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環境放射線モニタリング設備は，原子力施設周辺の環境放射線量を 24 時間 365 日絶え間なく測定，監視するシステムで
あり，地震などの震災発生時でも機能し続けることが求められる。富士電機は，無線装置による伝送路の多重化やバック
アップ電源の導入，免震構造の局舎，機器の耐震評価などにより，震災への対策を行っている。さらに，半導体検出器を採
用した可搬型モニタリングポストや定置式モニタリングポストと同等機能を実装するモニタリングカーを開発し，電源や伝
送路のない場所でも測定，監視が可能な設備を提供している。
Environmental radiation monitoring system continually measures and monitors the amount of environmental radiation around nuclear
facilities 24-hours a day, 365-days a year. These systems must continue to function even when a disaster occurs such as an earthquake. Fuji
Electric takes countermeasures for earthquakes by duplicating transmissions lines with land radio equipment and installing backup power
supplies, seismically isolated monitoring posts, and seismically evaluated equipment. Furthermore, we have developed new portable monitoring
posts equipped with semiconductor detectors and monitoring cars equipped with the same functions as stationary monitoring posts, and we
can supply equipment that makes measuring and monitoring possible without power supplies or transmission lines.
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まえがき

レメータシステムにより構成される。付帯設備として，持
運びが可能で屋外に設置できる可搬型モニタリングポスト

原子力施設向け環境放射線モニタリング設備（野外モニ
タリング設備）は，原子力施設周辺の環境放射線量を 24

や，計測機器を搭載し走行しながら測定できるモニタリン
グカーがある。

時間 365 日連続して測定，監視するシステムである。
測定する環境放射線量は，｢原子力災害対策特別措置法｣

3

震災対策

で定める“原子力事業所の区域境界付近において基準以上
の放射線量を検出した場合，原子力防災管理者への通報の
義務”に該当するデータであり，野外モニタリング設備は
⑴

原子力発電所の運転に関わる重要なシステムである。

震災により野外モニタリング設備が被災した場合，想定
される被害を次に示す。
⒜

斜面崩落によるデータ伝送路の切断

一方，定常時においては，近隣住民はもとより国民に対

⒝

配電設備被災による電源系統の切断

して原子力施設の健全な運転状況をインターネットなどを

⒞

地震の揺れによる局舎や機器の損壊

介して情報公開しており，PA（Public Acceptance：原子
力政策の社会的受容）促進の側面も兼ね備える。

これらの状況下においても監視機能を継続するための取
組みを次節以降に示す。

原子力発電所は，燃料の再利用が可能であることや CO2
の排出量が少ないことから，米国やアジアをはじめとする

₃.₁ 伝送路の多重化

世界各国で推進する機運が高まっていた。しかし，東日本

モニタリングポスト（局舎）から中央制御室までのデー

大震災の発生により，原子力エネルギーを取り巻く状況は

タ伝送には，光ケーブルを採用している。光ケーブルが切

変化してきている。特に原子力発電所の安全対策に注目が

断した場合，監視機能が喪失するため，主に衛星携帯電話

集まっており，野外モニタリング設備には被災時も継続し

をバックアップとして導入していたが，2007 年 7 月に発

て環境放射線量を測定し続けることが求められている。

生した新潟県中越沖地震を踏まえ，震災時の状況を考慮し，

本稿では，野外モニタリング設備について，震災発生時

次の観点から最適な無線装置を再検討した。

においても測定，監視を継続するための震災対策について

⒜

紹介する。

⒝

通話の集中による通信規制の影響を受けないこと
低指向性のアンテナであること
（地震によるアンテナの傾きに耐えられること）

2

野外モニタリング設備の概要

⒞

積雪や豪雨時でも使用できること

⒟

遮蔽（地形や樹木）の影響を極力受けないこと

野外モニタリング設備は，原子力施設内（監視区域境界

⒠

設置場所が狭小のため小型であること

線付近）および施設外（近隣の市町村）にて環境放射線や

⒡

堅牢（けんろう）
，長寿命であること

気象を測定する定置型モニタリングポスト，中央制御室で
指示・記録を行う監視システムおよびデータ伝送を行うテ
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これらを十分に満足する無線装置が市場にないことから，
富士電機は無線メーカーと共同で野外モニタリング設備専
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用の無線装置を開発した。この無線装置は，河川管理など
で実績のある 400 MHz 帯の小型陸上無線装置をベースに

