線量率の空間的な変動を再現でき

た一方で、推定値自体は24％ほど過小評価していたため、人間活動を反映したシミュレーション

解析に先んじ線源の設定方法を改善する必要性が認められた。従来行われてきた大量のモニタリ
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ングデータについてクレンジング処理し、減少傾向を評価した結果、減少傾向は早い環境半減期

と遅い環境半減期の2成分で表されること、地点毎の減少傾向の違いは早い環境半減期で特徴づけ

られることが確認された。得られた環境半減期について、人間活動を表す社会環境データ（土地

利用区分、流動人口データ）との相関分析を行った結果、人間活動が福島県全域を対象とした広

域でも、空間線量率の低減に寄与していることが示された。

VI  次年度以降の計画 

次年度は現地でのモニタリング調査を継続することにより、本年度評価した避難指示区分や交

通量に対応する空間線量率・137Cs沈着量の減少速度を更新すると共に、空間線量率と137Cs沈着量

の関係を評価する。3D-ADRESについては本年度、モデルサイトの空間線量率の空間的な変動を

良好にシミュレートできた一方、やや過小評価する傾向にあったことから、線源の設定方法を改

良する。その後、モニタリング調査にて得た減少速度を3D-ADRESのパラメータとし、モデルサイ

トでの空間線量率の経時変化についてシミュレートすることで、避難指示区分や交通量の影響を

評価する。モニタリングデータベースを用いた解析では、これまでに解析に必要なデータセット

を整備し終えており、次年度に空間線量率の減少傾向と人間活動を表す社会環境データとの関係

解析を行う。具体的には、減少モデルにおける各成分の減少速度について、人間活動を特徴づけ

る流動人口、土地利用といった社会環境データを変数として主成分分析、及び相関解析を行い、

空間線量率の減少に影響する社会環境データを評価する。

この研究に関する現在までの研究状況、業績

1） Yoshimura K. Air dose rates and cesium-137 in urban areas—deposition, migration, and time
dependencies after nuclear power plant accidents, J Nucl Sci Technol. 2022; 59: 25–33.

2） Yoshimura K Nakama S Fujiwara K. Radiation Monitoring in the Residential Environment: Time
Dependencies of Air Dose Rate and 137Cs Inventory, J Radiat Pro Res. 2022; DOI:

10.14407/jrpr.2021.00199.
3） 金敏植, Alex Malins, 町田昌彦, 他. 環境中での空間線量率 3 次元分布計算システム（3D-

ADRES）の研究開発の現状と今後の展望 －福島復興に向けた市街地・森林等の環境中空

間線量率分布の推定－. RIST NEWS. 2021; 67: 3-15.

引用文献

1) Kinase S Takahashi T Sato S et al. Development of prediction models for radioactive caesium

distribution within the 80-km radius of the Fukushima Daiichi nuclear power plant, Radiat Prot

Dosimetry. 2014; 160: 318–321.

2) Saito K Mikami S Andoh M et al. Temporal Change in Radiological Environments on Temporal
Change in Radiological Environments in Fukushima, J Radiat Prot Res. 2019; 44: 128–148.

3) Andoh M Mikami S Tsuda S et al. Decreasing trend of ambient dose equivalent rates over a wide

area in eastern Japan until 2016 evaluated by car-borne surveys using KURAMA systems, J

Environ Radioact. 2018; 192: 385–398.

4) Golikov V Balonov M Erkin V et al. Model validation for external doses due to environmental

144



contaminations by the chernobyl accident, Health Phys. 1999; 77: 654–661. 

5) Golikov V Balonov M Jacob P. External exposure of the population living in areas of Russia

contaminated due to the Chernobyl accident, Radiat Environ Biophys. 2002; 41: 185–193.

6) Saito K Jacob P. Gamma Ray Fields in the Air Due to Sources in the Ground, Radiat Prot

Dosimetry. 1995; 58: 29–45.

7) Nakama S Yoshimura K Fujiwara K et al. Temporal decrease in air dose rate in the sub-urban area

affected by the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident during four years after

decontamination works, J Environ Radioact. 2019; 208–209: 106013.

8) Yoshimura K Saegusa J Sanada Y. Initial decrease in the ambient dose equivalent rate after the

Fukushima accident and its difference from Chernobyl, Sci Rep. 2020; 10: 1–9.

9) WHO. Preliminary dose estimation from the nuclear accident after the 2011 Great East Japan
Earthquake and Tsunami, 2012.

10) UNSCEAR. Annex, A. Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the

2011 great east-Japan earthquake and tsunami in UNSCEAR 2013 Report: Sources, Effects and

Risks of Ionizing Radiation, 2013.

11) Andersson KG Roed J Fogh CL. Weathering of radiocaesium contamination on urban streets, walls

and roofs, J Environ Radioact. 2002; 62: 49–60.

12) Andoh M Nakahara Y Tsuda S et al. Measurement of air dose rates over a wide area around the

Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant through a series of car-borne surveys, J Environ Radioact.

2015; 139: 266–280.

13) Yoshimura K Saito K Fujiwara K. Distribution of 137Cs on components in urban area four years

after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident, J Environ Radioact. 2017; 178–179:

48–54.
14) Kim M Malins A Yoshimura K et al. Simulation study of the effects of buildings, trees and paved

surfaces on ambient dose equivalent rates outdoors at three suburban sites near Fukushima Dai-ichi,

J Environ Radioact. 2019; 210: 105803.

15) Ester M Kriegel H-P Sander J et al. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large

Spatial Databases with Noise, Proc 2nd Int Conf Knowl Discov Data Min. 1996; 226–231.

16) Andoh M Matsuda N Saito K. Evaluation of ambient dose equivalent rates owing to natural

radioactive nuclides in Eastern Japan by car-borne surveys using KURAMA-II, Trans At Energy

Soc Japan. 2017; 16: 63–80.

17) Ministry of Education Culture Sports Science and Technology. Results of the Fourth Airborne

Monitoring Survey by MEXT, 2011;

18) Yoshimura K. Air dose rates and cesium-137 in urban areas—deposition, migration, and time

dependencies after nuclear power plant accidents, J Nucl Sci Technol. 2022; 59: 25–33.

145



The anthropogenic impacts on temporal decrease in air dose rate in 
urban areass 

Kazuya Yoshimura,1 

1 Sector of Fukushima Research and Development, Japan Atomic Energy Agency, Fukushima, Japan 

Keywords: air dose rate; cesium-137 activity per unit area; urban area; anthropogenic impacts 

Abstract 

This study aims to quantitatively evaluate the effects of human activities on the decreasing trend of air 

dose rates in urban areas, using both an experimental approach that combines observations and simulation 

analysis, and a statistical approach that analyzes the relationship between the monitoring database 

accumulated to date and socio-environmental data as an indicator of human activities. We measured air dose 

rates by back-pack surveys, which carring detector on operator's back during the survey by walk, inventory 

of 137Cs deposition by portable germanium detectors, and traffic volume surveys in the urban areas of Okuma 

and Tomioka towns. The relationship between decreasing rates of air dose rates and 137Cs deposition and the 

evacuation zone or traffic volume were analyzed. It was shown that air dose rate decreased faster in the 

specified restoration/rehabilitation sites due to the effect of decontamination. Decrease rate of the 137Cs 
inventory may be facilitated by higher traffic volume. An environmental model that reproduced houses, trees, 

and ground surfaces was developed, and it was confirmed that the air dose rate at the model site could be 

well represented by our model. In the statistical approach, we continued the cleansing of monitoring data 

using machine learning, and analyzed the decreasing trend of the time-series data. As a result, it was 

confirmed that the decay of air dose rates can be expressed in terms of slow and fast environmental half-lives, 

and that the decay trend for each location is characterized by an early environmental half-life. To analyze the 

relationship between the obtained environmental half-lives and human activities, correlation analysis with 

land use classification and current population data as socio-environmental data was conducted, indicating 

that human activities contribute to the reduction of air dose rates even in the wide area of Fukushima 

Prefecture. 
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研究課題名
個人避難行動及び大気拡散シミュレーションに基づく福島第一原発事故

における住民の初期内部被ばく線量推定の精緻化に関する研究
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研究協力者 石川 徹夫 福島県立医科大学・教授

研究要旨

東電福島第一原発事故による近隣住民の被ばく線量推計は重要である。本

研究では、先行研究を基礎として、近隣住民の放射性ヨウ素による初期内部

被ばく線量、特に甲状腺線量の推計精度の向上に取り組むものである。2021

年度は、課題として残された131I以外の短半減期核種による線量寄与、大気

拡散シミュレーションによる線量推計の精度検証、事故発生から時間が経過

したWBC測定によって得られた放射性セシウム体内残留量の解釈等の検討

を行った。最初の課題については、WSPEEDI-IIと個人の避難行動データを同

一時刻で突合することにより推定された日別の吸入摂取量、及び、炉内イン

ベントリから計算される短半減期核種の放射能比を用いて線量寄与を試算

した。その結果、事故発生翌日の3月12日に吸入摂取が生じたとすると、131I

による甲状腺線量の4割程度の線量寄与が推定された。二番目の課題につい

ては、小児甲状腺被ばくスクリーニング検査被検者の内、避難行動データを

有する者について、WSPEEDI-IIの131I地表高大気中時系列濃度マップを用い

て吸入摂取量及び甲状腺残留量を計算し、計測値との直接比較を行った。そ

の結果、オーダーとしては概ね一致し、また、従前のWSPEEDI-IIと比較して

線量推計の精度が向上することを確認した。三番目の課題については、浪江

町、双葉町、大熊町及び富岡町の計4自治体の解析対象者について、WBC測

定から得られたセシウム体内残留量と避難行動との関係を調べた。その結

果、137Cs検出率については、福島第一原発の北側に位置する浪江町と双葉町

では、3月12日15時時点の居場所によって分類した2グループに有意な差があ

ることが分かった。これは同日に発生した1号機建屋の水素爆発の関与を示

唆するという先行研究を補強する結果であるが、一時帰宅（第2巡目）が開

始された同年9月以降にWBC測定が開始された双葉町、大熊町及び富岡町で
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は、浪江町に比べてセシウムの預託実効線量が高い傾向があり、WBCの偽計

数による可能性が考えられた。

キーワード 福島第一原発事故、線量評価、初期内部被ばく、ヨウ素、避難行動、大気

拡散シミュレーション
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I 研究目的 

東電福島第一原発事故の発生から 10 年が経過し、この間、屋内外の多くの研究者によって、同

事故による近隣住民の被ばく線量の調査が行われてきた 1, 2)。研究代表者らが所属する量子科学技

術研究開発機構）以下、量研）においても、主として放射性ヨウ素による事故初期の内部被ばく

線量の推計を 2012 年度から継続してきた。2012 年度の推計では、国が事故直後に実施した小児

甲状腺被ばくスクリーニング検査及び福島県が避難地域の住民に対して行ったホールボディカウ

ンタ（WBC）を用いた放射性セシウムによる内部被ばく検査から得られた人の実測データを基礎

とし、これに大気拡散シミュレーションを補完的に用いることで、福島県各地域の住民が受けた

甲状腺等価線量の代表値（90 パーセンタイル値等）を導出した 3)。この結果は、後の他の研究者

らによる推計値と大きく乖離するものではない。2012 年度の推計以降、量研では福島県立医科大

学から上記の実測値を有する者の避難行動データの提供を受け、事故直後の避難行動と WBC 実

測値の関連性について解析するとともに、膨大な避難行動の類型化やアップデートされた大気拡

散シミュレーションを用いた吸入摂取量の算出等を行ってきた 4-6)。また、様々な形で可視化した

避難行動データのアーカイブ化を実施した 7)。本研究（2021～2022 年度）は、以上の先行研究を

発展させ、本事業「令和 3 年度放射線の健康影響に係る研究調査事業」において優先的に取り組

むべき課題とされている福島県住民の初期内部被ばく線量の推計について、その更なる精緻化と

信頼性の向上を図るべく、以下の新たな課題に取り組むものである。

課題 1. ヨウ素-131 以外の短半減期核種を含む甲状腺線量の評価 

課題 2. 大気拡散シミュレーションによる吸入摂取量の精度及び不確かさ評価 

課題 3. WBC で実測された体内セシウム残留量の解釈 

課題 4. 打ち切り線量分布の再構成及び他研究との比較・検証 

本報告では、上記課題の内、主に 1 から 3 の進捗について記述する。 

Ⅱ 研究方法 

先行研究（2019~2020 年度）7)において作成した避難行動データ及び線量データのアーカイブ（図

II-1）及び 2020 年に公開された WSPEEDI-II8)による大気拡散シミュレーションデータ（131I、137Cs

等の地表高大気中時系列濃度マップ）を主に使用した。個人の吸入摂取量は、解析対象者の避難

行動データから推定される各時刻（毎時）の居場所（緯度経度）から、これに最も近い WSPEEDI-

II の計算格子点の空気中濃度を抽出し、年齢に応じた単位時間当たりの吸入量をこれに乗じ、評

価対象期間である 2011 年 3 月 12 日から 31 日まで積算することで実施した。詳細は先行研究報告

書を参照されたい。その他、福島第一原発近隣 4 自治体の WBC 測定値の解析では、Igarashi et al. 

(2020)4)と同様な方法により行った。 
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図Ⅱ-1 先行研究で作成した避難行動データ及び線量データのアーカイブ 

（倫理面への配慮） 

甲状腺中ヨウ素または全身セシウムを対象とした人の実測値及び個人の避難行動データの本研究

での利用については、研究代表者らが所属する量研及び福島医大の臨床研究審査委員会での承認

を得ている（量研 13-011、福島医大 1892）。研究目的外での利用、また、他機関への譲渡はしな

い。
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Ⅲ 研究結果 

1. ヨウ素-131 以外の短半減期核種を含む甲状腺線量の評価

先行研究（Igarashi et al. 2020）において、浪江町の解析対象者（約 1,600 名）の WBC 測定結果

と避難行動を解析したところ、3 月 12 日の滞在場所が関連することを見出した。すなわち、同日

15 時時点に当該原発から 20 km 圏外に避難したと推定されるグループ（G1）と 20 km 圏内に残留

したと推定されるグループ（G2）について 137Cs 検出率を比較したところ、G1 グループでは約 20%、

G2 グループでは約 60%であった。ただし、G2 グループが解析対象者全体に占める割合は約 2 割

であった。以上の結果を検証するため、WSPEEDI-II から生成された 131I 及び 137Cs の時系列大気

中濃度マップデータと解析対象者の避難行動データ（緯度経度の時系列）を同時刻で突合したと

ころ、両グループの吸入摂取量に同様な傾向が見られた。以上から、両グループの 137Cs 検出率及

び 137Cs 摂取量の差異は、2011 年 3 月 12 日 15 時 36 分に発生した 1 号炉建屋における水素爆発に

より生じた放射性プルームが原因であることが示唆された。他方、大量放出のあった 15 日につい

ては、両グループの解析対象者はともに遠方に避難を完了しているため、放射性プルームへのば

く露量は比較的小さかったことが示唆された。以上は 131I についても当てはまると予想される。

なお、WSPEEDI-II から計算された 131I の甲状腺等価線量は、従前の推計値と同等であった。 

図Ⅲ-1 に、上記の計算で算出した両グループの 131I の各日吸入摂取量の相対値（3 月 25 日まで

の吸入摂取量の合計値で規格化）を示す。同図から分かるように、G1 グループでは 12 日、15-16

日及び 21-22 日の吸入摂取量がおおよそ均等であるのに対し、G2 グループでは 12 日の吸入摂取

量が全体の 8 割程度になる。図Ⅲ-2 には、炉内インベントリ 9)から計算される 131I 以外のヨウ素

同位体の相対放射能の経時変化を示した。ただし、132I（物理半減期：2.3 h）については、親核種

である 132Te（物理半減期：3.2 d）との放射平衡を仮定した。同図から、シャットダウンから 1 日

程度では、131I よりも 132Te/132I 及び 133I の放射能が高く、これらの核種による線量を、特に G2 グ

ループでは考慮しなければならないことが示唆された。炉内インベントリの各核種の放射能比を

用いると、ヨウ素が元素状、テルルが粒子状（タイプ F）である場合、131I の甲状腺等価線量（1

歳児）に対する 131I 以外の単半減期核種による線量寄与は、シャットダウン 1 日後で 39%、3 日後

で 16%、5 日後で 9%となった。

2. 大気拡散シミュレーションによる吸入摂取量の精度及び不確かさ評価

先行研究（Kim et al. 2021, 2022）5, 6)で実施した浪江町の解析対象者に引き続き、小児甲状腺被

ばくスクリーニング検査の被検者の内、有効な避難行動データを有する 308 名について、新旧の

WSPEEDI-II から 131I の吸入摂取量及び測定日時点の甲状腺残留量を計算した。後者については、

摂取日毎の測定日における甲状腺残留率及び屋内低減係数（0.5）を考慮した。図Ⅲ-3 に、出身自

治体が川俣町、飯舘村、いわき市、南相馬市の解析対象者について、年齢群毎に 131I 甲状腺残留量

の計算値と計測値を比較した結果を示す。同図中の点線は、計測値と計算値が一致した場合の関

係を表している。同図から、全体的に計算値が計測値に比べて高い傾向が見られるものの、オー

ダーとしては概ね一致することが確認された。また、従前の WSPEEDI-II（Terada et al. 2012）10)に
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よる計算で見られた川俣町及び飯舘村の解析対象者に対する過大評価は解消され、推計精度が向

上した 11)。なお、結果は省略するが、WSPEEDI-II の広域版（空間分解能：3 km メッシュ）と狭

域版（1 km メッシュ）とで、計算値に大きな差異は認められなかった。 

3. WBC で実測された体内セシウム残留量の解釈

 先行研究（Igarashi et al. 2020）と同様な観点で、浪江町以外の近隣自治体でも 3 月 12 日の避難行

動が WBC 測定結果に関連するか否かを解析した。解析には、浪江町、双葉町、大熊町及び富岡町

の 4 自治体の解析対象者の内、セシウムの実効半減期の長い成人のデータ（1,145 名）を用いた。

各自治体の解析対象者は、3 月 12 日 15 時時点の居場所と福島第一原発からの距離によって 2 群

化し、境界距離以上の場合は G1 グループ、境界距離未満の場合は G2 グループとした。ここで、

境界距離は、先行研究と同じ 20 km に、25 km 及び 30 km を追加して解析を行った。 

表Ⅲ-1 に、各自治体解析対象者の両グループの人数及び 137Cs 検出率を示した。両グループの

137Cs 検出率の差異は、Fisher の正確検定により判定した。この結果、浪江町と双葉町では両グル

ープに有意差があり、大熊町と富岡町では両グループの有意差は認められなかった（富岡町の 20 

km 境界を除く）。次に、これらの各グループの預託実効線量を比較した。預託実効線量は、134Cs

及び 137Cs の体内残留量から、3 月 12 日の急性吸入摂取シナリオを仮定して算出した。各自治体

の WBC 測定時期が異なるため、137Cs 検出率を自治体間で単純に比較することはできないが、預

託実効線量（高累積頻度値）の自治体間比較は適当である。図 III-4 に示す結果から、双葉町の解

析対象者（G1）と浪江町の解析対象者（G2）の預託実効線量のレベルは類似している一方、浪江

町の解析対象者（G1）の預託実効線量が全 8 グループの中で最も低いレベルであった。 

次に、3 月 16 日 0 時時点における避難先自治体を図Ⅲ-5 に示すエリアに区分し、それぞれのエ

リアでの解析対象者の人数（図Ⅲ-6）及び預託実効線量（図Ⅲ-7）を求めた。ここで、浪江町津島

地区を除く 4 自治体に留まったと推測される 3 名は解析から除外した。各自治体の解析対象者の

避難状況については、各自治体の代表的避難行動パターンに準じた人の動きが見られるものの、

4 自治体全てにおいて福島県外への避難者が最も多かった。預託実効線量についてはエリア間で

ばらつきが見られるものの、福島県外避難者が特に低い結果ではなかった。図Ⅲ-8 には、福島県

外に避難した 4 自治体の解析対象者の預託実効線量を、両グループについて示した。双葉町と大

熊町については、G2 グループよりも G1 グループの方が線量の高い傾向があり、事故直後の吸入

摂取だけでは説明が難しい結果となった。
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図Ⅲ-1 131I の各日吸入摂取量の相対値（WSPEEDI-II からの計算値） 

