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日本原子力研究開発機構（JAEA）図書館では，福島第一原子力発電所事故に関する参考文

献情報を収録したウェブサイトを構築し，2011年4月よりインターネットを通じて発信してい

る．発信する情報は毎月更新され，その数は約1万5千件に達している．JAEA図書館では，

国及び東京電力のホームページ上に公表された放射線モニタリングデータ，原子炉プラント

状況等の情報を収集・整理し，福島原発事故アーカイブとして運用することを検討している．

本稿では，JAEA図書館が発信している福島事故参考文献情報の内容を紹介し，併せて福島原

発事故アーカイブ構築に関する課題を提起する． 

The Library of Japan Atomic Energy Agency (JAEA) has developed the special website on 
Fukushima Dai-ichi nuclear power station accident from April 4, 2011. This website is provided both 
in Japanese and English. It disseminates over 15,000 bibliographic and full-text records, such as 
JAEA’s research results, academic journal articles, conference papers, technical reports etc.  

In this paper, the authors introduce the special website on Fukushima Dai-ichi nuclear power station 
accident and discuss some challenging issues to develop archive. 

 
キーワード： 福島第一原子力発電所，原子炉事故，文献情報，アーカイブ，インターネット情報 

Keywords:  Fukushima Dai-ichi nuclear power plant, reactor accidents, document information, archives  
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1 はじめに 

 福島第一原子力発電所事故（以下「福島原

発事故」という）以降，日本原子力研究開発

機構（JAEA）図書館では，同事故に係る研

究開発に参考となる文献を収集・整理し，「福

島原発事故参考文献情報」として発信してい

る[1]．また，福島原発事故アーカイブ構築

の試みとして，国及び東京電力がインターネ

ットから発信する放射線モニタリング情報，

除染活動，プラント状況等の情報を収集・整

理する活動を始めている． 
 本稿では，JAEA図書館が発信している福

島事故参考文献情報の内容を紹介し，併せて

福島原発事故アーカイブ構築に関する課題

を提起する． 

 

2 JAEA図書館 

JAEA 図書館は，ウェブサイトを通じて，

原子力に関わる各種の学術情報を提供して

いる[2]．JAEA図書館は，原子力を中心とす

る科学技術分野に関する資料の収集と提供

を行っている．所蔵資料は，原子力関連の専

門図書が約5万冊，専門学術雑誌が約2,000タ
イトル，国内外の研究機関，大学等が刊行し

た技術レポートが約110万件ある． 
また，JAEA は国際原子力機関（IAEA） が

運営する国際原子力情報システム計画

（INIS）の日本における実施機関として，国

内で刊行された原子力文献の書誌データを

作成し，IAEA に提供するとともに，INIS デ
ータベースの国内利用促進活動を行ってい

る．INIS 計画は1970年に設立し，現在は

IAEAに加盟する127ヶ国，24国際機関が参加

している．原子力の平和利用に関する公開さ

れた学術文献の書誌情報を約340万件蓄積す

るほか，政府機関や大学等が刊行した技術レ

ポート約30万件の全文情報を収録するなど

の特徴がある（図1）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 INISデータベース出力画面 
 

3 福島原発参考文献情報の発信 

3.1 福島原発参考文献情報の概要 

JAEA 図書館が発信する福島原発事故参

考文献情報は，「原子力機構の研究成果リス

ト」「関連文献リスト」「関連リンク集」「国

内外の福島事故関連報告書」「チェルノブイ

リ原発事故後の環境影響に関するIAEA 報
告書の文献リスト」の5つのカテゴリからな

り，日本語版と英語版で発信している[3]（図

2）．発信コンテンツは，参考文献リストと

インターネットリンク情報であるが，読者が

迅速かつ容易に目的の情報にたどり着ける

よう，各コンテンツを主題別に整理し，また，

雑誌論文や報告書等はDOI 等のリンク情報

を付してできる限り全文（著作権上の許諾を

得たもの）を掲載しているのが特徴である． 
JAEA の研究成果リストは，福島原発事故

以降，同事故の対応や解析に関してJAEA 職
員等がJAEA レポートや学術誌に発表した

研究成果をリスト化したもので，2012年9月
現在で47文献を収録し，毎月情報を更新して

いる． 
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 関連文献リストは，INIS や国立情報学研

究所が提供する学術論文情報データベース

「CiNii」等のデータベースから，米国スリ

ーマイルや旧ソ連チェルノブイリ等の原発

事故事例，放射性核種の環境移行など福島原

発事故対応に参考となる文献を抽出し，16
の主題分野に整理して提供している．また，

INIS データベースから抽出した文献情報に

は，検索式を組み込んだINIS 検索出力画面

URLを表示しており，各主題の最新情報が表

示できる仕組みとしている（図3）．2012年9
月現在，約14,000件の文献情報を発信してい

る． 
 JAEA 図書館では国や国内外研究機関等

がWeb 上で公開した技術情報等を，JAEA 

図書館Twitter（@JAEA_library）から，リア

ルタイムで発信している[4]．この中には福

島原発事故に関する情報も含まれており，関

連リンク集は，Twitter で紹介した福島原発

事故に関する情報を主題別（30分野），発信

元別に整理し，その内容とURL 情報を収録

したものである．2012年9月現在，発信する

URL 情報は約1,000件になった． 
 さらに，国内外の福島事故関連報告書とし 
て，「日本政府の報告書」「IAEA 調査団報

告書」などの報告書への全文情報，IAEA が
2006年に公開したチェルノブイリ原発事故

後の環境影響に関するIAEA 報告書の文献

リストへのリンクも提供している． 

 
 

