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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。
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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
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カード形
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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
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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
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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
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