図Ⅲ-2  131I に対する他のヨウ素同位体の相対放射能の経時変化 
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図Ⅲ-3(1) 小児甲状腺被ばくスクリーニング検査の解析対象者の 131I 甲状腺残留量に対する 

計測値と計算値（WSPEEDI-II、新モデル：Terada et al. 2020 version）との比較 
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図Ⅲ-3(2) 小児甲状腺被ばくスクリーニング検査の解析対象者の 131I 甲状腺残留量に対する 

計測値と計算値（WSPEEDI-II、旧モデル：Terada et al. 2012 version）との比較 

図Ⅲ-4 4 自治体解析対象者（成人）の G1 及び G2 グループの 134Cs 及び 
137Cs による預託実効線量 
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図Ⅲ-5 避難地域のエリア区分（エリア 7 は福島県外） 

 

 

図Ⅲ-6 2011 年 3 月 16 日 0 時時点のエリア毎の各自治体解析対象者の人数 
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図Ⅲ-7 解析対象者のエリア毎の預託実効線量 

括弧内の数値は人数

図Ⅲ-8 福島県外に避難した解析対象者の自治体毎の預託実効線量 
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表Ⅲ-1 4 自治体解析対象者（成人）の G1 及び G2 グループの 137Cs 検出率 

境界距離

（km） 

20 km 25 km 30 km 

グループ G1 

(prompt) 

G2 

(late) 

p-valuec G1

(prompt) 

G2 

(late) 

p-value G1

(prompt) 

G2 

(late) 

p-value

浪江町 48/167a 

(22.3%)b 

67/33 

(67.0%) 

** 35/151 

(18.8%) 

80/49 

(62.0%) 

** 13/77 

(14.4%) 

102/123 

(45.3%) 

** 

双葉町 40/104 

(27.8%) 

39/27 

(59.1%) 

** 33/87 

(27.5%) 

46/44 

(51.1%) 

** 20/65 

(23.5%) 

59/66 

(47.2%) 

** 

大熊町 59/169 

(25.9%) 

19/35 

(35.2%) 

45/124 

(26.6%) 

33/80 

(29.2%) 

40/111 

(26.5%) 

38/93 

(29.0%) 

富岡町 56/215 

(20.7%) 

23/44 

(34.3%) 

* 28/111

(20.1%)

15/148 

(25.6%) 

25/96 

(20.7%) 

54/163 

(24.9%) 

４自治体全

体

203/655 

(23.7%) 

148/139 

(51.6%) 

** 141/473 

(23.0%) 

210/321 

(39.5%) 

** 98/349 

(21.9%) 

253/445 

(36.2%) 

** 

a 137Cs 検出者/137Cs 未検出者 
b 括弧内の数値は 137Cs 検出率 
c * p<0.05, ** p<0.01 
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Ⅳ 考察 

1. ヨウ素-131 以外の短半減期核種を含む甲状腺線量の評価

 他の研究 12, 13)でも言及されているように、福島原発直後に放射性プルームへのばく露を生じた

場合には、131I 以外の短半減期核種である 132Te/132I 及び 133I 等の線量寄与についても考慮する必要

がある。これらの核種の甲状腺等価（または吸収）線量への線量寄与は、仮に 3 月 12 日のみに摂

取があったとすると、131I による線量の 40%程度になる。ただし、表 IV-1 に示すように、特に重

要な 132Te の線量係数は、その物理化学的性状によって大きく変化するため、この点を精査する必

要がある。さらに、ヨウ素とテルルの原子炉から環境中への放出割合は、原子炉の破損状況によ

って変化することから、炉内インベントリから計算される核種放射能比（図Ⅲ-2）を補正する必要

がある。他方、131I 以外の短半減期核種を特に考慮する必要のある住民は、1 号炉建屋の水素爆発

により生じた放射性プルームが移流した福島原発から北北西－北方向の数十 km 圏内の住民と予

想される。次年度の研究では、福島原発近隣の複数の自治体に対して、先行研究と同様（Kim et al. 

2021, 2022）に解析対象者毎に摂取日のトレンドを評価し、131I 以外の短半減期核種による線量寄

与を評価する。

表Ⅳ-1 1 歳児の甲状腺等価線量係数（吸入摂取量 Bq 当たりの Sv） 

物理化学性性状 131I 132I 133I 132Te 

蒸気状 3.2E-06（1.00） 3.3E-08 (0.01) 6.3E-07 (0.20) 7.8E-07 (0.24) 

ヨウ化メチル 2.5E-06 3.8E-08 8.0E-07 

粒子状タイプ F 1.4E-06 1.6E-08 3.5E-07 2.9E-07 (0.09) 

粒子状タイプ M 2.1E-07 1.6E-09 4.5E-08 5.3E-08 (0.02) 

※括弧内の数値は相対値

2. 大気拡散シミュレーションによる吸入摂取量の精度及び不確かさ評価

大気拡散シミュレーションによる吸入摂取量の精度及び不確かさの検証方法としては、人の線

量測定値（WBC や甲状腺の実測値）と比較することが最も確実である。先行研究で行った浪江町

住民の線量推計では、他研究による線量推計との比較を試みたものの、個人の実測値との直接的

な比較ではなかった。ただし、実測値からの線量推計においても、摂取シナリオの不確実性や測

定誤差等による不確実性を内包することを考慮する必要がある。摂取シナリオの不確実性は、摂

取から測定までの期間が長くなるほど大きくなる。その代表的な例としては、福島原発近隣住民

に対して事故発生から半年以降に実施された WBC 測定があり、保守的に仮定した事故発生翌日

（2011 年 3 月 12 日）での急性摂取シナリオは、放射性セシウムの吸入摂取量及び預託実効線量

を著しく過大評価する結果となった。

今回、最新版の WSPEEDI-II による 131I 大気中濃度マップを用いて計算した小児甲状腺被ばく

線量スクリーニング検査被検者の甲状腺残留量は、従前のWSPEEDI-IIによる計算値と比較して、

計測値に近い傾向となった。比較対象とする計測値は少ないが、次年度は以下の点を検証し、大
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気拡散シミュレーションによる線量推計方法の精度・不確かさを評価してゆく。

① 使用する WSPEEDI-II の計算格子点：解析対象者の居場所に最も近接した計算格子点だけで

なく、隣接する計算格子点の値を加重平均して吸入摂取量を計算する。

② 移動中の居場所：移動元と移動先の等速直線移動だけでなく、移動中は移動元に居続ける場

合の計算等を追加する。

③ 吸入摂取量の算出に及ぼす因子である、呼吸量の身体負荷に応じた変化、家屋や車両等の低

減係数、ヨウ素の甲状腺アップテークの個人差等を考慮した不確かさ推定を行う。

3. WBC で実測された体内セシウム残留量の解釈

先行研究（Igarashi et al. 2020）と同様な解析を、浪江町を含む福島原発近隣 4 自治体（他に、双

葉町、大熊町及び富岡町）に拡張し、解析対象者の 12 日の避難行動と WBC 測定値の関係性を調

べた。その結果、同日の 15 時時点の居場所と福島原発間の距離で区分した 2 グループ、すなわち、

境界距離より遠方に居たグループ（G1）と境界距離より近傍に居たグループ（G2）のそれぞれの

137Cs 検出率は、福島原発から北に位置する浪江町と双葉町で有意差があり、南に位置する大熊町

と富岡町では有意差は無かった。この結果は、浪江町の解析において、1 号機建屋の水素爆発によ

る放射性プルームの関与が示唆されたことにも符合する。すなわち、同プルームは、12 日 15 時

36 分の爆発発生から同日夜半まで主に北西から北方向に移流している。 

他方、浪江町に比べると、自治体では両グループの預託実効線量の差は小さく、また、浪江町

と類似した避難経路を主に使ったとされる双葉町では、その G1 グループの預託実効線量が浪江

町の G2 グループの預託実効線量の同等のレベルであった（図Ⅲ-4）。また、12 日のばく露量が少

ないと考えられる G1 グループの福島県外避難者について、双葉町と大熊町の解析対象者の預託

実効線量は、同自治体の G2 グループの預託実効線量よりも高く、矛盾を生じる結果となった（図

Ⅲ-8）。 

避難行動データの大半が 2011 年 3 月までしか有効でないために、3 月 16 日 0 時時点の居場所

で分類したグループが、該当エリア（図Ⅲ-5）において受けた線量には必ずしもならないものの、

浪江町の G1 グループのエリア間の預託実効線量の傾向は、3 月以降から測定までに経口摂取等に

よる追加摂取が無いと仮定すると合理的に説明がつく結果であった（図Ⅳ-1）。すなわち、福島原

発事故により放出された放射性プルームの影響が小さい福島県会津地方（エリア 6）や福島県外

（エリア 7）の G1 グループの預託実効線量は顕著に低く、福島県内の各地域（エリア 1-3）は比

較的高い。これに対し、浪江町以外の 3 自治体については、WBC 測定時期が 9 月以降であること

から（図Ⅳ-2）、同時期に報告された WBC 測定の偽計数による影響を受けた可能性が考えられる。

解析した 4 自治体を含む避難地域住民については、2011 年 9 月 19 日からマイカーによる自宅へ

の一時帰宅（第 2 巡目）が始まり、自宅から持ち出しされる荷物も増えたことから、微量ながら

も放射性核種が付着した着衣の搬出もあったものと思われる。浪江町については、一時帰宅（第

2 巡目）の前に概ね WBC 測定が終了しているため、そうした影響が低かったとみられる。次年度

は、この点と経口摂取による WBC 測定への影響についても解析を進め、初期摂取量の評価のた

めの適切な補正方法を検討する。
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図Ⅳ-1 浪江町解析対象者の各エリアの預託実効線量の 90 パーセンタイル値 
※15 名以上のグループのみ表示

図Ⅳ-2 解析対象者の WBC 測定時期 
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V 結論 

これまでの研究を基礎として、最新の大気拡散シミュレーション及び個人の避難行動データを

活用した福島原発事故による近隣住民の初期内部被ばく線量の推計精度の向上を目的として、131I

以外の短半減期核種による線量寄与、大気拡散シミュレーションによる吸入被ばく線量の精度検

証、及び、WBC 測定結果の解釈等の検討を進めた。浪江町住民に対する解析を行った先行研究に

おいて、3 月 12 日に発生した 1 号機建屋の水素爆発による放射性プルームが、後の WBC 測定結

果に影響することを明らかにした。その他の近隣自治体についても同様な結果であったものの、

浪江町住民と比較して放射性セシウムによる預託実効線量は高く、また、避難行動データから抽

出した県外避難者について、12 日の影響が小さいと推測される集団の方が、むしろ線量が高いと

いった矛盾する結果も得られた。今回解析を追加した双葉町、大熊町及び富岡町では、浪江町よ

りも WBC 測定時期が遅く、2011 年 9 月中旬以降から開始されており、同時期に始まったマイカ

ーでの一時帰宅による影響について今後精査する必要がある。3 月 12 日における放射性プルーム

によるばく露は、132Te/132I 及び 133I による甲状腺線量を評価する上でも重要である。したがって、

大気拡散シミュレーションによる 131I の甲状腺線量推計の精度を検証しつつ、WBC で実測された

セシウム体内残留量について適切な補正を行い、初期摂取量の正確な評価を行うことが必要であ

る。

Ⅵ 次年度以降の計画 

本研究は次年度も継続する予定である。研究計画に則り、各課題の解析・評価を進めてゆく。

課題 1. ヨウ素-131 以外の短半減期核種を含む甲状腺線量の評価 

福島原発近隣の複数の自治体に対して、先行研究と同様（Kim et al. 2021, 2022）に解析対象者毎

に摂取日のトレンドを評価し、131I 以外の短半減期核種による線量寄与を評価する。 

課題 2. 大気拡散シミュレーションによる吸入摂取量の精度及び不確かさ評価 

①使用する WSPEEDI-II の計算格子点（隣接する計算格子点の値を加重平均して吸入摂取量を

計算）、②移動中の居場所（移動元に居続ける場合等を考慮）③吸入摂取量の算出に及ぼす因子（呼

吸量の身体負荷に応じた変化、家屋や車両等の低減係数、ヨウ素の甲状腺アップテークの個人差

等）について検証し、大気拡散シミュレーションによる線量推計方法の精度・不確かさを評価し

てゆく。

課題 3. WBC で実測された体内セシウム残留量の解釈 

経口摂取による WBC 測定への影響についても解析を進め、初期摂取量の評価のための適切な

補正方法を検討する。

課題 4. 打ち切り線量分布の再構成及び他研究との比較・検証 

本研究に用いる人実測データは未検出が多く、中央値等が直接得られない、いわゆる打ち切り

分布を呈するデータである。中央値は平均線量の推定に重要なパラメータであるため、QQ プロッ

トを用いたフィッティングやモンテカルロ法（マルコフ連鎖モンテカルロ等）を用いて推定する。

検討した手法により、各自治体の WBC 被検者の性別及び年齢群別の体内セシウム残留量等の中

央値を算出する。

163



この研究に関する現在までの研究状況、業績

A. 論文：査読あり

1) Kim E, Kurihara O, Kunishima N, Momose T, Ishikawa T, Akashi M. Internal thyroid doses to

Fukushima residents—estimation and issues remaining. J Radiat Res 2016; 57: i118–i126.

2) Kim E, Kurihara O, Tani K, Ohmachi Y, Fukutsu K, Sakai K, Akashi M. Intake ratio of 131I to 137Cs from

thyroid and whole-body doses to Fukushima residents. Radiat Prot Dosim 2016; 168: 408–418.

3) Kim E, Kurihara O, Kunishima N, Nakano T, Tani K, Hachiya M, Momomse T, Ishikawa T, Tokonami

S, Hosoda M, Akashi M. Early intake of radiocesium by residents living near the TEPCO Fukushima

Dai-ichi Nuclear Power Plant after the accident. Part 1: internal doses based on whole-body

measurements by NIRS. Health Phys 2016; 111: 451–464.

4) Kunishima N, Kurihara O, Kim E, Ishikawa T, Nakano T, Fukutsu K, Tani K, Furuyama K, Hashimoto

S, Hachiya M, Naoi Y, Akashi M. Early intake of radiocesium by residents living near the TEPCO

Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant after the accident. Part 2: relationship between internal dose

and evacuation behavior in individuals. Health Phys 2017; 112: 512–525.

5) Kim E, Yajima K, Hashimoto S, Tani K, Igarashi Y, Iimoto T, Ishigure N, Tatsuzaki H, Akashi M,

Kurihara O. Reassessment of internal thyroid doses to 1,080 children examined in a screening survey

after the 2011 Fukushima nuclear disaster. Health Phys 2020; 118: 36–52

6) Igarashi Y, Kim E, Hashimoto S, Tani K, Yajima K, Iimoto T, Ishikawa T, Akashi M, Kurihara O.

Difference in the cesium body contents of affected area residents depending on the evacuation timepoint

following the 2011 Fukushima nuclear disaster. Health Phys 2020; 119: 733–745.

7) Kim E, Yajima K, Igarashi Y, Tani K, Hashimoto S, Nakano T, Akashi M, Kurihara O. Intake ratio of
131I to 137Cs derived from thyroid and whole-body doses to residents of Iwaki City in Japan’s Fukushima

Prefecture. Health Phys 2020; 120: 387–399.

8) Kim E, Kurihara O. Thyroid doses in children from radioiodine following the accident at the Fukushima

Daiichi Nuclear Power Plant. J Radiat Prot Res 2020; 45: 2–10.

9) Kim E, Igarashi Y, Hashimoto S, Tani K, Ishikawa T, Kowatari M, Kurihara O. Estimation of the early
137Cs intake of evacuees from areas affected by the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant

accident using their personal behavioral data and the latest atmospheric transport and dispersion model

simulation. Health Phys 2021; 121: 133–149.

10) Kim E, Igarashi Y, Hashimoto S, Tani K, Kowatari M, Ishikawa T, Kurihara O. Estimation of the thyroid

equivalent doses to residents in areas affected by the 2011 Fukushima nuclear disaster due to inhalation

of 131I based on their behavioral data and the latest atmospheric transport and dispersion model

simulations. Health Phys 2022; 122: 313–325.

B. 講演

Kim E and Kurihara O. Individual Monitoring in Fukushima–Emergency Phase. The 5th QST

International Symposium on Radiation Emergency Monitoring and Medicine in Nuclear Disaster–

Current Status of Each Country and Future Prospects–. 21 September 2021. Makuhari Mese, Chiba,

Japan (on line)

164



引用文献

1) Ishikawa T. Radiation doses and associated risk from the Fukushima nuclear accident: a review of recent

publications. Asia Pac J Public Health 2017; 29 (Suppl 2): S18−S28.
2) Kurihara O. Review: external and internal dose assessments of Fukushima residents after the 2011

nuclear disaster. J Natl Inst Public Health 2018; 67: 11–20.

3) Kim E, Kurihara O, Kunishima N, Momose T, Ishikawa T, Akashi M. Internal thyroid doses to

Fukushima residents—estimation and issues remaining. J Radiat Res 2016; 57: i118–i126.

4) Igarashi Y, Kim E, Hashimoto S, Tani K, Yajima K, Iimoto T, Ishikawa T, Akashi M, Kurihara O.

Difference in the cesium body contents of affected area residents depending on the evacuation timepoint

following the 2011 Fukushima nuclear disaster. Health Phys 2020; 119: 733–745.

5) Kim E, Igarashi Y, Hashimoto S, Tani K, Ishikawa T, Kowatari M, Kurihara O. Estimation of the early
137Cs intake of evacuees from areas affected by the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant

accident using their personal behavioral data and the latest atmospheric transport and dispersion model

simulation. Health Phys 2021; 121: 133–149.

