
環境放射能と放射線に関する情報公開サイト

https://www.kankyo-hoshano.go.jp

ウェブサイトのご紹介



ウェブサイト「⽇本の環境放射能と放射線」では、環境放射能と放射線に関する情報を掲載、公開して
います。原⼦⼒規制庁が関係省庁や47都道府県等の協⼒を得て実施した環境放射能調査結果や環境放
射能に関する⽤語・基礎知識などの情報を閲覧することができます。
本ウェブサイトは、ご利⽤される皆様にとって、より情報が探しやすいデザイン・構成を採⽤し、
2021年3⽉に全⾯的にリニューアルいたしました。このリニューアルでは、スマートフォンの利⽤が
普及している昨今の状況を考慮し、スマートフォン等のモバイル機器での表⽰にも対応いたしました。
また、新たなコンテンツとして「現在地周辺の放射線」と「全国の放射能濃度」を設け、 GPSを活⽤
して現在地周辺の情報を検索することができるようになりました。「環境放射線データベース」につい
ては、これまでと同様、環境放射能調査結果を検索することが可能となっております。
本書では、本ウェブサイトでどのようなことができるのかをご紹介します。ぜひご活⽤ください。
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「⽇本の環境放射能と放射線」ウェブサイト画⾯のご紹介

パソコン画⾯ スマートフォン画⾯

ウェブサイトの紹介

●はじめに

https://www.kankyo-hoshano.go.jp

リニューアルの
ポイント スマートフォン対応

GPSを活⽤したコンテンツ

環境放射線データベース
検索インターフェイスの改善

環境放射能 検索
こちらで検索してアクセス

QRコードから
アクセス

追加



●コンテンツのご案内
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放射線データを活⽤する

コンテンツのご紹介

環境放射線データベース

環境放射能調査結果のデータを検索することができます。

P4,5

現在地周辺の放射線

スマートフォン等のGPS機能を⽤いて、現在地周辺の放射線情報を確認することができます。

P6,7

全国の放射能濃度

47都道府県で実施した様々な試料の放射能調査結果を確認することができます。

P8,9

グラフを作成

指定した検索条件を⽤いて、空間放射線量率図、経年変化図、濃度範囲図を作成することができます。

P10

集計表を作成

指定した検索条件を⽤いて、集計表を作成することができます。

P11

⾷品の放射能

⾷品に関する放射能の情報を確認することができます。

P12,13

放射線に関する
基礎知識を学ぶ ライブラリー アーカイブ

放射能と放射線に関する基礎知
識を学ぶことができます。

様々な過去のデータ（アーカイ
ブ）を確認することができます。

環境放射能に関する資料やデータ
を確認することができます。

P14 P15 P15

原⼦⼒規制庁が関係省庁や47都道府県等の協⼒を得て実施した環境放射能調査結果を利⽤して、
データを検索することはもちろん、現在地周辺の情報を表⽰したり、グラフを作成することができます。



環境放射線データベースでは、原⼦⼒規制庁が関係省庁や47都道府県等の協⼒を得て実施した環境放射能
調査の結果を検索することができます。 環境放射線データベースに登録されているデータは、関係省庁や
都道府県等において、有識者や職員による確認、評価を経ているものになります。
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環境放射線データベース

●放射線データを活⽤する 〉環境放射線データベース

条件選択

調査期間 1957年1⽉ 〜 現在までの任意の期間

調査地域

検索の対象としたい期間を指定します。

検索の対象としたい地域を選択します。
全国47都道府県から複数選択でき、⽇本全国を対象にすることもできます。

調査試料

調査試料(⼤分類)から1つを選択し、その後、調査試料(中分類) を選択(複数選択可)します。

⼤分類

中分類

●全国 ●都道府県
●空域、海域などの都道府県が特定できない地域

●⼤気浮遊じん・⼤気 ●⼤気浮遊じん（連続測定）
●降下物 ●降⽔●陸⽔ ●⼟壌 ●堆積物 ●農林産物
●⽜乳 ●海⽔ ●⽔産物 ●⾷品 ●⽇常⾷ ●積算線量
●モニタリングポスト ●サーベイメータ
●中性⼦線量率 ●特定製品等

例
●⼤気浮遊じん ●⾼空浮遊じん
●⼤気 ●⼤気浮遊じん(⾼感度分析)

●⼤気浮遊じん・ ⼤気⼤分類

中分類

調査核種

検索したい放射性核種の種類を選択(複数選択可)します。

●H-3 ●Sr-90 ●Cs-137 ●U  ●Pu など

対象調査(任意)

