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1　まえがき

富士電機の放射線計測技術は、東日本大震災からの復
旧・復興支援にも活用された。また、富士電機は、原子
力発電所や核燃料サイクル工場ならびに放射性医薬品を
使用する高度医療機関などの放射性物質を取り扱う施設
やその近隣自治体に対して、安全・安心に貢献する放射
線管理サービスを提供している。本稿では、最新の IoT
（Internet of Things）技術を融合した新型環境放射線監
視サービスについて述べる。
さらに、大規模自然災害に対処する環境放射線監視シス
テムの伝送多重化、保守性が向上した医療分野向け放射線
管理システム、無線機能を備えた新型電子線量計を用いた
IoT 対応新型線量管理システムおよび被験者や管理者の負
担を軽減したホールボディカウンタなどの被ばく管理シス
テムについても併せて述べる。

2　新型環境放射線監視サービス

2 . 1 　概　要
環境放射線監視システムは、測定地点に設置される放射

線測定部とデータを管理するサーバシステムにより構築さ
れている。システム導入に際しては、電源や通信回線など
のインフラ構築が必要であるだけではなく、設置場所の確
保や設置工事など、多くの時間と費用も必要である。
IoT 対応新型環境放射線監視システムは、従来のシステ
ムと比較すると、放射線測定部は小型になっている。さら
にクラウドサーバを採用しているので、ユーザーがサーバ
を設置する必要がなく、安価かつ短期間で導入できる

⑴

。
このシステムを使ったサービスは図1に示すように放射

線測定部で測定された環境中の放射線量（γ線量）を、仮

想移動体通信事業者（MVNO： Mobile Virtual Network 
Operator）の廉価な携帯電話回線網を経由してクラウド
サーバに収集蓄積する。演算処理したのち、インターネッ
トを介して関係者をはじめ広く公衆にデータを公開する。

2 . 2 　特　徴
⑴　放射線測定部
放射線測定部は、計測部、データ処理部、通信部、電

源制御部および防水筐体（きょうたい）により構成され
る。放射線測定部の外観を図2に、計測部の外観を図3に、
放射線測定部の主要性能を表1に、計測部の主要性能を表
2にそれぞれ示す。計測部には、自治体などへの導入実績
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図 1　システム概念図
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がある小型の高機能積算線量計「DOSE e」を採用し、本
体の小型化と高性能・高信頼性を実現した。データ処理
部には、富士アイティ株式会社製 IoT/M2Mコントロー
ラ「FiTSA Σ」を採用し、測定データの演算処理を担う
とともに、放射線測定部とクラウドサーバ間のデータ伝送
機能も備えている。通信部であるモバイルルータは、国内
のみならず国外の通信規格や SIM（Subscriber Identity 
Module）カードにも対応しているので、国内外の設置に
対して柔軟に対応できる。電源制御部は、AC外部電源に
加えてバッテリ電源からの入力にも対応している。また、
バッテリ駆動時には、内部タイマに従って内部機器に間欠

的な電源供給を行い、省電力化による長時間稼働を実現し
ている。
⑵　クラウドサーバ
放射線測定部で測定されたデータを、MVNOなどの携

帯電話回線網を介してクラウドサーバに集約し、管理する。
ユーザーは、スマートフォンなどを介して専用のWebサ
イトにアクセスすることで測定データをいつでも確認でき
る。Webサイトは、一般ユーザーの利用を想定し、マッ
プ表示とグラフ表示の二択のシンプルな構成とした。図4
に示すマップ表示画面で表示するマップの地域や、グラフ
表示画面が表示するトレンドの期間を 1 日、1か月または
1 年単位で、ログインユーザー別にデフォルト設定できる。
また、ユーザーの用途に応じてトレンド表示が可能である。
一方、システム管理者向けの機能として、測定値の上昇や
システムの異常をクラウドサーバ側で検出し、あらかじめ
登録されたユーザー管理者や保守員にメールを配信する機
能も備えている。

表 1　放射線測定部の主要性能

項　目 内　容

通信機能 携帯電話回線網

電　源 AC100～ 240V 50/60Hz
バッテリ駆動（本体別置）

使用温度範囲 －10～ +40℃

使用湿度範囲 90%以下（相対湿度）
（ただし、結露なきこと）

外形寸法 W270×H185×D88 (mm)
（突起部を除く）

質　量 約3kg

図 2 　放射線測定部

図 3　計測部「DOSE e」

表 2　計測部の主要性能

項　目 内　容

検出器 シリコン半導体検出器

測定線種 γ (X) 線：60keV～ 1.5MeV

測定範囲
積算線量：1nSv ～ 99.99mSv

線量率：0.01 ～ 999.9 µSv/h

指示誤差

積算線量：±10%
（1µSv ～ 99.99mSv、137Cs基準）

線量率：±15%
（1～ 999.9 µSv/h、137Cs基準）

エネルギー特性 ±30%（60keV～ 1.5MeV、137Cs基準）

方向特性 ±25%（137Cs、0° 基準）
（水平±180°、垂直－60 ～ +240° ）

データ記録機能

記録件数：9,000件

記録間隔：  1分、2分、3分、4分、5分、
10分、30分、1時間

記録項目：  時刻、積算線量、記録間隔内
の最大線量率

図 4　Web画面イメージ
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3　外国向け環境放射線監視システム

