
モニタリングポストによる放射線量率の連続測定や降下

物の放射能濃度測定などの放射能モニタリング調査は，緊

急時には放射性物質の汚染状況を迅速かつ正確に把握する

ために重要なものとなる．

2011年３月に発生した福島第一原発事故による人工放

射性物質の大気への放出によって，福島周辺では空間放射

線量率（以下，放射線量率）の著しい上昇が見られた．

2011年３月15日に，茨城県（水戸市・旧県環境監視セ

ンター）で1.504μSv/h（グレイ（Gy）をシーベルト

（Sv）とした），栃木県（宇都宮市・県保健環境センター）

で1.318μSv/hの値が計測された ．３月16日には福島

県（福島市・紅葉山公園）で最大170μSv/hと通常の約

４千倍の値が認められた．2013年５月には，茨城県で

0.06μSv/h，栃木県で0.05μSv/h，福島県で0.6μSv/h

のレベルに大きく減少はしているが ，依然として地表に

沈着した放射性セシウムからの放射線の寄与が認められ

る ．事故直後からの放射性物質の降下蓄積量が影響を与

えているのであるが，セシウム137（以下，Cs-137）の降

下量の経時変化を示す月間降下物の放射能濃度については，

2011年４月には福島県（双葉郡大熊町）で100,000ベク

レル/平方メートル（以下，Bq/m）であったが，2013年

５月には，福島県で1,380Bq/m と大きく減少し，茨城

県，栃木県においても大きく減少していた ．なお，事故

前の2007年４月から2010年３月までは，この３県では

0.030～0.076μSv/hの範囲にあった．この放射線量の減

少については，特に人的な除染作業によるものではなく，

事故当初に影響が大きかった放射性ヨウ素の物理学的特性

（半減期）による放射線量の大幅な減衰及び風や降雨等に

よる放射性汚染物質の拡散や洗浄など自然現象によるもの

である．

今回の原発事故を踏まえ，北海道全域で2012年４月よ

り，北海道立衛生研究所（札幌市）（以下，当所）の他に

９総合振興局にモニタリングポスト測定局（以下，局）が

増設され，合計10カ所で常時測定する体制となった．各

モニタリングポストで10分ごとに計測している放射線量

率は，原子力規制委員会 及び当所 のホームページで常

時公開している．原子力規制委員会のホームページでは，

北海道も含めた全国の局の10分値をリアルタイムで更新

しているが，当所のホームページでは，全道10カ所の放

射線量率の日報，月報，年報により，時間ごと，日ごと，

月ごとの最大値，最小値，平均値を毎日４時間ごとに自動

更新し，概要を迅速に把握できるようにしている．

道内の状況については，原発事故に伴う放射性物質の降

下はほとんどなく ，当所のモニタリングポストの放射

線量率は，2011年３月11日から2013年５月までの月平

均で0.023～0.031μSv/hの範囲にあり ，事故前の2007

年４月から2010年３月までの平均0.029μSv/h と同程

度であることがわかった．

こうした中，2013年１月４日に稚内市にある宗谷総合

振興局のモニタリングポスト測定地点（以下，稚内局）に

おいて，北海道における平常時の最大値（以下，平常時の

最大値）を超える事例が起きた．北海道ではモニタリング

ポストには融雪のためヒータを取り付けているが，稚内局

のモニタリングポストは１月４日には大雪のため検出部が

一時完全に雪に埋まってしまっていた．本報では，その日

の稚内局のスペクトルデータを用いて解析した結果，発生
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源として自然放射性核種を推定したので報告する．

