
事故後初期と復興期における
外部被ばく線量の評価

Estimation of external dose in the early phase after 
the accident and revitalization phase

福島の復興に向けての放射線対策に関するこれからの課題

（福島県立医科大学）石川 徹夫, 宮崎 真，安村 誠司, 大津留 晶, 
坂井 晃, 大平 哲也, 神谷 研二, 阿部 正文

（放射線医学総合研究所）赤羽 恵一，米内 俊祐
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Many residents concerned about radiation dose in the early phase after the accident

・サーベイメータ、個人線量計、モニタリングポストなどが普及しておらず、

県民が自身の被ばくの程度を知ることは困難であった。

・「どのくらいの被ばくをしたのか？」「健康に影響はないのか？」といった

不安を持つ方も多くいらっしゃったと考えられる。

・避難された方は、空間線量率の異なる場所を移動した。

・個人の行動記録をもとに、事故後初期の外部被ばく線量を推計し、個人

に推計結果を通知する。Estimation of individual external doses to residents

・県民の全般的な被ばくの程度を把握するとともに、その後の健康管理を

検討する上での資料とする。Target population: all residents in Fukushima Pref.

・震災当時、県内に住民票があった方（約206万人）を対象

事故後初期の状況

県民健康調査（基本調査） Fukushima Health Management Survey
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dose rate at Iitate village

県民健康調査による線量推計の期間

Period for dose estimation

Maximum
（45 μSv/h）

可能であれば4か月分の
行動記録を書いて頂く

空間線量率の推移（飯舘村の例）
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子供も対象
（20歳未満の方は保護
者の署名が必要）

3月11日から25日まで

3月26日以降

問診票のサンプル

Sample of response sheet (for the period during Mar 11 and 25)

Sample of response sheet 
(for the period after Mar 25)

Children under 20y need 
guardians’ signature
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Daily gamma 
ray dose rate 

maps

線量推計のイメージ

Superimposing personal trail and 
gamma ray dose rate map by a 
computer program

場所が特定できない
場合等はご本人に
問い合わせ（補記）

Personal 
trail 

(evacuation
, etc)

Distribution of 
questionnaire 
and response 

sheets

Estimation of 
external doses

(for the first four 
months)

4か月間の行動記録

問診票の内容を緯度

経度情報に変換

5



木造住宅の場合：
屋外 → 屋内で
線量は40％

〇居場所だけでなく、屋内・屋外の別、家屋の構造
〇回答者の年齢

〇被ばくのジオメトリ（空気中に放射性物質が存在していた時期、
ほぼ地面に沈着したと考えられる時期）
も考慮している

個人の行動を考慮した線量推計

線量推計において

成人と子供との体格差
も考慮している

放射線医学総合研究所が開発したプログラムを使用 (Akahane et al. Sci Rep (2013))

Shielding factors for 
dwellings are considered 

for dose estimation

Differences in body size 
between adults and children 

are also considered



問診票の配布

問診票の回収

行動記録のデジタル化

計算プログラムによる線量推計

医大から回答者へ結果通知

線量分布等を集計

「県民健康調査」検討委員会
や国際会議で公表

「線量通知」（個々人への情報提供）

「調査」（全体の傾向の把握）

・問診票の提出支援活動
甲状腺検査会場
仮設住宅訪問
企業訪問・・・

・広報紙、ラジオ等による広報

場所特定などの
ため70,000人

以上の方に問い
合わせを行った

福島県の被ばくの実態に関して
科学的な情報を国内外に発信

情報に乏しかった事故後初期
の被ばくについて、科学的情報
を個々人に提供

県民健康調査（基本調査）の流れ

Distribution of 
questionnaire

Collection

Digitization 

Dose calculation

Notification 
to residents

Summarization
Official announcement 

Encouraging residents to submit responses



4か月間の外部
被ばくによる

実効線量 (mSv)

人数（放射線業務
従事経験者を除く）

割合

< 1 279,118 62.2 %
1 - 2 142,344 31.7 %
2 - 3 24,597 5.5 %
3 - 4
4 - 5
> 5

1,457 
495
937

0.3 %
0.1 %
0.2 %

Total 448,948 100 %
最高値: 25 mSv
平均値: 0.8 mSv

平成26年12月31日現在

2 mSv未満

93.9 %
5 mSv未満

99.8 %

推計した線量の結果通知と集計

結果通知済の方：531,454人（行動記録の記入が4か月未満の方も含む）
Notification of doses to 
531,454 persons
(including doses estimated 
for less than four months)