検索対象とする調査を指定し、絞り込み検索を⾏うことができます(選択しない場合は全ての調査が対象)。

●⾝のまわりなど⼀般環境
（47都道府県及び⽇本分析センターが実施している放射能⽔準調査など）
●原⼦⼒施設周辺（放射線監視等交付⾦交付対象の⾃治体による放射能調査）
●原⼦⼒艦（原⼦⼒艦放射能測定調査）

必
須
項
⽬

選択した条件で検索



5

●放射線データを活⽤する 〉環境放射線データベース

検索結果例

検索条件を変更して再検索

指定した条件に応じた検索結果が画⾯に表⽰されます。画⾯では主要項⽬のみを表⽰してい
ます。その他の項⽬をご覧になりたい場合には検索結果をCSVで保存してご確認ください。

指定した条件を確認することができます。検索条件を変更して再検索することも可能です。

検索結果

CSV保存



スマートフォンなどのGPS機能または任意の都道府県・市区町村から指定した地域周辺の放射線情報を
確認することができます。表⽰されている測定地点をクリックすることで、その地点の空間放射線量率
を確認することができます。
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現在地周辺の放射線

●放射線データを活⽤する 〉現在地周辺の放射線

検索する

位置情報を利⽤する 場所を指定する
●都道府県 ●市区町村 選択

現在地から検索する

GPS機能搭載のスマートフォンからアクセス スマートフォン/パソコンからアクセス

※GPS機能をONにしてください。

検索する

測定地点表⽰ マップ上に表⽰される測定地点を選んでクリック

測定結果表⽰
●モニタリングポストの設置場所
●空間放射線量率 ●測定⽇時

直近1年間の結果を⾒る

空間放射線量率を確認したい地域を指定します。

測定地点(モニタリングポストの設置場所)を指定します。

指定した測定地点の最新の測定結果が表⽰されます。

直近1年間の
グラフ表⽰ 1⽇あたりの ●最⼩値 ●平均値 ●最⼤値

直近1年間の測定結果をグラフで確認することができます。
グラフにカーソルを乗せると測定結果の詳細を表⽰することができます。
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●放射線データを活⽤する 〉現在地周辺の放射線

検索結果例

地域を検索することでマップ上に測定地点が表⽰されます。
さらに、確認したい測定地点をクリックすることで測定結果を確認することができます。

場所の
検索

測定地点
指定

測定結果
表⽰

モニタリングポストのアイコンを
クリックすると画⾯内に
ポップアップ表⽰されます。

直近1年間の測定結果

グラフにカーソルを
乗せると、その⽇の
●最⼩値
●平均値
●最⼤値 が表⽰



スマートフォン等のGPS機能を⽤いて、47都道府県で実施している様々な試料の放射能調査結果（放射
能濃度）を確認することができます。 表⽰されている地点をクリックすることで、その地点における調
査結果を確認することができます。
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全国の放射能濃度

●放射線データを活⽤する 〉全国の放射能濃度

検索する

試料または地域から検索を進めることができます。

試料選択 地域選択

⼤気浮遊じん などの17試料
の中から1つを選択

選択した試料のデータをマップに表⽰します。

調査地点表⽰
マップ上に表⽰される
調査地点を選んでクリック

※デフォルト表⽰の地域は「全国」です。

地域選択

地域の絞り込み表⽰も可能です。

●都道府県 ●市区町村

現在地から検索
※ GPS機能搭載のスマートフォンから

●都道府県 ●市区町村

現在地から検索

※ GPS機能搭載のスマートフォンから

試料選択

⼤気浮遊じん などの17試料
の中から1つを選択

調査地点表⽰
マップ上に表⽰される
調査地点を選んでクリック

調査結果表⽰ ●調査地点 ●Sr-90とCs-137の放射能濃度
●試料採取⽇ ●調査結果の出典

環境放射線データベースに登録されているデータのうち、
選択した試料・調査地点における最新のデータが表⽰されます。

選択した試料のデータをマップに表⽰します。
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●放射線データを活⽤する 〉全国の放射能濃度

検索結果例

試料と地域を検索することでマップ上に調査地点が表⽰されます。
さらに、確認したい調査地点をクリックすることで調査結果を確認することができます。

試料
選択

表⽰されている調査地点のアイコンを
クリックすると画⾯内に
ポップアップ表⽰されます。

地域
選択

調査地点
指定

データ
表⽰

放射能の値は、調査する場所ごとに異なりますので、ここに⽰されている値が都道府県を代表する
ものではありません。



環境放射線データベースに登録されているデータを⽤いて、ご利⽤される⽅が指定する条件で空間放射
線量率図、経年変化図、濃度範囲図を作成することができます。 作成したい図を１つ選択し、画⾯の
表⽰に従って条件を指定していくことで、簡単にグラフを作成することができます。
なお、「⼤気」と「海」に関するデータの中には都道府県を特定できないものがあり、これらのデータ
についてはグラフ化することができません。
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グラフを作成

