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福島第一原子力発電所事故後の東京都 23 区東部の線量率マッピング 

Dose rate mapping in the eastern part of 23 wards of Tokyo metropolitan 

after the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant 

 

川崎地質株式会社 鈴木敬一 

Keiichi SUZUKI, Kawasaki Geological Engineering, Co., LTD. 

 

要旨 

福島第一原子量発電所事故後の東京都 23 区東部の線量率マッピングを行った。測定範囲

は東西約 10km，南北約 15km，測定点は 566 点である。 

線量率の分布は概ね北東から南西方向に低くなる傾向にあるが，局所的に高いところも

ある。その場所は北東を向いた堤防法面や緑化されたスーパー堤防などである。 

文部科学省で公表されたデータとも整合性が良い。しかし，細部は異なっているところ

がある。文部科学省のデータは，航空機で測定したものを地表 1m に換算したものである。

本報告は実際に地表 1m で測定したものであり，測定方法の違いが現れたものと考えられる。 

 

Abstract 

Dose rate mapping is performed in the eastern part of 23 wards of Tokyo 

metropolitan after the accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. The 

measurement range is approximately 10km east-west direction and 15km north-south 

direction. The measurement points are 566. 

The distribution of the dose rate tends to almost lower in the southwestern part 

from the northeast part. However there is locally higher value. Such that place is the 

slope of levees which faced to the northeast or the super levees which is planted trees in. 

Consistency is good with the data announced in Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology (MEXT). However, the details have difference by a place. 

The MEXT data were converted the value of altitude of 1m from the ground surface 

from the airborne data. In this report, the data were really measured altitude of 1m 

from the ground surface. It is considered that the difference is caused by method for 

measurement. 
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１．はじめに 

福島第一原子力発電所の事故以来，7 ヶ月以上が経過したが，未だに放射性物質や放射線

に関する報道がなされている。連日，高線量率の値やそれを記録した場所などが断片的に

テレビのニュースで流されている。先日も世田谷区で原発事故とは関係の無い放射性物質

が発見され，大騒ぎとなった。 

一方，文部科学省などでは広範囲の線量率マップを公開している（文部科学省，2011）。

これらのデータは，航空機で測定され，地表 1m の線量率に換算している。しかし，これら

のデータは地表 1m の実測値ではないため，コンター線が滑らかである。さらにカラーリン

グを全国で統一しているため，線量率の変化が捉えにくい。 

筆者は原発事故以来，放射線量率のモニタリングと東京都東部での広範囲のデータ取得

を行ってきた（鈴木，2001a；鈴木，2001b）。本報告では，東京都 23 区の東部で 566 点の

測定を行い，マッピングを行い，文部科学省のデータとの比較を試みた。 

 

２．線量率マッピング方法 

(1)線量率測定方法 

測定は，携帯型のアロカ株式会社（現日立アロカメディカル株式会社）製のマイレート

(PDR-101)および株式会社堀場製作所製の Radi(PA-1000)を用いた。測定器の個体差は既に

校正試験を行って，校正係数を求めている（鈴木，2001a）。 

測定は，手に持って地表から約 1m に保持して，4 回の測定を行った。測定値は 4 回の算

術平均値を採用した。橋梁や高架橋，駅のホームなどは地表面からの距離が 1m ではないた

め，そのようなデータは除外している。また，商店街のアーケードや高速道路の高架橋な

どの下については測定を行っていない。 

図１に測定点を示す。測定点は赤丸で示すように 556 カ所であり，東西約 10.7km，南北

約 14.9km の範囲に分布する。面積は約 159.43km2であり，測定点の平均密度は 3.55 点／

km2である。 

測定範囲は，北東の角が葛飾区水元公園，南東の角が江戸川浦安橋付近，北西の角が日

暮里舎人ライナー谷在家駅付近，南西の角が築地市場付近である。 

測定は交差点の角など位置がわかりやすいところを選び，Google マップ上で緯度経度（度

未満 10 進数）を読み取った。 

測定は 2011 年 5 月 8 日から 9 月 26 日に及んだ。そのため次項に示す方法で，減衰補正

を行った。 

各地点の線量率値については，以下の URL に示してある（ただし，測定時の値）。 

http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=201455999854591241789.0004a3fb6e9