Maximum
Average

Number (excluding 
radiation workers)

Effective dose for 
the first four months

8



< 1 mSv: 77.6 %
< 2 mSv: 95.0 %
< 3 mSv: 97.3 %
最高値: 25 mSv
平均値: 0.8 mSv

平均値: 
0.2 mSv

平均値: 
0.1 mSv

平均値: 
0.6 mSv

平均値: 
0.3 mSv

平均値: 
1.4 mSv

平均値: 
1.0 mSv

4か月間の外部被ばく実効線量
External effective dose for the first 
four months after the accident

地域別の線量
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 「県民健康調査」によって、情報に乏しかった事故後初期（4か月）の被ばく
に関して、50万人以上の県民の方の外部被ばく線量推計を行い、結果を

通知した。Individual external doses are estimated for more than 500,000 persons.

 推計結果を集計することによって、県民全体の事故後初期の外部被ばく
線量の実状を把握した。4か月間の外部被ばく実効線量で、5 mSv以下の
方が99.8％、2 mSv以下の方が約94％、1 mSv以下の方が約62％といっ
た結果を得た。 Distribution of individual doses for the first four months: < 1 mSv; 62%,  
< 2 mSv; 94%, <5 mSv; 99.8%

 現在でも問診票は提出頂いており、最近でも「問診票のことは気になって
いたが、（提出支援活動により）提出できて良かった」という声も頂いてい
る。引き続き問診票の提出支援活動は続けていく予定である。 Responses 
to the questionnaire are still being collected. 

事故後初期の外部被ばく線量評価
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復興期における外部被ばくモニタリング

空間線量率（サーベイメータ）

個人線量計

経済産業省ホームページより

Estimation of external dose in the revitalization phase

Individual dose estimation based on measured 
gamma ray dose rate and assumed occupancy factors
 Use of personal dosimeters
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平成23年度から各市町村で

測定が始まり、結果を個人
に通知するとともに、地域
全体の線量分布も把握

個人線量計による外部被ばく線量評価

Dシャトル（１時間あたりの線量
の推移を記録可能）

電子式線量計

積算型線量計
（ガラスバッジ）

帰還が始まった地域などで
用いられ、住民とのコミュニ
ケーションツールとしての
役割も期待されている

Hour-by-hour changes in 
individual dose can be recorded

Personal dosimeter 
(integrating type)

Logger type



ただし、対象者が変わっているので、厳密な比較はできない
（測定対象者：2011年第1回：25,551人 2014年第1回：5,522人）

測定実施期間 月あたりの平均線量

2011年10月 – 11月: 0.12 mSv
2011年11月 – 2012年1月: 0.08
2012年1月 – 2月: 0.08
2012年5月 – 6月: 0.07
2012年6月 – 8月: 0.07
2012年8月 – 11月: 0.05
・・・・・・

2013年9月 – 2013年11月: 0.04
2013年11月 – 2014年1月: 0.04
2014年5月 – 2014年6月: 0.04

郡山市HPをもとに作成
（小中学校などの児童・
生徒対象）

自然放射線の寄与は
差し引いている

積算型線量計による測定結果（郡山市の例）

Measurement period Average dose per month

Results for Koriyama 
City (children)

Contribution of natural 
radiation was subtracted



平均空間線量率: 0.23 μSv/hの地区
年間追加被ばく線量（個人線量計）：0.61－0.66 mSv

だて復興・再生ニュース
（平成27年1月発行）より
引用（平成25年7月～26
年6月の測定結果から）

空間線量率と個人線量との関係

年間追加線量（個人線量計）の平均: 1 mSvの地区
平均空間線量率：0.39－0.54 μSv/h

平均空間
線量率
（μSv/h）

空間線量率か
ら計算した年間

追加線量
（mSv）

個人線量計に
よって評価した
年間追加線量

（mSv）

A
B

C
D

地区

屋内：16時間、屋外8時間

District Ambient dose rate Additional 1-year dose
(estimated from 
ambient dose rate)

Additional 1-year dose 
(estimated from 
personal dosimeters)



ICRP Pub.111より

放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成25年度版 ver.2013001 

参考レベルを超えて被ばくするおそれがある人に重点的に対策を講じる

必要に応じて、新たな参考レベルを設定

Reference 
level

Protection 
strategies

New 
reference 

level

The use of reference levels and the 
step-by-step optimization process.

