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[お断り]本スライドで提案する内容や紹介する事物
は、筆者（一宮）の個人的見解であり、所属する機関の
活動とは完全に独立したものです。



自己紹介自己紹介
私は 素粒子（高エネルギ ） 原子核物理の実験系研究者です私は 素粒子（高エネルギ ） 原子核物理の実験系研究者です 私は、素粒子（高エネルギー）・原子核物理の実験系研究者です。私は、素粒子（高エネルギー）・原子核物理の実験系研究者です。

 素粒子や原子核の仕組みを研究するために、「放射線」を道具と素粒子や原子核の仕組みを研究するために、「放射線」を道具と
して利用しておりして利用しており 放射線検出器放射線検出器を開発したり 測定する事を日常を開発したり 測定する事を日常して利用しており、して利用しており、放射線検出器放射線検出器を開発したり、測定する事を日常を開発したり、測定する事を日常
的に行っています。的に行っています。

モンブラン山

注：研究所・大学では極めて厳格に
管理されており、今では管理区域
内 方が放射線 ベ が低

モンブラン山

内の方が放射線レベルが低い！
のが現状。
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動機動機
 33月月1111日日のの東北大震災直後東北大震災直後のの福島第一原発事故以来、「国民福島第一原発事故以来、「国民のの

税金税金をを原資原資とするとする研究費研究費でで研究研究をを行行っているっている者達者達としてとして自分自分たちたち
がが持持 専門知識専門知識をを使使 てて社会貢献出来社会貢献出来ないかないか というという自発的活自発的活がが持持つつ専門知識専門知識をを使使ってって社会貢献出来社会貢献出来ないかないか？」？」というという自発的活自発的活
動動がが多数生多数生まれましたまれました。。((正式要請正式要請をを受受けたけた業務業務やや自発的自発的ボランボラン
ティアティア））ティアティア））

シンポジウム 「物理学者から見た原子力利用とエネルギー問題」:
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http://www.soc.nii.ac.jp/jps/20110610sympodoc.html

シンポジウム 「物理学者から見た原子力利用とエネルギ 問題」: 
５）物理学者の取り組み 大塚孝治先生（東京大学原子核科学研究センター） 講演資料



被曝被曝スクリーニング・スクリーニング・土壌資料土壌資料のの採取採取//分析分析

シンポジウム 「物理学者から見た原子力利用とエネルギー問題」:

4
http://www.soc.nii.ac.jp/jps/20110610sympodoc.html

シンポジウム 「物理学者から見た原子力利用とエネルギ 問題」: 
５）物理学者の取り組み 大塚孝治先生（東京大学原子核科学研究センター） 講演資料



http://rcnp.osakahttp://rcnp.osaka--u.ac.jp/dojo/u.ac.jp/dojo/
 調査結果は文科省から発表される調査結果は文科省から発表される

とともに、左の阪大核物理センターとともに、左の阪大核物理センター
(RCNP)(RCNP)ののwebwebページにて様々なページにて様々な(RCNP)(RCNP)ののwebwebペ ジにて様々なペ ジにて様々な
形式で公開されている。形式で公開されている。

 研究のために培った放射線・放射研究のために培った放射線・放射
能測定技術を生かした つの例能測定技術を生かした つの例能測定技術を生かした一つの例。能測定技術を生かした一つの例。
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radmonitor311radmonitor311
 では私では私((達達))はどうするか？はどうするか？

 ネット上で乱立する放射線測定情報を、ネット上で乱立する放射線測定情報を、整理・可視化整理・可視化して集積する事をして集積する事を
目的としたサイトを立ち上げました。基礎知識や資料などへのリンクも目的としたサイトを立ち上げました。基礎知識や資料などへのリンクも
ありますありますあります。あります。

 作業用作業用MLMLに約に約7070人参加。人参加。

 長期に持続可能にするため、プロットの自動更新化を推進・推奨中。長期に持続可能にするため、プロットの自動更新化を推進・推奨中。長期に持続可能にするため、プ ットの自動更新化を推進 推奨中。長期に持続可能にするため、プ ットの自動更新化を推進 推奨中。

 公的機関からの公的機関からのPDFPDF資料を、機械可読データ化して蓄積。（準アーカイブ）資料を、機械可読データ化して蓄積。（準アーカイブ）

6https://sites.google.com/site/radmonitor311/home
例: 福島県全域調査(4/5-7)
図化:石原吉明さん(国立天文台)



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(1)(1)
高エネルギ 加速器研究機構高エネルギ 加速器研究機構(KEK)(KEK) 高エネルギー加速器研究機構高エネルギー加速器研究機構(KEK)(KEK)
 GMGM管による連続自動測定、自動更新管による連続自動測定、自動更新((リアルタイムトレンド）のグラフリアルタイムトレンド）のグラフ

GM管 NaIシンチ
（スペクトル）

7http://rcwww.kek.jp/norm/
中性子検出器



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(2)(2)
Geo GridGeo Grid 災害対応災害対応タスクフォ スタスクフォ ス（全国）（全国） byby 産総研地球観測産総研地球観測グリッドグリッド(Geo(Geo Geo Grid Geo Grid 災害対応災害対応タスクフォースタスクフォース（全国）（全国） byby 産総研地球観測産総研地球観測グリッドグリッド(Geo (Geo 
Grid)Grid)
 産業技術総合研究所産業技術総合研究所のの地球観測地球観測グリッドグリッド（（GEO GridGEO Grid））ではでは，，このこの未曾有未曾有のの地震津波災害地震津波災害のの