76f51e43b1&hl=ja&brcurrent=3,0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244,0&ie=UTF8

&z=8 
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図１ 測定点位置図 

Fig.1  Location of the measurement points. 
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(2)経時減衰補正方法 

原発事故後に自宅（屋外と室内）で 1 日 2 回の測定を行っている。それについては既に

報告したとおりである（鈴木，2011a；鈴木，2011b）。 

本報告の測定は，5 月 8 日から 9 月 26 日までかかった。放射性ヨウ素など半減期の短い

核種の影響はほとんど無いと考えられる。しかし，詳しく見ると経時減衰が認められる。

現在，地表面付近に沈着したと考えられる核種は，Cs-134 あるいは Cs-137 といわれてい

る。後者は半減期が約 30 年と長いため，半年程度の変化はほとんどないと考えられる。し

かし，Cs-134 は半減期が約 2 年と短いため，半年程度の期間では減衰効果が無視できない。

本来であれば核種ごとに半減期の効果を考慮して，補正をすべきところであるが，携帯型

の線量計では核種を同定できない。そこで自宅前のモニタリングデータを用いることにす

る。図２にその結果を示す。横軸は時間であるが，10 月 1 日をゼロ，過去をマイナスとし

て表記している。赤色は屋外，青色は室内の値である。屋外の値に指数関数を回帰させて，

減衰曲線を求めた。その結果，次式を得た。 

 tDm 000972.0exp114162.0     (1) 

Dm：測定時の線量率 

t：10 月 1 日を 0 としたときの日数 

この指数関数の係数を減衰率とみなすと Dmを測定時の線量率として， 

 tDDm 000972.0exp0     (2) 

 
図２ 2011 年 10 月 1 日をゼロとしたときの東京都墨田区の線量率の変化。測定を開始し

た 5 月 8 日から 10 月 1 日までの屋外と室内の値。 

Fig.2  Fluctuation of the dose rate of outdoor and indoor from May 8 October 1 in 

Sumida-ku (Tokyo)  that considered October 1 (2011) to be zero. 
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であるから，D0は字式であらわされる。 

 t
D

D m

000972.0exp0 
    (3) 

全てのデータについて，(3)式を用いて 10 月 1 日現在の値とした。 

 

(3)マッピング方法 

Google マップ上で読み取った測定点の緯度経度を，平面直角座標に変換するため，川崎

地質株式会社の保有する座標変換プログラム BLXY2K を用いた。使用した座標系は，国家

座標第Ⅸ系である。データ可視化ソフトウェア NOeSYS Transform ver3.4 に内蔵されてい

る Kernel Smoothing 機能を用いてグリッディングを行った。グリッディングの間隔は東西

方向・南北方向とも 25m である。カラーのコンターマップも同ソフトウェアを用いて描画

した。 

マッピングに利用した地図は，フリーの白地図（サイト名：東京都の白地図）を利用し

た。 

測定値は単位が μSv/h の 1cm 線量当量で与えられる。参考のため空気カーマ率の nGy/h

も併記した。換算係数は，750nGy/μSv である。 

次に，線量率から年間の被曝線量を計算した。1 日のうち 8 時間を屋外で過ごし，残りを

室内で過ごすと仮定する。原子力災害対策本部(2011)は家屋による遮蔽効果をコンクリート

5cm に対して 57%（遮蔽係数としては 0.43）としている。しかし，図２の屋外と室内の比

を計算すると遮蔽効果は 0.45（遮蔽係数 0.55）となる（木造モルタル 2 階建て）。ただし，

バックグラウンドを屋外で 0.05μSv/h，室内で 0.03μSv/h とした（バックグラウンドを差し

引かなくても遮蔽効果は 0.43 であり，大差はない）。鉄筋コンクリートと木造モルタルでは

遮蔽効果が異なるため遮蔽係数も異なると考えられる。本報告で測定した地域は，木造モ

ルタルの建造物も多い地域であることから，ここでは遮蔽係数を 0.5 とする。 

従って，野外での線量率を Doutとすれば，1 時間の平均被曝量 Davgは， 

outoutoutavg DDDD
3

2
5.0

24

16

24

8
  

となるから，年間被曝量 Dyは，次式で表される。 

)/(76.8
1000

36524
)/( hmSvDDhSvD avgavgy 


  