₃.₃ 免震局舎の採用

定置型モニタリングポストは，図₃ に示すように局舎構

スタマイズを施している。また，点検による停止期間を最

造となっており，原子力施設内（監視区域境界付近）や近

小限にするため，定期交換部品を容易に交換できるように

隣の市町村に設置される。内部には放射線検出器，測定部，

改良している。テレメータ装置との接続は，RS-232C 規

ダストモニタ，気象観測設備およびテレメータ装置が実装

格を採用しており，稼動中の旧型野外モニタリング設備に

される。地震による局舎の倒壊や機器の損壊を軽減するた

も接続を可能としている。

めの対策として，局舎に免震構造を採用した。図₄ に，免

現在，原子力発電所内での伝播（でんぱ）試験まで完了

震部（局舎下部）の構造を示す。

しており，2011 年度中に完成する予定である。 表 ₁ に無
線装置の諸元を，図₁ に現地伝播調査の状況を示す。
₃.₂ 電源のバックアップ

モニタリングポストの電源は，所内の配電設備から架空
線で配電されている。配電設備や電柱・電線が被害を受け
ると電源の供給が絶たれることから，モニタリングポスト
局舎側にバックアップ用電源を配備する必要がある。富士
電機では，バックアップ時間や装置の電源容量に応じて，
無停電電源装置と発動発電機を併用して電源を確保してい
る。図₂ に，バックアップ電源装置の据付け状況を示す。

表₁

バックアップ電源装置の据付け状況

図₃

定置型モニタリングポスト（免震局舎）の外観

図₄

免震部（局舎下部）の構造

無線装置の諸元
項

目

仕

使用周波数帯

様

400 MHz帯

発振方式

シンセサイザ方式

変調方式

周波数変調方式

電波型式
空中線型式

F2D，F3E
八木型（400 MHz帯，50Ω）

通信方式

半二重通信

符号方式

NRZI等長符号方式

同期方式

非同期

伝送速度

1,200 kbits/s

符号構成

JIS X5203

図₁

図₂

無線装置の現地伝播調査状況
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しており，野外モニタリング設備に適合した伝送仕様へカ
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耐加速度試験（機器類）の条件および確認方法

特 集

振動
周波数
加振試験
条件

加速度

共振振動数が33 MHz以上のときは33 Hz
共振振動数が33 MHz未満のときはその振動数
鉛

直

29.4 m/s2（2,940 Gal）

水

平

29.4 m/s2（2,940 Gal）

振動方向

水平（前後，左右）
，垂直（3軸方向）

加振時間

120s（各軸方向）

™加振前後に器具に損傷がないこと
™加振前後に誤動作・誤不動作がないこと
™加振前後に許容誤差範囲内にあること

確認項目

図₅

表₃

耐加速度試験状況

可搬型モニタリングポストの仕様比較
項

目

半導体式（新型）

NaI（Tl）シンチレーション式（従来型）

シリコン半導体検出器

NaI（Tl）シンチレーション検出器（ワイドレンジ）

測定線種

γ線

γ線

測定範囲

102 〜 108 nGy/h

検出器

低線量域：10 〜 5×105 nGy/h
高線量域：3×105 〜 108 nGy/h

線量率測定精度

±20%（0.1µGy/h以上，137 Cs基準）

エネルギー範囲

60 keV 〜 3 MeV

低線量域：50 keV 〜 3MeV
高線量域：50 kev以上

±30%，60 keV 〜 3MeV（137Cs基準）

低線量域：±20%（50 〜 100 keV未満）
±10%（100 keV 〜 3 MeV）
高線量域：−50 〜 +25%（50 〜 100 keV）
−10 〜 +20%（100 〜 400 keV）
±10%（400 keV 〜 3 MeV）

