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概要

この小冊子には、特に原発事故後の放射線量と健康/福祉指標を測定するため
のアプリの開発と使用に関する一連の推奨事項が記載されています。
これらの推奨事項の目的は、市民による市販のアプリの正しい使用と解釈を促 
進し、市民データを使用またはやり取りする際に、政府と専門家に対して技術的 
および倫理的に考慮すべき事項を提供し、将来のアプリの開発に関する要件の 
最小基準を確立することです。線量測定に関する推奨事項は、3つの異なる対 
象者に向けられています。

a）公的機関および公衆衛生と 
放射線防護の専門家

b）アプリ開発者
c) 一般市民

要約すると、これらのガイドラインは、モバイルアプリの使用を通じて放射線事
故への準備とそれからの回復への市民の参加を促進するのに役立つと考えられ
ます。これにより、被災した人々の復元力が向上し、健康と福祉に悪影響が及ぶ
可能性が減少するものと思われます。
この小冊子は4つの部分で構成されています。1）放射線モニタリングのアプリ 
2 ）健康と 福祉のためのアプリ。3）データ管理計画、4）倫理問題。
この日本語版は直訳ですので、詳細については英語版を参照してください。
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このマニュアルは、SHAMISEN SINGSプロジェクトの枠組みの中で開発されたも
のであり、EUが資金を提供する放射線防護研究統合のための欧州共同計画である
CONCERT内で資金提供されました。SHAMISEN SINGSの目的は、モバイルアプリ
とデバイスの使用を通じて、放射線事故への準備およびそれからの復旧への市民の関
与をより大きくすることでした。これらのアプリを使用することにより、放射線量の測
定、関連する健康状態と福祉の指標の支援、および実用的な情報、専門家によるサポ
ートと対話のためのチャネルを提供することができます（Liutsko et al、2018）。

SHAMISEN SINGSは、放射線事故に対する準備および復旧段階で、事故により影響
を受ける人々の参加を促進することにより、そうした人々に力を与える必要性を認識し
たSHAMISENプロジェクトの推奨に基づいて構築されました。

災害後、社会のさまざまな部門による情報の必要性は、考慮すべき重要な側面です。人
によって情報のニーズや科学的リテラシーの程度は異なります。被ばくした住民は、い
つどこで支援や回答を受けることができるかを知る必要があります。最も重要なこと
は、今いる場所で安全に生活できるかどうかです。意思決定者に関しては、影響を受
ける住民のニーズと、事故の影響を管理するため可能な戦略の妥当性を評価するとき
に、そのような情報が必要です。

事故への対応の初期段階においては以下のようなことに関連する、重要でしかも多様
な情報が必要となります。:

– 放射線：汚染レベル、曝露の地理的分布、被ばくリスクを低減するための行動、
および放射線曝露の健康への影響。

– 社会問題：家族との待ち合わせ場所、医療や地域、その他の集会場所へのアクセ
ス方法など。

– 実施計画される行動：屋内退避、避難ゾーン、ルート。

長期的には、汚染レベル、健康と社会サービス、および特に避難命令の解除と住民の
自宅への帰還に関する地域の決定について、地域の関係者と情報を交換する必要があ
ります。また、事故による健康と心理社会的影響を最小限に抑えるための対策を講じ
るために、被災した人々の健康、福祉、懸念を支援する必要があります。ただし、これら
のアプリは、復旧段階での市民の関与を促進する上でより有用です。

地域の関係者や被災した人 と々の強固な関係構築とタイムリーな情報交換を行うこと
は、放射線事故の初期および長期的な影響を管理および軽減するための鍵となりま
す。放射線量と健康/福祉の指標を測定するためのモバイルアプリの使用は、このプロ
セスの重要な要素となります。市民は、関連情報を取得し、それに基づいて適切な行動
をとることで身を守ることができるでしょう。これは、被ばくに関連する不安を軽減し、
影響を受ける人々が基本的な放射線防護文化を身につける助けになるものと思われま
す（Liutsko ＆ Cardis、2018）。

初めに
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放射線を測定する多くのツールが市販されています。業務用以外の用途には、ス
マートフォンや内蔵の携帯電話のカメラセンサーを放射線検出器として使用す
る携帯電話アプリケーションで制御できる外部デバイス（ダイオード、ガイガー
カウンター、シンチレーターなど）があります。すべてのツール、特にアプリは通
常、低コストまたは無料であり、一般市民や市民科学者がかなり容易にインスト
ールして使用できます。それらは、単位時間あたりのカウントまたは線量率で外
部光子放射レベルに関する情報を提供します。これらのテクノロジーの品質、正
確さ、再現性、および限界は、特に実際の状況で使用される場合、かなり異なる
と予想されます。
組み込みのカメラセンサーは、他のツールよりも感度が低く、つまり光子しか検
出できず、検出閾値が高くなります。一方、カメラセンサーを使用した携帯電話
アプリは外部デバイスよりもはるかに安価で、スマートフォンにすぐにダウンロー
ドできますが、外部ツールは注文して購入する必要があります。したがって、一
般市民は外部デバイスやプラグインデバイスを購入するより、モバイルアプリをダ
ウンロードする可能性が高いと予想されます。
アプリの使用意向は、SHAMISEN SINGS 関係者の調査結果によって確認さ
れています。回答者の95％が、利用可能なアプリを利用すると述べています。し
たがって、信頼できるアプリの開発は関連機関によって奨励されるべきであり、
放射線防護の専門家からのサポートとアドバイスがきちんと受けられる必要が
あります。
したがって、この文書の推奨事項は、主に組み込みカメラ用のモバイルアプリに
焦点を当てていますが、多くは外部ツールにも有効です。
影響を受ける人々が、利用可能な最良のアプリを最も適切な方法で使用できる
ようにするため、段階的な情報画像とテキストを用意しました。
また、関連機関が放射線緊急事態の前、最中、および後に、市民自身の行う測
定から生じるニーズや要求に対処するのに役立つ一連の推奨事項も含まれてい
ます。
最後に、この小冊子は、アプリが、信頼でき、達成可能で、実現可能で望まし
い、多くの最小性能要件に準拠することを保証するために、アプリ開発者に向け
られた推奨事項のリストを掲載します。