 
図2 JAEA図書館が発信する福島原発事参考文献情報 
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図3 文献情報からリンクするINISデータベース 
 

3.2 利用状況 

 図4はJAEA 図書館ホームページの外部か

らのアクセス数推移を示すグラフである．

JAEA 図書館ホームページのアクセス数は，

福島原発事故参考文献情報を立ち上げた

2011年4月から増加し，平成23年度は，前年

度比で約2.5倍増となった．なお，平成23年
度は227,665回のアクセスがあり，このうち

「福島原発事故参考文献情報」は全体の約

60％にあたる137,068回のアクセスであった． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4 JAEA図書館ホームページアクセス数（推移） 
 

4 アーカイブの目的 

インターネット上には福島原発事故に関

する膨大な量の情報が存在する．Google で
「福島原発事故」と検索しただけでもヒット

する情報量は3千万件を超えている（2012年9

全文情報 

INIS 検索出力画面 
最新の検索結果を表示 

2011 年 4 月サ

イト立ち上げ 

平成 23 年度 平成 22 年度 平成 
24 年度 

2011 年 4 月サ

イト立ち上げ 
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月現在）．その中にはニュース記事の報道や

個人がブログ等で発信するものが多いが，国，

自治体，大学，独立行政法人そして東京電力

からも毎日福島原発の最新情報が発信され

ている．国等が発信する情報には福島原発1
～4号機の状況や放射線モニタリングデータ，

除染活動状況など事故対応に係る研究開発

にとって核心的でリアルタイムなデータが

含まれている． 
一方，JAEA 図書館が発信する「福島原発

事故参考文献情報」には関連リンク情報とし

て約1,000件のURL 情報を収録しているが，

主体は文献情報である．文献情報は雑誌，会

議資料，報告書等に公表されたいわば集大成

的要素を持つ情報であり，リアルタイムなも

のではない．図5はINIS データベースに収録

された旧ソ連チェルノブイリ原発事故に関

する文献の入力年次推移を表したものだが，

同事故の研究成果が文献として現れたのは

事故が起きた1986年から約10年後がピーク

であったことがわかる． 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5 チェルノブイリ原発事故文献入力数の年次推移 
 

 JAEA 図書館が目指す「福島原発事故アー

カイブ」の目的は，集大成的な要素を持つ文

献情報とリアルタイムな要素を持つインタ

ーネット情報，特に国等が発信する核心的な

情報をできる限り網羅的に収集・整理し，発

信することで事故収束のための研究開発を

効率的かつ効果的に支援することにある． 

 

5 アーカイブ構築の取り組み 

5.1 ウェブサイト情報の記録 

JAEA 図書館では文部科学省，経済産業省

及び東京電力の各ウェブサイトを対象とし，

福島原発事故情報の記録に取り組んでいる．

情報の記録作業は2012年6月から試験的に開

始し，これまでに約2,000件の情報について

情報発信元，日付（公開/収集），タイトル，

URL アドレス，言語（日本語/英語），ファ

イル形式（PDF/HTML/その他），主題分類

等の目録データをCSV形式のメタ・データに

した（図6）． 
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図6 ウェブ情報のメタ・データ化 

 
5.2 複雑なウェブサイト構造 

情報の記録作業の中でまず問題となった

のは，ウェブサイトが複雑な構造になってお

り，目的とする情報が探しにくい点である．

記録すべき重要な情報はそのサイトの最下

層ページにあることが多い．しかしながら，

情報の内容はその前（もしくは更に前）のペ

ージに記載されている場合がある．特に委員

会や審議会の情報として配布資料が公開さ

れているが，その件名は『第△回○○委員会資

料：参考資料○』として記載されていること

があり，内容を正確に記録するには最下層の

ページだけでなく，上位階層のページも確認

する必要がある． 
図7は文部科学省ウェブサイトの「東日本

大震災関連情報」のページである[5]．文部

科学省のトップページを1次として，2次のペ

ージを経て，「東日本大震災関連情報」へと

たどりつく．更にその下層に4次の詳細ペー

ジがあり，その下（5次）に記録すべき一次

情報がある． 

 
図7 東日本大震災関連情報の構造 

 
図8は同省の「放射線モニタリング情報」

のページである[6]．このページから，プレ

ス発表，委員会情報，モニタリング方法等の

解説，他サイトへのリンクが貼られている．

モニタリングの測定結果はPDF で表示され

る以外に，エクセルなどのCSV フィルでダ
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ウンロードできる．また，リアルタイムな測

