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放射線機器・管理システム特集
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お問合せ先：電機システムカンパニー 電力営業本部 原子力第二部 電話（03）5435-7019

人と環境にやさしい放射線管理をめざして

原子力施設の 
安全管理に貢献します。

富士電機の放射線管理システム

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（0764）41-1231 〒930-0004 富山市桜橋通3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

原子力施設の安全管理に欠かせない放射
線機器。富士電機は，長年の経験と，最
新のエレクトロニクス技術を生かして，高信
頼性のシステムをラインアップ。原子力施設
における安全管理システムの開発に積極的
に貢献しています。 守衛所モニタ 入口 モニタリングポスト
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放射線機器・管理システムは，原子力施設

や研究機関，工業分野など，多岐にわたって

使用されている。最近では，高精度で信頼性

の高い放射線測定技術を基盤として，コン

ピュータを利用したデータ処理・管理の高度

化が進んでいる。

富士電機では，放射線検出器からコンピュー

タ処理を含む管理システムまでを一貫して製

作してきている。これらは，長年にわたるノ

ウハウの蓄積により，多くの実績を積み重ね

てきており，国内のほとんどの原子力施設に

導入されている。

表紙写真は，新形のγ線用のカード形線量

計，多機能形線量計，入退域管理装置，なら

びに人物のシルエットを組み合わせ，安全管

理に貢献している姿をイメージ的に表現した

ものである。

表紙写真



安定な電力供給が社会において最も基本的なインフラス

トラクチャーの一つであることは，誰しもが認めるところ

であろう。特に，現代の高度化された情報社会においては，

瞬間的な停電すら社会に大きな影響を及ぼす。その他，あ

らゆる産業やわれわれの営みは安定な電力供給が前提となっ

ているが，わが国における膨大な電力供給の約３分の１が

原子力によりまかなわれている。したがって，日本の命運

は原子力の上に乗っていると言っても過言ではない。われ

われは日常的にそのことはあまり意識しないけれども，こ

の事実は紛れもない現実であり，この現実から逃避するこ

とは，エネルギー資源論から言っても，環境論から言って

も難しい点が多いと思われる。太陽エネルギーや風力など，

自然エネルギーの開発も期待されるところであるが，特に

狭隘なわが国において，それが主役に踊り出るとは考えに

くい。これは，太陽電池の効率を 10 ％とすると，1m2 あ

たりの平均発電能力がわずか 10W程度であることを考え

れば容易に到達できる結論と言える。したがって，いろい

ろ問題は内在するものの，当面，ないしは今後かなり長期

にわたって原子力に頼らざるを得ないのが現実である。し

かしながら，原子力の利用にとって，万が一いや兆に一に

も事故を起こさないことが至上命令である。また，必然的

に放射線（能）の管理，個人被ばく線量の管理が不可欠であ

り，原子力の利用や開発は，これらの放射線管理をも含め

て，国民のコンセンサスの下に行われなければならないと

言う厳しい課題がある。スリーマイル島やチェルノブイリ

のような重大事故は論外としても，小さな事故や不透明性

が原子力への不信感を増幅させることも大いにあり得るこ

とである。

原子力の安全は，上述のように国の命運に係わる最重要

課題である。原子力の安全は炉設計，炉計測など原子炉の

安全，核燃料，廃棄物処理，処分など多くの事柄が係わる

総合的技術であるが，放射線モニタリングも地味とは言え

その一翼を担っていることを忘れてはならない。放射線モ

ニタリングは原子力の聴診器にもたとえることが出来，原

子力施設の健全性を常時監視し，原子力施設の異常動作を

いち早くキャッチして事故を未然に防ぐと同時に，原子力

の安全性と国民の信頼を繋ぐパイプの役目をもはたしてい

る。

放射線のモニタリングや個人被ばく管理にとって最も大

切なことは，広い意味での信頼性である。いくら測定精度

の高い測定器であっても，その信頼性が万全でなければ意

味がなく，その技術を実地に採用することが出来ない。ま

た，その測定値は常に普遍性を有することが要求される。

これらが他の先端技術の開発と異なる開発環境と言える。

信頼性や普遍性の確保にとって，ハードウエアの信頼性は

いうまでもないが，測定値を国民に納得してもらうために

は，客観性や普遍性の担保が重要と思われる。そのために

は，国際的な視野に立った，測定値の処理や解釈を含めた

測定手法の規格化が極めて有効である。今後，日本発の規

格の国際化を促進したいものである。

富士電機では，半導体検出器などセンサ技術の開発とそ

の積極的な利用，光技術，コンピュータ技術など最新の技

術を巧みに織り込み，確実，合理的な放射線管理やモニタ

リングを行うためのシステムを開発し，原子力施設の健全

性の確保や原子力関連施設における作業従事者の健康の保

全に貢献している。また，規格化についても，多大な貢献

実績があり，これもわが国における原子力利用の健全性の

確保とパブリックアクセプタンスの醸成に寄与している。

富士電機をはじめ，日本メーカーによって達成されたこの

方面の先進技術は欧米の技術を凌駕するすばらしいものが

あり，これらの最新技術がこの分野における世界標準の潮

流を形作ることを期待する。電気の一般需要者にとって，

こうした地道な努力はあからさまに見えにくいが，こうし

た努力が日本の社会を支えていると言う自覚と気概をもっ

て今後も努力されることを願うものである。

原子力利用における測定機器の信頼性と
パブリックアクセプタンス

河田　　燕（かわだ　やすし）

成蹊大学工学部教授 工学部長 工学博士
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田代　　尚

原子力施設の放射線管理システム

のエンジニアリングに従事。現在，

電機システムカンパニー情報制御

システム事業部放射線システム部

長。

富士時報 Vol.72 No.6 1999

まえがき

放射線機器は，放射性物質取扱施設（原子力発電所，研

究所，病院など）での放射線の監視や管理を行うための機

器として，また，研究機関（大学，研究所など）での放射

線の研究用機器として，さらに，工業利用（鉄鋼，紙パル

プ，繊維など）のための機器として多く用いられている。

富士電機では放射線の管理を目的とした放射線モニタ類

と放射線管理システムを主体として，放射線検出器から管

理システムのコンポーネントまでを一貫して製作し，多く

の顧客に納入してきている。

1994年に，『富士時報』第67巻第 7号の特集で放射線機

器を紹介してからすでに 5年を経ているので，その後の技

術進歩を踏まえ，最近の放射線機器や放射線管理システム

を紹介する。

放射線機器の需要動向

（社）日本電気計測器工業会では計測器の需要動向を調査

し，放射線機器についてもこれらを総合機器，放射線モニ

タ，放射線応用計測器，その他に分類して生産高の中期予

測を行っている。各年度の生産高の推移と予測を図１に示

す。

放射線機器全体の生産高は，1990年以降徐々に減少して

おり，約 200 億円の市場が減少傾向にある。今後の予測と

しても大きな変化はないとみられている。このなかで特に

1997 ～ 1999年は放射線モニタの需要の落込みを反映して，

180 億円程度の生産高となる見込みである。

内訳としては，放射線モニタ，総合機器，放射線応用計

測器が主要機種で，1997年度において全体の生産高の約

96 ％を占め，主要 3機種のなかでも放射線モニタの割合

が多く，全生産高の約 61 ％を占めている。このため，全

生産高は，モニタの生産高の影響をそのまま反映している。

放射線モニタは，原子力施設関連の放射線管理システム

が主体であり，このほか研究機関や病院関連の安全管理モ

ニタも含まれる。放射線モニタの生産高は，原子力発電所

の新増設に大きく依存しており，1996年以降の数年間は新

規着工がほとんどないため，数年間は既設発電所のリプレー

スの需要が主体となり，一部原子燃料サイクル向けの需要

による変動がみられるが，110 ～ 130 億円程度の市場で推

移する。その後2002年の東北電力（株）女川原子力発電所３

号機の増設と，2005年の東北電力（株）東通原子力発電所１

号機の新設の計画による需要増加までこの傾向は続くもの

と予想される。

総合機器は，大学・研究所，原子力施設向けの放射線測

定装置，分析装置，原子炉核計装機器が主体となっている。

今後は，環境放射能の安全研究の推進に伴う生物影響研究，

原子燃料サイクル事業の本格化に応じた特定核種の研究，

大学・研究所向けの新材料開発・加工分野，バイオケミカ

ル分野の分析用機器などの需要が期待できるが，現状の生

産高から大きな変化はないと予想される。

放射線応用計測器は，鉄鋼・化学・紙パルプ・繊維業界

で保有している厚さ計，レベル計，水分計などが主体であ

る。景気低迷による設備投資抑制も一段落し，徐々に回復

放射線機器・管理システムの現状と展望
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図１　放射線機器の生産高の推移と予測



放射線機器・管理システムの現状と展望

基調にあり，当面は紙パルプ・鉄鋼を主体にプラントの新

増設とリプレースが期待できるが，生産高の大きな変化は

ないと予想される。

放射線機器の技術動向

放射線機器のうち多くは，放射線管理の目的に使用され

ている。放射線管理は大別して人の管理，施設の管理，環

境の管理であり，それぞれの管理の目的に応じて放射線モ

ニタ類を使用している。放射線管理の分類と管理に使用す

る放射線モニタ類を図２に示す。

放射線モニタ類および管理システムの全般的な動向とし

ては，従来の放射線測定技術の発展から放射線管理技術の

発展に移っており，放射線管理の合理化に結びつく形での

装置の自動化，コンピュータを利用したデータ処理の高度

化が進んできた。この傾向はパーソナルコンピュータ（パ

ソコン）および LAN（Local Area Network）などの通信

ネットワーク技術の発展とともにさらに加速されている。

個々のモニタの詳細内容は，この特集号のなかでそれぞれ

紹介するが，ここでは原子力発電所向けと病院・研究所向

けのモニタ類の最近の傾向を述べる。

原子力発電所の個人管理，出入管理では，入退域管理時

間の短縮などの目的から従来，個人線量当量の測定機器と

して用いられていた熱蛍光線量計から電子式の線量計に変

わってきたが，さらにフィルムバッジなどの評価線量計の

機能も含めて電子式の線量計に一本化する傾向にある。ま

た作業者の負担軽減の目的で，電子式線量計の小形化・軽

量化や，入退域管理装置との交信の無線方式による簡素化

が実現してきており，今後の線量当量管理システムはこの

形のものが導入されていく方向にある。

所内放射線管理では，放射線管理区域内の放射線モニタ

は検出部からコンソールへの光伝送や測定系のインテリジェ

ント化が進んでいる。特に大学や病院などの民間の施設で

は，パソコンによるデータ処理が定着した。従来の監視盤

はパソコン主体のコンソールになり，各モニタの測定値か

ら放射能濃度などへの変換，時間的変動，警報監視などす

べてディスプレイへ表示し，多くの機能がソフトウェアで

実現されている。また，放射線モニタの処理だけではなく，

個人管理や管理区域出入管理，RI（Radioisotope）利用管

理など，全般的な放射線管理を1台または複数のネットワー

クを組んだパソコンで実現している。

環境管理では情報公開の目的から，発電所のモニタリン

グポストなどのデータを地方自治体に伝送することが一般

的になってきており，システムもその対応を行っている。

モニタリングポストの計測部はインテリジェント化が進み，

取扱いや保守点検の機能が向上するとともに，必要時にエ

ネルギースペクトルを採取することが可能なシステムに移

行している。また，環境線量の測定器として新たに電子式

の線量計でデータ処理も簡易な測定器が出てきている。

放射線管理においては，上述したモニタ類などのデータ

を放射線管理用コンピュータと連携し，測定データの処

理・保存や管理帳票の作成を行うことが定着しており，

LANの充実とともに他システムへの連携や放射線管理用

コンピュータのダウンサイジング化や分散化が進んでいる。

放射線応用計測器の分野についても，より高度なデータ

処理がコンピュータ化により実現している。このなかで厚

さ計については，高速応答，高分解能測定の技術の要求が

主要なポイントであり，さらにセンサ，演算装置の小形化，

LAN対応などの高度化が進むと考えられる。また，放射

線取扱主任者や許可申請などの法規制が緩和され，形式承

認制度による表示付厚さ計が実現して，同時に法的に認め

られた放射線応用計測器のリース使用が普及すれば，ユー

ザーは厚さ計の種類により容易に設置できるようになる。

あとがき

最近話題となっている事項としては，ICRP（Interna-

tional Commission on Radiological Protection）の1990年

勧告の国内法令への取り入れの動向，日本原子力発電（株）

東海発電所（1号炉）の停止および廃止措置とこれに関連

するクリアランスレベルの問題などがあげられる。

現在，これらに関する基準が固まりつつあるが，法令改

正が実施されると放射線管理上影響を受ける部分があり，

放射線管理方法および放射線測定器，放射線管理システム

側での対応も必要となってくる。

いずれにしても放射線管理の目的を実現するための放射

線機器，放射線管理システムという位置づけであるため，

放射線管理に対する理解をさらに深め，真のニーズをつか

むことにより，より有用で信頼性の高いシステムを実現し

ていく所存である。
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図２　放射線管理の分類と管理に使用する放射線モニタ類



山村　精仁

放射線モニタの開発・設計に従事。

現在，東京システム製作所放射線

装置部主査。

石倉　　剛

放射線検出器の開発・設計に従事。

現在，東京システム製作所放射線

装置部主任。

上田　　治

放射線検出器の開発・設計に従事。

現在，東京システム製作所放射線

装置部。
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まえがき

放射線検出器は放射線と物質との相互作用の結果発生し

た微少な電荷を波形整形するなどしてパルスや電流の信号

を発生する。検出器からの信号は計数回路で計数率や線量

率などに変換され表示・記録される。このような計測系は

原子力発電所や研究所，病院などの放射線管理に利用され

る放射線モニタ，厚さ計・レベル計として利用されている。

測定したい放射線の種類，放射線のエネルギー，強度によ

り使用する放射線検出器の種類は異なってくる。

本稿では，近年開発した半導体式の中性子検出器，β線

検出器，α線検出器，シンチレーション式のα・β線検出

器（1台でα線とβ線を測定できる検出器）について述べ

る。

半導体検出器

２.１ 概　要

半導体検出器の検出素子は，面積の大きいダイオードで

ある。放射線により空乏層内で発生する電子と正孔（ホー

ル）は電極に集められる。集められた電荷は，量が放射線

のエネルギーに比例し，出力のパルス数が線量に比例する。

富士電機では，高純度シリコンウェーハにプラズマ CVD

（Chemical Vapor Deposition）方式によりアモルファス膜

を成膜してヘテロ接合とした検出素子を使用している。検

出素子の出力電荷を電荷増幅形プリアンプで積分して，電

荷量を電圧に変換している。

シリコン半導体検出器は他の検出器に対して次の特徴を

持つ。

検出素子の厚さは 1mm以下，面積は 0.1 ～ 20 cm2 の

ため，他に比べて検出素子の体積が小さく製品の小形化

が可能となる。

他の検出器は数百Vから 1,000V の電圧を印加する必

要があるのに対して，数十 Vで動作するため，製品の

小形化・低消費電力化に適している。

γ線検出器として使用する場合には，素材にシリコン

を使用しているため原子番号の大きいNaI 検出素子に比

べて放射線の吸収特性が空気に近く，エネルギーによる

感度の変化が小さくエネルギーフィルタで補正して良好

なエネルギー特性が得られる。

検出素子内の電荷収集時間がGM計数管などの検出器

に比べて短く応答が速いため，高計数率までの測定が可

能となり広い範囲の線量率の測定が可能となる。

富士電機では測定対象の放射線ごとにγ線およびβ線，

α線，中性子測定用のシリコン半導体検出器を開発してい

る。

上記の特徴を生かして製品化した多機能形線量計用の中

性子およびβ線検出器，ダストモニタ用のα線およびβ線

検出器を紹介する。なお，γ線検出器は従来も紹介してい

るため今回は省略する。

２.２ 多機能形線量計用検出器

警報付ポケット線量計は作業者が携帯して作業中に受け

た放射線の量をリアルタイムで測定・表示し，設定値以上

の線量を受けた場合に警報音を発生して注意を促す機能を

持つ。

従来は測定対象がγ線だけであったが，β線検出器と２

種類の中性子検出器（熱中性子と高速中性子）を開発し，

１台で同時にγ線およびβ線，中性子の線量を測定できる

多機能形線量計を製品化した（図１）。

２.２.１ 半導体中性子検出器

γ線およびβ線は直接検出できるが，中性子自身は電離

作用がないため直接検出できず，ボロンや水素と中性子を

反応させて発生する荷電粒子を検出素子の空乏層で検出し

ている。

なお，中性子は測定エネルギー範囲が広く，低いエネル

ギーは熱中性子検出器，高いエネルギーは高速中性子検出

器により検出している。

熱中性子検出素子は高純度シリコン上にアモルファス膜

を成膜し，さらにアルミ電極およびボロン膜を成膜した構

造となっている〔図２ 〕。ボロン膜中の 10B は熱中性子

に対する断面積が非常に大きく，熱中性子と反応してα線

（a）

（4）

（3）

（2）

（1）
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粒子または 7Li 原子核を発生する。それが空乏層を通過す

る際に発生する電荷で検出している。

α線や 7Li 原子核に対する感度を高くするためにアモル

ファス膜を薄くし，γ線に対する感度を低くするために空

乏層を薄くしている。

高速中性子検出素子は上部にポリエチレンフィルムのラ

ジエータを配置した構造となっている〔図２ 〕。ポリエ

チレン中の水素は高速中性子と散乱反応して陽子を発生す

る。それが空乏層を通過する際に発生する電荷で検出して

いる。

陽子の感度を高くするためにアモルファス膜を薄くし，

γ線の感度を低くするために空乏層を薄くしている。シリ

コンの素材やアモルファス膜の厚さを変更して最適化し，

陽子の発生量が多くなるようにラジエータの素材および厚

さを選定している。

線量計に用いる検出器としての主要項目は以下のような

ものである。

検出素子を 3mmの高さのケースにパッケージしてプリ

ント回路基板に直接実装することで，線量計としても小形

化が図れる構造にした。小形化により従来 1種類だけの検

出器を搭載していた線量計に，β線およびγ線，高速中性

子，熱中性子の４種類の検出器を搭載している。

指示範囲は 0.1 ～ 999.9mSv，線量率範囲は 0.1 ～ 1,000

mSv/h，方向特性は前後左右の 0～ 60 °に対して＋－50 ％

となっている。

熱中性子検出器と高速中性子検出器の出力を重み付け加

算することで，0.025 eV ～ 15MeVの測定エネルギー範囲

で図３のエネルギー特性となっている。

熱中性子検出器および高速中性子検出器はγ線に対して

感度を持ちγ線を誤計数してしまうため，γ線による出力

を除去する必要が生じ，中性子との反応で発生するα線粒

子および 7Li 原子核，陽子のエネルギーがγ線より大きい

ことからエネルギーで弁別し，中性子を選択的に測定して

いる。

２.２.２ 半導体β線検出器

β線はアルミ板 1枚で止まるほど透過力が弱く，検出素

子の空乏層に到達するように検出器の入射窓を数十μmの

樹脂膜で製作している。検出素子にはγ線と同一素子を使

用している。

線量計に用いる検出器としての主要項目は以下のような

ものである。

指示範囲は 0.1 ～ 999.9mSv，線量率範囲は 0.1 ～ 1,000

mSv/h，方向特性は前後左右の 0～ 30 °に対して＋－50 ％

となっている。

200 keV ～ 2.3MeV の測定エネルギー範囲で図４のエネ

ルギー特性となっている。

β線検出器はγ線に対しても感度を持ちγ線を誤計数し

てしまうため，γ線による出力を除去する必要がある。し

かし，β線検出器では，β線とγ線の空乏層内で発生する

電荷量がほぼ同等でエネルギーにより弁別できない。一方，

γ線検出器はパッケージがβ線を遮へいするためβ線に対

して感度を持たない。β線検出器の出力のγ線成分をγ線

検出器の出力で減算補正してβ線成分を算出している。

２.３ ダストモニタ用検出器

ダストモニタは空気を吸引して 紙にじんあいを付着さ

せ，そこからの放射線を測定して空気中の放射能濃度を監

視する装置である。ダストモニタ用の半導体α線検出器と

β線検出器を開発した（図５）。

α線検出器とβ線検出器は外形および取付寸法を同一に

（b）
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（a）熱中性子検出素子構造図 

（b）高速中性子検出素子構造図 

図２　熱中性子および高速中性子検出素子の構造
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図３　中性子検出器のエネルギー特性図１　多機能形線量計の外観



