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Abstract

In March 2011, an earthquake off the Pacific coast of Tohoku caused an accident at the Fukushima Daiichi Nuclear

Power Plant (FDNPP). This discharged a large amount of radioactive material into the environment. After the accident, a

Planned Evacuation Zone based on a macro-scale dose rate distribution map, which was generated from airborne (aircraft)

survey observation, was delineated and implemented on April 22, 2011. Airborne survey played a major role in providing

information for developing an appropriate response to this emergency.

It has been five years since the accident occurred and the focus must now shift toward environmental recovery and

resumption of normal life. Thus, new monitoring methods are required to reveal the micro-scale dose rate distribution,

including that in the forest area. We used an Unmanned Aerial Vehicle (UAV), which can fly at altitudes lower than an

aircraft, to establish monitoring techniques and methods that could be applied to micro-scale dose rate distribution

monitoring and mapping. We found that the dose rate distribution map from the UAV, flown at altitudes of 30m and 60m,

compared favorably with maps generated from ground-based survey observations. However, in the forest area, the dose rate

values observed in the UAV survey were lower than those observed in the ground-based survey due to shielding by trees.

Surveys of dose rate using UAVs that can fly at low altitudes enable the monitoring of micro-scale dose rate distribution

in places that are inaccessible to ground-based surveys. Further, the resulting micro-scale dose rate distribution maps

provide important base information that assists in decision making of residents who return to the area.

Keywords : dose rate, unmanned aerial vehicle, nuclear disaster, Structure from Motion and Multi-View Stereo,

Digital Surface Model

1． は じ め に

2011年 3月 11日に発生した東北太平洋沖地震は東京電

力福島第一原子力発電所（以下，福一原発）の事故を誘発

し，大量の放射性物質が環境中に放出される事態が発生し

た。3月 15日午後に放出された放射性プルームは西から

北西方向に流れ，降水に伴う湿性沈着により，阿武隈高地

に放射性セシウムの最大の沈着が生じた1）。その後実施さ

れた航空機モニタリングによる福一原発 80 km圏の空間線

量率の分布に基づき，福一原発から 20 km以遠の計画的避

難区域，緊急時避難準備区域の指定が 4月 22日に行われ

た。計画的避難区域では避難の完了までに数ヶ月を費やし

たが，約 5年を経た現在でも多くの地域で避難は継続して

いる。

避難区域となった阿武隈高地は里山が現在でも機能して

いる山村地域である2）。これらの山村では，きのこや山菜

の採取など，マイナーサブシステンスと呼ばれる暮らしの

総体の一部を構成する生業活動がある3）。山村の暮らしの

復興段階においては，山村における自然，文化，生業のあ

り方の尊重を基本的な態度として，里山である山地におけ

る空間線量率の分布の把握と対策を行う必要がある。

©2017 RSSJ Journal of The Remote Sensing Society of Japan Vol. 37 No. 1 (2017) pp. 000-000

─ 1 ─

（2015. 11. 15受付，2016. 11. 21改訂受理）
*1 千葉大学 理学研究科

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33
*2 一般財団法人 日本地図センター

〒153-8522 東京都目黒区青葉台 4-9-6
*3 千葉大学 理学部（現在 株式会社 メイテツコム）

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33
*4

SWR株式会社

〒963-8018 福島県郡山市桃見台 8-24レールシティ桃見台 305
*5 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33

*1
Graduate School of Science, Chiba University, 1-33, Yayoi-cho,

Inage-ku, Chiba, Chiba, 263-8522, Japan
*2

Japan Map Center, 4-9-6, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 153-8522,

Japan
*3

Faculty of Science, Chiba University (At present Meitetsucom Co.,

Ltd.), 1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba, Chiba, 263-8522, Japan
*4