●放射線データを活⽤する 〉グラフを作成

グラフ編集オプション :●タイトル変更 ●最⼤値と⽬盛間隔の変更
その他 : ●全画⾯表⽰ ●グラフを印刷 ●ダウンロード ●ページを印刷
グラフの⾒⽅に関するFAQ : それぞれのページに FAQをご⽤意しております。詳しくはそちらをご覧ください。

空間放射線量率図 経年変化図 濃度範囲図

グラフの種類/条件を選択

空間放射線量率のデータ（最⼩
値・平均値・最⼤値）をプロッ
トしたグラフを作成することが
できます。

放射能濃度のデータをプロット
した経年変化図を作成すること
ができます。

放射能濃度のデータを利⽤して
濃度範囲図を作成することがで
きます。

選択した条件で検索 選択した条件で検索 選択した条件で検索

条件選択 条件選択 条件選択

測定器の選択

調査期間

調査地域

測定地点

必須項⽬

基準となる項⽬

調査地域

調査期間

調査試料

調査核種

濃度単位

表⽰⽅法

対象調査 (任意)

必須項⽬

例 例 例

基準となる項⽬

調査期間

調査地域

調査試料

調査核種

濃度単位

オプション

対象調査 (任意)

必須項⽬
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●放射線データを活⽤する 〉集計表を作成

調査年や調査地域などの条件を指定して集計表を作成することができます。
画⾯の表⽰に従って条件を設定していくことで、簡単に集計表を作成することができます。

集計表を作成

条件を選択

集計単位 ●都道府県・年 ●年・都道府県

必
須
項
⽬

選択した条件で検索

NDの扱い ● 0(ゼロ)として集計 ●集計の対象としない
（Not Detected）

調査期間 1957年 〜 現在までの任意の期間

調査地域 ●都道府県 ●全国

調査試料
⼤分類 ●⼤気浮遊じん・⼤気 など

●⼤気浮遊じん ●⾼空浮遊じん
●⼤気 ●⼤気浮遊じん(⾼感度分析) など

調査核種 ●H-3 ●Sr-90 ●Cs-137 ●U  ●Pu など

中分類

濃度単位 ●mBq/m3 ●mBq/m3 など

対象調査(任意) ●⾝のまわりなど⼀般環境 など

例

●検索結果をCSVで保存できます。
●絞り込み条件を表⽰します。
●検索条件を変更して再描画することも可能です。



⾷品に関する放射能の情報を掲載しています。
⾊々な⾷品に含まれる放射能のレベルや⾷品とともに体内に取り込まれた放射能の影響を評価するための
預託実効線量を確認することができます。
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⾷品の放射能

●放射線データを活⽤する 〉⾷品の放射能

表⽰内容 : ●検索結果のグラフ ●検索結果データを項⽬別に集計しまとめた表 ●預託実効線量 ●調査結果の出典 ●絞り込み条件
その他 : ●全画⾯表⽰ ●グラフを印刷 ●ダウンロード ●ページを印刷
※絞り込み条件は検索条件を変更して再描画することも可能です。

⾷品から探す 地域から探す 核種から探す

グラフの種類/条件を選択

⾷品を選択することにより、
その⾷品の放射能レベルを
確認することができます。

都道府県を選択することにより、
その都道府県で採取された⾷品
の放射能レベルを確認すること
ができます。

核種を選択することにより、そ
の核種の分析が⾏われた⾷品の
放射能レベルを確認することが
できます。

選択した条件で検索 選択した条件で検索 選択した条件で検索

条件選択 条件選択 条件選択

⾷品を選ぶ

調査核種

データの種類

調査地域

必須項⽬ 必須項⽬

例

必須項⽬

調査期間

調査地域

調査期間

調査核種

データの種類

⾷品を選ぶ

調査期間

調査核種

データの種類

⾷品を選ぶ

調査地域

経年変化
データ

濃度範囲
データ



13

●放射線データを活⽤する 〉⾷品の放射能

その他の掲載内容

⾷品から受ける放射線量（預託実効線量）

⾃然界に広く存在する放射性物質は⾷品にも含まれます。 ⾷品を摂取することにより、放射
性物質は⼈体の組織に取り込まれます。⽇常⽣活においてもわずかですが、⼈体は体内から
放射線を受けています(内部被ばく)。 体内の放射線から⼈体がどの程度影響を受けているか
を評価するための基準である預託実効線量について説明しています。