放射線検出器

して，同じダストモニタでα線とβ線の測定ができるよう

にしている。

２.３.１ 半導体α線検出器

α線はβ線より透過力が弱いため，β線検出器よりさら

に入射窓およびアモルファス膜，アルミ電極を薄くしてい

る。有感面は直径 50mmでダストモニタ用固定 紙径と

同等にして 紙全面を効率よく測定できるようにしている。

検出効率は 10 ％（s－1/Bq）となっている。

自然界にはα線を放出するラドンが存在しており，ラド

ン以外のα線を精度よく測定するにはラドン成分をできる

だけ除去する必要がある。除去方法としてα線のエネルギー

分解能を高めてウィンドウ測定する方法があり，この用途

のα線検出器も開発している。

２.３.２ 半導体β線検出器

２.２.２項のβ線検出器と同じく入射窓を樹脂膜で製作し，

検出素子を大きくすることで有感面を直径 5mm→ 50mm

に拡大している。検出素子の面積が大きくなると漏れ電流

が増加しノイズレベルが増加して SN比が劣化するため，

素子製造プロセスを改良してノイズレベルの低い漏れ電流

の少ない検出素子を開発し SN比の劣化を防いだ。

有感面は直径 50mmと，固定 紙径と同等にしている。

検出効率は 15 ％（s－1/Bq）となっている。エネルギー特

性は図６となっている。

β線とγ線の検出素子内で発生する電荷量が同等でγ線

を誤計数してしまうため，従来のダストモニタでは検出器

全体を鉛で被って外部からのγ線を遮へいしてγ線の誤計

数を低減させている。本検出器は鉛を内蔵させて，図７の

ように必要な部分を遮へいできるようにして，ダストモニ

タの遮へい体質量を 100 kg 以上軽くしている。

α・β線表面汚染用シンチレーション検出器

３.１ 概　要

シンチレーション検出素子は放射線により分子が励起さ

れ，基底状態に遷移する際に発する蛍光を出力する。検出

器は蛍光出力を光電子増倍管（PMT）で電子に変換して，

信号処理を行いパルス信号を出力する。

シンチレーション検出器としては NaI 検出器およびプ

ラスチック検出器，ZnS 検出器が代表的であり，測定対

象により下記のとおりに使い分けられている。

NaI 検出器：γ線

プラスチック検出器：β線およびγ線

ZnS 検出器：α線

ここでは表面汚染測定用のプラスチックβ線検出器をベー

スにして，ZnS 検出器を加えてα線とβ線を同時に測定

できる検出器を紹介する。

３.２ α・β線表面汚染用シンチレーション検出器

α線とβ線を測定するために，検出素子はβ線を検出す

（3）

（2）

（1）
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図５　ダストモニタ用α線検出器の外観（β線検出器も同一）
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図６　ダストモニタ用β線検出器のエネルギー特性
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図７　ダストモニタ用β線検出器のγ線遮へい構造
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図４　β線検出器のエネルギー特性



放射線検出器

るプラスチック検出素子とα線を検出する ZnS 検出素子

を一体化している。

検出器は図８に示す構成になっており，一体化された検

出素子からの出力を光電子増倍管で電子に変換して増幅し，

α線とβ線のパルス幅が異なることから波形弁別回路でα

線とβ線をパルス幅により弁別して，α線とβ線のパルス

信号を出力する。

有感面が 160 × 310（mm）で，検出効率はα線に対し

て 20 ％以上，β線に対して 25 ％以上となっている。

検出素子からの蛍光は 2本の光電子増倍管に同時に入射

するので，コインシデンス回路でそれぞれの出力が一致し

た信号を出力し，ノイズ成分（光電子増倍管の暗電流など

によるノイズなど）を除去している。

あとがき

既存施設で使用される放射線検出器は，省力化の点から

メンテナンスが不可欠な GM計数管から半導体検出器お

よびシンチレーション検出器への切換が進んだ。

今後の検出器はループチェックや内部電圧チェックなど

の遠隔操作機能，自己診断機能などが付加されていくと考

えられる。

一方，大形加速器の進歩で，従来より非常に高いエネル

ギーの放射線に対する検出器や，加速器特有のパルス的な

放射線場に対応する検出器の需要があり，既存の検出器を

ベースにした新しい検出器の開発を進めていきたい。
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図８　α・β線表面汚染用シンチレーション検出器の回路構成

〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2139917 西部　　隆光学機器の合焦化用評価値検出装置

2864629
島袋　　浩
関　　康和伝導度変調型MOSFET

2864704
登坂　浩明
小塙明比古配線用遮断器

2864707 鶴岡　亨彦
中川　　亘スイッチング素子

2864721 志塚　　隆
田畑　　進回路遮断器

2864727
内田　直司
淺川　浩司
小山　　淳

反発形回路遮断器の接触子装置

2864875
中村　洋一
森　　伸義
野上　純孝

電子写真用感光体

2865266 小林　光男半導体加速度センサ

2865271 清水　　均
横山　康弘薄膜光電変換素子の製造装置

2865272 布野　秀和
塚原　祐二薄膜光電変換素子の製造装置

2867530
高嶋　幹夫
高野　正秀
万徳　兼之

正帯電・反転現像方式電子写真装置
用電子写真感光体

2867721
三浦　正夫
大澤　　誠
内田　直司

回路遮断器の引外し電流調整機構

2867737 村上　忠義混成集積回路

2867741 中村　洋一液体現像用電子写真感光体



青山　　敬

放射線測定システムのエンジニア

リングに従事。現在，電機システ

ムカンパニー情報制御システム事

業部放射線システム部主査。

田辺　健一

放射線測定システムのエンジニア

リングに従事。現在，電機システ

ムカンパニー情報制御システム事

業部放射線システム部主任。

小林　裕信

放射線測定装置の開発・設計に従

事。現在，東京システム製作所放

射線装置部主任。
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まえがき

原子力発電所では，放射線管理区域内における作業者の

個人線量当量データを管理するための線量当量管理システ

ムを設置しており，管理区域への入域時に厳密な入域資格

チェックを行うとともに，退域時には個人線量当量データ

をリアルタイムで収集し，データ管理を行っている。

富士電機では，原子力発電所をはじめとする国内の原子

力関連施設に，この線量当量管理システムを数多く納入し

ているが，最近では作業者のさらなる被ばく低減化のため

の機能や，線量当量管理における作業者の負荷軽減および

協力会社で独自に行っている自主的な線量当量管理のため

の情報提供などがシステムに要求されている。このような

ニーズに対応するため，これまでの富士電機の放射線測定

機器および放射線データ管理ソフトウェアの製作ノウハウ

をベースとして，さらに高度化を図るための開発を行い，

1997年，原電事業（株）に納入し，日本原子力発電（株）の東

海発電所・東海第二発電所および敦賀発電所での運用を開

始した。

本システムに用いる電子式線量計は，個人線量当量測定

用の電子式線量計にγ線だけでなく，外部線量当量の算出

に必要なγ線，β線および中性子のすべてを測定する機能

を付加した。これにより，作業者が入域する際に持ち込む

線量計を，日々のγ線測定用の個人警報線量計と月ごとの

評価線量算出用のフィルムバッジの 2種類から電子式線量

計に一本化できる。さらに管理区域の入退域時に通過する

入退域管理ゲートとの交信を無線化するなど，ゲート通過

時間を大幅に短縮化した。

管理用計算機には今回開発したエンドユーザーコンピュー

ティング機能を導入し，管理者や各工事の協力会社がシス

テムの集計データをもとに任意様式の管理帳票を作成でき

るようにし，データ管理上の合理化も図った。

また，線量計の専用校正装置を開発し，1998年，原電事

業（株）に納入した。

これらにより，総合的な個人線量当量管理システムの構

築を実現した。

本稿では，本システムの機能および特長について紹介す

る。

システムの概要

個人線量当量管理システムは，以下の六つの機能を有す

る。

個人管理：放射線業務従事者の登録データの管理

線量管理：管理区域の入退域ごとの外部線量当量デー

タの収集・管理，内部線量当量データの管

理および入退域資格の判定，入域状況の監

視

作業管理：作業件名登録データの管理および作業実績

データの管理

公文管理：官庁など外部機関提出用の報告書などの作

成

システム管理：システム定数管理，セキュリティ管理

およびシステム状態の監視

非定型業務支援：エンドユーザーコンピューティング

を実現させるための検索機能

これらの機能を専用計算機と入退域管理ゲート，電子式

線量計，作業情報入力装置などの線量当量管理用機器によ

り実現している（図１参照）。専用計算機はデータ保存を

行うデータ処理部（サーバ）と，入退域管理ゲートに接続

され入退域資格の判定や入退域データの収集を行うゲート

制御部〔ゲートコントローラ（GC）〕に分け，負荷分散を

図った。入退域管理ゲートは各号機の管理区域入口付近に

設置され，各ゲート付近には線量計の貸出装置が配置され，

線量計の充電および性能チェックを行う。作業者はここか

ら使用可能な線量計を取り出して入退域管理ゲートを経て

管理区域に持ち込む。

線量計は，従来品を小形・軽量化したγ線測定用のカー

ド形線量計 2,000 台と，γ線，β線，中性子の 3線種同時

測定が可能な多機能形線量計 500 台で，作業場所によって

両者を使い分ける。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

原子力施設における個人線量当量管理システム
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原子力施設における個人線量当量管理システム

システム構成

専用計算機のデータ処理部（サーバ）には各種データの

登録やデータ監視，帳票出力などを行う端末装置が接続さ

れている。また各協力会社ごとには，データ登録および自

社管理帳票出力用に協力会社用端末装置を設置し，これも

専用計算機に接続されている。

入退域管理ゲートとリアルタイム伝送を行う専用計算機

の GCは，ゲート制御機能の継続性を確保するため二重化

構成としており，また収集データを常に両系に等価するこ

とにより系切換時の時間短縮を図っている。GCと各入退

域管理ゲートは，端末装置用とは別の LANにより接続さ

れている。端末装置で登録したデータはサーバから直ちに

GCに送られ，入退域資格判定に反映される。また GCで

収集した入退域データも直ちにサーバに送られ，端末装置

でのリアルタイム監視や集計帳票に反映される。GCの状

態は端末装置で常時監視でき，またサーバの状態監視は監

視卓により行っている。

ハードウェアの機能と特長

個人線量当量管理機器の仕様を表１に示す。

４.１ 電子式線量計

原子力発電所の管理区域内作業では，通常，γ線，β線，

中性子の 3線種をすべて測定して月間の実効線量当量を評

価するフィルムバッジと，１回の入域ごとの線量を測定し，

設定値に達すると警報を鳴らす電子式線量計（図２）の２

種類を携帯する必要がある。また，１入域ごとの測定用と
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図１　個人線量当量管理システムの概要

図２　電子式線量計

多機能形

カード形
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原子力施設における個人線量当量管理システム

して熱蛍光線量計（TLB）を使用している場合は，警報

出力用としてさらに電子式線量計が必要なため，３種類の

線量計が必要となる。本システムで開発した多機能形電子

式線量計は，３線種の測定が可能であり，警報機能だけで

なく実効線量当量の評価も行えるため，携帯する線量計の

一本化が図れる。日本原子力発電（株）では，当面フィルム

バッジと多機能形線量計の併用（β線，中性子の存在しな

いエリアではγ線専用のカード形線量計で運用）により，

実運用上の信頼性評価を行った後，電子式線量計による一

本化管理への切換を計画している。

また，入退域管理ゲートとの交信を無線方式とすること

で，ゲート入退域操作の簡素化および交信時間の短縮によ

るゲート混雑時の待ち時間減少など，作業者の大幅な負荷

軽減が図れた（図３）。

４.２ 入退域管理ゲート

ID カード，線量計ともに無線交信のため従来のような

挿入などの操作が不要で，また作業番号などの入力操作は

タッチパネル式の液晶ディスプレイ上で容易に行えるよう

にすることで，操作時間の短縮化が図れた。また，装置全

体の薄形化により設置スペースに制約のある飛び地などで

の配置も可能となった。

４.３ 作業情報入力装置

作業実績は，あらかじめサーバに登録された作業番号を

入退域管理ゲートで選択または入力することにより作業番

号ごとに集計されるが，さらに詳細の作業情報を収集する

場合，管理区域内の主要箇所に設置された作業情報入力装

置（図４）を用いて，作業情報を線量計のメモリに書き込
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表１　個人線量当量管理機器の仕様 

機　器 項　目 仕　様 

カード形 
　線量計 

多機能形 
　線量計 

線量計 
貸出装置 

入退域管 
理ゲート 

作業情報 
入力装置 

γ・β線 
校正装置 

中性子 
校正装置 

測定線種 

検出器 

液晶表示 

交信データ 
入退域情報，作業情報，警報情報， 
線量トレンドデータ 

線量，時間，警報設定値，状態情報 

アモルファスシリコン半導体検出器 

γ線（50 keV～6 MeV） 

自己診断機能 計数動作チェック，電池電圧チェック 

連続使用時間 15時間以上 

寸法・質量 
約55（H）×91（W）×8.5（D）mm 
約60 g

寸法・質量 
約55（H）×103（W）×15（D）mm 
約110 g

その他 カード形線量計と同等 

収納台数 100台 

充電時間 1時間以内 

状態表示 緑ランプ（貸出し可），赤ランプ（貸出し不可） 

測定線種 γ線，β線，中性子 

液晶表示 
線量（3線種の切換表示），時間，警報設定値， 
状態情報 

管理機能 線量計番号・状態の読取り，パラメータ設定 

寸法・質量 
約1,850（H）×900（W）×300（D）mm 
約180 kg

交信方式 線量計：無線交信，IDカード：非接触交信 

データ表示 
液晶ディスプレイ（操作ガイダンス，警報， 
状態，保守マニュアルなど） 

通過時間 約7～8秒 

交信方式 無線交信 

主要書込 
　　　データ 

作業番号，作業ステップ番号， 
線量トレンド収集間隔 

使用電源 AC100 VまたはLiイオン電池 

線　源 γ線：137Cs，β線：90Sr-Y

線　源 252Cf

同時照射台数 

校正処理時間 

50台 

同時照射台数 40台（4台用カセットを10台収納） 

照射時間 
　（50台分） 

38分（1カセット＝4台分） 

γ線：22分，β線：92分（ともに50台分） 

寸法・質量 
約1,470（H）×900（W）×300（D）mm 
約200 kg

寸法・質量 
約155（H）×320（W）×230（D）mm 
約4.5 kg

寸法・質量 
約2,360（W）×1,767（H）× 
　2,260（D）mm，約1,600 kg

寸法・質量 
約2,585（W）×3,182（H）× 
　1,500（D）mm，約4,500 kg

図３　入退域管理ゲートと線量計の無線交信

図４　作業情報入力装置

A6601-17-119
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む。また本装置は，高線量当量作業における被ばく状況の

解析に有効な線量トレンドデータ収集要否の設定や，トレ

ンドデータの収集間隔の変更なども可能である。

４.４ 線量計貸出装置

本装置（図５）は線量計を充電・保管する装置であるが，

従来の線量計充電機能に加え，線量計との通信機能を持た

せ，計数動作が正常でない線量計のランプ表示および貸出

禁止機能を付加することにより，作業者が使用可能な線量

計のみを選択し取り出せるようにした。さらにパーソナル

コンピュータ（パソコン）を接続することで，線量計の保

管状況，充電状態の一括表示や警報設定値などの一括設定，

一括排出などが可能となり，線量計の保守性を向上させた。

４.５ 線量計校正装置

線量計は，個人の線量当量を測定する機器であることか

ら，納入後も定期的に測定機能の健全性を確認する必要が

ある。このため，線量計校正装置（図６）および基準線量

計を用いてγ線，β線および中性子のそれぞれに対しトレー

サビリティを確保する方式を確立した。

線量計の台数が多いため校正処理を自動化し，γ・β線

用校正装置は線量計50台を，中性子校正装置は40台を，校

正条件を入力するだけで自動的に処理が行える。校正デー

タはパソコンのデータベースで管理し，校正記録の出力を

可能としている。

専用計算機の主な機能と特長

専用計算機の機能を表２に示す。

５.１ 個人管理

放射線業務従事者（以下，従事者と略す）の指定登録デー

タは端末装置から入力し，管理部署による認定操作を経て

当該者を従事者としてデータ登録する。発電所に常駐の協

力会社は協力会社用端末装置により自社でのデータ入力が

可能であるが，本システムではExcel
〈注1〉

などの市販OAソフ

トウェアで作成したフロッピーディスクによる複数件の一

括入力機能や，過去の登録データを検索し，上書き登録す

る機能などにより入力業務の効率化を可能としている。

従事者には定期的な内部線量当量の測定が義務づけられ

ているが，この測定に用いるホールボディカウンタの測定

データは測定のつど，サーバにオンライン伝送される。ま

た従事者に必要な電離健康診断や放射線教育などのデータ

は，従事者ごとの入力だけでなく，同一受診（受講）日の

データ一括入力画面を設けて入力業務の合理化を図ってい

る。さらに，フロッピーディスクからの一括入力も可能と

している。これらの入力データは入域時の資格判定に反映

される。

５.２ 線量管理

管理区域からの退域時に入退域管理ゲートで収集した線

量当量データを立入実績として保存するとともに，日替わ

り時に日線量実績データを作成する。多機能形電子式線量

計を使用した場合にはγ線，β線，中性子の各線量値を収

〈注 1〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図５　線量計貸出装置

A6473-17-8

図６　線量計校正装置（γ・β線用）

表２　専用計算機の主要機能 

管理項目 機　能 

個人管理 

（1）従事者データ管理 
　   �従事者指定登録機能，登録データの管理 
　   �ホールボディカウンタの測定データ管理 
　   �健康診断データ管理 
　   �放射線教育データの管理 
（2）一時立入者データ管理 
　   �一時立入者登録 
　   �一時立入者の立入実績管理 

線量管理 
（1）入退域制御 
（2）立入実績データの収集・管理 
（3）集計帳票の出力（個人ごと，所属ごと，作業件名ごと） 

作業管理 
（1）作業件名登録機能，登録データの管理 
（2）作業者登録機能，登録データの管理 
（3）高線量当量作業者の登録機能，登録データの管理 

公文管理 
（1）日報，月報，四半期報，年報の出力 
（2）中央登録センターへの報告書出力 
（3）官庁への報告書出力 
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集する。日線量実績データは協力会社の所属ごとにフロッ

ピーディスク出力が可能であり，従来のような帳票での配

布に比べて協力会社の自主管理業務の合理化が図れる。端

末装置でのデータ検索や帳票出力は，自社および自社の下

請分のみ可能となるよう，パスワードによるセキュリティ

管理を行っている。

５.３ 作業管理

作業件名データの登録は，協力会社用端末装置から自社

分の作業を登録できる。この際，その作業に従事する作業

者を登録しておくことにより，入退域管理ゲートでの作業

番号入力が容易になる。当該者の登録された作業件数が１

件であればゲートで作業選択操作が不要となり，複数件で

あればゲートでタッチパネルにより選択する。登録がない

場合は作業番号を入力する。

また，作業ごとに入域時の警報設定線量や使用する電子

式線量計の種類（多機能形またはカード形）の設定が可能

である。

実績線量の集計は，個人や所属ごとのほか，作業件名単

位でも可能である。

５.４ 非定型業務支援機能

これまでの線量当量管理システムの機能は，決められた

様式のデータ検索，帳票出力に限定されており，異なる検

索形態や集計帳票が必要な場合にはソフトウェアの改造が

必要であった。しかし，線量当量管理は外部へのデータ提

供や協力会社へのデータサービスなどのニーズを中心に業

務が多様化しており，これに応じたシステムが必要とされ

ていた。本システムでは，このような非定型業務を支援す

るため，汎用データベースを採用し，かつ自由な検索形態

を可能とするエンドユーザーコンピューティング機能を設

けた。協力会社向けとしては，取り出すデータを選択し，

Excel 上にはり付ける自由検索画面を設けた。これにより

登録情報や集計データの検索から作表・作図までが容易に

行える。また管理部門向けとしてはACCESS
〈注2〉

によってさ

らに複雑なデータ抽出・集計も行えるようにした。

あとがき

本システムでは，線量当量管理業務の合理化，作業者の

負荷軽減，協力会社へのデータサービスの向上など，放射

線管理分野の高度化ニーズに応じたシステムを提供すべく，

種々の開発を行った。特に線量計の一本化は個人線量当量

管理を行う原子力発電所にとって大きなテーマであり，こ

れまで補助的に使用されてきた電子式線量計を主測定器と

するための信頼性向上に努めた。また，非定型業務支援機

能の導入は単にシステムに柔軟性を持たせる一つの特長に

とどまらず，管理業務を本当の意味で合理化させることの

できる新たなシステム概念であると考えている。

原子力発電所では，昨今特にインフラストラクチャの整

備が進んでおり，今後はこれらを最大限活用したシステム

を構築していくことで，さらなる業務ソフトウェアの有効

活用を図っていきたいと考えている。

最後に，本システムの開発，製作にあたり，多大なご指

導，ご尽力をいただいた日本原子力発電（株）および原電事

業（株）の関係各位に深く感謝する次第である。

〈注 2〉ACCESS ：米国Microsoft Corp. の登録商標

317（13）

富士時報 Vol.72 No.6 1999



藤本　敏明

原子力施設向けの放射線管理シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパ

ニー情報制御システム事業部放射

線システム部主査。

神谷　栄世

原子力施設向けの放射線管理シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパ

ニー情報制御システム事業部放射

線システム部主任。

高木　　勲

放射線管理コンピュータシステム

のソフトウェア設計・開発に従事。

現在，（株）FFCシステム本部第

一システム統括部電力システム部。

富士時報 Vol.72 No.6 1999

まえがき

原子力施設（以下，施設と略す）の安全に対する要求が

高まるなか，施設の安全確保とともに，放射線管理情報を

迅速かつ的確に収集・伝達し，適切な対応が図られるとと

もに，関連機関へ情報提供のできることが望まれている。

このような状況のなか，核燃料サイクル開発機構（以下，

サイクル機構と略す）大洗工学センター（以下，センター

と略す）内の各施設において，コンピュータを活用した放

射線情報の遠隔集中監視システムを納入したので紹介する。

このシステムの目的はおおむね以下のとおりである。

各施設の放射線情報を管理区域外で確認できるように

すること。

時々刻々と変化する各施設の放射線情報をセンター内

の事故対策本部などに迅速に情報伝達し，情報の共有化

を可能とすること。

なお，本システムは放射線情報の収集・確認だけではな

く，放射線管理業務を効率化できるシステムとなっている。

全体構成

全体のシステム構成を図１に示す。センター内の以下の

施設を対象としている。

高速実験炉「常陽」（以下，「常陽」と略す）

照射燃料試験施設（以下，AGFと略す）

照射材料試験施設（以下，MMF-1 と略す）

第二照射材料試験施設（以下，MMF-2 と略す）

固体廃棄物前処理施設（以下，WDFと略す）

上記施設を対象として，放射線監視システムを1998年度

に納入したが，施設ごとにサーバと端末を設置し，共通に

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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藤本　敏明（ふじもと　としあき） 神谷　栄世（かみや　えいせい） 高木　　勲（たかぎ　いさお）

