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簡易サーベイメータを用いた環境放射線モニタリング 

～鹿児島市防災計画に基づく走行サーベイを中心に～ 

自然科学教育研究支援センター 福徳康雄 

1. はじめに 

原子力災害対策指針 1)では、原子力施設において、1)止める、2)冷やす、3)閉じ込める等の物理

的多重防護が機能しなくなる事象の発生により、放射性物質が周辺環境に放出されるような事態

を「原子力緊急事態」と呼ぶ。その対応段階は、日常から災害に備える「準備段階」、放出された

放射性物質による放射線被ばくを抑止するための迅速な防護措置を実施する「初期対応段階」、放

射性物質の影響を適切に管理し防護措置の変更などを行う「中期対応段階」、被災地域の通常の社

会的・経済的活動への復帰の支援を行う「復旧段階」に区分する。この中でも、「初期対応段階」

においては、東電福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、環境放射線のモニタリング等情報

収集により事態を把握、原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応じ、防護措置の準備やそ

の実施等を適切に進めることが重要である。このような対応を実現するため、「原子力緊急事態」

を、施設の状況に応じて、例えば震度 6 以上の大地震の発生時を「EAL1（警戒事態）」、全交流

電源喪失時を「EAL2（施設敷地緊急事態）」及び冷却機能喪失時を「EAL3（全面緊急事態）」の

3 つに区分し、各区分における原子力事業者、国及び地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割

を明らかにしている。ここで概説する環境放射線モニタリングは、原子力発電所を地域に抱える

鹿児島県にあって、地域原子力防災に係り鹿児島大学が取り組める緊急時モニタリングの一例で

ある。 

2. 緊急時モニタリング 

原子力緊急事態において原子炉から放出される放射性物質の拡散する範囲は、放出時の気象条

件に依るが、「原子力災害対策重点区域（重点的に原子力災害に特有な対策を講じておく区域）」

である、原子力発電所を中心に概ね 5km 圏内の「PAZ（予防的防護措置を準備する区域）」や 5km
から 30km 圏内の「UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）」で収束することはなく、原子炉施設

から 200km 以遠にも及ぶことも十分に想定される。放射性物質の異常な放出又はその恐れがある

場合に実施する環境放射線モニタリングを「緊急時モニタリング」と呼ぶ。その結果・解析の情

報は、住民が被ばくの低減を図るために実施される、「避難」や「屋内退避」等の防護措置を実施

するための判断基準である表 1 の「OIL（運用上の介入レベル）」に照らして、速やかに必要な措

置を実施する必要があるか否かの判断に活用される。 

表 1 避難または一時移転の判断基準 
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2.1 緊急時モニタリングの目的と体制 

繰り返しとなるが、緊急時モニタリングの目的は、環境放射線の状況に関する情報を収集する

こと、OIL に基づく放射線防護措置（図 1）を実施するための判断材料を提供すること、原子力

災害による人と環境に対する放射線影響を評価することにある。そのため、緊急時モニタリング

では、時間的・空間的に連続した放射線状況を把握しなければならない。事前対策として、迅速

な緊急時モニタリングを可能とする計画を策定し、モニタリングに係る要員及び資機材等の不足

によって緊急時モニタリングの機能が損なわれないよう、万全の対策を講じておく必要がある。 

 

図1 放射性物質の放出前後における指標及び防護措置 

2.2 緊急時モニタリングの段階 

緊急時モニタリングの段階は、事象の時間的推移に伴い、「初期モニタリング」、「中期モニ

タリング」、及び「復旧期モニタリング」に分けられる。「初期モニタリング」は、原子炉施設

から環境への放射性物質の放出及び拡散に伴う防護措置（住民等の屋内退避、避難措置等）に関

する判断に必要な項目のモニタリングを優先して行うことになる。測定する項目には以下のもの

がある。 

1) 原子力災害対策重点区域を中心とした空間放射線量率及び大気中の放射性物質の濃度 

2) 放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性物質の濃度 

3) 広範な周辺環境における空間放射線量率及び放射性物質の濃度 

周辺環境における空間放射線量率の測定は、住民等の避難や屋内退避などの防護措置を判断す

る上で優先される環境モニタリングであり、線量の上昇が予想される場合、UPZ外においても実

施されることが望ましい。 

なお、避難誘導時の並行モニタリングの必要性のところで紹介するモニタリング機器は、避難

時のバス走行ルートにおいて、住民に線量率の逐次変化の情報を提供することができる可搬型の

簡易モニタリング機器である。 

3. 福島第一原発事故時の住民の避難誘導に見る並行モニタリングの必要性 

鹿児島市の防災計画2)では、EAL3（全面緊急事態）では、UPZ圏住民等の屋内退避を実施する

ことになっているが、事態の推移によっては、緊急時モニタリングの結果に基づき事前に計画さ

れた避難所への住民等の避難を実施しなければならない。その際、最も配慮しなければならない

ことは、避難時における放出源からの放射性プルームの拡散する方向や、各所における空間放射

線量率に関する的確な情報を入手することである。的確な情報を基に住民等の避難誘導を行うこ
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とにより、放射性物質を含んだプルームによる被ばくを低減することができる。無理な避難誘導