応急対応応急対応やや調査研究調査研究 およびおよび 市民生活市民生活とと経済活動経済活動のの復旧復旧 復興復興のの活動活動をするをする方々方々をを支援支援すす応急対応応急対応やや調査研究，調査研究，およびおよび，市民生活，市民生活とと経済活動経済活動のの復旧復旧・・復興復興のの活動活動をするをする方々方々をを支援支援すす
るる目的目的でで，被災地全域，被災地全域 をを観測観測したした衛星画像衛星画像によるによる被害把握被害把握やや地震動地震動マップマップ等等のハザードのハザード情情
報報をを提供提供していますしています．．

 各種情報各種情報はは地理空間情報共有地理空間情報共有のの国際標準国際標準であるであるWMSWMSによるによる配信配信とと共共にに Google EarthGoogle Earthにに 各種情報各種情報はは地理空間情報共有地理空間情報共有のの国際標準国際標準であるであるWMSWMSによるによる配信配信とと共共にに，，Google EarthGoogle Earthにに
てて可視化可能可視化可能ななkmzkmzファイルをファイルを公開公開していますのでしていますので，地名，地名やや道路道路などのなどの各種情報各種情報とと重重ねね合合わわ
せてごせてご利用下利用下さいさい..

トップページ WMSビューアー

8http://disaster.geogrid.org/ http://ghz201103.geogrid.org/viewer/



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(3)(3)
グポグポ SPEEDISPEEDI収集モニタリングポスト（環境防災Ｎネット）の緯度・軽度情報と、周辺収集モニタリングポスト（環境防災Ｎネット）の緯度・軽度情報と、周辺

のアメダス（のアメダス（AMeDASAMeDAS）データ）データ[[デジタル台風デジタル台風]] by by 北本朝展さん北本朝展さん@@国立情報学国立情報学
研究所研究所
 SPEEDISPEEDI収集モニタリングポストの緯度経度とその周辺のアメダス収集モニタリングポストの緯度経度とその周辺のアメダス(AMeDAS)(AMeDAS)データを網羅データを網羅

的に蓄積している「デジタル台風」の特設ページ。的に蓄積している「デジタル台風」の特設ページ。

トップページ SPEEDI環境モニタリング＋GPV風向・風速

9

http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/
201103-eastjapan/radiation/speedi/

http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-
eastjapan/radiation/speedi/weather-map/



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(4)(4)
福島県を中心に 片対数表示に主眼を置いた表示福島県を中心に 片対数表示に主眼を置いた表示 bb 奥村さん＠宇宙科学研究奥村さん＠宇宙科学研究 福島県を中心に、片対数表示に主眼を置いた表示福島県を中心に、片対数表示に主眼を置いた表示 byby 奥村さん＠宇宙科学研究奥村さん＠宇宙科学研究
所所(ISAS/JAXA(ISAS/JAXA）） @AkiraOkumura@AkiraOkumura

 片対数表示によるグラフ。特に、福島県と茨城県の放射線量の時間変化を知りたい方向け片対数表示によるグラフ。特に、福島県と茨城県の放射線量の時間変化を知りたい方向け

 元々、物理の研究者向けに公開しましたが、一般の方でも理解可能なように説明したつもり元々、物理の研究者向けに公開しましたが、一般の方でも理解可能なように説明したつもり
です。です。

 1010分に分に11回自動更新。使用データは手入力のため数時間の遅延があります。回自動更新。使用データは手入力のため数時間の遅延があります。

10http://dl.dropbox.com/u/16653989/NuclPlants/index.html



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(5)(5)
 全国の様々な地図マッピング結果を一つの全国の様々な地図マッピング結果を一つのGoogle Map Google Map 上に重ね合わせて表示上に重ね合わせて表示

するする ページページ byby @@nnistarnnistarさんさん

全国の様々な地図マ ピングの結果をボタンで選択することにより任意に地図上にマ全国の様々な地図マ ピングの結果をボタンで選択することにより任意に地図上にマ 全国の様々な地図マッピングの結果をボタンで選択することにより任意に地図上にマ全国の様々な地図マッピングの結果をボタンで選択することにより任意に地図上にマ
ッピングすることが出来ます。ッピングすることが出来ます。

 データ入力は、システム化してますが有志による手作業ベース（データ入力は、システム化してますが有志による手作業ベース（Google Spread SheetGoogle Spread Sheet
入力）入力）入力）入力）

 古いデータは古いデータは@nnistar@nnistarさんが手動でプロット対象外にしています。さんが手動でプロット対象外にしています。

2011/9/30現在で、72,707点
のデ タが集積されていま

11http://www.nnistar.com/gmap/fukushima.html

のデータが集積されていま
す。



radmonitor311radmonitor311で紹介しているサイトで紹介しているサイト(6)(6)
 茨城県北部（福島原子力発電所の南側）の放射線レベルの時間・空間変茨城県北部（福島原子力発電所の南側）の放射線レベルの時間・空間変

化化 by by 理研仁科センター板橋さん理研仁科センター板橋さん,, 自動更新自動更新
原子力発電所付近に稠密に設置されたモニタを用いて原子力発電所付近に稠密に設置されたモニタを用いて 3/15 3/213/15 3/21のプル ムの移動を明のプル ムの移動を明 原子力発電所付近に稠密に設置されたモニタを用いて、原子力発電所付近に稠密に設置されたモニタを用いて、3/15, 3/213/15, 3/21のプルームの移動を明のプルームの移動を明
確に示しています。確に示しています。