3 . 1 　概　要
日本以外の原子力発電所を持つ国やその周辺国において

も環境放射線量を監視したいというニーズがある。富士電
機の国内向け環境放射線監視システムの技術を基に、各国
のインフラに対応した電源や通信回線とするとともに、国
情に合わせてサーバのオンプレミス

〈注 1〉

対応やWeb画面は多
言語にも対応し、国内と同等の放射線管理サービスが提供
できる。すでに一部の国では、現地の要求に対応した放
射線測定部や現地の言語で表示するWebサイトとともに、
環境放射線監視システムが導入されている。

3 . 2 　放射線測定部
本システムを構成する放射線測定部は、各国のユーザー

のニーズや用途に合わせてさまざまなタイプから選択でき
る。リアルタイム線量率計は太陽電池を採用することによ
り外部からの電源供給が不要なので、インフラが整わない
地域にも設置できる。一方、可搬型モニタリングポスト
は、計測部に NaI（Tl）シンチレーション検出器を採用し、
低線量率領域における測定値の高精度化と波高分析機能を
持ち、測定値の微小な変動の検出を必要とするユーザー
にも対応している。リアルタイム線量率計の外観を図5に、
基本仕様を表3に、可搬型モニタリングポストの外観を図
6に、基本仕様を表4にそれぞれ示す。

3 . 3 　環境放射線監視システムにおける伝送の多重化
⑴　概　要

環境放射線監視システムは、原子力発電所をはじめとす
る原子力関連施設およびその周辺地域において、各種法令
や協定に基づき設置が義務付けられていて、24 時間休み
なく環境放射線量を測定し、監視している。測定局で測定
されたデータは、原子力施設内の中央制御室に伝送され常
時監視されている。また、国が管理するシステムにもデー
タが伝送されており、ホームページを介して広く情報開示
されている。このように原子力関連施設の健全性に深く関
わるシステムであり、地域住民の安全・安心を守るために
高い信頼性を持っている。しかし、大規模な自然災害が近
年多発している。そのため、本システムの稼働にも影響を
与える可能性があり、さまざまな対策を計画し実行してい
る。特に伝送の多重化は重要な取組みの一つである。
⑵　仕　様
本システムは、通常、携帯電話回線網を使用して各種
データを伝送している。大規模災害発生時は、携帯電話の
利用が極度に集中し、回線の輻輳（ふくそう）によりデー
タ伝送が滞る恐れがある。富士電機はこのような状況に備
え、輻輳の恐れが低い衛星携帯電話をバックアップ用回線
として導入し、携帯電話回線網が不通のときには、衛星携
帯電話網に切り替えて伝送を継続する。また、環境放射線
監視システム用に付与された電波帯域を利用する環境放射

〈注 1〉  オンプレミス：サーバやソフトウェアなどの情報システムを

使用者（通常は企業）が管理する設備内に設置・導入し、運

用すること

図 5　リアルタイム線量率計

図 6　可搬型モニタリングポスト

表 3　リアルタイム線量率計の基本仕様

項　目 内　容

設置方法 屋外固定設置型

検出器 シリコン半導体検出器

測定範囲 BG～ 99.9 µSv/h

駆動電源 AC100～ 200Vおよびソーラーパネル

表 4　可搬型モニタリングポストの基本仕様

項　目 内　容

設置方法 屋外固定設定、可搬兼用型

検出器 シリコン半導体検出器および
NaI (Tl) シンチレーション検出器

測定範囲 BG～ 100mGy/h

駆動電源 AC100～ 200Vおよびソーラーパネル
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線監視システム専用の陸上無線装置を開発し、導入してい
る。この陸上無線装置は、通常の防災無線装置の内蔵部品
やソフトウェアを見直し、環境放射線監視システムへの最
適化を図っている。伝送概念図を図7に示す。

4　医療分野向け放射線管理システム

4 . 1 　IoT 対応新型放射線管理システム
⑴　背　景
富士電機は、医療施設への導入が加速する重粒子線
治療装置や陽電子放射断層撮影（PET 検査：Positron 
Emission Tomography 検査）などの核医学利用施設に
おいて放射線を管理するための放射線管理システムを製作
し、納入している。
一例としてシンチレーションカメラ（SPECT 装置：