SWR Inc, Railcitymomomidai305, 8-24, Momomidai, Koriyama,

Fukushima, 963-8018, Japan
*5

Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, 1-33,

Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba, Chiba, 263-8522, Japan



近藤4）は里山の機能回復を重視した避難指示解除後の

対応として，暮らしとの関連性に応じて里山流域に優先順

位を付け，放射性物質の除染だけでなく，隔離，封じ込め

も考慮した対策を行うためのモニタリング，地理情報シス

テム（GIS）整備を提案した。そのために，GPSと同期させ

た空間線量率計を携行し，山地を歩くことで山地斜面の歩

行サーベイを実施し，山地における大縮尺の空間線量率

マップの作成を試みてきた5）6）。これらの成果から，小流

域単位では放射性物質の分布は地形，植生等に対応した一

定の規則性は認められるものの，空間的に不均質な分布を

呈し，ホットスポット，ホットゾーンと呼べる相対的な高

濃度汚染域があることが明らかとなっている。また，森林

環境中に沈着した放射性セシウムは短期間で大きく移動す

ることはなく，その場に長期間とどまることが多くの研究

で明らかにされている7）8）。よって，里山である山地におけ

る大縮尺の空間線量率マップは，山村の暮らしに対する安

心を長期にわたり確保するために必要な情報といえる。旧

計画的避難域である川俣町山木屋地区では「川俣町山木屋

地区除染等に関する検証委員会報告書」9）において，地理

情報システムによる “地域の地図” としての放射能モニタ

リング結果の整理，および里山である山林の放射能対策の

必要性と可能性が述べられている。今後，里山流域の空間

線量率モニタリングの具体化に向けた施策を進める必要が

あるが，歩行サーベイは労力を要する上，山地斜面では人

の侵入が困難な場所もある。そこで，空間線量率モニタリ

ングを効率的に行うために，Unmanned Aerial Vehicle（UAV）

を利用し，空間線量率分布の計測を試みた。

福一原発事故の後に行われた航空機モニタリングのフッ

トプリントは 300∼600mであり，広域の空間線量率の分

布を地図化することにより，緊急時の対応として避難区域

の決定に役立ったといえる。避難開始から 5年以上が経過

し，今後の環境の回復，暮らしの復興を目指さなければな

らない現在，山林域の空間線量率の計測を含めた，より高

空間分解能の空間線量率モニタリングの方法が必要になっ

ている。空間線量率の測定に UAVを用いた先行研究とし

ては，千葉大学10），Oyama et al.
11）があるが，対地高度など

の計測条件の違いや，土地利用，土地被覆，地形の異なる

様々な条件下での測定結果の違いおよび誤差要因に関して

の検証のためには，より多くの地域で計測事例を蓄積する

必要がある。そこで，本研究では，土地利用，土地被覆，

地形の異なる 5つの地域において，UAVの飛行高度など

の計測条件を変化させ計測を行うことで，それに伴う計測

結果の違いを比較，検証すると同時に，より大縮尺での空

間線量率の空間分布を明らかにするための計測技術および

地図化手法の確立を目的とした。

2． UAVによる空間線量率モニタリングの手法と

