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表紙図提供：東京工科大学 竹島由里子様 

表紙図は、構造解析のための協調的可視化環境のシステム図です。 

本システムでは、可視化の専⾨家でないユーザでも、対象とするデータや可視化⽬的に適した可視化 

結果を容易に得られること、そして可視化処理によって得られた画像と、 対象データおよびパラメ 

タ値、可視化処理の履歴、得られた知⾒などを関連付けて⼀括管理する環境をユーザに提供します。 

これにより、可視化に要するユーザの負荷が軽減できることや、⼈為的なミスによる情報損失や誤り 

などをなくすことが期待できます。 



1 
 

 

 

 

計算科学技術部会長挨拶 

「計算科学技術の役割と今後への期待  

～計算科学技術部会の活動を通して～」 

 

  

今年度、第 15 代部会長を拝命いたしました。一年間、部会員の皆様とともに当部会の発展に

寄与できるよう尽力する所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

発足して 14 年目を迎える当部会では、原子力分野における計算科学技術の発展への貢献を

目的とし、これまでさまざまな視点から活動に取り組んでまいりました。2002 年秋の大会（いわき明

星大学）において設立総会が開催され、計算科学技術部会は「原子力学会の多くの部会（縦糸）

を計算科学技術の横糸で繋ぐ部会」として発足、初代矢川元基部会長を中心に活動を開始いた

しました。秋の大会や春の年会で主催する企画セッションばかりが注目されがちですが、地道な

活動も継続してまいりました。発足当初よりさまざまな専門委員会を立ち上げ、計算結果評価法研

究専門委員会、大規模シミュレーション研究専門委員会、原子力耐震計算科学特別専門委員会、

原子力コード特別専門委員会、原子力システムにおけるハイエンドコンピューティング研究専門

委員会、そして、シミュレーションの信頼性 WG などの活動を展開してまいりました。シミュレーショ

ンの信頼性 WG の活動は、近く出版が予定されている「シミュレーションの信頼性確保に関するガ

イドライン 201X」につながっているのはご承知の通りです。また、2003 年より熱流動部会と合同で

開催してきた Dr.フォーラムは、次世代を担う若手研究者に学位取得を機会に講演していただき、

討論を通じて相互の啓発と会員の交流を進め、今後の活躍を応援する目的で企画されたもので

す。最近名称を若手交流フォーラムとあらため、企画側も若手を中心とする活動を継続していま

す。 

巻頭言 

日本原子力研究開発機構 

 西田明美 
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2011 年の東北地方太平洋沖地震から 5 年、原子力分野を取り巻く情勢は地震前後で大きく変

化し、現在も厳しい状況が続いています。地震や津波などの自然災害への対応は、想定範囲を

決め難く、さまざまな課題を抱えています。適切なシナリオの想定とそこに潜在する不確実さの把

握、そして低減に努めることが重要であり、そのために多様なシナリオを想定可能な計算科学技

術が大きな役割を果たせるものと考えています。 

 

また、この 5 年間で原子力規制委員会による新規制基準の整備が進み、特に外的事象（外部

ハザード）に対する対応強化がなされました。2013 年 6 月制定の「原子力発電所の竜巻影響評

価ガイド」や 2014 年 9 月制定の「実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガ

イド」等においては、飛翔体衝突による原子力施設への影響評価を行うことを要求しています。こ

れらの分野においても計算科学技術を用いたシミュレーションは大きな威力を発揮できることが期

待されます。このような状況を鑑み、今年度の秋の大会（久留米）では、当部会の企画セッションと

して「外部ハザード評価のための数値解析」を企画いたしました。地震については過去の企画セッ

ションで企画したこともあり、今回の企画セッションでは、津波、竜巻、航空機衝突の 3 事象を対象

としたシミュレーション評価についてそれぞれの専門家によるご講演を頂戴する予定です。ぜひ多

くの皆様にご聴講いただき、計算科学技術の活用についてご議論いただけることを期待いたして

おります。 

 

最後になりましたが、部会員の皆様のかねてからの当部会へのご協力に厚く御礼申し上げると

ともに、当部会の今後益々の発展のためにさらなるご協力を賜りたく、ここに深くお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

以上 
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第 13回（２０１5年度）日本原子力学会 

計算科学技術部会 部会賞 贈賞報告 

  
部会メーリングリストおよび部会ホームページを通して、本年度部会賞候補者の募集を平成 27 年 12 月 25 日

（金）締め切りで行ないました。その結果、部会功績賞、部会業績賞、部会 CG 賞、部会奨励賞、部会学生優秀

講演賞に複数名の推薦がありました。 

 推薦者の推薦書、業績（論文、予稿、部会のセッションでの聴講者の評価シート等）をまとめ、平成 27 年 1 月 7

日（水）に表彰小委員会を開催し慎重に審議致しました。その選考結果を同日開催された部会運営委員会にお

諮りし、最終的に、部会功績賞 1 件、部会業績賞 1 件、部会 CG 賞 1 件、部会奨励賞 1 件、部会学生優秀講

演賞 2 件を決定させていただきました。その結果は以下の通りです。 

 

部会功績賞 

受 賞 者 名： 中島 憲宏 氏（日本原子力研究開発機構） 

業 績 名： 「原子力工学における原子力プラントの構造解析と耐震解析技術への貢献」 

(英訳) Contributions to the development of structural analysis and earthquake proof 

analysis on nuclear facilities in computational science and engineering 

贈 賞 理 由：  

中島憲宏氏は下記のように、原子力工学における原子力プラントの構造解析と耐震解析技術への

多大な貢献があるとともに、計算科学技術部会の設立、部会の総務活動を通した部会活性化、部会

員の増強、運営に携わり、計算科学技術部会及び日本原子力学会への顕著な貢献があり、ここに部

会功績賞として推薦するものである。 

これまでの研究活動において、原子力プラントの構造物の解析技術に関して先駆的な研究を推進

し、計算科学の観点から耐震研究の発展に努めてきた。複雑な組立構造物である原子力プラントを

解析する手段として、設計形状を解析のために簡易モデル化することなく、３次元設計対象形状を

あるがままに解析可能とする仮想振動台システムの基礎を確立した。また、当該システムに構造物

を部品単位で扱う組立構造解析を取り入れたことで複雑現象の詳細解析が可能となり、解析結果の

分解能の向上に寄与している。研究成果は、日本原子力学会論文誌、機械学会論文誌、電気学会論

文誌、高度計算科学の国際会議などで公表され、それらにより優秀賞等を受賞するとともに、多数

の招待講演を国内外から受けている。また、日米原子力協定や日仏原子力協定、OECD/NEA 及びデ

ータバンク等の国際協力活動において、計算科学分野の議長等を務め、国内外の活動を取りまとめ
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るとともに、共同研究等を推進し、耐震シミュレーションや原子力計算科学技術の発展に貢献した。 

