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1.はじめに 

福島第一原子力発電所(以下，原発)の事故に伴う避難指

示区域は 2016年現在も 12の市町村に及んでいます。住宅

や学校をはじめとする生活空間の除染作業によって徐々

に避難解除が進んでいるものの，終息までは未だ長い時間

がかかると考えられます。避難指示が解除されても，事故

由来の放射線(空間放射線量率μSv/h)はゼロではないた

め，居住者の生活を考える上では，建築空間内の放射線が

どの程度になって，また，どのような対策があり得るのか

検討することは建築環境工学の重要なテーマです。筆者ら

は建築環境工学の立場で，放射線の健康影響については触

れず，科学的に建築と公害の関係を淡々と明らかにし，被

災地に建築を新築或は改修しようとする際に参考となる

情報を提供したいと考えています注）。空間放射線量率の計

測や土壌他の汚染調査及び建築による遮蔽効果について

研究を進め，最終的には，建築計画時に建築内の空間放射

線量率を予測可能とすることを目指しています。本稿では

筆者らの取組みの概要と空間連量率の測定結果について

紹介します１）２）。           

2.空間放射線量率分布とその予測について 

2.1 建築内部の空間放射線量を形成する放射線 

原発事故由来の放射能汚染によって建築空間に形成さ

れる空間放射線量率はγ線(電磁波)によります。放射線量

率の単位はμSv/h(マイクロシーベルト毎時)で，１時間当

たりに人体が吸収する放射線のエネルギー(Ｇ：グレイ，

J/kg)に放射線の線種による人の感受性を掛け合わせたも

のです。また，同じ Sv でも測定条件等の異なる様々な値

があります。放射線事故後の評価で用いられ，またサーベ

イメータで測定されるのはγ線による 1 ㎝線量当量と呼

ばれる体内への影響を評価するための値です。原発事故由

来の放射線源にはヨウ素 131(131I_半減期 8日)，セシウム

134，137(134Cs_2年, 137Cs_30年)があり，発災後 5年以上

を経過した現在では 134Cs,137Csが線源になっています。γ

線以外にはα線(α粒子)，β線(電子)，X線(電磁波)，中

性子線がありますが，放射性セシウムはβ線とγ線を出し

ます。セシウムはβ崩壊でβ線を放出 (原子核中の中性子

が陽子に変化) してバリウムに変化し，次いでγ線を放出

して安定な状態になります。β線はγ線よりも人体影響が

大きいものの，空気中での飛程は 10cm～数 m と短く且つ

建築外皮で簡単にブロックされます。一方，γ線は飛程が

200m 程度と長く，遮蔽されにくいことから建築外皮を透

過して室内に空間放射線量率分布を形成します。 

2.2 空間放射線量率分布と予測 

筆者はγ線を光に擬えて考えています。即ち，室内の放

射線空間線量率分布は，地面等を光源とする光が半透明の

建築を透過・散乱して室内に形成する照度分布に相当しま

す。光には方向性がある直接光と方向性のない散乱光があ

りますが，γ線にも直接線と散乱線があります。放射線源

である地面は光源に擬えれば，スモークのかかった半透明

の大地の表面から 50mm 程度の範囲に無数の点光源(線源)

があって，地面が直接光と散乱光でボーっと光っているよ

うな状況です。また，地物や天空からも散乱線が到来しま

す。放射線量分布の予測・評価を照度計算と同様に考える

と，全ての線源の特性と建材や地面の透過・散乱の特性を

把握できれば空間内の放射線量率分布をある程度予測で

きると考えられます。また，空間放射線量率を正確に予測

するには，線源を正しく把握し，形状と材質の正しい建築

及び敷地周辺の 3次元モデルを作成し，γ線の直達，散乱

を正確に解析できるシミュレータによって解析すればよ

いのですが、実際には立地によって異なる様々な線源とそ

の条件や建築外皮の遮蔽性能などをトータルに明らかに

すると共にモデリングと予測手法を確立する必要があり

ます。そのために筆者らは表 1の取り組みを進めています。 

 

表 1．放射線空間線量率評価に必要となる取り組み 

① 建築内の空間放射線量率分布の調査・把握 

② 建築を取り巻くγ線源(主に地面)の放射特性の調査・把握 

③ 建材の集合体である建築のγ線遮蔽性能の調査・把握 

④ 放射線の輸送計算を行う解析プログラムと建築３Ｄモデラ

ーの連成(ソフト開発を含む) 

 