12http://ag.riken.jp/u/mon/anim.html
http://ag.riken.jp/u/mon/2011-03-15.gif



radmonitor311radmonitor311を約半年間運営してを約半年間運営して
 数数あるまとめサイトのあるまとめサイトの一一つとしてつとして、、ネットネット上上でで乱立乱立するする放射線測定情報放射線測定情報

をを、、整理整理・・可視化可視化してして集積集積するする役割役割をを果果たしましたたしました。。

様々様々なな表現表現 伝伝ええ方方があるがある中中でで 伝伝ええ方方をを工夫工夫しつつしつつ 客観的客観的なデ タなデ タ 様々様々なな表現表現・・伝伝ええ方方があるがある中中でで、伝、伝ええ方方をを工夫工夫しつつしつつ、客観的、客観的なデータなデータ
のの提供提供をを続続けるける事事がが出来出来ましたました。。

 今後問題今後問題になるのはになるのは、次、次のの22点点かとかと思思われますわれます。。 今後問題今後問題になるのはになるのは、次、次のの22点点かとかと思思われますわれます。。

1.1. データデータ集積集積やや可視化可視化にに手動手動のの工程工程がが残残っているものがっているものが多分多分
にありにあり、特定、特定のボランティアののボランティアの方方のの貢献貢献にに依存依存しているしている。。ありあり、特定、特定 ラ ティラ ティ 方方 貢献貢献 依存依存 るる。。
i.e.i.e.更新停止更新停止になるになる可能性＆永続性可能性＆永続性にに欠欠けるける。。
 [[解解] ] 公的機関公的機関からのからのPDFPDF資料資料をを、我々、我々もも機械可読機械可読データデータ化化してして蓄積蓄積

（準（準ア カイブア カイブ））しているがしているが これをシステマチ クにこれをシステマチ クに公的機関公的機関((例例 国国（準（準アーカイブアーカイブ））しているがしているが、、これをシステマチックにこれをシステマチックに公的機関公的機関((例例: : 国国
立国会図書館、国立公文書館、情報学研究所、文科省）立国会図書館、国立公文書館、情報学研究所、文科省）でやるでやる。。

22 公的機関等公的機関等だけではだけでは、、まだまだまだまだ測定点測定点がが少少ないない。。2.2. 公的機関等公的機関等だけではだけでは、、まだまだまだまだ測定点測定点がが少少ないない。。
i.e. i.e. 通信業界通信業界でで言言うう、「、「ラストワンマイルラストワンマイル」」がが欲欲しいしい！！
 [[解解]]一般市民一般市民のの方方のの測定測定データもデータも、測定、測定・・可視化可視化のチェーンにのチェーンに組組みみ込込

むむ。＝＞。＝＞このスライドでのこのスライドでの提案。提案。
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両者ともに、測定データを機械的に収録・配信するサーバを整備するのが必須



ネット対応型の放射線測定器を普及させることネット対応型の放射線測定器を普及させること
によって行いたいことによって行いたいことによって行いたいことによって行いたいこと

 現在 ネット上で競って販売されている放射線測定器は現在 ネット上で競って販売されている放射線測定器は校正が十校正が十

＊信頼性について＊信頼性について

 現在、ネット上で競って販売されている放射線測定器は現在、ネット上で競って販売されている放射線測定器は校正が十校正が十
分にされていない分にされていない物も含まれており、かつ物も含まれており、かつスタンドアローンスタンドアローンで使用で使用
されているものが殆どであるため、自分の測定値に異常があるのされているものが殆どであるため、自分の測定値に異常があるのされて るものが殆どであるため、自分の測定値に異常があるのされて るものが殆どであるため、自分の測定値に異常があるの
か、本当に異常な事態なのかをすぐに判別するのが困難である。か、本当に異常な事態なのかをすぐに判別するのが困難である。
 22倍程度の増加が大きな社会的不安をもたらしている現在、ある程度の精度倍程度の増加が大きな社会的不安をもたらしている現在、ある程度の精度

が必要であるが必要であるが必要であるが必要である。。

 そのため、一般の人が急いで購入されたサーベイメータも、殆どがそのため、一般の人が急いで購入されたサーベイメータも、殆どが
宝の持ち腐れである宝の持ち腐れである宝の持ち腐れである。宝の持ち腐れである。

 なので、日常的に放射線測定器を使っている大学・研究所の放射なので、日常的に放射線測定器を使っている大学・研究所の放射
線管理部門の方や大学教員などが 週末に簡易校正＋使用方法線管理部門の方や大学教員などが 週末に簡易校正＋使用方法線管理部門の方や大学教員などが、週末に簡易校正＋使用方法線管理部門の方や大学教員などが、週末に簡易校正＋使用方法
の説明会を各地で開くとなお良い。の説明会を各地で開くとなお良い。

 その一つとしてその一つとして66月月1111日に「ガイガーカウンターミーティング」を開日に「ガイガーカウンターミーティング」を開その つとしてその つとして66月月1111日に ガイガ カウンタ ミ ティング」を開日に ガイガ カウンタ ミ ティング」を開
催しました。（モデルケースとして）催しました。（モデルケースとして）
 http://ghttp://g--cc--m.org/m.org/ 14



ネット対応型の放射線測定器を普及させネット対応型の放射線測定器を普及させ
ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）

