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1 開発目的 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性物質による被ばくの

リスクを回避するため、避難指示等により今なお多くの住民が避難生活を余儀なくされている。 
帰還の選択をする個々の住民の被ばく線量を低減し、放射線に対する不安に向き合うためには、

住民が自分の個人線量を把握し、自らの行動と被ばく線量との関係を理解することが重要である。 
そこで、帰還してからの行動の仕方の変更による被ばく線量の低減の効果を住民自らが検討す

ることに資するために、被ばく線量の積算等のできるアプリケーションソフトウェア「生活行動

パターン情報システム」を開発することを目的とする。 
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2 概要 

本事業にて開発したアプリケーションについて述べる。 
 

2.1 アプリケーションの種類 
本事業では、2 つのアプリケーションを開発した。 

2.1.1 PC版生活行動パターン情報システムの開発 
平成 28 年度の当該事業（以下「昨年度事業」という。）において開発した生活行動パターン情

報システムを改修し、本事業における PC 版生活行動パターン情報システムとした。PC 版生活

行動パターン情報システムの概要を図 2.1.1-1 へ示す。昨年度事業では、過去の当該事業の測定

データだけではなく、過去の原子力施設等防災対策等委託費及び放射性物質測定調査委託費

（80km 圏内外における航空機モニタリング）事業において行われた航空機モニタリングの測定

データについても取り込み可能とし、地図上で閲覧できる機能を実装した。本事業では、これま

でのデータに加え、別事業等の測定結果についても取り込み、管理できるよう実装した。 

 
図 2.1.1-1 PC 版生活行動パターン情報システムの概要 

 
2.1.2 スマートフォン版生活行動パターン情報システムの開発 

本事業の要求仕様書上では、「スマートフォンにて被ばく線量をシミュレーションできるアプ

リケーションを開発すること。ただし、その開発内容については原子力規制庁と協議の上決定す

ること。」としているが、原子力規制庁との協議において、一般に公開するスマートフォン版生活

行動パターン情報システムを開発する前に、測定自治体の職員に当該アプリケーションの利用性

や価値を充分に理解してもらい、実業務に活用してもらうべきとの見解が示された。そのため、

原子力規制庁の指示により、測定自治体の窓口おいて、職員や測定対象者等が手軽にシミュレー

ションを行うことを目的としたタブレット版生活行動パターン情報システムの開発を実施し、ス

マートフォン版生活行動パターン情報システムについては、次年度開発することとした。開発さ

れたタブレット版生活行動パターン情報システムの概要を図 2.1.2-1 へ示す。タブレット版生活
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行動パターン情報システムは、PC 版生活行動パターン情報システムが持つ、シミュレーション

機能に特化した構成としている。また、シミュレーションに用いるデータとして、国立研究開発

法人日本原子力機構（以下「JAEA」という。）が作成した統合データ*1を利用する。JAEA から

提供を受けた統合データの範囲は避難指示区域のみであったため、避難指示区域外については、

航空機モニタリングの測定データで補完した。 
 

 

図 2.1.2-1 タブレット版生活行動パターン情報システムの概要 
 
2.2 開発の進め方 

開発はウォーターフォールにて実施した。また、タブレット版生活行動パターン情報システム

については、Xamarin クロスプラットフォームを用いて開発した。 
 
2.3 利用した言語 

PC 版生活行動パターン情報システム及びタブレット版生活行動パターン情報システム共に、

画面側は JavaScript、内部処理側は C#で開発した。 
  

                                                   
1 平成 29 年度放射性物質測定調査委託費（東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う

放射性物質の分布データの集約）事業で開発された、航空機モニタリングの測定データ、走行

及び歩行サーベイの測定データ等を統合したデータ。 
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2.4 利用した OSS 
 以下の OSS を利用して開発した。 

