
28 

 

O-06:宇宙線被ばく線量評価の信頼性向上を目的とした 
富士山頂での放射線測定 

 

矢島千秋 1、松澤孝男 1、保田浩志 1 

1. 独立行政法人放射線医学総合研究所 

 

１．はじめに 

二次宇宙線の強度は高度とともに増加し、航空機高度（10～12 km）における宇宙線による被ばくは、

実効線量率で平地の数十倍から百倍近くにも達すると見積もられている。国際放射線防護委員会

（ICRP）はジェット機の運行に伴う被ばくを職業被ばくの一部に含める必要性があるとの見解を 1990 年

勧告で示し、国内では放射線審議会が「航空機乗務員の宇宙線被ばく管理に関するガイドライン」を

2006 年に策定した。放射線医学総合研究所（放医研）では、航路線量計算システム「JISCARD」を開

発・公表するとともに、国内航空会社が 2007 年より自主的に実施している航空機乗務員の宇宙線被ばく

管理の支援（主に航路線量計算）を行っている。信頼できる線量値を得るためには、計算モデルの精緻

化に加え、適宜、実測により計算の正確さを検証することが必要である。そこで我々は、2010 年より日本

最高地に立地する富士山測候所において上空の放射線場を常時監視するための遠隔放射線モニタリン

グシステムの構築を進めてきた。2010 年度はシステム機器一式を富士山測候所に設置し、9 月から宇宙

線中性子の連続測定を開始した。2011 年 1 月はじめに測定は終了したが、約 4 ヶ月間の連続測定に成

功した。2011 年度は、バッテリー出力電圧値をモニターするための改良をシステムに施し、バッテリーを

追加して、8 月下旬より連続測定を開始した。結果、測定開始から約 5 ヵ月後の 2012 年 1 月下旬に電源

電圧低下のため測定は終了した。これまでの 2 年間の成果を踏まえ、本年は通年測定を目指して抜本的

に電源部の改善を図る予定であったが、諸事情により測定回路の一部改良と十分でないバッテリー増強

で冬季測定に臨むこととなった。ここでは、これまでに得られたモニタリングデータに関して報告する。 

 

２．装置・測定 

遠隔放射線モニタリングシステムは富士山測候所 1 号庁舎 2 階に設置した測定データ送信システムと

富士山麓の中継拠点（名古屋大学太陽地球環境研究所富士観測所）に設置したデータ受信システムか

ら成り立っている。システムの概要を図 1 に示す。測定データ送信システムは、エネルギー拡張型レムカ

ウンタ、長距離無線 LAN 装置、独立電源装置、データロガーから構成され、アンテナを除いて防寒・防

水用のプラスチックコンテナに格納されている。データ受信システムは、長距離無線 LAN 装置、データ

受信・記録用ノート PC、インターネットに接続

したモバイルデータ通信端末から構成される。

山頂側と麓側のアンテナは対向して設置さ

れ、アンテナ間の距離は直線で約 13 km で

ある。長距離無線ＬＡＮとインターネットにより

富士山頂と放医研（千葉市）の間が結ばれ、

放医研において富士山頂測定データのモニ

ターが可能となる。本年は、電力容量補強の

ため鉛バッテリーを追加したが、この補強に

よる測定期間の延長はせいぜい 1 月前後と

見込まれている。また、計数レベルの増加を

目的としてデータロガーのアンプ回路に改良

を施した。このモニタリングシステムを用い、

本年は 8 月 27 日から連続測定を開始した。 
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図1 遠隔放射線モニタリングシステム概要 
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３．結果と考察 

 図 2 に、8 月 27 日～11 月の富士山測候所におけるレムカウンタによる宇宙線中性子計数率（カウント

毎時：3 時間の平均値）を、富士山頂の気圧（気象庁データから引用）と基板温度と合わせて示す。8 月下

旬の計数率が 9 月～11 月の計数率に比べて 2～3 倍となって突出している。全体の傾向としては、前回

の成果報告会で示したデータと同様に、気圧と宇宙線中性子計数率の変化には負の相関が現れている。

これは気圧変化により大気の厚さが変化し、二次宇宙線の大気中での減衰が変化するためと考えられる。

また、8 月～10 月にかけて基板温度と中性子計数率の変化に正の相関が現れているように見える。しか

し、20℃前後での 10℃程度の温度差が、計数値に 2 倍の変化を与える要因になるとは考え難く、相関に

ついては今後も要検討である。放医研の 241Am-Be 線源を用いて実施した校正実験から得られた換算係

数を用いて実測値から月毎の平均周辺線量当量率を求めると、8 月が 0.11 Sv/h、9 月が 0.05 Sv/h、

10月が0.04 Sv/h、そして11月が0.04 Sv/hとなった。宇宙線スペクトル及び被ばく線量計算プログラ

ム EXPACS（EXcel-based Program for calculating Atmospheric Cosmic-ray Spectrum）を用いて

計算した月毎の周辺線量当量率は、8 月～11 月の間で 0.12 Sv/h である。計算値と実測値が数値的に

良い一致を示したのは 8 月であるが、定量的な評価・考察は今後も続ける。 
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図2 富士山測候所における宇宙線中性子のレムカウンタ計数率（8 月27 日～11 月） 
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