「常陽」の例 

検出器 

放射線監視盤 

光GPIB変換器 光GPIB変換器 

ディジタル指示 
モジュール 変換器 

モニタ警報バイパス 
スイッチ 

ルーツブロア 

バルブ 

Ai

Di

Di

Di

Do

シーケンサ1

シーケンサ2

シーケンサ3

シーケンサ4

端末3

コンピュータ盤 

データサーバ サイクル機構LAN

端末1 
（バックアップ装置） 

ディジタル指示 
モジュールへ 

PEリンク 

GPIB×2

GPIB×2

GPIBインタ 
フェース装置1

ディジタル指示 
モジュールへ 

GPIB×2

GPIBインタ 
フェース装置1

ディジタル指示 
モジュールへ 

GPIB×2

GPIBインタ 
フェース装置1

放管居室 

端末2

ハブ 

LAN

図１　全体のシステム構成
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使用できるアプリケーションソフトウェアを開発すること

により，センター内のその他施設へも適用できる設計となっ

ている。

また，これらの各施設の情報をサイクル機構内において

共有するためにイントラネット用のWWW（World Wide

Web）サーバを設け，総計 200 チャネルを超えるモニタ

の放射線情報を取り込み，事故対策本部（緊急時対策所），

サイクル機構本社などからアクセス可能とする計画にも対

応できる設計となっている。

システム構成

代表的なシステムとして図１の「常陽」を説明する。既

設のシステムでは，施設内各所に設置した放射線検出器で

計測した放射線情報を放射線監視盤に集めて表示している。

この放射線情報のうち計測値については，指示モジュー

ル出力を変換器を介してアナログ入力モジュール（Ai）に

てディジタル変換してシーケンサに取り込む。また，警報

はディジタル入力モジュール（Di）によりシーケンサに取

り込む。このほかに，モニタ警報のバイパス信号，ルーツ

ブロアの状態信号なども取り込み，また，バルブの制御を

コンピュータから可能としている。これらの情報のサーバ

への上位伝送およびサーバからシーケンサへの下位伝送は

PEリンク経由で行う。また，端末のうち 1台はサーバダ

ウン時のバックアップ装置として機能するため，端末から

も PEリンク経由で放射線情報を収集できる。このほかに，

モニタの詳細情報は GPIB（General Purpose Interface

Bus）経由で指示モジュールとサーバ間で直接伝送でき，

放射線モニタの数に合わせて GPIB インタフェース装置を

増設している。

基本的な情報である計測値や警報をシーケンサ経由でサー

バに取り込む方式とすることにより，将来的にシーケンサ

やサーバの二重化など，システムを拡張しやすい構成となっ

ている。さらに，新旧のモニタや他社製のモニタの共存す

るシステムで共通の処理を可能としている。

各施設ともに警報はリアルタイムに収集し10秒間の発生

の有無の判定後，また，計測値は 0.5 秒周期でシーケンサ

に取り込み平均値処理および工業値変換を行った後，10秒

周期で警報，平均値，最大 0.5 秒値をサーバへ出力し，警

報や計測値を端末で表示する。

このように基本的なデータ処理をシーケンサで行うこと

により，施設固有の条件や新旧モニタの個々の仕様の違い

をシーケンサで吸収して，コンピュータシステムは極力共

通仕様としている。

また，ディジタル式のモニタでは，故障の詳細情報の確

認，警報設定値などの定数の確認および変更を GPIB 経由

で各端末から実施できる。

本システムで使用したコンピュータの仕様を表１に示す

が，ハードウェアはパーソナルコンピュータで構成してい

る。また，代表的な「常陽」のコンピュータ盤を図２に示

す。

アプリケーションソフトウェア

本システムは，OSとしてWindows NT
〈注1〉

4.0，データベー

スとしてOracle
〈注2〉

7，開発ソフトウェアとしてVisual Basic
〈注3〉

およびVisual C++
〈注4〉

を用いて作成した。画面をVisual Basic

で作成することにより，Windows
〈注 5〉

の操作に慣れている人

〈注 1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Oracle ：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注 3〉Visual Basic ：米国Microsoft Corp. の商標

〈注 4〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 5〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図２　「常陽」コンピュータ盤

表１　コンピュータの仕様 

仕　様 
台　数 

項　目 

データサーバ 
GRANPOWER5000 モデル280（Pentium

＊
Ⅱ 400 MHz×1） 

メモリ 64＋64 Mバイト，ハードディスク 4×3 Gバイト 

GPIBインタフェース装置 
FMV-5233FA5（Pentium 233 MHz×1） 
メモリ 32＋64 Mバイト，ハードディスク 3.2 Gバイト 

端　末 
FMV-6350DX（PentiumⅡ 350 MHz×1） 
メモリ 32＋64 Mバイト，ハードディスク 3.2 Gバイト 

＊ Pentium：米国 Intel Corp. の商標 

1

AGF MMF-1/-2

1

WDF

1

「常陽」 

1

1 1 1 3

1 3
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であればだれでも操作できる分かりやすいシステムとなっ

ている。アプリケーションソフトウェア一覧を表２にまと

めた。このうち特徴あるソフトウェアを以下に紹介する。

４.１ トレンドグラフ

図３にトレンドグラフの画面を示す。1画面最大 6モニ

タを表示でき，モニタの組合せを自由に設定できる。図中

左上のメニューのグループ選択により設定されたモニタグ

ループ（最大30グループ）から任意のグループを選択でき，

また，メニューのグループ設定によりおのおののグループ

のモニタの組合せを設定できる。例えば，モニタの指示が

変動した場合に，関連するモニタをその場で組み合わせて

トレンドの比較が簡単にできる。

グラフの左側には，各モニタのモニタ名称と現在値が表

示され，その下の指数部を変更してレンジ設定をクリック

することでグラフの縦位置を変更できる。

グラフは任意の期間を表示できる保存値トレンド（図中

左側）と常にリフレッシュして10秒値を表示する現在値ト

レンド（図中右側）の 2種類から構成される。

保存値トレンドは各モニタの10秒値，１分値，10分値，

１時間値を選択表示できる。図中上と右の矢印によりグラ

フをスクロールでき，時間軸を右側いっぱいにスクロール

させると現在値トレンドと時間的に接続し一緒にリフレッ

シュする。また，左側へは保存データの範囲でスクロール

する。グラフを拡大表示できるよう，縦軸は標準（6デカー

ド），3デカード，2デカードと変更でき，時間軸は標準（1

倍），2倍，3倍と変更できる。また，マウスをトレンドに

合わせ左ボタンをクリックすると，その時刻のモニタの計

測値が表示される。

現在値トレンドは，縦軸のみスクロールおよび拡大表示

できる。

画面の右側の「▲」印は高警報設定値を示し，「－」印

は，故障の警報設定値を示す。

なお，マップ，系統図および警報表示画面でモニタをク

リックするとトレンドグラフを表示できる。

４.２ ユーザー機能

本システムでは，納入後の運用の変更に対応できるよう

に以下の機能を備えている。

マップ

施設内のエリアモニタの計測値や警報をマップ上に表示

しているが，このマップを運用に合わせて簡単に変更でき

るようにビットマップで作成しユーザーに開放している。

例えば，運用において放射線管理区域を変更した場合に，

マップ上の管理区域の色範囲を簡単に変更できる。

帳票出力（2）

（1）
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EM－1

5.23E－2 Sv/h

現在値 

終了 開始日時 

グループ1
トレンドグラフ 

グループ選択 グループ設定 
トレンドグラフ表示 

グループ設定 
終了 前ページ 次ページ 保存 

〈グループ1〉 
レンジ設定 

6テカード 

縦スケール 

E +0

EM－2

4.23E－2

10000

1000

100

10

1

0.1

0.01
12:00

1999/03/17

14:00

1999/03/17

16:00

1999/03/17

18:00

1999/03/17

21:2021:10

1999/03/22

Sv/h

E +0

EM－3

1.52E－2 μA

E +0

IM－1

1.60E－2 mSv/h

E +0

E +0

E +0

標準 

時間表示 

現在値トレンド 

1999 年03月22日  21：10：55

1分トレンド 

トレンド種類 

〈グループ4〉 〈グループ7〉 〈グループ10〉 〈グループ13〉 

1/2

〈グループ2〉 〈グループ5〉 〈グループ8〉 〈グループ11〉 〈グループ14〉 

〈グループ3〉 〈グループ6〉 〈グループ9〉 〈グループ12〉 〈グループ15〉 

上図はグル－プ選択および設定画面である。 
モニタ選択時には，上図のセルをクリックすると 
モニタ一覧が表示され選択できる。 

図３　トレンドグラフ

表２　主要アプリケーションソフトウェア一覧 

項　目 機　能 

データ収集演算処理 
データをシーケンサ経由で読み込み，10秒値， 
1分値，10分値，1時間値を作成する。 

機 　 器 　 制 　 御  
CRT画面より開閉信号をシーケンサに出力し，弁 
を制御する。 

GPIB　　伝　　送 モニタ計測器の情報の読込みおよび書換えを行う。 

デ　ー　タ　保　存 10秒値を10日間，その他の値を1年間保存する。 

データバックアップ 
サーバ異常時，端末にデータを保存する。 
保存期間は3日間。 

マップおよび系統図 
計測値，警報などをマップまたは系統図上に表示 
する。 

ト レ ン ド グ ラ フ  
現在値データおよび保存データを時系列グラフに 
表示する。 

デ　ー　タ　表　示 
現在値データおよび保存データを一覧表に表示す 
る。1分値を修正できる。 

暗 証 番 号 管 理  
機器制御などに際して，暗証番号による操作員の 
認証を可能とする。 

修 正 履 歴 管 理  
設定値の変更などの作業があった場合に記録に残 
す。 

警 　 報 　 表 　 示  
モニタの警報が発生した場合は，リアルタイムに 
表示する。また，復帰の表示も行う。 

メ ッ セ ー ジ 表 示  機器の操作などの情報を表示する。 

帳 　 票 　 出 　 力  日報，月報，日常点検記録などの帳票を出力する。 

放 　 出 　 評 　 価  
排気ガス，排水などの放射性物質の放出管理を行 
う。 
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日報などの標準フォーマットはExcel
〈注6〉

で作成し，簡単な

文字などの変更であれば，運用に合わせて標準フォーマッ

トを変更できる。

また，帳票は印刷前に Excel 画面に表示されるので，

Excel の機能を用いて作業者が任意に変更して印刷できる。

その際，帳票の元データをExcel の別のシートに出力して

いることから，値の書換えのみではなく計算方法も Excel

の機能を用いて変更できる。

また，ダンプリストをExcel に出力し，作業者が作成し

た帳票にはり付けることも可能である。

グループ処理

トレンドグラフのグループ処理機能はモニタ現在値表示

画面にもあり，運用に合わせて変更できる。

４.３ アプリケーションソフトウェアの共通化

今回のシステムでは，同じアプリケーションソフトウェ

アを各施設に適用することから，モニタ情報など各施設個

別の情報を初期ファイルにまとめ，初期ファイルの書換え

のみで施設ごとに適用できるようにしてある。初期ファイ

ルには名称などの単純な情報だけではなく，例えば，モニ

タ情報として，モニタ番号，モニタ名称，機器形式，測定

範囲，マップの座標などの情報を持ち，また，マップ情報

として，マップ番号，ビットマップ，マップに表示される

モニタ番号などの情報を持つ。仮に，WDF施設で動作し

ていたシステムの初期ファイルを書き換え，MMFのマッ

プを設定すると，マップ情報からビットマップと表示する

モニタ番号を読み出し，モニタ情報からそのモニタの座標

を読み出し，自動的にMMFのマップに書き換わる。

４.４ 放出評価

放射性物質の放出計算処理も本システムで実施している。

〈注 6〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

対象とした放射性物質は，各施設の排気ガス，「常陽」の

室内ガス，廃ガス，排水である。放出評価は，施設ごとお

よび評価時の施設の状況（原子炉運転中，停止中など）に

より評価方法が変わることから，処理を分かりやすくする

ため本処理にかかわるすべての計算条件や定数を時間変数

とみなし，計算の最小単位である 1分値で計算処理できる

ように整理している。

計算条件については論理演算を行い，その結果と定数や

放射能との積を求め，１分単位での放出量を計算し，必要

な期間の積算から求める放出量を計算できる。

基本処理を 1分単位の放出量として分かりやすくしたこ

とから，いろいろな条件の選択が施設の運用に合わせて自

動または手動で実現でき，全施設の処理を一つのアプリケー

ションソフトウェアにまとめることができた。選択条件は，

自然放射線レベル（BG）は原子炉の運転中と停止中の選

択，時定数および検出限界計数率は BGから自動計算値と

手入力値の選択，放出の有無の判定は固定のしきい値を用

いる固定値処理と統計処理（平均＋係数×標準偏差）の選

択，濃度換算定数は 5核種からの選択，排風量は定格風量

（1か月あたりと 1時間あたり）と実測風量の選択，不検

出量評価期間は自動評価と手入力評価と濃度評価の選択な

どがある。

以上の処理のうち各種定数などの設定フローを図４に示

す。図に示すように各種定数などの設定は，いずれも有効

期間を設定でき，評価期間の中で任意に定数などを変更し

て処理することが可能である。また，図５に放出評価期間

任意設定評価処理フローを示すが，図中左側のトレンド画

面処理では，トレンドグラフで放出の状態を確認しながら，

評価期間を設定可能である。図中右側に期間任意設定評価

処理のフローを示すが，排風量の算出方法や放出有無の判

断方法を選択し 6種類の処理を選択可能とするとともに，

帳票出力前に定数などの変更を可能として，評価対象核種

の濃度換算係数などを簡単に変更し比較できるようになっ

（3）
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選　択 

選　択 

計　算 

計　算 

各種定数などの変更保存 

メニューへ 

書換え 

暗証番号確認 

計算 

キャンセル 

〈注〉書換え ：新規，修正，削除の操作により可能とする。 
　　　外部出力 ：定数ファイルを外部記憶媒体などに保存でき，Excelなどで表示できる。 
　　　計　算 ：時定数と検出限界計数率を自動計算する。 

キャンセル 

メニューへ 

キャンセル 

メニューへ 

終了 

保存 

外部 
出力 

選　択 

書換え 

暗証番号確認 

終了 

外部 
出力 

左記のフローで処理する項目 
①モニタ定数 
 

左記のフローで処理する項目 
①排風機運転状態 

③不検出量評価期間 

②定期点検系排風機運転状態 

④原子炉運転状態 

�定数有効開始日 
�BG（原子炉運転・停止） 
�時定数（自動計算・手入力） 
�検出限界計数率 
　（自動計算・手入力） 
�統計処理用定数 
　（標準偏差対象デ－タ数，標準偏差係数） 
�放出管理目標値 
　（四半期管理目標値，年間管理目標値） 
�濃度換算定数 
　（5核種選択） 
 

�1時間あたりの定格風量 
�1か月あたりの定格風量 
�排風機停止期間 

�排風機運転期間 
�風量 

�有効期間 
�自動評価期間補正（1日単位） 
�手入力評価期間（1日単位） 
�濃度計算評価期間（1日単位） 

�原子炉運転期間 

図４　放出評価各種定数などの設定フロー
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ている。

なお，このほかに月報，年報などの処理がある。

WWWサーバ

情報を共有化するにあたり，センター内の各施設のサー

バをサイクル機構内 LAN（Local Area Network）に接続

し，各施設の放射線情報をセンター内に設置したWWW

サーバに収集して，事故対策本部およびサイクル機構本部

と情報の共有化を図ることが計画されている。

各施設の放射線情報をリアルタイムに取り込み，マップ，

トレンドグラフなどで表示することにより放射線情報を大

勢の関係者で共有することが可能となる。

あとがき

各施設に設置された放射線モニタ情報を集中監視するた

め，各施設固有の仕様を共通の仕様にまとめ上げる作業の

なかで，原子力施設内の放射線監視コンピュータシステム

として標準的な仕様をまとめ上げることができた。したがっ

て，このシステムは他のシステムへも簡単に適用できるも

のと期待でき，さらに多くのシステムへ適用していき，よ

り良いシステムに成長させていく所存である。

最後にこのシステムを構築するにあたり，核燃料サイク

ル開発機構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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選　択 

評価期間設定 

トレンド画面表示 

日時入力 

〈注〉定数などの変更があった場合，Excel出力データは変更された定数による計算結果が出力されるが，保存されたデータは更新されない。 

処理1　定格風量/固定値処理 

内　容 

処理2　定格風量/統計処理 

処理3　定格風量/固定値処理＋統計処理 

処理4　実測風量/固定値処理 

処理5　実測風量/統計処理 

処理6　実測風量/固定値処理＋統計処理 

キャンセル 

マウス選択 
トレンド画面 

ポップアップ画面 

ポップアップ画面 

メニューへ 

評価処理 
選　択 

放出評価モニタ 
定数の確認 

排風量算出方法選択 

処理方法区分選択 

各種定数などの変更 

Excel画面表示 

帳票印刷 

処理3処理2処理1 処理6処理5処理4

評価期間入力 

トレンド画面処理 期間任意設定評価処理 

キャンセル 
メニューへ 

変更〈注〉 

Excel出力 

計算 

�排風量算出（定格/実測） 
�処理方法（放出有無の判断） 
　（固定値処理/統計処理/ 
　　固定値処理＋統計処理） 

図５　放出評価期間任意設定評価処理フロー



藤本　敏明

原子力施設向けの放射線管理シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパ

ニー情報制御システム事業部放射

線システム部主査。

今井　光宏

原子力施設向けの放射線管理シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパ

ニー情報制御システム事業部放射

線システム部。

富士時報 Vol.72 No.6 1999

まえがき

原子力施設では，施設から放出される放射性物質による

環境への影響を把握するために，施設周辺の環境放射線を

測定する必要がある。環境放射線監視システムは，原子力

施設周辺の環境放射線を連続測定・管理することにより，

放射線レベルの変動を監視するシステムである。

最近は，原子力発電所の運転に対する一般公衆の理解を

得るため，これらの環境放射線測定に関するデータを，地

方自治体の PA（Public Acceptance）設備などで公開し

ている。このため，環境放射線監視システムには，放射線

測定データ，発電所の運転状態などの情報を，地方自治体

の監視設備に伝送するよう要求されている。

本稿では，こうした状況を踏まえ，特に信頼性に重点を

置いて設計し，日本原子力発電（株）敦賀発電所向けに納入

した環境放射線監視システムの概要を紹介する。

システムの概要

環境放射線監視システムは，原子力発電所周辺の局舎内

に設置した放射線検出器で計測された空間γ線量率を，所

内設備の各監視盤に連続的に伝送し，指示および記録する

と同時にコンピュータにデータを保存し管理するものであ

る。設置する局舎の数は，地理的および気象的条件で発電

所により異なるが，敦賀発電所では10基の局舎で監視を行っ

ている。システム構成を図１に示す。

発電所の敷地内に設置されたモニタリングポスト 3基の

データは光ファイバケーブルによって，また敷地外に設置

されたモニタリングステーション 7基のデータは，公衆回

線によって所内設備まで伝送されている。

また，環境への影響を評価するに際し，大気中における

放射性物質の拡散状態を推定するために気象観測データ

（風向，風速，雨量，温度など）についても監視している。

気象観測装置は発電所内と局舎 3基に設置されており，広

域にわたってデータを確認できる。

機　能

環境放射線監視システムの機能は，測定，データ伝送，

データ処理およびデータ管理の四つに分けられる。

３.１ 測　定

３.１.１ 放射線検出器による測定

環境放射線モニタリングに関する指針に基づき，空間γ

線量率 10 ～ 108 nGy/h を，低レンジ用の NaI（Tl）シン

チレーション検出器と高レンジ用の球形電離箱を併用して

測定している。各検出器で計測された環境γ線は，ディジ

タル式レートメータにより線量率データに換算され，デー

タ処理装置を経由して所内設備まで伝送される。

低レンジ測定系は，DBM方式
〈注1〉

を採用しており，高レン

ジ測定系には，低エネルギー特性改善形の球形電離箱を採

用している。低レンジおよび高レンジの測定系統図を図２

に示す。

３.１.２ 気象観測装置による測定

大気状態を把握するため，発電所内には，風向風速計，

雨量計，大気温度計，日射計および放射収支計が設置され，

発電所周辺の局舎には，風向風速計および雨量計が設置さ

れている。各計器で計測された気象データは，専用ケーブ

ルまたは公衆回線により所内設備まで伝送される。

３.２ データ伝送

環境放射線監視システムは，データ処理装置（プログラ

マブルコントローラMICREX-F シリーズ）を中心に構築

しており，各データ処理装置は，同一のデータリンクで構

成されている。モニタリングポストと所内設備間および所

内設備同士間は光伝送方式を，モニタリングステーション

と所内設備間はテレメータ伝送方式を採用している。

〈注 1〉NaI（Tl）シンチレーション検出器は，γ線に対するエネル

ギー依存性が大きいため，各エネルギーに応じて補償を行う

必要がある。この補償方式を，DBM（Discrimination Bias

Modulation）方式という。
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図３の伝送系統図に示すように，各局舎のデータが集中