以上の理由から部会功績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会業績賞 

受 賞 者 名：中村 秀夫 氏（日本原子力研究開発機構） 

業 績 名：「軽水炉事故現象のスケーリング検討に係る解析および支援実験での貢献」 

贈 賞 理 由： 

中村秀夫氏は、1983 年に旧日本原子力研究所で ROSA 計画による安全研究への関与を開始し、

以後一貫して高温高圧蒸気・水二相流の実験、軽水炉のシステム挙動実験と安全解析コードのモデ

ル検証、CFD 解析等に携わり、当該分野の発展に大きく貢献した。また、同氏がリーダーとして推

進した世界 大の PWR 模擬試験装置 LSTF を用いた OECD-NEA 国際共同研究の ROSA プロジェク

トでは、条件が大きく異なる独 AREVA の PKL 実験とのカウンターパート実験を含め、現象のスケ

ーリングが炉心冷却に大きな影響を及ぼしうることを、実験と解析の両面で明らかにした。解析コ

ードによるシミュレーション技術の信頼性向上に不可欠である、スケーリングが予測に及ぼす影響

（不確かさ）等の課題解決には、実験による解析コードの妥当性確認が不可欠であり、原子力安全

及び計算科学技術分野における同氏の貢献は大なるものがある。 

以上の理由から部会業績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会奨励賞 

受 賞 者 名：鈴木 正昭 氏（東京大学大学院） 

業 績 名 ：「極限荷重に対する信頼性に基づく限界強度評価法の開発」 

(英訳) Development of reliability-based limit strength evaluation methods against extreme 

loadings 

贈 賞 理 由： 

鈴木正昭氏は、設計想定を超える極限荷重に対して、荷重・応答・強度の不確実性を考慮した上

で解析を活用する、信頼性に基づく原子炉構造物の限界強度評価の枠組みを提示した。 

 福島原子力発電所事故以降、設計想定を超える状態に対する「異常の緩和」のための対策への重

点的取り組みが求められている。低頻度で不確実性の大きい設計想定外事象に対して合理的で有効

な対策を実行するには、 適評価に不確実性を考慮した現実的事故シナリオにおいて脆弱点を解明

し改善する必要がある。一方で、シビアアクシデントや過大地震など設計想定を超える極限荷重に

対しては、原子炉構造物の壊れ方は必ずしもはっきり分かっていない。 

 本研究は、設計想定を超える状態で考えられる破損モードに対して、非弾性解析を活用した 適
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評価に荷重・応答・強度の不確実性を考慮した、信頼性に基づく限界強度評価の枠組みを構築する

ものである。高温内圧荷重・高温外圧荷重・過大地震荷重に対する主要な破損モードについて、信

頼性に基づく限界強度評価法の開発を行っている。極限荷重に対する原子炉構造物の壊れる場所、

順番、破損モードの評価をもって現実的事故シナリオの同定に寄与するものである。 

 鈴木氏は、構造物の信頼性評価に係る国内外の基準（ISO、JIS、学会基準）の策定活動に参画し

ており、シミュレーションの信頼性評価およびその活用の観点からも計算科学技術分野における今

後の活躍と貢献が期待できる。 

以上の理由から部会奨励賞を贈呈することを決定した。 

 

部会 CG 賞 

受 賞 者 名： 室谷 浩平 氏（東京大学） 

業 績 名：「粒子法による東日本大震災の 3 次元津波遡上解析の可視化」 

(英訳) Visualization of Three-dimensional Tsunami Run-up Analysis for the Great East Japan 

Earthquake using Particle Method 

贈 賞 理 由： 

室谷氏は、粒子法を用いて東日本大震災における津波遡上の大規模 3 次元解析を行い、その結果

を可視化し、ムービーを作成した。粒子法はメッシュを用いる必要がないため、複雑形状である建

屋内への浸水や、浮遊物を伴う浸水の解析に適している。日本原子力学会 2015 年春の大会では、

福島第一原子力発電所における遡上解析を、東西 3200m、南北 3600m の領域に対して、2.5 億粒子

を用いて実施し、可視化した。このように室谷氏は、粒子法における大規模並列計算を効率的に行

う技術を開発するとともに、これを 3 次元津波遡上解析に適用して実際にも有用であることを可視

化によって示した。 

以上の理由から部会 CG 賞を贈呈することを決定した。 

 

部会学生優秀講演賞 

受 賞 者 名：境 正俊 氏 （東京大学大学院） 

業 績 名：「白金族粒子を含む溶融ガラススラリーの排出過程の数値解析」 

(英訳) Numerical evaluation of discharging process of molten glass slurry including platinum 

metals 

贈 賞 理 由： 

高レベル放射性廃液処理において、溶融ガラススラリーに含まれる白金族粒子がガラス溶融炉底

部に堆積して、溶融ガラスが適切に排出できなくなる可能性が指摘されている。ガラス溶融炉の高
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度化に向けて、境氏らは、Discrete Element Method（DEM）と Moving Particle Semi-Implicit（MPS）

を連成した数値解析手法（以下、DEM-MPS 法と記す）を用いて、簡素化されたガラス溶融炉の体

系における高粘性スラリーの排出過程の数値シミュレーションを実行した。DEM-MPS 法では、従

来の MPS 法とは異なり、圧力を陽的に解くことで計算負荷を軽減した。また、粘性項を陰的に計

算したことで、高粘性流体の挙動の計算負荷を著しく低減することに成功した。検証解析を通じて、

DEM-MPS 法により溶融ガラススラリーの挙動を精度よく模擬できる可能性が示された。今後、

DEM-MPS 法の現実的な体系への応用が期待される。このように、本数値解析技術は、ガラス溶融

炉の高度化に大きく貢献するものと考える次第である。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名：平林 潤一 氏（東京大学大学院） 

業 績 名：「分子シミュレーション妥当性検証のための照射欠陥形成過程の定量化」 

(英訳) Defect formation process for validation of molecular simulations 

贈 賞 理 由： 

平林潤一氏は、加速器連結型走査トンネル顕微鏡を用いて、金属表面に形成する照射欠陥をナノ

スケールで観察する手法を構築した。また、様々な照射条件での照射欠陥の形状と密度を定量化し、

分子シミュレーションと直接比較しうる実験データの取得に成功した。原子炉構造材料の劣化を予

測するマルチスケールモデリングにおいて、分子動力学法は微小スケールの現象を解明する手法と

してこれまで広く用いられてきたが、本研究により、高エネルギー付与下における照射欠陥形成過

程を再現する分子動力学法の妥当性検証が可能となった。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名：林 祐二郎 氏（東京大学大学院） 

業 績 名：「軽水炉炉内構造材料に発生する照射劣化挙動予測のための微視的変化に関する研究」 

(英訳) Nano-scale phenomena that induce irradiation degradation of in-core structural materials in 

light water reactors 

贈 賞 理 由： 

林祐二郎氏は、軽水炉炉内構造材料として使用されるオーステナイト鋼を対象とし、その支配的

な照射下ミクロ組織である格子間原子集合体の形成に伴う機械的特性変化を予測するモデルの構

築を行った。特に、照射誘起応力腐食割れ発生の材料因子である局所的塑性変形帯に関して、分子

動力学法を用いた系統的な計算により、その形成過程のメカニズムを解明した。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 
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受 賞 者 名：桂 也真人 氏（東京大学大学院） 

業 績 名：「地震荷重によって発生する機器・構造物の進行性変形機構に関する研究」 

(英訳) Progressive Deformation of Component and Structure of Nuclear Power Plant under 

