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ラジオアイソトープ（RI）を利用した工業計測器は，放

射線により，厚さ，レベル，密度，水分などを測定する装

置である。その優れている点は，非接触，非破壊，オンラ

インリアルタイム高速応答などにあり，RIの物理的性質

から，熱，電気，振動など，ノイズ要因の影響を受けにく

いため，鉄鋼圧延制御，化学プラント，プラスチック，製

紙工業などの過酷な製造ラインで幅広く利用されている。

これらの計器は，単に製品検査を目的に使用されるので

はなく，製造工程制御系のセンサ「目」の役割を担ってお

り，各種製造工程に不可欠な特殊センサとして位置づけら

れている。

例えば，鉄鋼用熱間厚さ計は，プロセスコンピュータ下

で自動運転し，圧延機のリアルタイム制御用出力として熱

寸測定値を 50ms 程度の応答で伝送すると同時に，最終製

品の厚さ，すなわち冷寸測定値の出力，蓄積を行っている。

富士電機では，鉄鋼向けγ線厚さ計，プラスチック・紙

用β線厚さ計，各種レベル計，水分計などを幅広くライン

アップしている。

本稿では，厚板ミル直近厚さ計，シームレス鋼管熱間肉

厚計，および日立製作所製互換タイプの放射線応用計測器

を紹介する。

厚板ミル直近γ線厚さ計

熱間厚板厚さ計は，従来，厚板熱間圧延機の後方（また

は前方）10m 以上離れた場所にしか設置できないとされ

ていた。

厚板ミル直近γ線厚さ計は，圧延機直近，具体的には圧

延機中心から，2m程度の搬送ロール間のわずかなすきま

からγ線を照射し，測定を実施する。板が相当厚いスラブ

の段階から，ミル制御の早期開始に寄与する。さらに，ミ

ル後方 10m以上の位置まで，板を搬送しなくても，圧延

制御情報が得られるので，圧延能率が向上する
，

。

これを，実現するために，圧延機内の過酷な環境，すな

わち，熱，衝撃，大量の水，また酸化鉄粉，鉄片の付着，

落下などに耐えられる耐環境性能が必要であるのみならず，

オフラインに引き出してのメンテナンスが不可能な場所に

設置されているため，従来の厚さとは質的に異なる高度な

信頼性，あるいは遠隔保守性などを具備している必要があ

る。

検出器単体の性能に関しては，すでに発表しているので，

ここでは装置の性能，システム構成，保守性などを紹介す

る。

厚板ミル直近γ線厚さ計の主要諸元を表１に示す。現在

製作中のシステムの構成を図１に示す。出力としては，圧

延制御用の 100ms 程度のリアルタイム出力のほかに，10

msの高速応答出力をし，よりきめ細かく板プロフィール

を把握できるようにしている。圧延オペレーターには，厚

さをディジタル表示するほかに，圧延パスごとの板厚プロ

フィール画像をリアルタイム表示し，瞬間的な判断行動を

支援している。

遠隔保守としては，オンライン状態のまま，内蔵サンプ

ルにより，ゼロ点を含む多点校正を自動的にできるように

している（特許 広報平 4-43207）。このことと検出器の安

定性により，計器校正のメンテナンスフリー化を実現して

いる。
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表１　厚板ミル直近γ線厚さ計の主要諸元 

線　　　　　源 

検　　出　　器 

検出器アンプ 

検出器安定方式 

最大衝撃加速度 

衝 撃 低 減 率  

耐　　熱　　性 

測　定　範　囲 

短周期ノイズ 

ド　リ　フ　ト 

計　器　応　答 

137Cs　1.11TBq 

プラスチックシンチレーション検出器 

パルスアンプ方式（ディジタル計数方式） 

近紫外光参照スペクトル安定化方式 

735m/s2（75G） 

1/10以下 

厚板圧延機内にて連続運転可能 

約2～150mm 

例：90％信頼度で33　m at 20mm，0.2s応答 

実測例　5.5　m/8h 

10ms～ 
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また，予防診断機能の目的で独立のプロセッサを具備し，

スタンバイ系を含む検出系の各種保守情報，振動衝撃加速

度などをリアルタイムで計測，データベース化し，障害解

析の診断，トラブル予防のための情報を提供している。

シームレス鋼管熱間肉厚計

シームレス鋼管は，油井掘削など過酷な条件下で使用さ

れる高強度の鋼管である。シームレス鋼管熱間肉厚計は，

圧延ライン，特にストレッチレデューサ（肉厚を延伸し，

径を絞る圧延機）における圧延制御の目的で，肉厚を 10

ms 程度の高速応答でリアルタイム出力すると同時に，管

端カットオフ位置を決定し，また，肉厚プロフィール情報

を記録・蓄積する自動運転の計測システムである。

圧延オペレーターに対するガイダンスとして，肉厚プロ

フィール画像を圧延ピースごとにリアルタイム表示すると

同時に，任意の過去の肉厚プロフィールを随時表示させる

ことができる。

表２に 2004 年度製作中の装置の主要緒元を，図２に装

置の構成を示す。また，図３に従来器の外観を，図４に測

定原理を示す。走行に伴い，鋼管が上下左右に瞬間的位置

変動しても，誤差を生じない測定原理（特許 登 1474136-

00）である。

この原理を実現するためには，γ線の照射場を均一にす

るだけではなく，検出器の感度を均一にする必要がある。

この課題を，約 350mm幅のプラスチックシンチレータと，

シンチレーション光を均一に集光し光電子増倍管に導く，

特殊なライトガイドを組み合わせることで解決している。

電子回路部は，ミル直近γ線厚さ計用と同一で，安定方式

は近紫外光参照方式を用いている。

本装置では，この検出器を 2 台用いて高計数を得，10

msの高速応答における統計変動誤差を低減している。

日立製作所製互換タイプ放射線応用計測器

富士電機は，日立製作所製放射線応用計測器の完全互換

機を製造・販売している。

同機は，測定システム一式として互換性があるだけでは

なく，線源容器，検出器，電子回路部，ケーブル，付属品
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閉 開 閉 開 