している 1号中央制御室，2号中央制御室および環境ラボ

計算機室間の光伝送ラインを多重化することで，中央制御

室での監視および地方自治体の監視設備への伝送を強化し

ている。通常は，光伝送AおよびBを使用しているが，光

伝送 Aまたは Bに伝送障害が発生した場合は，光伝送 C

のバックアップラインを使用することでデータの欠測を回

避している。

３.３ データ処理

指示計および記録計出力，放射線管理コンピュータへの

伝送，警報判定，故障診断などのリアルタイム処理をデー

タ処理装置で行い，データ保存，演算，検索，帳票出力な

どの管理的な処理を環境ラボ計算機室のコンピュータで行っ

ている。

このようにデータ処理装置とコンピュータとの機能を分

離したことで，コンピュータに障害が発生した場合でも，

リアルタイム処理に影響を与えないシステムとしている

（図４参照）。また，１号および 2号中央制御室の監視盤に

設置されるデータ処理装置を二重化することで，中央制御

室での監視および地方自治体への伝送に対する信頼性を向

上させている。
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３.４ データ管理

環境ラボ計算機室のコンピュータは，データ保存装置

（サーバ）と端末装置（パーソナルコンピュータ）とで構

成される。

データ保存装置は，各局舎および気象観測装置から伝送

されたデータを 1分値，10分値および 1時間値に演算して

保存している。

この保存データを端末装置で検索することで，画面表示

および帳票出力を行う。また，保存データをExcel
〈注2〉

形式で

出力できるため，表，グラフなどに展開することができる。

次に主な機能をまとめた。

画面表示

現在線量一覧画面

立体地形図上に表した局舎の位置に，現在線量率およ

び気象データを表示する。

設定により，最新24時間分の各局舎の線量率および雨

量をトレンドグラフで表示できる。

過去データ一覧画面

指定時刻から現在までの 1分値データを表示する。

警報一覧画面

指定期間中に発生した警報内容を，発生時刻順に局舎

単位で表示する。

帳票出力

日　報

指定日の局舎ごとの 1時間値線量率データを印字する。

月　報（放射線）

指定月の局舎ごとの日平均線量率データを印字する。

管理水準値計算月報

任意指定月の低レンジ線量率の 1時間値に基づいて管

理水準値（月平均値＋ 3σ）を計算し，この水準値に対

する評価結果を月報で印字する。

コンピュータの管理機能を図５に示す。

〈注 2〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（c）

（b）

（a）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）
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特　長

４.１ 信頼性の向上

発電所周辺の環境放射線を連続的に測定する必要がある

ため，二重化，機能分離などによる信頼性の向上に重点を

置いて設計している。

データ処理装置の二重化

データ処理装置をA系，B系の 2台で構成し，故障，保

守点検などで装置が停止した場合，現状の処理をもう一方

の装置に自動的に継続して切り換えることで，欠測が発生

しないようにしている。この対応により，中央制御室での

監視および地方自治体の監視設備への伝送（放射線管理コ

ンピュータ経由）を強化している。

伝送ラインの多重化

所内設備間の伝送ラインを多重化することで，伝送障害

発生時のデータ欠測を防止している。

データ処理装置とコンピュータの機能分離

環境ラボ計算機室に設置したコンピュータでの処理を管

理機能に限定することで，コンピュータの保守点検，故障

などによってデータ処理装置のリアルタイム処理に影響が

出ないようにしている。

４.２ 保守性の向上

検出器用昇降装置の設置

従来，保守点検により検出器を外す場合，局舎の屋根に

登っていたが，検出器用昇降装置を設置したことで，局舎

内から容易に外せるように改善した。

故障診断情報の充実

測定機器およびデータ処理装置の自己診断機能により，

故障の詳細情報が所内設備の各監視盤に設置された表示器

で確認できる。また，コンピュータでは，図６に示す警報

パネル画面に故障箇所を赤色（網かけ部）で表示し，さら

に故障詳細内容を表示している。この機能により，故障原

因の特定が容易になった。

４.３ PA

モニタリングステーション局舎にディジタル表示器を設

置し，線量率 1分値データを大形 LED（Light Emitting

Diode）で表示している。また，表示器付近には，一般公

衆に向けて放射線計測に関する理解を深めるための説明パ

ネルを設けている。

このように，屋外において，実際の放射線計測データを

公開表示することで，安全性を理解してもらうよう配慮し

ている。

今後の展開

最近，低圧電源，高圧電源，エネルギー補償モジュール，

レートメータなど複数の測定器機能を一体化し，小形化を

図った新形計測ユニットを開発した。今後は，この新形計

測ユニットを今回納入したシステムに組み込んだ形で提案

していく考えである。

このユニットの外形寸法は，200mm（幅）× 200mm

（高さ）× 300mm（奥行）に収まっており，従来形計測

部の約半分である。このため，監視盤の省スペース化が可

能である。

機能としては，測定データの確認，定数の設定，測定レ

ベル調整，テスト操作などがあり，前面パネルに設けたタッ

チパネル機能付きのカラー液晶表示器に集約している。

検出器およびデータ処理装置との取合いは，シリアル伝

送方式としており，検出部の温度，各種電圧値，自己診断

による故障情報などがデータとして確認できる。マルチチャ

ネルアナライザ（MCA）機能を搭載しており，計測デー

タのエネルギー情報を確認できるため，異常な指示変動が

発生した場合の解析評価に役立つ。

あとがき

現在，原子力発電に対する国民の関心が高まっているな

かで，環境放射線監視システムに対しては，原子力施設周

辺の環境放射線を監視していくうえで，精度のよい管理と

高い信頼性が求められている。また，最近では，原子力発

電所の運転に対して，国民の理解を得るための PA活動が

盛んに行われている。こうした状況のなか，富士電機では，

放射線計測，データ伝送および制御，コンピュータでの管

理など総合的な技術を駆使して，顧客のニーズにこたえて

いく所存である。

最後に，この環境放射線監視システムの納入にあたり，

多大なるご指導をいただいた日本原子力発電（株）および原

電事業（株）の関係各位に対し，厚く感謝する次第である。
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まえがき

原子力発電所では，放射性物質による汚染拡大防止のた

め，管理区域の出口で各種放射性物質汚染検査装置を用い

て放射線管理を行っている。毎回，管理区域から退出する

人や持ち出される物品について表面汚染測定を行い，基準

値以下であることを確認し管理区域外に出している。また，

管理区域内で着用する衣服は，汚染がない状態で使用でき

るように洗濯前後に検査される。さらに，管理区域内立入

者は，体内被ばく線量を管理するため，入所時，退所時お

よびそれらの間は定期的に体内汚染検査を行う。

富士電機ではこれらの放射線管理のために，大面積放射

線検出器，電源断時にも設定値を保持できる高速処理の信

号処理部，最適な駆動機構などを用いて，放射性物質を高

感度で測定できる自動化した装置を実用化し，多くの顧客

に納入してきた。さらに，これらの装置は，カラー LCD

（Liquid Crystal Display）や音声で操作案内を行い，自己

診断機能などを充実させ，かつデータ処理装置をリンクさ

せることによって，汚染検査の迅速化，厳密化，測定デー

タの一括管理が可能となった。

本稿では，体表面汚染モニタ，物品表面汚染モニタ，ラ

ンドリモニタ，ホールボディカウンタの概要，特長につい

て概説する。

体表面汚染モニタ

２.１ 概　要

体表面汚染モニタは，管理区域の出口に設置され，管理

区域から退出する人の身体表面の汚染の有無を検査する装

置である。本装置は，全身表面をカバーできるように検出

器を配置しており，効率よく短時間で測定が行える。検査

の結果，汚染がない場合は出口側（非管理区域）への退出

を促し，汚染がある場合は非管理区域側へ退出させないよ

うにしている。装置の外観を図１に示す。

２.２ 特　長

検出感度

β線を 0.4 Bq/cm2 の感度で測定できる。条件は表１に

示す。

検出器

β線用の大面積プラスチックシンチレーション検出器を

採用している。

最適測定時間運用機能

通常は一定時間（運用により設定可能）で測定を行うが，

モニタのタイプによっては処理時間短縮の目的で，バック

グラウンド（BG）計数率から検出感度を満足する最適な

測定時間を算出し，自動設定することにより測定時間を最

短にすることもできる。

見学者対応機能

最近は見学者も増加しており，測定時に扉開の状態で操

作説明ができるようにした。また，頭部を感度よく測定す

るため頭上検出器が自動昇降するが，小学生も検査が受け

られるように昇降範囲を 1,300mmから 2,000mmまで広

げた。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　体表面汚染モニタの外観

A4467-13-15
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装置の小形化

幅 860mm，奥行 1,200mmのタイプ，および限られた

スペースで設置台数を増やす目的で幅 800 mm，奥行

1,200mmのタイプもある。測定室内部の寸法幅は前者が

400～ 500mm，後者が 400～ 440mmの範囲で設定できる。

メンテナンス性の向上

表示部および電気部品を収納した電気ボックスを引き出

し，非管理区域側のオープンスペースでメンテナンスする

ことができる。

案内機能

作業者が測定するとき LCDの表示および音声による操

作案内を行っているが，外国人への対応として表示および

音声を英語に切り換える機能を装備したタイプもある。

データ処理装置との接続

データ処理装置とのインタフェースはLAN（Local Area

Network）またはシリアル伝送が選択できる。データ処理

装置では，動作状況のリアルタイム監視，測定結果表示，

帳票，トレンドグラフの作成および測定データの長期保存

ができる。動作状況の監視画面例を図２に示す。

物品表面汚染モニタ

３.１ 概　要

物品表面汚染モニタは，管理区域から搬出する物品の表

面および内面が汚染していないかどうかを検査するための

装置で，大物物品搬出モニタ，中物物品搬出モニタ，小物

物品搬出モニタ，可搬型小物物品モニタ，物品サーベイモ

ニタがある。それぞれの外観を図３～７に示す。

３.２ 特　長

３.２.１ 共通の特長

検出感度

β線は 0.4 Bq/cm2，γ線は 1.1 Bq/cm2 の感度で測定で

きる。条件は表２に示す。

（1）

（8）

（7）

（6）

（5）
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表１　体表面汚染モニタの仕様 

項　目 仕　様 

検 　 出 　 器  
プラスチックシンチレーション検出器 

またはガスフローカウンタ 

検　出　器　数 15～18面 

処　理　能　力 約20秒 

外　形　寸　法 
（W×D×H） 

860×1,200×2,300（mm）または 
800×1,200×2,300（mm） 

測定室内寸法 
（W×D×H） 

500×700×2,000（mm）または 
440×700×2,000（mm） 

900 kg質　　　　　量 

検　出　感　度 

条
　
件 

0.4 Bq/cm2

10秒 

U3O8 100×100（mm） 

手・足：密着，頭：50 mm，その他：100 mm

BG

測定時間 

線　源 

距　離 

0.1   Sv/h

図２　体表面汚染モニタのデータ処理装置画面例

図３　大物物品搬出モニタ

A3758-11-477

図４　中物物品搬出モニタ

A6952-17-382

図５　小物物品搬出モニタ

A5929-15-991
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β＋γ線検出器の採用

β線用とγ線用シンチレータを一体化した検出器を取り

付け，パイプなどの内面汚染（γ線）を測定できる。

上面検出器の移動

物品の形状に合わせて上面検出器を下降させて測定を行

うため，物品により近い距離での測定が可能であり，物品

の形状によらず効率のよい測定が行える。

安全対策

装置の可動部分であるコンベヤや扉には，測定者が指や

腕をはさまれないように，触れると停止するバースイッチ

や光電スイッチを取り付けている。

３.２.２ 大物物品搬出モニタの特長

大物物品搬出モニタは，物品搬出口に設置し，管理区域

から大量に搬出するビディ足場やパイプなどの大形で平面

状の物品の汚染を効率よく測定するための装置である。

処理能力

検出部の幅が 1,200mmあるので，足場板やパイプなど

をまとめて測定できる。例えば，パイプ（長さ 4m）は，

１時間に 150 本以上測定することができる。

測定方法

足場板やパイプなどの長い物品は，コンベヤ上に直接載

せて測定する。一方，クランプやボルトなどの小形物品は，

測定皿に並べてコンベヤに載せ測定する。

搬出票の作成

測定物品，数量を登録して測定することによって，モニ

タ内蔵プリンタにて搬出票を作成することができる。

３.２.３ 中物物品搬出モニタの特長

中物物品搬出モニタは，大物物品搬出モニタで対象とし

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）
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表２　物品表面汚染モニタの仕様 

モニタ名称 
大物物品搬出モニタ 

プラスチック 
シンチレーション検出器 

被測定物の上下 

0.4 Bq/cm2

20 mm/s 20 mm/s 10 s 10 s 40 mm/s（変更可） 

0.4 Bq/cm2 0.4 Bq/cm2 0.4 Bq/cm2 0.4 Bq/cm2

被測定物の上下 
被測定物の上下 
左右前奥 

被測定物の上下 
被測定物に対して 

移動可能 

中物物品搬出モニタ 

同　左 

小物物品搬出モニタ 

同　左 

可搬型小物物品モニタ 

同　左 

物品サーベイモニタ 

同　左 

1,200×4,000×280 
                        （mm） 

9,250×2,350×1,800 
                           （mm） 

項　目 

検　　出　　器 

検出器の配置  

検 出 感 度  
β線 

γ線 

条
　
件 

BG

移動速度または 
測定時間 

線　源 

距　離 

β線 

γ線 

1.1 Bq/cm2 1.1 Bq/cm2 1.1 Bq/cm2 1.1 Bq/cm2 γ線測定なし 

被測定物の寸法 
（W×D×H） 

200 kg被測定物の質量 

�ビディ足場 
�足場用機材 
�足場板 
�パイプ 

被測定物の一例 

外　形　寸　法 
（W×D×H） 

4,000 kg

4,550×1,150×2,000 
                           （mm） 

1,890 kg

1,000×1,650×2,200 
                           （mm） 

1,800 kg

550×450×600 
                  （mm） 

100 kg

1,000×2,440×1,875 
                           （mm） 

670 kg質　　　　　量 

0.1   Sv/h 0.1   Sv/h 0.1   Sv/h 0.1   Sv/h 0.25   Sv/h

U3O8 100×100（mm） 

30 mm

60Co 100×100（mm） 

500×1,850×280 
                     （mm） 

50 kg

�足場板 
�パイプ 
�クランプ 
�ボルト類 

60Co 100×100（mm） 

310×520×300 
                  （mm） 

20 kg

�書類 
�工具 
�筆記具 
�小形測定器 

60Co 100×100（mm） 

300×420×120 
                  （mm） 

5 kg

�書類 

60Co 100×100（mm） 

2,000×1,000×1,100 
                           （mm） 

制限なし 

�監視盤 
�机 

30 mm 30 mm 30 mm 10 mm

U3O8 100×100（mm） U3O8 100×100（mm） U3O8 100×100（mm） U3O8 100×100（mm） 

図６　可搬型小物物品モニタ

A6430-16-447

図７　物品サーベイモニタ

A6952-17-386
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た測定物に比べてより小形の物品に限定することにより，

装置を小形化したもので容易に移動させて運用できる装置

である。

コンベヤ速度

コンベヤ速度は，10，20，40（mm/h）で手動切換する

標準タイプのものに加え，10 ～ 100mm/s まで 10mm/s

単位で自動設定できるタイプもある。自動設定では，設置

場所の BGによって，最適のコンベヤ速度を演算して自動

設定することができる。

装置の移動

装置には，移動台車（タイヤ付き）を取り付けており，

バッテリー付きの自走式移動台車の場合には，一人で装置

を移動できる。

横方向への移動

装置を切り返すスペースのない場所でも装置を任意の位

置に移動させることができるようにするため，横方向移動

用の横向きの車輪を取り付けている。

３.２.４ 小物物品搬出モニタの特長

小物物品搬出モニタは，出入管理室付近に設置し，作業

者が手持ちで管理区域に持ち込んだ筆記具，工具などの小

形の物品の汚染を効率よく測定するための装置である。

検出器の配置

汚染測定を行う測定物の形状に対応するため，測定物の

上，下，前，後，左，右の全周囲に検出器を取り付けたタ

イプと，測定物の上，下の 2面に検出器を取り付けたタイ

プを製作している。

測定物の保管機能

小物物品搬出装置にストッカまたはコンベヤを取り付け

ることによって，測定の結果，汚染のない物品を自動的に

非管理区域側に搬出し，作業者が体表面汚染モニタを通過

する間保管することができる。ストッカ（図８）で保管で

きる物品の数は，高さ 100mm以下の物品を 6個および

300mm以下の物品を 1個である。コンベヤは，測定皿の

戻し機能を兼ねている。

３.２.５ 可搬型小物物品モニタ

可搬型小物物品モニタは，測定対象をノートや用紙のみ

に限定しており，駆動機構を取り付けていないため，質量

100 kg と軽量で，小形，低価格の装置である。また，設置

スペースが小さいので，搬出品の多い時期を対象として臨

時に設置して運用することもできる。

検出器高さの調整

上面検出器の取付け高さを物品搭載面から 40，70，100，

130（mm）の 4段階から選択して手動設定することがで

きる。

３.２.６ 物品サーベイモニタ

物品サーベイモニタは，物品搬出口に設置し，大物物品

搬出モニタで測定できない監視盤や机など，高さの高い物

品の汚染を効率よく測定する装置である。

検出器

有感面積が，300 × 100（mm）のプラスチックシンチ

レーション検出器を使用しており，従来の GMサーベイ

メータと比べて測定処理能力が大幅に向上する。また，検

出器の周囲には，鉛シールドを取り付けているので，0.25

μSv/h の周囲線量率下でも 0.4 Bq/cm2 の検出感度で検査

できる。

検出器の保持

測定者は検出器の質量による負担を感じることなく操作

することができる。また，水平・垂直方向に対し検出面と

物品の距離を一定に保って操作できる。

装置の移動

専用の移動台車を取り付けているので，人手やクレーン

で装置を移動できる。

ランドリモニタ

４.１ 概　要

ランドリモニタは，管理区域内で使用したつなぎ服，下

着などの衣類，帽子，手袋，靴下などの小物およびヘルメッ

ト，マスク，長靴などの成形品を洗濯前後に測定する装置

である。モニタは，洗濯前に測定するランドリ前モニタ，

洗濯後に測定するランドリ後モニタに分類される。さらに

ランドリ後モニタのなかでも衣類，小物などを測定する衣

類モニタ，ヘルメットなどを測定する成形品モニタに分類

される。ここでは，特に洗濯後の衣類を測定する衣類モニ

タについて紹介する。洗濯物の流れを図９に示す。
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図８　ストッカ

N99-2154-10

洗濯前 洗濯 洗濯後 

前
モ
ニ
タ 

洗
濯
機 

衣　類 

小　物 

成形品 

衣類モニタ 
折りたたみ機 
または仕分け機 

成形品モニタ 仕分け機 

管理区域内で使用 

図９　洗濯物の流れ
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衣類モニタでは，後段に折りたたみ機または仕分け機が