表 2.4-1 OSS ソフトウェア一覧 
項番 ソフトウェア ライセンス 有償/無償 利用の目的 提供元 

1 jQuery MIT 無償 GUI(画面)の汎用ライブラリ

として利用。 

The jQuery Foundation 

2 jQuery-ui MIT 無償 GUI(画面)の UI 用ライブラリ

として利用。 

The jQuery Foundation 

3 jqplot MIT 無償 グラフ描画用ライブラリとし

て利用。 

Chris Leonello 

4 OpenLayers BSD 

2-Clause 

無償 地図描画用ライブラリとして

利用。 

The OpenLayers Dev Team 

5 GeckoFx MPL 無償 GUI(画面)への HTML レンダ

リングエンジンとして利用。 

Mozilla Developer Network 

6 XULRunner MPL 無償 GeckoFx のランタイムパッケ

ージ(実行環境)として利用。 

Mozilla Developer Network 

7 SQLite Public 

Domain 

無償 アプリケーション内部のデー

タベースとして利用。 

D. Richard Hipp 

8 SpatiaLite MPL 無償 地図上での経路検索ライブラ

リとして利用。 

Alessandro Furieri 

9 jsRender MIT 無償 テンプレートエンジンとして

利用。 

Boris Moore 

10 Json.NET MIT 無償 JSON serializer として利用。 Newtonsoft 
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3 開発内容 
 本事業にて開発した、PC 版生活行動パターン情報システム及びタブレット版生活行動パター

ン情報システムについて説明する。 
 
3.1 PC版生活行動パターン情報システム 
3.1.1 目的 

PC 版生活行動パターン情報システムは、測定自治体が、当該事業及び別事業等における測定

データの管理及び出力と、想定される生活行動パターンの被ばく線量を推定することにより、測

定対象者等へ被ばく線量について説明する際に、利用可能な情報を提供することを目的とする。

PC 版生活行動パターン情報システムの利用ユーザは、測定自治体の職員を想定する。 
 
3.1.2 機能概要 

PC 版生活行動パターン情報システムの機能概要を図 3.1.2-1 へ示す。本事業において、新たに

実装した機能について、次節以降に述べる。 

 

図 3.1.2-1 PC 版生活行動パターン情報システムの機能概要 
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3.1.3 別事業等の測定結果の取込み機能 
 過去の当該事業及び別事業等の測定結果の取り込み対応状況について、表 3.1.3-1 へ示す。昨

年度事業は当該事業及び航空機モニタリング事業の測定データを取り込んだ。本事業では、昨年

度事業で取り込んだデータに加え、詳細モニタリング、各自治体が実施する放射線モニタリング、

個人が実施する個人線量測定の測定データについても取り込み可能とした。なお、放射線モニタ

リングと個人線量測定の測定データについては、実施する自治体または個人により出力されるデ

ータのフォーマットが一様でないことを考慮し、取り込み用のフォーマットへ変換して取り込む

ことを前提としている。 
表 3.1.3-1 測定結果取込み対応状況 

測定データ種別 平成 28 年度 平成 29 年度 
当該事業 ○ ○ 
航空機モニタリング事業 ○ ○ 
詳細モニタリング × ○ 
放射線モニタリング × ○* 
個人線量測定 × ○* 

*取り込み用のフォーマットへ変換が必要 

 
3.1.4 詳細モニタリングの結果報告書の作成機能 
 詳細モニタリングの結果報告書用の地図画像を、システム上から出力する機能を実装した。画

面を図 3.1.4-1 へ示す。凡例及びコメントは原子力規制庁と協議し、含めないこととした。詳細

モニタリングは、グレースケールの地図の上に 100m メッシュ*2 の画像が表示される。地図とメ

ッシュ画像が重なった場合でも、地図に記載された情報が確認できるよう、画像の乗算処理を行

い表示している。また、実際に印刷される画像を確認できるよう、プレビュー画面を実装した。

画面を図 3.1.4-2 へ示す。 

                                                   
2 行政管理庁（現在の総務省)が地域の統計に用いるため緯度経度に基づき設定した標準地域メ

ッシュのうち、一辺が約 1km の第三次地域メッシュを緯線方向及び経線方向に 10 等分して作

成した一辺が約 100m のメッシュ。 
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図 3.1.4-1 詳細モニタリングの結果画像の出力画面 

