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What is SAFECAST?

(a 3-minute video by independent 
filmmaker Adrian Storey)

http://vimeo.com/69002438

セーフキャストって何？

（自主映画作家、エイドリアン・ストーリー制作の
!分間ビデオ紹介）



From the point of view of average citizens:

• Fear, need to decide soon whether to flee 

• 恐怖感　－　避難すべきか否かの決断を早急に迫られる
• Information vacuum
• 情報の皆無
• Official sources deemed untrustworthy
• 公的機関からの情報の信ぴょう性
• Social media paints more dire picture 
• ソーシャルメディアによって描き出されるもっと危険なイメージ
• Even knowledgeable people can’t find enough reliable and 

useful data
• 知見のある人ですら信頼にたる有益なデータを見つけることが出
来ない状態

After March 11, 2011:

一般的な市民の視点から
!"##年$月##日以後：



And do it fast !

Solution:
解決策：

Create devices, make them mobile, 
get people, collect data, map it,

publicize it online.
測定器を創り、機器を移動型にし、人々にデータ
を収集してもらい、そのデータをマップ化し、

オンラインでマップを公表する。

しかも迅速に！
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Deployment:

Automobile

活動展開:

車窓



Bicycle 自転車

Deployment: 活動展開:



Hand-carry 手で持ち

Deployment: 活動展開:



Motorbike バイク

Deployment: 活動展開:



Aerial drone (under development) 小型無人飛行機（現在、開発中）

Deployment: 活動展開:



(Shown: bGeigie Nano)

Devices
測定機器

（左：bガイギー・ナノ）



• 7th-generation mobile detector 

• Rugged and waterproof

• Arduino-based

• GPS and data-logging

• 2” (5cm) pancake sensor

• OLED display

• Open-source, hardware, data

• Sold as a kit, anyone can build

• Anyone can upload data

• !代目　モバイル型測定機器
• 耐久てき"#防水
• アルドゥイノ仕様
• $%&とデータ・ログ機能
• 直径#'()#のパンケーキ・センサー
• *+,-ディスプレイ
• オープンソース"#ハードウェア、データ
• 組み立てキットとして販売
• 誰でもデータのアップロードもできる

 bGeigie Nano
bガイギー・ナノ



Over 20 million data points!

セーフキャストのデータセットの時系列推移

!"""万以上のデータ・ポイントが計測されました！



Official airborne monitoring 
maps provide an important 

general overview, 
but no detail.

MEXT- DOE airborne monitoring map, May 2011

This official map was not 
released until May, 2011

政府が放射線測定マップを発
表したのは2011年5月以降

政府発表の空間線量測定
マップは包括的な概観を知
る上では重要であったが、

詳細情報が欠落。

参考：文部科学省　航空空間放射線量モニタリングマップ、
2011年5月



MAP DEMO
マップのデモ



Safecast iOS app:

• Free

• Full-featured

• Easy-to-use

• Customizable

• DOE, background, other data 
sets displayed as “layers”

(Android version in development)

セーフキャスト iOS アプリ

• 無料
• 全機能搭載
• カスタムが可能
• アメリカ合衆国エネルギー省!のデータ、
背景放射線量データ、その他のデータ
セットも「レイヤー」として表示が可能

（アンドロイド版は現在、開発中）



Fukushima Daiichi NPP site, Dec 2013

Safecast iOS app:

Data can be 
gathered and put 
online the same 

day!

セーフキャスト iOS アプリ

データ収集後、同日中
にそのデータをマップ
化し、オンライン上で

公開可！

!"#$年#!月の福島第一原子力発電所敷
地内のデータのマップ



The primary MEXT/NRA web-based radiation map asks users to first 
find their neighborhood monitoring post in a list of hundreds.

For Iwaki, 
choose from a 

list of 475 
locations!

リスト内に入っている
いわき市内の地名だけ
でも!"#か所！

文部科学省と原子力規制委員会によるウェブ上公開の放射線マップは、ユーザーに何百か所の地名
が入った中から関心のある地域のモニタリングポストを探し出させるような形になっている。



(Koriyama: 7 data points visible for this neighborhood each representing a single monitoring post)
（郡山市：この地域では７か所のモニタリングポスト観測地点があることが分かる。各丸印が一つのモ

ニタリングポストを表わしている。）

At the level of individual towns and neighborhoods, official map detail is sparse.
各市町村レベルになると、公式マップの詳細情報はまばら状態。



JAEA vehicle-borne survey map, 2014 -- about 120 data points
独立行政法人日本原子力研究開発機構による車両運搬式による!"#$%年の

モニタリング・マップ!－　約$"#データポイント



SAFECAST map of the same area: approx. 800 data points
セーフキャスト作製の同地区のマップ：　約８００データポイント



realtime sensors

expanding network

リアルタイム・センサー

ネットワークの拡大



Outreach:

• Safecast blog, discussion, Facebook, Twitter, etc
• セーフキャストのブログ、グーグル・ディスカッショングループ、フェイ
スブック、ツィッターなどのソーシャルメディアの利用

• Geiger-counter building workshops
• ガイガーカウンター組み立てワークショップの開催・実施

• Talks and presentations
• 講演会参加やプレゼンテーション発表

• Media interviews
• メディアでのインタビュー対応

We want people to realize how cool citizen science is, and 
to get involved. This requires skills in education and media.

アウトリーチ

市民科学がいかに素晴らしいか、人々に気づいてもらい、市民の参加を願ってい
る。それには、教育やメディアの分野でのスキルが必須。



Geiger-counter building workshop with students in Koriyama 
(They then become volunteers, contribute radiation readings, and teach others)

郡山の学生たちと行ったガイガーカウンター組み立てワークショップ
（組み立て終了後、セーフキャストのボランティアになり、放射線測定に貢献し、

他の人たちにも教えたりしてくれている）





Testing 12 newly-built bGeigie Nanos near Koriyama Station
組み立てたばかりのbガイギー・ナノを郡山駅前でテスト中



Sharing experiences and results with specialists.
専門家と経験と成果を共有する。



www.safecast.org



www.safecast.org


