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まえがき

原子炉施設（以下，施設と略す）では，施設で働く作業

者および周辺の一般公衆が施設の運転に起因する放射線被

ばくから十分安全に防護されるように運転を管理し，かつ

必要な対策をとることが必要である。そのために施設では，

以下のモニタリング設備を設置し，各設備から得られた情

報を相互補完的に取り扱って緻密（ちみつ）な放射線管理

を行っている。

プロセス流体中や排気・排水中に含まれる放射性物質

濃度を測定して，運転管理，放出管理を行うプロセスモ

ニタリング設備

管理区域内の放射線量率や空気中の放射性物質濃度な

どを測定して，人の立入制限などの作業環境管理を行う

エリアモニタリング設備

施設敷地内外の空間γ線量率や空気中の放射性物質濃

度などを測定して，公衆の線量当量が十分小さいことを

確認するための野外モニタリング設備

高温工学試験研究炉（HTTR）に，上述のモニタリング

設備のうち ， 項にかかわる設備，およびこれらの設

備に関連して，個人被ばく管理設備（出入管理設備を含む）

と放射線管理自動化システムを納入したのでその概略を紹

介する。

運転管理モニタ

全体のモニタ設備の概略仕様を表１に示す。

運転管理モニタとして，原子炉格納容器内放射能計装，

サービスエリア放射能計装および補助冷却水放射能計装の

3系統のモニタを納入した。いずれも安全系のモニタであ

り，耐震 Aクラスの設計となっている。検出部および計

数部は振動中の機能維持確認試験を，盤およびラックは自

由振動試験を実施し耐震性能を確認しているので，その結

果を表２に紹介する。

次に代表的なモニタとして原子炉格納容器内放射能計装

について紹介する。

本ガスモニタは，原子炉の運転中に異常な過渡変化や事

故などにより，格納容器内で核分裂生成物を含んだ 1次系

または 2次系のヘリウムガスが漏えいした場合に備えて設

置している。格納容器内の各所から空気をサンプリングし

て，格納容器貫通部に施工した貫通配管を通してガスサン

プラに導き放射能濃度を計測する。

ガスモニタは 3チャネルで構成され，それぞれ独立のモ

ニタとなっている。ガスサンプラはもちろんのこと，各チャ

ネルの計数部も電気的，物理的に分離するためにそれぞれ

別の放射能計装盤（図１）内に設置している。さらに盤内

においても，チェッキングソース制御回路などの一般回路

から安全系回路へのノイズの侵入を防ぐために，リレーお

よび変換器を使用し分離するとともに盤内配線ルートも分

離した。また，格納容器内の放射能高を検知した場合，そ

れぞれの盤から放射能高信号を A系，B系と分離し 2回

線で出力する。上位盤ではA系と B系の警報信号を受け，

それぞれの信号で 2 out of 3 の判定を行い隔離弁閉信号を

出力する。

本サンプリング系統の各配管の格納容器貫通部は，高温

ガス炉第 3種管であることから，解析コード「ADL-pipe」

にて配管強度の評価を行っている。また，格納容器の外側

に耐震As クラスの隔離弁を 2台設置し，格納容器内で異

常が発生したときに配管ラインを隔離できるようにしてい

る。

放出管理モニタ

放出管理モニタとして，通常時と事故時の排気モニタを

納入した。これらのモニタは施設から環境へ放出される気

体廃棄物の放射性物質濃度を測定監視する。先に説明した

モニタとは異なり光伝送方式のモニタで，その構成を図２

に示す。光伝送方式のモニタは，耐ノイズ性能に優れてい

るとともに次のような特長がある。

現場機器側に設置する光伝送器は検出器用バイアス電

源を内蔵しており，監視盤からは低圧電源の供給のみで

作動する。また，光伝送器は計数，表示，設定機能を持
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つことから現場機器の範囲でモニタとしての機能を果た

す。これにより，例えば現場と中央で連絡を取り合って

行っていた機器の動作確認が，現場だけで行えるように

なった。

監視盤とは光ディジタル信号で通信ができ，機体番号，

測定値，動作モード，各種設定値，自己診断情報などを

1本の光ファイバで送受信する。ケーブルは光ファイバ

と給電線の複合ケーブルを使用するが，従来の同軸複合

ケーブルより細くなりケーブルトレイなどの電線路の設

（2）
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図１　放射能計装盤表２　耐震性能確認試験のまとめ
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™加速度：1G
™加振方向：XYZ方向
™入力波形：正弦波連続
™周波数：20Hz
™線源を照射し，計測値
　および警報出力を記録
　した。