使用データ

2．1 研究対象地

本研究では，UAVの操縦において，マニュアル操縦によ

る飛行（以下，マニュアル飛行）と自律制御による飛行（以

下，オートパイロット飛行）を用いて，空間線量率の計測

を行った。

マニュアル飛行による計測は，旧計画的避難区域である

福島県伊達郡川俣町山木屋地区の水田，たばこ畑で，2014

年 8月に実施した。飛行速度は，おおむね 3m/sec以下と

し，地表面（樹木なども含む）から 2∼150mの高さで飛行

し，計測を行った。

オートパイロット飛行による計測は，福島県双葉郡広野

町上北迫地区（旧緊急時避難準備区域），福島県伊達郡川俣

町山木屋地区の山木屋小学校周辺および丘陵の頂部に位置

する牧場周辺で，それぞれ 2014年 10月，2014年 11月，

2015年 7月に行った。飛行速度は 5m/sec，飛行高度は離

陸地点から一定高度で設定し，上北迫地区 150m，小学校

周辺 60m，牧場周辺 30mと計測事例を重ねるごとに，よ

り低空に設定して計測を行った。

なお，運用する全ての UAVは安全面の考慮から，一回

の飛行時間は 10分程度とし，バッテリー残量が 50%程度

になるように運用している。また，広域を対象とする場合

は離発着地点を移動させながら，複数回のフライトで測定

範囲をカバーした。

2．2 モニタリングに必要な機材と地上実測値の取得

2．2．1 空間線量率計測システム

UAVを用いた空間線量率計測では，本研究で開発した

無線 GPS 連動型空間線量率自動記録システムを搭載し，

空間線量率の計測を行った（以降，UAVサーベイとする）。

無線 GPS連動型空間線量率自動記録システムは，UAV

に搭載可能にするため，小型かつ軽量なコンピューターで

ある Raspberry Pi（ラズベリーパイ）をシステムの制御，デー

タ記録に使用し，電源はリチウムイオンモバイルバッテ

リー，放射線検出器には浜松ホトニクス社製放射線検出モ

ジュール（C12137）を用いることで，約 300 gまで重量を

抑えた。このシステムは空間線量率（μSv/h），計数率（cps：

counts per second），GPS（緯度・経度・高度），気温，気圧を

1秒間隔で記録可能であり，無線でリアルタイムにデータ

を転送するとともに，自記記録装置も備えているため無線

が届かない場合でも記録を継続することができる。なお，

GPSが取得する高度は水平方向より精度が落ちることが

知られている12）。そのため，解析では GPSの取得高度で

はなく，気温・気圧から後述の層圧の式を用いて算出した

高度を利用した。GPSで計測した緯度，経度と合わせるこ

とにより，三次元空間における空間線量率を計測すること

ができる。完成した計測システムは軽量であるため小型の

UAVでも搭載可能であり，可搬性，汎用性の高いシステム

を構築することができた。

2．2．2 プラットフォーム

小型 UAVとしてラジコン電動マルチコプター（enRoute

社：Zion QC630-クワッドコプター，Zion EX700-クワッド

コプター。MEDIX社：JABO H601G-ヘキサコプター。DJI

社：Phantom2-クワッドコプター）を用いた。空間線量率
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の三次元計測は，現地の状況および計測目的によって，目