定結果をマップ情報で表示するサイトへの

リンクも貼られている．また，旧ウェブサイ

トも存在する．旧ウェブサイトの情報は新ウ

ェブサイトへ統合されているが，過去のサイ

トも存在することで，構造がより複雑化して

いる． 

 

図8 放射線モニタリング情報の構造 
 

 ここで示した事例は文部科学省だけであ

るが，経済産業省，東京電力，また他の機関

においても，ウェブサイトは複雑な構造とな

っていることが多い． 

6 試作版アーカイブの概要 

インターネット上には有益な情報がある

一方で，ウェブサイトの階層の深化と複雑化

は，情報を探しにくくしている．また，多様

なファイル形態や，リアルタイムで更新され

る情報もあることから，文献とは異なり，収

集，整理，保存する上での課題がある．特に，

ウェブサイトは発信元の都合で改変やデー

タの削除が行われる可能性があることから，

恒久的にウェブサイトを保存し利用する仕

組みが必要である． 

現在，JAEA図書館は，国立情報学研究所

が提供する機関レポジトリ用システム

「WEKO」[7]を使って福島原発事故アーカ

イブを試作し，ウェブサイト情報の整理・記

録に係る方法を検討している（図9）． 
 試作版アーカイブには文部科学省，経済産

業省及び東京電力の各ウェブサイトの福島

原発関連の最下層ページに掲載されている

情報約2,000件が収録されている（4.1「ウェ

ブサイト情報の記録」参照）． 
 作成したメタ・データ（目録データ）には，

発信元のURL 情報の他，国立国会図書館の

インターネット資料収集保存事業（WARP）
[8]が収集し，保存したウェブサイトのURL 
情報も記載している．国立国会図書館WARP 
は国，自治体及び独立行政法人のウェブサイ
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トを保存（東京電力等民間企業と個人が作成

したウェブサイトは対象外としている）して

いることから，ウェブサイト改変等によるリ

ンク切れの対応が図られている（図10）． 
作成したメタ・データ（目録データ）を

WEKOにインポートすると，主題分類ごとに

インデックスが自動的に付与され，時系列順

に表示される．WEKOには言語選択機能があ

り，インターフェイスや書誌情報の英語版を

表示することができる．インデックス又は検

索により，該当するコンテンツの一覧が表示

される．閲覧したいコンテンツを選択すると

詳細な書誌情報が表示される． 

 

 
図9 福島原発事故アーカイブ（試作版）の概要（1） 

 

 

図10 福島原発事故アーカイブ（試作版）の概要（2） 
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7 アーカイブ構築に向けての課題 

 本稿では，アーカイブの構築に向けての取

り組みとして，福島原発事故アーカイブ（試

作版）を基にした検討内容について述べてき

た．次に，アーカイブの構築に向けて解決す

べき課題を提起する． 

 
7.1 メタ・データ作成上の留意点 

福島原発事故など大規模かつ広範な事象

を単独の機関でアーカイブすることは不可

能である．複数の機関が連携し，情報を共有

する仕組みが必要である(図11)．そのため，

アーカイブの基になるメタ・データは，国際

的に標準化されたフォーマット（OAI-PMH 
等）に準拠して作成しなければならない．し

かし，インターネット上には多様な情報媒体

からなるコンテンツがあるため，文献情報を

ベースとするメタ・データの項目では充分と

は言えない．一方で，メタ・データの中に独

自の書誌項目を作り対応すると他機関と情

報の共有を図る際に支障となる場合がある．

相手方のメタ・データと関連付けが容易とな

るメタ・データフォーマットを準備する必要

がある．また，収集先のウェブサイトを運営

する機関との連携（東京電力を想定），キー

ワード付与や分類整理方法については，INIS 
等の活動を通じて得られた知見も活かすと

ともに，専門家による技術支援が必要となる． 
 

7.2 システム設計上の留意点 

 一次情報と二次情報とのマッチング，関連

情報源へのリンク，クエリ・ベースによる検

索の実行等，より利便性をますためのシステ

ム構築が必要となる．また，システムへの情

報の出し入れを柔軟にし，他機関とのデータ

の連携が容易に行えるようにすることが望

ましい．さらに，アーカイブに収録している

コンテンツの一部（概要説明等）について，

ユーザが自由に追加，修正等のコメントでき

るようにし，収録コンテンツが自ずと拡充す

る機能（wiki 機能）も検討している． 

 

 
図11 福島原発事故アーカイブのイメージ図 
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8 むすび 

著作権上の課題からJAEA 図書館は勝手

に他機関が運用するウェブサイトを収集・保

存し，発信することはできない．しかしなが

ら，INIS データベース作成等のノウハウを

蓄積しており，原子力情報の収集・整理を得

意としている．国立国会図書館は，国，自治

体，独立行政法人のウェブサイトの保存が可

能である．同館が今後進める東日本大震災ア

ーカイブ構築プロジェクト[8]等との連携・

協力を視野に入れ，東京電力などのウェブサ

イト情報が組織的に収集・保存・整理できる

仕組みを関係機関と構築したい．  
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