方　法 結　果

™加振前・中・後の計
　数率の有意な変化は
　なかった。
™加振前・中・後のエ
　ネルギースペクトル
　の有意な変化はなか
　った。
™加振中に警報（放射
　能高，放射能高高，
　故障）の誤動作はな
　かった。

™放射能計装盤
　（図1）
™ガスサンプラ
　ラック
™水モニタ
　ラック
™サンプリング
　ポンプラック

自
由
振
動
試
験

™チャネルベースを振動
　試験用の基礎に溶接固
　定して，その上に機器
　をボルトで固定した。
　機器の上部にセンサを
　取り付け加振し，記録
　された減衰振動波形か
　ら固有振動数を算出し
　た。機器ごとに前後左
　右の4方向から加振し
　た。

™いずれも判定基準の
　20Hzを上回った。

表１　放射線管理用モニタ設備の概略仕様 

系統名 分　類 

運転管理 
モニタ 

放出管理 
モニタ 

原子炉格納容器内放射能計装 

サービスエリア放射能計装 

補助冷却水放射能計装 

ガスモニタ 

ガスモニタ 

水モニタ 

ダストモニタ 

ヨウ素モニタ 

β線ガスモニタ 

トリチウムモニタ 

トリチウム・カーボン捕集装置 

低レンジガスモニタ 

高レンジガスモニタ 

ダストモニタ 

γ線ガスモニタ 

トリチウムモニタ 

トリチウム・カーボン捕集装置 

ダストモニタ 

β線ガスモニタ 

γ線ガスモニタ 

トリチウム・カーボン捕集装置 

エアスニファ 

γ線エリアモニタ 

γ線エリアモニタ 

中性子線エリアモニタ 

γ線エリアモニタ 

ダストモニタ 

エリアモニタ 

モニタ名 チャネル数 仕　様 

Nal(TI)シンチレーション検出器 

Nal(TI)シンチレーション検出器 

Nal(TI)シンチレーション検出器 

半導体検出器（光） 

Nal(TI)シンチレーション検出器（光） 

プラスチックシンチレーション検出器（光） 

電離箱検出器（光） 

ー 

Nal(TI)シンチレーション検出器（光） 

電離箱検出器（光） 

半導体検出器（光） 

Nal(TI)シンチレーション検出器（光） 

電離箱検出器（光） 

ー 

半導体検出器（光） 

プラスチックシンチレーション検出器（光） 

Nal(TI)シンチレーション検出器（光） 

ー 

使用　紙（HE-40T） 

半導体検出器（光） 

電離箱検出器 

BF3 

電離箱検出器 

半導体検出器 

電離箱検出器 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

10 

10 

1 

1 

2 

1 

2

原子炉建家排気モニタ（通常時） 

原子炉建家換気系モニタ 

原子炉建家線量当量率モニタ 

原子炉格納容器線量当量率モニタ 

原子炉格納容器モニタ 

空
気
汚
染
管
理 作

業
環
境
管
理
モ
ニ
タ 

線
量
管
理 

事故時排気ガスモニタ 

事故時γ線エリアモニタ 

メンテナンスピット設備放射線モニタ 

＜注＞（光）は光伝送方式のモニタを示す。 
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計およびケーブル布設作業が容易となった。

