放射能はオバケじゃない！霧箱制作で学ぶ自然放射線の可視化
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概要
福島第一原発事故による放射性物質拡散問題は、科学者から一般家庭、子供やお年寄り、国際社会といった人々が長期
に渡って向き合っていかなければならない問題である。本研究は、この問題に対して、人々が今後どのようにこの問題と
向き合い共有していくのか、その過程において情報科学および技術がどのように貢献できるのかについて、可視化技術と
科学コミュニケーションに注目している。本報告では、現状の関連活動の動向及び、市民や大学生を対象としたガイガー
カウンターの科学的理解の現状調査、また霧箱を制作するワークショップの効果を通し、放射性物質拡散問題に対する社
会的理解を深めるための手法について報告する。

1. 背景

学～大学教育機関の授業教材「簡易放射線検出装置・はか

3月11日に発生した東日本大震災（以下「震災」）によ

るくん」の無償貸出が行われている[1]。また、新しい学習

って引き起こされた福島第一原発事故（以下「原発事故」）

指導要領においては、中学および高校理科において「放射

発生以降、問題となっている放射性物質拡散が、各種メデ

線」を扱っていることもあり、ガイガーカウンターを用い

ィア・報道を通じて、人々の生活に日常的に恐怖や不安と

た放射線教育への活用は放射線教育フォーラムにおいて

いった影響を与えている。

報告されている[2]。

しかしながら、放射性物質拡散に対する（風評被害では
なく）直接的な被害・影響に関して、まとまった情報は尐

2.2

草の根計測活動

ない。今後、どのような地域にどのような影響が現われる

震災以前は、原子力施設の社会理解を深めるための活動

かについて、長期にわたって、社会が向き合っていかなけ

などに限定されていたこの種の放射線可視化・計測技術で

ればならない問題であるといえる。計測に基づく科学的視

あるが、震災および原発事故発生後は、実際に自ら、ガイ

点に加えて、子供から大人まで放射線に関する基礎的知識

ガーカウンターをはじめとする放射線計測装置の購入や

に目を向け、直感的にその意味を理解するきっかけを作る

自作を行い、周辺地域の放射線計測とインターネット等で

必要性があるだろう。

計測値の公表を行う人々が多くあらわれた。

本報告では、情報科学技術を用いた関連活動の動向調査

しかしながら、これらの活動の課題として、計測機器の

に加え、科学コミュニケーションおよび情報メディアの新

価格面や機器の特性や性能など技術的知識と計測方法や

たな探求として、この主題に対して、公開講座を通した一

取得したデータの見識といった科学的知識を持っている

般市民と大学生のガイガーカウンターに対する基礎的な

事が前提になっており、誰にでも理解できるというもので

科学的理解の統計調査と、一般市民がハンズオンで体験し、

はないだろう。

科学に目を向ける事ができるワークショップ手法の 3 手法
について報告する。

2.3

ネットワーク手法とその可能性

近年の情報科学的分野の特徴として、ネットワークメデ

2. 関連研究

ィアおよび社会を巻き込む形での活動も重要である。前節

2.1 放射線教育活動

で挙げた課題に対して、善意の専門家などによる情報発

原発事故発生以前から日本科学技術振興財団による小

信・共有活動[3]も多く行われており、放射線問題に直接取

り組むネットワーク活用手法も登場している。
Yahoo! JAPANは、地球環境スキャニングプロジェクト

この 2 つの解答欄に対し、回答①を 2 点満点、回答②を 3
点満点で評点化したところ、以下のような結果となった。

[4]が監修する放射線量リアルタイム表示webサービス「放
射線情報」[5]を開始した。図1のように全国の計測地点と
その放射線量を地図上にマッピングしており、約5分ごと、

3.1. 統計的手法による受講者の理解の可視化
集計対象者全体で 65 名、うち神奈川工科大学の学生が

ほぼリアルタイムで各地点の詳細情報および、24時間、直

26 名、一般の受講者が 38 名（厚木市内：12 名、市外 26

近30日・直近90日間の平均値をグラフで表示することがで

名）であった。年代別にみると 50 代以上が 38%, 次いで

きる。

20 代が 35%, 10 代が 12%, 30 代～40 代が 10%という構成で

このようなネットワーク活用手法は、個々人のボランテ

あった。

ィア活動や、国などの公的機関の公表や、SPEEDI（緊急
時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）の予測情報
といった情報に対して、第三者データとして有効に機能す
る可能性がある。例えば、購入したガイガーカウンターの
計測値が妥当であるかといった比較や、ホットスポットの
発見などにも役立つ。
地図上に放射線量値を表示する手法は、今後も有効であ
るが、我々は数値ではなく、直感的に理解できる手法を探
求した。今後は、マイクロコンピュータやセンサネットワ
ークを用いた計測手法が進展するだろう。