 

(4)鉛直 2 次微分 

重力探査や磁気探査では，コンターの変化するところを抽出するため，鉛直 2 次微分を

用いる。この手法は，画像処理技術などでも使われている。鉛直 2 次微分は D を線量率と

すれば，次式で表される。 
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ただし， 

x：東西方向の座標 

y：南北方向の座標 

z：鉛直方向の座標 

である。(4)式は近似的に次式であらわされる（狐崎，2001）。 

 02

4
DDD Mzz 


   (5) 

ℓはグリッド間隔，ΔDMは計算するグリッドの値，ΔD0は図３に示す周囲の 4 つのグリッド

の平均値である。 

4
4321

0

DDDD
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    (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 鉛直 2 次微分のためのグリッド配置 

Fig.3  Grid configuration for the vertical second order differential. 

 

この方法は，画像処理技術としてもよく使われ，(4)式がラプラスの方程式であることか

らラプラシアン・オペレータやラプラシアン・フィルタなどとも呼ばれる（例えば，高木・

下田(1991)）。 
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３．線量率マッピング結果 

図４に線量率マッピングの結果を示す。概ね北東から南東の方向に線量率が低くなって

いる。 

最も線量率が高いのは葛飾区北東部で 0.3μSv/h である。 

葛飾区のほぼ全域と足立区東部で 0.2μSv/h 程度を示す。 

足立区東部の南北に直線上に見える 0.2μSv/h の境界は，首都高速道路 6 号線上に相当す

る。首都高速道路のこの部分は高架橋になっているため，放射性物質の降下時に，ある程

度の遮断効果となった可能性がある。 

江戸川区北部は 0.15μSv/h 程度を示す。南に行くに従って線量率は低下するが，東西線

葛西駅付近で若干の増加が見られる。荒川右岸大島小松川公園とその北側の河川敷付近は，

0.2μSv/h を越える値が分布している。 

墨田区では荒川左岸の河川敷が 0.15μSv/h 程度を示している。この値を示す領域は，左

岸堤防沿いに足立区の千住新橋付近まで連なっている。 

江東区では大島付近で 0.12～0.13μSv/h を示している。清洲橋通りと明治通りの交差点

付近には局所的に 0.12μSv/h 程度を示す場所がある。 

荒川区では都立汐入公園付近に 0.15μSv/h 程度を示すところがある。 

上記以外のところは概ね 0.1μSv/h 以下であり，江東区西部や中央区の埋め立て地では低

い値となっている。 

図５に年間被曝量の計算値を示す。年間 1mSv がほぼ白色に相当し，それ以上は青色，

それ以上は赤色になっている。最大値は 1.75mSv/h である。 

図６は鉛直 2 次微分図である。赤または青色の濃いところが，線量率の変化が急激なと

ころである。図の中央北西から南東に直線上に赤色の帯が確認できる。この部分は荒川右

岸河川敷（千住新橋から小松川ロックゲートの間）および都立汐入公園・大島小松川公園

に該当する。 
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図４ 東京都 23 区東部の線量率マッピング 

Fig.4  Dose rate mapping in the eastern area of Tokyo metropolitan. 
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図５ 年間被曝量 

Fig.5  Exposure dose for a year. 
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図６ 鉛直 2 次微分図 

Fig.6  Vertical second order differantial map. 
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４．考察 