Seismic Loading 

贈 賞 理 由： 

桂氏は、地震によって構造物に発生する進行性変形という現象に着目し、極限荷重を模擬した試

験を行った点、および試験結果より進行性変形の発生条件を熱ラチェット変形との類似性に基づき

評価した点に研究の独自性が認められる。 

また、振動荷重によって構造物に発生する応力の特性を、周波数に関連付けて一次応力的か二次

応力的であるかという独自の視点での分類を行った点にも独自性が認められる。 

さらに研究を進めることで、巨大地震発生時の原子炉構造物の挙動を把握し、より効果的な減災

の策を講じることを容易にするための一助となる。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 

 

部会功労賞 

受 賞 者 名：中村 均 氏（原子力規制庁） 

業 績 名：「工学シミュレーションの V&V ガイドラインの策定に関わる貢献」 

(英訳) Contribution to Development of V&V Standard for Engineering Simulation 

贈 賞 理 由： 

中村氏は、部会の活動を通してＶ＆Ｖ「検証（Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と妥当性確認（Ｖａｌｉｄａｔｉ

ｏｎ）」の考え方、モデリング＆シミュレーションの方法論とシミュレーションの予測性能、誤差

の要因等に関する研究、調査等に従事し、日本における工学シミュレーションの V&V の発展に先

導的役割を果たした。またその成果を学会全体に普及するため日本原子力学会標準委員会「シミュ

レーションの信頼性」分科会(A2SC-9)において、2012 年 8 月の発足時から 2015 年 2 月まで幹事を

務め、2015 年 12 月 11 日に制定に至った V&V ガイドラインの策定に大きく貢献した。さらには、

得られた成果を書籍や講演を通して多くの人に提供し、本分野の発展に貢献した。 

また、平成 22 年度、23 年度に計算科学技術部会総務小委員を務め、部会の発展に貢献した。 

以上の理由から部会功労賞を贈呈することを決定した。 

 

（以上） 
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部会功績賞 

日本原子力研究開発機構 

中島 憲宏氏 

部会業績賞 

日本原子力研究開発機構 

中村 秀夫氏 

部会奨励賞 

東京大学大学院 

鈴木 正昭氏 
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  部会学生優秀講演賞 

東京大学大学院 

平林 潤一氏 

部会 CG 賞 

東京大学  

室谷 浩平氏 

部会学生優秀講演賞 

東京大学大学院 

境 正俊氏 
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部会学生優秀講演賞 

東京大学大学院 

林 祐二郎氏 

部会学生優秀講演賞 

東京大学大学院 

桂 也真人氏 

部会功労賞 

原子力規制庁 

中村 均氏 
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2016 年春の年会・計算科学技術部会全体会議 

開催報告 

 

１．日時：平成28年3月26日（土） 12:00～13:00 

２．場所：東北大学 川内キャンパス（日本原子力学会2016年「春の年会」B会場） 

３．議事次第 

平成27年度部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

全体会議 

１）部会長挨拶 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務小委員会 

b. 企画小委員会 

c. 広報小委員会 

d. 出版・編集小委員会 

e. 経理小委員会 

３）次期役員選出 

４）その他 

５）次期部会長挨拶 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

（１）平成27年度部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

笠原部会長から部会表彰の趣旨説明、選考過程説明、選定理由の説明が行われ、部会賞表彰が行わ

れた。受賞者は以下の7件9名である。 

部会功績賞 中島 憲宏 氏 （日本原子力研究開発機構） 

部会業績賞 中村 秀夫 氏 （日本原子力研究開発機構） 

部会奨励賞 鈴木 正昭 氏 （東京大学大学院） 

部会CG賞 室谷 浩平 氏 （東京大学） 

部会学生優秀講演賞 境 正俊 氏 （東京大学大学院） 

部会学生優秀講演賞 平林 潤一 氏 （東京大学大学院） 
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部会学生優秀講演賞 林 祐二郎 氏 （東京大学大学院） 

部会学生優秀講演賞 桂 也真人 氏 （東京大学大学院） 

部会功労賞 中村 均 氏 （原子力規制庁） 

（２）全体会議 

０）開会 

西田総務小委員長の司会により全体会議が開始された。 

１）部会長挨拶 

笠原部会長より挨拶がなされた。 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

各小委員会の委員長より今年度活動報告と次年度活動計画報告がなされた。 

３）次期役員選出 

次期役員として、以下の4名を選出した。 

部会長 西田 明美 （日本原子力研究開発機構） 

副部会長 大塚 雅哉 （日立製作所） 

副部会長 巽 雅洋 （原子力エンジニアリング） 

副部会長 笠原 直人 （東京大学） 

また、各小委員会の委員長を選出した。 

総務小委員会 鈴木 喜雄 （日本原子力研究開発機構） 

企画小委員会 伊藤 啓 （日本原子力研究開発機構） 

広報小委員会 高田 孝 （日本原子力研究開発機構） 

出版・編集小委員会 町田 昌彦 （日本原子力研究開発機構） 

経理小委員会 光安 岳 （日立製作所） 

表彰小委員会 西田 明美 （日本原子力研究開発機構） 

部会等運営委員会委員 伊藤 啓 （日本原子力研究開発機構） 

４）その他 

「シミュレーションの信頼性分科会」幹事 田中氏より、「シミュレーションの信頼性確保のためのガイドライ

ン」（昨年12月制定）について、発行に向けた最終手続き（使用許諾手続き）を実施しているとの報告が

なされた。今年前半には発行できる見通しとのこと。笠原部会長より、今後、実際への適用ということを念

頭に研究成果が進むことを期待したいとのコメントが出された。 

５）次期部会長挨拶 

西田次期部会長より挨拶がなされた。 

以上 
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2016 年秋の大会・計算科学技術部会全体会議 

開催案内 

  
１． 日時：2016年9月8日(木)  12：00～13：00 

２．場所：久留米シティプラザ （日本原子力学会2016年「秋の大会」L会場） 

 

３．議事次第 

全体会議 

１）部会長挨拶 

２）小委員会活動報告 

a. 総務小委員会 

b. 企画小委員会 

c. 広報小委員会 

d. 出版・編集小委員会 

e. 経理小委員会 

f. 表彰小委員会 

g. 学会事故調 

３）その他 
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2016 年秋の大会・計算科学技術部会一般セッション 

開催案内 

 

○計算科学技術（材料の分子計算および核分裂・MA 燃焼の解析技術） 

2016 年 9 月 8 日（木）10:20～12:00  L 会場 （座長：電中研 江口 譲） 

 

2L01：ジルコニウム中溶質元素の第一原理計算  

  *板倉 充洋 1、沖田 泰良 2（1.JAEA、2.東大）  

2L02：保存的上昇運動を取り入れた結晶欠陥相互作用のモデル化  

  *早川 頌 1、沖田 泰良 2、愛知 正温 2、板倉 充洋 3（1.東大、2.東大、3.JAEA）  

2L03： MD 法による中性子照射下結晶欠陥形成過程に及ぼす材料物性の影響に関する検討  

  *沖田 泰良 1、Yang Yingjuan2、板倉 充洋 3（1.東大、2.東大、3.JAEA）  

2L04： MD 法を用いた原子空孔集合体-転位相互作用に及ぼす積層欠陥エネルギーの影響解明  

  *土井原 康平 1、沖田 泰良 2、板倉 充洋 3（1.東大、2.東大、3.JAEA）  

2L05： TDDFT による 236U の核分裂ダイナミクスの計算  

  *岩田 順敬 1、千葉 敏 1（1.東工大）  

2L06：教育用 FBR プラント設計プログラムの MA 燃焼機能の追加  

  *笠原 直人 1、高橋 忠男 2（1.東大、2.FBR 高等研） 

 