セットでき，前者はランドリモニタの正常品と汚染品の選

別結果により衣類を分類し，同時に正常品を自動的に折り

たたむ装置，後者は分類のみを行う装置であり，作業者の

負担を減らし，作業効率を上げる目的で設置される。外観

を図 に示す。

４.２ 特　長

検出感度

β線を 0.4 Bq/cm2 の感度で測定できる。条件は表３に

示す。

処理能力の向上

コンベヤ速度を 130mm/s で運転し，200mmの間隔で

つなぎ服（1,600mm）を投入した場合，260 着/h の処理

能力（計算値）を有する。

大面積検出器の採用

衣類投入開口幅は約 700mmあり，幅 680 ×奥行 350

（mm）の検出器を使用することにより，幅方向の不感帯

がない測定ができる。

装置の小形化

幅 1,160mm，奥行 2,380mm，高さ 1,600mmのタイプ，

および設置スペースの減少や十分な作業場所を確保する目

的で小形化を図った幅 1,000mm，奥行 2,000mm，高さ

1,300mmのタイプもある。

静電気対策

折りたたみ機通過後の折りたたまれた衣類の静電気対策

として，静電気除去装置を取り付けることができる。

高齢者対応

高齢の作業者を考慮して，操作スイッチは大きく，画面

文字は簡単で見やすくしている。

ホールボディカウンタ

５.１ 概　要

ホールボディカウンタ（WBC）は，管理区域内で作業

を行う放射線業務従事者の体内汚染有無の判定および体内

汚染時の定性・定量分析，預託実効線量当量（内部被ばく

線量当量）算出のための体内放射性物質量の把握のために，

体内の放射性物質から放出されるγ線を体外から測定する

装置である。

５.２ 特　長

目的に合わせた測定系

体内汚染有無判定のための測定をスクリーニング測定，

体内汚染時に実施する測定を精密測定といい，それぞれス

クリーニング測定用WBC，精密測定用WBCを製作して

いる。

スクリーニング測定用WBC，精密測定用WBCの仕様

を表４，表５に示す。

形　状

WBCは測定時の被検者の姿勢により，ベッド型とチェ

ア型に分類される。ベッド型では被検者が寝たベッドを遮
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表３　ランドリモニタの仕様 

項　目 仕　様 

検 　 出 　 器 
プラスチックシンチレーション検出器 

またはガスフローカウンタ 

検　出　器　数 4面（上下各2枚） 

処　理　能　力 260着/h（計算値） 

外　形　寸　法 
（W×D×H） 

1,160×2,380×1,600（mm）または 
1,000×2,000×1,300（mm） 

4,000 kg または3,500 kg質　　　　　量 

検　出　感　度 

条
　
件 

0.4 Bq/cm2

130 mm/s

U3O8 100×100（mm） 

20 mm

BG

コンベヤ速度 

線　源 

距　離 

0.3   Sv/h

図１０　ランドリモニタ

A6118-16-135

表４　スクリーニング測定用ホールボディカウンタの仕様 

項　目 仕　様 

検 　 出 　 器  
プラスチックシンチレーション検出器 

440×200×100（mm） 

遮 へ い 方 式  シャドウシールド方式 

測　定　時　間 2分 

エネルギー範囲 0.1～2.0 MeV

BG　　　 　値 約2,500～4,000 cpm（30分測定） 

検　出　感　度 
約150～250 Bq（137Cs） 
約50～100 Bq（60Co） 

表５　精密測定用ホールボディカウンタの仕様 

項　目 仕　様 

検　出　器 

遮へい方式 

測 定 時 間  

BG　　 値 

検 出 感 度  

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（5”φ×4”t） 

シャドウシールド方式 

10分 

約2,500～4,000 cpm（0.1～2.0 MeV，30分測定） 

約120～150 Bq（137Cs） 
約60～90 Bq（60Co） 
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へい体に進入させることで測定を実施する。チェア型では

被検者が遮へい体の中の椅子に座って測定を受けるように

なっている。

それぞれの外観を図 ，図 に示す。

被検者への配慮

被検者は遮へい体内部に入って受検しなければならない

が，音声や表示により測定案内を行い被検者が戸惑うこと

のないよう配慮している。また，角の少ない柔らかいデザ

インにすることで遮へい体の威圧感を軽減している。

さらに，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する事例もあり，受検時の快適

さの向上を図っている。

管理者の負担軽減

被検者への測定案内から測定までを自動的に実施するこ

とができ，測定終了と同時に測定データは上位コンピュー

タに伝送される。このデータは，管理区域入域の際に実施

されるWBC受検有無のチェックなどに使用される。

また，測定結果はデータ処理装置に保存され，その画面

で確認することができる。データ処理装置ソフトウェアに

Windows
〈注〉

を採用したことにより視認性が向上し，測定結

果の確認チェックを容易にしている。

データ処理装置の測定時の画面例を図 に示す。

データ管理方法多様化への対応

データ処理装置にエンドユーザーコンピューティング

（EUC）機能を付加し，管理内容に応じて必要なデータを

抽出できるようにしている。

抽出したデータは各種市販ソフトウェアで編集すること

ができるもので，要求に応じたレイアウトにすることが可

能である。

上位コンピュータとのネットワークの有効利用

入力作業省力化のために上位コンピュータと入力データ

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

を共有している例もあるが，さらに関連部門，関連会社に

対する該当測定データの送信，WBC受検スケジュール管

理などでネットワークの有効活用を図ることが今後の課題

であり，上位コンピュータ，ネットワークを含めたシステ

ム化を検討している。

あとがき

昨今の電力業界では，電力料金を欧米なみに引き下げる

ための動きが主流となっており，これを受けて原子力発電

所の放射性物質汚染検査装置についても次の 2点が重要課

題となっている。

定期点検期間の短縮に寄与すること

設備投資額を削減すること

今後富士電機では，これらのニーズを受け定期点検期間

の短縮に貢献する放射性物質汚染検査装置の開発と，無駄

な機能を省き，可能な限り汎用部品を使用するなどの低価

格化を推進する所存である。

（2）

（1）

（6）

（5）

１３
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図１１　ベッド型ホールボディカウンタ

N99-2065-26

図１２　チェア型ホールボディカウンタ

図１３　ホールボディカウンタのデータ処理装置画面例



三保谷 英一
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まえがき

原子力発電所における放射線管理業務の目的は，施設内

で作業を行う作業者や，施設外の一般環境の安全を確保す

るとともに，プラントの正常な運転の維持，管理を行うこ

とにあり，そのために多くの放射線計測機器が使用されて

いる。これらの測定機器から得られる情報は，作業者や一

般公衆，施設内外の安全を確保するため迅速な処理と処理

結果による対応が求められる。

また，気象，放射線計測および発電所設備の運転データ

から，プラント通常運転時の発電所周辺の環境被ばく線量

評価が要求されているとともに，緊急時における環境への

影響を評価することが必要とされる。

富士電機は，これまでに，これら原子力発電所における

膨大な放射線管理のための情報を効率的に処理することを

目的とした放射線管理システムを多くの原子力発電所に納

入している。また，このたび，放射線管理業務を業務種別

ごとに機能分散し，得られた情報を高速の汎用 LAN（Lo-

cal Area Network）を使用することにより収集し，放射

線管理情報として一元管理するとともに，迅速に，かつ効

率よく処理する業務分散処理形の総合放射線管理システム

を九州電力（株）川内原子力発電所に納入した。

本稿では，原子力発電所におけるオープンシステム，業

務分散処理形の総合放射線管理システムの構成・機能につ

いて紹介する。

放射線管理システムの概要

図１に放射線管理システムの全体構成を示す。川内原子

力発電所の放射線管理設備は，個人被ばく管理・作業管理

を行うための入退域管理装置・全身表面汚染モニタ・ホー

ルボディカウンタ・ IDカード発行装置，環境放射線管理

のためのオフサイトモニタ，気象管理のための気象観測設

備，廃棄物管理のための放出放射線モニタ・プラント運転

機器，緊急時のための環境影響評価システム，放射線業務

従事者の重複指定管理のための玄海原子力発電所とのデー

タ送受信システムのほか，本システムに安定な電源を供給

するための無停電電源システムから構成される。

システム構成

本システムは，データ保存コンピュータ，各業務管理サー

バ，ルータ，端末装置，無停電電源システムなどで構成さ

れる。表１にハードウェアの概略仕様を示す。

本システムは，放射線管理システムを構築するうえで，

分散処理を採用した初めてのものであり，個人被ばく管理，

作業管理を行う個人管理サーバ，所内放射線管理を行う所

内放射線管理サーバ，環境放射線管理，気象管理，廃棄物

管理，被ばく評価管理を行う環境管理サーバが各業務で必

要とする情報を取り扱い，汎用 LANを介して各サーバが

必要とする情報を提供する。これらの業務管理サーバは，

二重化により主従の構成になっており，主系が停止した場

合には，従系が立ち上がり，自動的に業務を引き継ぐよう

になっている。図２にサーバの外観を示す。このため，主

系は従系に対して常時受信したデータを送信することによ

りデータの等価を行っている。また，各業務管理サーバは，

データを長期間保存するデータ保存コンピュータに対して

も同様にデータ等価を行っており，信頼性が高いデータバッ

クアップ方式としている。

本システムのデータ保存コンピュータ，業務管理サーバ

に使用したコンピュータは，最新テクノロジーを採用し，

高性能・高信頼性のネットワークシステムの構築が可能な

GP7000 シリーズである。この高性能マシンを採用するこ

とにより，定周期処理が必要なプロセスモニタや割込み処

理が必要な管理区域入退域管理装置などとのリアルタイム

処理とともに，長期間にわたる大量データを帳票に高速出

力するようなバッチ処理および LANで接続したデータ保

存コンピュータ，業務管理サーバのネットワーク通信処理

を併せ持つコンパクトな分散形放射線管理システムの構築

を実現した。

高信頼性の要求されるプロセス入出力装置（PIO：

Process Input Output）には，富士電機のプログラマブル

原子力発電所における分散処理形放射線管理システム
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コントローラ（MICREX-F シリーズ）による二重化シス

テムを採用した。この PIO は，富士電機のネットワーク

であるPEリンク（Enhanced P-link）により環境管理サー

バに接続され，それぞれの二重化装置の組合せで欠測のな

いデータの収集が可能になっている。

放射線管理業務のためのデータ登録・修正などを行う業

務用端末装置にはWindows NT
〈注 1〉

を OS とするパーソナル

コンピュータ（パソコン）を用いており，業務用画面は

Windows
〈注 2〉

をベースとした操作性のよい画面を提供してい

る。図３に業務用端末装置の外観を示す。

以上のデータ保存コンピュータ，業務管理サーバおよび

業務用端末装置は FDDI（Fiber Distributed Data Inter-

face）によりネットワーク接続されている。FDDI は国際

規格に準拠するインタフェースで，光ファイバケーブルの

閉ループにより構成され，100Mビット/秒の高速伝送が

可能で，伝送路断線時のためのループバックモードを有し

ている。

本システムに使用する電源は，川内原子力発電所 1号機

および 2号機コントロールセンタから受電しており，瞬時

停止によるシステムの異常発生を避けるため，無停電電源

システム（UPS ： Uninterruptible Power System）を採

〈注 1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 2〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

用している。この UPS も二重化構成を採用しており，運

用系が停止しても待機系で放射線管理システムをすべて稼

動させることが可能な構成としている。図４に無停電電源

システムの外観を示す。

このように本システムでは，処理の中枢である各サーバ，

プラントからの信号を取り込む PIO，情報伝送路さらに電

源設備に至るまで，信頼性の高いシステムを構築している。

システムの機能

４.１ 機能分散の考え方

近年のコンピュータシステムではダウンサイジングによ

る分散化システムの開発が進められている。本システムで

分散化システムを採用した理由は次のとおりである。

放射線管理システム更新の切換にあたり，環境系では

原子炉停止期間，個人系では原子炉運転中に実施するこ

とが望ましい。

将来の増設，改造にあたり，集中形システムでは全機

能の停止を伴う場合があるが，分散化システムでは増

設・改造対象以外のサーバは影響なく稼動できる。

集中形システムではハードウェア故障などの異常発生

時にはシステム全体に影響を及ぼすこともあるが，分散

化システムとすることでシステムの異常を一部の機能へ

の影響に止めることができる。

（3）

（2）

（1）
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玄海原子力発電所 
放射線管理用 

コンピュータシステム コンピュータ室 

プリンタ 

業務用 
端末装置 
（2台） 

Ethernet

＊ Ethernet：米国  Xerox Corp.  の登録商標 
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＊ 
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入退域管理装置 

8台 7台 
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インタ 
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インタ 
フェース盤 

放出放射線モニタ 
プラント運転機器 
気象観測設備 
オフサイトモニタ 

小形コンピュータ室 

プロセス 
入出力装置 

ルータ 

EthernetEthernetEthernetEthernet

ルータ ルータ 

ルータ 

ルータ ルータ 

プリンタ 業務用 
端末装置 

プリンタ 業務用 
端末装置 

プリンタ 
（4台） 

プリンタ 
 

プリンタ 業務用 
端末装置 
（5台） 

業務用 
端末装置 
（2台） 
 

業務用 
端末装置 
 

IDカード 
発行装置 

ホールボディ 
カウンタ 

緊急時環境 
影響評価 
システム 

放射線管理用LAN（FDDI） 

会議室 安全管理課 個人管理室 保修事務所 放射線管理待機室 

環境管理サーバ 

所内放射線 
管理サーバ 

データ保存 
コンピュータ 

OA 
コンピュータ 

個人管理 
サーバ 

本店伝送 

重複指定データ 
処理サーバ 

図１　放射線管理システムの全体構成
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分散化した各機器の役割分担を図５に示す。

４.２ コンピュータ間の連携

分散化したコンピュータの連携にはハードウェアでは高

速で通信を行うためにFDDI を採用し，分散化によるコン

ピュータ連携の高速化を図った。また，ソフトウェアの面

では容易に分散化システムを構築することを目的として富

士電機が独自に開発したコンピュータ間通信用ミドルウェ

アであるセンサベース統合化ネットワークシステム FSI

NET（Fuji Sensorbase Integrated NETwork system）や，

分散したコンピュータ間でデータ授受を容易にするプロセ

スファイルシステム PFILE（Process FILE programming

system）を採用した。また，コンピュータを分散するこ

とにより各コンピュータの状態監視をより強化する必要が

あり，監視用ミドルウェアを採用することで二重化した管

理サーバ間の状態監視を行っている。
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図３　業務用端末装置の外観

図４　無停電電源システムの外観

図２　サーバの外観表１　ハードウェアの概略仕様 

機器名 数量 仕　様 

データ保存 
コンピュー 
　　　　タ 

GP7000　　 ：モデル200の二重化システム 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：250 MHz 
主記憶　　　　：256 Mバイト 
ハードディスク：19.6 Gバイト（個人管理サーバ） 
　　　　　　　：  6.7 Gバイト（所内管理サーバ） 
　　　　　　　：15.3 Gバイト（環境管理サーバ） 

1台 

7台 

9台 

5台 

2台 

1台 

個人管理 
　　サーバ 
所内管理 
　　サーバ 
環境管理 
　　サーバ 

2台× 
3 
セット 

GP7000　　 ：モデル200 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：167 MHz 
主記憶　　　　：192 Mバイト 
ハードディスク：2.4 Gバイト 

ルータ 

業務用 
　端末装置 

17 
セット 

印字方式　　　：半導体レーザ 
印字用紙　　　：A3，A4 
印字速度　　　：A4　20枚/分以上 

ページ 
　プリンタ 

印字方式　　　：インクジェット方式 
表示色　　　　：フルカラー 
印字用紙　　　：A3，A4

カラー 
　プリンタ 

印字方式　　　：半導体レーザ乾式電子写真方式 
印字用紙　　　：送り孔付き連続用紙 
印字速度　　　：3,300行/分 

連続帳票 
　プリンタ 

アナログ入力点数　：20点 
ディジタル入力点数：94点 
パルス入力点数　　：24点 

プロセス 
入出力装置 

1 
セット 

形　式　　　　　　：トランジスタ式静止形 
　　　　　　　　　　（IGBT） 
バックアップ方式　：並列冗長商用同期無瞬断方式 
全負荷容量　　　　：50 kVA×2台 
バッテリー保持時間：10分間 

無停電電源 
　システム 

＊1　Ultra SPARC：米国 Sun Microsystems, Inc. の商標 
＊2　Pentium：米国 Intel Corp. の商標 

1 
セット 

各コンピュータ，サーバなどの運転状態の表示， 
切換スイッチ 

システム 
　　監視卓 

FMVシリーズ（ノートパソコン） 
プロセッサ　　：モバイルPentiumⅡ（R） 
　　　　　　　   FMVシリーズ（デスクトップ） 
周波数　　　　：233 MHz 
主記憶　　　　：32 Mバイト 
ハードディスク：3.2 Gバイト 

申請データ 
　登録装置 

10台 

GP7000　　 ：モデル600 
プロセッサ　　：Ultra SPARK FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：250 MHz 
主記憶　　　　：512 Mバイト 
ハードディスク：6.9 Gバイト 
二重化ディスク：17.2 Mバイト×2セット 

＊1

プロセッサ　　：PentiumⅡ FMVシリーズ 
　　　　　 　　 （デスクトップ） 
周波数　　　　：233 MHz 
主記憶　　　　：128 Mバイト 
ハードディスク：3.2 Gバイト 
CRT　　　　  ：21インチ 

＊2
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４.３ 外部システムとの連携

放射線管理に関連した外部システムとの連携により以下

の機能を実現している。

発電所OAコンピュータとの連携

個人被ばく管理業務，作業管理業務および気象管理業務

で収集したデータ（端末装置入力データおよびオンライン

収集データ）は 1日に 1回，発電所 OAコンピュータに

送信し，管理帳票作成や本店端末装置でのデータ照会が可

能なようにしている。

玄海原子力発電所コンピュータとの連携

玄海原子力発電所コンピュータとは個人被ばく管理デー

タを連携することで玄海原子力発電所と川内原子力発電所

との放射線業務従事者の重複指定登録機能を実現した。こ

の機能により両方の発電所に従事する従事者の被ばく線量

当量管理の適正化，放射線防護教育・健康診断・内部被ば

く測定データ管理の一元化による省力化を図っている。

４.４ データベースの構成

システムで収集したデータを保存するデータベースは高

い信頼性を必要とするため，二重化した管理用サーバそれ

ぞれにデータベースを持たせるとともに，データ保存コン

ピュータでは二重化ディスクに保存している。

また，収集したデータは入力のつど集計して保存するよ

うにしており，端末装置でのデータ参照の操作性を向上す

るほかエンドユーザーコンピューティング（EUC）機能

を容易に構築できるようにしている。

４.５ 電源供給方式

本システムのうち主要な装置を設置しているコンピュー

タ室と個人管理室には，UPS を経由して川内原子力発電

所 1号機または 2号機のコントロールセンターから電源を

供給している。また PIO および環境管理サーバには，川

内原子力発電所の非常用電源を供給している。その他の各

業務を行う場所に設置される端末装置にはおのおのの場所

に小規模UPS を設置し停電対策を行っている。

UPS は，入力切換盤，UPS 盤，バッテリー盤，出力切

換盤，保守用バイパス盤および分電盤により構成された並

列冗長商用同期無瞬断バックアップ方式の静止形無停電電

源装置を採用している。

４.６ 処理機能

４.６.１ 個人管理

個人管理は，個人被ばく管理と作業管理から構成される。

個人被ばく管理

原子力発電所における従事者の被ばく線量当量は，「原

子炉等規制法」「放射線障害防止法」などの法令で許容基

準が定められており，この基準を遵守するために従事者の

被ばく線量当量について管理する必要がある。管理区域で

の作業の実施に際しては，従事者となるための従事者指定

登録を行った後，管理区域入退域時に従事者としての資格

チェックを行い，被ばく線量当量が基準値を超えることの

ないことを確認している。

従事者指定登録処理は，氏名，生年月日などの個人情報

（1）

（2）

（1）

富士時報 Vol.72 No.6 1999

336（32）

データ保存コンピュータ 

�データファイル二重化（データ保障） 
�OAコンピュータとの伝送 
�個人被ばく管理データ保存（3年） 
�所内放射線管理データ保存（3年） 
�廃棄物管理データ保存（5分値　3年） 
�環境管理データ保存（10分値　3年） 
�気象管理データ保存（10分値　3年） 
�通常時被ばく評価データ保存（3年） 
�各種定数テーブル保存（永久） 

個人管理サーバ 

�各種定数テーブル保存（個人管理用） 

�システム二重化（運用保障） 
�入退域管理装置との伝送 
�時刻管理装置との伝送 
�全身表面汚染モニタとの伝送 
�WBCとの伝送 
�IDカード発行システムとの伝送 
�個人被ばく管理データ保存（3年） 