6) Kim E, Igarashi Y, Hashimoto S, Tani K, Kowatari M, Ishikawa T, Kurihara O. Estimation of the thyroid

equivalent doses to residents in areas affected by the 2011 Fukushima nuclear disaster due to inhalation

of 131I based on their behavioral data and the latest atmospheric transport and dispersion model

simulations. Health Phys 2022; 122: 313–325.

7) 栗原治. 避難行動データの多角的解析に基づく福島原発事故初期の内部被ばく線量推計. 環

境省. 令和 2 年度 放射線健康管理・健康不安対策事業（放射線の健康影響に係る研究調査事

業）報告書等.

8) Terada H, Nagai N, Tsuduki K, Furuno A, Kadowaki M, Kakefuda T. Refinement of source term and

atmospheric dispersion simulations of radionuclides during the Fukushima Daiichi nuclear power station

accident. J Environ Radioact 2020; 213: 106104.

9) 西原 健司，岩本 大樹，須山 賢也. 福島第一原子力発電所の燃料組成評価. JAEA-Data/Code

2012-018. 2012.

10) Terada H, Nagai N, Tsuduki K, Furuno A, Kadowaki M, Kakefuda T. Refinement of source term and

atmospheric dispersion simulations of radionuclides during the Fukushima Daiichi nuclear power station

accident. J Environ Radioact 2020; 213: 106104.

11) Kurihara O, Kim E, Kunishima N, Tani K, Ishikawa T, Furuyama K, Hashimoto S, Akashi M.

Development of a tool for calculating early internal doses in the Fukushima Daiichi nuclear power plant

accident based on atmospheric dispersion simulation. EPJ Web of Conferences 2017; 153, 08007.

12) Shinkarev SM, Kotenko KV, Granovskaya EO, Yatsenko VN, Imanaka T, Hoshi M. Estimation of the

contribution of shortlived radioiodines to the thyroid dose for the public in case of inhalation intake

following the Fukushima accident. Radiat Protect Dosim 2015; 164:51–56.

13) Ohba T, Hasegawa A, Suzuki G. Estimated thyroid inhalation doses based on body surface contamination

levels of evacuees after the Fukushima Daiichi nuclear poer plant accident. Health Phys 2019; 117, 1–

12.

165



Improvement on the early internal dose estimation for residents based on 
personal evacuation behaviors and atmospheric transport and dispersion model 

simulations in the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident 

Dr. Osamu Kurihara 

National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) 

Keywords: Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, dose estimation, early internal dose, iodine, 

evacuation behavior, atmospheric transport and dispersion model simulation 

Abstract 

It is of great importance to obtain reliable dose estimations for residents involved in the Fukushima 

Daiichi nuclear power plant (FDNPP) accident in 2011. The present study attempted to improve the 

estimation of the early internal dose, in particular the thyroid dose due to intake of radioiodine based on our 

previous studies. In this year (2021), we considered remaining issues in the dose estimation, namely, (1) dose 

contribution of short-lived radionuclides other than 131I, (2) the accuracy of the dose estimation method using 

atmospheric transport and dispersion model (ATDM) simulations, and (3) the interpretation of results from 

late whole-body counter (WBC) measurements.  

Regarding the first issue, the dose contribution of the short-lived radionuclides was estimated using 

the daily inhalation intake of study subjects and a relative radioactivity ratio of these radionuclides calculated 

from the core inventory. As a result, the dose contribution was estimated to be about 40% of the thyroid dose 

from 131I assuming the intake on 12 March with a vapor form of iodine and an aerosol form of tellurium.  

Regarding the second issue, the intake and the residual thyroid content were calculated based on 

time-series 131I ground-level air concentration maps from ATDM simulations (WSPEEDI-II) for subjects out 

of those who underwent screening campaigns for thyroidal exposure following the FDNPP accident and 

whose personal behavioral data were available. As a result, the calculated 131I thyroid contents were generally 

consistent as an order with those measured and were improved compared to those calculated using previous 

WSPEEDI-II simulations.  

Regarding the third issue, we investigated the relation between personal behaviors and the Cs body 

contents for study subjects from Namie-town, Futaba-town, Okuma-town and Tomioka-town near the FDNPP. 

As a result, for subjects of Namie town and Futaba town, a significant difference was found in the 137Cs 

detection rate between two groups divided depending on the distance of the whereabout of each subject to 

the FDNPP accident at 15:00 on 12 March. This would suggest the influence of radioactive plumes released 

following hydrogen explosion at the Unit 1 building on the same day and would support our previous studies. 

On the other hand, the committed effective doses of Futaba town, Okuma town and Tomioka town where 

WBC measurements were delayed, tended to be higher than those of Namie town, indicating the possibility 

of false-positive in the measurements.  
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研究要旨

本研究では、実測データを活用したリスクコミュニケーションのために、富

岡町、川内村、大熊町において調査を実施する。原発事故から 10 年以上経

過する現状において、生活環境中に放出された放射性物質に起因する空間線

量率への影響を評価するには、自然放射線量の評価が不可欠である。そこで、

天然成分と人工成分とを弁別した空間線量率を評価し、それぞれのマップを

作成するとともに、外部被ばく線量を推定する。近年、国際放射線防護委員

会ではラドンの吸入摂取に対する線量係数を再評価し、その被ばく線量がこ

れまでの 2 倍程度になることを報告した。これは、我が国でもラドンの吸入

摂取による年間実効線量への寄与が他の被ばく要因と比べて最も大きくな

ることを意味する。そこで、ラドンやトロンによる住民の吸入被ばくの実態

を明らかにし、大気中の放射性セシウムによる吸入被ばく線量と比較する。

さらに、飲料水中のラドンと放射性セシウムの分析により、当該地域におけ

る経口摂取による被ばくの実態も明らかにするとともに、既存のデータや文

献調査によって食事による経口被ばく線量を推定し、事故による内部被ばく

の影響を比較する。

キーワード ラドン、放射性セシウム、外部被ばく、内部被ばく、吸入摂取、経口摂取
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I 研究目的 

1) 研究の背景・目的

我々は、浪江町において放射線の健康影響に係る研究調査事業「浪江町民のための被ばく線量

調査」を2017年度から2019年度にかけて実施した1,2)。この調査では浪江町役場の協力を得て、空

間線量率や屋内ラドン、河川水や大気中の放射性セシウム濃度を継続して評価し、住民の被ばく

線量を評価した。この調査事業ではフィールド調査のみでなく、浪江町民との交流も積極的に行

なった。浪江町内での活動の中で、放射線と向き合って生活するためには、自然放射線に関する

情報や他地域の放射線量の実態を知りたいとの声を多く聞いた。その一例を以下に示す。

• 自分たちで判断するための材料となるデータが多いと安心できる。他の地域の放射線量

はどうなっているのか。

• 今まで自然の放射線について知らなかったから、原発事故由来の放射線と自然由来の放

射線の比較ができて参考になった。

• 未来があるこどもたちの健康を守ってほしい。そのためにも、今だけじゃなくてこれか

らも放射線の調査をお願いしたい。

これまでの浪江町内での活動を通じ、他の浜通り地域において同一手法による包括的な調査を

実施することは、住民自身が安全か否かを判断し、安心した生活を送るための情報として不可欠

であると考えた。一方、三菱総合研究所は福島県の復興状況や放射線の健康影響に対する東京都

民の意識や関心・理解などに着目したアンケート調査を、2017年、2019年及び2020年に実施した

3)。この調査結果によって、東京都民の福島県の復興や放射線の健康影響に関する理解は進んでい

るものの、未だ40%程度が「放射線による福島県民の健康影響が起こる」、「放射線被ばくによって

福島県民に遺伝的影響が起こる」と考えていることも明らかとなった。

原発事故から10年以上が経過し、人工放射線の線量が低減したことで、空間線量率に対する自

然放射線の相対的寄与が増加している。つまり、自然由来の空間線量率を一定値として差し引く

ことは、事故による環境の空間線量率への影響を正確に評価することができない。さらに、原発

事故以前より自然界にはラドンをはじめとしてさまざまな放射性物質による被ばくがあったのに

も関わらず、その実態は意外と理解されていない。したがって、人工放射線と自然放射線による

被ばくの実態を明らかにし、住民に対するリスクコミュニケーションに活用するために信頼でき

るデータを取得することは意義があり、必要な課題であると考える。さらに、浜通り地域におい

て多くの研究機関が地域に根付いた調査を実施しているが、機関間の連携も浜通り地域の活性化

において重要な課題である。そこで、我々は富岡町、川内村および大熊町において環境放射線調

査と放射線リスクコミュニケーションを実施している長崎大学と連携し、両研究グループの実績

と経験を融合することで、同町村における自然放射線と原発事故由来の人工放射線からの被ばく

線量の実態を明らかにすることとした。

2) 環境行政の課題との関連性

① 本調査研究終了後は、福島県浜通り地域の自然放射線と人工放射線による被ばく源ごとの年

間実効線量が得られる。これらの結果は、統一的な基礎資料（上巻）の第2章「身の回りの放

射線」や第7章の「環境モニタリング」へ最新の情報として反映させることができれば、資料
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の充実につながり、教育活動などに反映されることで本調査結果が広く普及されると考えら

れる。

② 得られた成果を国際誌に投稿し、原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）が

出版する報告書（福島関連や公衆被ばく関連）への掲載を目指す。本調査結果が国際機関の

報告書に掲載されれば、我が国だけでなく、同様の問題を抱える国々における環境保健行政

にもフィードバックができると考える。

③ トロンの吸入摂取による実効線量が明らかとなるとともに、ラドン濃度から実効線量を評価

するための重要なパラメータである平衡係数の幅と季節変動も得られる。この結果を

UNSCEARが報告している代表値と比較し、ラドンによる吸入摂取による線量評価に反映さ

せることでより現実的な線量評価を可能とする。

④ これまで、浜通り地域において個々に展開していた環境放射能調査を、長崎大学や川内村役

場住民課及びかわうちラボ、富岡町役場健康づくり課、大熊町役場環境対策課と連携して実

施する。その結果、申請者らが把握している住民のニーズだけでなく、様々なフェーズにあ

る住民のニーズを把握することが可能となり、対象地域の被ばく線量の実態を明らかにする

とともに、実測に基づく放射線リスクコミュニケーションに必要な基礎情報の取得が可能と

なる。

II 研究方法 

1) 自然放射線と人工放射線による線量率マップの作成

富岡町、川内村及び大熊町の 3 町村において自動車走行サーベイを実施し、周辺線量当量率（空

間線量率）マップを作成する。測定には、3-in × 3-in NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

（EMF-211, EMF Japan）を自動車後部座席に搭載し、走行しながら 30 秒間隔で計数値と緯度経度

情報を取得した。30 秒間隔の測定で得られた計数値を 2 倍して 1 分間当たりの計数値（cpm）と

し、以下の式を用いて計数率から空間線量率へと換算した。

空間線量率 (nSv/h) 

= 計数率 (cpm) × 遮蔽係数 (1.54) × 線量換算係数 (0.0013 nGy/h/cpm) × 1.25 (Sv/Gy) 

浪江町内での調査経験から 2)、調査対象全域の面積を考慮して各町村のメッシュサイズを 2 km 

× 2 km とした。3-in × 3-in NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを用いて、1 メッシュあたり

で最低 1 箇所において 15 分間の測定を実施し、γ 線波高分布を取得した（図 1）。なお、

GoogleMYMaps を活用することで、調査地点について研究者間で情報を共有することが可能とな

り、調査の効率化へとつなげる。γ 線波高分布の解析には応答行列法を用いることで、天然成分と

人工成分とを弁別した空間線量率を評価した 2)。なお、この調査は令和 3 年度から 5 年度までの 3

年間をかけて実施し、富岡町や大熊町においては帰還困難区域内でも実施する。
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図 1 γ 線波高分布の測定の様子 

2) 大気中の放射性セシウムの吸入摂取

川内村、富岡町及び大熊町内のそれぞれ 2 か所（合計 6 か所）において大気試料を採取する。

採取場所については各役場担当者との調整により決定済みである。ただし、令和 3 年度は新型コ

ロナウィルス感染症拡大のため、川内村のみで実施した（図 2）。川内村の採取場所は、第一区集

会所及び一般社団法人かわうちラボの敷地内とした。これらの 2 か所では電源を確保することが

できるためハイボリュームサンプラ（HV-500R、柴田科学株式会社）を用いた。捕集フィルタとし

てフッ素処理を行ったフィルタである PTFE バインダーフィルタ（TF98、柴田科学株式会社）を

使用し、捕集流量は 500 L/min とした。捕集前後にフィルタを 80°C で乾燥処理を行い、それぞれ

の乾燥重量を測定した捕集後、フィルタを折り畳み、U8 容器（直径: 56 mm × 高さ: 68 mm、容積:

100 mL）に詰めた。その後、高純度 Ge 半導体検出器（GCD-25185、株式会社アドフューテック）

で測定を行った。使用した高純度 Ge 半導体検出器の分解能（FWHM）は 1.750 keV（60Co の 1.33
MeV の γ 線）、相対効率は 25.0%（60Co の 1.33 MeV の γ 線）である。測定時間は 600,000 秒とし

た。137Cs の放射能濃度は、ソフトウェア（PrimePLUS-G、株式会社アドフューテック）に必要な

情報を入力し、解析を行った。なお、137Cs の放射能濃度の評価には 662 keV の全エネルギー吸収

ピークの計数値を用いた。

図 2 ハイボリュームエアサンプラを用いたサンプリングの様子（左）と高純度 Ge 半導体検出器

による大気浮遊塵の測定の様子（右）
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3) 家屋内外のラドン・トロンの吸入摂取

川内村と富岡町の各 30 家屋内及び大熊町内の 10 家屋にパッシブ型ラドン・トロン弁別モニタ

（RADUET）とトロン子孫核種モニタを設置する。季節変動を評価するためモニタを 3 ヶ月毎に

交換し、4 期の測定を実施する。なお、令和 3 年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受

け、12 月及び 3 月に川内村の 30 家屋にモニタを設置した。 

ラドンの測定には、Tokonami ら 4)によって開発された、パッシブ型ラドン・トロンモニタ

（RADUET、図 3）を使用した。RADUET は、国際的にも多くの国や地域で使用されている標準

的なラドンモニタである。その大きさは縦 6 cm、横 11 cm、高さ 3 cm 程度で内容積が約 30 cm3 と

小型で軽量である。また、測定に電源を必要とせず、臭いも音も発しない。RADUET は、換気率

の異なる 2 つ容器（一つは低換気率であり、もう一つは高換気率である）を持ち、それぞれの容

器の底に固体飛跡検出器の一種である CR-39（バリオトラック、長瀬ランダウア株式会社）が 1 枚

ずつ張り付けられている。大気中のラドンは拡散し、容器と蓋の隙間を通過して容器内に侵入す

る。一方、トロンの半減期は 55.6 秒とラドンの半減期（3.824 日）と比べると非常に短いため、容

器内には殆ど侵入しない。したがって、低換気率容器内の CR-39 では殆どがラドンによる α 線を

検出する。一方、高換気率容器には側壁に直径 6 mm の穴が等間隔に 6 つ開けられているためラ

ドンとトロンは容易に容器内に侵入し、それらから放出される α 線は CR-39 の表面にトラックを

形成する。さらに、高換気率容器の内壁には導電性スポンジが設置されており、塵やゴミが容器

内に侵入しないように工夫されているとともに内外壁の電荷を同一に保っている。

図 3 RADUET の外観 
左が低換気率容器であり、右が高換気率容器である。高換気率容器には 6 個の穴が開いている。 

RADUET を用いた測定により、ラドンだけではなくその放射性同位体であるトロンも検出する

ことができる。しかし、トロンの半減期が約 55.6 秒と短いため、その放射能濃度は家屋内におい

て不均一となるため線量評価に用いることは望ましくない 5,6)。RADUET を用いたトロン計測の

主たる目的はラドン計測におけるトロンの寄与を評価することで、より高精度のラドン濃度を評

価することにある。そこで、本研究では線量評価のために空間的に均一な分布を示すトロン子孫

核種を測定した。Zhuo と Iida によって報告されたパッシブ型トロン子孫核種モニタのプロトタイ

プを報告した 7)。本研究では、Tokonami によって改良されたパッシブ型トロン子孫核種モニタを

用いた 8)。トロン子孫核種である 212Po の α 線エネルギーは 8.8 MeV であり天然放射性核種の中で

最も高いエネルギーである。そこで、ステンレス製の本体に CR-39 を装着し、その上にアルミ蒸

着マイラーフィルム及びポリプロピレンフィルム（質量厚さ：7.1 mg/cm2、空気換算厚: 71 mm）

で被覆することで 212Po からの α 線のみを検出することができる。 

本調査では、RADUET とトロン子孫核種モニタを図 4（左）に示すように一緒に設置するため

に治具を作成し、家屋内でのラドン及びトロンの吸入摂取による年間実効線量の推定を行う。一
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方、大気試料を採取する 2 か所に RADUET を設置し、屋外ラドン濃度の測定も同時に実施する

（図 4 右）。 

調査に先立ち、弘前大学被ばく医療総合研究所に設置されているラドン較正場及びトロン較正

場（図 5）9)において、CR-39 で得られるトラック密度からラドン及びトロン濃度への換算係数を

評価した。積算ラドン（もしくはトロン）濃度を低レベル（~100 kBq h/m3）、中レベル（~500 kBq 

h/m3）、高レベル（~1000 kBq h/m3）の 3 条件に分け、各条件でそれぞれ 5 つの RADUET を曝露し

た。曝露後の CR-39 のエッチング処理や解析など手法は既報に基づいた 10)。同様に、本調査で使

用する静電捕集型ラドン・トロンモニタ（RAD7、Durridge 社）も同様にそれぞれの較正場におい

て較正した（図 6）。 

図 4 家屋内での RADUET とトロン子孫核種モニタの設置の様子（左）と屋外でのラドン濃度

の測定の様子（右）

図5 ラドン較正場（左）とトロン較正場（右）でのRADUETの較正実験の様子 
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図6 ラドン較正場（左）とトロン較正場（右）でのRAD7の較正実験の様子 