＊ネットワーク化について＊ネットワーク化について

 各自が取ったデータはスタンドアローンでは「各自が取ったデータはスタンドアローンでは「個人用お守り個人用お守り」。」。
 いずれ、飽きるか、根気が続かなくなる可能性が高い。いずれ、飽きるか、根気が続かなくなる可能性が高い。

自 バ プ ド 続自 バ プ ド 続 自動的に測定し、サーバにアップロードすることで長続きする。自動的に測定し、サーバにアップロードすることで長続きする。

 また、近隣の測定データとまた、近隣の測定データと常時常時相互比較することにより、測定器相互比較することにより、測定器
の異常なのか 地域的に増大があるのかを比較する事が可能の異常なのか 地域的に増大があるのかを比較する事が可能の異常なのか、地域的に増大があるのかを比較する事が可能の異常なのか、地域的に増大があるのかを比較する事が可能
となる。（より安心！）となる。（より安心！）

アップロ ドするサイトには 公共団体 研究機関のモニタリングアップロ ドするサイトには 公共団体 研究機関のモニタリング アップロードするサイトには、公共団体・研究機関のモニタリングアップロードするサイトには、公共団体・研究機関のモニタリング
ポストなどを含めることにより、信頼性が高められる。ポストなどを含めることにより、信頼性が高められる。
 データの信頼性（校正レベル）によって階層化する。（データの信頼性（校正レベル）によって階層化する。（11級、級、22級、級、33級）級） デ タの信頼性（校正レ ル）によって階層化する。（デ タの信頼性（校正レ ル）によって階層化する。（11級、級、22級、級、33級）級）

 これらを行うことにより、真に意味のある（継続可能な）放射線検これらを行うことにより、真に意味のある（継続可能な）放射線検
出器ネットワークが完成させられる。出器ネットワークが完成させられる。

 継続的な相互補完された多くの観測点の確保が目標継続的な相互補完された多くの観測点の確保が目標
15



ネット対応型の放射線測定器を普及させネット対応型の放射線測定器を普及させ
ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）ることによって行いたいこと（続）

 一台ずつちゃんと精度を確保一台ずつちゃんと精度を確保((校正）するとともに、正しい使い方校正）するとともに、正しい使い方
＊校正方法について＊校正方法について

台ず ちゃんと精度を確保台ず ちゃんと精度を確保((校正）するとともに、正しい使い方校正）するとともに、正しい使い方
を習うのが望ましい。（前頁のを習うのが望ましい。（前頁の22級）級）

 しかし、それ以外の一般ユーザーも出来るだけ多く参加してもらしかし、それ以外の一般ユーザーも出来るだけ多く参加してもら
う（前項のう（前項の33級）事で、より細かい観測メッシュが出来上がる。級）事で、より細かい観測メッシュが出来上がる。
 量が質を産む！量が質を産む！

 局所的な髙値が無い場所で、比較的安定している時には、近隣局所的な髙値が無い場所で、比較的安定している時には、近隣
のの11級の測定データや他の級の測定データや他の22級の観測データから内挿して求めた級の観測データから内挿して求めた
値と比較することにより 測定器の異常なのか 地域的に増大値と比較することにより 測定器の異常なのか 地域的に増大値と比較することにより、測定器の異常なのか、地域的に増大値と比較することにより、測定器の異常なのか、地域的に増大
があるのかを比較する事が可能となる。があるのかを比較する事が可能となる。

 衛星観測の分野ではこのような機器間のバイアス補正法は、衛星観測の分野ではこのような機器間のバイアス補正法は、統計的空間統計的空間 衛星観測の分野ではこのような機器間のバイアス補正法は、衛星観測の分野ではこのような機器間のバイアス補正法は、統計的空間統計的空間
平滑化法平滑化法**と呼ばれ、標準的な手法らしい。と呼ばれ、標準的な手法らしい。 ((山内正敏先生山内正敏先生, , 樋口知之先生、樋口知之先生、
J.J. ZhuangZhuang先生先生 ））

 (Inter(Inter--satellite Instrument Calibrationsatellite Instrument Calibration or Inor In--SituSitu calibcalib )) 2級3級 (Inter(Inter--satellite Instrument Calibrationsatellite Instrument Calibration or Inor In--Situ Situ calibcalib.).)
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（放射線観測データ）サーバサイト（放射線観測データ）サーバサイト

 左の左のpachubepachube((パッチベイ）も一つの候補ではあるが、まだまだ測定地点が圧倒的にパッチベイ）も一つの候補ではあるが、まだまだ測定地点が圧倒的に
少ない。他に、研究所（産総研など）・メーカ系が立ち上げようとしている少ない。他に、研究所（産総研など）・メーカ系が立ち上げようとしている Sensor Sensor 
Observation ServiceObservation Service（（http://www ogcnetwork net/SOS Introhttp://www ogcnetwork net/SOS Intro）もある）もあるObservation ServiceObservation Service（（http://www.ogcnetwork.net/SOS_Introhttp://www.ogcnetwork.net/SOS_Intro）もある。）もある。

 携帯電話などの携帯電話などのI/FI/Fを用いることにより、せめて右図のような無料無線を用いることにより、せめて右図のような無料無線LANLANネットワーネットワー
クのクのFONFONのようなのような密度にしなければ、実用的ではない。密度にしなければ、実用的ではない。

 技術的な善し悪しよりも、如何に多くの人に使ってもらえるかが重要。技術的な善し悪しよりも、如何に多くの人に使ってもらえるかが重要。

 誰もが使える程度に簡単にすべし！（皮を被せる）誰もが使える程度に簡単にすべし！（皮を被せる）
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（放射線観測データ）サーバサイトへの条件（放射線観測データ）サーバサイトへの条件（放射線観測デ タ）サ サイト の条件（放射線観測デ タ）サ サイト の条件