の結果、避難住民等が放射性プルームに晒されることも起こりうるので、屋内退避の基準を満た

す近隣の公共施設等への屋内退避を指示するほうが最良の選択と思われるケースもある。 

事故の際の避難においては、的確な避難情報に基づいた行動計画が最も重要である。福島第一

原子力発電所事故では、避難に際し、的確な情報が国や県から伝達されなかったため無用の住民

の被ばくがあり、健康に対する大きな不安を引き起こしたのは周知のとおりである。以下、その

事例を、日本科学技術ジャーナリスト会議「4 つの原発事故調を比較・検証する」2)から一部引用

して見ていくことにする。 

“福島では政府は住民に判断の材料となる情報を提供せず、避難の判断を住民個人に丸投げし

たと国会事故調は厳しく指摘している。自治体から住民への避難指示の伝達はきわめて迅速に行

われたが、政府の各自治体への緊急時の連絡体制はほとんど機能していなかった。 

避難先や避難方法は各自治体によりバラバラだった。第一原発が立地する大熊町は国交省が手

配したバスで田村市、郡山市など西の方角へ避難。同じく双葉町は、福島市に向かう途中の川俣

町へ避難。原発から 10km 圏内にある富岡町は川内村に避難。だが、川内村が、第一から 20～30km
圏内が屋内退避指示になったことから全村避難を決定。富岡町は川内村とともに郡山市に避難。

住民避難で問題となったのは浪江町である。浪江町は、10km 圏内避難指示を受け、役場機能を

町から北西方向およそ 27km にある津島地区に移転することとした。民間のバスやマイクロバス、

マイカーなどで住民は一斉に浜通りから阿武隈山中に移動した。 

だが、14 日の 3 号機水素爆発など原発事故の拡大を受け、15 日は町長の決断で、原発からお

よそ 60km離れた二本松へと避難。3月 15日夕方、第一原発から漏れ出した大量の放射性物質が、

南東風に乗って浪江町から飯館村、そして福島市方向へと流れ出した。折しも、福島県全域を前

線が通過したため雨となり、プルームとなって漂っていた放射性物質が降下沈着した。こうした

事態から、浪江町の住民の多くは「原発から北西方向の避難が、放射性物質が拡散してきた方向

と重なっていたので、大量の被ばくをした」と今でも不安を抱えている。実際は、多くの住民が

津島地区を後にしたのは午前中で、浪江町によると、ほとんどの住民が雨が降り出す前に二本松

市の東和地区に再避難を完了しており、大量被ばくをかろうじて免れている。だが、津島地区の

隣にある赤宇木地区の公民館に浪江町の住民 12 人は 3 月 30 日に二本松に避難するまで、現地に

とどまっていた。すなわち、15 日間もの間、彼らは高線量地域に避難していたのである。当時、

地元の各メディアが伝えていたのは県が発表していた空間線量が主で、その中に浪江町の情報は

含まれていなかった。実際は、文科省のモニタリングカーを用いた調査で、赤宇木地区に近いと

ころのデータは存在していた。3 月 15 日になって南相馬市は住民に自主避難を呼びかけている。

それに従って、多くの住民が飯館村方面に避難したとされている。そして、南相馬市の住民のう

ち、夕刻に避難を開始した住民らは、避難の最中に 15 日大量に放出されたプルームに遭遇してい

たかもしれない。“ 

以上引用した箇所は、全面緊急事態発生時における的確な情報の発信が、原子力事故において

住民等の放射線被ばくに対する不安を煽らない最重要項目であることを物語っている。 

4. 避難誘導時等の並行モニタリングの必要性 

住民等の避難誘導時等における並行モニタリングの実施は、後になって、避難誘導等が適正に

行われたかどうかを検証する際の資料として、また住民等の被ばく線量評価にも役立てることが

できる。さらに、その結果を確認することで、放射線の健康影響に対する不安の解消にも役立つ

と考えられる。 

そこで、次の項では並行モニタリングの進め方について紹介していくが、並行モニタリングは、

気象条件によっては放射性プルームの影響の及ぶUPZ外の地点でも活用してほしいものである。 
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 4.1 モニタリング機器の使い方 