図 2
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Yahoo!JAPAN 放射線情報

「公開講座」における理解度と属性

回答①の正答は「β 線」で配点 2 点あるが、
「放射線」とい
ったあいまいな回答は 1 点、
「α，β，γ 線」といった誤りを

3. 公開講座を通した受講後の聴講者の理解度分析

含む回答は 0 点とした。回答②の正答は「CPM（count per

2011 年 10 月 1 日に神奈川工科大学で開催された公開講

minutes）」もしくは「パルス電流の通電回数」で配点 3 点

座「実感する科学・工学技術」において、一般市民の受講

であり、一方、「ガイガーカウンター」という「カウンタ

希望者及び本学学生で構成される受講者に対し、2 時間に

ー」が「何を測っているか」という視点に基づき、単に「カ

わたり、ガイガーカウンターの仕組みについて講演を行っ

ウント」,「パルス」,「電離作用によるパルス」，「管壁を

た[7]。この講演の最後にアンケートを実施し、その中に理

通り越す β 線」といったキーワードだけでは 2 点とした。

解度を測る目的で、以下のような記述式の設問を設定した。

回答①、回答②ともに「ガイガーカウンターが β 線のみを

ガイガーカウンターは（
（

②

①

）線の

）を測るものである

カウントしている」という基本的理解があれば双方の設問
は正答できるはずであるが、設問①の正答者が尐ない。放

射線に「α，β，γ 線」といった種類があることを知らない

形成する活動も存在している。「microsievert.net」[6]は文

可能性がある。一方、設問②に「放射線量」とする誤回答

科省による「放射線モニタリング情報」のデータを元に

が多かった。

パーティクル手法を用いて図3のように各地で計測された

なお、学生と一般の受講者では、標準偏差に違いが見ら

1時間あたりの環境放射線を可視化したWebサイトである。

れた。平均点数は一般受講者よりも低いが、標準偏差は尐

数字のみの表現と異なり、どの程度危険なのか感覚的に言

ないという統計結果が得られた（σ 学生＝1.38，σ 一般＝

語や知識に関係なく理解できるという点で評価できるだ

1.53）
。希望して受講している一般受講者に対し、受講態度

ろう。 しかし実物と異なり、上から降り注ぐ粒子によっ

などに問題がある受講生も混ざっていた学生受講者であ

て表現する場合「放射性物質」と「放射線」を混同しやす

るが、知識のばらつきは一般受講者のほうが多いという結

い、というデメリットもある。

果であった。また、厚木市内・市外の結果においては、市
外の受講者のほうが、平均点数が高かったが、標準偏差は
厚木市内の受講者の方が低く、
（σ 厚木市＝1.48，σ 市外＝
1.53）知識のばらつきが市外の受講者よりも尐ないという
結果が得られた。

3.2 考察
本調査において明らかになったことは、2 時間の座学を
もってしても「あいまいな回答」しかできないという点で
ある（なお他の設問において「ガイガーカウンターで、具
体的に何が測れるか知っていますか？」という設問があり、
「知っていた」と答えている回答者が 27％存在した）。

図 3

micro sievert による各地の環境放射線の可視化

この結果は教授者のスキルで上下するべきではなく、社
会の理解とともに継続的に調査されるべきであろう。また、
より実感できる、体感できる手法を用いた場合でも、同様
の統計的手法で評価を行うことができるだろう。

4.1

霧箱を使った自然放射線の可視化

前節で挙げた放射線の可視化装置は、シンチレーション
やモニタリングネットワークなどの大規模な施設を必要

また他の設問についても、より深く調査を続けていきた

とする。一方で、放射線教育の現場においては「霧箱(cloud

い。市民の受講者には「情報を収集し理解したい」という

chamber)」が従来から多く活用されてきた。ウィルソン霧

意志が多く見受けられるが、反して「ガイガーカウンター」

箱(1897年)から派生した拡散霧箱が手軽に構築できる。原

という計測器や「Sv/H」という単位が何を意味するのかに

理としては、気体の中に荷電粒子や放射線を入射させると

ついて、マスコミやネットメディアによる情報の授受では

気体分子のイオン化が起こり、そのイオンを凝結核として

十分な理解が得られていないという現象も興味深く、この

飛跡が観測される現象で、ドライアイスでアルコール蒸気

点についても、可視化手法やワークショップなどを通して、

を過冷却し、温度勾配を作った容器内に充満させた霧中に、

各人のバックグラウンドにあわせた科学理解の方法が採

α線、β線およびγ線を図4のように各円の範囲内で確認する

られる必要があると考える。

ことができる。
図5は放射性鉱石であるユークセン石をサンプルとした

4. 可視化手法とその可能性
ネットワーク上に計測されたデータが公開されており、
このデータを可視化することで、新たな視点や社会理解を

場合の軌跡と画像処理（Photoshop[輪郭のトレース]を[レベ
ル87,コントラスト 255]に設定）を施した結果である。デ
ジタル画像処理を施すことで、より観察しやすく、実物を

用いて人々の注目を促すことができる可能性がある。

神奈川工科大学 KAIT シンポジウム 2011（11 月 19 日開
催）での一般向けワークショップ「放射能はオバケじゃな
い！ 霧箱制作で学ぶ自然放射線の可視化」においては、
以上の調査結果と霧箱制作を通して、測ること、見えるこ
との重要性に加え、このデータを客観的に読み解くシナリ
オを組み込み「安心安全」をより具体的に体感できる科学
コミュニケーション手法と情報メディアの価値創出に貢
献したいと考えている。

図 4 霧箱による放射線可視化

図 6 霧箱を使ったワークショップの様子
図 5

Photoshop による画像処理結果
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