○計算科学技術（地震その他の外部ハザードの材料・構造への影響） 

2016 年 9 月 8 日（木）14:45～16:05  L 会場（座長：東大 沖田泰良） 

 

2L07：斜め衝突を受ける RC 版の局部損傷評価手法に関する研究  

  柔飛翔体の衝突による貫通現象の検討  

  *西田 明美、太田 良巳、坪田 張二 （JAEA）  

2L08：原子力プラントの包括的安全性向上のための地震時クリフエッジ回避技術の開発  その

2:建屋システムと原子炉容器・配管の検討  

  *崔 炳賢 1、西田 明美 1、郭 智宏 1、山野 秀将 1、高田 毅士 2（1.JAEA、2.東大）  

2L09：原子力施設の耐震評価のための組立構造解析結果の大規模分散並列可視化  

  *郭 智宏 1、西田 明美 1、崔 炳賢 1、中島 憲宏 1（1.JAEA）  
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2L10：過大地震荷重下における振動数に着目した進行性変形の発生条件  

  *酒見 亮太 1、桂 也真人 1、Bari Md Abudulla Al1、佐藤 拓哉 1、笠原 直人 1 

  （1.東大）  

2L11： PTS 時における圧力容器内き裂の応力拡大係数の部位依存性評価  

  *阮 小勇 1、中筋 俊樹 1、森下 和功 2（1.京大、2.京大） 

 

○計算科学技術（熱流動現象の数値解析） 

2016 年 9 月 8 日（木）16：05～17：25  L 会場（座長：東大 笠原直人） 

 

2L12：竜巻風速場モデルから導出される気圧変化率の数値解析精度  

  *江口 譲 1、村上 貴裕 1、服部 康男 1、平口 博丸 1（1.電中研）  

2L13：流れ加速型腐食に対する RANS による形状係数予測に関する研究  

  *恒吉 達矢 1、伊藤 高啓 1、辻 義之 1（1.名大）  

2L14：原子炉事故解析に向けたマルチフィジクス粒子法コードの開発  

  (2)空気中における噴出水の飛散挙動解析への適用  

  *稲垣 健太 1（1.電中研）  

2L15：核融合シミュレーションコードの GPU クラスタにおける高性能実装  

  *松本 和也 1、朝比 祐一 2、伊奈 拓也 1、井戸村 泰宏 1 

  （1.JAEA、2.CEA Cadarache）  

2L16：多相流体問題における省通信 Krylov 部分空間法の性能評価  

  *真弓 明恵 1、井戸村 泰宏 1、山田 進 1、伊奈 拓也 1、山下 晋 1（1.JAEA） 
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2015 年秋の大会・計算科学技術部会セッション 

開催案内 

 

 「外部ハザード評価のための数値解析」 

日時： 9 月 8 日（木） 13:00～14:30  L 会 場 

座長：西田明美（JAEA） 

 

1. 全体概要 （JAEA）西田明美

2. マルチスケール粒子法による構造物に作用する津波力評価 （九大）浅井光輝 

3. 竜巻飛来物ハザード評価におけるシミュレーション利用の現状 （電中研）江口譲 

4. 航空機衝突に対する原子力発電施設の耐衝撃設計 （JAEA）坪田張二
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放射性物質モニタリングデータべースの紹介 

 
日本原子力研究開発機構 関 暁之 

 

１．はじめに 

2011 年 3月に起こった東日本大震災を原因とする東京電力福島第一原子力発電所事故から早いもので 5年

が経過した。しかし、放射線量は確実に減ってきているものの、まだ広い地域で帰還困難区域が存在してお

り、安全に生活できるレベルまで放射線量が下がるのを多くの人々が待っている。また、今回の原子力事故

で放出された主要な放射性物質が水に吸着しやすいセシウムということもあり、水の流れにともなったセシ

ウムの移動による新たなホットスポットの出現が懸念される。そこで今後も関係省庁および地方自治体を中

心とした環境モニタリングを継続していくことが必要であり、その測定データは膨大な量に達することが予

想される。 

これら測定データが増大していくに伴い、単に数値データだけで放射線量の分布状況を把握することが非

常に困難になってきた。また膨大な測定データを解析し、そこから新たな知見を得たいという取り組みも増

えてきた。そこで日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構）は、これらデータを整理し、より分かりや

すい放射性物質の分布状況の情報を提供すべく、環境モニタリングの測定データを纏めた新たなデータベー

スを構築した。ここではこのデータベースについて紹介する。 

 

2．データベース構築の経緯 

原子力施設から放出された放射性物質の分布状況の正確な把握は、地域住民の安全を確保しつつ適切な対

策をたてるため、事故直後から重要とされてきた。その中で文部科学省は、複数の大学及び研究機関と協力

し、いち早く広域かつ均一な手法による測定を行う事業を実施した[1、2、3]。この事業には、事故直後に測

定した貴重なデータを長期にわたり保存し、原子力災害の対策に有効に活用できるように整備する目的も含

まれていた。そこで原子力機構はこの事業の実施機関となり、得られた空間線量率の測定結果や土壌・河川・

地下水等の分析結果、さらに航空機によるモニタリング事業による測定結果を収集・統合して将来にわたり

継続的に公開していく「放射性物質の分布状況等調査データベース」を構築し、2012 年 9 月に測定データを

公開した[4]。 

一方、文部科学省以外の関係省庁や地方自治体も原子力事故以来、多くの環境モニタリング調査を実施し

一言一語 
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ており、これらの活動は、関係機関によって組織されたモニタリング調整会議において定めた「総合モニタ

リング計画」により、効率的かつ十分な環境モニタリングが実施されているところである[5]。これら測定デ

ータも、放射性物質の現状分布の把握や将来予測に不可欠な貴重なデータであるが、各実施機関により独立

なサイトで公開されているため、インターネット上に測定データが散在した状況だった。また、各実施機関

の目的にあわせて PDF による独自の形式で公開されていたため、その測定データをユーザが利用する際は、

データを整形しなおす必要があった。そこで原子力規制庁は、放射性物質の分布状況等調査データベースを

引き継ぎ、関係省庁及び地方自治体等によってこれまでに公開されてきた種々の環境モニタリングの測定結

果についても一元的に管理、公開する事業を立ち上げ、原子力機構が実施機関となり 2013 年 11 月に「環境

モニタリング等データベース」を構築した[6、7]。 

この環境モニタリング等データベースは、主に CSV ファイル（レコード数が多いものについては KML ファ

イル）を整備し提供するものであった。しかしながら、事故後 5 年が経過し、これらの測定結果は膨大なも

のとなり、その全体の傾向を把握するのは、数値データを見るだけではもはや困難となってきている。そこ

で原子力機構は、これまでのデータベース構築の知見を活かし、これら膨大なデータを地図やグラフなどに

可視化することで、容易に分布状況の把握を可能とする「」を独自に構築した。このデータベースは、ウェ

ブサイト「放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト」において 2015 年 2 月より公開を開始してい