簡単 通的な タ ある簡単 通的な タ ある 公開かつ簡単で共通的なインタフェースであること。公開かつ簡単で共通的なインタフェースであること。

 例例: TCP port 80, protocol: : TCP port 80, protocol: webDAVwebDAV, , データ形式データ形式: JSON: JSON他他

 集積したデータは囲い込まず、相互共有すべき。集積したデータは囲い込まず、相互共有すべき。

 イメージ：ブログサイトのトラックバックシステムのように、イメージ：ブログサイトのトラックバックシステムのように、う 、う 、
共通化した相互参照プロトコルを実装。共通化した相互参照プロトコルを実装。

 既存の、既存の、PachubePachube ややSOS(Sensor Observation Service)SOS(Sensor Observation Service)とと
データの相互活用が出来るようにデータの相互活用が出来るようにI/FI/Fを実装する。を実装する。

 コード一式はオープンソースである事が望ましい。コード一式はオープンソースである事が望ましい。

Googleのように他サイトのデータもクロールして収集
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データ構造についてデータ構造について
大方の測定情報は 東電 文科省大方の測定情報は 東電 文科省 etcetc を問わず また 放射線量を問わず また 放射線量 Sv/hSv/h 大方の測定情報は、東電、文科省、大方の測定情報は、東電、文科省、etc etc を問わず、また、放射線量を問わず、また、放射線量 Sv/hSv/h、、
Bq/kgBq/kg、風速、、風速、etc etc を問わず、ある物理量の時系列配列です。従って、これを問わず、ある物理量の時系列配列です。従って、これ
らの情報は原則として、らの情報は原則として、

 測定された物理量毎、測定者ごとに、測定された物理量毎、測定者ごとに、

 ヘッダ部分のメタデータ、およびヘッダ部分のメタデータ、および

 それに引き続く時刻それに引き続く時刻--数値の配列数値の配列 それに引き続く時刻それに引き続く時刻 数値の配列数値の配列

として整理する事が可能です。として整理する事が可能です。

たとえば、以下のようなデータ構造が考えられます。たとえば、以下のようなデータ構造が考えられます。

項目 個数 値 (コメント)
--------------------------------------------------------------------------------
タイトル 1 文字列
出典 1 文字列 (データのオリジナル提供者情報）
出典URI 1 文字列
データ種ID 1 データ種別ID
デ タ名 1 文字列データ名 1 文字列
データ単位 1 文字列
観測局名 1 文字列
観測局ID 1 測定値ID

19

観測局情報 2 緯度・経度
更新情報 n 更新者-更新年月日時刻-URI-入力者
データ n 時刻-測定値



データデータ例例データ例：
=========

タイトル: 福島第一原発正門前放射線量
出典： 東京電力
出典URI： http://www tepco co jp/cc/press/index j html出典URI： http://www.tepco.co.jp/cc/press/index-j.html
データ種ID： 放射線量
データ名: 福島第一原発正門前放射線量
データ単位: microSv/h
観測局名： 福島第一原発正門前
観測局ID： FukushimaNPS1-Seimon
観測局情報： xxx.xxx, yyy.yyy
更新情報: 2011/3/18 05:30 http://www tepco dokozo no dareka更新情報: 2011/3/18 05:30 http://www.tepco...,  dokozo_no_dareka 
入力
データ：

2011/3/12 4:00  0.069
2011/3/12 4:40  0.866
2011/3/12 4:50  1.002
2011/3/12 5:00  1.307
2011/3/12 5:10 1 592011/3/12 5:10  1.59
2011/3/12 6:30  4.92
2011/3/12 7:50  4.97
2011/3/12 8:00  4.89
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2011/3/12 8:10  5.08
2011/3/12 8:20  4.77
...



送信送信クライアントはクライアントは携帯携帯ややＰＣＰＣがが最適最適

 [[必要条件必要条件]]ネットワークに何時でも接続していて、定期的に観測ネットワークに何時でも接続していて、定期的に観測
値に値にGPSGPSデータデータ((ジオタグ）、時刻データを付けてアップロードすジオタグ）、時刻データを付けてアップロードす値値 デ タデ タ((ジオタグ）、時刻デ タを付け アッ すジオタグ）、時刻デ タを付け アッ す
るること。こと。

 [[移動測定の場合移動測定の場合]]携帯電話ならば全ての条件を満たす携帯電話ならば全ての条件を満たす。。
 ソフトウェア開発の面からスマートホンが良い。フューチャーホンソフトウェア開発の面からスマートホンが良い。フューチャーホン((従来型従来型

携帯）は障壁が大きい。携帯）は障壁が大きい。

[[固定測定の場合固定測定の場合]]ＰＣかＰＣかLANLANポ ト付の専用機ポ ト付の専用機 [[固定測定の場合固定測定の場合]]ＰＣかＰＣかLANLANポート付の専用機ポート付の専用機．．

 ユーザーの邪魔にならないように。ユーザーの邪魔にならないように。 LANLANポート付の専用機はより良い。ポート付の専用機はより良い。

いずれにせよ バ クグラウンドで動作して ユ ザいずれにせよ バ クグラウンドで動作して ユ ザ いずれにせよ、バックグラウンドで動作して、ユーザーいずれにせよ、バックグラウンドで動作して、ユーザー
の邪魔にならないようにすること。の邪魔にならないようにすること。