エネルギー特性

方向特性

±10%（137Cs基準）

±20%，
（0 〜±90°
）

表示器

12.1インチ

±20%，
（0 〜±90°
）

TFTカラー LCD

な

し

データ記録

線量率1分値を1か月保存可能

線量率1分値を1週間保存可能

データ伝送

Ethernet* 出力（衛星携帯電話と組合せ可能）

RS-232C出力

＊ Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標

ストを開発した。
₃.₄ 実装機器の耐震評価

表 ₃ に半導体式（新型）と NaI（Tl）シンチレーション

中央制御室に設置する野外モニタ監視盤の実装機器につ

式（従来型）の仕様比較を，図₆ に半導体式可搬型モニタ

いて，耐加速度試験による耐震評価を行い，全て問題ない

リングポストの外観を示す。測定精度，エネルギー特性，

ことを確認している。 表 ₂ に耐加速度試験（機器類）の

方向特性に若干差があるものの従来型と同様に，事故発生

条件および確認方法を，図₅ に耐加速度試験状況を示す。

時に想定される線量率 105 µGy/h（108 nGy/h）まで測定可
能であり，定置型モニタリングポストが使用できない場合

₃.₅ 可搬型モニタリングポスト

でも代替測定装置として使用できる。また，鉛蓄電池や無

可搬型モニタリングポストは，被災時や原子力災害発生

線装置を追加実装することで，電源や伝送路のない場所で

時において緊急のモニタリングが必要となった場合，測定

も遠隔で測定・監視が可能である。測定データの伝送用と

場所に持ち込んで測定する設備である。人力で設置するた

して Ethernet 出力を実装しており，設置環境に適した各

めの軽量化と，定置型モニタリングポストと同等の測定性

種無線装置との接続を可能としている。

能とが同時に求められる。従来，富士電機では NaI（Tl）

〈注〉

測定値の受信システムには，軽量コンパクトなノート

シンチレーション検出器 1 台で低線量域（パルス測定）か

ブック型パソコンを導入することで，発電所が被災した際

ら高線量域（電流測定）を測定するワイドレンジ型を採用

もオフサイトセンターや仮設防災拠点から，フレキシブル

することで，機器を削減し軽量化と性能を両立していた。

かつリアルタイムに測定値の遠隔監視が可能である。

⑵

さらなる軽量化と長期運転へのニーズに対応するため，軽
量，省電力の半導体検出器を用いた可搬型モニタリングポ
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〈注〉Ethernet：富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標
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図₆

半導体式可搬型モニタリングポストの外観

図₈

モニタリングカーの内部

図₇

モニタリングカーの外観

図₉

簡易型モニタリングポストの外観

発した。バックグラウンドレベルから 105 nGy/h を測定す
₃.₆ モニタリングカー

モニタリングカーは，貨物用トラックやワンボックス

る NaI（Tl）シンチレーション検出器 1 台と測定に必要最
小限の機能を実装することで，価格と寸法・質量を抑えた。

カーを改造し，測定機器を搭載した設備である。富士電機

検出器や計測部本体は，原子力発電所で使用される定置型

は，NaI（Tl）シンチレーション検出器と計測部（シング

モニタリングポストと同等品を採用することで，測定性能

ルチャンネルアナライザ機能内蔵）を用いたよう素などの

も確保している。図₉ に，簡易型モニタリングポストの外

特定核種測定機能，高線量域を測定する電離箱検出器，放

観を示す。

射性ダスト測定装置を実装したモニタリングカーを開発し
た。従来のモニタリングカーは，車載スペースに制限があ

4

今後の取組み

り，簡易的な測定装置を実装するものが主流であったが，
大型車を採用することで定置型モニタリングポストと同性

東日本大震災では，津波によりかつて経験したことのな

能・同機能品を実装し，より精度の高い測定を実現した。

い被害が発生した。野外モニタリング設備は，定置型モニ

また，無線装置を介して防災拠点にデータを伝送すること

タリングポストが基本である。しかし，あらゆる被災ケー

で，遠隔地でもリアルタイムに状況を把握できるようにし

スを想定した場合，可搬型モニタリングポストの整備が必

た。図₇ にモニタリングカーの外観を，図₈ に内部を示す。

要であり，導入の推進には性能向上が重要である。具体的
な取組みとして，半導体検出器の採用を軸に，質量の大き

₃.₇ 簡易型モニタリングポスト

い鉛蓄電池からリチウムイオン電池への変更や太陽電池を

震災発生時は，原子力施設が立地する近隣の市町村だけ

実装することで，さらなる軽量化と長期運転を両立する製

ではなく，広範囲での環境放射線量の測定が必要である。

品の開発を推進する。簡易型モニタリングポストについて

富士電機では，コンパクトな筐体（きょうたい）とその

は，低価格化を推進し，さらなる普及を図ることで，原子

上部に検出器を実装した簡易型モニタリングポストを開

力施設周辺のより緻密な環境放射線量の測定を推進する。
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あとがき

前川

修

特 集

放射線機器 ･ 監視システムのエンジニアリング業

本稿では，原子力施設，特に原子力発電所の安全・安心
を確保するための野外モニタリング設備について，これま

務に従事。現在，富士電機株式会社エネルギー事
業本部原子力 ･ 放射線事業部放射線システム統括
部放射線システム部課長補佐。

での震災対策状況について紹介した。今後は，定置型モニ
タリングポストのさらなる信頼性向上と緊急時モニタリン
グシステムの開発に注力し，放射線モニタリング機能の強

宮入

岳

化を図ることで原子力エネルギー利用の信頼性向上に貢献

放射線モニタの開発 ･ 設計業務に従事。現在，富

する所存である。

士電機株式会社生産統括本部東京事業所機器生産
センター放射線装置部課長補佐。
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