る状況である[8]。 

 

3．放射性物質モニタリングデータベースの主な特徴 

前節で述べたように、放射性物質モニタリングデータベースでは、収集した膨大な測定データを公開する

際は、単に数値データではなく、データを可視化することで放射性物質の分布状況を直観的に把握しやすく

するのが目的である。また、これらデータを再利用しやすく整形し、復興対策や解析に役立つようにするこ

とも目的としている。この放射性物質モニタリングデータベースは、主に次の 3つの特徴がある。 

 

イ) 放射性物質の分布状況を俯瞰できるマップの表示  

 地域住民や国や地方自治体の復興支援担当者など、必ずしも原子力研究の専門家ではない方もこの

データベースを利用することを想定し、放射性物質の分布状況を俯瞰できるマップを整備している。

このマップの作成においては領域や凡例をできるだけ統一することで、異なる目的で測定された結果

の相互比較が直感的にできるようにしている。例えば、居住地域を対象とした測定データと非居住地

域を対象とした測定データの違いが、マップを並べるだけで理解することができる。このマップの利

用方法については、図 1で紹介する。 

 

ロ) 放射性物質の経時変化を確認できるグラフの表示  
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 同じ測定地点で継続的に測定されているデータについて、経時変化を確認できるグラフを提供して

いる。このグラフは一つの測定地点における放射線量の変化を確認できるのはもちろんであるが、複

数の測定地点を選択することで、各測定地点における放射線量の変化の違いを容易に比較できるよう

にしている。この機能により、例えば都市部では放射性物質が確実に減ってきているが、原子力事故

施設付近では未だに放射性物質の濃度が高いなどの様子がわかる。このグラフの利用方法については、

図 2で紹介する。 

 

ハ) 測定データの再利用に適したダウンロードファイルの提供 

 測定実施機関により公開されたデータの再利用を促進するため、CSV ファイル、KML ファイル、XML

ファイルの形式で測定データをダウンロードできるようにしている。CSV ファイルや KML ファイルは、

ユーザが解析等に利用するアプリケーションに対応するように整備している。また、XML ファイルにつ

いては、人による可読性という点では劣っているが、コンピュータによる自動処理に適していること

から、放射性物質モニタリングデータベースと連携した様々な処理の自動化、効率化が図れるように

整備している。特にこの XML ファイルは、環境モニタリングに用いて分類された各々のデータに関す

る共通形式を原子力機構が定め、その形式に基づいてデータを纏めている[7]。 

 

 これらの特徴以外にも測定実施機関がデータを公表した際の資料などの関連ファイルや、実際に測定実施

機関の Web サイトなどの参考リンクも各測定データのポータルサイトとして纏めており、ユーザはこの放射

性物質モニタリングデータの情報公開サイトから欲しい情報が見つけられるようになっている。さらに、ユ

ーザが与えたキーワードを元にサイト内の情報を表示する検索機能や、ユーザからの質問に対応するページ

も整備し、データベースの利用促進に力を入れている。 

 

4．登録データの状況 

 この放射性物質モニタリングデータベースにおける測定データは、継続して測定されかつ信頼性の高いデ

ータを基本的に登録している。これら測定データは、調査対象が広範であるとともに調査項目も多岐にわた

っているため、ユーザが目的とするデータを見つけやすいよう 6 つのカテゴリー（空間線量率、陸水関連の

状況、大気の状況、土壌の状況、食物の状況、海域の状況）に分けて公開している。全都道府県の空間線量

率の測定結果や陸域、海域、大気中の放射能濃度の分析結果など、2016 年 8 月時点で総計 200 種類以上のデ

ータ種類が登録され、その総レコード数は、4 億点を超えており、膨大なデータが蓄積されている。データ

ベースに登録されている詳しいデータ種類については、表 1に纏めている。 

 また、これら空間線量率や放射能濃度のデータ以外に、それが測定された地域に関連する地理空間情報（標

高、土地利用、積雪等）の要望が多くあった。その要望に対応し、空間線量率や放射能濃度が地理空間情報
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と容易に対応できるように、領域や時期を分割して適応させた地理空間情報を同じデータベースで公開した。

これらデータについては、表 2に纏めている。 

  

5．今後の予定 

その他の機関でも空間線量率や放射能濃度に関するデータベースを整備し公開している[9]。しかし、それ

らデータベースは、その機関の目的にあわせたデータベースとなっており、放射性物質モニタリングデータ

ベースほど多種の測定データを網羅し、かつ、一般の方や専門家まで幅広いユーザ層が利用しやすい情報に

整備したデータベースはない。 

さらに今後は、図 3 で示した 3 つのレベルのデータベースを考慮し、放射性物質モニタリングデータベー

スの高レベル化を推進していく予定である。一つ目の段階は、環境モニタリングによる測定データの収集、

登録、管理、公開である。これは特定の機関が特定の時期に実施した測定結果（スナップショット）を集約、

公開していくものである。これにより居住地・田畑・山・海が現状どうなっているのか、過去どうなってい

たのかなどの情報を知ることができる。 

次の段階では、第一段階の情報に加え、複数の測定データ間や関連する地理空間情報等との相関に関する

結果など、複数のデータを用いて得られた情報を公開していく。また、スナップショットだけではなく、経

時変化傾向に関する情報（経時変化を生じさせる要因、その要因の影響度等）も併せて公開していく。これ

により居住地・田畑・山・海の状況がどのように変化してきたのか、その変化の原因は何か、他の事例と比

較して、変化傾向は同じなのかなどの情報にたどり着くことができる。 

そして 終段階として、モデルを導入することにより得られる経時変化要因を考慮した将来予測結果も公

開する。また、周辺線量当量からの被ばく線量予測結果についても公開する。山火事の影響評価、核種移行

評価する。これにより居住地・田畑・山・海の放射線量は今後どのように変化するのか、各個人の被ばく線

量はどの程度になるのか、避難住民はいつ安全に帰還できるのかなどの疑問に情報を提供していきたい。 

現状として放射性物質モニタリングデータベースは、第一段階のレベルに達し、第二のレベルについては

一部の測定データに対し対応し、第三段階のレベルについてはプロトタイプを作成している状況となってい

る。今後も帰還困難区域（警戒区域・計画的避難区域等）の見直しや放射性物質による環境影響の把握、適

切な除染対策等に貢献できるよう、放射性物質モニタリングデータベースの高度化を進めていく予定である。 
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1．情報公開サイト ホーム画面   

 

情報公開サイト ホーム画面では、調査項目が表示されます。

(a) 調査項目を選択してください。  

2. 登録データ一覧  

登録データ名、実施機関、実施期間、および概要が表示され

ます。  

(b)「マップ」と書かれている登録データ名を選択してくださ

い。  

 

3. データ表示画面   

サムネイル、概要、ダウンロードファイル、関連ファイル、

参考リンクが表示されます。  

(c) プルダウンで表示データ(d)の絞り込みが可能です。  

 