イメ ジイメ ジ SETI@hSETI@h ((地球外知性の探索プログラム）地球外知性の探索プログラム） イメージイメージ: : SETI@homeSETI@home((地球外知性の探索プログラム）地球外知性の探索プログラム）

 測定器との接続は無線が最適（測定器との接続は無線が最適（BluetoothBluetoothなど） 次いでヘッドなど） 次いでヘッド 測定器との接続は無線が最適（測定器との接続は無線が最適（BluetoothBluetoothなど）。次いでヘッドなど）。次いでヘッド
ホン端子（ホン端子（Pulse,DTMFPulse,DTMF？）や？）やUSBUSB（開発ライセンスが大変（開発ライセンスが大変?)?)。。
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より身近な受信クライアントの例

 アイガイガー（合資会社飯野事務所 飯野 健一郎さん作）

http://igeiger.info/

アイガイガ （合資会社飯野事務所 飯野 健 郎さん作）

 ＰＣ・携帯電話のGPS位置から最寄りの防災Nネット（SPEEDI
の定期測定点）のデータを表示する仕組み。

 最も簡便なインターフェース(ボトムライン)として有益。
 PC,スマートホン、タブレット、携帯(GPS無しでも基地局位置で)全てに

対応。

ここで用いるデータに2級、3級を使えば、より近くの線量を見られる。 22



現状の低価格線量計の問題点のまとめ現状の低価格線量計の問題点のまとめ

1.1. 校正や品質管理が不十分な製品が多い。校正や品質管理が不十分な製品が多い。

計数率計数率(CPM)(CPM)を求める チ に問題があるのか 放を求める チ に問題があるのか 放2.2. 計数率計数率(CPM)(CPM)を求めるルーチンに問題があるのか、放を求めるルーチンに問題があるのか、放
射線の線量率に対して非線形な応答射線の線量率に対して非線形な応答((突然に値が大幅突然に値が大幅
に変化する）を示すものが見受けられるに変化する）を示すものが見受けられるに変化する）を示すものが見受けられる。に変化する）を示すものが見受けられる。

 校正を行っても、使い物にならない。校正を行っても、使い物にならない。

3.3. （前述の通り）ネットワーク対応や（前述の通り）ネットワーク対応やGPSGPS・データロギング・データロギング
の機能が無いものが殆ど。の機能が無いものが殆ど。

 データの記録を手動で行わなければならない。データの記録を手動で行わなければならない。
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611611ガイガーカウンターミーティングでの校正会データガイガーカウンターミーティングでの校正会データ
（抜粋）（抜粋） データはhttp://g-c-m.org/にあります。

 正しく校正されていれば、赤色の点線上に乗っているはず。正しく校正されていれば、赤色の点線上に乗っているはず。

 少なくとも ほぼ直線に乗っていなければ単純な校正は困難。少なくとも ほぼ直線に乗っていなければ単純な校正は困難。 少なくとも、ほぼ直線に乗っていなければ単純な校正は困難。少なくとも、ほぼ直線に乗っていなければ単純な校正は困難。
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611611ガイガーカウンターミーティングでの校正会ガイガーカウンターミーティングでの校正会

 中心に中心にCs137Cs137の密封線源を置き、校正済みの機器と等距離にの密封線源を置き、校正済みの機器と等距離に
置くことで読み値を比較する（鳴き合せ）。置くことで読み値を比較する（鳴き合せ）。

C 137/134 I131C 137/134 I131など殆どの核種はなど殆どの核種は 線と線とββ線は 対 で発生線は 対 で発生 Cs137/134,I131Cs137/134,I131など殆どの核種は、など殆どの核種は、γγ線と線とββ線は一対一で発生線は一対一で発生
するので、するので、γγ線を測るのが最も正確に放射性物質量を推定する線を測るのが最も正確に放射性物質量を推定する
方法である方法である方法である。方法である。
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良く用いられる放射線検出器良く用いられる放射線検出器

1.1. GMGM管（ガイガー・ミューラー管）管（ガイガー・ミューラー管）

 安価で安価でそこそこそこそこの感度の検出器が作れるメリット。の感度の検出器が作れるメリット。 安価で安価でそこそこそこそこの感度の検出器が作れるメリット。の感度の検出器が作れるメリット。
 量産性が悪いため、最近は品薄気味。量産性が悪いため、最近は品薄気味。

 ガス検出器のためガス検出器のためγγ線には感度が低い。線には感度が低い。ガ 検出器のためガ 検出器のためγγ線 は感度が低 。線 は感度が低 。

2.2. 電離箱電離箱

 GMGM管と基本構造は同じだが 印加電圧が低く自己増倍を管と基本構造は同じだが 印加電圧が低く自己増倍を GMGM管と基本構造は同じだが、印加電圧が低く自己増倍を管と基本構造は同じだが、印加電圧が低く自己増倍を
起こさない領域で使用。高線量起こさない領域で使用。高線量(>1uSv/h)(>1uSv/h)用。用。

33 シンチレーション式検出器シンチレーション式検出器3.3. シンチレ ション式検出器シンチレ ション式検出器

 個体検出器のため、個体検出器のため、γγ線への感度が高い。線への感度が高い。

 結晶や高感度な光検出器が必要なので やや高価結晶や高感度な光検出器が必要なので やや高価 結晶や高感度な光検出器が必要なので、やや高価。結晶や高感度な光検出器が必要なので、やや高価。