4) 飲料水中の放射性セシウムの経口摂取

屋内ラドン濃度の調査を実施する富岡町、川内村、大熊町の家屋の中からそれぞれ10家屋にお

いて、季節変動を確認するために3ヶ月ごとに2 Lの飲料水を採水する。ただし、令和3年度は新型

コロナウィルス感染症拡大のため、川内村において12月と3月に実施した（図7左）。各家屋から採

水した飲料水は大学に持ち帰り、2 Lのマリネリ容器を使って高純度Ge半導体検出器（GCD-25185、

株式会社アドフューテック）で80,000秒間の測定を行った（図7右）。大気試料と同様に、137Csの放

射能濃度は、662 keVの全エネルギー吸収ピークの計数値を用いて評価した。本研究では、飲料水

の測定に先立ち、2 Lのマリネリ容器を使って高純度Ge半導体検出器で測定した際の検出下限値に

ついて検討した。さらに、河川水試料を用いて2017年度から2019年度にかけて実施した浪江町内

での調査事業で開発した手法（以降、従来法と呼ぶ）11)との比較も行った。

図7 飲料水の採水の様子（左）と高純度Ge半導体検出器によるマリネリ容器での 

測定の様子（右）

5) 飲料水中のラドンの経口摂取

屋内ラドン濃度の調査を実施する富岡町、川内村、大熊町の家屋の中からそれぞれ10家屋にお

いて、3ヶ月ごとに飲料水を採水することで、ラドン濃度の季節変動を確認するとともに、その実

効線量を評価する。採水の際に最も注意すべきことは、採水中に気泡が生じないことである。泡

立つことによって、水中のラドンが大気中へと散逸し、ラドン濃度を過小評価することになる。
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ラドンの半減期が3.824日と比較的短いため、静電捕集型ラドン・トロンモニタ（RAD7）と専用

のバブリングシステム（RADH2O）を用いて飲料水中のラドン濃度を現地にて測定した（図8左）。

この手法は、飲料水中のラドンをバブリングシステムで脱気し、その気体中のラドン濃度を計測

することで水中ラドンを評価する。測定の直前に乾燥剤を介してRAD7をパージングする。その後、

バブリングシステムを接続して、5分間のバブリングの後、5分間計測を4回繰り返す。したがって、

１試料あたり概ね1時間程度の分析時間が必要となる。さらに、大学内に設置されている液体シン

チレーションカウンタ（Quantulus6220、PerkinElmer Co., Ltd.）によってもラドン濃度を評価する

ことでデータの信頼性を担保した（図8右）。液体シンチレーションカウンタでの分析のために、

20 mLのガラスバイアルに10 mLのミネラルオイルシンチレータと10 mLの飲用水を加えた試料を

1か所あたりに3本ずつ準備した（図9）。液体シンチレーション法によるラドン濃度の評価には積

分バイアス法を用いた12)。

なお、令和3年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、12月及び3月に川内村の10家

屋において採水を実施した。ラドン濃度は採水時の日時に減衰補正した。現地での採水に先駆け

て、226Raで値付けがされている液体シンチレーションカウンタを所有する神戸薬科大学との比較

実験を実施することで、RAD7（SN: 5642及び5116）の較正定数を得た。手法は、神戸薬科大学か

ら地下水を輸送してもらい、弘前大学内において250 mLの専用バイアルに6本ずつ試験水を取り

分けた。そのうちの3本をSN5642の較正用、残りの3本をSN5116の較正用に用いた。さらに、基準

値算出用として10本の液体シンチレーションカウンタ用のバイアルに試験水を取り分け、神戸薬

科大学へと返送した。

図8  RAD7とRADH2O（左）と液体シンチレーションカウンタ（右）を用いた飲料水中の 

ラドン濃度測定の様子
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図9 飲用水の採水の様子 

RAD7や液体シンチレーションカウンタによる分析用ガラスバイアルに気泡が入らないように、水

道蛇口にコネクタ、タイゴンチューブを接続して採水を行っている。RAD7用のガラスバイアルの

底にタイゴンチューブの先をつけ、気泡が立たないように水量を調整し、250 mLのガラスバイア

ルから水が溢れるまでしばらく続ける。その後、水を張ったバケツ内に水が溢れたままの状態で

ガラスバイアルを入れ、溢れさせた時間以上、水を流し続ける。ガラスバイアルの蓋に空気が入

らないように、水を張ったバケツ内で蓋を閉める。一方、液体シンチレーションカウンタ用の試

料作成には、注射筒を用いタイゴンチューブを流れる水を12 mL採水した後、2 mLを排水し、液体

シンチレータが入ったガラスバイアルに移す。

（倫理面への配慮） 

本調査において解析に十分なデータ数を必要とするため、令和3年度から3年間にわたり継続的

に同様の調査を実施する。なお、個人の線量評価を行うための行動記録や家屋構造等などの基礎

情報を取得するにあたり、弘前大学大学院保健学研究科に設置された倫理委員会の承諾を得た（承

認番号: 2020-56）。 

III  研究結果

1) 自然放射線と人工放射線による線量率マップの作成

川内村、富岡町及び大熊町の居住区域（富岡町及び大熊町では帰還困難区域も含む）を中心と

して NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを搭載した自動車走行サーベイを実施し、2591 デ

ータを取得した（図 10）。図 11 に示すように、周辺線量当量率は 0.03−4.02 μSv/h まで広く分布し

ていることが明らかとなった。また、GoogleMYMaps を活用して研究者間でデータを共有できる

システムを構築し、自動車走行サーベイの結果をもとに NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメー

タによる定点測定によって、自然放射線と人工放射線とを弁別した周辺線量当量率を 57 地点で評

価した（図 12）。
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図 10 自動車走行サーベイによる周辺線量当量率マップ 

図 11 自動車走行サーベイによって評価された周辺線量当量率のヒストグラム 
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図 12 GoogleMYMaps を使用した周辺線量当量率の定点観測地点のプロット 

（3 町村を 2 km × 2 km に区分） 

川内村内の 25 地点における測定の結果、周辺線量当量率は 49 nSv/h から 216 nSv/h まで分布し

た。自然放射線と人工放射線による線量率の範囲は、それぞれ 25 nSv/h から 51 nSv/h、8 nSv/h か

ら 169 nSv/h であった。また、それぞれの算術平均値とその標準偏差は 41 ± 6 nSv/h、36 ± 39 nSv/h

となり、人工放射線による線量率のバラツキが大きい。特に、居住地域から離れた山間部におい

て人工放射線の寄与が高い傾向にあった。

富岡町内の 24 地点における測定の結果、周辺線量当量率は 35 nSv/h から 359 nSv/h まで分布し

た。自然放射線と人工放射線による線量率の範囲は、それぞれ 19 nSv/h から 55 nSv/h、10 nSv/h か

ら 322 nSv/h であった。また、それぞれの算術平均値とその標準偏差は 37 ± 7 nSv/h、116 ± 84 nSv/h

であった。

大熊町内の 8 地点における測定の結果、周辺線量当量率は 145 nSv/h から 3390 nSv/h まで分布

した。自然放射線と人工放射線による線量率の範囲は、それぞれ 27 nSv/h から 42 nSv/h、114 nSv/h

から 3350 nSv/h であった。また、それぞれの算術平均値とその標準偏差は 33 ± 6 nSv/h、960 ± 1061 

nSv/h であった。人工放射線による線量率は測定地点によって大きな幅をもつが、今年度の調査は

基本的に帰還困難区域内が多いかったことによる。

2) 大気中の放射性セシウムの吸入摂取

2021 年 12 月の川内村での調査では、第一区集会所において 687.0 m3、一般社団法人かわうちラ

ボにおいて 704.4 m3 の大気をサンプリングした。高純度 Ge 半導体検出器による分析の結果、137Cs
の放射能濃度は検出下限放射能濃度以下であった。なお、第一区集会所及び一般社団法人かわう

ちラボで採取した大気試料の 137Cs の検出下限放射能濃度は、それぞれ 0.014 mBq/m3 及び 0.016 

mBq/m3 であった。なお、2022 年 3 月の調査の大気試料は現在分析中である。 
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3) 家屋内外のラドン・トロンの吸入摂取

ラドン曝露場およびトロン曝露場における曝露試験の結果、低換気率容器と高換気率容器内の

CR-39 のトラック密度と積算ラドン濃度との関係を得た（図 13）。なお、青で示した結果が低換気

率容器、赤で示した結果が高換気率容器での結果である。また、上段がラドン、下段がトロンを

曝露した結果を示す。低換気率容器のトラック密度と積算トロン濃度との決定係数が低いのはト

ロンの半減期が 55.6 秒と短く、容器内に容易に侵入しないためである。それ以外の条件の決定係

数がいずれも 0.9 以上であり、非常に良い直線性を示した。また、低換気率容器と高換気率容器へ

のラドン及びトロン曝露によって得られたそれぞれの換算係数（トラック密度と積算濃度の比）

の算術平均値とその標準不確かさを表 1 に示す。 

図 13 低換気率容器（青）と高換気率容器（赤）内の CR-39 のトラック密度と積算ラドン濃度 

との関係

表 1 トラック密度から積算ラドン（トロン）濃度への換算係数 

ラドン [(tracks/cm2)/(kBq h/m3)] トロン [(tracks/cm2)/(kBq h/m3)]

低換気率容器 高換気率容器 低換気率容器 高換気率容器

3.41 ± 0.20 3.12 ± 0.16 −0.01 ± 0.03 1.68 ± 0.08 

ラドン曝露場およびトロン曝露場における RAD7（SN: 5642）の曝露試験の結果、ラドン濃度及

びトロン濃度に対する較正定数は、それぞれ 1.12 ± 0.08 及び 1.97 ± 0.07 と評価された。 

2021 年 12 月から 2022 年 3 月まで川内村内の 30 家屋に設置した RADUET の解析結果より、屋

内ラドン濃度は 8 Bq/m3から 40 Bq/m3まで分布し、幾何平均値と幾何標準偏差はそれぞれ 20 Bq/m3

及び 1.7 Bq/m3 であった。また、トロン子孫核種モニタの解析結果より、屋内トロン子孫核種濃度

は 0.5 Bq/m3 から 31 Bq/m3 まで分布し、幾何平均値と幾何標準偏差はそれぞれ 1.7 Bq/m3 及び 2.6 
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Bq/m3 であった。一方、第一区集会所および一般社団法人かわうちラボの敷地内での屋外ラドン濃

度は、それぞれ 6 ± 1 Bq/m3 及び 24 ± 1 Bq/m3であった。 

4) 飲料水中の放射性セシウムの経口摂取

図14（左）にバックグラウンド計数率から評価した2Lマリネリ容器での計測を仮定した場合の

検出下限放射能濃度の時間変化を示す。2 Lマリネリ容器に試料を充填し、24時間の計測を実施し

た場合には137Cの放射能濃度に対する検出下限値は0.07 Bq/kg程度と評価された。134Csに対しても

同程度の検出下限放射能濃度であり、本研究での評価手法は、食品衛生法における飲料水に係る

放射性セシウムの基準値である10 Bq/kgよりも十分に低い値で評価が可能であることを確認した。

さらに、図14（右）には、河川水試料の137Cs放射能濃度を本事業で用いる2 Lマリネリ容器による

測定法による値と従来法11)による値とを比較した結果を示す。図14（右）に示すように、本事業法

で得た値は従来法とよく一致した。

2021年12月に川内村内の10家屋から採水した2 Lの飲料水中の137Cの放射能濃度は、いずれも検

出下限放射能濃度以下（0.05 ~ 0.07 Bq/kg）であった。なお、2021年3月に採水した飲料水は現在分

析中である。

図14 2Lマリネリ容器での計測を仮定した場合の検出下限放射能濃度の時間変化（左）、 

本事業法と従来法による河川水中の137Cs放射能濃度の比較（右） 

5) 飲料水中のラドンの経口摂取

神戸薬科大学が所有する液体シンチレーションカウンタによって得られたラドン濃度（191 ±

2 Bq/L）を基準値としてRAD7で得られたラドン濃度に対する較正定数を評価した結果、SN: 5642

では0.91 ± 0.30、SN: 5116では1.30 ± 0.34が得られた。それぞれの相対標準偏差は33%及び26%で

あった。そこで、測定システムの漏洩ポイントを探し、乾燥剤カラムの接続部をパラフィルム、

ガラスバイアルとチューブとを接続するコネクタ部分を粘土でシーリングした（図15）。そして、

同様の実験（ラドン濃度：184 ± 6 Bq/L）を改めて行った結果、SN: 5642の較正定数は0.76 ± 0.06、

SN: 5116では1.21 ± 0.08となり、相対標準偏差はそれぞれ8%及び6%と大幅に減少した。 
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図15 測定システムの漏洩ポイントとシーリングの様子 

2021年12月に川内村の10家屋において飲料水を採水して2台のRAD7で分析した結果、ラドン濃

度の平均値は21 ± 2 Bq/Lから368 ± 23 Bq/Lまで分布した。さらに、液体シンチレーションカウンタ

で得られた結果と比較した。図16に示すように、それぞれのRAD7で得られた値に較正係数を乗じ

て補正したラドン濃度はいずれも液体シンチレーションカウンタによる値とよく一致した。よっ

て、2回目の採水からは各家屋で採水した2つの試料のうちの1試料をどちらかのRAD7で測定し、

残りの1試料は予備として調査期間中は保管することで、現地での全ての分析にかかる時間を短縮

することにした。

図16 RAD7で得られたラドン濃度に較正定数を乗じた値と液体シンチレーションカウンタで 

得られた値の比較
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2022年3月に川内村の10家屋において飲料水を採水して分析した結果、ラドン濃度は23 ± 3 Bq/L

から380 ± 29 Bq/Lまで分布した。1家屋を除き12月の測定結果と大きくは異ならなかった。 

IV  考察

本年度は、自動車走行サーベイによって走行可能な主要道路の周辺線量当量率を概ね評価し、

その分布図を作成した。その結果をもとに川内村、富岡町及び大熊町の57地点においてγ線波高分

布を取得し、自然放射線と人工放射線による周辺線量当量率を評価した。

本年度調査した川内村、富岡町、大熊町での自然放射線による周辺線量当量率の算術平均値と

その標準偏差は、それぞれ 41 ± 6 nSv/h、37 ± 7 nSv/h 及び 33 ± 6 nSv/h であった。応答行列法によ

る γ 線波高分析では、実際には空気吸収線量率が評価される。本調査では、応答行列法で得られ

た空気吸収線量率から周辺線量当量率へと換算するために、人工放射線と区別することなく東京

電力福島第一原子力発電所事故以降に報告された 1.25（Sv/Gy）を線量換算係数として用いた。し

たがって、既報と比較するために自然放射線による周辺線量当量率を空気吸収線量率に戻すと、

それぞれ 33 ± 5 nGy/h、30 ± 6 nGy/h 及び 26 ± 5 nGy/h となる。我が国の大地放射線による空気吸

収線量率の平均値は 50 nGy/h であると報告されており 13)。本調査における対象地域の大地放射線

による空気吸収線量率は、我が国の平均値の 52%から 66%程度と低い傾向にある。特に、大地放

射線による空気吸収線量率は基盤地質に依存し、特に花崗岩類などの酸性岩が分布している地域

において高い傾向にあることがよく知られている 6)。一方、川内村、富岡町、大熊町での人工放射

線による周辺線量当量率の算術平均値とその標準偏差は、それぞれ 36 ± 39 nSv/h、116 ± 84 nSv/h

及び 960 ± 1061 nSv/h であった。ここで、周辺線量当量から実効線量への換算係数を 0.6、屋外及

び屋内の滞在時間をそれぞれ 8 時間及び 16 時間、家屋による線量低減係数を 0.4 として、年間の

実効線量を推定する 14)。川内村、富岡町、大熊町での人工放射線由来の年間実効線量の平均値は、

それぞれ 0.11 mSv、0.37 mSv 及び 3.0 mSv と評価された。より詳細な線量評価のためには、各町

村において継続したデータの蓄積が必要であり、住民への聞き取り調査によって現実的な滞在時

間を評価する必要がある。今回は家屋による線量低減係数を 0.4 としたが、事故から 11 年近くが

経過したことで、地域によっては線量率に対する人工成分の寄与が大分減り、さらには除染活動

や家の建て替えなどによって事故直後とは家屋や周辺環境は大きく異なる可能性がある。周辺線

量当量率から実効線量の評価手法には限界があるものの、家屋による線量低減係数の検討も必要

であろう。

川内村で 12 月に採取した 2 ヶ所の大気試料を分析した結果、137Cs の放射能濃度は検出下限値

以下であった。ここで、2 ヶ所の検出下限値の中間値である 0.015 mBq/m3 の 137Cs が大気中に存在

していたと仮定する。さらに、屋外の滞在時間を 8 時間、成人の吸入摂取による線量係数を 3.9 × 

10-5 mSv/Bq、成人の呼吸率を 22.2 m3/d とすると、吸入摂取にともなう預託実効線量は 1.6 nSv と

なり、1 日あたり 0.004 nSv と評価される。また、飲料水中の 137Cs の放射能濃度も検出下限値以

下であったが、10 試料の検出下限値の中央値である 0.06 Bq/kg を経口摂取したと仮定する。成人

の 1 年間の飲料水の摂取量を 50 L（= 50 kg）とし、線量係数を 1.3 × 10-5 mSv/Bq と仮定した場合、

0.04 μSv となり 1 日あたり 0.11 nSv と評価される。

2021 年 12 月から 2022 年 3 月までの川内村内の 30 家屋に設置した RADUET の解析結果より、

屋内ラドン濃度の幾何平均値は 20 Bq/m3 であった。Sanada らが実施した屋内ラドン濃度の全国調

査の結果によれば 15)、その年間の幾何平均値は 13 Bq/m3 であり、冬期のラドン濃度は夏期と比べ
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て高い傾向にあることが報告されている。したがって、1 年間を通じた調査が終了しなければ幾

何平均値を単純に比較することはできない。本年度は、川内村の冬期の屋内ラドン濃度が他の季

節と比べて高いと仮定し、保守的な評価にはなるがラドンの吸入摂取による年間実効線量を評価

した。年間実効線量の評価には、原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）の報告

に基づいた 16)。ここで、屋内の平衡ファクタを 0.4、所在係数を 0.8、線量係数を 9 [(nSv/h)/(Bq/m3)]

とすると、0.50 mSv と評価される。 

一方、川内村内の 2 ヶ所で測定された屋外ラドン濃度は、それぞれ 6 ± 1 Bq/m3（第一区集会所）

及び 24 ± 1 Bq/m3（一般社団法人かわうちラボ）であった。Oikawa らによれば 17)、福島県内の屋

外ラドン濃度の年間平均値を 6.3 ± 2.6 Bq/m3 として報告していることからも、一般社団法人かわ

うちラボで得られた値の妥当性に関しては、継続して調査を実施することで、今後検討すること

とする。ここで、第一区集会所で得られた屋外ラドン濃度の値を用い、屋外の平衡ファクタを 0.6、
所在係数を 0.2、線量係数を 9 [(nSv/h)/(Bq/m3)]とすると、年間実効線量は 0.06 mSv と評価される。 