環境管理サーバ 

�各種定数テーブル保存 
　（環境管理，廃棄物管理，気象管理） 

�システム二重化（運用保障） 
�オフサイトモニタ，PRモニタ，放水口データ 
　収集 

�排気筒モニタ，排水モニタデータ，運転状況 
　収集 

�気象データ収集 
�緊急時環境影響評価システムとの伝送 
�警報処理 
�廃棄物管理データ保存（1年） 
�環境管理データ保存（1年） 
�気象管理データ保存（1年） 
�通常時被ばく評価データ保存（1年） 

所内放射線管理サーバ 

�各種定数テーブル保存（所内放射線管理用） 
�所内放射線管理データ保存（1年） 

�システム二重化（運用保障） 
�エリアモニタ，プロセスモニタデータ収集 
�管理区域サーベイデータ収集 
�警報処理，通知 

業務用端末装置 

�管理データの入力 
�管理データの検索・表示（表，マップ， 
　トレンド） 

�任意図表、帳票の作成 
�ワードプロセッサ機能 

緊急時環境影響評価システム 

�三次元での緊急時環境影響評価 
�シミュレーション機能 
�緊急時評価データ保存（短期） 

図５　分散化した各機器の役割分担
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のほか，健康診断・教育実施結果，被ばく前歴などを端末

装置から入力することで行う。また，ノートパソコンによ

るフロッピーディスクからの申請データの登録を可能とし，

登録業務をより合理的に行えるようにしている。管理区域

への入域には入域者を認識するために IDカードが使用さ

れるが，従事者指定登録時に IDカード作成のために必要

なデータを IDカード発行システムに伝送することにより，

IDカードが発行される。図６に IDカード発行装置の外観

を示す。

管理区域入退域管理は，入退域管理装置（ARG： Auto

Read Gate）からの入退域により，従事者の被ばく線量当

量管理を行うとともに，管理区域に従事者が携帯する警報

付ポケット線量計（APD： Alarm Pocket Dosemeter）

に設定する警報線量および警報時間を管理する。また，管

理区域の入域状況を端末装置で監視することも可能である。

被ばく管理は，入域時に携帯する基本線量当量測定器の

フィルムバッジ（FB： Film Badge）および補助線量当

量測定器のAPDから得られる外部被ばくデータとともに，

ホールボディカウンタ（WBC： Whole Body Counter）

で測定されオンライン伝送される内部被ばくデータも合わ

せ，被ばく管理データとして一元管理する。

作業管理

従事者の不要な被ばくを防ぎ，作業全体の総被ばく線量

当量を抑制するために作業計画が立案されるが，精度の高

い計画を行うために作業ごとの被ばく情報が必要となる。

本システムでは，ARGで入域時に作業件名を選択する

ほか，管理区域内に設置した作業情報入力装置（WID：

Work information Input Device）により最大10件の作業

件名をAPDに設定することが可能で，退域時に設定した

作業件名に対する被ばく線量当量および作業時間を集計す

ることができる。

また，プラント定期点検時の実績データの蓄積により，

より精度の高い作業計画の立案が可能となる。

４.６.２ 所内放射線管理

所内放射線管理は，サーベイメータで測定した管理区域

内の線量当量率，表面汚染密度および空気中放射性物質濃

度に関するデータをオンライン収集，または端末装置から

手入力することにより管理している。またこれらのデータ

を基に，プラント内の管理区域区分マップに線量当量率分

布および表面汚染密度分布を色別表示させるとともに，区

域区分の変更を行うなどの管理を行っている。

４.６.３ 環境管理

廃棄物管理

原子力発電所では，原子炉の運転に伴い，気体状および

液体状の廃棄物が発生するが，これらの廃棄物は放出放射

能管理値以下として放出することが原子炉等規制法で定め

られていることから厳重な放出管理が行われる。

廃棄物管理は，気体状廃棄物については放出管理用モニ

タ，液体廃棄物については端末装置から入力される放射能

測定データと PIO 盤経由で取り込むファン，弁などの運

転データをもとに，気体，液体廃棄物の放出量，核種別放

射能量および放出時間などの評価・管理を行う。また，プ

ラント排気系統における機器の運転状態を端末装置に表示

する。

環境放射線管理

発電所周辺に設置されたモニタリングポストやモニタリ

ングステーションでは空間放射線量率を連続測定し，変動

を把握している。本システムでは，リアルタイムで入力さ

れるこれらのデータを線量率マップやトレンドグラフとし

て表示するとともに統計処理し，管理している。図７にオ

フサイトモニタトレンドグラフ画面を示す。

気象管理

原子力発電所では，発電所から放射性物質が放出された

場合の発電所周辺環境に与える影響を評価するための情報

として気象の観測が原子炉等規制法で義務づけられている。

本システムでは，風向，風速，日射，放射収支，気温な

どのリアルタイムで入力されるこれらのデータを統計処理

し管理するとともに，公衆被ばく評価を行う。

平常時環境影響評価管理

発電所から放出される気体および液体廃棄物により発電

所周辺の公衆に対する被ばくの影響を評価するものであり，

廃棄物管理および気象管理で得られたデータおよび端末装

置から入力される評価期間・評価地点などの条件により

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）
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「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価

指針」に基づいて，一般公衆が受けるであろうと予想され

る線量を評価，管理している。図８に通常時被ばく評価マッ

プ画面を示す。

緊急時環境影響評価管理

発電所におけるプラント異常発生時の廃棄物管理データ，

気象データおよびプラント運転情報と端末装置から入力し

た評価条件により，プラント異常時の放射能影響について

リアルタイム評価および短期的予測評価を行う。

本システムでは，三次元拡散コードを用いることでより

精度のよい拡散評価を行うことが可能となった。

あとがき

本稿では，原子力発電所における分散処理形放射線管理

システムについて紹介した。放射線管理は，作業者の被ば

く低減だけが目的でなく，プラントの良好な運転の維持の

観点からも重要な管理であることは先に述べた。放射線管

理システムが必要とする機能は，これだけにとどまらず管

理区域への入退域の際に通過する入退域管理ゲートの制御

や，放射線作業従事者に交付される IDカード発行システ

ムへのデータ提供など，多岐にわたる。

これまで，放射線管理システムと他システムとは，個別

に運用されている場合が多く，情報の効率的な利用には限

界があった。オープンシステムによる放射線管理は，これ

ら他システムとのデータ相互利用の可能性を広げ，より合

理的な放射線管理を行うための環境を実現した。

オープンシステムは，情報の有効利用を一層進めるが，

一方で，データ流出の可能性を伴うことを考慮する必要が

ある。富士電機は，多くの放射線管理システム納入の経験

を生かし，今後も，システムの本質を重視し，より信頼性

の高い放射線管理システムを提供していく所存である。

最後に本システムを構築するにあたり，多大なご指導，

ご協力をいただいた，九州電力（株）の関係各位に深く感謝

する次第である。

参考文献

原子力安全委員会：発電用原子炉施設周辺の線量目標値に

対する評価指針（1988）

原子力安全委員会：発電用原子炉施設の安全解析に関する

気象指針（1982）
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図８　通常時被ばく評価マップ画面



小林　裕信

放射線測定装置の開発・設計に従

事。現在，東京システム製作所放

射線装置部主任。

柴田　鉄生

放射線測定器の開発・設計に従事。

現在，東京システム製作所放射線

装置部。
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まえがき

これまで原子力発電所周辺の環境線量測定には，熱ルミ

ネッセンス線量計（TLD）などのパッシブ形線量計が使

われてきた。環境線量測定は，1週間の線量を測定するも

のであり，発電所建物の壁や敷地境界のフェンスなどの定

点に線量計を置いて 1週間ごとに回収し，線量読取り装置

で線量を読み取る。TLDは，小形・軽量で測定場所に設

置することは容易であるが，線量測定値を読み取るにはいっ

たん現場から TLDを回収した後，前処理および加熱処理

をして TLD素子から出る光の量を測定するという専門的

技術および専用読取り装置を必要とし，固有の線量評価作

業と校正作業が必要となる。

富士電機は，長年培ってきた電子式線量計技術を応用し

て，最新の小形・省電力化技術とパッケージ技術を導入し，

シリコン半導体素子を使った電子式環境線量計を開発した。

本稿では，この電子式環境線量計を用いた環境線量測定

システムについて紹介する。

電子式環境線量測定システムの特長

今回の開発により，線量測定の専門的作業を排除し，さ

らに線量計校正作業については他の放射線測定機器との共

通化を可能にして，ユーザーでの放射線管理に関する設備

投資の削減や作業の合理化・省力化を実現させた。また，

１週間の集積線量に加えてパッシブ形線量計では不可能な

時系列測定を実現し，1時間程度の短い時間における線量

変化の測定を可能とした。筐体（きょうたい）は，屋外環

境下での使用に耐えられるパッケージ技術の導入により，

耐環境に優れたものとなった。また，ユーザーでの保守が

容易なように，電池は市販品を使って 1年間以上の連続動

作を保証し，電池交換もユーザーが簡単に行える構造となっ

ている。

データ収集は，赤外線通信により専用データ収集ターミ

ナルに線量計に記憶されている集積線量値とトレンド線量

値を短時間で伝送する。また，データ収集ターミナルのデー

タは，パーソナルコンピュータ（パソコン）に伝送するこ

とができ，エンドユーザーコンピューティングでユーザー

が簡単に編集できる構成となっている。

環境線量測定システム
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図１　システムの流れ図

図２　1年間の線量変化トレンドグラフ例
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環境線量測定システム

電子式環境線量計を用いた環境線量測定

システム

新しい環境線量測定システムは，電子式環境線量計

（NSD），データ収集ターミナルおよびデータ処理装置か

ら構成される。システムの流れ図を図１に示す。

原子力発電所敷地内と境界周辺にはおよそ 100 から 200

の測定点が点在しており，そこに専用ボックスに収納され

た NSDを設置して，1週間ごとにデータ収集ターミナル

で測定値を収集する。測定結果は，常に NSDの不揮発性

メモリに残っているので必要に応じて再度測定値をデータ

収集ターミナルで収集することができる。

データ収集ターミナルのデータは，RS-232C でデータ

処理装置に伝送され，そのデータは自動的にファイルに保

存される。測定点ごとの 1年間の線量変化の画面表示例を

図２に示す。

仕　様

４.１ NSD

NSDの外観を図３に示す。省電力化設計により 1年以

上の連続動作が可能なうえ，常に電池の状態を監視して電

池交換の 1か月前から電池交換の時期が近いことを知らせ

るので，ユーザーは電池を常備したり，電池交換時期を管

理する必要がない。また，電池は国産の市販品を使ってい

るため，ユーザーが簡単に電池交換できるのでランニング

コストの低減ができる。NSDの筐体は，防水構造となっ

ているので強い風雨の中においても機能が損なわれること

はなく，かつ現場での取扱いが容易なように小形・軽量に

作られている。筐体の前面に設けた LCD（Liquid Crystal

Display）窓には，線量および測定開始からの経過日数が

大きな文字で表示され，現場での測定結果の視認性を向上

させている。LCD窓の下にはデータ収集ターミナルとの

非接触通信窓があり，付着した汚れを簡単にふき取ること

ができ，通信異常の発生を防止している。放射線計測に関

しては，放射線入射方向に対する感度の変化を少なくする

ため，シリコン半導体素子を筐体の上部に配置している。

線量の測定値は，取外し可能な不揮発メモリに記憶されて

おり，万一 NSDが故障した場合でもメモリを読取り装置

で読み出すことができる。

概略仕様は次のとおりである。

測定対象：γ（X）線

測定エネルギー： 50 keV ～ 6MeV

測定線量： 0.001 ～ 999.999mSv

再現性： 0.1 ％以下

指示誤差：＋－10 ％（
137Cs）

方向特性：＋－20％（水平面＋－180 °，

垂直面＋240 °/－60 °）

使用温度：－20 ～＋50 ℃

使用湿度： 95 ％ RH以下

外形寸法：高さ 110 ×幅 65 ×奥行 20（mm）

質　量：約 140 g

４.２ データ収集ターミナル

データ収集ターミナルは，施設内の測定点に設置された

NSDの測定結果を収集するための機器であり，質量が約

600 g と小形・軽量に設計されているので測定点までの持

ち運びが容易である（図４）。

筐体は防水設計であり，雨や風，雪の気象条件でもデー

タ収集ができる。屋外の太陽光に影響されないように通信

部は，光遮へい構造となっている。NSDの測定データの

収集操作は，データ収集ターミナルの通信部に NSDを挿

入してスイッチを押すだけで NSDの測定データがデータ

収集ターミナルに伝送されるため，簡単である。データ収

集ターミナルには最大70台分の NSDのデータを保存する

ことができ，電池切れが発生した場合でもデータを保存し

ている。

概略仕様は次のとおりである。

データ保存容量：NSD70台分（トレンドデータ 1,152

点/NSD１台）

外形寸法：高さ 100 ×幅 165 ×奥行 60（mm）（2）

（1）

（10）

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　電子式環境線量計（NSD）の外観

A7453-18-557

図４　データ収集ターミナルの外観

A7452-18-559
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肩掛けベルト付き

質　量：約 600 g

使用温度：－20 ～＋50 ℃

使用湿度： 95 ％ RH以下

電　源：リチウムイオン二次電池

使用時間：連続使用約 8時間

通信方式：赤外線通信

４.３ データ処理装置

データ収集ターミナルに保存したデータは，RS-232C

でデータ処理装置（パソコン）に伝送される。収集データ

は，線量計別，測定点別に自動分類されデータ処理装置に

Excel
〈注〉

ファイル形式で保存される。また，1年間（52週間）

分のトレンドデータを自動的にグラフ化するため，データ

解析の省力化が実現できる（図５）。

〈注〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標

NSDの特性データ

５.１ 線量率直線性

NSDの線量率直線性の仕様は＋－20％で，
137Cs 基準での

相対感度で評価すると＋－10 ％以内であり，非常に安定し

ている（図６）。

５.２ エネルギー特性

NSD のエネルギー特性を図７に示す。241Amから 60Co

のエネルギー範囲において，仕様では＋－30％であるが，
137Cs

基準で＋－20％以内となっている。

特に，低エネルギーでは，57Co と 241Amにおいて最適な

フィルタ実装により相対感度変化を抑えている。

５.３ 電池寿命特性

NSDは 1 年以上（20 ℃基準）の連続動作が可能であり，

１年に一度の電池交換以外はメンテナンスフリーである。

図８に周囲温度と動作時間との関係グラフを示す。使用環

境温度が低いほど動作時間は短くなるものの，通常の使用

環境では 9,000 時間以上動作する。

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

341（37）
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図５　データ処理装置の画面例
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図７　エネルギー特性グラフ
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図６　線量率直線性グラフ
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図８　電池寿命特性グラフ
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フィールドにおける測定結果の比較

原子炉定期点検時に，炉心付近に NSDと TLDを設置

して原子炉の運転時と停止の期間において測定した結果を

図９に示す。測定した線量はバックグラウンドレベルの３

倍程度までの低い線量であるが，両者とも測定精度の範囲

内でよく一致していることが確認された。

あとがき

今後，放射線管理のめざす方向はさらなる被ばく線量の

低減であり，ますます線量測定の高機能化・省力化が求め

られる。このためには，より多くの放射線測定データを収

集でき，同時に他の放射線計測器と同様な取扱いができる

電子式線量計の活用が必要となる。今後，多くのユーザー

が環境線量測定にこの新しい環境線量測定システムを採用

して，放射線管理業務の高機能化・省力化が進められるこ

とを期待する。

最後に，この開発にあたりご指導ならびにデータ提供を

いただいた日本原子力発電（株）敦賀発電所放射線管理課の

各位に謝意を表する。

参考文献

石井修ほか：原子力発電所における積算線量測定方法の考

案，日本保健物理学会要旨集，Vol.33，p.28（1998）
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図９　NSDおよび TLDによる環境線量測定結果
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まえがき

大学，病院，研究所などのラジオアイソトープ（RI）

利用施設では放射線の安全利用のために水モニタ，ガスモ

ニタ，エリアモニタが使用されている。従来の水モニタ，

ガスモニタには核種分析機能がなく，安全側の評価になる

ように放射能濃度換算が行われていた。

放射線モニタにスペクトル分析を利用することによりエ

ネルギー情報が得られ，核種ごとの放射能濃度の換算が容

易となる。そのような背景から，モニタ用マルチチャネル

アナライザ（MCA）とリアルタイム分析ソフトウェアを

開発した。

β線水モニタについては，主要 5核種を対象とした核種

分析機能を備え，検出部の汚染がなく，校正点検の容易な

容器方式を開発した。また，管理区域境界や事業所境界で

の空間γ線量の測定管理用にポータブル形メモリ付線量測

定器を開発した。

スペクトル測定式放射線モニタ

２.１ 概　要

研究室などで使用されている汎用のMCAは，放射線モ

ニタのように現場に設置して連続使用することはできない。

また，時間間隔を区切ってスペクトルを測定するため時間

遅れがあり，変化する放射線レベルの連続監視には制約が

ある。

従来は，放射線モニタではスペクトル測定は行われてお

らず，シングルチャネル波高分析器により計数率が測定さ

れていた。最近のディジタルレートメータでは，比較的短

時間のステップ的な測定の繰返しと，その数値列のディジ

タル処理による連続測定が実用化されている。同様の方式

をスペクトル測定でチャネルごとの計数率の演算に適用す

ることによりスペクトルの連続測定を可能とした。

２.２ システム構成と演算方式

放射線モニタでは，インテリジェント検出部がそれぞれ

の現場に設置される。これと同様な考えで，512 チャネル

のA-D変換ユニットとメモリを検出部に持たせ，単位時

間（Δt）の間スペクトルを測定してデータを光ファイバ

で伝送するモニタ用MCAを開発した。システム構成を図

１に示す。

モニタ用MCAには，プリアンプ，高圧電源，温度検出

器とデータ伝送のための光伝送器が内蔵されている。検出

器の高圧電圧，プリアンプのゲインおよびΔtは，管理室

のパーソナルコンピュータ（パソコン）から設定できる。

パソコンでは，移動平均方式または指数平滑方式により長

い時間間隔のスペクトルを求める。

移動平均方式は，パソコンの演算部に 512 チャネル，10

段のメモリを設ける。検出部からΔtの測定ごとに送られ

るデータにより，10段のメモリを時刻の古い順に，サイク

リックにリフレッシュして，チャネルごとに計数値を加算

する。スペクトルの測定時間は，Δt・10 となる。

指数平滑方式は，式 に示すように，新しいデータが

送られるごとに，それまで保存していた各チャネルの計数

値を，その計数値に応じて減衰補正した後，Δtのスペク

トルデータを加算する。

Nik＝Ri
－1｛nik＋（Ri－1）Ni（k－1）｝…………………………

ここで，

Nik：スペクトルの iチャネルの計数値

Ri ：更新前の iチャネルに対する減衰補正定数（＞1）

nik ：新しいΔtのスペクトルの iチャネルの計数値

Ni（k－1）：更新前の iチャネルの計数値

Riは，Δtと時定数の関数で，測定開始前にΔtと相対

（1）

（1）
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図１　スペクトル測定式放射線モニタのシステム構成
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的標準偏差を設定すると，チャネルごとの Ni（k－1）から Ri

が計算される。Ni（k－1）が小さいと時定数が長く，Riは大

きくなり，Ni（k－1）が大きいと時定数が短く，Riは小さく

なる。すなわち，スペクトルのチャネルごとの計数値の相

対的標準偏差を同一にすることができる。

移動平均方式は，Δt・10 の間の単純平均であるため，

急な放射線レベルの変化に対して，レスポンスが遅れる欠

点があるが，正確な数値が得られる。

一方，指数平滑方式は構成が簡単で時定数を持ち，急な

変化にも追従できる。

通常のバックグラウンド（BG）雰囲気中で，直径 2イ

ンチのNaI（Tl）シンチレーション検出器の近傍に 3.7MBq

以下の二つの線源（137Cs，60Co）をステップ的に近づけた

ときと遠ざけたときのスペクトル変化を測定した。

Δt＝ 1分の移動平均スペクトルを図２に示す。計数の

上昇と下降は10分の 1ずつ変化することが分かる。

標準偏差を 5％に設定したときの指数平滑スペクトルを

図３に示す。上昇と下降のレスポンスが速く，指数的に変

化することが分かる。

２.３ 放射線モニタへの応用

リアルタイムスペクトル測定を，水モニタ，ガスモニタ

およびモニタリングポストに応用した。

水モニタとガスモニタでは，放出される核種ごとの放射

能濃度を求めるため，エネルギー領域を設定してピーク面

積を計算する。

モニタリングポストは，測定されたスペクトルとエネル

ギー加重係数から線量当量率を計算する。このようなモニ

タは電離箱を使用した方式より感度が高い。

水モニタでは移動平均方式を，ガスモニタとモニタリン

グポストでは指数平滑方式を行っている。

スペクトルデータは，最新の10回分を常に保存している

ほか，計数がプリセットレベルを超えたときにはそのとき

のスペクトルを自動的に保存する。

γ線モニタリングポストで測定した放射線スペクトルを

図４に示す。γ線ガスモニタで，11CO2 ガスに対するスペ

クトルの 511 keV 領域の計数値変化を図５に示す。点線は

指数平滑方式による応答を，破線は移動平均方式による応

答を表す。

容器式β線水モニタ

３.１ 概　要

非密封 RI 利用施設では，実験室などから排出された放

射性廃液を排水設備から排水する場合は，核種ごとの濃度

を測定することが必要である。これらの施設では，主に
3H，14C，32P などのβ線核種が使用されるが，β線は連続

スペクトルをもつため，特殊な例を除いて放射線モニタで

の分離測定は困難であった。多くの場合，存在が予想され

るうちで最も厳しい核種の濃度に換算して対処されてきた。

また，従来のβ線水モニタは検出部と試料水が接触してい
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図４　γ線モニタリングポストの測定例
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図５　γ線ガスモニタの測定例
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ラジオアイソトープ利用施設用放射線監視機器