光伝送器は自己診断機能をもち，監視盤側から動作状

態の確認ができ，信頼性の高い，保守点検が容易なシス

テムとなった。

以下に各モニタについて紹介する。

３.１ 通常時排気モニタ

本系統のモニタは表１に示すモニタにより構成され，ダ

ストモニタおよびヨウ素モニタの 紙は自動交換方式と

なっている。トリチウムモニタには膜分離式のモニタを採

用し，排気中のトリチウム（HTO，T2O）を希ガス（Ar，

Kr）から分離して測定する。トリチウム・カーボン捕集

装置は，トリチウムやカーボンを高温の触媒で酸化してシ

リカゲルやアミンで捕集する。

３.２ 事故時排気ガスモニタ

本ガスモニタは，通常時には排気筒からサンプリングし，

事故時には排気管からサンプリングする。事故時モニタは

高レンジおよび低レンジガスモニタにより構成され，測定

範囲は，「事故時放出放射性物質測定指針」に準拠して定

めた事故時放射能上限値から「放出放射性物質の測定指針」

に記載の測定下限まで二つのモニタで連続的に測定する。

高レンジガスモニタの構成を図３に示す。検出器は図４

に示すようなエネルギー特性の異なる 4π照射線量率電離

箱検出器（Ar 封入）とエネルギー判定用電離箱検出器

（Xe封入）の 2台構成である。線量当量率の計測はエネル

ギー特性がフラットな 4π照射線量率電離箱で行っている。

エネルギー判定用電離箱検出器は放射線のエネルギーを求

めるためのもので，あらかじめ 2台の検出器の感度比とエ

ネルギーの関係を求めておき，実測された計測値の比から

放射線の平均エネルギーを逆算する。この平均エネルギー

と 4π照射線量率電離箱の測定値から放射線濃度を求め，

排気流量との積により放出率を求める。これらの計算値は，

放射線監視盤表面のエネルギー指示モジュールで表示する。

作業環境管理モニタ

作業環境管理モニタは，原子炉建家内および格納容器内

の空気を連続的にサンプリングして空気汚染管理を行う設

備と建家内の線量管理を行う設備に分けられる。前者は，

（3）
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O-E変換器 

プリアンプ 
SIG（信号） 

LV（低圧） 

SIG

LV

HV（高圧） 

同軸複合ケーブル 

電気・光ファイバ 
複合ケーブル 

表示部 

低圧電源 高圧電源 
LV

設定部 計数部 検出器 

ガスサンプラ 

運転管理モニタ 

放出管理モニタ 

放射能計装盤 

監視盤 現場機器 

レートメータ 

表示部 

低圧電源 
LV

設定部 

放射線監視盤 
表示器 

E-O変換器 計数部 プリアンプ 

表示部 設定部 高圧電源 

検出器 

ガスサンプラ 

〈注〉本図はパルス出力型検出器の例を示す。 

光伝送器 

図２　モニタの構成
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流量計

サンプリング
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図３　高レンジガスモニタの構成
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図４　電離箱相対感度
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排気モニタで紹介した内容とほぼ同じであることから，こ

こでは建家内の線量管理を行うモニタについて紹介する。

４.１ 原子炉建家線量当量率モニタほか

γ線エリアモニタ10チャネルを原子炉建家内の常時人の

立ち入る場所および管理上必要な場所に設置している。格

納容器モニタは，格納容器内作業時の線量監視を目的とし，

格納容器内の出入口付近にγ線と中性子線モニタをそれぞ

れ 1チャネル設置している。また，燃料交換機のメンテナ

ンス時に内部に立ち入る作業者の立入制限を目的として，

メンテナンスピット設備放射線モニタを設置している。

４.２ 事故時γ線エリアモニタ

事故時用モニタとして事故時γ線エリアモニタ 2チャネ

ルを格納容器の貫通スリーブ内に設置し，放射能壁の健全

性を監視する。本モニタは運転管理用のモニタと同様に
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表３　個人被ばく管理および出入管理設備の概略仕様 

FB着用チェック装置 

FB着用チェック装置 
用データ処理装置 

警報付ポケット線量計 
（APD） 

APD充電器 

APD読取り装置 

 
 
 