4.4. 半導体検出器半導体検出器

安価な製品は有感体積が小さ安価な製品は有感体積が小さ 安価な製品は有感体積が小さい。安価な製品は有感体積が小さい。

 量産は容易。量産は容易。
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GMGM管管についてについて
 本来は、実験施設などの汚染場所を発見本来は、実験施設などの汚染場所を発見 本来は、実験施設などの汚染場所を発見本来は、実験施設などの汚染場所を発見

（サーベイメータ）するためのもの。（サーベイメータ）するためのもの。

 従って、遠くまで飛ばない従って、遠くまで飛ばないββ線を効率線を効率
的に検出するように作られている的に検出するように作られている的に検出するように作られている。的に検出するように作られている。

 薄窓では、薄窓では、αα線（十分に薄い窓の時）、線（十分に薄い窓の時）、
ββ線を取り込み、高い確率で信号を発線を取り込み、高い確率で信号を発ββ
生する。生する。

 γγ線は透過力が強いので、検出ガスと線は透過力が強いので、検出ガスと
は滅多に反応しない 陰極の金属面は滅多に反応しない 陰極の金属面は滅多に反応しない。陰極の金属面は滅多に反応しない。陰極の金属面
に衝突して電子（に衝突して電子（ββ線）を作り、検出す線）を作り、検出す
る。る。

従 機種毎 感度や従 機種毎 感度や 線線 従って、機種毎によって感度や従って、機種毎によって感度やββ線の線の

寄与が違う。寄与が違う。

•• 但し、但し、SvSv/h/hははγγ線で校正：線で校正：

•• SvSv/h = (/h = (換算計数）換算計数） * (CPM)* (CPM)

27野尻美保子さん(KEK)のスライドから借用

•• ββ線を拾うと、極端に大きな値に。線を拾うと、極端に大きな値に。



純純ββ線源線源(Sr90)(Sr90)で見る誤ったで見る誤ったSvSv/h/hの読みの読み

28

野尻美保子さん（ＫＥＫ）のスライド
から借用

校正対象外なので、機種によりβ線への
感度が異なることが分かる。



測定器をもっと増やすための検討測定器をもっと増やすための検討
11 [[松松]]市販の放射線検出器にクライアント市販の放射線検出器にクライアント((携帯・ＰＣ）への接続キットを追加携帯・ＰＣ）への接続キットを追加1.1. [[松松]]市販の放射線検出器にクライアント市販の放射線検出器にクライアント((携帯 ＰＣ）への接続キットを追加。携帯 ＰＣ）への接続キットを追加。

2.2. [[竹竹]]スマートホン接続型の放射線測定器（例スマートホン接続型の放射線測定器（例::ポケットガイガー）ポケットガイガー）
 最近最近(2011/9/30(2011/9/30現在）増えてきた。性能と限界を理解して使用することが重要。現在）増えてきた。性能と限界を理解して使用することが重要。

3.3. [[梅梅]Gamma Pix ]Gamma Pix など、携帯電話のカメラを利用した放射線検出器。など、携帯電話のカメラを利用した放射線検出器。
 センサの有感体積が小さいため原理的に感度はかなり低く、センサの有感体積が小さいため原理的に感度はかなり低く、11μμSvSv/h/h以下の低線量区域には以下の低線量区域には

適さないと思われる。高線量地域で他の測定器が手元にない時の緊急避難などには有効か。適さないと思われる。高線量地域で他の測定器が手元にない時の緊急避難などには有効か。

 元々は核テロ対策用元々は核テロ対策用(dirty bump)(dirty bump)で、大量の核物質が一般区域に持ち込まれた場合に監視で、大量の核物質が一般区域に持ち込まれた場合に監視
カメラで放射性物質の存在を検出する事が出来る技術として開発していたらしい。カメラで放射性物質の存在を検出する事が出来る技術として開発していたらしい。

 余分なハードを必要とせず、ソフトだけで実現出来るのが最大のメリット。余分なハードを必要とせず、ソフトだけで実現出来るのが最大のメリット。

 最近、様々な類似アプリも最近、様々な類似アプリもiPhoneiPhone版で登場している。いずれにせよ版で登場している。いずれにせよ実用で使うためには個体実用で使うためには個体
差のカバーや高温時での安定動作の確認など十分に動作検証する事が不可欠。（ユーザー差のカバーや高温時での安定動作の確認など十分に動作検証する事が不可欠。（ユーザー
が予測不可能な誤作動が多ければ使い物にはならない。）が予測不可能な誤作動が多ければ使い物にはならない。）

CCD/CMOSセンサ

gammapix.com(Advanced Fuel Research Inc.）

注：ここで紹介している技術は可能性の検討

29http://www.radiation-watch.org/p/blog-page.html

であって、著者が推奨している技術の紹介で
はありません。採用にあたっては個別に利点・
欠点の検討が必要です。



考えられるユースケース考えられるユースケース
各家庭の各家庭のLANLANハブに直接接続し 定期的にネットワ クにアップロ ドハブに直接接続し 定期的にネットワ クにアップロ ド1.1. 各家庭の各家庭のLANLANハブに直接接続し、定期的にネットワークにアップロード。ハブに直接接続し、定期的にネットワークにアップロード。

2.2. 車載型（ポータブル車載型（ポータブルGPSGPSに内蔵など）にして、車の移動中の線量分布を定期的にに内蔵など）にして、車の移動中の線量分布を定期的に
ネットワークにアップロード。ネットワークにアップロード。