方 法

モニタリングポストにおける放射線量率の測定装置は，

日立アロカメディカル（社）製のMAR-22型で，検出部

には直径２インチのNaI（Tl）シンチレータが装着され

ている．放射線の量を10分間計測した後，時間当たりの

放射線量率（μSv/h）に換算され，速やかにホームページ

で自動的に公開される．

スペクトルデータは，自動配信されていないため，宗谷

総合振興局に対して稚内局のモニタリングポストに接続し

ているデータ処理装置からのダウンロードを依頼し，この

データを当所のデータ処理装置に付属しているソフト「ス

ペクトル処理プログラム」で2013年１月に解析した．

なお，稚内局以外の当所及び道内８局では，稚内局で観

測されたような平常値の最大値を超える変動は見られな

かった．

結果及び考察

放射線量率は常時公開されているので，平常時の最大値

を超えた場合には，発生源となった放射性核種などについ

て，一般向けに平明な説明をする必要がある．本報告で述

べる平常時の最大値とは，福島第一原発事故前の当所のモ

ニタリングポストにおける３年間（2007年４月～2010年

３月）の放射線量率データの中で最大となった2009年11

月28日の最大値（0.105μSv/h) を指し，この日は降雪

があったことが分かっている ．降雪があると，上空にあ

る自然放射性核種も含め下層に至るものまで雪とともに落

下し，地表面に沈着して放射線量率が高くなることがある．

モニタリングポスト等で検出される放射線量率は，平常

時であれば，ウラン・トリウム系列等の自然由来の放射性

核種が大部分を占めることは，当所で実施した道内の放射

線量率の調査時に確認している ．放射線量率は降雨雪

による放射性物質の降下などの気候の状態，放射性物質の

放射能量や物理的な減衰などで変動する．放射性セシウム

の影響の有無は，自然放射性物質との半減期の違いなどか

らも推定できるが，スペクトルの調査を加えるとガンマ線

放出エネルギーやそのピークの大きさなどの情報も付加さ

れるので一層明らかなものとなる．

スペクトルの解析にあたって問題となるのは，人工放射

性物質であるCs-137（放出エネルギー0.662MeV）や

I-131（放出エネルギー0.365，0.637MeVなど）と放出

エネルギー値が類似しているBi-214（放出エネルギー

0.609，0.768MeVなど）などの自然放射性物質とのスペ

クトルの分別ができないということである．これは，検出

部のNaI（Tl）シンチレータのエネルギー分解能が低い

という原理的な理由のためである．特に両者の放射線量率

が同じレベルであった時は，分別が難しい．

スペクトルの解析は，放射線の発生源となる核種を推定

できるので，原発事故等の緊急時に用いられることは言う

までもない．それに加え，平常時の様々な局面における

バックグラウンドのスペクトルを解析することは，緊急時

のスペクトルを解析する上での比較対照の資料になりうる．

図１に，2012年４月から2013年５月までの稚内局にお

ける月ごとの放射線量率の最大値，最小値，平均値の経時

変化を示した．月最大値は，0.045～0.115μSv/h，月最

小値は，0.017～0.038μSv/h，月平均値は，0.024～

0.040μSv/hの範囲であった．

2013年１月の月最大値0.115μSv/hが観測期間中最大

となり，かつ平常時の最大値（0.105μSv/h）を超えた．

当所では，1994年12月から2010年３月までの約14年間

で2009年11月の0.105μSv/hが最大であった．その約

14年間のデータを年度ごとに見ると，11月から３月まで

の間に年度の最大値が表われ，頻度としては11月，12月

の順に年度の最大値が多く表れた．年度の最大値となった

日には降雨雪があった．

稚内局の月平均値の範囲（0.024～0.040μSv/h）に対

して，当所では，1994年12月から2010年３月までの月

平均値の範囲は，0.026～0.030μSv/hであった．

当所は地上高16m，稚内局を含む９地点は地上高１m

に設置しているため，当所のデータは地上からの（自然）

放射性核種の影響が小さくなる．このため，当所のデータ

については，原子力規制委員会のホームページに１m高

さの推計値も示されている ．これは，当所の地上高１m

において実測したサーベイメータの測定値と地上高16m

