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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。
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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

A7452-18-563



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）
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図３　電子式環境線量計（NSD）の外観
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図４　データ収集ターミナルの外観
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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。
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図５　データ処理装置の画面例

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
104103102101

相
対
感
度
（
1
3
7
C
s
基
準
）
 

γ線エネルギー（keV） 

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。
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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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