図４～図６の特徴のまとめと考察を以下に示す。 

① 葛飾区北東部が最も高く 0.3μSv/h 程度の線量率を示す。年間の被曝量換算では最

大 1.75mSv/y である。 

② 南西部に向かって徐々に線量率は低下する。これは 3 月 21～22 日にかけて降下し

た放射性物質が，北ないし北東の風に運ばれてきたことを示す。3 月 21～22 日の

風向きは気象庁の HP によれば，北ないし北東（時折北西）であることが確認で

きる。 

③ 荒川右岸堤防の川表面は北東を向いているため，北ないし北東から飛来した放射

性物質が付着しやすい上，近年緑地化されたために沈着が生じた。 

④ これに対して荒川左岸の北側に相当する川裏面は緑地化されていない上，首都高

速道路都心環状線の高架橋があるため，放射性物質の降下とその後の沈着もあま

り生じなかったと考えられる（図７）。 

⑤ 足立区東部の首都高速道路 6 号線の西と東では東側が高く，明瞭な線量率の変化

があるように見える。しかし，その変化は鉛直 2 次微分図上でははっきりとは確

認できない。元々の降下物が少ない（線量率は高くない）ためであり，高速道路

高架橋がある程度の遮断効果を示したと考えられる。 

⑥ 都立汐入公園は隅田川に面している。近年，スーパー堤防工事が行われ，緑地化

が進んでいる。北東側の川表法面だけでなく，川裏側の緩傾斜の緑地にも，放射

性物質の沈着が生じたものと考えられる。 

⑦ 大島小松川公園も汐入公園と同様，スーパー堤防上に造成された広大な公園であ

る。汐入公園と同様の理由で線量率が高いと考えられる。 

⑧ 江東区内で局所的に周囲より高い場所については，その原因は不明である。 

以上のことから，北東向きの緑化された堤防法面や緩傾斜のスーパー堤防上の緑地帯など

で線量率が周囲より高くなっていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 放射性物質降下時の風向と河川堤防断面の関係 

Fig.7  Relations of wind direction and levee section at the fallout of the radioactive 

nucleides. 
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５．文部科学省公表データとの比較 

文部科学省で10月18日に公表された地表面から1mの空間線量率マップを図８に示す。

カラーコンターのレンジが図４とは異なるため，比較できないところもあるが，概ね図４

との整合性は良いものと考えられる。大きく異なるところは，荒川左岸大島小松川公園付

近の 0.2μSv/h 程度を示す領域が見られないことである。 

文部科学省の公表データは航空機により測定し，地表 1m に換算したものであり，狭い領

域の変化や，細かい変化を見るには精度が不足する。これに対して，実際に 1m の高さで測

定した本報告の場合は，細かい変化や局所的な分布も把握できる。 

 

 

 

図８ 文部科学省により公表された線量率マップ（黄色は本報告の範囲） 

Fig.8  Dose rate map which is announced Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology. Yellow line is this study area. 
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６．まとめ 

福島第一原子力発電所の事故後に，東京都 23 区東部の線量率を測定し，マッピングを行

った。測定範囲は東西約 10km，南北約 15km，測定点数は 566 点である。測定期間は約

150 日に及んだため，モニタリングデータを用いて経時減衰の補正を行った。マッピングに

は 1 時間あたりの空間線量率だけでなく，1 年間あたりの線量率も示した。 

さらに，作成した線量率マップに，鉛直 2 次微分を適用し，線量率の変化する場所を調

べた。その結果，北東向きの河川堤防法面付近で変化率が大きいことがわかった。放射性

物質降下時に，河川堤防が文字通りの役割を果たした可能性がある。 

文部科学省の公表したデータと比較すると，大局的には良い一致が見られる。しかし，

細部では異なるところがある。その理由は，文部科学省のデータは，航空機で測定した値

を地表 1m に換算したものであり，本報告の値は実際に地表 1m の高さで測定しているため

である。 

福島原発の事故は未だ収束したとは言えず，首都圏でも放射物質や放射線に対する不安

が連日のように報道されている。今後も，推移をみるためにモニタリングとマッピングを

継続する予定である。 
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