図 1 放射性物質の分布状況を俯瞰できるマップの利用方法(1/2) 
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(e) サムネイルが表示されている黒い領域をドラッグ操作す

るとフォーカスが左右に動きます。  

(f) サムネイルをクリックしてください。  

 

 

4. マップ（分布状況）表示画面  

 

 

マップ（分布状況）が拡大表示されます。  

(g) 左右移動ボタンを選択すると次のマップに移動します。 

(h) 「×」ボタンをクリックすると、「4. データ表示画面 」

に戻ります。  

 

図 1 放射性物質の分布状況を俯瞰できるマップの利用方法(2/2) 
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1. 情報公開サイト ホーム画面  

 

情報公開サイト ホーム画面では、調査項目が表示されま

す。  

(a) 調査項目を選択してください。 

2. 登録データ一覧  

 

登録データ名、実施機関、実施期間、および概要が表示

されます。 

(b)「グラフ」と書かれている登録データ名を選択してく

ださい。  

 

3. データ表示画面   

 

サムネイル、概要、ダウンロードファイル、関連ファイ

ル、参考リンクが表示されます。 

(c) プルダウンで表示データ(d)を絞り込み可能です。  

 

図 2 放射性物質の経時変化を確認できるグラフの利用方法(1/4) 
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(e) サムネイルが表示されている黒い領域をドラッグ操

作するとフォーカスが左右に動きます。  

(f) サムネイルをクリックしてください。 

4. グラフ（経時変化）表示画面   

 

初は、マップだけが表示され「測定地点を選択してく

ださい」と表示されます。  

 

 

(g) マップで測定地点を選択すると、グラフにデータが

追加表示されます。測定地点はマップとグラフで同じ色

に着色され、複数個選択可能です  

(h) 「×」ボタンをクリックすると、「4. データ表示画面 」

に戻ります。  

 

図 2 放射性物質の経時変化を確認できるグラフの利用方法(2/4) 



26 
 

 

(i) スライダで表示期間を選択できます。折れ線は、選択

した地点の測定値の時間変化を示します。  

 

  

 

(j) 表示期間(1m: 直近 1 か月、3m: 直近 3 か月、6m: 直

近 6 ヶ月、YTD: 新年 1 月 1 日から、1y: 直近 1 年)

を選択できます。 

  

 

(k) セレクタで、グラフに表示する対象（空間線量率測

定の場合の測定高さ、放射性物質濃度分析の場合の核種

など）を選択できます。  

 

  

 

(l) 地図または航空写真をクリックすることで、地形図、

航空写真をマップとして表示できます。  

 

図 2 放射性物質の経時変化を確認できるグラフの利用方法(3/4) 



27 
 

 

(m) S、M、L をクリックすることで、プロット点のサイ

ズを小、中、大を切り替えることができます。また、全

消去をクリックすることで、描画したグラフを消去し初

期状態に戻ります。  

 

図 2 放射性物質の経時変化を確認できるグラフの利用方法(4/4) 
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図 3 放射性物質モニタリングデータベースの高レベル化の方針 
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表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(1/7) 

 

調査項目名 レコード数 

第 1 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 61,743 

福島県及び近隣県の 2,200 箇所で測定された空間線量率の測定結果 2,181 

福島県及び近隣県の 2,200 箇所で採取された土壌試料の核種分析結果 2,181 

福島県内の河川から採取された河川水の核種分析結果 100 

福島県内の河川から採取された河底土の核種分析結果 20 

第 4 次航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 139,526 

第 4 次航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 139,526 

福島市南西部の 2km メッシュ内で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測定結果 30 

浪江町、川俣町等で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測定結果 16 

福島県内の井戸から採取された井戸水の核種分析結果 101 

福島県内の河川から採取された浮遊砂の核種分析結果 19 

モデル地域（川俣町山木屋地区周辺）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測

定結果 

9 

福島県及び近隣県（77 箇所）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測定結果 77 

警戒区域と計画的避難区域の航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 21,318 

警戒区域と計画的避難区域の航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 21,318 

都道府県別の航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 2,553,853 

第 1 次航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 137,468 

第 2 次航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 264,467 

第 3 次航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 137,946 

都道府県別の航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 2,553,853 

第 1 次航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 137,468 

第 2 次航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 264,467 

第 3 次航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 137,946 

第 5 次航空機モニタリング及び福島第一原子力発電所から 80km 圏外の航空機モニタリ

ングの空間線量率の測定結果 

658,088 

第 7 次航空機モニタリングの空間線量率の測定結果 139,526 

第 5 次航空機モニタリング及び福島第一原子力発電所から 80 km 圏外の航空機モニタリ

ングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 

658,088 

第 6 次航空機モニタリング及び福島第一原子力発電所から 80 km 圏外の航空機モニタリ

ングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 

735,466 

避難指示区域の航空機モニタリングの放射性セシウムの沈着量の測定結果 21,375 

東日本における空間線量率の測定結果 992 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内の空間線量率の測定結果 6,551 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内の空間線量率の測定結果 6,549 

第 2 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 177,816 

第 3 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 435,151 

ラジプローブによる空間線量率の測定結果 27,182 

第 4 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 695,446 

第 5 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 456,830 



30 
 

表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(2/7) 

ラジプローブによる空間線量率の測定結果 39,649 

第 1 次無人ヘリコプターによる福島第一原子力発電所から 3km 圏内の空間線量率の測定

結果 

476,876 

第 2 次無人ヘリコプターによる福島第一原子力発電所から 3km 圏内の空間線量率の測定

結果 

479,969 

無人ヘリコプターを活用した河岸における空間線量率の測定結果 831,724 

東日本における土壌へのガンマ線放出核種の沈着量の測定結果 1,016 

平成 23 年度調査ヨウ素 129 の分析を通じた土壌中ヨウ素 131 の放射能濃度分析結果 82 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌へのガンマ線放出核種の沈着量の測

定結果 

381 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌へのガンマ線放出核種の沈着量の測

定結果 

380 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌試料のプルトニウム 238,239+240,241

の分析結果 

97 

平成 24 年度調査ヨウ素 129 の分析を通じた土壌中ヨウ素 131 の放射能濃度分析結果 388 

東日本で採取された土壌試料のストロンチウム 89,90 の分析結果 63 

東日本で採取された土壌試料のプルトニウム 238,239+240 の分析結果 62 

東日本で採取された土壌試料のプルトニウム 241 の分析結果 62 

福島県内の河川から採取された河川水の核種分析結果 50 

福島県内の河川から採取された河川水の核種分析結果 114 

福島県内の河川から採取された河底土の核種分析結果 10 

福島県内の河川から採取された河底土の核種分析結果 20 

福島県内の河川から採取された浮遊砂の核種分析結果 10 

福島県内の河川から採取された浮遊砂の核種分析結果 136 

第 1 次無人ヘリコプターによる福島第一原子力発電所から 3km 圏内の放射性セシウムの

沈着量の測定結果 

476,876 

第 2 次無人ヘリコプターによる福島第一原子力発電所から 3km 圏内の放射性セシウムの

沈着量の測定結果 

479,969 

無人ヘリコプターを活用した河岸における放射性セシウムの沈着量の測定結果 753,965 

無人ヘリコプターを活用した河岸における放射性セシウムの沈着量の測定結果 77,757 

大口径コアサンプラを用いた、浪江町、川俣町等で採取された土壌中の放射性セシウム

の深度分布の測定結果 

11 

スクレーパープレートを用いた土壌中における放射性セシウムの深度分布の測定結果 84 

モデル地域（川俣町山木屋地区周辺）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測

定結果 

8 

モデル地域（川俣町山木屋地区周辺）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測

定結果 

16 

スクレーパープレートを用いた土壌中における放射性セシウムの深度分布の測定結果 85 

スクレーパープレートを用いた土壌中における放射性セシウムの深度分布の測定結果 85 

福島県及び近隣県（39 箇所）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測定結果 39 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所 20km 圏内の測定結果 9,597 

