
山田　　正

放射線機器の設計およびエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士

電エンジ（株）放射線事業部技術部

長。

籔谷　孝志

放射線計測機器の品質保証業務お

よび研究所・病院向けモニタのエ

ンジニアリング業務に従事。現在，

富士電エンジ（株）放射線事業部技

術部グループマネージャー。

佐藤　正昭

大学・病院・研究所向けの放射線

管理システムのエンジニアリング

業務に従事。現在，富士電エンジ

（株）放射線事業部技術部。

富士時報 Vol.72 No.6 1999

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２　移動平均方式によるスペクトルレスポンス
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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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図３　指数平滑方式によるスペクトルレスポンス
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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）
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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）
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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 （%） 
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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



＊ 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。