預託実効線量とは

⾷品カテゴリー別の預託実効線量

●預託実効線量とは
●預託実効線量の計算式
●預託実効線量計算の前提条件
●カリウム40（K-40）について

預託実効線量について詳しく
説明しています。

●カテゴリー別数値表⽰
●いろいろな放射線源との⽐較
●⽇常⾷から受ける放射線量

⾷品カテゴリー別の預託実効線量を
確認することができます。



放射能と放射線に関する基礎的知識を学ぶことができます。
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放射線に関する基礎知識を学ぶ

●放射線に関する基礎知識を学ぶ

放射能って︖放射線って︖

⾝のまわりの放射線

環境放射線に関する⽤語集

環境放射能測定に関する基礎知識

⽂章で解説

環境放射能や放射線について、Q＆A形式でわかりやすく説明しています。

⾃然界に存在している放射線や医療などに利⽤される⼈⼯の放射線など、
⾝の回りの放射線についてわかりやすく説明しています。

環境放射能と放射線に関する基礎的な⽤語について説明しています。

分析試料の採取と前処理法、環境放射能と放射線の測定法について解説して
います。

環境放射能や放射線について、⽂章でわかりやすく説明しています。

■放射能って︖
■放射線が物質に当たるとどうなるの︖
■どうして放射線が出るの︖
■⽬に⾒えない放射線はどうやって測るの︖ など

■⾝の回りの放射線ってどんなものがあるの?
■⼈⼝の放射線って何?
■ウランとトリウムって? など

■五⼗⾳順で掲載
■100以上の⽤語を収録
※随所に写真を使ってわかりやすく説明

■試料の採取と前処理
(⼤気浮遊じんや⼟壌など各試料について解説)

■環境放射能分析と環境放射線測定

■放射線って、放射能って、何︖
■⼀般の環境にある放射線は測れるの︖
■⾃然に存在する放射性物質とは︖⼈⼯放射性物質とは︖ など
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●ライブラリー・アーカイブ

環境放射能に関する資料やデータを確認することができます。

ライブラリー

様々な過去のデータ（アーカイブ）を確認することができます。

アーカイブ

原⼦⼒艦放射能調査

原⼦⼒規制庁は原⼦⼒艦の寄港の
際に、地⽅⾃治体、海上保安庁、
⽔産庁などの協⼒を得て原⼦⼒艦
の寄港する港湾における放射能⽔
準の調査を実施しています。ここ
では、その調査結果などを確認す
ることができます。

原⼦⼒艦出港時
及び出港後調査 原⼦⼒艦定期調査 原⼦⼒艦放射能

調査における
分析結果について横須賀港、佐世保港、

⾦武中城港において、
原⼦⼒艦の出港時及び
出港後に実施した放射
能調査結果を確認する
ことができます。

横須賀港、佐世保港、
⾦武中城港において、
四半期ごと（年4回）
に⾏われている各港の
放射能調査結果を確認
することができます。

原⼦⼒艦放射能調査に
おける分析結果を年度
ごとに掲載しています。

放射能測定法シリーズ
放射能測定法シリーズ等のPDFファイ
ルをダウンロードできます。

環境放射能調査報告
環境放射能調査の報告書等を掲載しています。

■No.1 全ベータ放射能測定法

■No.35 緊急時における環境試料採取法
※他、技術参考資料

■環境放射能調査研究成果発表会
■環境放射能⽔準調査
■海洋環境放射能総合評価事業海洋放射能調査
■劣化ウラン含有弾誤使⽤問題に係る環境調査

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所
事故関連 測定データで⾒る「過去の出来事」 2000年時点の世界の放射能濃度

ラドン濃度調査

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所
事故関連のデータを検索するこ
とができます。

環境放射能濃度や放射線等の値
に⼤きな影響があった過去の出
来事について説明しています。

⽇常⾷、⼤気浮遊じんなどの試
料を選択し、2000年時点の世界
の放射能濃度を確認することが
できます。

■⼤気圏内核実験
（1940年中ごろ〜1980年）
■チェルノブイリ原⼦⼒発電所事故
（1986年）
■ジェーシーオー臨界事故
（1999年）
■劣化ウラン含有弾誤使⽤問題に係る

環境調査

各ラドン濃度が確認できます。

■屋内ラドン濃度 (1993年4⽉〜1996年6⽉)
■屋外ラドン濃度(1997年度〜1999年度)
■職場環境ラドン濃度 (2000年度から2002年度)

条件選択
必須項⽬

調査試料

調査期間

調査地域

調査核種

選択した条件で検索
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