視によるマニュアル飛行と操縦者の負担軽減を図ったオー

トパイロット飛行に分けて行った。マニュアル飛行では，

小型かつ操作性の高い機体である JABO H601G および

Phantom2 を中心に谷低等の狭隘な場所における計測を

行った。一方，事前に飛行経路を設定することで広範囲を

効率的に計測可能なオートパイロット飛行は，長距離の飛

行が可能である Zion QC630および Zion EX700を使用し

た。この 2機種のフライトコントローラは 3DR社の APM

2.6および Pixhawkを使用しており，オープンソフトウエア

であるMissionPlannerにより飛行経路の設定が可能である。

2．2．3 歩行サーベイ

得られた UAV サーベイの結果を検証するために，ポ

ニー工業社製ホットスポットファインダー（HSF）および

GEORADIS社製 RT-30を用い，放射線検出器部分の高さ

が，地上 1mとなるように身体に装着し，対象地を歩くこ

とで空間線量率の地上実測値を取得した（以下，歩行サー

ベイ）。HSFは 1秒に一回，RT-30は 30秒に一回の間隔で

緯度，経度，空間線量率等を記録することができる。UAV

サーベイの運用時において，ホットスポット，ホットゾー

ンが発見された場合は，その地点のより詳細な空間線量率

の分布特性を把握するために，歩行サーベイを併用するこ

とができる。

2．3 オルソ空中写真・DSMの作成

本研究では，まずデジタルカメラ（RICOH社製 GR）を

UAVに搭載し，地表物との衝突の危険性が十分に低い高

度（離陸地点から 150m）まで上昇させ，計測範囲の鉛直写

真を連続撮影した。撮影した写真は，SfM-MVS（Structure

fromMotion and Multi-View Stereo）ソフトウェア PhotoScan

Professional 1.0（Agisoft社）を用いて，オルソ空中写真およ

び DSM（Digital Surface Model）を作成し，対象地域の地表

物も含めた地形を把握した。SfM-MVS ソフトウェアで

は，地表面を撮影した複数枚の画像から特徴点を抽出，合

成し，自動的に対象の立体モデル（3Dモデル）を作成する

ことができる。完成した 3Dモデルに地上基準点（経度，

緯度，高度）を与えることによりオルソ空中写真と DSM

を作成することができる。

また，放射性物質は土地利用の違いによって移動・沈着

の傾向が異なり，不均等な分布を生じさせることが明らか

になっている7）。空間線量率の計測結果を地図としてまと

める際に，計測時における対象地域の土地利用状況を記録

したオルソ空中写真は空間線量率モニタリングのアーカイ

ブとして重要となる。

2．4 地上 1m空間線量率への換算式の取得

Fig. 1に福島県山木屋地区の牧場において鉛直飛行させ

ることで計測した距離減衰特性の一例を示す。空間線量率

は上空に行くほど低くなり，地上 1m高の空間線量率（以

降，地上 1m空間線量率とする）に対する減衰率が大きく

なる。そのため，UAVサーベイでは，上空の空間線量率を

地上 1m空間線量率に換算するための換算式が必要とな

る。

本研究では，計測を行う場所，地域ごとに UAVを垂直

方向に飛行させることで，観測地に応じた空間線量率の距

離減衰特性を計測し，対地高度ごとの地上 1m空間線量率

への換算式を決定した。換算式を求める際，眞田ら13）を

参考に，UAVの離着陸地点を中心に半径 150mの範囲を

歩行サーベイによって地上計測点の密度が 0.04点/m
2（5m

×5m区画に 1点）以上となるようにし，地上 1m空間線

量率を計測した。UAVによる垂直方向の計測は，10mご

とにホバリングさせて，高度 150mまでのデータを計測し

た。その後，各ホバリング高度における空間線量率の平均

値，地上で計測した空間線量率の平均値の比率と，対地高

度から指数関数による近似式を，最小二乗法を用いて係数

aと係数 bを求めることで，対地高度ごとの距離減衰特性

A（h）を決定した。

式（1），（2）に換算式を示す。

D1m=Dh×Ah−1 （1）

Ah=a×ebx （2）

ここで，D（1m）：地上 1m空間線量率，D（h）：UAVで

の観測値，h：対地高度（m）である。

地表面情報は，山林部でも林床の地上 1m空間線量率を

求めるために，国土地理院が作成した，樹木や地表物等の

高さが取り除かれた DEM（Digital Elevation Model）データ

を使用した。川俣町山木屋地区では 1m 分解能の DEM，

広野町上北迫地区では 10m分解能の DEMを使用した。

UAVで空間線量率をマッピングした結果はサンプリン

グポイント間を空間補間することで面的なマップを作製し

た。補間法としては，クリギング法や逆距離加重法（IDW：

Inverse Distance Weighting），Natural Neighbor法などがある。

ここでは，測定点の密度が，測定範囲内で不均一であるこ

とに加えて，測定範囲内のみで補間したマップを作成する

ため Natural Neighbor法を使用した。

以降，UAVサーベイの中でも，観測結果を地上 1m空間
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Fig. 1 Attenuation characteristics of dose rate

Example at the ranch, Yamakiya, Kawamata-machi, Fukushima.