たため，濃度の高い排水を測定すると検出部が汚染して，

洗浄水を流しても容易に除染できないという問題があった。

そこで，試料水をポリエチレン容器に注入して検出部に

送り込む構造にするとともに，最小二乗法による核種分析

機能を備えた水モニタを開発した。主な特長は次のとおり

である。

主要な 5核種（3H・ 14C ・ 32P ・ 36Cl ・ 45Ca）につい

て放射能濃度を分析する。

排水をサンプル容器に注入して測定するため，検出部

の汚染がない。

市販の標準線源などを校正用アダプタにセットしてお

くだけで容易に点検校正できる。

３.２ 主な仕様

主要仕様を表１に示す。

水モニタの検出部は排水設備室に設置され，管理室のパ

ソコンと光ファイバケーブルで接続される。検出部には同

時計数回路，MCA，容器ストッカ部，容器搬送機構，コ

ントローラなどが収納されている。系統構成を図６に，容

器ストッカ部を図７に示す。

定量ポンプにより排水と液体シンチレータを混合する。

サンプル容器は市販のポリエチレン容器で，搬送機構によ

りストッカ部から注水部に送られ，ふた開け，注水，ふた

閉め後検出部に挿入される。一連の動作はコントローラを

介してパソコンから制御される。測定フローを図８に示す。

最小二乗法による分析は，3H・ 14C ・ 32P を対象とした

３核種分析と，36Cl ・ 45Ca を加えた５核種分析を選択でき

る。３核種分析の場合は 6領域の，５核種分析の場合は８

領域の計数値から分析する。クエンチング補正式は核種ご

とに 5種類の線源を使用して作成した。

測定モードは，排水測定のほかに，BG測定と線源容器

測定機能がある。BG測定は，洗浄水を液体シンチレータ

と混合して行う。線源容器測定は，放射能既知の容器を使

用して行う。液体シンチレーションカウンタ用の標準線源

バイアルをアダプタに装着して，ストッカ部に置くことが

できる。連続 5個まで測定ができるので点検校正が容易で

ある。

３.３ 標準線源校正

最小二乗法による分析精度は，核種の組合せと核種ごと

の放射能レベルにより異なる。種々の線源を組み合わせて

測定した分析精度は，3核種分析の場合で＋21％，－ 18 ％，

５核種分析の場合で＋ 35 ％，－ 13 ％の範囲であった。代

表的な 3核種分析結果を表２に，５核種分析結果を表３に

示す。

クエンチング指標の再現性は最大＋－ 6％（ほとんどが＋－
２％）で，分析精度には影響しない。

空間線量モニタリングボックス「Gamma BOX」

４.１ 概　要

Gamma BOXは，RI 利用施設，加速器施設，原子力施

（3）

（2）

（1）

345（41）
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表１　β線水モニタの主要仕様 

仕　様 項　目 

液体シンチレータ 

サンプル容器移動式 

ポリエチレン樹脂 50 mL 

最大18個 

512チャネル MCA 

最小二乗法 

外部γ線 

検 出 器  

測 定 方 式  

サ ン プ ル 容 器  

容器ストッカ数 

測 定 器  

分 析 方 式  

クエンチング補正 

サンプリング 
タンク 

容　器 
ストッカ部 

サンプル 
容　　器 
移送機構 

自動搬送 
装置 

インタ 
フェース 

サンプル 
水注入， 
ふた開閉 

定量ポンプ 定量ポンプ 

ミキシング 

容器挿入部 

同時計数 
回　路 

γ線源駆動 プローブ 

プローブ 

バルブ開閉 

液体シンチ 
レータタンク 

シーケンサ 

排水槽 

検出部 

MCA

図６　β線水モニタ検出部の系統構成

図７　β線水モニタのストッカ部

容　器　移　動 

ふ　た　開　け 

ミキシング・注水 

ふ　た　閉　め 

β線スペクトル測定 

クエンチング補正 （γ線照射） 

核種分析演算 

排水記録作成 

排水管理記録作成 

図８　β線水モニタの測定フロー
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設などの管理区域，管理区域境界，事業所境界などに設置

して，バックグラウンドレベルの放射線線量を連続的に測

定するものである。

一般に上記のような場所での空間線量を監視する目的に

は，エリアモニタやモニタリングポストが設置される。エ

リアモニタやモニタリングポストは通常定位置に設置され，

同軸ケーブルまたは光ファイバケーブルによって線量率デー

タが伝送され，管理室の監視装置で集中監視される。エリ

アモニタやモニタリングポストは，連続的でリアルタイム

に測定ができ，線量が異常に高くなった場合などには即座

に警報を発生することができる。しかし，あらかじめ決め

られた場所での測定に限定されること，工事費用なども含

め設備の設置費用が高くなることが問題である。

Gamma BOXは，それらの場所の線量をより簡便に測

定することを目的として開発されたものである。

４.２ 測定方式

Gamma BOXは，エネルギー補償形 GM計数管，計数

回路，マイクロプロセッサ，メモリ，バッテリー電源で構

成される。ブロック図を図９に，外観を図 に示す。

Gamma BOXは，空間γ線量率を連続して測定，計数

し，あらかじめ設定した時間間隔で，その間のデータを保

存する。

計画した測定期間経過後，Gamma BOXを回収して管

理室のパソコンでデータを読み込む。リアルタイムの監視，

警報監視機能は持たない。計数時間間隔を標準的な10分に

設定した場合，35日間連続測定することができる。計数間

隔は 1～ 60分の範囲で 1分単位で設定することができ，

計数値データは 5,760 個分保存が可能である。緊急時など

には，計数時間を最短の 1分に設定して 4日間，２分に設

定した場合には 8日間測定が可能である。

Gamma BOXは，バッテリーを内蔵しており，外部ケー

ブルなどを一切必要としないことから，測定場所を自由に

選定することができる。屋外では，直射日光と直接の風雨

から保護する目的で百葉箱のようなものの中に設置する。

Gamma BOXとパソコン間のデータ送受信は，赤外線

による非接触伝送方式にて行うためケーブル接続などの煩

わしい操作を必要としない。各種の設定ならびにデータ処

理は，パソコン画面を見ながらマウス操作により行う。

主な操作は，Gamma BOX個々の管理機番の設定，測

定開始，データ読出しである。管理機番設定時に計数時間，

校正定数なども併せて設定している。これらの設定条件は，

パソコンのハードディスク上にも記憶される。

４.３ 主要仕様

Gamma BOXの主な仕様を表４に示す。

４.４ ソフトウェア機能

主な機能は以下のとおりである。

チャネル定義

チャネルごとに，名称，機体番号，BG値，測定時間，

換算定数などを最大30チャネルまで設定できる。

測定開始

チャネル名称，機体番号，開始時刻，測定時間を確認し

て測定開始を指示する。

データ読込み

チャネル名称と機体番号を確認して，回収した Gamma

BOXからデータを読み込む。

トレンドグラフの表示

指定した Gamma BOXについて指定した月のトレンド

グラフを表示する。設定値以上の部分を色分けして表示す

る。

全チャネルを並べて三次元表示することもできる。

（4）

（3）

（2）

（1）

１０
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表２　β線水モニタの3核種分析結果 

3H項　目 
核　種 

25,200 

0.35 

22,944 

－9

14C

390 

0.16 

410 

＋5

32P

715 

1.19 

654 

－9

期　待　値 （dpm） 

濃度限度比 

分 析 結 果 （dpm） 

誤　　　差 （%） 

表３　β線水モニタの5核種分析結果 

3H項　目 
核　種 

12,340 

0.17 

10,934 

－11

14C

380 

0.16 

332 

－13

32P

315 

0.53 

274 

－13

36CI

190 

0.16 

212 

＋12

45Ca

260 

0.22 

246 

－5

期　待　値 （dpm） 

濃度限度比 

分 析 結 果 （dpm） 

誤　　　差 （%） 

メモリ 
（ROM） 

シリアル 
伝送回路 

電源回路 

メモリ 
（RAM） 

赤外線 
通　信 

バッテリー 
電　源 

GM計数管 ディス 
クリ 

アンプ 

計数回路 

A-D変換 温　度 
センサ 

昇　圧 

時　計 

マイクロ 
プロセッサ 

光通信 

図９　Gamma BOXのブロックダイアグラム

図１０　Gamma BOXの外観
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日報作成

指定した Gamma BOXについて指定した日の日報を作

成し印字する。１日のデータから最大側と最小側のそれぞ

れ 3個を抽出してデータと発生時刻を印字する。

月報作成

１日ごとの平均値，標準偏差，最大値，各週ごとの集積

線量，１か月の集積線量の月報を作成する。１か月のデー

タから最大側と最小側のそれぞれ 3個を抽出し，データと

発生時刻を印字する。

年報表示

１か月ごとの平均値，標準偏差，最大値，３か月ごとの

集積線量，１年の集積線量の月報を作成する。

年間のデータから，最大側と最小側のそれぞれ 3個を抽

出し，データ，発生日，発生時刻を印字する。

データ出力

読み込んだデータを，別のパソコンで処理できるよう外

部媒体に出力する。

４.５ フィールド測定例

図 に 1か月間の測定例を示す。図から分かるように，

BGレベルの変動も十分測定可能である。

あとがき

RI 利用施設では，確実な放射線管理のために，使用方

法が簡単で信頼度の高い監視システムが要求される。一方，

ICRP（International Commission on Radiological Protec-

tion）の 1990年勧告に伴う線量限度の引下げに対応できる

高感度で高機能のものも必要になってくると思われる。

そのような観点から今後も放射線の安全利用に貢献でき

る機器・システムを提供できるよう努力する所存である。

なお，β線水モニタの核種分析機能については東京医科

歯科大学の藤井張生殿，東京慈恵会医科大学の瀧上誠殿に，

また，空間線量モニタリングボックスの測定機能について

は日本原子力研究所の加藤正平殿，松浦賢一殿，山本英明

殿，小林秀雄殿に有益なご助言をいただいた。ここに厚く

お礼を申し上げる次第である。
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表４　Gamma BOX の主な仕様 

仕　様 項　目 

検 出 器  

γ 線 感 度  

測 定 範 囲  

エネルギー特性 

データ通信方式 

電 源  

使用温湿度範囲 

外 形 寸 法  

エネルギー補償形GM計数管 

約100 cpm/  Sv/h 

0.05～10    Sv/h 

30%（60 keV～1.3 MeV） 

赤外線によるシリアル伝送 

塩化チオニルリチウム電池　1個 

－5～＋35℃，RH100% 

φ75×220（mm） 

線
量
率
 （
  
S
v
/h
）
 

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0
2/2 2/4 2/6 2/8 2/10 2/12 2/14 2/16 2/18

月/日 

最大値 平均値 

2/20 2/22 2/24 2/26 2/28 3/2 3/4

図１１　Gamma BOXによる測定例
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まえがき

ラジオアイソトープ（RI）を応用した工業計測器は，放

射線と測定物の相互作用（吸収，散乱）を利用して，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

速測定などにあり，さらに，RI が原理上，熱，電気，振

動などのノイズ源の影響を受けにくいため，鉄鋼圧延制御，

化学工業，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。

これら計測器の利用は，検査ラインにとどまらず，むし

ろ鉄鋼圧延機の圧延制御ループに組み込まれるなど，直接

製造工程の不可欠な特殊センサとしてその位置を確立して

いる点に特徴がある。

富士電機では，鉄鋼業界向けγ線厚さ計，プラスチッ

ク・紙業界向けβ線厚さ計，各種レベル計など幅広いライ

ンアップで，産業界のニーズに対応しているが，本稿では，

最近の技術進歩および利用範囲拡大の一端を紹介する目的

で，鉄鋼厚板圧延に利用される，厚板ミル直近厚さ計およ

び厚板厚さ計用検出器，ならびに土木分野で工事管理指標

として重要な掘削土量用の測定器（オンライン土量計）に

ついて記述する。

厚板ミル直近厚さ計・厚板厚さ計・鋼管肉厚計

用検出器

厚板ミル直近厚さ計は，富士電機と川崎製鉄（株）との共

同研究を踏まえ，世界で最初に実用運転を開始
（1）（2）

し，すでに

12年を経過する。このたび，同厚さ計リフレッシュの機会

に，飛躍的な高性能化，小形化などをめざしたモデルチェ

ンジを行い，実運用にて性能を実証した。

２.１ 厚板ミル直近厚さ計用検出器のバージョンアップの

概要

図１に検出器の外観を示す。また，表１に検出器の主要

諸元を示す。

富士電機の検出器は，アナログ要素をまったく含まない

純ディジタル直接計数方式で，次の特長を有している。

高計数（測定精度向上），遅れ要素なしのインディシャ（1）

ラジオアイソトープ応用計測器

348（44）

門野　浅雄（もんの　あさお） 澤口　睦夫（さわぐち　むつを） 増井　　馨（ますい　かおる）

図１　厚板ミル直近厚さ計用検出器の外観

A7493-18-566

表１　厚板ミル直近厚さ計用検出器の主要諸元 

φ220×412（mm） 

11.5 kg 

  プラスチックシンチレータφ127×205（mm） 

±18 V（－20 V，＋8.5 V，－8 V） 
±18 Vのみにても可　　　　　　　　  

近紫外光参照スペクトル安定化方式 

18 ns 

1/8分周パルス出力，高圧モニタ電圧，高圧警報 

  200 m（光パルス変換装置付きの場合は数 km） 

735 m/s2｛75 G｝ 

1/10以下 

厚板圧延ミル内にて連続運転可能 

0.07 ％/℃ 

遅れ要素ゼロ 

外部冷却水ジャケット/自己温度コントロール 

寸　　　　　　　法 

質　　　　　　　量 

シ ン チ レ ー タ 

電　　　　　　　源 

安　定　化　方　式 

分解時間（分解能） 

出　　　　　　　力 

出 力 伝 送 距 離 

最 大 衝 撃 加 速 度 

衝　撃　低　減　率 

耐　　　熱　　　性 

単体ドリフト性能 

インディシャル応答 

恒 　 温 　 方 　 式 
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ル応答特性（圧延材の先端・後端も正確に測定できる），

低ドリフトの基本特性を備えている。

過酷な環境への耐性，すなわち耐衝撃性，耐熱特性を

備えている。

メンテナンスの容易性（近紫外光参照方式によるゲイ

ン安定化と，光電子増倍管高圧の対定格値余裕による長

寿命化）を備えている。

前記の厚板ミル直近厚さ計だけでなく，川崎製鉄（株）の

厚板熱間クラウンメータ（3ヘッド），国内の他の製鉄会

社の 2製鉄所における 3ヘッド熱間厚さ計・冷間精整厚さ

計，川崎製鉄（株）の 2セットおよび国内の他の製鉄会社の

１セットのシームレス鋼管熱間肉厚計（いずれも 3ヘッド）

等々の長年の運転にて実証がなされている。

このたびのバージョンアップでは，上記した富士電機の

従来の厚さ計に対し，完全互換性を保ちながら，①低ドリ

フト化（計数変化 0.8 ％/℃→ 0.07 ％/℃），②高計数化

〔分解時間（分解能）55 ns → 18 ns〕の基本性能向上を行

い，さらに，③小形化（体積 34 ％減，質量 15 kg → 11.5

kg），④保全性の向上（内部光学系の堅ろう化，構造のシ

ンプル化，分解組立性の向上），⑤自己温度コントロール

（従来は外部冷却ジャケットによる冷却のみ）などの改善

を実施した。なお，バージョンアップにあたっては，富士

電機の開発規定にのっとり，富士電機標準認定部品のみを

使用した。

２.２ 実績データ

図２に富士電機の工場試験でのドリフト性能を示す。測

定厚さ 21.929mmにおいて，－ 2.9μm/8 h の性能であり，

このときの外部温度変化は 0.6 ℃である。ちなみに計数量

比にて表現したドリフトは，＋ 0.015 ％/－ 0.6 ℃である。

図３に富士電機における 1か月強の長期ランニングデー

タを示す。計数ドリフトは＋－ 0.1 ％/月以下である。

図４に川崎製鉄（株）におけるオンライン実績データを示

す。ゼロ校正値トレンドを，厚板ミル直近厚さ計自身がメ

モリしているのをプロットしたものである。４か月にわた

りきわめて安定であることが理解できる。

表２は，オンラインの衝撃，熱環境下での稼動前後の検

出器の安定性を実証したデータである。すなわち，川崎製

鉄（株）所有のオフラインγ線照射装置において，検出器オ

ンライン据付け前と，オンライン 4か月稼動後の計数量を

実測したものである。137 日間の線源減衰量を相殺し，透

（3）

（2）
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ストップ時ゼロ厚計数 
1.085930 MHz

スタート時ゼロ厚計数 
1.086861 MHz

1998/9/22　8：43ストップ 

高圧制御モニタ電圧 

測定厚さ21.929 mm 
ドリフト －2.9   m/8hμ 

30℃ 

20℃ 

恒温槽温度 

無効計数（シャッタ閉時計数）　1.8659 kHz

計数 

360.137 kHz
1998/9/21 21：10スタート 

360.322 kHz

μ
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図２　ドリフト性能試験結果
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図３　富士電機における長期ランニングデータ

自然減衰 
11.2 kHz

1.35

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

1.05

9/24
1998

10/14 11/3 11/2312/13
1999
1/2 1/22 2/11

オ
ン
ラ
イ
ン
 ゼ
ロ
校
正
値
 

［
1
/8
分
周
出
力
］
（
M
H
z）
 

年月日 

図４　オンラインにおけるゼロ校正値長期トレンド
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過空気の密度変化は一応勘案しないとすれば，5.0 kHz/４

か月（0.34 ％/4 か月）の超低ドリフトになっており，安

定性と耐環境性が実証された。

なお，検出器出力は 1/8 分周されているので，実際は平

均レート約 12MHz のポアソンパルスを計数しており，検

出器初期アンプの周波数帯域は，ランダム性に対応するた

め，10倍強の 200MHz に達している。

表３に，熱間オンラインでの板厚実測データを示す。厚

板ミル直近厚さ計とその下流約 10mの富士電機製クラウ

ンメータのエンドパス平均板厚測定値をロギングしたもの

である。圧延潤滑剤であるスプレー水の影響などを加味す

れば，驚異的な一致といえるであろう。なお，現在は，ク

ラウンメータのリフレッシュ設計を富士電機において鋭意

推進中である。

微弱放射線源を利用したγ線密度計

（オンライン土量計）

放射線を利用した応用工業計測器は，非接触非破壊測定

を特徴としたオンライン測定器として各製造ラインで広く

利用され，製品の品質向上，省力化に大きな効果を上げて

いる。

しかし，これら放射線応用工業計測器の使用にあたって

は，放射線管理，資格者の確保，関係官庁への届出または

許可などの規制を受け導入が制限されていたが，最近では

一般計測器と同等の扱いで使用できる法規制を受けない微

弱密封放射線源を利用した放射線応用工業計測器が土木，

化学などの分野で広く使用されている。

富士電機では主にフィルム，繊維などを対象とした微弱

放射線源を利用したβ線厚さ計を約10年前から「βマイク

ロ厚さ計」として製品化している。この製品は比較的ライ

ンスピードの遅い製造ラインで使用されている。

ここではシールド工法での，掘削中の土量管理用として，

送排水管内の密度測定などに使用されている微弱放射線源

を利用したγ線密度計（オンライン土量計）について紹介

する。

３.１ 原　理

γ線密度計は放射性同位元素から放射されるγ線が測定

物を透過する際に，測定物により減衰することを利用して，

配管内の測定物の密度を測定する装置である。図５にγ線

密度計の原理図を示す。

線源容器内の 60Co または 137Cs から放射されるγ線は測

定物を透過して検出器に入射する。ここで測定物を透過し

たγ線強度は測定物の密度により指数関数的に減衰し，測

定物がないときのγ線強度を F0，配管の内径を D，測定

物の密度をρとすると，測定物を透過した後のγ線強度 F

は，

F＝ F0・e－μm・ρ・D …………………………………………

で表せる。ここで，eは自然対数の底，μmは質量吸収係

数で測定物の組成やγ線源の核種によって決まる定数であ

る。

オンライン測定においては配管内を空にできない場合が

多い。この場合は水を流して計器校正を行っている。

本密度計では上記基本式の F0 ＝「水（ρ＝ 1.0）を測定

したときの検出量（F01）」として，Fを計測して次式に従

い密度ρを求めている。

ρ＝－｛ ln（F/F01）/（μm・D）｝＋1.0 …………………

３.２ 構　成

オンライン土量計の構成を図６に示す。線源容器，検出

部および配管取付金具で構成される。

３.２.１ 線源容器

γ線源を収納する遮へい容器で，放射線源は容易に取外

しができない構造となっている。また，輸送用の遮へい体

を付属しており，これを取り付けることで放射線照射口の

漏えい線量を抑えて輸送時の安全を図っている。

３.２.２ 検出器

γ線に対して検出効率の高いシンチレーション検出器を

使用している。また，検出器の感度が常に一定になるよう

に制御する安定化回路や自然放射能の影響を除去するため

に遮へい体を取り付け，機器の安定性を図っている。

３.２.３ 信号処理器

検出器からのパルス信号を，ディスクリミネータを通し

（2）

（1）
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表３　熱間オンラインでの板厚実測データ 

圧延時刻 

1998年 
○月○日 

16：49 

16：52 

16：55 

16：59

厚板ミル直近厚さ計指示 
（mm） 

10.34 

11.83 

8.86 

9.82

10.35 

11.83 

8.88 

9.81

クラウンメータ指示 
（mm） 

 