15



（例：農業・林業などの職業従事中の被ばくを低減することは個人にとって合
理的か？）

〇参考レベル付近のわずかな線量の差でも対策
を変えるのか？

（対策に投入する費用、人的資源などを参考レベ
ル以上に集中させることに対するコンセンサス）

「防護戦略の履行」における現実的な課題

重点的な防護
戦略の履行

Consensus on concentrating resources to protection 
strategies for persons who exceeded the reference level

Rationality of recommending reduction of occupational exposures (agriculture, etc)

Inequality between target population for protection strategies and others 

Methods for rapid estimation of individual doses for implementing 
protection strategies

〇地域の中で対策の方法が異なることに対し、不平等感が生まれないか？
（例：Aさんの家は除染の対象となったのに、自分の家は後の順番の除染に
回された）

〇対策を実施することが合理的か？

〇「個人の線量」をどうやって迅速に評価するか？（個人線量計を使用すると
評価に時間がかかる）
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ICRP Pub.111より（防護戦略の履行）

・建物の浄化、土壌と植生の修復
・環境と農産物のモニタリング
・廃棄物の処理
・健康のサーベイランス
・被ばくに関する情報の提供
・住民による防護戦略の促進（モニタリング機器の提供等）

・居住場所の周辺線量率、食品の汚染のモニタリング
・自分の外部、内部被ばくモニタリング
・被ばくを低減させるために自分自身の生活様式を状況に応じて適
用させること
Adapting their way of life accordingly to reduce their exposure

当局によって履行される防護戦略 Strategies to be implemented by authorities

Clean-up of buildings
Remediation of soil
etc

Authorities should facilitate the implementation 
of protection strategies by the inhabitants 地域フォーラム

による情報共有被災した住民によって履行される防護戦略

Local forums
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モニタリング
（個人線量計による測定）

正しい装着の促進に
もつながる

これが個人からも見え
れば、測定を希望する
人が増える可能性も

説明

○「健康影響は考えにくい」といった説明のみな
らず個人の生活様式への適用までも含む説明
○「当局」が実施している防護戦略の説明
○実行可能な低減対策を説明できる

「当局」と「住民」とをつなぐ

生活様式への適用
による低減化

行政とも連携して、あらかじめ検討しておく必要
（除染、職業上の被ばく・・）

これがないと、
「測っただけ」
で終わってし
まう可能性

Adapting their way of life accordingly 
to reduce their exposure

説明者に必要とされること

モニタリング結果の理解

（ICRPが言う「地域
フォーラム」の機能

AdviceMonitoring
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個人線量測定

（線量率の経時
的変化も含む）

〇今まで外遊びを控えていたが、外遊びをしても大丈夫だと納得できた

〇山菜取りが趣味だったが、山に近づくのを控えていた。経時的な線量
を確認することで、山に入っても大丈夫だと実感できた

生活の自由度
の獲得

個人にとっての防護の最適化
（必要に応じて）低減化対策

潜在的な測定ニーズ
の掘り起こし

個人線量計で測定することの意味

震災前に近い生活へ

行政のバックアップ

Return to his/her daily life 
before the accident 

行政の判断が必要な対策も

説明できる人材
の確保によって
こちらにつながる

循環

個別の説明 当人の感じている
「放射線リスク」と

震災前の生活に戻
ることのバランス

Monitoring of 
individual dose

Optimization of protection 
strategies on a personal 
basis

Adapting their way of life 

Persons who potentially need 
individual dose estimation
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 ICRP Pub.111に基づいて、参考レベル以上の線量の人たちに対して集

中的に防護戦略を実施するという考え方を実際に適用するにあたっては、
いくつかの問題点もある。

 これから帰還が始まる地域等で、Dシャトルは住民とのコミュニケーション

ツールとして有用であると考えられるが、測定結果に対する適切な説明を
行える人材が必要と考えられる。

 測定結果の説明においては、必要に応じて個人の生活様式へのアドバイ
スまでできることが望ましい。これにより、生活様式が震災前に少しでも近
くなるような人が増えれば、個人にとって測定する意義が見えてくると思わ
れる。

復興期における外部被ばく線量評価

Some problems have been raised in application of protection strategies presented by ICRP 
Pub.111 to actual situations in Fukushima

Personal dosimeters of logger type will be useful for a communication tool between residents 
and authorities (or experts), but qualified communicators are needed.

It would be good, if the communicators could help individuals to adapt their way of life 
accordingly and consequently they could return to their daily lives before the accident20
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