さらに、トロン子孫核種モニタの解析結果より、屋内トロン子孫核種濃度の幾何平均値は 1.7 

Bq/m3 であった。我が国おいてこれまでトロン子孫核種の放射能濃度に関する全国調査は実施さ

れていない。Tokonami は近年報告された屋内トロン濃度に関するレビューを報告しており 8)、そ

の中で高自然放射線地域を含む 15 の国や地域で測定されたトロン子孫核種濃度をまとめている。

その結果によれば、トロン子孫核種濃度は 0.09 Bq/m3 から 38 Bq/m3 まで広く分布している。いず

れにしても、トロン濃度（特に、被ばく線量評価に影響するトロン子孫核種濃度）に関する情報

は国際的にも十分ではない。ラドンと同様に、本年度の調査で得られたトロン子孫核種濃度の幾

何平均値を用いて、所在係数を 0.8、線量係数を 40 [(nSv/h)/(Bq/m3)]とすると、0.48 mSv と評価さ

れた。したがって、吸入摂取による年間実効線量に対するトロンの寄与はラドンと同程度である

可能性が示唆された。いずれにしても、線量評価の結果に対する詳細な議論は、1 年間を通じた調

査が終了した後に行いたい。

2021年12月に川内村の10家屋において採水した飲料水中のラドン濃度は21 Bq/Lから368 Bq/L、

2022年3月の結果では23 Bq/Lから380 Bq/Lであった。採水を実施した全て家屋において地下水を使

用しており、地下水中のラドン濃度は比較的高い傾向にある。川内村の我が国には飲料水中のラ

ドンに対する規制はないが、世界保健機関（WHO）では参考レベルとして100 Bq/Lを報告してい

る18)。本調査結果より、川内村の10家屋のうち6家屋においてWHOの参考レベルを超えた。ここで、

仮にラドン濃度を本調査の最大値である380 Bq/Lとして、飲料水の摂取量を年間50 L、線量係数を

3.5 × 10-6 mSv/Bqとすると、経口摂取による預託実効線量は0.07 mSvと評価され、吸入摂取による

実効線量と比べれば、飲水にともなうラドンの寄与は少ない。一例として、303 ± 27 Bq/Lと評価

された飲料水をバブリング後に再測定した結果、27 ± 4 Bq/Lまで低減した。さらに、飲料水を摂

取する前に煮沸させることでラドンが大気中へと散逸し、飲料水中にはほとんど存在しないこと

が報告されている19)。単に線量評価を行うだけでなく、効果的な低減策を住民に伝えることは重

要なコミュニケーション手段であると考える。

V  結論

1) 自然放射線と人工放射線による線量率マップの作成

富岡町、川内村及び大熊町の居住区域（富岡町と大熊町では帰還困難区域も含む）を中心とし

てNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを搭載した自動車走行サーベイを実施し、2591デー
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タを取得した。周辺線量当量率は0.03−4.02 μSv/hまで広く分布していることが明らかとなった。ま

た、GoogleMYMapsを活用して研究者間でデータを共有できるシステムを構築した。さらに、

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる測定によって、自然放射線と人工放射線とを弁

別した周辺線量当量率を57地点で評価した。

2) 家屋内外のラドン・トロン及び大気中の放射性セシウムの吸入摂取

弘前大学内に設置されているラドン及びトロン較正場において、パッシブ型ラドン・トロンモ

ニタの較正実験を実施し、トラック密度からラドン濃度及びトロン濃度への換算係数を評価した。

さらに、2021年12月から2022年3月にかけて川内村の30家屋にパッシブ型モニタを設置し、冬期の

データを取得した。また、川内村内の2ヶ所において冬期の屋外ラドン濃度を得た。現在、同じ家

屋において春期のデータを取得するためにパッシブ型モニタを設置している。2021年12月及び

2022年3月には川内村において大気ダストのサンプリングを実施し、放射性セシウム濃度を高純度

Ge半導体検出器で分析した結果、検出下限値以下であることを確認した。

3) 飲料水中のラドン及び放射性セシウムの経口摂取

226Raで値付けがされている液体シンチレーションカウンタを所有する神戸薬科大学との比較実

験によって、飲用水中のラドン濃度測定に使用する2台のラドンモニタの較正定数を得た。2021年

12月及び2022年3月には、川内村の10家屋より採水した飲用水中のラドン濃度を評価し、その結果

6家屋でWHOが報告する参考レベルを超えた。さらに、川内村で採水した10家屋の飲用水中の放

射性セシウム濃度を高純度Ge半導体検出器で分析した結果、検出下限値以下であることを確認し

た。

VI  次年度以降の計画

本年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を受け、パッシブ型モニタの設置や採水等

のサンプリングが当初の計画よりも遅れが生じた。調査が進んでいる川内村では、2022年6月及び

9月にパッシブ型モニタの設置・回収や採水等のサンプリングを実施する。富岡町と大熊町では次

年度（2022年4月~5月）より各自治体と連携して川内村と同様の調査を開始する計画である。家屋

訪問で住民と対話することで、屋内ラドンや飲用水中の放射性物質の測定においてコントロール

地域を設定する必要性を理解した。そこで、コントロール地域として30家屋程度を選定して次年

度の夏期からパッシブ型モニタの設置を開始する。さらに、一部の家屋では採水も行う。コント

ロール地域は、弘前市内だけでなく気象や地質情報などを考慮して地域を選択することとする。

この研究に関する現在までの研究状況、業績 

1) REMPAN e-NEWSLETTER, Issue 23, https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/radiation/rempan-newsletters/who-e-newsletter---issue-23---aug-
2021.pdf?sfvrsn=1b7443c3_21&download=true 
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Abstract 

In this study, we will estimate annual effective doses due to inhalation, ingestion, and external exposure 

foresidents of the coastal area of Fukushima Prefecture. These dose estimates will cover artificial 

radionuclides mainly 137Cs and natural radionuclides such as radon and terrestrial gamma radiation. The doses 

from artificial and natural sources will be compared to enable residents in the area judge the influence of the 

FDNPP accident on overall dose. In terms of inhalation dose estimation, we measure activity concentration 

of 137Cs in the atmosphere at six public facilities by filter sampling. Indoor and outdoor radon activity 

concentrations are measured at 70 houses using radon-thoron discriminative monitors name as RADUET. 
Additionally, drinking water samples are collected from 30 houses to estimate an ingestion dose from 137Cs 

and radon. The annual effective doses from inhalation and ingestion will be estimated using these data while 

also taking into account seasonal variation. An estimate of the effective dose due to ingestion of natural and 

artificial radionuclides in foodstuffs will be derived from a literature review. In addition, a car-borne survey 

along main roads is carried out using a 3-in NaI(Tl) scintillation spectrometer to determine the dose rate 

distribution in the study area. We also measure the gamma-ray pulse-height distribution over the accessible 

area of the coastal area and assess the annual effective dose of external exposure by distinguishing between 

natural and artificial radionuclides. 
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研究要旨

大規模放射線災害の発生時には、生物学的指標による線量推定（バイオド

シメトリ）が不可欠である。対策の頑強性を保ち、線量推定結果への信頼性

を高めるため、複数の手法を組み合わせた線量推定システムを確立する必要

がある。今年度は、血液抗酸化能・リンパ球 DNA 損傷・リンパ球ミトコン

ドリア損傷・リンパ球 Nrf2 発現の 4 指標組み合わせが、各指標単独よりも

精度良く被ばく線量を推定することを明らかにした。同時にその実用化に向

け、微量なヒト血液サンプルの DNA 損傷測定を現場で迅速かつ簡便に行う

ための新規マイクロ流路チップと、チップへの送液を全自動で行うための送

液モジュールを開発した。一方、マウス実験により、被ばく後の血液および

眼球の長期的な炎症反応と抗酸化能の変化を解析し、血液と眼球とでは抗酸

化能に関する応答が若干異なることを明らかにした。広島長崎の原爆被爆者

で観察されたような長期的な炎症反応は、マウスでは観察できなかった。

キーワード 晩期障害、バイオドシメトリ、レドックス、ミトコンドリア、DNA 損傷、テ

ロメア
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I  研究目的 
原子力発電所の事故や原爆投下などの予期せぬ放射線災害では、放射線作業従事者や不特定多

数の市民が被ばくし、その生命や健康が脅かされる。放射線災害発生時の初期対応において、対

象者の被ばく線量を推定することは非常に重要である。1 Gy 以上の被ばくの場合、被ばく線量情

報はトリアージ（患者の重症度に基づく医療・治療の優先度の決定および選別）の基準となり、

医師が治療計画を立てるうえで必要となる 1。また、対象者において数週間から数ヶ月後に起こる

可能性がある健康被害を医師が把握（予測）するのにも役立つ。1 Gy 以下の被ばく（治療が必要

とされるレベル）の場合には、医師が被ばく者に対して放射線晩期障害（がん、白内障など）を

発症するリスクについてカウンセリングする際に被ばく線量情報が必要となる。被ばく線量が 50 

mGy 未満ならば、対象者に大きな安心感を与えられる可能性がある 2。 

放射線作業従事者は日頃から線量計を装着しているものの、一般的なガラス線量計にはビルド

アップ特性があるため、70 度で 30 分程度のプレヒートを行うか室温で 24 時間静置しないと正し

い結果が得られず、被ばく線量情報を得るまでに時間がかかる。一般市民に至っては、そもそも

線量計を所持していない。また、放射線災害では全身急性被ばく、全身慢性被ばく、局所急性被

ばくといった様々な被ばくパターンがあり、同一被ばく線量であっても異なる生物学的影響が想

定される。そのため、事後に被ばく線量を推定できる「生物学的指標を用いた簡便かつ迅速な線

量推定（バイオドシメトリ）」が必要となる 3。 

バイオドシメトリには、細胞遺伝学的な手法、DNA 損傷を検査する手法、タンパク質や RNA

の発現変化を指標とする方法、歯のエナメル質に形成される有機ラジカルを電子スピン共鳴（ESR）
によって測定する方法などがあり、いずれも研究開発段階または部分的実用段階にある。これら

の一部の手法は、過去の被ばく事故（東海村 JCO 臨界事故、チョルノービリ原子力発電所事故、

ゴイアニア被曝事故、サン・サルバドルコバルト 60 照射施設の放射線被曝事故）においての線量

推定に使用され、治療法の立案や予後の予測に役立ったとされている 4。現在のゴールデンスタン

ダードは細胞遺伝学的手法（循環リンパ中の染色体異常の数を調べる方法）で、国際基準も設定

されている（ISO19238、International Atomic Energy Association Technical Report Series No. 405
（IT405））。国際標準規格とされているのは ISO19238 の方で、18,216 円（税込）で購入する必

要がある。一方、無料で閲覧できる IT405 2 には、二動原体を指標とした解析法、転座を指標とし

た解析法、未成熟染色体凝集法、小核アッセイ法の 4 つが記載されており、これらの検出限界は

0.3～0.5 Gy 程度とされている。二動原体の場合、目視による解析が必要で、それには熟練者でも

1 検体あたり 30 時間は必要となる 5。また、二動原体の解析、転座の解析、小核アッセイ法には

細胞培養が必要で、それには 48 時間かかる。細胞培養を必要としない未成熟染色体凝集法は 4 手

法の中で最も早く結果が得られるが、それでも 6 時間程度は必要となる 5。つまり現状では、災

害現場（付近）で短時間に多数の被ばく者を対象として実施できるバイオドシメトリは存在しな

い。各指標の長所・短所・交絡因子を考慮して複数の指標によって検査することで、対策の頑強

性を保ちつつ線量推定結果への信頼性を高める必要がある。 

米国では、原子爆弾等による被害を想定し、6 日間で 100 万人に対してバイオドシメトリが実

施できる能力を有することを目標としている 6。本邦では、管見の限りそのような数値目標は設

定されていないが、福島第一原発事故を教訓に原子力災害対策指針が制定され（平成 24年 10月）、

重点的に対策すべき地域として原発から 5 km 圏内を「確定的影響を回避する PAZ：予防的防護措
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置を準備する区域」、30 km 圏内を「確率的影響のリスクを最小限に抑える UPZ：緊急防護措置

を準備する区域」と定めた。これにより、国の防災基本計画（原子力災害対策編）において、当該

地域を含む地方公共団体は UPZ 外への広域避難計画を策定した。PAZ、UPZ 内の人口が最多なの

は東海第二原発で、PAZ 内が約 8 万人、UPZ 内が約 90 万人である 7。放出される放射性物質の量

も関係するので、バイオドシメトリ実施に関する数値目標（発生後 XX 時間以内に XX 例の検査

を実施するなど）を一概に述べることはできないが、災害現場で低侵襲かつ迅速に実施できるバ

イオドシメトリは絶対に必要であると考える。我々は、測定誤差、環境誤差、個人差、被ばく後

の時間経過等を加味した堅牢なバイオドシメトリを行うために、複数の指標を組み合わせること

が必要であると考えている。 

酸化ストレス（活性酸素の増加）は様々な病気の一因となっている。放射線を照射した培養細

胞では、ミトコンドリアでの活性酸素産生の増加が細胞死や細胞老化の一因となっていることが

報告されている 8-10。また、慢性的な放射線被ばくを受ける医療従事者、福島第一原発事故で被災

した牛、チョルノービリ原発付近の高線量地域に生息する松の木に関する調査でも、酸化ストレ

ス関連指標が増加しているとの報告がある（ちなみに、このような慢性被ばくでは活性酸素を打

ち消す抗酸化能も増加している）11-13。興味深いことに、放射線晩期障害の多く（例えば、がん、

白内障、高血圧、慢性炎症、動脈硬化など）は、酸化ストレスの亢進によっても引き起こされる

14。それらのことから、放射線晩期障害の発症は被ばくによる酸化ストレスの増加によって仲介さ

れている可能性があると考えられる。そこで我々は、放射線被ばくという物理現象と生物影響と

をつなぐ鍵として、酸化ストレス（関連指標）に着目した。我々のこれまでの研究から、「i-STrap

法を用いた血液抗酸化能」「Parkinを指標としたリンパ球のミトコンドリア損傷」「Nrf2を指標とし

たリンパ球の酸化ストレス応答」の3つが（主に急性被ばくの）新規バイオドシメトリ指標となる

ことを報告した15。また、既知のバイオドシメトリ指標である「γH2AXを指標としたリンパ球の

DNA損傷」をより簡便・迅速に測定・定量するためのシステムの開発も行っている。さらに、こ

れらの4つの指標を組み合わせた複合バイオドシメトリを提案した15。 

晩期障害は、急性障害よりしきい線量が低い傾向にある（表Ⅰ-1）。放射線との関連がわかりづ

らいうえ、長い時を経て症状が現れるため、一部の被ばく者にとって晩期障害発症のリスクは、

心理的なストレスとなる。また、原子力災害などの場合、災害発生当初は高い線量率でも時間経

過とともに低下することから、単純な総線量や線量率では晩期障害との関連は正確に説明できな

い。そのため、線量率の変化を指標として採用する必要がある。このような背景から、平成29年3

月31日に国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所 放射線リスク・防

護研究基盤準備委員会が中心となって『放射線リスク・防護研究基盤準備委員会報告書』をまと

め、「放射線により誘導されると考えられる疾患について、将来的にその疾患の発症に繋がるバイ

オインディケーターや初期症状を同定することが重要である」と提言し、科学的知見が不足して

いる線量・線量率範囲を示した16。 

以上を踏まえ、我々は本研究期間内に、マウスを用いて「血液抗酸化能＋ミトコンドリア損傷

＋酸化ストレス応答＋DNA損傷の4指標複合バイオドシメトリ」の実証実験を行う。さらに、DNA
損傷（γH2AX）の測定を現場で迅速かつ簡便に行うための新規マイクロ流路チップを引き続き開

発する。また、被ばく後長期にわたる血液抗酸化能、ミトコンドリア損傷、酸化ストレス応答、

DNA損傷の長期的変化を明らかにし、これらが晩期障害のインディケーターとなりうるか解析を

行う（我々が着目する各指標とその他関連因子（死亡、組織損傷、慢性炎症）との関連を明らか
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にする）。 

 
表Ⅰ-1 代表的な急性放射線障害と晩期障害のしきい線量 

 
出典：国際放射線防護防護委員会2007年勧告、国際放射線防護委員会報告書118(2012年)、放射線

による健康影響等に関する統一的な基礎資料 令和３年度版より作成 

 

成果の環境保健行政への貢献： 

晩期障害のしきい値には不確実性があるうえ、その症状は被ばく後数年〜数十年を経て発生す

る。発生の予兆については未だ解明されておらず、現状では、事前に対策を講ずることが難しい。

そこで、①本研究により申請者らの見出した指標が晩期障害のリスク予測マーカーとして機能す

ることが分かれば、福島の原発事故における被ばく者に適応することで、健康不安の軽減や適切

な医療介入につながると期待される。②本研究で行う福島サル試料の測定は、マウスとヒトの橋

渡しの役割を担うだけでなく、福島の環境影響を理解する上での重要なデータとなる。③本研究

によりγH2AX免疫染色に関する装置の研究開発が進めば、指標としての実用化の早期実現が期待

できる。 

今年度（初年度）は、急性被ばくに対する4指標複合バイオドシメトリの実証実験と、急性被ば

く後の長期抗酸化能変化の解析を行った。同時に、微量のヒト血液サンプルを用いてDNA損傷の

測定を現場で迅速かつ簡便に行うための新規マイクロ流路チップと、チップへの送液を全自動で

行うための送液モジュールを開発した。さらに、ヒト試料とサル試料の収集を開始した。 

 

II  研究方法 

ここには、主任研究者が実施した研究（実験）方法を記載する。分担研究者の研究（実験）方法

については、分担者の報告書をご覧いただきたい。 
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1.  マウスの飼育 

6 週齢のオスの C57BL/6J マウスを日本 SLC 社より購入した。マウスは 1 ケージに 4 匹入れ、

12 時間の明暗サイクル（明期 7:00-19:00）、室温 22〜25 度、自由摂食・給水瓶方式下で、アイソ

レータ内にて飼育した。ケージには床敷を使用し、週に 1 回滅菌洗浄ケージに交換した。餌はオ

リエンタル酵母工業（株）の MF をオートクレーブにて滅菌したものを使用した。水も餌同様、

滅菌したものを使用した。7 日間飼育した後、X 線照射した。 

 

2.  放射線照射（全身急性照射） 
マウスを小動物実験用簡易吸入麻酔装置（NARCOBIT-E；夏目製作所）に入れ、セボフルラン

（富士フイルム和光純薬）を用いて麻酔した。ガス濃度は、導入 5％、維持 3％。眠らせたマウス

を照射専用容器に入れ、X 線照射装置（MBR-1520R-3；日立パワーソリューションズ）にて、線

量率 0.69 Gy/min、焦点〜テーブル面距離 550 mm、管電圧 150 kV、電流 20 mA、フィルター0.2 

mmCu および 0.5 mmAl の条件下で、回転させながら照射した。 

 
3.  採血 

照射時と同様に麻酔をして眠らせたマウスの右頬に、アニマルランセット（5 MM；goldenrod）

を穿刺し、1.5 mL マイクロチューブ（BIO-BIK）に採血した。抗凝固剤として 2000 U のヘパリン

ナトリウム（富士フイルム和光純薬）20 µL を使用し、採血後は氷中保存した。 

 