コンセプト
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• いくつかのアプリがオンライン市場で入手できます。一部のアプリは更新され
ていません。他のアプリはいくつかのバージョン（基本/プロフェッショナル）
で利用できます。原則として、ごく最近更新されたアプリを選択します。

• 可能な限り、認定された放射線防護に関する機関から提供された品質とセキ
ュリティの基準を満たすアプリを選択してください。

• メーカーの指示に従ってアプリをダウンロードします。

• アプリを実行する前に、背面のカメラを黒色の厚い粘着テープで覆い、可視光
がセンサーに当たらないようにします。これは、暗い部屋や夜であっても行う
必要があります。

• 一部の携帯電話モデルでは、躯体が可視光に対してわずかに透光性がある場
合がありますので、電話を例えば黒い入れ物（ボックスまたはバッグなど）に
入れて、電話の前面も覆うことをお勧めします。

•一部のアプリでは、携帯電話モデルに固有の変換係数をダウンロードする必
要があります。これは、正確な測定値を取得する上で重要です。

• 携帯電話のモデルがアプリの製造元から提供されたリストにない場合は、別
のアプリの選択を検討してください。

• 少なくとも20分間、可能であれば1時間まで測定します1。
• 平均値を得るために、何回か測定を行います。
• 複数の測定を行うときは、可能であれば携帯電話を常に同じ位置に置いてく

ださい。データを公式の環境モニタリングネットワークで取得したデータと比
較する場合、後者は通常、地上から1mの高さで測定を行うことに注意してく
ださい。

• 測定中に携帯電話がオフにならないようにバッテリーレベルを確認します。こ
れは撮影モードで行われ、通常20分でバッテリーの約10％が消耗します。

• 測定中、電話機の温度は最大40°Cまで上昇する場合があります。測定中は電
話を涼しい場所に置いて、突然スイッチが切れるのを防ぎます。

• 一部のアプリでは、測定中に電話を使用できないことに注意してください。

ステップ4：  
測定する

1 線量が低いほど、測定を長くする必要があります。

ステップ3： 
アプリをセットアップ 

する

ユーザーのためのガイドライン
一般市民、市民科学者

ステップ1：  
アプリを選択する

ステップ2：  
携帯電話を準備する 
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ステップ5：  
データを記録

する

ステップ6：  
データを共有する

ステップ7：  
留意点

• 通常、ガンマ線量率、地理位置情報、測定の時間と期間、およびオプションの
データ（測定中の屋内/屋外の場所、気象条件、温度、携帯電話モデルなど）
の最小セットを登録できます。測定条件に関するデータは、分析のために重要
です。アプリがオプションの変数を含むすべてのデータを記録することを確認
してください。測定の背景（空間、時間、およびその他の記述データ）と電話
モデルに関する情報は、ご自身と適切な公的機関が測定結果を解釈するため
に不可欠であることを忘れないでください。

• 友人、家族、電子メールの連絡先、公的機関、および/またはクラウドソーシン
グの放射線マップとデータを共有することを選択できます。あなたのデータは
事故後の放射線状況を評価するための鍵となる可能性があるので、公的機関
と共有することをお勧めします。

• あなたは専門的なツールを使用しているわけではありません。
• これらの測定値は、公的機関による測定値を補完することはできますが、代用

することはできません。
• 事故の場合、特に危機の初期段階では、不要な被ばくを避けるために、公式の

放射線防護指示に従ってください。
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意思決定者、 
公的機関、専門家団体向け 
の推奨事項

準備

公的機関および意思決定者は、緊急被ばくの前、最中、および後に、市民自身の
測定から生じるニーズや要求に対処する準備を整える必要があります2。
したがって、市民に情報を提供し、教育し、導くための計画を事前に準備する必
要があります。これは緊急事態から長期的な復旧まで、さまざまな事故のシナ
リオや段階で容易に実施できるようにする必要があります。アプリの役割と使
用は事態の段階によって異なることに注意してください。初期段階では、アプリ
は被災した人々に国、地域、地方自治体からの関連公式情報へのアクセスを提
供するための優れたツールになる可能性があります。さらに、市民が放射線測
定にアプリを使用すると、汚染の拡大に関する重要な情報が得られ、関連機関
による初期測定が補完されます。長期的な回復段階では、これらのアプリを健
康福祉アプリと組み合わせて使用することで、健康と福祉、および被災した人々
の懸念をチェックし、市民と関連機関間の相互のやりとりを強化できます。同時
に、線量モニタリング用アプリは、市民が自分の放射線被ばくを制御することに
より、自分の命を守り放射線防護を行う役に立ちます。同時に、これらのアプリ
は、地域の状況の特異性を考慮に入れて、放射線状況とその進展の公式評価に
貢献できます。
アプリは、市民科学プロジェクトや、自分の被ばくを測定したい市民個人が使用
できる必要があります。市民科学プロジェクトは、緊急事態が発生する前に市民
にトレーニングを提供する事故準備ツールとして、市民が、また市民とともに設
計することもできます。
この計画は、専門家、科学者、意思決定者、市民科学者、団体、およびアプリ開
発者とともに策定する必要があります。

利用可能なモバイルアプリとその限界、および組み込みのカメラとは異なる他の
テクノロジーについて知りましょう。可能であれば、市場で入手可能なセンサー
とモバイルアプリをテストする計画か、新しいアプリの開発をサポートする計画
を立てます。さらに、これは急速に進化している分野なので、常に最新の科学文
献やアプリを入手します。放射線に関連する問題とデジタルリテラシーに関する
地域住民の意識と知識の平均レベルは、利用可能なツールの評価する際に重要
な要素となります。

緊急事態の間またはその後、公的機関は独立した役割を維持する必要がありま
す。したがって、多くの場合利益志向であるアプリ開発者との共同作業は、収集
されたデータの使用と所有権を含め、その条件が明瞭でなければなりません。

1. 
 市民活動を推進する

ための計画 
を立てる

2 例として、SHAMISEN SINGS関係者ワークショップ（2019年7月2日、バルセロナ）で、線量測
定に対する市民科学の関与について、ドイツの地方自治体は肯定的な関心を表明しました。

