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講演 Presentations
S2-1 走行サーベイシステムKURAMAの開発と運

用（京大：谷垣 実）
Development and operation of a carborne survey 
system, KURAMA (Kyoto Univ., M. Tanigaki)

S2-2 事故30年後までの空間線量率の予測

（原子力機構：木名瀬 栄）
Prediction of ambient dose equivalent rates for the 
next 30 years after the accident (JAEA, S. Kinase) 

S2-3 事故後初期と復興期における外部被ばく線量
の評価（福島県立医大：石川徹夫）
Estimation of external dose in the early phase after the 
accident and revitalization phase (Fukushima Medical 
Univ.)  



S2-1 走行サーベイシステムKURAMAの開発と運用

1. 走行サーベイは環境放射線の測定に極めて有効との認
識のもとKURAMAシステムを開発

2. KURAMAシステムは他にない特徴をもつシステム



KURAMA-II
小型・軽量・完全自動・波高スペクトル





S2-1 走行サーベイシステムKURAMAの開発と運用

3. 福島事故後多様な目的で使用されてきた

(1) 福島県との共同により試験運用

(2) 国による広域調査（マップ調査）に使用

(3) 路線バス等へ搭載し連続測定

(4) バイクや歩行による測定







S2-1 走行サーベイシステムKURAMAの開発と運用

5. 測定結果の解析による様々な知見の取得

6. 原子力災害時には走行サーベイに加え異なる手法を適
切に組み合わせて放射線測定を実施することが重要



空間線量率の減衰傾向
Decreasing tendency of air dose rates
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● 空間線量率の減衰は物理減衰よりも速い Air dose rates have decreases faster than the physical decay. 
● 平坦地上と道路上では減衰傾向が異なる Decreasing tendency is different between fields and roads.



S2-2 事故30年後までの空間線量率の予測

1. 住民の帰還や生活の将来設計に役立てる目的で、福島
第一原発から80 km 圏内の空間線量率予測モデルを
開発. 

2. 空間線量率の減衰が速い成分と遅い成分の２成分で表
現されると想定した経験的モデルを使用

3. 大量の環境測定データを統計解析した結果をもとにモ
デルのパラメータを条件別に設定



物理減衰

速い成分による減衰 遅い成分による減衰



S2-2 事故30年後までの空間線量率の予測

4. 空間線量率の減少傾向に影響を与える重要な要因とし
て土地利用状況及び人間活動が考えられる



Parameters of the model depend on land use.. 



S2-2 事故30年後までの空間線量率の予測

5. モデルの妥当性検証ならびに不確かさ解析を実施



Predicted air dose rates were confirmed to agree with measured data within a factor 2.  



S2-2 事故30年後までの空間線量率の予測

6. 30年後までの空間線量率の予測マップを作成



ケース1 (パラメータの中央値を使用)

空間線量率分布の予測図
Predicted air dose rate distributions

事故5年後 事故15年後 事故30年後

5 y 15 y 30 y

after the accident



（事故初期）

1. 福島県では県民全般の被ばく線量を推計し健康管理の
基礎資料とするための県民健康調査を実施

Fukushima Health Management survey 

2. 問診による詳細な行動記録調査と時系列の線量率分布
に基づき、事故後４ヶ月間の外部被ばく線量を各個人
を対象に推計

3. 531,454人に対して結果を通知

4.  5 mSv以下の方が99.8％、2 mSv以下の方が94％、
1 mSv以下の方が約62％

S2-3 事故初期と復興期における外部被ばく線量の評価
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線量推計のイメージ

Superimposing personal trail and 
gamma ray dose rate map by a 
computer program
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場合等はご本人に
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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





（復興期）

4. 復興期には空間線量率に基づく個人線量推計にかわ
り個人線量計を用いた線量測定に重点移行

5. 多くの市町村により多数の住民を対象とした測定が
行なわれ、経時的な被ばく線量の減少を確認

S2-3 事故初期と復興期における外部被ばく線量の評価







（復興期）

6. 個人線量計を使用した測定を基盤としつつ、状況に
応じて空間線量率に基づく推計も使用していくこと
が必要

7. 住民の具体的なニーズに応じた測定の実施や情報の
提供、これを行なう人材の育成が必要

S2-3 事故初期と復興期における外部被ばく線量の評価



まとめ

1. KURAMAの開発により膨大な量の環境放射線
データが蓄積され、汚染の経時変化傾向が明ら
かになってきた

2.  統計解析結果に基づく２成分モデルを用いて
現実的な空間線量率の予測が可能となった

3. 事故初期と復興期それぞれの状況に応じた外
部被ばく線量測定と評価が多数の住民を対象に
行われ貴重なデータを提供してきた
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