線量率に換算したものを UAVサーベイ（1m）とする。

土地被覆や空開度の違いにより，高度-空間線量率（計数

値）関係は場所によって異なるが，今回は空開地における

関係を適用した。土地被覆や空開度の違いを考慮した地上

1m空間線量率への変換手法は今後の検討課題である。

2．5 マニュアル飛行による空間線量率計測

UAVの操作者から概ね 100m以内の飛行ではマニュア

ルにより任意の空間を飛行させることができる。マニュア

ル飛行は谷低の様な狭隘な場所における三次元的な空間線

量率分布の計測に適している。ここで，地上 1m空間線量

率への換算の際は高度情報が必要となるが，GPSによる高

度測定値は水平方向の位置測定に比べ，大きく精度が落ち

る13）。そこで，離陸地点からの飛行高度情報を GPSの値

を使用せず，気温，気圧から求めた。本研究では式（3）に

示す層厚の式を使用した。

Zx=
R

g
∙  273.15+Tm ∙ ln

P0

Px

（3）

ここで，Zx：観測高度（m），R：乾燥気体定数 287（Jkg1K1，

g：重力加速度 9.8（ms2），Tm：点間平均気温（℃），Tx：

各観測気温（℃），T0：基準気温（℃），P0：基準気圧（hPa），

Px：各観測気圧（hPa）である。

UAVをランダムに飛行させ，十分な測定点密度を得た

後，三次元空間における観測結果から，高度と空間線量率

の関係で距離減衰特性を求めることで，地上 1m空間線量

率を求めた。

ここまでのマニュアル飛行による空間線量率の計測の手

順を整理すると，下記の手順となる。本研究では，原則と

して下記の手順で実施した。

① DSM・オルソ空中写真の作成

② 空間線量率の鉛直分布の計測

③ UAVによる計測

④ 地上 1m空間線量率への変換と地図化

2．6 オートパイロット飛行による空間線量率の計測

UAV の操作者から概ね 100m を超える距離の飛行は

オートパイロットで行う必要がある。オートパイロット飛

行で計測を行う際は，飛行計画の設定ミスによる地表物へ

の衝突などが懸念される。そのために事前に地形や地表物

を考慮した安全かつ正確な飛行高度の設定が求められる。

日本国内では，国土地理院が詳細な DEMを公開している

（平野部 5mDEM，山間部 10mDEM）が，このデータは樹

木や地表物等の高さが取り除かれているため，飛行経路を

設定には常に衝突する危険性に留意しなければならない。

そこで本研究では，空間線量率の計測前に実施した空撮と

SfM-MVSソフトウェアを使用した解析により作成された

DSMを使用した。この DSMをもとに地表物と衝突しな

い安全な飛行高度を確認し，離陸地点から一定高度を保つ

飛行計画を，飛行経路を設定するソフトウェア Mission

Plannerで作成した（Fig. 2）。現地では，観測地点の空間線

量率の距離減衰特性を把握するために鉛直方向の飛行・計

測を行った後，事前に設定した飛行計画でオートパイロッ

ト飛行によって空間線量率を計測した。また，オートパイ

ロット飛行では，離陸地点から一定高度を保ち飛行を行っ

たため，地形に合わせて対地高度が変化する。そのため，

設定した飛行高度から DEMを減算することにより対地高

度を求め，地上 1m空間線量率に変換した。
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Fig. 2 Flight course planning by Mission Planner