 
3. 住宅におけるγ線空間線量率の測定 

住宅内の空間放射線量率分布の把握を目的に行った除

染前後の測定から，空間放射線量率分布について以下に紹

介します１）。 

3.1測定の概要 

本測定は2014年3月24日(除染前)と2014年8月7日(除

染後)に実施したものです。空間放射線量率の測定には

NaI シンチレーション式サーベイメータ(写真１,日立ア

ロカメディカル社製 TCS-172B)を用いています。図２に示

す住宅内および住宅周辺の 126 地点で空間放射線量率を

測定したほか，表面汚染密度の測定を行いました。当該住

宅周辺には著しい起伏はなく概ね平坦な立地です。空間放

射線量率は，1）住宅内：床面から 1cm，50cm，1m，1.5m， 

2m 及び天井下 1cm の高さ，2）住宅周辺：地盤面から 1m

及び 2mの高さで測定。写真 2に測定状況を示します。 

γ線

(直射・散乱)

[放射線源]
建築周辺には様々
なγ線源がある

[遮蔽･散乱]
建材による遮蔽効果

[放射線源]
建材表面への沈着

[空間放射線量率分布]
全γ線源と建築外皮の遮
蔽で空間に分布が生じる

γ線(散乱)
スカイシャイン線

γ線

(直射・散乱)

除染範囲

図 1．放射線源と空間放射線量率分布の関係 
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2.2空間線量率及び考察 

除染作業前後の住宅内の

空間放射線量率分布を図３

に示します。除染前の空間

線量率は 1.10 ～ 3.15 μ

Sv/h に分布し，上下方向で

は天井下 1cm の測定点が

最も高く，床面に近づくに

従って低くなります。また，宅内は平面的に周辺部が高く，

住宅中央付近が最も低くなる傾向が見られます。屋外の測

定点での最大値は雨樋の直下で 4.30μSv/h であり，雨水

が集まる部分では高い数値が見られます。住宅内に生じる

空間放射線量率分布は，建築物の床下が汚染されていない

こと及び屋外の放射線源との位置関係，線源の放射方向の

特性によって生じると考えられています。除染作業は行政

から委託を受けた業者が実施し，除染方法として屋根，外

壁，軒樋，竪樋，塀については高圧水洗浄，ブラシ洗浄，

拭い取りなどで行われ，住宅周辺(庭)については表土の削

り取り，植栽の枝払い等の後に，砂利による表土被覆が行

われました。その結果，除染後の測定値は 0.61～1.30μ

Sv/h に分布し，屋外の測定点での最大値は 1.65μSv/h で

あり，除染後には全ての測定点で空間線量率が大きく低減

したことが確認されます。住宅内の線量率分布の傾向は除

染前後で変わりませんが，屋内外の線量率の比など細かい

点で差異が認められました。この測定では空間線量率のみ

を測定しましたが，γ線のスペクトルや方向線量の計測な

どでより詳細な情報を得ることで，空間内に分布を生じる

メカニズムを明らかにする取り組みを行っています。 

３．汚染源の調査 

数値解析を行う際の与条件ともなる土壌の放射特性に

ついて，土壌に含まれる放射能とそこから地上に放射され

るγ線の関係を中心に調査を進めています。土壌のサンプ

リングによる調査(図 3)と数値解析を併用した検討によっ

て，空間線量率の予測に必要な汚染源の特性について調

査・分析を行っています。 

４．数値解析について 

放射線の数値解析は日本原子力開発機構(JAEA)による

PHITS など，各国の研究機関によって開発された複数の

ソフトがあり，研究施設計画，宇宙開発，医療用途等で利

用されています。原発事故後の建築空間を対象とした

JAEA による解析例３)もありますが，複雑な建物モデルの

入力が容易ではないので，実際の建築計画に適用すること

は難しいと言えます。そこで筆者らは PHITS-BIM 連携

の検討を進め，最終的には BIM で設計すれば PHITS で

解析できることを目指した開発を進めています。 

５．おわりに 

放射能汚染はこれまでに経験のない公害であり，事故後

に何が起きて建築的にはどんな対策があるのかも解って

いなかったと言えます。放射能，放射線は目には見えず，

体感もできず，どれだけの危険性があるかもはっきりしま

せん。その結果，怖いけれど何もできず，追加線量ゼロで

なければ全くダメという判断になると，そこから前進でき

なくなってしまいます。深刻な公害ですが，発災直後の緊

急的な段階から今後を考える時期に移行し，徐々に避難解

除も進んでいます。発災後の多くの知見を踏まえて，次の

一手を検討することが建築環境工学に求められていると

考えています。 

注） 

本稿の取組みは,東北文化学園大学，野﨑教授を主査とし，吉野理事長も参
加する建築学会東北支部環境工学委員会内のWGを中心に行われています。 
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図 3．除染作業前後における空間放射線量率の斜視図 

（左：除染前，右：除染後，単位：μSv/h） 

図 2．実測住宅平面図 

写真 3．土壌サンプリング作業 写真 1. サーベイメータ 写真 2. 測定状況(左:吉野理事長) 