にあるモニタリングポストの測定値との相関関係から導か

れたもので，換算係数を用いている．この換算係数

（0.76）で除すと，前述した当所の月平均値の範囲は，

0.034～0.039μSv/hとなり，稚内局と上限値が同レベル

となった．下限値の違いは，積雪による遮蔽効果などの気

象状況の違いによるものと考えられる．

2013年１月は，稚内局では最大値が出現したが，月平

均値については積雪による大地からの自然放射線の遮蔽効

果のため，0.025μSv/hと低めであった．月最小値につい

ても0.017μSv/hと最小となった．当所では，1994年12

月から2010年３月までの最小値は，2005年２月の0.016

μSv/hであった．この当所のデータを年度ごとに見ると，

11月から２月の間に年度の最小値が表われ，頻度として

図1 稚内市モニタリングポスト線量率の経時変化
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は積雪が多い１月，２月の順に年度の最小値が多く表れた．

稚内局と同様，積雪による遮蔽効果が見られる．

平常時の最大値を超過した2013年１月４日における稚

内局の放射線量率を図２に示す．８時40分から11時10

分まで平常時の最大値を超えていた．９時30分から９時

40分までの10分値（以下，この部分を測定最終時刻であ

る「９時40分」のように表示）が最大（0.115μSv/h）

であった．10時40分は0.114μSv/hとほとんど変化がな

かったが，11時40分には0.094μSv/hと若干減少した．

当日のその後の状況については，平常時の最大値を超えた

８時40分から約７時間後の15時30分には0.039μSv/h

まで減少し，その８時間後の23時30分には月平均値のレ

ベルまで大きく減少した．

図３に，放射線量率が最大であった９時40分のスペク

トルを示した．自然放射性物質であるビスマス214（以下，

Bi-214：半減期19.9分）（ウラン系列），タリウム208

（以下，Tl-208：半減期3.05分）（トリウム系列）及びカ

リウム40（以下，K-40：半減期12.8億年）と考えられ

るスペクトルが認められた．10分値データの総カウント

数は 166,337で あった．ピーク①は，Bi-214（0.609

MeV），Tl-208（0.583MeV）に相当する．Cs-137（半

減期30.1年）もこの中に含まれる．ピーク②，④，⑤は，

Bi-214（1.120MeV，1.765MeV，2.204MeV）に相当

し，ピーク③はK-40（1.460MeV）に相当する．

放射線量率が同レベルである10時40分のスペクトル，

11時40分のスペクトルにも図３と同様の傾向が認められ

た．15時30分のスペクトルでは，放射線量率が最大時の

半分以下（0.039μSv/h）となったが，総カウント数も

71,209と大きく減少した．ピーク①～⑤が見られ，最大

時と同様に自然放射性物質のスペクトルが認められた．23

時30分のスペクトルでは，放射線量率がさらに減少し

（0.025μSv/h），総カウント数も47,109とさらに減少し

た．これについては，ピーク①～③が見られ，自然放射性

物質のスペクトルが認められた．

今回，数時間の単位で放射線量率及び総カウント数が大

きく減少するという現象が示された（図４；９時40分と

23時30分のスペクトルのみを示した）．ウラン，トリウ

ム系列の核種には，Bi-214やTl-208などの数分から数十

分の短半減期のものがあるので，これらの核種が放射線量

率に大きく影響したと考えられる．

人工放射性核種であるCs-137（半減期30年）や I-131

（半減期８日）は，ウラン，トリウム系列の核種と比べる

と半減期が長い．これらの核種からの放射線量の寄与が大

きければ，これほど急激に減衰しないと予想されるので，

Cs-137や I-131の核種が放射線量率に影響したとは考え

にくい．

減衰の程度を把握するために着目した各時刻に対して，

図３に示したピーク①～⑤の各スペクトル領域のカウント

数を求め，最大値である９時40分のデータ（ピークを中

心とした各エネルギー帯のカウント数）を基準とした各時

図2 2013年１月４日の稚内市モニタリングポスト線量率

の経時変化 図3 線量率が最大値を示した時点の放射線スペクトル

（稚内市2013年１月４日９時40分)