4.  i-STrap 法（正式名称：i-STrap W.B. : 同仁グローカル・同仁化学研究所社製）による血液抗酸

化能測定（図Ⅱ-1） 

① i-STrap ステップ 1《反応》 

Reaction tube（キット同梱）に、常温の Solution A（2-diphenylphosphinoyl-2-methyl-3,4-dihydro-

2H-pyrrole N-oxide（DPhPMPO）；キット同梱）を 20 µL ずつ分注し、生理食塩水 100 µL を加え

てボルテックスで攪拌したのち、サンプル（全血）を 100 µL 加え、さらにボルテックスで攪拌

した。そこへ、常温の Solution B（tert-butyl hydroperoxide（tBuOOH）；キット同梱）を 20 µL ず

つ、各チューブ 10 秒間隔で加え、ボルテックスで攪拌した。全てのチューブに添加後、さらに

ボルテックスで攪拌した。1 本目のチューブへの Solution B 添加時点から 30 分間、常温で静置

した。 

② i-STrap ステップ 2《抽出》 

30 分間の静置後、Reaction tube にクロロホルム/メタノール（2：1）溶液を 1000 µL ずつ、各

チューブ 10 秒間隔で添加（揮発性溶媒のため、マイクロピペット内のエアーを十分に置換して

から、リバースピペッティング法にて添加）し、1 本目のチューブへのクロロホルム/メタノー

ル溶液添加時点から 10 分間、ボルテックスで攪拌した。攪拌後、予め 4 度に冷却した冷却遠心

機（KUBOTA）に Reaction tube をセットし、チューブ内の温度が 4 度となるように 5 分間予冷

却した後、4 度、3000 xg で 10 分間遠心した。遠心終了冷却後、上層（水層）をマイクロピペッ

トで吸引して廃棄した。続いて、下層（クロロホルム/メタノール層）をマイクロピペットで分

取し、Dehydration tube（キット同梱。乾燥剤として、硫酸ナトリウム 0.3 g が入っている）に入

れて軽く撹拌し、氷中で 15 分間冷却した後、−80 度で保存した。 
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③ i-STrap ステップ 3《ESR 測定》 

解凍して常温に戻した各サンプル 160 µL を石英フラットセル（RST-LC09F；Flashpoint）に引

き入れ、X バンド ESR 分光法（JES-TE200；日本電子）によって測定した。ESR 条件は、マイ

クロ波周波数：9.423719000 GHz、マイクロ波出力：2.00000 mW、フィールドセンター：332.000 

mT、スイープ幅：0.3000 mT、掃引時間：4.0 分、時定数 0.3 秒とした。DPhPMPO スピン付加物

強度のシグナルは、左から 2 本目のマンガンマーカー（Mn2+）強度によって補正された。 

④ i-STrap の抗酸化能測定原理に関する説明 

tBuOOH と血液中のヘモグロビンが反応し、tBuOO・（tert-butylperoxyl radicals）が生成される。

tBuOO・はさらに血液中の物質と相互作用し、tBuO・（tert-butyloxyl radicals）や tBu・（tert-butyl 
radicals）が発生する。これらのラジカルは、血液中の抗酸化剤または DPhPMPO と競合的に反

応する。したがって、血液中に含まれる抗酸化剤の量が少ない（血液抗酸化能が低い）と、

DPhPMPO によって捕捉されるラジカルが増え、高い ESR シグナルが観察される。 

 

 

図Ⅱ-2  i-STrap の実験工程と原理 （A）DPhPMPO の化学構造式 （B）実験工程 （C）測定原理 

 

5.  4 指標組み合わせ（血液抗酸化能＋DNA 損傷＋ミトコンドリア損傷＋酸化ストレス応答）に

よる線量推定手法の精度・感度を評価するための実験（図Ⅱ-3） 

採取した血液（全血）のうち、100 µL を i-STrap 実験に使用し、残りを DNA 損傷、ミトコンド

リア損傷、酸化ストレス応答解析用として以下の手順で前処理を行った。 

《前処理手順》 

Leucosep リンパ球分離チューブ（greiner）に 3 mL の Ficoll-Paque PLUS（GE Healthcare）を入れ、 

1000 xg で 30 秒間遠心して Ficoll-Paque PLUS を多孔質バリアの下へ移動させた。その後、全血 1.2
〜1.5 mL と PBS 1.5 mL を順に入れ、700 xg、室温で 25 分間遠心した。多孔質バリアの上に溜ま

った白濁層（リンパ球）を回収して PBS を加え、300 xg、室温で 5 分間遠心した。上清を廃棄後、

再度 PBS を入れて wash し、300 xg、室温で 5 分間遠心して PBS を取り除いた。リンパ球のペレ

ットに 4％パラホルムアルデヒドりん酸緩衝液（和光純薬工業）0.5 mL を加えて懸濁し、室温で

10 分間静置して固定した後、500 xg、室温で 5 分間遠心し、4％パラホルムアルデヒドりん酸緩衝

液を取り除いた。PBS で 2 回 wash した後、PBS 220 µL で懸濁して−80 度で保存した。ドライアイ
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スを詰めた発泡スチロール箱に入れ、ヤマト運輸社に委託して研究分担者の中村と志村へ送付し、

中村が γH2AX、志村が parkin と Nrf2 の解析を行った。 
《parkin と Nrf2 の解析手順》 

届いた凍結細胞を解凍し、集細胞遠心装置サイトスピン（サーモフィッシャー社）を使用して

血液細胞をスライドグラスに定着させた。Parkin 抗体を用いたミトコンドリア損傷の検出には

0.2%トライトンを、Nrf2 の抗体を用いた染色では 0.5%のトライトンを使用して室温で 10 分間静

置し、膜透過の処理を行った。非特異的結合を抑えるため、PBS で溶解した 5%ウシ胎児アルブミ

ンで室温 15 分間のブロッキング処理を行った後、1 次抗体、蛍光標識された 2 次抗体を用いて、

順に室温 1 時間の抗体反応を行った。細胞核は 4 ug/mL のヘキストで染色した。蛍光免疫染色し

たスライドグラスは、蛍光顕微鏡 Keyence BZ-X710（キーエンス社）で観察した。内蔵の CCD カ

メラにて 1 枚のスライドに対して無作為に蛍光画像 5〜10 枚を取得した後、解析ソフト Hybrid 

Cell Count software を用いて画像解析を行った。ヘキストで青く染まる細胞核の領域を選択し、細

胞数と細胞核における Parkin（ミトコンドリア損傷）および Nrf2（酸化ストレス応答）の輝度の

総量を自動で計測し、数値化した。 
 

 

図Ⅱ-3 組み合わせ実験のスキーム 

 

6.  血漿過酸化脂質および血漿抗酸化能の定量 
採取した血液を 3000 xg、4 度で 15 分間遠心し、血漿と血球を分離した。血漿をマイクロピペ

ットで取り出して新しいチューブに入れ、測定時まで−80 度で保存した。血漿過酸化脂質および

血漿抗酸化能の測定には、免疫反応測定装置スポットケム（IM SI-3511；アークレイ）とその専用

試薬スポットケム i-Pack Oxystress Test を使用した。4 度保存してある i-Pack Oxystress Test を常温

に戻してから、血漿を 70 µL 添加してスポットケムにセットし、測定した。測定された酸化スト

レス度（OS）を血漿過酸化脂質、抗酸化力（AP）を血漿抗酸化能とした。 
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7.  赤血球グルタチオン量の定量 

赤血球グルタチオン量の定量には、GSSG/GSH Quantification Kit（同仁化学研究所）を使用した。

採取した血液を 1000 xg で 10 分間遠心して血漿と血球を分離した。取り出した赤血球を 10 倍量

の 5-スルホサリチル酸溶液（富士フイルム和光）で溶血し、8000 xg で 10 分間遠心分離してタン

パク質を除去した。サンプルと緩衝液を混合し、37 ℃で 1 時間インキュベートした後、基質と酵

素/補酵素の作業溶液を加えた。10 分間インキュベートした後、Varioskan LUX プレートリーダー

（Thermo Fisher Scientific）を用いて、412 nm で吸光度を測定した。。 

 
8.  血漿サイトカインの定量（被ばく後 50 日以降） 

採取した血液を 1000 xg で 10 分間遠心して血漿と血球を分離し、Cytometric Bead Array（日本

BD）を用いて IL-6、IFN-γ、IL-10、IL-1β、IL-4、TNF、MCP-1 の量を解析した。96 well plate に血

漿を分注し、Capture Beadsを加えて 5分間シェイクした後、室温で 1時間静置した。さらにDetection 

Reagent を加えて 1 時間室温遮光で静置後、遠心して上清を取り除き、wash buffer で洗浄、フロー

サイトメトリーにより蛍光強度を測定した。取扱説明書記載の検出限界は、IL-6：1.4 pg/mL、IFN-
γ：0.5 pg/mL、IL-10：9.6 pg/mL、IL-1β：1.9 pg/mL、IL-4：0.3 pg/mL、TNF：2.8 pg/mL、MCP-1：

2.7 pg/mL である。 

 

9.  血清 IL-6 の定量（被ばく後 7 日以内） 

採取した血液を 1000 xg で 10 分間遠心して血清を分離し、Mouse IL-6 ELISA Kit（日本 BD）を

用いて解析した。抗体がコートされた 96 well plate に血清を分注し、2 時間室温で反応させた。血

清を取り除いた後 Wash Buffer で洗浄し、Working Detector を入れて室温で 1 時間反応させた。さ

らに Wash Buffer で洗浄後、TMB One-Step Substrate Reagent を加えて 30 分間室温遮光で反応させ

た。Stop Solution を加えて反応を止め、Varioskan LUX プレートリーダー（Thermo Fisher Scientific

社）にて 450 nm で吸光度を測定した。取扱説明書記載の検出限界は 3.8 pg/mL である。 

 

10.  全血球計算 
全血をヘパリン入りのチューブに採取し、pocH-100iV 装置（シスメックス）を用いて分析した。 

 

11.  統計学的評価 

抗酸化能やその他指標の線量依存的変化については、two-way ANOVA post hoc Dunnett's multiple 

comparisons test または welch の t 検定を使用して対応する 0 Gy との有意差検定を行い、p<0.05 を

有意とした。その他に行った検定については、研究結果の本文中や図中に記載している。 
 

（倫理面への配慮） 

本研究における動物実験は、所属施設の動物実験倫理委員会の許可を得て実施した（産業医大：

承認番号 AE-15009、研究課題名「放射線暴露後の血中抗酸化能変化およびそれに付随する影響に

関する研究」：量子技術研究開発機構：承認番号 2-1017、研究課題名「放射線暴露後の血中抗酸化

能変化およびそれに付随する影響に関する研究」）。 
 

III  研究結果 
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1.  複数指標組み合わせ（血液抗酸化能＋DNA損傷＋ミトコンドリア損傷＋酸化ストレス応答）

による線量推定手法の精度・感度の評価 
提案している4指標組み合わせによるバイオドシメトリ理論を検証した。実験スキームは図Ⅱ-3

の通りである。マウスの全身に急性照射した後、同一マウスから採取した血液でi-STrap、γH2AX、

parkin、Nrf2の測定を行った。i-STrapは、照射・採血を含む全行程を産業医大で実施した。γH2AX、

parkin、Nrf2については、照射・採血〜前処置までを産業医大で行い、サンプルを茨城大学または

保健医療科学院に郵送し、中村と志村がそれぞれ染色＆カウントを行った（図Ⅱ-3）。 

各指標単独の測定結果（経時的変化）を図Ⅲ-1に示す。i-STrapは（他の指標に比べて）被ばく後

7日目あたりに有効である可能性が高く、γH2AXは被ばく後24時間以内、parkin、Rrf2は被ばく後1

〜3日目に強い傾向にあることが示され、これまでどおりの結果が得られた。各指標単独の線量依

存性を解析したところ、i-STrapはday7、parkinはday1〜3、Nrf2はday1〜2で直線性が良く、γH2AX

は全てのタイムポイントで直線性が良かった（図Ⅲ-1）。なお、Nrf2とγH2AXは時間経過とともに

直線が寝てくることが観察された（図Ⅲ-2）。 

 

 

図Ⅲ-1 被ばく後の血液抗酸化能（i-STrap）、DNA損傷（γH2AX）、ミトコンドリア損傷

（parkin）、酸化ストレス応答（Nrf2）の経時的変化。 
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図Ⅲ-2 被ばく後の血液抗酸化能（i-STrap）、DNA損傷（γH2AX）、ミトコンドリア損傷

（parkin）、酸化ストレス応答（Nrf2）の線量依存性。 

 
次に、4指標を組み合わせた場合の線量依存性と経過時間依存性を解析した（図Ⅲ-3）。重回帰分

析を用いて各タイムポイントの推定線量を求めた（最小二乗法により求めた係数を各指標に乗じ

た値の和が推定線量となる）ところ、経時的に値が増減することなく、どのタイムポイントにお

いても安定して推定できる（タイムポイントの違いによる過大評価や過小評価がない）ことが分

かった（図Ⅲ-3）。また、いずれのタイムポイントでも直線性が良いことが示された。さらに、各

指標単独および4指標組み合わせのばらつきを、二乗平均平方根誤差（RMSE）、R二乗、直線の有

意性 p値として表現したところ、4指標組み合わせは、各指標単独よりRMSEが小さく、R二乗が大

きい結果となり、タイムポイントによるばらつきが小さいことが分かった（表Ⅲ-1）。また、診断

能の指標として算出したROC曲線の下部面積（Area Under the Curve: AUC）は、4指標を組み合わ

せた場合の方が各指標単独の場合よりも値が大きくなり、診断能が良い傾向にあることが分かっ

た（表Ⅲ-2）。 

 

196



 
図Ⅲ-3 4指標を組み合わせた場合の線量依存性と経過時間依存性。 

 

 

表Ⅲ-1 単指標と4指標を組み合わせた場合の推定のばらつきの評価。 
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表Ⅲ-2 単指標と4指標を組み合わせた場合の推定の診断能の評価。下線：P<0.05。 

 

 

2.  急性全身被ばく後のレドックス状態の変化（長期） 

上記のように、レドックス状態に関連する各指標は放射線被ばく後短期間に変化することが明

らかとなった。しかし、被ばく後数十年に発症する晩期障害については、このような短期間の変

化が直接的に関与するとは考えにくい。そこで、0, 1, 3, 5 Gyを全身急性照射したマウスを死亡す

るまで飼育し、100日毎に採血を行ってレドックス状態の各指標の変化をモニタリングした。図Ⅲ-
4にi-STrap法で測定した血液抗酸化能の変化、図Ⅲ-5に比色法で測定した血漿抗酸化能の変化、図

Ⅲ-6に比色法で測定した血漿過酸化脂質の変化、図Ⅲ-7に酵素法で測定した赤血球グルタチオン量

の変化を示す。また、図Ⅲ-8に全血球計算の結果を示す。 

 

図Ⅲ-4 放射線被ばく後のi-STrap法で測定した血液抗酸化能の変化。♰は0 Gy群と比較して有意

な違い（P<0.05）があることを示す。各タイムポイントの0 Gyにより正規化。赤点は各

マウスの値、棒グラフは平均、エラーバーは標準偏差を示す。PMID: 33762608より引

用。https://www.nature.com/articles/s41598-021-86187-1 
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図Ⅲ-5 放射線被ばく後の比色法で測定した血漿抗酸化能の変化。*P<0.05、**P<0.01、

***P<0.001、****P<0.0001。棒グラフは平均、エラーバーは標準偏差を示す。 

 

 

図Ⅲ-6 放射線被ばく後の比色法で測定した血漿過酸化脂質量の変化。*P<0.05、**P<0.01、

***P<0.001、****P<0.0001。棒グラフは平均、エラーバーは標準偏差を示す。 
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図Ⅲ-7 放射線被ばく後の酵素法で測定した赤血球グルタチオン量の変化。♰は0 Gy群と比較し

て有意な違い（P<0.05）があることを示す。GSH：還元型グルタチオン、GSSG：酸化型

グルタチオン。各タイムポイントの0 Gyにより正規化。赤点は各マウスの値、棒グラフ

は平均、エラーバーは標準偏差を示す。PMID: 33762608より引用。

https://www.nature.com/articles/s41598-021-86187-1 
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図Ⅲ-8a 放射線被ばく後の血球変化。♰は0 Gy群と比較して有意な違い（P<0.05）があることを

示す。WBS：白血球数、RBC：赤血球数、HGB：ヘモグロビン、HCT：ヘマトクリッ

ト値。赤点は各マウスの値、棒グラフは平均、エラーバーは標準偏差を示す。PMID: 

33762608より引用。https://www.nature.com/articles/s41598-021-86187-1 

 
 

 

201



 

 
図Ⅲ-8b 放射線被ばく後の血球変化。♰は0 Gy群と比較して有意な違い（P<0.05）があることを

示す。MCV：平均赤血球容積、MCH：平均赤血球血色素量、MCHC：平均赤血球血色

素濃度、PLT：血小板数。赤点は各マウスの値、棒グラフは平均、エラーバーは標準偏

差を示す。PMID: 33762608より引用。https://www.nature.com/articles/s41598-021-86187-1 
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血液抗酸化能では、100日以降、1 Gy群に有意差がつくことはなかった。3 Gy群では100日目に

有意差があったが、それ以降はなかった。5 Gy群では200〜600, 800日後で有意差があった。ただ

し、5 Gy群では800日に到達する前に死亡してしまうマウスがいたため、800日目に解析できたの

は2匹だけであった。血漿過酸化脂質は、被ばく後500日以降で有意に増加し、血漿抗酸化能は被

ばく後700日で有意に増加した。しかし、被ばく線量依存性は無かった。 

赤血球の総グルタチオン量は、1 Gy被ばく後500日、3 Gy被ばく後500日、5 Gy被ばく後400, 600

日で、0 Gy群に比べ有意に減少した。酸化型グルタチオン（GSSG）量は、1 Gy被ばく後100, 300, 

500, 800日、3 Gy被ばく後100, 300, 400, 600, 700日、5 Gy被ばく後100〜400日で、0 Gy群に比べ有

意に増加した。還元型グルタチオン（GSH）量は、1 Gy被ばく後200〜800日、3 Gy被ばく後200〜

800日、5 Gy被ばく後100〜700日で、0 Gy群に比べ有意に減少した。GSH/GSSG比は、1 Gy被ばく

後100〜800日、3 Gy被ばく後100〜800日、5 Gy被ばく後100〜700日で、0 Gy群に比べ有意に減少

した。 

グルタチオンの含有量は臓器によって異なる。血液の場合、赤血球中には血清/血漿中の1000倍

近いグルタチオンが含まれている17。そこで、全血球計算を行い、赤血球数などの変化も同時に解

析した。白血球（WBC）数は、1 Gy被ばく後600日、3 Gy被ばく後300, 400, 600日、5 Gy被ばく後

100〜700日に、0 Gy群と比較して有意に減少していた。赤血球数（RBC）は、3 Gy被ばく後400〜

800日、5 Gy被ばく後200〜700日に、0 Gy群と比較して有意に減少していた。ヘモグロビン（HGB）

は、3 Gy被ばく後500〜800日、5 Gy被ばく後100, 300〜700日に、0 Gy群と比較して有意に減少し

ていた。ヘマトクリット（HCT）は、3 Gy被ばく後400〜800日、5 Gy被ばく後100〜700日に、0 Gy

群と比較して有意に減少していた。平均体積（MCV）には、放射線被ばくによる変動は見られな

かった。平均体積ヘモグロビン（MCH）は、3 Gy被ばく後600, 800日で0 Gy群に比べ有意に増加し

た。平均血色素濃度（MCHC）には、放射線被ばくによる変動は見られなかった。血小板（PLT）

は、1 Gy被ばく後800日で0 Gy群に比べ有意に減少したが、3 Gy被ばく後500, 800日においては0 Gy

群に比べ有意に増加していた。 

 