Single Photon Emission CT 装置）を用いた診断では、
放射性医薬品を患者に投与して検査している。そこで、医
療分野向け放射線管理システムでは、これらの検査や治療
で発生する放射性物質を含む排ガスおよび排水、ならびに
放射性物質に起因する放射線をモニタリングし、オペレー
ションコンソールにデータを伝送し、集中監視を行って、
「医療法」や「放射性同位元素等規制法」に順守した管理

を行う。
従来のシステムは、院内で完結するスタンドアロン型シ

ステムが主流であった。万が一、故障が発生した際は、保
守員が現地に赴き故障部位を調査し特定した後、機器交換
などを行う。しかしながら、システムが停止すると、治療
や検査に影響を与えるので、信頼性の向上は病院運営にお
いても重要な課題の一つである。そこで、富士電機は、モ
ニタリング状況を遠隔監視し、故障が発生した時の初動対
応を迅速化する IoT 対応新型放射線管理システムを開発
した。
⑵　特　徴
システムの中枢であるオペレーションコンソールを全面
的にリニューアルし、システム監視用クラウドサーバに各
種システム情報を送信する機能を備えた。システム監視用
クラウドサーバが不具合を発見すると、事前に登録した顧
客施設の管理者や富士電機の保守員などのメールアドレ
ス宛てにメールを迅速に自動配信する。メールを受信した
保守員は、クラウドサーバに保存されたシステムの各種情
報をまず分析し、あらかじめ想定した故障箇所の部品を準
備して持参することで復旧時間の短縮を図ることができる。
また、定期点検においても事前に情報を分析し、故障予兆
診断を行うことで、システムの停止を未然に防ぐことがで

陸上無線

中央監視盤

衛星携帯

中央監視盤

測定局

陸上無線

測定局

衛星携帯

図 7　伝送概念図

排水制御盤

計測

制御

排水処理設備

放射線測定器

富士電機

クラウドサーバ
遠隔監視・操作機能

LAN

遠隔操作

専用回線（両方向）
（FOMA*回線・有線回線）

LAN
放射線モニタ機器類

オペレーションコンソール

連続水位計

水中ポンプ
電動弁
レベル計 プログラマブル

コントローラ内蔵

○メール配信により故障を即時検知
　（施主および担当営業・技術に送信）
○状態信号により点検前に予備診断
○遠隔操作で本診断と基本点検項目
を実施し、現地作業を短縮

＊FOMA：株式会社NTTドコモの商標または登録商標

図 8　IoT 対応新型放射線管理システムの概要

モニタ管理画面

排水管理画面

図 9　コンソール画面例
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きる。
なお、遠隔監視を使用するネットワーク回線には、富士

アイティ株式会社がMVNO事業者として運営する廉価な
回線（FiTモバイル）を採用することで、顧客の経済的負
担を低減する。
IoT 対応新型放射線管理システムの概要を図8に、コン
ソール画面例を図9に示す。

5　被ばく管理システム

5 . 1 　IoT 対応新型線量管理システム
⑴　概　要
法令により、放射線管理区域内で作業する作業従事者の
被ばく線量を管理することが義務付けられているため、作
業従事者は線量計を装着して作業に当たっている。今回述
べる IoT 対応新型線量管理システムは、原子力施設内で
の運用を想定した堅牢（けんろう）な構造と国内外ユー
ザーのニーズに基づく最新の IoT 技術を適用した新型電
子線量計「NRF」と、遠隔監視用のクラウド監視サーバ
により構成される。
⑵　線量計「NRF50」の特徴
「NRF50」は線量計の国際規格 IEC 61526をはじめ、

国内規格である JIS Z 4312や米国の規格 ANSI N42.20
に準拠している。さらに、MIL-STD461Fを満足する
EMC性能や IP65/67の防水性能を持っている。また、従
来の線量計にはないWi-Fi

〈注 2〉

や Bluetooth
〈注 3〉

など通信機能を
内蔵しており、リアルタイムに被ばく線量が監視できる。
また、作業者が緊急事態を即座に通報できるコールボタン
や、被ばく線量や警報状態をより分かりやすく作業者に通
知する大型ドットカラーディスプレイの採用など、従来の
線量計にはない機能を多く実装している。主要性能と特徴
を表5に示す。
⑶　クラウド線量管理システム
NRF50は 900MHz 帯通信無線（米国向け）または

Wi-Fiから通信方式を選択することができる。Wi-Fi
ルータやスマートフォン（Bluetooth、テザリング機能）
を経由してクラウド線量管理システムに接続することで、
作業管理者は遠隔で作業者の被ばく線量をリアルタイムに
把握できる。
原子力施設内での作業や除染作業における作業者の被ば