本学アイソトープ実験施設では、通信機能を備える

環境放射線モニタリング機器として、「PA-1100 Radi、
（株）堀場製作所」（図2）と「NHL4（PEGASUS PRO）、

富士電機（株）」（図3）、そして高精度測定用EMF211
型ガンマ線スペクトロメーター（EMFジャパン）（図6）
の3機種を所有している。ただし、PA-1100とNHL4は
簡易型で、両機種ともエネルギー補償機能は具備して

いない。 

PA-1100はデータの自動記録が可能な通信機能を備

える機器で、アンドロイド端末とのBluetooth通信によ

り、GPSデータ（位置及び時間情報）と空間放射線量

率の値を連続して採録することが可能である（図4、図
5）。加えて、アンドロイド端末との連動により、 

取り込んだデータをマッピング機能を使って地図上

に線量毎に色分けして表示することもできる。NHL4
も同様の機能を有している。 

EMF211 ガンマ線スペクトロメーターは、検出器に

3×3インチNaI(Tl)シンチレーション検出器を採用し

ており、空間放射線量率や積算線量の測定が可能な機

器である。さらに，ガンマ線のエネルギースペクトル

の測定も可能であり，I-131，Cs-134，Cs-137の他，天然核種の

K-40やウラン系列・トリウム系列の核種の存在を確認することが

できる。鹿児島大学が保有する機種（写真右）では，GPSセンサ

ーが装備され，測定データに位置情報が追加されている。そのた

め，自動車などによる走行サーベイも可能になり，広範囲の線量

率マッピングを行うことができる。 

4.2 モニタリング機器の活用事例 

4.2.1 公開講座 夏休み体験学習「放射線ってどんなもの？」 

PA-1100 を例にとり、その使い方と公開講座での使用事例を紹

介する。PA-1100 と位置情報を ON にしたアンドロイド端末（Nexus7）との Bluetooth ペアリ

ングを行い、放射線の空間線量率を連続計測。GPS 位置情報（緯度、経度）を取得できているこ

とを確認。測定終了後、アンドロイド端末に保存されたデータをパソコンに送信・保存。PA-1100
測定データマッピング機能のウェブサイト 3)（RadiationMap:ブラウザとして Internet Explore
が必要）を開き、パソコンに保存されたデータファイル（csv 形式）をドラッグ、地図上にドロ

ップ。一般的な地図サイトと同じように、見える範囲を拡大・縮小したり移動させたりすること

ができる。また、USB の出力データをパソコンで採取することにより連続モニタリングも可能

（Radi PA-1100 取扱説明書）。 

図7は、2015年8月5日（水）に開催した体験学習「放射線ってどんなもの？」の学習内容のひ

とつ、「調査：大学キャンパスの自然放射線地図を作りましょう」の実施に当たり事前にデータを

採録したものである。調査は、地図上に示すポイント他8か所を徒歩で巡りながら、PA-1100を用

いて空間線量率を連続測定したものである。図中、数値は測定ポイント毎の空間放射線量率（単

位：毎時マイクロシーベルト、μSv/h）である。一番高いところは「理学部１号館ホール前」で

毎時0.112マイクロシーベルト（μSv/h）、一番低いところは「玉利池」の毎時0.026マイクロシー

 

図2 PA-100 

(Radi） 
図3 NHL4 

（PEGASUS PRO） 

 

図4 表示部 図5 トレンドグラフ

 

図6 EMF211型ガンマ線 

スペクトロメーター 
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ベルト（μSv/h）であった。なお、「理学部１号館ホール前」が相対的に高い線量率を示したのは、

玄関ホールの壁を彩る花崗岩によるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. 原子力防災訓練等での使用事例 

鹿児島市の原子力災害対策避難計画 4)によると、UPZ 圏内区域（郡山町、郡山岳町、西俣町、

花尾町及び有屋田町の一部 9 自治会）の住民と福祉施設等の入居者は、放射性物質放出時の風向

きなど、気象条件や道路の状況などを勘案して、自治会ごとに指定されたバス避難時集合場所か

ら、原則、三方向の避難方向・避難所へと向かうことになる（表 2、表 3）。なお、バス避難時集

合場所は、ルート 1 が峠、茄子田、

八重、雪平、大浦、ルート 2 が常

盤、本岳、西俣、里岳である。

UPZ 外の区域の住民等に係る防

護措置については、UPZ 内の住

民等に係る防護措置の基準に照

らして実施される。 

図 8 から図 11 は、鹿児島市の

設定している避難経路に沿って

実施した走行モニタリングの結

果を地図上に表示したものであ

る。図 8 は三方向の避難経路のう

ち吉野方面、郡山支所から吉野福

祉館までの経路。図 9 は、川内原

子力発電所事故を想定し、平成

25 年 10 月 12 日に実施された、

国が主導する震災後初となる原子力総合防災訓練にあわせて鹿児島市で行われた原子力防災訓練

での住民避難誘導における城西方面、鹿児島アリーナまでの並行モニタリング。この時は、鹿児

 