2.  
利用可能なアプリ  

とツールを確認する

3.  
官民パートナーシップ

を検討 するが、 
独立性は維持する
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計画は、新しいテクノロジーやモバイルアプリが市場に登場または市場から削
除されるたびに更新する必要があります。

市民が収集したデータは、放射線状況を知るための貴重な情報源になる可能性
があります。データ共有を促進し、奨励する必要があります。データの所有権およ
びインフォームドコンセントに関連する倫理的側面を考慮する必要があります。

市民が放射線測定に利用できるテクノロジーをリストアップして市民に説明し、
各テクノロジーの長所と短所を明確に説明します。メッセージは、子供やデジタ
ル関係が苦手な人々を特に念頭に置いて、簡単に理解できるものでなければな
りません。

信頼できるアプリやデバイスの使用を推奨することで、情報に基づいたアプリを
選択するのに十分な情報を市民に提供します。たとえば、アプリが準拠すべき最
低限のパラメータまたは基準のチェックリストを提供します。これは個々のユー
ザーにとって便利であり、認定研究機関や他の機関によるデータの使用と共有
が促進されるものと思われます。可能であれば、放射線を支援するアプリを正し
く検索するためのキーワードのリストを提供します。これらのキーワードは言語
によって異なる場合があります。

自分で測定したい人をサポートします。ガイドラインは単純で短くする必要があ
ります。典型的なエラー（人的要因によるものを含む）のリストも提供します。

アプリの測定設定に関する市民への助言を行います。例えばアプリの出力は線
量率の単位でなければなりません。これに対して、ほとんどの既存のアプリは1分
あたりのカウントを表示します。これは、公式のソースまたは文書の提供する環
境線量率情報に直接関連付けることはできません。より一般的には、アプリは文
脈情報を収集する必要があります：生データ（測定の精度を評価するため）、 
使用される校正係数、地理的および時間的データ、およびその他の有用なパラ 
メーター（動作、環境など）。

6. 
信頼を築く

7. 
アプリの選択に関する

ユーザー ガイド

8. 
アプリの使用に関する

ユーザー ガイド

9. 
データの解釈 における

ユーザー ガイド

4.  
計画を更新する

5.  
データの共有を 

促進する

市民に情報を伝え、導く
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放射線モニタリングツールは、一般的な状況を評価するのに役立ちますが、ほと
んどのユーザーは、主に自分の放射線被ばくとおそらく健康リスクを評価するた
めにそれらを使用します。放射線測定を実行および解釈するための適切な専門
家カウンセリングリソースを市民に提供します。市民の質問に答えるための窓口
（無料通話番号、インターネットチャット、フォーラムなど）を設定します。指定
された専門家は、複数のチャネル（アプリ自体、マスメディア、ソーシャルメディア
など）を介して連絡を取り、市民の問い合わせに答えるために待機します。

被災者に放射線防護の専門家や関連機関の推奨事項を拡散する方法としてア
プリを使用することを検討します。関係者は、原子力発電所周辺の既存の地方
組織、地方の保健機関、または放射線防護および保健協会、教育者、医療専門
家、または関係する市民のグループなどです。特に、放射線支援にアプリを使用
することは、事故への備えとして学校や大学の若い世代に参加を促す1つの方法
となるものと思われます。線量測定のためのアプリの使用に関する実践的なト
レーニングは、基本的な理論情報とともに以下で提供されています。

• 生態学、環境科学、物理学、セキュリティと安全、健康などの関連する学校
や大学のプログラム。

• 一般向けの実践的なワークショップ。
これらすべての活動は、新しい知識やスキルの取得だけでなく、市民の放射線防
護文化の発展にも役立ちます。

10.  
市民への継続的  

なサポートを 確保する

11.  
地域の関係者と学校 

に参加を求める



 線量測定のためのアプリとツールのコンセプト/ガイドライン

放射線測定アプリの開発者向けガイド

関係者（専門家、科学者、意思決定者、市民団体、市民科学者、開発者）の意見
を聞き、市民が使用するアプリが従うべき最低基準を確立します。信頼でき、達
成可能、実現可能、および望ましい最小性能要件のリストを作成します。特に以
下を考慮します。

• 提供される情報のタイプ：一部のアプリは線量率（校正係数を使用）を提供
し、他のアプリは1分あたりのカウントを示し、他のアプリは緑、黄色、または
赤のライトのみを表示します。特に、1分あたりのカウントのみを提供し、キ
ャリブレーション係数が利用できないモデルの場合、測定値を実際の放射
線被ばくレベルの指標として使用できないことをユーザーに警告する必要が
あります。

• 測定結果に基づき、健康または放射線防護上の影響についてエビデンスに
基づくコンテンツを提供することの利益と危険性がある。

公正な競争を確保し、市場での製品の品質を向上させるために、最低限の標準
要件をすべてのアプリ開発者が利用できるようにする必要があります。アプリ
開発者に標準化された基準を提供するために、技術標準の開発に向けヨーロッ
パ/国際レベルで協調することが望まれます。

データを収集、共有、さらに使用するためのアプリ、および利用規約は明確であ
る必要があり、個人データのプライバシー、収集されたデータのセキュリティを
尊重し、すべての適切な倫理（例えば、一般データ保護規則、EU GDPR）を遵
守する必要があります。
被災者の中で、サポートを受けることができる人と受けられない人との間のギャ
ップを広げないように、アプリの可用性と使用を広く報知する必要があります。

13.  
開発者が 

基準を 
入手できるようにする

14. 
倫理的 

要件を含める

12. 
最小基準を設定する
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現在のアプリは、同時に、一般の人々が適切に使用するには難しすぎ、関連機関
が使用するには十分に専門的ではないように思われます。基本バージョンとプ
ロフェッショナルバージョンの両方を開発することが望まれます。

熟練者、デジタル関係が苦手な大人と子供を含むすべてのタイプのユーザーに、
できるだけシンプルで明確な指示を提供してください。可能な場合はイラストを
使用してください。

アプリのインストールと使用は簡単で、人的ミスのリスクがほとんどないように
する必要があります。校正はエラーの主な原因です。校正係数が利用可能な携
帯電話モデルを増やします。校正係数を最新の状態に維持します。校正係数が
利用できない場合は、アプリが実行されないようにします。校正設定プロセスを
簡素化します。検量線の自動アップロードを選択します。