ここまでのオートパイロット飛行による空間線量率の計

測の手順を整理すると，下記の手順となる。本研究では，

原則として下記の手順で実施した。

① DSM・オルソ空中写真の作成

② 飛行ルート設定

③ 空間線量率の鉛直分布の計測

④ UAVによる計測

⑤ 地上 1m空間線量率への変換と地図化

3． 観 測 結 果

3．1 マニュアル計測

Fig. 3にマニュアル飛行による UAVサーベイの結果を

示す。Fig. 3.aに示すフライトを行った除染作業中の水田

では，地上 1m空間線量率の実測値となる歩行サーベイは

RT-30を使用した。RT-30は GPSと連動し 30秒に 1点の

計測を行うため，HSFと比較すると計測点の密度が低く

なっている。観測結果をみると，UAVサーベイ，歩行サー

ベイともに除染を終えた圃場の空間線量率は低く，未除染

の圃場および除染後の土壌などを詰め込んだフレキシブル

コンテナバック周辺の空間線量率は高くなった。これは，

三次元での空間線量率の分布でも同様の空間分布傾向と

なった。

また，Fig. 3.bの元たばこ畑では，畑部分の空間線量率が

高い計測結果となった。同時に行った歩行サーベイでは，

畑周辺部の広葉樹林が生い茂る斜面部分の空間線量率が高

い結果となっており UAVサーベイ（1m）と分布に違いが

ある。これは，UAVは樹冠上の空間線量率を計測するた

め，林床部からの放射線は樹冠による遮蔽の影響を受ける

と考えられる。そのため，地上 1m空間線量率を過小評価

していると考えられる。

3．2 オートパイロット計測

Fig. 4.aに広野町上北迫地区で実施した観測結果を示す。

観測対象地区は谷が深く起伏に富んだ地形であり，図中の

北西から南東に延びる道路が谷底となっている。離着陸地

点は西部の台地上に設定し，UAV計測時の対地高度は離

陸地点上 150m とした。この高度は JAEA（Japan Atomic

Energy Agency）で行われている航空機モニタリング14）に

おける対地高度 300mの約半分の高度である。本研究にお

ける最初のオートパイロット計測であったため，樹木等と

の衝突を回避するため比較的高い飛行高度を設定した。調

査地区では山林部以外の建物，道路，水田の除染が行われ，

図中の歩行サーベイの結果からも相対的に山林部の空間線

量率が高いことがわかる。UAVサーベイ（1m）の分布で

は，図中の東部と西部の山地斜面における空間線量率が高

いが，その他の地域では大きな値の差はなかった。特に，

図中央の道路が延びる谷の西側斜面の山林部の空間線量率

は歩行サーベイにおいては高い値が計測されているが，そ

の分布傾向は UAV サーベイ（1m）に表れていない。

JAEAで行われた航空機モニタリング14）によると，航空機

より観測する値は，観測時の飛行高度を高さとした直角円

錐の底面の放射線の平均値を観測しているとされる。その

ため，この事例においては UAVを一定高度で飛行させた

ため，谷部では飛行高度が相対的に高くなり，谷部におけ

る地上 1m空間線量率の分布傾向を把握することができな

かった可能性が高い。

Fig. 4.bに川俣町山木屋地区の山木屋小学校周辺におい

て 2014年に行った観測結果を示す。この計測では，離陸

地点（中央部グラウンド）からの高度を広野町上北迫地区

における飛行高度より低い 60mに設定することで，計測

領域の最高点における樹冠と UAVの距離は 15m程度と

して，飛行の安全性を確保した。小学校の校舎，校庭およ

び道路の除染は行われており，校舎の東側斜面では木を切

り倒し，その木材をチップ状にして地表面に敷き詰める作

業を行っていた。UAVサーベイ（1m）によると，除染を

行った校舎，校庭は空間線量率が低いが，その周辺の未除

染地域は高い値となっている。この空間線量率の空間分布

の傾向は歩行サーベイの結果と同様であり，UAVサーベ

イ（1m）は地表近傍の空間線量率の分布をよく捉えている

といえる。

Fig. 4.cに山木屋地区の尾根部に位置する牧場周辺で計

測した観測結果を示す。ここで示す歩行サーベイの結果

は，図中の中央部にある草地で UAV サーベイと同時に

行ったものと 2012年 11月に行った草地周辺の森林部の計

測結果を，UAVサーベイと同日（2015年 7月）に減衰補

正7）したものである。この計測事例では，本研究の計測事

例の中で最も低空である離陸地点からの高度 30mに設定

し，広域の計測を試みた。離着陸地点から目視できる範囲

で，できるだけ遠方に飛行ルートを設定し計測を行ったた

め UAVサーベイの計測点密度は低い。そのため，その計

測値を補間することで作成した UAVサーベイ（1m）は，

UAVの飛行ルートがない部分（図中央下部の建物部など）

において，その直下の空間線量率を反映していない。しか

し，UAVサーベイ（1m），歩行サーベイでは共通して，図

中北東部の山地斜面および中央の草地北部，草地南部が高

い空間線量率を示し，両者の分布傾向は類似した。これら

の成果から，今回の条件では対地高度を 30∼60m程度に

設定した場合は，UAVサーベイは地表面近傍の空間線量

率をよく捉えているといえる。UAVサーベイは安全性確

保のための飛行高度と計測結果のフットプリントの間には

トレードオフの関係があるが，事前の DSM作成により最

も安全かつより大縮尺な空間線量率分布を把握するための

飛行高度を設定することができる。

山木屋小学校における計測においては，高密度で行った

歩行サーベイの観測値から同地点の UAVサーベイ（1m）

を減算し比較した結果を Fig. 5に示す。UAVサーベイ（1

m）と歩行サーベイの差が大きい場所はいずれも，樹木お

よび草本によって覆われている未除染の場所であった。特

に差が大きくなっている東部では，UAVサーベイは樹冠

上の空間線量率を計測しており，樹冠による放射線の遮蔽
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Fig. 3 Results of ground-based surveys and UAV surveys by manual

Black dots in the middle figures show the observation points of UAV.