く低減効果に加え、例えば、放射性物質を用いたテロ発生
時において、初動対応者の被ばく管理用として利用するこ
とも想定される。

5 . 2 　ホールボディカウンタ
ホールボディカウンタ（WBC：Whole Body Counter）
には、スクリーニング測定用WBCと精密測定用WBCが

ある。主な仕様を表6と表7に示す。
スクリーニング測定用WBCでは、放射性物質による体
内汚染の有無を判定する。体内汚染があると判定されると、
精密測定用WBCを使って体内の放射性物質から放出され
るγ線を体外から測定して、核種の定性・定量分析、預託
実効線量（内部被ばく線量当量）の算出に使用する体内放
射性物質量を把握する。 
⒜　形　状
WBCは測定時の被検者の姿勢により、チェア型、

〈注 2〉  Wi-Fi：Wi-Fi Alliance の商標または登録商標

〈注 3〉  Bluetooth：Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標

表 5　「NRF50」の主要性能と特徴

項　目 内　容

検出器 シリコン半導体検出器

測定線種 γ線およびX線

測定範囲 1µSv ～ 10Sv（積算線量）
0.1µSv/h ～ 10Sv/h（線量率）

エネルギー特性 ±20%以下（50keV～ 6MeV）

指示誤差 ±10%以下（137Cs）

規　格
 JIS Z 4312（2013）適合、IEC 61526（2010）準拠、

ANSI N42.20（2003）準拠、
MIL-STD-461F準拠、IP65/67

通信方式 USB、Bluetooth、IR、Wi-Fi
もしくは900MHz帯通信

表　示 大型モノクロドットLCD
カラーバックライト（白、赤、黄）

外形寸法 W60×H105×D29/18 (mm)

質　量 約150g（クリップ、電池含む）

特　徴

Wi-Fi、900MHz帯通信などの無線機能を本体に内蔵
（従来は無線モジュールを別途取付）

緊急用コールボタンを側面に配置

大型モノクロドットLCDにより文字表示が可能

表 6　基本仕様（スクリーニング測定用）

項　目 内　容

検出器 プラスチックシンチレーション検出器または
NaI (Tl) シンチレーション検出器

遮へい方式 シャドーシールド方式

測定時間 30秒～ 2分

BG値 約2,500 ～ 4,000min－1
（100keV～ 2.0MeV：30分測定）

検出感度
約150～ 250Bq （137Cs)

約50～ 100Bq （60Co)

表 7 　基本仕様（精密測定用）

項　目 内　容

検出器 高純度ゲルマニウム検出器または
NaI (Tl) シンチレーション検出器

遮へい方式 シャドーシールド方式

測定時間 約10分

BG値 約2,500 ～ 4,000min－1
（100keV～ 2.0MeV：30分測定）

検出感度
約120～ 150Bq （137Cs)

約60～ 90Bq （60Co)
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ベッド型、立位型に分類される。例えば、チェア型は
被検者が遮へい体の中の椅子に座って測定を受ける。図
10に示す富士電機のチェア型は、遮へい体の左右両方
に出入口を設けているので、設置場所のレイアウトによ
る制約を受けにくい。また、自然放射線の入射を抑制す
るシャドーシールドを行っているので、バックグラウン
ド放射線の影響を抑えた測定が可能である

⑵

。車載用に天
井の低いタイプもラインアップしている。
⒝　被検者への配慮
被検者は遮へい体に囲まれたWBC本体に入って受検
するため、音声や表示により測定案内を行い、被検者が
戸惑うことのないように配慮している。また、測定中に
ビデオなどの映像を提供するなど、被検者の測定中の負
担を軽減しており、受検時の快適さの向上を図っている。
⒞　管理者による管理業務の容易化
測定終了と同時に測定データはサーバに伝送され
る。このデータは、管理区域に入域する際に実施される
WBC受検有無のチェックなどに使用される。また、測
定結果はサーバに一元保存され、管理者は管理用 PCの
画面で各種情報を確認することができる。また、受検ス
ケジュール管理機能と、被検者へのメールによる測定案
内から測定までの自動化により、スケジュール管理、測

定案内に要する負担低減に大きく貢献している。

6　あとがき

安全・安心に貢献する放射線管理サービスソリューショ
ンについて述べた。今後も、さらなる信頼性と利便性の向
上を図るために、日々進歩する IoT 技術などの最新技術
を取込み、震災復興支援への積極的な参与とともに医療分
野および国外の原子力施設へのシステム導入を通じ、作業
者の被ばく低減や環境放射線の管理強化に寄与していく所
存である。
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図 10 　チェア型WBC



＊ 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。
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