配管サイズ 

100 A

200 A

150 A

300 A

F

ρ 

線源 配管 
検出器 

D

F＝ F0 e・ 
μ m- ρ ・ ・ D

図５　オンライン土量計の原理図表２　オンライン稼動前後の同一場における計数量比較 

　　　（1/8分用出力） 

年　月　日  

計　数　量  

線源減衰量  

正味計数変化 

1998/9/25

1.4843 MHz

1999/2/9

1.4765 MHz

0.0128 MHz

0.0050 MHz
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て 1秒間隔で計数し，基本式に従って密度の演算を行い，

表示出力している。

以下にオンライン土量計の特徴を記す。

γ線エネルギースペクトルゲイン安定回路を使用し，

シンチレーション検出器の出力パルスのゲインを安定化

しているのでドリフトが小さい。

温度特性が密度換算にて 0.001 g/cm3/℃以下と高安定

の計測を可能としている。

微弱放射線源を使用するため，応答時間を広範囲に設

定できるようにしている（1～ 999 秒）。

配管サイズの変更などにより，放射線源の核種が変更

になっても設定変更，校正機能にて自動的に各設定が変

更され測定可能状態になる。

各設定機能（零校正，スパン校正など），および配管

摩耗の補正，放射線源の減衰補正などはソフトウェア化

され，安定性の高い測定を可能としている。

シングルチャネルアナライザ機能を有し，検出器の健

全性を自己チェックし表示させることができる。

図７にオンライン土量計の外観およびシステム構成例を

示す。

３.３ 仕　様

測定範囲：25Aから 350A までの配管内を流れる測

定物の密度 1.0 ～ 2.9 g/cm3 を計測

放射線源： 137Cs または 60Co 3.3MBq

計器応答：時定数で 1～ 999 秒　任意設定（自動時定

数切換可）

演算周期： 1.0 秒

精　度

統計ノイズ（時定数 120 秒，2σ，ρ＝ 1.0）

配管サイズと統計ノイズを表４に示す。

長周期誤差：＋－ 0.01 g/cm
3/24時間（温度変化 5℃

以内）

出　力　：設定最小密度 4mA～設定最大密度 20mA

× 2チャネル

外部設定機能：RS-232C または RS-422 による。

適用配管： 25A～ 350A

周囲環境：温度　0～ 45 ℃

湿度　100 ％（検出器は IP-65 準拠）

電　源　：AC100V ＋－ 10 ％　50/60Hz 50VA

３.４ 応用例

オンライン土量計は法規制を受けないので，測定場所が

移動するトンネルシールド工法における，送排水配管内の

密度測定に多く使用されている。測定データを図８に示す。

その他各種スラリ密度，COM（Coal Oil Mixture）密度，

気液 2相流体のボイド率の測定などに利用される。
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検出部 

検出器 
密度演算処理 
ユニット 

表示器 

操作キー 

アナログ出力 
4～20 mA 
×2チャネル 

RS-232C  
または 
RS-422

演 
算 
処 
理 
C 
P 
U

高
電
圧 

ディス 
クリ 

プリ 
アンプ 

計
数
回
路 

測定配管 

線源容器 
137Cs，60Co用の 

2種類 

外部表示 
外部設定 

図６　オンライン土量計のシステム構成

調節計 

アナログ出力 

（4～20 mA×2チャネル） 

汎用 
パソコン 

RS-232C

記録計 

図７　オンライン土量計の外観およびシステム構成例

表４　配管サイズと統計ノイズ 

配管サイズ 

25 A 

50 A～80 A 

100 A～200 A 

250 A～350 A

放射線源 

137Cs 

137Cs 

137Cs 

60Co

±0.007 

±0.006 

±0.005 

±0.006

統計ノイズ（g/cm3） 

1.05

1.20

1.30

1.40

1.50

40.0

20.0

0.00

60.0

80.0 
 

1min 
 

1min 
 

100.0 1.55

1.05

1.20

1.50

1.40

1.30

1.55

0.005 g/cm3

g/cm3 g/cm3

配管　   200A(STPG)

線源　  137Cs
時定数　30秒 

図８　測定データ
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あとがき

RI 応用計測器の現状，そのフロンティア的製品例とし

て，法定限度最大限の線源を使用し，過酷な環境下で高

速・高精度の測定を追求する，厚板ミル直近厚さ計用検出

器の最近の進歩を紹介した。また，新しい利用分野を開拓

した例として，法規制を受けない微弱密封放射線源を利用

した，土木分野向けオンライン土量計を紹介した。

本稿により，さらに新たな需要が生み出されれば幸いで

ある。

最後に，オンラインデータを快くご提供いただいた川崎

製鉄（株）の関係各位に深く謝意を表する。
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寺沢　徳保複合形混成集積回路

2876689 谷川　　清近接スイッチ

2877173 山下　則康半導体圧力センサおよびその保護膜
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藤平　龍彦
西村　武義

電流検出端子を備えたMOS型半導
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安達　和哉
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最近登録になった富士出願
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2867746 西　　正博自動販売機

2867753 山田　敏総
松下　宏明半導体装置

2867768 工藤飛良生脱気器

2867801 松崎　修一蒸気噴射空気抽出装置

2868587 古沢　武三電話回線切換装置

2868767 相樂　　広半導体ウエハ処理装置

2868838
天野　雅世
黒田　昌美
古庄　　昇

電子写真用感光体
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大戸時喜雄
平岡　睦久
財津　靖史

菌数測定方法とその装置
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宮本　昌広
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久保田　喬可動羽根水車

2874316 戸井　雅則距離継電器

2874369 坂本　雅司台間玉貸機
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中村　裕行磁気記録媒体およびその製造方法

2874402 外山　公一円形容器内面検査装置

2874408 戸野塚武浩ペルトン水車のノズル本数自動切替
装置

2874420 梅垣　　卓樹脂封止電子部品

2874431 長畦　文男樹脂封止形半導体装置



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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放射線機器，放射線管理システムについての需要動向と技術動向

について述べる。需要動向としては放射線モニタ，総合機器，応用

計測器に分類して示した。全体は放射線モニタの動向に左右され，

原子力発電所の新増設がないため当面増加傾向にはならない。技術

動向としては個々のモニタ類を取り上げて示した。全体としてはコ

ンピュータ化によるシステム化や個々の機器の高機能化が定着して

おり，今後もその傾向が続くと考えられる。

放射線機器・管理システムの現状と展望

田代　　尚

富士時報 Vol.72 No.6 p.307-308（1999）

半導体検出器とシンチレーション検出器の特徴と長所を他の検出

器と比較して紹介する。半導体検出器としては多機能形線量計用中

性子およびβ線検出器，ダストモニタ用α線およびβ線検出器，シ
ンチレーション検出器についてはα・β線表面汚染用シンチレーショ
ン検出器について述べる。

放射線検出器

山村　精仁 石倉　　剛 上田　　治

富士時報 Vol.72 No.6 p.309-312（1999）

富士電機では，個人線量当量管理の高度化を目的とした個人線量

当量管理システムを開発し，1997年に原電事業（株）に納入した。本

システムは，管理区域内作業の際に持ち込む個人線量計を電子式線

量計に一本化することを可能にするほか，入退域管理ゲートでの処

理時間の短縮などにより作業者の負荷を大幅に軽減できるものであ

る。また，データ管理用計算機にはエンドユーザーコンピューティ

ング機能を設け，任意様式での集計を可能とすることで，システム

に柔軟性を持たせた。

原子力施設における個人線量当量管理システム

青山　　敬 田辺　健一 小林　裕信

富士時報 Vol.72 No.6 p.313-317（1999）

原子力施設の安全に対する要求が高まるなか，核燃料サイクル開

発機構大洗工学センターの諸施設の放射線モニタ設備の情報を的確

かつ迅速に把握するための遠隔集中監視システムを納入した。シス

テムは，各原子力施設にサーバと端末を設置し放射線監視を行うと

ともに，将来構内 LAN経由で大洗工学センター内のWWWサー

バに放射線情報を収集して共有化できるように計画している。多数

の施設にかかわることから，ハードウェア構成およびアプリケーショ

ンソフトウェアについては共通で適用できるように標準化を進めた。

原子力施設内の放射線監視システム

藤本　敏明 神谷　栄世 高木　　勲

富士時報 Vol.72 No.6 p.318-322（1999）

原子力発電所では，施設周辺の環境放射線を測定する必要がある。

環境放射線監視システムは，環境放射線を連続的に測定し，管理す

ることにより，放射線レベルの変動を監視するシステムである。最

近は，これらの環境放射線に関するデータを，地方自治体の PA

（Public Acceptance）設備などで公開している。本稿では，こうし

た状況を踏まえ，信頼性の向上および PAに重点を置いて設計した

環境放射線監視システムについて紹介する。

原子力施設周辺の環境放射線監視システム

藤本　敏明 今井　光宏

富士時報 Vol.72 No.6 p.323-326（1999）

原子力発電所などでは，放射線管理区域に入った人やそこで使用

される物品や作業服が放射性物質により汚染されていないことを確

認するため，放射性物質汚染検査装置を設置している。本稿では，

管理区域内に入った人が退出する際の全身の表面汚染を検査する体

表面汚染モニタ，管理区域内で使用した物品を持ち出す際の表面お

よび内面汚染を検査する物品表面汚染モニタ，管理区域内の作業服

などの洗濯前後の表面汚染を検査するランドリモニタ，管理区域内

に入った人の体内汚染を検査・測定するホールボディカウンタにつ

いて，基本仕様，特長を概説する。

放射性物質汚染検査装置

加藤　　勉 射場　浩史 佐藤　弘志

富士時報 Vol.72 No.6 p.327-332（1999）

原子力発電所をはじめとする原子力施設における放射線管理は，

原子力に対する一般社会の理解が進むに従って重要性が増しており，

管理のために必要な情報は，正確かつ迅速に処理されなければなら

ない。原子力発電所では，放射線管理を業務別に分けて行っており，

収集される情報もそれぞれのシステムで管理される。分散処理形放

射線管理システムは，汎用 LANを使用し，業務別に管理されてい

る情報を迅速かつ効率よく利用することを目的に開発したものであ

り，本稿ではシステム構成，機能について紹介する。

原子力発電所における分散処理形放射線管理システム

三保谷 英一 明石　倫雄

富士時報 Vol.72 No.6 p.333-338（1999）

富士電機では原子力発電所周辺の環境線量測定に関して，高機能

化・省力化を実現した電子式環境線量計とデータ処理システムを開

発し，幾つかの原子力発電所に納入してきた。電子式環境線量計は，

屋内・屋外環境下の連続測定に適している。電子式環境線量計のデー

タは，携帯形のデータ収集ターミナルを使って現場で簡単に測定結

果が読取りでき，さらにデータ収集ターミナルのデータはパーソナ

ルコンピュータに伝送して，簡単に編集できる。本稿では，最近の

電子式環境線量計とデータ処理システムについて述べる。

環境線量測定システム

小林　裕信 柴田　鉄生

富士時報 Vol.72 No.6 p.339-342（1999）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

This paper describes the features and advantages of

solid-state detectors and scintillation detectors in com-

parison with other type detectors.  Detailed are the con-

figuration, detection and discrimination principle, and

characteristics of neutron and beta ray detectors for

multi-sensing dosimeters and alpha ray and beta ray

detectors for dust monitors from among solid-state

detectors, and of alpha ray plus beta ray detectors for

surface contamination monitors from among scintilla-

tion detectors.

Radiation Sensors

Seini Yamamura Takeshi Ishikura Osamu Ueda

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.309-312  (1999)

This paper describes the trends of demand and tech-

nology for radiation measuring equipment and manag-

ing systems.  The trend of demand is described for radi-

ation monitors, integrated equipment, and application

measuring instruments.  The whole demand depends on

the trend of demand for radiation monitors, and cur-

rently there is no upward trend because no nuclear

power plant is newly established or extended.  The trend

of technology is described for each of individual moni-

tors.  As a whole, systematization by computerization

and the sophistication of individual instruments are

conventionally performed and this trend will continue

Present Status and Prospects for Radiation 
Measuring Equipment and Managing Systems

Takashi Tashiro

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.307-308  (1999)

As there was a growing demand for safety in nuclear

facilities, Fuji Electric supplied a remote control system

to exactly and quickly grasp information from radiation

monitoring systems in the facilities of Oarai Engineering

Center, Japan Nuclear Fuel Cycle Development Institute.

The system performs radiation monitoring with client-

server systems installed in each nuclear facility and is

planned to collect the information on radiation in the

WWW (world wide web) server in Oarai Engineering

Center through the LAN and hold it in common in the

future.  Because the system relates to many facilities, its

Radiation Monitoring System for Nuclear Power 
Facilities

Toshiaki Fujimoto Eisei kamiya Isao Takagi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.318-322  (1999)

Fuji Electric developed a personal dose control sys-

tem aiming at advanced dose control, and supplied it to

Nuclear Services Co. in 1997.  This system realized the

unification of personal dosimeters brought in the con-

trolled area into electronic dosimeters; besides, a

decrease in processing time at the access control gate

greatly reduced load on workers.  The data control com-

puter was equipped with an end user computing func-

tion, and the system had flexibility of computing the

classified total in an optional form.

Personal Dose Control System for Nuclear Power 
Facilities

Kei Aoyama Kenichi Tanabe Hironobu Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.313-317  (1999)

To make sure of no contamination on people, used

articles and working uniforms coming out of the radia-

tion controlled area, nuclear power plants are equipped

with radioactive contamination monitors.  This paper

outlines the basic specifications and advantages of our

personnel surface contamination monitors to inspect

whole-body surface contamination of people coming out,

article surface contamination monitors to inspect the

surface and inside contamination of used articles

brought out, laundry monitors to inspect surface conta-

mination of working uniforms used in the area before

Radiation Contamination Monitors

Tsutomu Kato Hiroshi Iba Hiroshi Sato

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.327-332  (1999)

Nuclear power plants need measuring environmental

radiation around the facilities.  The environmental radi-

ation monitoring system monitors variations in the radi-

ation level by continuously measuring and controlling

environmental radiation.  Recently, the data of environ-

mental radiation has been publicized by prefectural

public acceptance (PA) activities, etc.  This paper

describes our environmental radiation monitoring sys-

tem that was designed giving priority to high reliability

and PA under these circumstances.

Environmental Radiation Monitoring System around
the Nuclear Power Facilities

Toshiaki Fujimoto Mitsuhiro Imai

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.323-326  (1999)

Fuji Electric developed and supplied electronic envi-

ronmental dosimeters and data processing systems to

some nuclear power plants.  These had many advanced

functions and labor-saving performance for environ-

mental radiation monitoring in the vicinity of the plants,

and proved suitable for continuous measurement

indoors and outdoors.  Data measured by the dosimeter

can be collected instantly at the spot with the portable

data acquisition terminal.  Moreover, the data collected

in the terminal is transmitted into the personal com-

puter and can easily processed.  This paper describes

Environmental Dosimeter System

Hironobu Kobayashi Tetsuo Shibata

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.339-342  (1999)

The importance of radiation management for nuclear

facilities including nuclear power plants has increased as

the general public understanding has progressed, and

necessary information for management must be

processed exactly and quickly.  In nuclear power plants,

radiation management is performed by each individual

operation, and collected information is managed by the

system of each operation.  The distributed-processing

radiation management system has been developed aim-

ing to use a general-purpose LAN and make quick and

efficient use of information managed by individual oper-

ations.  This paper describes the system configuration

Distributed-Processing Radiation Management 
System for Nuclear Power Plants

Eiichi Mihoya Michio Akashi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.333-338  (1999)



放射線モニタにスペクトル分析を応用するために，現場設置形の

モニタ用マルチチャネルアナライザと，リアルタイム測定のために

移動平均処理法と指数平滑処理法を開発した。主な 5核種を対象と

した核種分析機能を備え，検出部の汚染のない容器式β線水モニタ
を開発した。また，管理区域境界や事業所境界での空間γ線線量率
の測定管理を目的としてポータブル形メモリ付き線量測定器を開発

した。１か月の連続測定ができ，パーソナルコンピュータでデータ

処理ができる。

ラジオアイソトープ利用施設用放射線監視機器

山田　　正 籔谷　孝志 佐藤　正昭

富士時報 Vol.72 No.6 p.343-347（1999）

鉄鋼厚板ミル直近厚さ計，熱間シームレス鋼管肉厚計などに用い

る検出器について述べる。これらは，富士電機の従来器よりはるか

に高計数，低ドリフトを達成し，オンライン実用運転においても良

好な結果を得た。引き続き，3ヘッド熱間厚さ計に同検出器を適用

する計画であり，さらに，新規需要にも適用していきたい。また，

トンネルシールド工法における，排水管中の掘削土量をオンライン

で測定できる土量計を開発した。法規制を受けないので，あらゆる

土木工事現場で利用が可能である。

ラジオアイソトープ応用計測器

門野　浅雄 澤口　睦夫 増井　　馨

富士時報 Vol.72 No.6 p.348-352（1999）



Fuji Electric developed a new type detector for

gamma thickness gauges, inner-mill housing gamma

thickness gauges at hot plate mills and tube-wall thick-

ness gauges at hot seamless tube mills.  This detector

attained much higher gamma counting and much lower

drift than our former detectors.  We plan to apply this

detector to our new type thickness gauges and also

renewal of now working thickness gauges at custom-

m er’s site.  In addition, we developed a soil mass mea-

suring instrument for on-line measurement of cutting

soil mass in a waste water tube in shield tunneling.  This

Radioisotope-Applied Measuring Instruments

Asao Monno Mutsuo Sawaguchi Kaoru Masui

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.348-352  (1999)

To apply spectrum analysis to radiation monitors, we

developed a multichannel analyzer to be installed at a

local site as a component and running average and

exponential smoothing methods for real-time measure-

ment.  We also developed a vessel type beta ray liquid

effluent monitor which has a function of nuclide analy-

sis for main five nuclides and is free from contamination

on the detecting part.  Aiming at the management of

ambient gamma dose rates on the boundary of a con-

trolled area or a plant, a portable dosimeter with mem-

ory was developed.  This is capable of continuous mea-

Radiation Monitoring Instruments for Radioisotope 
Facilities

Tadashi Yamada Takashi Yabutani Masaaki Sato

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.6 p.343-347  (1999)



お問合せ先：電機システムカンパニー 電力営業本部 原子力第二部 電話（03）5435-7019

人と環境にやさしい放射線管理をめざして

原子力施設の 
安全管理に貢献します。

富士電機の放射線管理システム
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高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

原子力施設の安全管理に欠かせない放射
線機器。富士電機は，長年の経験と，最
新のエレクトロニクス技術を生かして，高信
頼性のシステムをラインアップ。原子力施設
における安全管理システムの開発に積極的
に貢献しています。 守衛所モニタ 入口 モニタリングポスト

ドラム缶
貯蔵庫

廃棄物
処理建屋

ドラム缶自動
検査装置

ランドリモニタ

ランドリシステム
ランドリ前
モニタ

放管コンピュータ

コンピュータ室・中央制御室

中央監視盤

モニタリングポスト
モニタリング
ステーション

モニタリングポスト

環境放射線
管理システム

放射性廃棄物管理
システム

放水口モニタ

原子炉・タービン建屋

小物物品搬出モニタ

大物物品搬出モニタ

出入管理システム

体表面汚染モニタ

排気筒モニタ

プロセスモニタ
エリアモニタ

ダストモニタ

ホールボディ
カウンタ

個人被ばく管理システム

警報付ポケット線量計
入退域管理装置

モニタリングポスト

所内放射線管理システム
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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定価525円（本体500円）
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放射線機器・管理システム特集

本誌は再生紙を使用しています。
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