公式データと簡単かつ直接比較できる単位で線量率を提供します。可能であれ
ば、結果をわかりやすいグラフと統合します。信号機スキーム（つまり、赤、黄、
緑の警告レベル）を提供する場合は、対応する線量率範囲を指定します。たとえ
ば図面を使用して、次の文脈情報を簡単に登録できるようにします。空間（地理
位置情報、屋内/屋外）、時間（測定の時間と期間）、および状況を表現し説明で
きるその他の情報（気象条件、温度、携帯電話モデルなど）。

正しい測定に関する推奨事項を提供します。適切な統計と安定したデータを得
るための最小取得時間と最小測定数。携帯電話を可視光から保護する方法を
明確に指定します。可能であれば、設定試験を提示します。

関連機関がユーザーの測定結果の品質を解釈および評価するには、文脈情報が
不可欠です。手順3で示した文脈情報とともに、校正係数、センサー温度、生データ
など、この目的に役立つデータとメタデータが自動的に登録されるようにします。
すべての文脈情報は（アプリユーザーの許可を得て）共有可能である必要がありま
す。

理想的には、アプリは、たとえばコメントを書いたり質問したりすることにより、
関係者や専門家団体とやり取りできるオプションを提供する必要があります。こ
れにより、市民間の信頼と知識を構築し、最終的にはデータの品質を向上させ
ることができます。

利用規約は明確である必要があり、個人データのプライバシー、収集されたデ
ータのセキュリティを尊重し、すべての適切な倫理要件（GDPRなど）を遵守す
る必要があります（倫理に関するセクションを参照）。

アプリ開発者向け 
の推奨事項

基本バージョン

1.  
指示を潜在的なユーザ

ーに合わせる

2.  
ユーザーのアプリの設

定を簡素化  
する

3. 
データ書式を 

熟練していないユーザ
ーに 合わせる

4. 
データ品質を改善する

ための推奨事項  
 を提供する

5.  
文脈情報の共有を 

許可する

6. 
アプリを  

相手と相互のやり取り 
ができるようにする

7. 
倫理的側面 に取り

組む



 線量測定のためのアプリとツールのコンセプト/ガイドライン

技術的指示を提供します。ユーザーがハードウェアとソフトウェアの動作を理解
するのに役立つ詳細を含めます。

校正係数が利用可能なモデルのリストを拡充し、定期的に更新します。すべての
モデルの手動校正ができるようにします。

生データおよび校正係数とバックグラウンド設定へのアクセスを提供します。セン
サー温度とバッテリー充電率に関するデータへのアクセスができるようにします。

測定時の不確実性の原因を明確に説明してください。適切な統計とより安定し
たデータを取得するための最小取得時間と最小測定数を推奨します。

関連機関がユーザーの測定結果の品質を解釈および評価するには、文脈情報
が不可欠です。技術データとともに、校正係数、センサー温度、生データなど、
この目的に役立つデータとメタデータが自動的に登録されるようにします。すべ
ての文脈情報は（アプリユーザーの許可を得て）共有可能である必要がありま
す。

たとえば、コメントを書いたり、状況に関する情報を追加したり、写真をアップロ
ードしたりして、関係者や専門家団体とやり取りするオプションを提供します。
これにより、データの品質を向上させることができます。

利用規約は明確である必要があり、個人データのプライバシー、収集されたデ
ータのセキュリティを尊重し、すべての適切な倫理要件（GDPRなど）を遵守す
る必要があります。

プロバージョン

1.  
指示を経験豊富なユー

ザーに合わせる

2.  
設定のパラメーターへ
のアクセスを許可する

3.  
データ書式を 

経験豊富なユーザーに
合わせる

4. 
データ品質を達成する

ためのプロトコルを 
提供する

5. 
文脈情報の共有を許可

する

6. アプリを  
相手と相互のやり取り

ができるようにする

7.  
倫理的側面 に取り組む 



原発事故に 
被災した集団の
健康と福祉を支
援するためのア
プリ
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 原発事故に被災した集団の健康と福祉を支援するためのアプリ

原子力事故の場合に被災した住民の健康と福祉の指標を測定するためのアプ
リの概念は、非常に複雑です。それは、以下のようなことが含まれるためです。

• さまざまな具体的な、標準化され検証済みのアンケート（健康、福祉、不
安、ストレス、睡眠の質、精神衛生状態の一般的なスクリーニングなど）;

• 不安、ストレス、PTSD （心的外傷後ストレス障害）、うつ病の治療に関する
アドバイスと医療機関紹介のための既存のアプリへのリンク（すでに実際
にうまく使用されているもの）。

• 身体活動、座りがちな活動、心拍数などのレベルと通常の状態を含む、一
部のパラメーターの測定（特定のセンサーまたはプラグインを使用する場
合もあります）。

• 収集した情報に基づくユーザーへのフィードバック
• 可能な場合、専門家である関係者（医師、公衆衛生担当者など）とのライ

ブチャットを通じた対話。

このようなアプリを使用する目的は2つあります。
• 事故の影響を受けた人々に現在の健康状態と関連健康指標に関する迅速

なフィードバックを提供する。
• 個人データのプライバシーとセキュリティが保護されるようにしてデータ

を公衆衛生専門家/研究者と共有する場合、具体的な健康、社会的または
心理的ニーズを特定するために、被災したコミュニティ間の健康/福祉指
標の傾向を支援する。

一般的に、SHAMISEN SINGSプロジェクトは、アプリと関連データベースに
以下を含めることを推奨しています。

• すべての倫理およびセキュリティ基準を遵守し、ユーザーのプライバシーと
データ保護を保証（同意を撤回する権利を含む）しつつデータを収集し、
個人ユーザーの同意のもと、さまざまな関係者間でデータを共有できる一
元化された電子データベースを作成するため、アプリの開発に関与するさ
まざまな機関（関連施設を含む）の間の合意。

• ユーザーと社会の両方に対する、収集されたデータの使用に関する情報（
データ収集の目的を含む）。アプリの限界（ツールが提供できるサービス
と応答および提供できないサービスと応答）;法的およびデータ保護フレー
ムワーク、およびデータが保存される期間。