厚板工場プロセス 
コンピュータ 

ターミナルリンク 

ミルオペレーター 
用HMI

ミルオペレーター用 
操作パネル 

保守用 
タッチパネル 

板プロフィール 
表示など 

パソコン 
19インチ 
LCD

スタンバイ系 
スタンバイ 
検出器 

スタンバイ系 
γ線源 

PIO リアルタイム出力100ms

圧延制御用DDC

ミル直近制御盤 

LAN＃1

LAN＃2

LAN＃3

HMD 
速度信号など 

γ計数，検出部，高圧，温度，振動 

γ計数，検出部，高圧，温度 

検出部 

γ線源 

冷水装置 

エア 

シャッタ駆動エア 

ミル内搬送 
ロール 

内蔵サンプル 

加速度センサ 

操作用タッチパネル 

プロセッサリンク 

プリンタ 
データハンドリング 
HMI用FAパソコン 遠隔保守用 

パソコン 

予防診断装置用 
FAパソコン 

リアルタイム出力10ms 
リアルタイム出力100ms

［操作パネル］ 

HMI：Human Machine Interface

図１　厚板ミル直近γ線厚さ計のシステム構成

表２　シームレス鋼管熱間肉厚計の主要諸元 

線　　　　　源 

検　　出　　器 

検出器アンプ 

検出器安定方式 

測　定　範　囲 

測　定　精　度 

ド　リ　フ　ト 

計　器　応　答 

137Cs　1.11TBq　長さ223mm 

感度均一化型　350ｍｍ測定幅　 
プラスチックシンチレーション検出器 

パルスアンプ方式（ディジタル計数方式） 

近紫外光参照スペクトル安定化方式 

外径　φ25～φ180mm 
肉厚　2～45ｍｍ 　　　 

肉厚の±0.2％以下 

実測例：0.2　m/12h at φ81mm　 9.21mm 

8ms～ 

t
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など，要素単位での互換性を確保しており，部分更新にも

対応できる。

特に線源容器は，線源カプセル，部品，製作図，製造方

法のすべてを完全同一品としているので，ユーザーにとっ

て法規制上大きなメリットがある。

本機は日立製作所と富士電機の綿密な協力の下，発売開

始以来すでに数十件の納入実績があり，いずれも安定稼動

をしている。

図５に互換機の一例を示す。
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シームレス鋼管工場 
圧延プロセスコンピュータ 
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速度信号 

シームレス鋼管熱間 
肉厚計制御盤 

制御盤HMI用 
FAパソコン 

プロセッサリンク 

中継箱 

冷却水装置 

速度センサ 

熱間肉厚計 
機側制御盤 

エア 

ミルオペレーター用HMI 
FAパソコン 
肉厚プロフィール表示など 
 

オペレーター 
操作パネル 

LAN

図２　シームレス鋼管熱間肉厚計のシステム構成

図３　シームレス鋼管熱間肉厚計の測定機構部

（a）γ線レベル計検出器 

（b）線源容器（遮へい容器） 

図５　日立製作所製と互換タイプの放射線応用計測器

γ線検出量 

検出器 

パイプが位置変動しても 
γ線検出量は不変 

位置変動 

被測定パイプ 

絞り 

ライン線源 

図４　シームレス鋼管熱間肉厚計の測定原理
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あとがき

厚板ミル直近γ線厚さ計は，従来の富士電機製厚さ計に

比して，耐衝撃・耐熱性など耐久性能の飛躍的向上，安定

性・メンテナンスフリー化，高速応答，およびデータベー

ス機能の拡大を実現した。今後は，これら技術を富士電機

製厚さ計全般に適用し，より信頼性の高いシステムを提供

していく考えである。

シームレス鋼管熱間肉厚計は，鋼管径が約 180mmと，

比較的大きいサイズに対応しているなどの理由から，やや

大掛かりなシステムになっている。今後は，より小径サイ

ズ向け，あるいはシンプルなシステム構成の，比較安価な

装置にも取り組んでいく所存である。

レベル計，密度計に関しては，従来の富士電機製品と日

立製作所製互換機の両メニューを有している。今後は，両

者の長所を生かした製品開発を推進していきたい。
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解　説 Webシステム

従来は端末（クライアント）にもアプリケーション

プログラムを配置したクライアント・サーバ方式が主

流であったが，最近ではWWW技術を用いたWebシ

ステムに置き換わりつつある。Webシステムではす

べてのアプリケーションプログラムをサーバに配置し，

端末側にブラウザソフトウェアを配置するのみでシス

テムを利用できる特徴を持つ。すなわち，不特定多数

のユーザーに対してサービスを提供するシステムでは

Webシステムが優位である。

本システムではこの特徴を生かして各種申請業務

（データ入力）から承認結果や集計データの通知

（データ出力）の流れを自動化することで業務効率化

に寄与している。

なお，個人情報を取り扱うWebシステムでは，適

切なデータ提供を行うようにするためには，本体シス

テムとのネットワーク分離，ファイアウォールの設置，

個人承認および認証に基づく機能制限・データ参照制

限を行うなどのセキュリティ対策が重要である。

Web 方式を用いることにより，各種システムの操

作を一つのメニューから行うこともできるようになっ

た。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