3.  急性全身被ばく後の炎症反応の変化 
炎症反応は酸化ストレスを誘発することが知られており、広島長崎の原爆被爆者では炎症反応

が亢進しているとの報告もある18,19。このことから、本研究で観察された被ばく後の長期的な抗酸

化能の変化は炎症に起因するのではないかと考え、血漿中の炎症関連サイトカインの定量を行っ

た。IL-6、IFN-γ、IL-10、IL-1β、IL-4、TNFについては、5 Gy被ばく後50日で有意に増加すること

が示された（Ⅲ-9）。MCP-1、TNFは、3 Gy被ばく後800日で有意に低下していた。期待していたよ

うな長期的な炎症の兆候は観察できなかった。一方で、5 Gy被ばく後50日で有意なサイトカイン

増加がみられたので、早期（被ばく後1〜6時間）のIL-6の量を測定した。被ばく後5時間をピーク

に線量依存的な増加が観察され、被ばく後早期に炎症が起こることを確認した（Ⅲ-10）。推測する

に、5 Gy被ばく後50日で各種サイトカイン量が増加していたのは、早期の炎症反応が終息してい

なかった（初期の炎症のしっぽを見ていた）ものと思われる。 
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図Ⅲ-9 放射線被ばく後の血漿炎症関連サイトカインの変化。＊は0 Gy群と比較して有意な違い

（P<0.05）があることを示す。棒グラフは平均、エラーバーは標準偏差を示す。 
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図Ⅲ-10 放射線被ばく後の血清IL-6の変化。棒グラフは平均を示す。 

 

4.  全身被ばく後の組織の抗酸化能変化 

マウスの全身に異なる線量率で放射線を照射し、経時的にマウスを安楽死させて臓器（脳、肺、

肝臓、大腿骨、眼球）を摘出し、抗酸化能関連指標を測定した。現在実験中、もしくは論文投稿中

である。 

 

IV  考察 

＜複合バイオドシメトリの有用性の検討＞ 

複合バイオドシメトリについては、2018年度に概念を提唱、2019〜2020年度に予備実験、昨年

度から今年度にかけて有用性を示す確認実験を行った。まず、4指標それぞれの診断能と4指標組

み合わせの診断能をAUC（Area Under the Curve）によって評価した。血液抗酸化能は被ばく後7日

目あたり、リンパ球ミトコンドリア損傷とリンパ球NRF2発現は被ばく後1〜3日で診断能が高かっ

た。リンパ球DNA損傷は、被ばく後1日目の診断能が最も高かったが、7日目でも十分な診断能を

有していた。4指標組み合わせは、被ばく後1〜7日まで一貫して高い診断能を保つことができた（8

日目以降はやや下がる）。また、4指標組み合わせは被ばく後1〜3日にRMSEやR二乗を大きく改善

しており、推定誤差を小さくできる可能性が示唆された。今後は、次の段階としてヒトでの標準

曲線の作成を目指す。遺伝的要因、生活環境的要因がこれら指標に影響を及ぼす可能性があるた

め、健常人や放射線治療患者の試料を用いて交絡因子や被ばく応答のヒトデータベースを作成す

る必要がある。 

これまでの我々の研究15から、急性被ばくに対する各指標の検出限界（0 Gy群と比較して有意な

変化が認められる線量）はそれぞれ最も変化の大きいタイムポイントにおいて、血液抗酸化能が

0.5 Gy、ミトコンドリア損傷が1 Gy、酸化ストレス応答が0.1 Gy、DNA損傷が数十mGyであった。

慢性被ばくの推定精度（検出限界）については今後調査する必要があるが、これら指標は事故後
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急性期の大線量（1 Gy以上）放射線被ばくに対する緊急被ばく医療のトリアージ指標としての利

用がおおいに期待できる。なお、ヒトの場合、1 Gyの全身被ばくは死亡のしきい線量と考えられ

ている20。 

また、本研究で見出された指標を放射線災害や医療で応用するためには、薬事承認を得る必要

がある。体外診断用医薬品のクラスⅠに該当すると考えられるが、そのためには、ヒトサンプル（医

療被ばく患者のサンプル）を用いたマーカーポテンシャルの評価が必要となる。 

 

＜抗酸化能の中長期的変化＞ 
一般的に、急性影響よりも晩期障害の方がしきい線量が低く、リスクの予測も困難である（表

Ⅰ-1）。発がんに関しては線量率依存性があると知られているが、白内障、心疾患、脳疾患に関して

は線量率依存性が無く、完全な総線量依存の可能性も考えられている20。さらに、これら疾患では、

しきい線量が無いか0.5 Gyより低い可能性も指摘されている21。そのため、発症の予測につながる

バイオマーカーや臨床症状の特定が求められている16。我々は晩期障害の多くが酸化ストレス関

連疾患であることを考え、マウスを用いて被ばく後中長期的な血液抗酸化能の変化を解析した。

今回実施した1, 3, 5 Gyの急性全身照射は原爆投下や原子力発電所の重大事故を想定している。原

爆被爆者では1 Gyの被ばくでがん以外の疾患のリスクが有意に増加するとの報告がある22,23。また、

我々の予備実験で7 Gy以上の照射でほとんどのマウスが14日以内に死亡することが示されていた。

ゆえに、本研究では照射線量を1, 3, 5 Gyに設定した。 

造血は、哺乳類の体内における主要な生命現象の一つであり、放射線感受性の高いシステムの

一つである20。血液には採取しやすいという利点もあるため、我々は血液中の抗酸化レベルを様々

な方法で分析することにした。その結果、5 Gy群では全血の抗酸化能が慢性的に低下しているこ

とがわかった。赤血球 GSH濃度および GSH/GSSG比は、1 Gy以上の照射で慢性的に減少した。ま

た、3 Gy以上の照射により、白血球数、赤血球数、HGBおよびHCT値が減少した。一方で、血漿

抗酸化能、血漿過酸化脂質、サイトカイン量は、5 Gy照射群においても長期（被ばく後100日以降）

で変化が見られなかった。これらの結果から、赤血球グルタチオン値はこれらのパラメーターの

中で最も感度の高い長期的な放射線バイオマーカーである可能性が示唆された。先行のマウス実

験では、GSH合成阻害剤であるブチオニンスルホキシミン（BSO）投与により、白内障24、脳炎症

25、高血圧26、動脈硬化27、HDL値低下28、酸化的DNA損傷増加29、腫瘍形成30などの放射線関連疾

患や健康リスクが誘発・悪化すると報告されている。このことから、放射線関連疾患の誘発はGSH

レベルの低下を通じて起こる可能性があると考えられる。放射線照射したC57BL/6Jマウスの90%

以上が胸腺リンパ腫を発症したとの報告もあり31、照射したC57BL/6Jマウスは胸腺リンパ腫によ

って死亡したと考えられる。in vitroおよびin vivoでも、BSO投与により腫瘍細胞の生存率および増

殖が減少することが示されており、GSHが腫瘍の増殖にも必須であることが示唆されている32,33。

しかし本研究では、1 Gy照射によってC57BL/6JマウスのGSHレベルが低下したにも関わらず、寿

命は縮まなかった14。Richieらも、BSO投与により大腸の腫瘍発生が増加したがマウスの生存期間

を短縮することはなかった、と報告している30。したがって、GSHレベルの低下が放射線による癌

死亡（やがんの進行）に与える影響については今後さらなる研究が慎重に行われるべきであろう。 

原爆被爆者においては、放射線が誘発する酸化ストレスレベルおよび血液学的所見の長期的変

化について多くの研究がなされているが、抗酸化物質のレベルについて分析した研究はない。原

爆被爆者は3 Gy以下の急性全身被ばく（TBI）を受けており23、被曝状況は本研究のものと類似し
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ていると言える。林らは、被爆後約 50 年で原爆被爆者の血漿中の活性酸素レベルが線量依存的

に上昇したことを報告した18,19。しかし、この結果は我々の研究結果（血漿中の過酸化脂質に変動

が無い）と一致しない。同時に林らは、被爆後約50年の原爆被爆者血漿において炎症関連サイト

カイン（IL-6、CRP、TNFα、IL-4、IL-10）を調査し、IL-6、CRP、TNFα、IL-10と放射線量との間

に統計的に有意な関連が認められたとも報告している19。我々の今回の研究では、この報告を参考

に対象とするサイトカインを選択した（CRPはマウスではほとんど機能しないことが報告されて

いたため選択しなかった34）が、林らの結果とは異なり、長期（100日以上）にわたるサイトカイ

ンの変化は観察できなかった。ヒトとマウスでは、放射線応答に違いがあるものと推測される。

また林らは、原爆被爆者ではWBC数が増加し35、HGB値36およびRBC数37が減少していると報告し

ている。本研究と比較すると、WBC数は一致しなかったが、RBC数、HGB値は一致した。Chuaら

は、7.8 Gy全身被ばく後の生存マウスにおいて、WBC、RBC、PLT数が慢性的に減少していること

を報告した38。この結果は本研究と一致する。Chuaらは、血球数の減少は全身被ばく後の造血幹細

胞および前駆細胞の機能障害によって誘導されることを示唆した38。つまり、造血機能、特に白血

球分化のどこかで、ヒトとマウスの放射線応答に差がでるものと考えられる。 
一方で、放射線治療は酸化ストレスに関連した後期の組織損傷を誘発することが示唆されてい

る39。Robbinsらは、10 Gy以上の急性部分照射ラットにおいて、24週間の実験期間中、腎臓で8-

hydroxy-2'-deoxyguanosineレベルが継続的に増加したと報告している40。Kangらは、マウス肺に15 

Gyの放射線を照射すると照射後15〜20週で肺のマロンジアルデヒド（MDA）レベルが上昇するこ

とを報告した41。Yinらは、イヌの肺に18 Gyの放射線を照射すると肺組織の活性酸素レベルが上昇

するが、血清のMDAおよび還元酵素（スーパーオキシドディスムターゼおよびグルタチオンペル

オキシダーゼ）活性は放射線と関連しなかったと報告している42。これらの報告は、放射線治療と

して局所照射を行っており、線量も本研究よりかなり高い。結果についても、被ばく後に過酸化

脂質が増加しないことを報告した本研究とは一致しない。我々の研究を含めいずれの研究も、放

射線が長期的なレドックス状態に影響を及ぼすことを示しているが、線量や被ばくの範囲によっ

てレドックス応答が異なることも示唆している。 

慢性被ばくにおける酸化還元状態については、いくつかの論文で解析されている。Volkova ら
は、チョルノービリ事故の汚染地域に広く分布するスコッツマツを分析し、被ばく群における

GSH/GSSG比とMDAレベルの上昇を見出した11。漆原らは、福島第一原発事故の避難区域内の牛を

分析し、被ばく群でグルタチオンペルオキシダーゼ活性とMDA値の増加を認めた12。Malekiradら

は、放射線技師を分析し、被ばく群で総抗酸化能と過酸化脂質のレベルが上昇することを見出し

た13。これらの報告は、慢性的な放射線被ばくが酸化ストレスと抗酸化物質の両方を高めることを

示しており、本研究と矛盾している。このことは、線量率および総線量が放射線誘発性抗酸化物

質レベル修飾の重要な因子であることを示唆している。 

本研究では被ばくマウスの抗酸化能の経時的変化を長期間追跡したが、いくつかの未解決問題

を残している。第一に、抗酸化物質のレベルを急性全身被ばく後に分析した点である。生物学的

放射線効果の誘発は、被ばく条件（放射線の種類、線量率、照射量、放射線エネルギー付与、総線

量など）により異なる。また、全身被ばくモデルは、原子力災害やその他の制御不能な原子力事

象を完全に模倣しているわけではない。今後の研究では、部分照射や慢性照射における血液の酸

化還元状態の変化と疾患の発症を分析し、血液の酸化還元状態が病気の進行に関係するかどうか

を判断する必要がある。第二の問題は、若齢成体（7週齢）のオスのマウスを使用した点である。
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生物学的な放射線の影響は、年齢や性別によっても異なることが報告されている43,44。さらなる研

究により、年齢と性別が放射線誘発抗酸化物質の変化に影響を与えるかどうかを調べる必要があ

る。第三の問題は、被ばく後700日以降に3 Gy群および5 Gy群においてサンプル数が減少し、統計

的検出力が低下した点である。これは、3 Gyおよび5 Gyの照射を受けたマウスのほとんどが700日

以前に死亡したためであり、限られた飼育スペースしか利用できずサンプル数を増やせなかった

ためである。ゆえに、700日以上の群における生存率バイアスを考慮する必要がある。 

 

V  結論 
① 血液抗酸化能、リンパ球DNA損傷、リンパ球ミトコンドリア損傷、リンパ球酸化ストレス応答

の4つの指標を組み合わせることが、各指標単独よりも精度良く被ばく線量を推定することを明

らかにした。 

② 微量のヒト血液サンプルを用いてDNA損傷の測定を現場で迅速かつ簡便に行うための新規マ

イクロ流路チップを開発するとともに、チップへの送液を全自動で行うための送液モジュール

を開発した。 
③ 被ばく後の血液の長期的な炎症反応と抗酸化能の変化を解析した。マウスでは広島長崎の原爆

被爆者で観察されたような長期的な炎症反応は観察できなかった。 

 

VI  次年度以降の計画 

① 4指標の組み合わせによるバイオドシメトリの慢性被ばくに対する推定精度（検出限界含む）

の解析を行う。 
② 引き続き、DNA損傷測定システムの開発を行う。また、健常人ボランティアや放射線治療患者

由来の試料、福島野生ニホンザルの試料の測定を行う。 

③ 血液抗酸化能、リンパ球DNA損傷、リンパ球ミトコンドリア損傷、リンパ球酸化ストレス応答

の被ばく後長期的な変化を明らかにし、晩期障害（特に白内障）や臓器のレドックス状態との

相関を解析する。 

 
この研究に関する現在までの研究状況、業績 
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Abstract 

In the event of a large-scale disaster, dosimetry based on biological indices （biodosimetry）is essential 

for maintaining a robust response to radiation disasters. Consequently, biodosimetric methods involving 

multiple techniques must be devised to increase the reliability of dosimetry readings. In 2021, we evaluated 

the accuracy and sensitivity of a dosimetry method that combines four indices: blood antioxidant capacity, 
DNA damage, nuclear factor-erythroid 2-related factor expression and mitochondrial damage. We found that 

the combination of the four indices estimated exposure doses more accurately than each indicator applied 

individually. We developed a novel microfluidic chip for rapid and easy on-site measurement of DNA damage 

using trace human blood samples, as well as a pumping module to fully automate the pumping of liquid to 

the chip. We analyzed changes in the long-term inflammatory response and the antioxidant capacity of the 

blood and eyes of mice after radiation exposure and found that the antioxidant capacity of the eyes and blood 
differed slightly after irradiation. However, compared to the long-term inflammatory responses observed in 

atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, no similar responses were observed in mice. 
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研究要旨

現代社会において懸念されている放射線被ばくの影響を正確に知るために

は、迅速な線量評価手法の確立が求められている。申請者はこれまでの先行

研究において DNA 損傷マーカーγH2AX の検出を現場で行うための新規マ

イクロチップの開発を行ってきた。本研究ではマイクロチップの大量生産や

全自動化に向けての開発を行った。また、γH2AX は DNA 損傷修復に伴う時

間経過とともに消失していくことから、被ばく後時間が経過した後でも信頼

性のある線量評価そしてリスク管理を行うために、「放射線被ばく痕跡」と

してのテロメア損傷についてその低線量被ばくに対する有効性を検討した。

これらのバイオマーカーによる線量評価・リスク評価を実用化するにあたっ

ては、個人の生活情報や生体指標と DNA 損傷との相関性を明確にし、個人

のバックグラウンドレベルの DNA 損傷をあらかじめ加味する必要があるこ

とから、健常人ボランティアなどから得られた生体サンプルを用いたデータ

ベースの構築を目指した。

キーワード バイオドシメトリ、DNA 損傷、テロメア、マイクロ流路チップ 
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I 研究目的