モニタリングカーを用いた固定測定点における空間線量率の測定結果 32,984 
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表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(3/7) 

福島市紅葉山局モニタリングポストにおける空間線量率の測定結果 999 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の 20km 以遠の積算線量結果について(ガラスバ

ッジによる測定) 

659 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の 20km 以遠の積算線量結果について(デジタル

線量計による測定) 

4,062 

電気事業連合会（関係各社）による積算線量の測定結果 3,095 

警戒区域及び計画的避難区域におけるモニタリング結果 3,446 

環境試料モニタリングの測定結果 2,105 

土壌モニタリングの測定結果 1,832 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の 20km 圏内の土壌中放射性物質濃度測定結果 79 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の 20km 圏内の空気中放射性物質濃度測定結果 312 

福島県学校等環境放射線土壌モニタリング実施結果 20 

福島県学校等環境放射線ダストサンプリング実施結果 20 

電気事業連合会(関係各社)によるダストサンプリングの測定結果 1,193 

陸土及び植物の放射性ストロンチウム分析結果 7 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所 20km 以遠における福島県による環境試料(雑

草、陸水、陸土)の測定結果 

21 

福島県における土壌（乾土）の放射線モニタリング調査結果 48 

福島県における土壌の放射線モニタリング調査結果 48 

文部科学省による海域モニタリング（海上の塵）の測定結果 127 

文部科学省による海域モニタリング（海底土）の測定結果 351 

文部科学省による海域モニタリング（海水）の測定結果 1,719 

文部科学省による海域モニタリング（海上の空間線量率）の測定結果 144 

東京電力による東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海底土中の放射能濃度分

布 

2,030 

東京電力による東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水中の放射能濃度分布 22,523 

宮城県・福島県・茨城県沖及び遠洋における水産庁の協力による海域モニタリング結果 60 

茨城県沖における海域モニタリングの結果 30 

海上保安庁によるモニタリングの結果（海水） 25 

環境省によるモニタリングの結果（海底土） 95 

環境省によるモニタリングの結果（海水） 190 

原子力規制庁による海域モニタリング（海底土）の測定結果 510 

原子力規制庁による海域モニタリング（海水）の測定結果 1,217 

気象庁気象研究所による海洋放射能の分析結果 235 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第１回）結果 1,864 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第２回）結果 2,776 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第３回）結果 2,674 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第４回）結果 2,766 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第５回）結果 2,748 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第６回）結果 2,747 

つくばセンター放射線測定結果(空気中の線量測定結果) 18,115 

福島県による緊急時環境放射線等モニタリング実施結果 10,606 
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表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(4/7) 

福島県の国有林野内における環境放射線モニタリング調査結果について 726 

福島県環境放射線モニタリング調査（温泉地）結果 1,738 

福島県環境放射線モニタリング調査（観光地）結果 25,595 

児童福祉施設等モニタリング結果情報 12,468 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第７回）結果 2,904 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第８回）結果 ( H27.5～H27.6 )  2,871 

福島県による環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第１回～第８回）結果まとめ 

( H23.4～H27.6 )  

21,350 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内の空間線量率の測定結果 6,562 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内の空間線量率の測定結果 6,554 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 1 巡） 

13,155 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 2 巡） 

15,128 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 3 巡） 

15,347 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 4 巡） 

15,652 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 5 巡） 

15,599 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 6 巡） 

15,348 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 7 巡） 

16,832 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 8 巡） 

16,931 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 9 巡） 

17,028 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 10 巡） 

17,174 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 11 巡） 

17,714 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 12 巡） 

16,577 

警戒区域および計画的避難区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによ

る走行サーベイ第 13 巡） 

17,899 

避難指示区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによる走行サーベイ第

14 巡） 

18,074 

避難指示区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによる走行サーベイ第

15 巡） 

18,002 

避難指示区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによる走行サーベイ第

16 巡） 

18,080 

  



33 
 

表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(5/7) 

避難指示区域における詳細モニタリング結果（モニタリングカーによる走行サーベイ第

17 巡） 

18,506 

路線バスによる福島県の空間線量率測定結果（路線バス 4 台） 週次平均値 ( H25.1～

H25.3 ) 

59,076 

路線バスによる福島県の空間線量率測定結果（路線バス 4 台） 週次平均値 ( H25.4～

H26.3 ) 

222,526 

路線バスによる福島県の空間線量率測定結果（路線バス 4 台） 週次平均値 ( H26.4～

H27.3 ) 

199,052 

路線バスによる福島県の空間線量率測定結果（路線バス 30 台） 週次平均値 ( H25.11～

H26.3 )  

375,204 

路線バスによる福島県の空間線量率測定結果（路線バス 30 台） 週次平均値 ( H26.4～

H27.3 )  

943,595 

第 6 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 558,467 

第 7 次走行サーベイによる空間線量率の測定結果 502,810 

福島県及びその近隣県における地表面から 1m 高さの空間線量率の測定結果(平成 25 年

11 月 19 日時点(事故から 32 か月後)) 

737,712 

無人ヘリコプターを用いた福島第一原子力発電所から 5km 圏内の空間線量率の測定結果 2,106,996 

無人ヘリコプターを用いた福島第一原子力発電所から 5km 圏内の空間線量率の測定結果 2,105,827 

全国及び福島県の空間線量測定結果（リアルタイム配信） 7,009,336 

全国及び福島県の空間線量測定結果（リアルタイム配信） 106,660,477 

全国及び福島県の空間線量測定結果（リアルタイム配信） 112,969,782 

全国及び福島県の空間線量測定結果（リアルタイム配信） 125,976,218 

全国及び福島県の空間線量測定結果（リアルタイム配信） 84,698,763 

全国及び福島県の空間線量測定結果（日次平均値）  49,884 

全国及び福島県の空間線量測定結果（日次平均値）  747,269 

全国及び福島県の空間線量測定結果（日次平均値）  788,882 

全国及び福島県の空間線量測定結果（日次平均値）  879,677 

全国及び福島県の空間線量測定結果（日次平均値）  589,978 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌へのガンマ線放出核種の沈着量の測