ピーク周辺のガンマ線放出エネルギー帯と該当核種
①0.615～0.725MeV：Bi-214,Tl-208
②1.125～1.230MeV：Bi-214
③1.400～1.595MeV：K-40
④1.725～1.930MeV：Bi-214
⑤2.210～2.370MeV：Bi-214
福島第１原発事故で放出した主な人工放射性核種のガンマ線放出エ
ネルギーとその核種
0.365MeV：I-131
0.662MeV：Cs-137

図4 放射線スペクトルの経時変化(稚内市2013年１月４日)

ガンマ線放出エネルギー帯と該当核種は図３と同じ
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刻の減衰率を表１に示した．K-40（ピーク③）のエネル

ギー帯のカウント数は，Bi-214（ピーク①，②，④，

⑤），Tl-208（ピーク①）のそれより１～２割程度減衰率

が小さい傾向にあった．また，９時40分のスペクトルで

は，ウラン，トリウム系列の核種の影響で，K-40のエネ

ルギー周辺では顕著なピークが見られなかったが，23時

30分のスペクトルでは，K-40に相当するピークが顕著に

見られた（図４）．それに対し，Cs-137と I-131のエネル

ギー周辺のスペクトルでは，K-40のエネルギー周辺と比

べて減衰率が大きくなっており，23時30分のスペクトル

でも顕著なピークも見られない．Cs-137や I-131からの

放射線量が，スペクトルに影響を与える程度存在すれば，

ウラン，トリウム系列からの放射線量が大きく減衰する数

時間後に，半減期が長いK-40のような顕著なピークが残

ることが予想されるが，そうなっていない．このような事

実も，９時40分のピークが人工放射性核種による影響で

はないことを示唆している．

降雨雪があると，放射性物質は上空から下層に至るもの

まで雨雪とともに地表に落下し沈着することが知られてい

る．この量は地表面付近の放射性物質が大気乱流や重力沈

降により地表面に沈着する量より大きいといわれている．

沈着物質は，地表面に残留するため，大気中に滞留してい

る放射性物質に比べ，比較的長く放射線量率の上昇をもた

らすことが知られている ．加えて，降雨雪の後で放射線

量率が高くなる場合があることが，当所における日々の測

定によって経験的にわかっている ．今回も放射線量率が

上昇した８時から12時に，３～７cmの降雪（降水量

3.5～4.0mm）があり ，降雪による自然放射性物質の降

下の影響が大きかったと考えられる．なお，１～２時にも

若干高めの放射線量が見られるが，この時も２～３cmの

降雪（降水量0.5～2.0mm）があった ．

これらの解析により，人工放射性核種と自然放射性核種

のスペクトルの分別ができなくても，スペクトルの経時変

化と着目核種の半減期等の物理的特性によって，放射線量

率への影響がある核種の推定ができることがわかった．

福島県 や茨城県 においては，福島第一原発事故時

の空間放射線のスペクトルを公表し，平常時の自然放射性

核種が支配するバックグラウンドのスペクトルとは明らか

に異なる形状とピークのエネルギー値から，発生源の人工

放射性核種を推定した．また，高エネルギー加速器研究機

構では，茨城県つくば市の放射線量率とスペクトルを経時

的に測定し，事故初期の放射性プルームによる放射線量率

増加や降雨による放射線量率増加の時に発生源となった人

工放射性核種を明らかにした ．放射線量率にその時の放

射線スペクトルを加えて解析することは，このように高線

量となった場合に原因となった核種を推定できるため，特

に原発事故となった場合にはその状況を把握するための重

要な資料となりうる．

今後は，平常時のバックグラウンドスペクトルのデータ

解析をさらに充実させ，緊急時にも適切に対応できる体制

を構築したい．

稿を終えるにあたり，ご協力いただいた北海道保健福祉

部健康安全局，宗谷総合振興局保健環境部保健行政室（稚

内保健所）の関係者の皆様に深謝いたします．
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