• ユーザーが、自分の情報を他者と共有しないことを選択可能なこと。
• 情報の共有に同意する人のための電子的インフォームドコンセント。参加

者は、以下の事項を許可するか否か選択できます。

コンセプト

データ共有 
および関連する倫理

的問題
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– 情報やサポートのために友人や家族とデータを共有する。
– 自分のデータを他のユーザーのデータと一緒に使用して、時間の経過に

伴うさまざまな領域にわたる健康、懸念、福祉の傾向を支援する。
– 時間と移動のデータを汚染/線量のデータベースとリンクして、線量分布

の人口指標を導き出す。
– 個人識別情報（今後定義）を線量測定アプリ（別個のもので、それを使用

している場合）の個人識別子および既存の線量モニタリングネットワーク
とリンクし、線量を推定。

– 自分自身の情報および／または放射線量と健康・福祉と関係についての
科学的研究（市民科学または科学者が運営）のため個人IDを国/地方登
録簿（病院および人口登録簿などを含む）とリンクして、積極的な健康支
援から受動的なフォローアップに移行する。

– 必要に応じて、国を超えてデータをリンクする（たとえば、ヨーロッパで
は、国を超えた人口の移動や汚染が多くあります）。

• ユーザーがいつでも自分の同意を取り消すことができるようにします。

収集されるデータのタイプは次のとおりです。
• 事故時及びその直後の場所と行動（移動、旅行、食事、活動、屋内退避を含

む）（特に、携帯電話のGPSは避難経路の記録に使用できます）。これは、
線量推定、健康支援、および参加者の所在に基づいて起こり得るリスクを準
リアルタイムで関連機関に通知するのに役立ちます。

• 参加者のリスク認識、健康に関する苦情、および懸念。
• 特に事故の初期段階での食事（食料源を含む）。
• 身体活動を含むライフスタイル。
• 健康・福祉の指標（脈拍数、気分、睡眠の質、身体活動、デスクワーク時間、

生活の質など）

ツールは次のことができる必要があります。
• 質問や懸念へのフィードバックや回答を得るためのユーザーと専門家である

関係者（医療および教育専門家、公衆衛生担当官、地元の関係者など）との
対話。医師の診察を受けるために長距離を移動する必要がある個人へのオ
ンラインアシスタンス（熱帯諸国への旅行者向けに、ISGlobal3が開発した
Trip Doctorアプリによって提供されるものと同様）。

• 関連のある最新の教育資料の提供。ユーザーの懸念やニーズの一部に対処す
る既存の推奨アプリまたはWeb出版物へのリンクを提供可能。たとえば、被
災した人々一般へのインターネットによる支援（Ruggiero et al.、2012）;軽
度うつ状態の成人向け精神的健康を促進するオンラインプログラム 

サービス

データ 
収集



 原発事故に被災した集団の健康と福祉を支援するためのアプリ

（Bolier et al.、2013）;とりわけ、不安治療（Firth et al.、2018）および心的
外傷後ストレス障害（Lewis et al.、2018）のためのeヘルステクノロジー。

• データをリアルタイムで分析するための統計パッケージへの簡単なリンク 
（例：健康・福祉、健康に関連する懸念、経時的および異なる線量レベル
の地域別モニタリング、市民または研究者主導の線量に関する健康調査の
実施、避難、復旧作業、およびその他の要因、繰り返しになりますがアプ
リユーザーのインフォームドコンセントを得た場合）。

• 可能であれば、公衆衛生支援プログラムへの統合。

• 個人ユーザーに対して：
– 必要に応じて適切な医療関係者または社会関係者に警告し、サポート

を得ます。
– 線量率データベースおよびマップとリンクして、ユーザーが自分の動きを

決定する助けにします。
• 社会に対して：

– 地元の関係者（医療専門家、教師、地方自治体を含む）に、地域住民の
健康状態、彼らの懸念とニーズ、およびこれらが時間とともにどのように
変化するかに関する情報を提供し、さまざまな支援を実行します。

– 市民ベースの健康/ストレス把握調査を、事故の緊急段階と長期的な回
復段階の両方で実施します。これには時間経過に伴うユーザーの健康
と精神社会的状況の変化の把握を含みます（インフォームドコンセント
を得て）。また、可能かつ合意が得られた場合は、これを環境レベルお
よび線量モニタリングアプリを使用するユーザーの個人レベル（ここで
もインフォームドコンセントを得て）の両方で、線量の空間的および時
間的分布に関する情報とリンクします。

3 Trip Doctor アプリ、以下で入手可能: https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-
tripdoctor-app (ISGlobalによる)。

利益

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
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原子力事故、特に事故後の復旧期間において、健康と福祉の評価は、地域住民
をサポートし、協力することを目的としたアプリの重要な要素になる可能性があ
ります。以下の推奨事項は、対象となる関係者を支援し結びつける、効果的かつ
広く使用できるアプリを開発する際に検討する必要があります。

健康アプリにログインしている膨大な数のテスト結果とパラメータが存在する
ため、健康と福祉の評価を最適化するために、住民/避難者と政府機関を含む
すべての関係者と優先指標のリストについて話し合い、リストを作成することが
推奨されます。アプリの構造をきちんと事前に準備し、だれがどの情報を必要と
し使用するかを決定することが望まれます。これには、災害への準備の一環とし
て、非災害環境における関係者間の協力が必要です。
一般に、福祉測定指標は多様です：雇用、収入、1人あたりのGDP（国民総生
産）、精神的および肉体的な健康、気分、生活の質、生活水準、個人の安全、社
会的接触、環境など）。また、原子力事故による健康への影響は多面的（WHO
の健康の定義によれば、身体的、心理的、社会的）であるため、個人の「健康」
状態の全体像を把握できる項目を、バランスの取れた方法で、最小限の質問に
より準備することが望ましいことです。したがって、新しいモバイルアプリを開発
する際には、福島県の健康管理調査などの既存の調査書式を参照することをお
勧めします。
ライフスタイルの記録は、タイムリーな健康促進対応の上で重要です。たとえ
ば、特定の目的や指導環境がなければ運動するのは難しいかもしれませんが、
個人が自分の目標を設定すると運動するのは比較的容易です。アプリは、毎日
保存されている運動の個別の記録に基づいて自分用の目標を設定できるツール
として使用できます。