 

 
図 3.1.4-2 プレビュー画面 
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3.1.5 スタンドアロン（オフライン）モード 
昨年度事業では、地図情報の取得とモニタリングポストの測定値の表示のためにインターネッ

ト接続を必要としていたが、本事業では地図情報の取得をローカル PC から行えるよう実装した

ため、モニタリングポストの測定値の表示以外の機能がオフライン環境においても利用可能とな

った。 
 

3.1.6 測定データの CSV出力機能 
 昨年度事業では、本事業での測定データを取り込むのみであったが、各自治体が所有する生活

行動パターン情報システムを用いて本事業の測定データが利用できるよう、測定データの CSV
出力機能を実装した。 
 
3.1.7 シミュレーション機能の拡張 
 本事業では、地図上から任意の地点を選択し、その地点の空間線量を自動計算する機能と、任

意の地点間の移動経路を自動検索して表示する機能を実装した。画面を図 3.1.7-1 へ示す。また、

移動経路上に任意の途中経由地点を追加し、自由に経路を設定できることとした。なお、本画面

には屋内及び屋外の別を選択する項目があり、屋内が選択された際には、追加地点の空間線量率

は以下の計算式にて自動計算されるものとした。 
屋内における追加地点の空間線量率[ /ℎ]

= 追加地点の空間線量率[ /ℎ]−バックグラウンド値[ /ℎ] × 0.4
+ バックグラウンド値[ /ℎ]⋯ (1) 

また、移動手段ごとに低減係数*3が設定されており、以下の計算にて移動経路の空間線量率が

計算されるものとした。 
移動経路の空間線量率[ /ℎ] = 追加地点の空間線量率[ /ℎ] × 移動手段ごとの低減係数⋯ (2) 
 

                                                   
3 屋外に対する屋内や車内の空間線量率の割合。建築物、乗り物のフレーム等による遮蔽や、建

築物の場合は床下に汚染がないことを考慮し、屋外の線量率に低減係数を乗じて、屋内や車内

の線量率を推定する。 
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図 3.1.7-1 地点検索画面 

 
3.1.8 当該事業における結果報告書の出力機能の拡張 
 昨年度事業では、当該事業における結果報告書を出力する際には、対象ユーザを 1 名ずつ選択

し、印刷機能にて出力する必要があった。本事業では、過去の結果報告書を PDF でファイル出

力できる他、一覧画面から選択した対象ユーザの結果報告書を一括で PDF 出力できる機能を開

発した。画面を図 3.1.8-1 へ示す。 

 
図 3.1.8-1 対象者一覧画面における結果報告書の一括 PDF 出力 
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3.2 タブレット版生活行動パターン情報システム 
3.2.1 目的 

測定自治体及び測定対象者等が、当該事業において出力した結果報告書の確認と、JAEA にお

いて作成された統合データを用いて任意の生活行動パターンにおける被ばく線量を推定するこ

とにより、被ばく線量についての説明や行動選択のきっかけを提供することを目的とする。 
 

3.2.2 前提とするタブレットデバイス 
 本事業にて開発するタブレット版生活行動パターン情報システムは、ASUS の ZenPad 3S 10 
LTE(Z500KL-BK32S4)上での動作を保証し、ネットワーク接続を必要としない構成としている。 
 