定結果 

381 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌へのガンマ線放出核種の沈着量の測

定結果 

381 

無人ヘリコプターを用いた福島第一原子力発電所から 5km 圏内の放射性セシウムの沈着

量の測定結果 

2,106,996 

無人ヘリコプターを用いた福島第一原子力発電所から 5km 圏内の放射性セシウムの沈着

量の測定結果 

2,105,827 

福島第一原子力発電所から 80km 圏内における土壌試料のプルトニウム 238,239+240,241

の分析結果 

100 

平成 25 年度調査ヨウ素 129 の分析を通じた土壌中ヨウ素 131 の放射能濃度分析結果 353 

土壌水、地下水、渓流水等を通じた移行状況調査 389 

モデル地域（川俣町山木屋地区周辺）で採取された土壌中の放射性物質の深度分布の測

定結果 

8 

スクレーパープレートを用いた土壌中における放射性セシウムの深度分布の測定結果 91 
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表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(6/7) 

スクレーパープレートを用いた土壌中における放射性セシウムの深度分布の測定結果 89 

旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を対象とした放射線モニタリングアク

ションプランの測定結果について（河川）(周辺環境) 

33 

旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を対象とした放射線モニタリングアク

ションプランの測定結果について（河川）(水質) 

19 

旧緊急時避難準備区域及び避難指示解除準備区域を対象とした放射線モニタリングアク

ションプランの測定結果について（河川）(底質) 

19 

沢水モニタリング測定結果 1,029 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(水質) 36 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(底質) 66 

福島県内の河川から採取された河川水の核種分析結果 114 

福島県内の河川から採取された河底土及び川岸の土壌の核種分析結果 40 

福島県内の河川から採取された浮遊砂の核種分析結果 271 

環境放射能水準調査結果（上水（蛇口）） 13,288 

原子力規制庁（平成 25 年 4 月までは文部科学省）及び福島県近隣の 10 都県（宮城県、

山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県）の地

方公共団体及び水道事業者等における水道水中の放射性物質に関する検査結果 

14,285 

水道水中の放射性物質のモニタリング結果について 1,678 

福島県原子力センター福島支所による飲料水測定結果 1,136 

福島県原子力センター福島支所による飲料水測定結果  19 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(水生生物) 567 

茨城県農林水産物モニタリング情報 17,275 

福島県の品目別の検査結果 128,403 

水産総合研究センターによる水産物ストロンチウム調査結果 92 

試験操業漁獲物の検査結果 5,302 

平成 23 年度産米の検査結果 1,270 

野生鳥獣の放射線モニタリング調査結果 1,358 

環境放射能水準調査結果（定時降下物）  13,023 

警戒区域及び計画的避難区域における詳細モニタリング結果(ダスト(空気中の放射性物

質濃度)のモニタリング結果について(ダスト)) 

24 

福島県による定時降下物環境放射能測定結果 826 

定時降水モニタリング結果 180 

福島県による環境放射線モニタリング（港湾・海面漁場）の結果（海水） 3,362 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(水質・海域) 16 

福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングの強化（海水） 206 

試験操業海域における強化モニタリングの結果 288 

北太平洋海域における環境放射能調査 34 

福島県による環境放射線モニタリング（港湾・海面漁場）の結果（海底土） 1,599 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(底質・海域) 28 

福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングの強化（海底土） 50 

水生生物放射性物質モニタリング調査結果(水生生物・海域) 232 

福島長期環境動態研究におけるダム調査で行われた湖底堆積物試料の調査結果  36 
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表１ 放射性物質モニタリングデータベースに登録さえたデータのレコード数(7/7) 

福島長期環境動態研究における河口域調査で行われた海底堆積物の調査結果（柱状試料

採取） 

57 

福島長期環境動態研究における河口域調査で行われた海底土の調査結果 230 

福島長期環境動態研究における河川調査で行われた土壌中における放射性セシウムの深

度分布  

57 

福島長期環境動態研究における河川調査で行われた河川水の調査結果 512 

福島長期環境動態研究における河川調査で行われた河川敷の線量率分布調査結果  4,395 

福島長期環境動態研究における河川調査で行われた河床土・河川敷土壌の調査結果  1,560 

福島長期環境動態研究における森林調査で行われた樹幹流・表面流・降雨の調査結果  281 

公開済み調査項目数: 206 件 468,078,853 

 

 

 

 

表 2 放射性物質モニタリングデータベースに登録されている地理空間情報 

 

カテゴリー 調査項目名 概要 

標高 基盤地図情報（DEM）10m メ

ッシュ（標高） 

航空レーザ測量によって一定間隔ごとに取得された標高デー

タ。 日本水準原点を基準とし建物や樹木などを取り除いた地

表面の高さを示しており、 地形を判読する基礎資料となりま

す。 

土地利用 高解像度土地利用土地被覆図

データ 

土地の状態や土地の用途といった土地利用状況を示したデー

タ。 「森林」「水田」「市街地」「畑」「草地」等に分類さ

れます。  

植生 20 万分の 1 シームレス土地保

全図（植生） 

ある地域において森林や草原など植物群落の状態および群落

を構成する代表的な植物種を示したデータ。  

積雪 JASMES-CSF 積雪データ 人工衛星からのマイクロ波により判別される積雪の有無に関

するデータ。  

土壌 20 万分の 1 土地分類基本図

（土壌）  

陸地表面を覆う土の分布を成分や成因などによって分類した

データ。 土壌は、岩石の風化や生物の死骸の堆積、微生物の

分解などによって形成されます。  
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＜2016年度 年間行事予定＞ 

2016 年 4 月 ・運営委員会 

9 月 ・原子力学会 2016 年秋の大会：2015/9/7～9、久留米シティプラザ 

（第 20 回全体会議開催） 

10 月 ・流動ダイナミクスに関する国際会議：2016/10/10～12, Sendai, Japan 

2017 年 1 月 ・運営委員会 

3 月 ・運営委員会 

・原子力学会 2017 年春の年会：2016/3/26～28、東海大学 湘南キャンパス

（第 21 回全体会議開催） 

 

 国内外会議、シンポジウム、WS 等の共催または後援 

・流動ダイナミクスに関する国際会議 (2016) 協賛 

 

※ 年間を通じての活動項目 

 JAEA CCSE WS 等 

 WEB サイト/ML を活用したタイムリーな情報発信 

 ニュースレターの発行(年 2 回) 

 H28 年度の部会賞の公募 

 



37 
 

＜編集後記＞ 

日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第 26 号 
2０１6年 9月 

 
編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

町田 昌彦 （委員長） 
（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 
田中 正暁 
（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 
村上 貴裕 
（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 
田村 明紀 
（日立製作所、akinori.tamura.mt@hitachi.com） 
山下 晋 
（原子力機構、yamashita.susumu@jaea.go.jp）

 

ニュースレター26 号をお届け致します。ニュースレターの編集に携わり多くの年月が過ぎましたが、

未だに準備が後手後手に廻ってしまいます。そんな折ですが、当方、 近、編集ではなく教科書の執筆

に携わる機会を得ることができました。しかし、想定通り〆切を余裕で過ぎての脱稿となってしまいま

した。その折の編集者からの次々と来る連絡にはとても緊張したことが思い出されます。プロの編集者

とのやり取りを通して学んだことは多く、何とか、この経験をニュースレターにも活かして行きたいと

思う昨今です。 

（町田 昌彦） 

 