アプリは、原子力災害の最中/後に役立ちうる健康と福祉の指標に関して膨大な
量のデータを収集できる可能性があります。機密の個人情報の漏洩を回避する
ために、データがアップロードされるアプリとデータベースには、高度なデータ
セキュリティシステムが必要です。そのため、アプリケーションの開発コストが高
くなり、開発自体が経済的に失敗する可能性があるため、アプリケーションが
収集する情報項目は、必要なものだけでなく、データセキュリティの実現性と開
発費も考慮して慎重に選択する必要があります。

アプリで 
健康と福祉に関する情報 
を収集するための推奨事項
専門家の関係者、地方自治体、アプリ開発者などのために

推奨1 
関係者との指標を最適

化する

推奨2 
コンテンツ、セキュリティ、 

開発コストのバランスをとる



 原発事故に被災した集団の健康と福祉を支援するためのアプリ

人々の健康と福祉に関する情報の収集は、ユーザーのためのサポートシステム
とともに包括的に行う必要があります。評価が完了したら、一般的なスクリー
ニング原則に従ってサポートとサービスを提供する必要があります。原子力事
故後の住民の生活再建を支援するために、サポートチームにはさまざまな専
門家を含める必要があります。
専門家から受動的にアドバイスを受け取ることに加えて、地域住民の間で収集
された情報をより積極的に使用することで、相互扶助活動が促進される可能
性があります。アプリケーションは、災害軽減における参加型アプローチを促
進するツールになる可能性があります。

健康づくりの目標を設定した後の達成感は、健康保持の習慣にとって大切なも
のです。これを促進する上で、アプリは目標を達成したユーザーにインセンティ
ブを提供することができます。インセンティブは金銭的である必要はありませ
んが、スタンプや達成証明書のようなものであることが必要です。地域の事業
主と協力すれば、割引クーポンは可能なオプションとなる可能性があります。

原発事故で被災した人々は、環境汚染とともに生活するための情報を必要とし
ています。日常生活をサポートし改善するためのヒントを含むQ&A（質問と回
答）シリーズを用意する必要があります。福島事故後、環境省は、電離放射線
に関する情報冊子や「生活指導」Q＆Aなど、帰還者の生活向上に焦点を当て
た実践的なQ＆Aを発行しました。

原子力事故後に特別な支援を必要とする弱い立場の人 （々子供、妊婦、障害を
持つ人々、高齢者）の健康と福祉は、注意深く評価する必要があります。した
がって、アプリはそうした人々を考慮して開発する必要があります。子供向けの
バージョンは、この集団に合わせた説明と図解を使用して作成する必要があり
ます。妊婦にとって産科と乳児の健康問題は重要であり、読みやすいテキスト
は高齢者にとって有用です。

勧告6で言及されている弱い立場の人々には、海外からの移民、難民、旅行者
も含まれます。したがって、アプリは国の公用語だけでなく、英語を含む他の広
く使用されている言語でも利用できる必要があります。これにより、被災地域
の外国人が情報や支援活動へ容易にアクセスできるようになります。

推奨3 
アプリユーザーをサポ
ートするチームを立ち

上げる

推奨事項4 
アプリケーションの使
用を促進するためのイ

ンセンティブを適用する
（可能な場合）

勧告5 
健康への影響と放射線 
被ばくの軽減に関する
一 連のQ＆Aを含める

勧告6 
弱い立場の人々の集団

（子供、妊婦、高齢者）
を対象に含める

推奨事項7 
市民および外国人にサ
ービスを提供できるア

プリを準備する
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被害を受けた人々の個人情報は、紛失や盗難に備えて適切に保護し、ユーザー
の携帯電話に安全に保管する必要があります。安全な中央サーバーにアップロ
ードされる情報のレベルは、個々のユーザーの同意に依存し（上記の情報の共
有に同意する人の電子インフォームドコンセントの箇条書きを参照）、個人情報
や機密データが同意なく、またはハッキングされ他の人と共有されないようにす
るために、セキュリティ問題は最重要事項です。
健康と福祉に関する質問は、ユーザーに恐怖を覚えたり、他の心理的悪影響を
与えたりしないように、慎重に作成する必要があります。
アプリのユーザーには、データがどのように使用、保存、共有され、最終的に破
棄されるかについての情報を与える必要があります。
被災者の中で、サポートを受けることができる人と受けられない人との間のギャ
ップを広げないように、アプリの可用性と使用を広く報知する必要があります。
たとえば、高齢者を助けることができる現代的携帯電話技術を導入し、高齢者
が取り残されないようにする必要があります。

推奨事項8 
アプリの使用による倫理と
データのセキュリティの問

題を検討する



 原発事故に被災した集団の健康と福祉を支援するためのアプリ
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データ 管理計画

放射線量の測定のため、および/または健康と福祉の指標のためにアプリを介
して収集されたデータを使用、活用するためのデータ管理計画（DMP）は、人
口、法律、および技術の進歩といった状況に基づいて定期的に更新される随時
更新文書である必要があります。
ここで概説されている計画は提案です。データ管理計画は、使用されるアプリ
と設定、およびそれらの目的が関係者によって適切に定義されるまで確定でき
ないためです。ここでは、事故後の線量測定と健康/福祉研究（市民科学か否
かによらず）に使用できるすべてのデータを適切かつ安全に管理するための指
針を示します。
また、モバイル健康アプリケーションのプライバシーに関するEuropean Data 
Protection Boardが作成した次の文書をお勧めします（詳細はhttps://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-
mobile-health-apps）。この行動規範は、関係者からのフィードバックを考慮
して更新されているため、まだ草案の形です。扱われる対象となる主な要素は次
のとおりです。

個人データの処理に関するユーザーの同意は、無料で具体的かつ情報に基づ
いたものでなければなりません。健康データの処理については、明示的な同意
を得る必要があります。同意を取り下げた場合、ユーザーの個人データは削除
される必要があります。