3.2.3 機能概要 

タブレット版生活行動パターン情報システムの機能概要を図 3.2.3-1 へ示す。実装した機能に

ついて、次節以降に述べる。 

 
図 3.2.3-1 タブレット版生活行動パターン情報システムの機能概要 

 
3.2.4 JAEAの統合データのメッシュ表示機能 
 本機能は、JAEA において作成された統合データを地図上にメッシュで表示するものである。

メッシュを表示した画面を図 3.2.4-1 へ示す。統合データが存在しない場所については、昨年度

の航空機モニタリング事業において得られた測定データにより補完している。当該データは

250m のメッシュデータであるため、統合データと比較してメッシュサイズが粗く表示される。 
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図 3.2.4-1 航空機モニタリングの測定データにより補完された統合データのメッシュ 
 
3.2.5 生活行動パターン入力機能 
 本機能は、利用ユーザが生活行動パターンを入力するものである。画面を図 3.2.5-1 へ示す。

プライバシー保護のため、基本情報は結果表示と印刷時のみ利用し、アプリケーション内へ記録

しない仕様とした。生活行動パターンを入力する際には、地点と滞在時間を指定し、地点登録ボ

タンより地図レイアウト機能（当該機能は次節に述べる）を呼び出して滞在場所を選択する。滞

在場所間の移動経路は地図レイアウト機能により自動検索され、その結果が本画面に移動手段の

アイコン付きで表示される。移動手段アイコンをタップすることで、移動手段を変更することが

でき、変更した移動手段の低減係数に従って、線量が自動で再計算される。移動手段のアイコン

変更時の動作を図 3.2.5-2 へ示す。 
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図 3.2.5-1 生活行動パターン入力画面 

 
図 3.2.5-2 移動手段の変更 
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3.2.6 地図レイアウト機能 
 本機能は、生活行動パターン入力画面において入力された滞在地点の位置を地図上から選択す

るためのものである。画面を図 3.2.6-1 へ示す。本画面には屋内及び屋外の別を選択する項目が

ある。屋内が選択された際には、追加地点の空間線量率は項 3.1.7(1)と同様の計算式にて自動計

算される。 
滞在地点が存在する状態で、新たな滞在地点を選択すると、両滞在地点間の移動経路が自動検

索され地図上へ表示される。移動手段は徒歩、車、自転車から選択できるが、駅から駅への移動

であった場合のみ、移動手段に電車が選択可能となる。電車が選択された場合、移動経路が再検

索され、地図の線路上に表示される。電車が選択された際の画面を図 3.2.6-2 へ示す。なお、移

動手段ごとに低減係数が設定されており、項 3.1.7(2)と同様の計算式にて移動経路の空間線量率

が計算される。 

 
図 3.2.6-1 地点登録画面 

 
図 3.2.6-2 電車を選択した際の移動経路 
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3.2.7 シミュレーション結果出力機能 
 本機能は、利用ユーザが生活行動パターン入力画面にて入力したシミュレーション情報を、グ

ラフにより結果表示するものである。画面を図 3.2.7-1 へ示す。本画面は、時間ごとの空間線量

率、場所ごとの滞在時間割合、滞在時間の割合、積算線量の割合をグラフにて表示する。年間の

追加被ばく線量が 1mSv 未満である場合は緑色で、1mSv 以上であった場合は赤色で利用ユーザ

に示す。年間の追加被ばく線量が 1mSv 以上であった場合の表示例を図 3.2.7-2 へ示す。放射線

被ばくの早見表リンクをタップすると、放射線被ばく量の参考値が確認できる。放射線被ばくの

早見表を図 3.2.7-3 へ示す。 
 

 

図 3.2.7-1 シミュレーション結果画面 
 

 

図 3.2.7-2 年間の追加被ばく線量が 1mSv 以上の場合 
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図 3.2.7-3 放射線被ばくの早見表 

 
3.2.8 アーカイブ閲覧機能 
本機能は、当該事業における過去のシミュレーション結果を振り返るためのものである。画面

を図 3.2.8-1 へ示す。年度、自治体名、対象者 ID から検索が可能であり、検索結果から対象ユー

ザを選択し、結果確認ボタンをタップすることで、過去の結果報告書が PDF で閲覧できる。 

 
図 3.2.8-1 これまでの測定結果一覧画面 

 