【背景・目的】

原子力規制委員会「原子力災害対策指針」（令和元年7月3日一部改正） に基づき緊急被ばく医

療体制の整備が進められる中で、検討課題として迅速な線量評価手法の確立が求められている。

申請者はこれまでの先行研究においてDNA損傷マーカーγH2AXの検出を現場で行うための新規

マイクロチップの開発を行ってきた。そこで本研究ではマイクロチップの大量生産や全自動化に

向けての開発を行う。γH2AXの検出は、DNA損傷を定量的に測定するための非常に高感度なバイ

オマーカーである一方で、γH2AXのシグナルはDNA損傷修復に伴う時間経過とともに消失してい

く1）。そこで、被ばく後時間が経過した後でも信頼性のある線量評価そしてリスク管理を行うため

に、「放射線被ばく痕跡」としてのテロメア損傷についてその低線量被ばくに対する有効性を検討

する。また、これらのバイオマーカーによる線量評価・リスク評価を実用化するにあたっては、

個人の生活情報などとの相関性を明確にしておく必要があることから、健常人ボランティアなど

から採取した生体サンプルを用いたデータベースの構築を行う。

【必要性】

放射線事故において最も需要なことは、被ばく線量をいち早く評価し、その生物学的リスクを

予測・対応することである。DNA損傷レベルの迅速な解析システムの開発は必須である。また、

万が一、迅速な線量評価が不可能であった場合でもいかなるタイムフレームであっても十分な被

ばく線量評価が可能な生物学的指標が必要である。実験室でのデータが実社会において実用化さ

れるためには、個人差を加味したデータが求められることから、ヒトの生体情報と様々なバイオ

マーカーとの相関性を蓄積したデータベースは必須であると考える。一つの生体サンプルを用い

ていくつかの生物学的指標を組み合わせ、信頼性の高い線量評価手法の確立に取り組む総合的研

究は日本では特に少ない。したがって、本研究成果は、日本国民に対し簡易的かつ効果的な被ば

く線量測定システムを確立すると同時に、放射線被ばく後の様々なタイムフレームに最適な評価

ツールの提唱につながると期待される。

【成果の環境保健行政への貢献】

晩期障害のしきい値には不確実性があるうえ、その症状は被ばく後数年〜数十年を経て発生す

る。発生の予兆については未だ解明されておらず、現状では、事前に対策を講ずることが難しい。

また、放射線被ばくの線量評価を被ばく後数年～数十年後に正確性をもって行う手法はこれまで

に報告されていない。そこで、①本研究によりテロメア短縮やあるいは研究代表者のチームが検

討するそのほかのバイオマーカーとの組み合わせによる新規のバイオマーカー指標が晩期障害の

リスク予測マーカーとして機能することが分かれば、福島の原発事故における被ばく者に適応す

ることで、健康不安の軽減や適切な医療介入につながると期待される。②また、本研究によって

開発中の全自動のγH2AXアッセイデバイスは現場における被ばく線量評価および放射線のリスク

評価デバイスとしての実用化が期待される。

なお、すでに研究分担者を中心に立ち上げた株式会社Dinowは、福島県あるいは県内自治体との

連携を進めており、健康リスク管理としてのDNA損傷モニタリングの可能性を検討中である。株

式会社Dinowの掲げるサービスを、福島県民を含め放射線被ばくに対する健康不安を感じる国民

へ提供することで安心を提供するという点で社会的意義は大きい。本研究成果は単なる放射線被

ばく管理分野への貢献だけでなく、環境保健行政の施策や方針決定への貢献が高いものであると

考えられる。
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II  研究方法 

今年度 （初年度） は、微量のヒト血液サンプルを用いてDNA損傷の測定を現場で迅速かつ簡

便に行うための新規マイクロ流路チップの開発、チップへの送液を全自動で行うための送液モジ

ュールの開発、急性被ばく後のテロメア長の変化による被ばく線量評価の有用性検討、さらに、

各個人の疾病情報や生体情報・生活習慣を加味したDNA損傷バックグランドデータの構築を行っ

た。

1. γH2AX 検出の全自動化および大量生産化に向けた PDMS チップの改良

PDMS マイクロ流路チップを用いた γH2AX 検出の全自動化を目的として、まずは、PDMS チッ

プへのシリンジポンプを利用した試薬導入の検討を行った。特に本年度は、血液サンプル、固定

溶液、洗浄溶液、封入剤、といった異なる試薬の導入速度の制御にも着目し、最適な流速や送液

時間などについて検討を行った。現段階におけるチップ内での γH2AX 検出では、まず PDMS チ

ップの流路内を PBS によってあらかじめ充填しておき、その後、希釈したヒト末梢血を流し込む

ことで流路内構造にリンパ球を捕獲する。この際、シリンジポンプによる PBS の充填には 5 uL/min

の流速を、その後の血液および溶液の送液には 1 uL/min から 5 uL/min の幅の流速を用いて、最適

な条件を検討した。流路内のリンパ球は DAPI 溶液により染色、染色した PDMS チップは蛍光顕

微鏡下で観察を行い、蛍光画像を取得後、流路内におけるリンパ球捕獲効率をもとに送液制御方

法の評価を行った。シリンジポンプによる送液の最適条件が確定したのちに、PDMS チップによ

る放射線照射血液サンプルに対する γH2AX 検出実験を行った。 

次に、PDMS チップの低コストでの大量生産化に向けて、よりシンプルな構造をもつリンパ球

捕獲および γH2AX 検出のための PDMS マイクロ流路チップを開発した。本件については、研究

分担者を中心に立ち上げた大学発ベンチャーDinow やそのほかの企業との連携によって実施され

た。ここで開発した大量生産型 PDMS チップについても、捕獲効率の評価に加え、上記実験で確

立した条件を用いて、シリンジポンプを用いた γH2AX 検出実験を行った。 

2. PDMS マイクロ流路チップへの送液を全自動で行うための送液モジュールの開発

現在開発中の PDMS チップを用いた DNA 損傷解析デバイスは最終的に現場での利用を目指し

ているため、全自動化する必要がある。これまでは PDMS チップへの試薬等の送液はシリンジポ

ンプを用いる場合でも手動で行ってきた。そこで、①複数の試薬を送液するためのバルブユニッ

ト、②PDMS チップでの γH2AX 検出反応を行うための温調ユニット、③シリンジポンプユニット

を統合し、送液を全自動で行うための試作デバイスの開発を行った。

本件についても、研究分担者を中心に立ち上げた大学発ベンチャー株式会社 Dinow の協力のも

と実施した。

3. 急性被ばく後のテロメア長の変化による被ばく線量評価の有用性検討

放射線被ばくの痕跡を知るための長期的な被ばく線量評価マーカーとしてテロメアの短縮に着

目し、これまでの研究で、線量依存的なテロメア短縮が照射後 1 週間、2 週間の細胞においても認

められることを明らかにしている。そこで、ヒト正常線維芽細胞に放射線照射後、細胞培養を継

続し、照射翌日、1 週間後、2 週間後のテロメア長を FISH 法により検出し再現性の確認および有

用性の確認を行った。また、テロメア FISH 法だけではなく、より迅速かつ簡便にテロメア長を測
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定できる方法として、テロメア配列に対する定量的リアルタイム PCR のキットを用いて、テロメ

ア短縮と被ばく線量の相関性を検討することとした。

4. 全身照射マウス由来リンパ球における γH2AX 免疫蛍光染色および測定

研究代表者である盛武班が作成した全身照射マウス由来のリンパ球を用いて γH2AX 免疫蛍光

染色を行った。研究代表者のグループによって X 線 0、1、3 Gy を照射されたマウスから経時的に

（1 日後、2 日後、3 日後、7 日後）に血液サンプルを採取し（各線量、各タイムポイント 4 個体

ずつとして、同様の実験を計 3 回実施した）、前処理後に凍結保存したのちに茨城大学に送付され

た。血液サンプルを PBS で数回洗浄後、細胞をサイトスピンによってスライドガラスに張り付け

た。その後、γH2AX に対する一次抗体および蛍光二次抗体による蛍光免疫染色を行った。染色後

は十分に洗浄し、退色防止剤を含む PI 溶液により封入した。染色したスライドサンプルは蛍光顕

微鏡下で観察を行い、蛍光画像を取得後、DNA 損傷レベルの解析を行った。これまでに実施した

すべてのマウス全身照射実験の結果を取りまとめるとともに、研究代表者にデータを共有し、そ

のほかのバイオマーカーとの組み合わせによる総合的被ばく線量評価システムの構築を目指した。 

5. 個人の疾病情報や生体情報・生活習慣を加味した DNA 損傷バックグランドデータの構築

実社会において被ばく線量評価を DNA 損傷レベルなどのバイオマーカーによって行うにあた

っては、個人の生活情報や疾病などの生体情報と DNA 損傷レベルとの相関性を明確にしておく

必要がある。そこで、健常人ボランティア生体サンプルを用いたデータベースの構築を目指した

が、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から学内にて一般健常人からの採血の実施が困難で

あったため、新たなデータは蓄積されなかった。そこで、様々ながん患者における DNA 損傷バッ

クグラウンドレベルの解析、さらにはがん患者の放射線治療における DNA 損傷レベルの変化を

解析することで、疾患と DNA 損傷レベルの関係や、放射線被ばくを受けた患者の被ばく線量と

DNA 損傷レベルの相関性解析を行うための予備的な解析を行った。

（倫理面への配慮）

本研究で用いるヒト培養細胞は市販されている培養細胞による解析であり、倫理委員会の審査

は必要としない。本研究におけるヒト血液サンプルを用いた実験は、茨城大学生命倫理規定に基

づいた申請書を作成し、審査委員会による承認を受けているものである（承認番号 150401、研究

課題名「新規放射線誘発 DNA 損傷モニタリングシステムの開発」、承認番号 190103、研究題名

「DNA 損傷レベルと生物指標の相関性に関する研究」）。実施にあたっては、倫理指針に則り、調

査開始に当たり、本研究の目的・意義・方法・侵襲度・予測される危険性などについて説明し十

分な理解を得る。参加は、本人に不利益を被らせることがないように配慮する。また、いつでも

自由意志で参加の同意の撤回ができ、途中で参加を中止しても、本人に何ら不利な取り扱いを受

けないことを保障する。この様な内容について充分に説明を行い、調査を実施し、情報の漏洩が

ないように努める。データは被験者が特定できないように、個人情報識別管理者の管理の下で、

被験者番号を付けて連絡可能匿名化し分析する。
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III  研究結果 

1. γH2AX検出デバイスの開発および線量評価デバイスとしての有効性検討

PDMSチップを用いたγH2AX検出の全自動化に向けて、シリンジポンプを用いた試薬の送液制

御の最適化を行った（図III-1）。 

図III-1 シリンジポンプを用いたPDMSチップの送液制御 

その結果、γH2AXに対する免疫染色後の洗浄工程において、シリンジポンプによる吸引の速度

を2 uL/minと高めに設定することで、より明確な染色画像が得られること、明確にγH2AXフォー

カスを検出することが明らかとなった。実際に、X線を1 Gy、5 Gy照射した血液サンプルを用いた

γH2AX検出実験では、線量依存的なγH2AXフォーカス数および陽性細胞数を検出することができ

た（図III-2）。このことは、開発したPDMSチップとシリンジポンプを組み合わせることで精度の

良いγH2AX検出が可能であることを示している。

図III-2  PDMSチップを用いたγH2AX検出による放射線照射血液サンプルのDNA損傷レベルの

経時変化（左）リンパ球あたりのγH2AXフォーカス数の平均を示す（右）γH2AXフォーカス陽性

のリンパ球の割合を示す

次に、PDMSチップの低コストでの大量生産化に向けて、よりシンプルな構造をもつリンパ球捕

獲およびγH2AX検出のためのPDMSマイクロ流路チップを作成した。流路内の構造の改良だけで

なく、マイクロ流路内をコーティングする薬剤の種類についても複数検討した結果、いずれのコ

ーティング剤を用いた場合でも、200個以上のリンパ球を捕獲することが可能であることを確認し

た。特に、一部のコーティング剤を使用した場合には、安定して600個近いリンパ球を流路内に捕
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獲・整列することが可能であることが確認された（図III-3）。このリンパ球数は、低線量・低線量

率放射線被ばくによるDNA損傷レベルを検出するにも十分なリンパ球数であると考えられる。 

図III-3 大量生産型PDMSチップを用いたリンパ球数捕獲効率の検討 

さらに、ここで開発した大量生産型PDMSチップとシリンジポンプを用いて、放射線照射した血

液サンプルに対するγH2AX検出を行ったところ、X線 1Gy照射サンプルでは、予想されるDNA損

傷レベルとほぼ同レベルのγH2AXフォーカス数を検出することができた（図III-4）。 

図III-4 大量生産型PDMSチップを用いたγH2AX検出による放射線照射血液サンプルのDNA損傷

レベルの経時変化

本研究で開発されたPDMSチップを用いたDNA損傷解析を全自動化するために、①複数の試薬

を送液するためのバルブユニット、②PDMSチップでのγH2AX検出反応を行うための温調ユニッ

ト、③シリンジポンプユニットを統合し、送液を全自動で行うための試作デバイスの開発を行っ

た。試作デバイスによるPDMSチップへの送液などは問題なく行えることを確認したが、異なる試

薬への切り替えの際の制御に軽微なエラー（送液用チューブ内の液量についての情報をプログラ

ムに入れていなかったために発生）が生じることが明らかとなった。現在、制御システムの改良

や、軽量化に向けた検討を行っている。

2. 被ばく線量評価バイオマーカーとしてのテロメア短縮の有用性検討

これまでの研究から0、1、5 Gyの放射線照射に対して線量依存的なテロメア長短縮がヒト正常
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線維芽細胞で検出されていることから、その再現性を確認するとともに、1 Gy以下の線量に対し

ても線量依存的なテロメア長短縮が検出できるかを確認した。テロメア長の測定にはテロメア

FISH法を用いたが、FISH法は熟練した技術を必要とすることに加え解析に長時間かかることから、

今年度は安定した実験結果を得ることができなかった。そこで、テロメア長を定量的リアルタイ

ムPCRによって測定する方法を検討した。一般的にテロメア配列は5’-TTAGGG-3’の繰り返し配列

によって構成されているためPCR法では安定したデータが得られにくいと考えられていたが、近

年はDNA合成酵素の質の向上や、ゲノム配列の解読によるより正確な増幅用プライマーデザイン

が可能となったことから、リアルタイムPCR法によるテロメア長の測定が可能となっている。現

在、放射線照射したヒト正常線維芽細胞を継続して培養し、様々なタイムポイントにおいてゲノ

ムDNAを抽出している。

3. 全身照射マウス由来リンパ球におけるγH2AX免疫蛍光染色および測定

研究代表者の作成した同一の放射線照射マウスサンプルを用いて γH2AX 検出を行った。DNA

損傷レベルと放射線被ばく線量の相関性について検討を行い、γH2AX による放射線被ばく線量評

価の検出精度、検出限界、そして再現性を確認した。その結果、照射後 3 日目（72 時間）までは

線量と γH2AX フォーカス数は比例関係にあることが示された（図 III-5）。照射後 1 日目における

線量と DNA 損傷の相関関係は y= 0.4195x + 0.1985（相関係数：R² = 0.9879）、2 日目は y = 0.3489x 

+ 0.2101（相関係数：R² = 0.9869）、3 日目は y = 0.188x + 0.1974（相関係数：R² = 0.9985）、7 日

目は y = 0.0376x + 0.1949（相関係数：R² = 0.994）であった。このことから、マウスサンプルにお

ける DNA 損傷のバックグランドレベルがリンパ球 1 細胞あたり 0.2 程度であること、照射後３日

目以降では 1Gy 以下の被ばくによって生じた DNA 損傷はバックグラウンドによってマスクされ

てしまう可能性が示された。今回の結果から γH2AX 検出による線量評価は照射後 72 時間以内で

あれば高精度に行うことが可能であることが証明された。γH2AX 検出と他のバイオマーカーとの

組み合わせによる包括的な線量評価法については、研究代表者の報告書にて示す。

図 III-5 全身照射マウス由来リンパ球における DNA 損傷レベルの経時変化 
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IV  考察 

今年度はDNA損傷レベルの検出および放射線被ばく線量評価を迅速に行うためのPDMSマイク

ロ流路チップについて、大量生産化および解析の全自動化を見据えた開発を行った。その結果、

送液制御については、免疫染色を行った後の洗浄工程においてやや早めの流速とすることで、

γH2AXのフォーカスをより明確に検出することが可能であることが示された。また、大量生産型

のPDMSチップについても、十分なリンパ球の捕獲構造を確立したことに加え、放射線線量依存的

なγH2AX検出がシリンジポンプによる送液制御によって可能であることが示された。このことは、

大量生産型のPDMSチップと開発中の全自動デバイスを組み合わせることで、「現場」にて迅速か

つ大規模なγH2AX検出による被ばく線量評価を行うことができる可能性を示している。 

また、今回、テロメア短縮の検出にFISH法を用いることは簡便性やデータの安定性を考慮する

と最適な手法ではないと考え、定量的リアルタイムPCR法による解析を開始した。今後は放射線

被ばく後の長期的な線量評価指標としてテロメア短縮が有効であるかを検討する。また近年マイ

クロ流路チップは様々な用途へ展開されており、リアルタイムPCR用のチップも開発されている。

そこで、今後はテロメア長測定にも応用できるPDMSマイクロ流路チップの開発も検討する。

同一生体サンプルを用いたγH2AXを用いたDNA損傷レベルの検出および被ばく線量評価実験

においては、照射3日後（72時間）までは、1 Gy以上の放射線被ばくをした際にγH2AX検出により

正確に被ばく線量を推定することができることが示された。また、γH2AX検出だけでなく、その

ほかのバイオマーカー指標と組み合わせることでより高精度の被ばく線量評価が可能であること

が示された。

V  結論 

① 微量のヒト血液サンプルを用いてDNA損傷の測定を現場で迅速かつ簡便に行うための新規マ

イクロ流路チップを開発するとともに、チップへの送液を全自動で行うための送液モジュール

を開発した。

② 長期被ばくバイオマーカーとしてテロメア短縮に着目し、これまでのFISH法ではなく、定量的

リアルタイムPCR法によるテロメア長測定を開始した。

③ 被ばくマウスモデルを用いたDNA損傷レベルの結果は研究代表者と共有し、血液抗酸化能な

ど、そのほかのバイオマーカー指標との組み合わせによって、各指標単独よりも精度良く被ば

く線量を推定できることを明らかにした。

VI  次年度以降の計画 

① 全自動のDNA損傷測定システムの開発を行う。株式会社Dinowを中心に自治体・企業・医療機

関と連携し、現場でのテスト導入に向けた検討を開始する。

② 長期被ばくバイオマーカーとしてのテロメア長短縮の有用性を定量的リアルタイムPCR法に

よって確認する。また、テロメア長検出を現場で簡便に行うことができるマイクロ流路チップ

の開発を開始する。

③ 健常人ボランティアや放射線治療患者由来の試料、さらには福島野生ニホンザルの試料を用い

てDNA損傷レベルと様々な生体指標との相関性解析を行い、個人の生体情報・生活習慣とバイ

オマーカーの相関性についてのデータベース構築を目指す。

④ 得られたデータは研究代表者に提供し、放射線被ばくの健康影響評価が可能なバイオドシメト
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リの確立を目指す。

この研究に関する現在までの研究状況、業績 

ア）雑誌の場合

該当なし

イ）単行本の場合

該当なし
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Abstract 

 Exposure to radiation causes various DNA lesions, including DNA double-strand breaks 
(DSBs). Although most DNA damage can be repaired, the DNA repair function is not fully 
integrated and can occasionally lead to genetic mutations that might cause cancer and cellular 
senescence. Therefore, biodosimetry methods based on the monitoring of DNA damage are 
useful for evaluating the biological effects of radiation.  
 Although dicentric chromosome analysis (DCA) is the mainstream biodosimetry method, it 
takes several days to get results and is not suitable for mass-casualty situations that require 
immediate analysis in the field. In contrast, evaluation of DNA damage using phosphorylated 
histone H2AX (γ-H2AX) is more sensitive and faster (less than 24 hours) to obtain results, 
making it suitable for rapid triage on cite. However, there are still some challenges in radiation 
effect assessment based on the γ-H2AX assay. 
 In this study, a polydimethylsiloxane (PDMS) microfluidic chip (PDMS chip) was developed 
to facilitate DNA damage assessment based on γ-H2AX assay on it. The PDMS chip has a 
lymphocyte capture structure in its flow path, and the γ-H2AX assay can be performed directly 
on the chip for captured lymphocytes. We have performed γ-H2AX assays on human peripheral 
blood lymphocytes exposed to X-rays using the PDMS chip, and the results showed a dose-
dependent increase in DNA damage at doses above 1 Gy.  
 On the other hand, the γ-H2AX assay is problematic since the γ-H2AX foci disappear by 
about 72 hours after radiation exposure depending on DNA damage repair. To solve this 
problem, we evaluated the shortening of telomere length as a biodosimetor for assessment of 
exposure dose at later than 72 hours after exposure.  

As a result, our data strongly show that PDMS chip is usable in DNA damage evaluating 
device and make it possible to assess the biological effects of radiation rapidly on-site. Our data 
also suggest that the measurement of telomere length might suitable biodosimetor to evaluate 
the exposure dose later than a week after radiation exposure.
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