図7 歩行サーベイによる自然放射線測定（郡元キャンパス） 

表 2 避難所の所在地 

 

 

表 3 福祉避難所 
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島アリーナに避難してくる住民の放射性物質による汚染検査（スクリーニング検査）も行われた。 

 

 

図 8 避難経路（吉野方面）2014.3.30 図 9 避難経路（城西方面）2013.10.12 

 
図 10：避難経路（谷山方面）2015.12.20 図 11 緊急時モニタリング（ルート 1） 

2015.12.20 
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図 10 は、再稼働後初めてとなる、九州電力川内原子力発電所の事故を想定した、鹿児島県の原

子力防災訓練（平成 27 年 12 月 20 日実施）の際のバス避難時集合場所ルート 2 の住民の谷山方

面、谷山中学校までの避難誘導における並行モニタリング。図 11 は、防災訓練当日、バス避難時

集合場所ルート 1 に沿って実施した走行サーベイによる緊急時モニタリング。但し、実際のルー

トは、大浦構造改善センターから県道 36 号線に向かい郡山支所に戻るものである。 

訓練は以下の設定で行われた 5)。午前 7 時ごろ薩摩川内市沖で震度 6 強の地震が発生、直ちに

鹿児島市災害対策本部、続いて現地災害対策本部を設置、住民への広報を行う。その後、川内原

子力発電所が電源を失い、1、2 号機の原子炉冷却機能を喪失、炉心溶融に至る事態を想定。県の

避難計画に基づき、原発 5 キロ圏内 PAZ の住民避難が行われた後、放射性物質の放出。UPZ 圏

内にある郡山地区で緊急時モニタリングを実施、毎時 20 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（μSv/h）の線量率を記録。

市は避難対応を協議し、防災行政無線や広報車で住民に「屋内退避」から一時移転となる段階的

「避難」に切り替ったことを連絡。これにより、バスで避難予定の郡山地域 UPZ 内一部住民と福

祉施設職員等は、市の用意したバスに乗車、避難退域時検査(スクリーニング)場所である河頭中

学校にてゲートモニターによる車輌のスクリーニング及び人のスクリーニングを経た後、それぞ

れ避難所となる谷山中学校と福祉センターに移動。谷山中学校では、ヨウ素剤の服用に関する医

師の指導と保健師による健康相談が行われた。 

4.2.3 福島第一原子力発電所周辺の線量率の経時的変化 

最後に、福島県双葉郡楢葉町（一部は富岡町）にある福島第二原子力発電所から福島第一及び

浪江町にかけ、沿岸部を走る国道 6 号線沿いの線量の経時的変化について紹介する。なお、同地

域一帯は、事故当初、住民の立ち退きや出入りの禁止を強制する 20km 圏内「警戒区域」に指定

図 12 福島第二から第一を経由する国道 6号線

沿い空間線量率の変化（2013.5.23） 

橋本達也准教授（総合研究博物館）提供 

図13福島第二から第一を経由する国道6号線

沿い空間線量率の変化（2015.4.27） 

井村隆介准教授（理工学研究科）提供 
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されていたが、平成 27 年 9 月時点 6)では、富岡町の一部、大熊町、双葉町、浪江町の大部分は年

間積算線量が 50mSv 超となるため、特別な許可がなければ立ち入りできない、継続的な避難を求

めている「帰還困難区域」である。但し、福島県沿岸部を走る国道 6 号線のうち、許可を受けた

車両以外は通行できなかった浪江町と富岡町の間のおよそ 14km 区間は、この区間の除染や復旧

作業が終わったことから通行止めは解除され、全線で一般車両の通行が可能になっている。 

図 12 は、総合研究博物館橋本達也准教授提供の、2013 年 5 月 23 日に採録された常磐自動車

道いわき中央辺りから広野 JC、国道 6 号線陸前浜街道を北上、双葉町歴史民俗資料館に至る経路

での走行サーベイのうち、富岡町から双葉町歴史民俗資料館に至る警戒区域を含む区域内の線量

率マッピングである。最も線量率の低いところで双葉町歴史民俗資料館の 0.8μSv/h、最も高い

ところで第一原発直近の地点における 16.7μSv/h であった 7)。図 13 は 2 年後の 2015 年 4 月 27
日に採録された同経路の線量率マッピング（理工学研究科井村隆介准教授提供）である。除染が

進んだこともあり、福島第一原発に近く最も線量率の高い場所で 7.7μSv/h、その他国道 6 号線

沿いで若干の低下が見られるが、大熊町、双葉町の住民にとって帰還までの道程はまだまだ先に

あるといわざるを得ないようである。 
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