Fig. 4 Results of ground-based surveys and UAV surveys by auto pilot

Black dots in the middle figures show the observation points of UAV.



の影響がある可能性がある。そのため，林床の地上 1m空

間線量率を過小評価していると考えられる。

航空機モニタリングにより計測された空間線量率は，放

射壊変より早く減衰していることが明らかにされてい

る7）14）。Kato et al.
15）では，福一原発事故時に森林の樹冠

に沈着した放射性セシウムの森林内での動態について研究

し，針葉樹の樹冠に付着した多くの放射性セシウムは，事

故から約 200日までは林内雨により樹冠から林床へ移行

し，その後は主に落葉により林床へ移行していることを明

らかにした。また，森林内の空間線量率の減少は放射壊変

による減衰に近いことがわかっている7）。本研究の結果

と，上述の知見を組み合わせると，放射性セシウムが樹冠

から林床へと移行することで，樹林の上空では放射線の多

くが樹冠により遮蔽されるようになり，航空機モニタリン

グでは放射壊変より早い減衰が計測される要因の 1つと

なっていると考えることができる。よって，UAVサーベ

イによって相対的な高線量領域が樹林域で確認された場合

は，当該領域の歩行サーベイの実施が望ましい。

4． 結 論

本研究の目的は，空間線量率の測定に低空を飛行する小

型 UAVを用いることで，低コストで高い時間・空間分解

能の空間線量率マップを作成するための計測技術および手

法の確立である。

本研究で開発した無線 GPS連動型空間線量率自動記録

システムは軽量であり，小型の UAVでも搭載可能で，可

搬性，汎用性が高い。このシステムを小型 UAVに搭載し，

空間線量率計測を行う際は，以下の手順で計測を行った。

① DSM・オルソ空中写真の作成

② 飛行ルート設定（オートパイロットの場合）

③ 空間線量率の鉛直分布の計測（距離減衰特性の把握）

④ UAVによる計測

⑤ 地上 1m空間線量率への変換と地図化

以上の手順により作成したオルソ空中写真は計測時の地

表面状態を記録することができ，同時に生成される DSM

は樹木などの地上の障害物との衝突を避けた安全な飛行

ルートの設定に使うことができる。空中で計測した空間線

量率を地上 1m空間線量率に換算する際の高度は，気圧と

気温から求めることで精度を確保した。

UAVサーベイはマニュアル飛行と，オートパイロット

飛行による計測の 2つの方法により三次元空間および地上

1m空間線量率の空間分布を計測した。マニュアル飛行に

よる計測では，低空を飛行させることで，谷底等の狭い領

域において空間線量率マップを作成することができた。

オートパイロット飛行による計測では安全確保のために十

分な飛行高度を確保しながら，対地高度 60m程度より低

い高度で計測した場合，今回の条件では，地表面近傍の空

間線量率分布を良く捉えることができた。また，森林部に

おける空間線量率の計測結果は地上 1m空間線量率を過小

評価する傾向を示した。これは樹冠による放射線の遮蔽に

よると考えられるが，今後の検討課題である。

避難から約 5年を経過した未除染の空開地では草木が繁

茂して，歩行が困難な場所も多い。低空を飛行できる小型

UAVを用いた空間線量率の計測は，人の侵入が困難な場

所や樹冠上でも空間線量率の分布を計測することができ

る。その成果物であるオルソ空中写真と空間線量率の大縮

尺マップは，帰還後の山村の暮らしにおける安心に繋がる

重要な情報となると考えられる。今後の課題は，UAV計

測で得られる DSMに基づき，地形あるいは樹冠に沿って

低空を飛行させる技術の確立である。UAV用の小型軽量

のライダーも利用可能であり，制御技術の開発，発展によ

り，UAVを用いたより正確な空間線量率計測が可能にな

るはずである。
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