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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。
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図１　体表面汚染モニタの外観

A4467-13-15



放射性物質汚染検査装置

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。
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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
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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。

（3）

（2）

（1）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.72 No.6 1999

330（26）

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） 



放射性物質汚染検査装置

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。
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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



＊ 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。