データは特定の正当な目的のためにのみ処理できます。アプリの機能に厳密に
必要なデータのみが処理されます。

アプリのプライバシーへの影響は、開発の各段階で、またユーザーに選択肢が
与えられるたびに考慮する必要があります。アプリ開発者は、デフォルトでプラ
イバシー侵害が最小となる選択肢を事前に選択する必要があります。

ユーザーは、自分の個人データにアクセスし、修正を要求し、更なる処理に反
対する権利を有します。アプリ開発者は、これらの権利に関する情報をユーザ
ーに提供する必要があります。

個人データは、必要以上に長く保存することはできません。

処理される個人データの機密性、完全性、可用性を確保し、偶発的または違法
な破壊、損失、改ざん、開示、アクセス、またはその他の違法な形態の処理から
保護するために、技術的および組織的対策を実施する必要があります。

個人データの処理に基づく広告（オプトイン方式の同意が必要）と、個人デー
タに依存しない広告（オプトアウト方式の同意）には違いがあります。

ユーザー 
の同意

目的 
の制限と 

データの最小化

設計段階 
およびデフォルトでの

プライバシー

データ主体の権利と情
報要件

データ 
保持

セキュリティ 
対策

健康アプリの広告
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二次的な目的の処理は、元の目的と適合性がある必要があります。科学的およ
び歴史的研究または統計目的のためのさらなる処理は、元の目的と適合性があ
ると見なされます。適合性のない目的のための二次処理には、追加の同意が必
要です。

ユーザーは開示の前に通知を受ける必要があり、アプリ開発者は関係者と拘束
力のある法的契約を結ぶ必要があります。

EU（欧州連合）/EEA（欧州経済地域）外の場所へのデータ転送の場合、そのよ
うな転送を許可する法的保証（例えば、欧州委員会の十分性認定、欧州委員会
モデル契約または拘束力のある企業規則）が必要です。

コード（GDPR）は、個人データの違反が発生した場合に従うべきチェックリス
ト、特にデータ保護機関に通知する義務を提供します。

国の法律で定められている年齢制限に応じて、最も制限的なデータ処理アプロ
ーチを採用する必要があり、子供からデータを収集するために親の同意を得る
プロセスを導入する必要があります。

• 不確実性を説明する：個人の測定にはかなりの不確実性があります。特に訓
練を受けていない人による場合や事故に関係のない複数の放射線源（自然
背景放射を含む）に囲まれている可能性がある実際のシナリオでは、そうな
ります。関連機関はこれを認識し、誤解や心配事や懸念を回避するために、
一般市民にこれに関する明確な情報を提供する必要があります。

• データを検証する：データを共有して意思決定に使用する場合、専門家と
協力して品質検証プロセスを設定する必要があります。校正は依然として主
要な問題です。開発者とユーザーに校正係数の重要性を説明する努力にも
かかわらず、利用可能なすべての携帯電話モデルの正確な校正データを入
手することは間違いなく困難です。これは、携帯電話モデルの移り変わりが
激しいことを考えると特に当てはまります。公的機関が科学的研究を奨励し 
て、事後的にデータを調整する方法を開発したり、ユーザーに自分のデバイ
スを調整するための公共サービスを提供したりすることが重要です。

• データを正しく使用する：解釈と機密保持の観点から、公共機関と市民が実
施した測定の使用は依然として重要な問題です。ただし、専門家によって導か
れ検証された場合、市民が収集したデータは、関連機関や学界にとって貴重
な情報源になる可能性があります。実際、放射線モニタリングに関するデータ
の収集は、意思決定者や専門家の状況の評価に重要な役割を果たす可能性
がありますが、データ収集の企画方法、データの妥当性と網羅性、および 

二次的な 
目的での個人データの

使用

処理操作のためにデー
タを第三者に開示する

データ 
転送

個人情報 
漏えい

子供から収集した 
データ

線量測定データに関し特
に考慮すべき事項



データ 管理計画

対象となる（またはデータを提供する）集団は慎重に検討する必要があり、プ
ロセスが安全で尊重されていることを確認するには、さらなる検討が必要で
す。市民のデータは、公的研究機関が開発、管理するクラウドソーシングプラ
ットフォームによって収集できる可能性があります。関連機関、放射線防護機
関、研究および訓練機関は、おそらくヨーロッパレベルで調整されており、特
にビッグデータが個々の測定に由来するエラーを平滑化し、データの質の問
題を部分的に解決できることを考慮すれば、少なくともグループまたはエリア
で大量のデータを管理するツールと戦略を開発する必要があります。

原子力/放射線事故後にアプリから得られるデータの管理とそれらのさまざまな
用途は、非常に特異的な4つの側面を考慮する必要があります。

• アプリユーザーのアドバイスと支援の必要性：これまでの研究では、アドバ
イスや支援を得るために、懸念事項（個人またはコミュニティ）を共有する
ことの重要性が示されています。これには、懸念や健康上の問題を安全に
伝達するために、適切な許可が与えられ、チャネルが作成されることが必要
です。収集したデータの送信先となる特定のエンティティ（医療、放射線防
護、地方行政など）およびこれらエンティティとのみデータを共有できるよ
うにするための最適なチャネルを確定する必要があります。包括的なデータ
管理計画には、さまざまな使用法や他の多くの関係者やリソースとのリンク
が含まれる場合がありますが、具体的なレベルのアクセス、許可、およびセ
キュリティを定める必要があります。

• コミュニティや家族で情報を共有したい場合：包括的なデータ管理プラッ
トフォームにアクセスせずに、非常に単純に、ユーザーが選択した特定の個
人とアプリを通じてデータを共有できることが必要になる場合があります。

• 市民科学：市民科学の一般原則は、市民によって作成されたデータをオープ
ンで FAIR（発見できる Findable、アクセスできる Accessible、相互運用
できる Interoperable、再使用できる Reusable）にすることです。市民科
学の目的は、市民主導のデータガバナンスを促進することです。つまり、市民
が収集されたデータとその結果得られた調査結果を制御できるようにする
ことです。これには、どのデータが使用され、公開され、どの条件で使用さ
れるかを決定するための知識とツールを提供する必要があります。このため
には、市民科学者がワークショップを実施し、研究におけるデータ共有のリ
スクとメリットについて議論することが重要です。プロジェクト参加者は、
市民が研究者や第三者によるデータの使用と再利用の許可を簡単に付与で
きるようにするライセンスと条件の共同設計にも関与する必要があります。
この目的のために、各地方自治体の科学研究では、参加者（アプリのユーザ
ー）は、自分の個人データと、自分の好みに最も一致する生活環境、健康、
福祉に関するデータにデータライセンスを割り当てるように要請されます。