ハンドフットクロス 
モニタ 

項　目 

＊Pentium：米国Intel Corp.の商標 

台数 

無線式（無電池型電波発信素子） 

パソコン（FMV-6200D7） 

NRP型 

半身測定型 

NRU型（100台用） 

タッチパネル式（入退域兼用） 

FMV-5200T5（Pentium＊200MHz） 
メモリ160Mバイト， 
ハードディスク3.2Gバイト 

仕　様 

2

1

200

2

2

1

3

出入管理データ処理 
装置 

表４　放射線管理自動化システム機器の概略仕様 

サーバ計算機2 
（事務処理用） 

データ収集装置 

サーバ計算機1 
（モニタデータ 
　　　管理用） 

項　目 台数 

GRANPOWER5000モデル560 
（Pentium Pro200MHz×2） 
メモリ128Mバイト 
ハードディスク12Gバイトアレイ 

GRANPOWER5000モデル560 
（Pentium Pro200MHz×2） 
メモリ128Mバイト 
ハードディスク12Gバイトアレイ 

異常診断装置 

FMV-5166FA4（Pentium 166MHz） 
メモリ128Mバイト 
ハードディスク2.5Gバイト 

緊急通報装置 

データ表示装置 

FMV-5166T5（Pentium 166MHz） 
メモリ128Mバイト 
ハードディスク2.5Gバイト 

IBM/PC350

FMV-DESKPOWERほか 

仕　様 

1

1

2

1

1

13

図５　事故時γ線エリアモニタおよび支持構造物
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図６　放射線管理自動化システムの全体構成図
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Aクラスの耐震性能の要求があることから，「もんじゅ」

発電所に納入実績がある耐震性能を確認済みのモニタを納

入した。

本モニタは，格納容器の側部の10B の貫通スリーブ内に

格納容器の外側から中心に向かい電離箱を挿入するように

設置する。このとき，電離箱は支持構造物（図５）により，

貫通スリーブのほぼ中心位置で配管端から所定の位置に固

定できるようになっている。格納容器回りは作業スペース

がないことから，貫通スリーブから引き出せるように支持

構造物は三つに分解できる。また，支持構造物も耐震As

クラスの設計であることから，電離箱を固定する取付ボル

トなどの部品まで材料検査（ミルシートの管理など）を実

施している。

放射線自動化システムほか

個人被ばく管理設備（出入管理設備を含む）および放射

線管理自動化システムの概略仕様を表３，表４，全体構成

を図６に示す。

自動化システムは，パーソナルコンピュータ（パソコン）

によるクライアント・サーバシステムで，数台のサーバに

業務を分散し，総合的な信頼性を向上させている。

各モニタのデータは 2台のデータ収集装置がディジタル

レートメータ（DRM）から10秒周期で収集するほかに，

放射線管理に必要なプロセス情報を関連機器から読み込ん

でいる。

また，HTTRでは評価用線量計としてフィルムバッチ

（FB），補助線量計として警報付ポケット線量計（APD）

を携行して管理区域に入域する。ID番号を記憶した無電

池型電波発信素子が FBケース内に取り付けてあリ，入退

域時に自動的に読み取る。ID番号と APDの被ばくデー

タは，出入管理データ処理装置により処理する。

データ収集装置および出入管理データ処理装置に収集し

たデータはサーバ計算機 1へ送られ，ディスクに保存され

る。

これらのデータは，原子炉建家および事務所に設置した

データ表示装置からアクセスすることにより，マップ，ト

レンドなどと多様な表示が可能である。また，モニタにつ

いては計算機からの自動点検機能を有し，上下限校正およ

び警報検査が可能である。

各放射線モニタに警報が発生した場合，CRTに警報メッ

セージが表示されるとともに，緊急通報装置により指定箇

所に電話をかけメッセージを通知する。メッセージは警報

ごとに通報するのではなく，最初の警報が発生した時点か

ら，一定の待ち時間のなかで発生した警報をまとめてメッ

セージに組み立てる。本装置では，警報レベルを 4段階に

分け，レベル別に通報者および通報順を任意に設定できる。

また，通報中にさらに高いレベルの警報が発生した場合は

通報中のメッセージを中断し，再度通報処理を実施する。

また，モニタの警報および指示値の変化を捕らえ，設備

の異常をいち早く診断する異常診断処理装置も開発し納入

した。

あとがき

HTTRの放射線管理設備は，運転管理モニタには耐震

設計と系統分離を行い，放出管理モニタおよび作業環境管

理モニタには光伝送方式のモニタを導入し，信頼性の高い

システムを構築した。また，同時に納入した放射線管理自

動化システムにより，モニタ設備の管理精度の向上と放射

線管理業務の効率化を達成し，さらに信頼性の高い設備と

することができた。

最後にこれらのシステムを構築するにあたり，日本原子

力研究所の関係各位にご指導いただいたことを深く感謝す

る次第である。
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