3.3. GPSGPSロガー内蔵にして、ロガー内蔵にして、20km20km圏内一時立ち入り時のサーベイを行う。圏内一時立ち入り時のサーベイを行う。

放射線モニター@ふくしま再生の会
http://114.179.80.156/wordpress/
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皆様へのご相談皆様へのご相談
 このような草の根運動は世界中にいくつもありますこのような草の根運動は世界中にいくつもあります((我々素粒子・原子核物理だ我々素粒子・原子核物理だのような草の根運動は世界中に く もありますのような草の根運動は世界中に く もあります((我 素粒子 原子核物理だ我 素粒子 原子核物理だ

けでなく、地球科学・環境分野にも同様の動きを知っていますけでなく、地球科学・環境分野にも同様の動きを知っています))が、この計画のようが、この計画のよう
に一般に普及させるには、幾つかのネックがあります。また、行政を巻き込むに一般に普及させるには、幾つかのネックがあります。また、行政を巻き込む
必要も有るかも知れません必要も有るかも知れません必要も有るかも知れません。必要も有るかも知れません。

 放射線関連企業の方には、測定器の開発アドバイスや（簡易）校正と言った放射線関連企業の方には、測定器の開発アドバイスや（簡易）校正と言った
面でサポートして頂けませんでしょうか？ロット管理への関与でも良いのでは面でサポートして頂けませんでしょうか？ロット管理への関与でも良いのでは
ないかと思いますないかと思いますないかと思います。ないかと思います。

 放射線管理部門の方や放射線業務従事者である大学教員などの方には、放射線管理部門の方や放射線業務従事者である大学教員などの方には、
週末に簡易校正＋使用方法の説明会を開くなどのご協力を頂けませんでし週末に簡易校正＋使用方法の説明会を開くなどのご協力を頂けませんでし週末 簡易校 使用方法 説明会を開くな 協力を頂けま週末 簡易校 使用方法 説明会を開くな 協力を頂けま
ょうか？ょうか？

 ソフトウェア技術者・通信キャリアの方には、計測データをバックグラウンドでソフトウェア技術者・通信キャリアの方には、計測データをバックグラウンドで
GPSGPS・時刻込みで自動アップロードするソフトウェアを開発して下さいません・時刻込みで自動アップロードするソフトウェアを開発して下さいませんGPSGPS・時刻込みで自動アップロードするソフトウェアを開発して下さいません・時刻込みで自動アップロードするソフトウェアを開発して下さいません
か？サーバ系もお願いしますか？サーバ系もお願いします

 無線（無線（Bluetooth)Bluetooth)やマイク・オーディオ入力やマイク・オーディオ入力((iGaigeriGaiger方式方式))の携帯ソフト。の携帯ソフト。

 我々基礎物理の研究者はマンパワーが乏しいので、推進力の我々基礎物理の研究者はマンパワーが乏しいので、推進力の
ある皆様 プ ジ クト（複数歓迎）と合流し 共同開発する事ある皆様 プ ジ クト（複数歓迎）と合流し 共同開発する事ある皆様のプロジェクト（複数歓迎）と合流して共同開発する事ある皆様のプロジェクト（複数歓迎）と合流して共同開発する事
を望みます。我々は黒子となるのが望ましいと考えて居ます。を望みます。我々は黒子となるのが望ましいと考えて居ます。
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ご静聴ありがとうござ ま たご静聴ありがとうござ ま たご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。
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ReferenceReference

•• 統計的空間平滑化法統計的空間平滑化法((特に簡易法の特に簡易法のKringingKringing法法))の参の参
考文献として考文献として
•• CressieCressie, , N. A. G. 1993, Statistics for Spatial Data (Wiley Series inN. A. G. 1993, Statistics for Spatial Data (Wiley Series in

P b bilit d St ti ti ) h t 3P b bilit d St ti ti ) h t 3Probability and Statistics), chapter 3.Probability and Statistics), chapter 3.
•• CressieCressie, , N. A. G. 2011, Statistics for N. A. G. 2011, Statistics for SpatioSpatio--Temporal Data, (WileyTemporal Data, (Wiley

Series in Probability and Statistics), Section 6.2.Series in Probability and Statistics), Section 6.2.y ),y ),

を山内を山内正敏正敏先生先生((スウェーデン国立スペース物理研究所スウェーデン国立スペース物理研究所
（（IRFIRF））))を通じて樋口知之先生・を通じて樋口知之先生・ JiancangJiancang ZhuangZhuang先生先生（（IRFIRF））))を通じて樋口知之先生を通じて樋口知之先生 JiancangJiancang ZhuangZhuang先生先生
((統計数理研究所）統計数理研究所）に教えて頂きました。に教えて頂きました。
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参考になる本参考になる本

放射能を考える 危険とその克服 [講• 放射線取扱の基礎―第1種放射線取扱主任
者試験の要点 [単行本]

•日本アイソトープ協会 (編集)

• 放射能を考える 危険とその克服 [講
談社ブルーバックスB568] (絶版？)

•森永晴彦(著)

•放射線取扱主任者試験のための参考書
だが、放射線・放射能についての知識が

•1984年に書かれた本だが、内容は
今でも新鮮な提言に満ちている。
•「具体的にどのような方策によって
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万遍なく記述されている。勉強ついでに受
験するのも良いアイデア。（合格すると実
習を受ける事が出来る。）

•「具体的にどのような方策によって
放射能の危険を克服しうるか」