原子力事故 
に関し特に考慮すべ

き事項
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• 原子力/放射線事故後の健康と福祉のモニタリング：これには、時間の経過、地域
間、または線量、事故状況、または改善策に関連する健康および福祉パラメータの
傾向の研究が含まれます。これらの研究は、集団レベル（例：時間の経過に伴う疾
患のパターン、または線量レベル別）と個人レベル（例：事故、復旧活動、線量、ま
たはその他の重要な要因がその後どのように健康、精神-社会的および福祉の結果
に関連するかを評価する疫学研究）の両方で実施する必要があります。目的に応
じて、この情報を集団レベルまたは個人レベルで以下にリンクすることが必要とな
る場合があります。
1）線量に関するデータ（同じ個人が使用する線量測定アプリ、および/または地方

自治体、国家機関からの線量率の時間および空間マップから）;
2）集団の疾病と生存状況登録簿。
3）個人または集団レベルでより具体的な情報を取得するための病院登録簿（図1）。

特別な状況、たとえば、人と放射線の両方が国を越えて頻繁に移動するヨーロッ
パでは、これにはさまざまな国のデータとのリンクが必要になる場合もあります。
これらすべてについて、慎重な検討、適切な倫理承認と情報交換のためのセキュ
リティ設定、および放射線事故の場合の情報の共有（および共有の条件）に関す
る、全てのレベルにおけるさまざまな関連機関間の法的合意が必要です。共有の
どのレベルでも、共有を行う前に、厳格なセキュリティ手続きを導入し、実行する
必要があります。



データ 管理計画

「政府のデータはアクセスが難しく、すぐに公開されないことが多く、収集を長 
期間にわたってタイムリーな方法で実行するには費用がかかります。
市民科学の環境データには、環境情報のニーズに応え、モデルを改善し、状況
認識に貢献することで意思決定に影響を与える能力があります。」 
（Hultquist C. ＆ Cervone、2019）

図1 
個人レベルおよび 

社会レベルでの一般的
データ使用計画例。

個人のデータ
社会人口学的、

GPS、日々の活動記録
等.

健康と
福祉の
指標

個人的
モニタリングおよび

意思決定
プロセス

環境
モニタリング
（国）

公衆衛生

個人の
フォローアップ

地方自治体、
官庁
等

意思決定、政策、
コミュニケーション、
科学（EPI、研究）、

等

病院／人口に
基づくデータ、
登録簿、線量率

線量測定に
関するデータ

データ使用 
管理計画 

（例）
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図2 
データの収集と使用のレベ
ル：個人、地域レベルから

国際レベルまで。

国際的
レベルのデータ

地域
レベルのデータ

個人のデータ

国レベ
ルのデータ

個人レベルで収集されたデータは、環境モニタリングと公衆衛生の両方をスクリー
ニング、管理、および改善するために使用すれば、地域レベル（コミュニティレベル）
だけでなく、国内レベルおよび国際レベルでも、社会にとって有用です（図2）。



データ 管理計画
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倫理 
に関する推奨
事項
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 倫理に関する推奨事項

SHAMISEN SINGSプロジェクトは、データ管理計画に加えて、特に技術開発の
スピードを考慮して、アプリ開発とデータ管理の両方に関連する倫理的課題に慎
重に対処する必要があることを認識しました。これらの問題は、関係者のワーク
ショップで詳細に議論され、倫理に関する以下の推奨事項が策定されました。

線量測定と健康に関するアプリとツールは、放射線事故の管理に貢献する可能性
がありますが、市民科学プロジェクトを含め、アプリとツールの開発とその応用の
すべての側面にわたって倫理的な問題をさらに可視化する必要があります。

事故後の研究の研究プロトコルでは、技術的問題と倫理的問題の両方に取り組
み、これらに透明性を持たせることが重要です。これには、結果に利害関係を有
する可能性のある組織へのリンク、およびその役割と機能の説明が含まれます。
（放射線防護イニシアチブを実施する目的で結果を使用する可能性のある関係
者を含む）。

アプリとツール（市民科学プロジェクトを含む）の適用の一部としての技術的お
よび倫理的問題に関する対話は、意識を高め、緊急事態への備えを促進し、一
般市民に洞察を提供する機会となると思われます。これには、緊急事態への全
体的な準備と対応のみならず技術開発を向上するために、政府機関、公衆、業
界、およびその他関係者間の積極的な相互交流が必要です。

少なくとも、ToS（利用規約）またはEULA（エンドユーザーライセンス契約） 
には、どのデータが収集され、どのように保存、共有、破棄されるかに関する包
括的な情報が記載されている必要があります。しかし、データの使用と共有の
同意に向け、相互交流のより豊富なアプローチが推奨されます。

線量測定アプリとツールによって生成されたデータの潜在的な公衆衛生上の価
値、およびそれらの開発は現在、主に商業主体によって推進されているという事
実を考えると、関連機関はこれらのツールの開発と適用においてより積極的な
役割を果たす必要があり、国際機関が認証とデータ管理を先導することができ
るかどうかについて考慮する必要があります。

緊急事態への準備における具体的シナリオとその諸段階に対する、線量測定用
および健康関連アプリとツールの応用可能性、および他の放射線防護状況（環
境上、職業状など）についてさらに議論することが有用と思われます。
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別紙 I:
解説画像 
「スマートフォンで放射線を測定する方法」



英語版：

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+

別紙 I 解説画像
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スペイン語版

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



フランス語版

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 

別紙 I 解説画像
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ロシア語版

2

7

!

6

4

20
min

1

+

КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.

3

1.
2.
3.

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.



日本語版
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3

1.
2.
3. 4 20

min

1

+

アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。

別紙 I 解説画像
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イタリア語版

2

Per maggiori informazioni, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.



ウクライナ語版
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!

6

1

+

Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.

3

1.
2.
3.

ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
min

別紙 I 解説画像
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