
高木　俊博

原子力関連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，富士電機システムズ（株）

e-ソリューション本部放射線シス

テム統括部放射線システム部担当

課長。

木村　　修

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，富士電機システムズ

（株）e-ソリューション本部放射

線システム統括部放射線システム

部課長補佐。

皆越　　敦

原子力発電所向けの放射線管理シ

ステムのエンジニアリングに従事。

現在，富士電機システムズ（株）

e-ソリューション本部放射線シス

テム統括部放射線システム部。

富士時報 Vol.77 No.5 2004

まえがき

原子力発電所などでは，周辺監視区域境界近傍の状況把

握を目的として，環境放射線モニタリングシステムにより，

連続的に環境γ線の線量率の測定を行っている。

また，近年においては，原子力発電所の運転に対する一

般公衆への理解を得ることを目的として，測定データを一

般公開するとともに，地方自治体の原子力環境監視施設に

データ伝送するなど，設備として重要な位置づけにある。

本稿では，富士電機の最新の環境放射線モニタリングシ

ステムを紹介する。

システム構成

本システムは，原子力発電所の周辺監視区域境界近傍な

どに設置されるモニタリングポストや気象観測設備，測定

データを原子力発電所の中央制御室に送信するテレメータ

装置，中央側で測定データと警報を表示・管理するデータ

監視装置で構成される。図１にシステム構成の例を示す。
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モニタリングポスト

モニタリングポストは，環境γ線の線量率を連続測定す

るための線量率測定装置をその局舎内に収納する。また，

線量率測定装置と空気中の放射性ダスト濃度を連続測定す

る放射性ダストモニタを備える局舎は，モニタリングス

テーションと呼ばれる。一般的にモニタリングポスト，モ

ニタリングステーションは，原子力発電所の周辺監視区域

境界近傍に 3 ～ 9 基，周辺市町村に 3 ～ 22 基設置される。

３.１ 環境γ線の線量率測定装置

環境放射線モニタリングに関する指針に基づき，環境γ

線の線量率バックグラウンド（BG）レベル（数十 nGy/h）

～ 108nGy/hの広範囲にわたる測定範囲を低レンジ測定用

の NaI（Tl）シンチレーション検出部（図２参照）と高レ

ンジ測定用の球形電離箱検出部（図３参照）を組み合わせ

て測定している。

線量率測定装置は，ディジタル化と小型高密度実装技術

により，基本構成を検出器と約 21（W）× 23（H）× 30

（D）cmの計測部（図４参照）の組合せによるシンプルな

構成にまとめ，大幅な省スペース化と高い信頼性を実現し

ている。

低レンジ測定系の検出部は，NaI（Tl）シンチレータ，

フォトマル，アンプ回路，高圧回路，温度補償回路を実装

し，検出器からは温度に依存しない規格化されたパルス信

号を出力できる。計測部は，約 6インチの TFT（Thin

Film Transistor）カラー液晶表示器，エネルギー補償回

路を含む計測用の CPU 基板と，測定データの表示・伝

送・保存を行う CPU基板の 2 枚を実装している。本測定

系では，エネルギー補償方式に DWM（Digital Weighting

Method）方式によるスペクトル荷重計算方式を採用する

ことで，計数精度を落とすことなく線量率に換算するとと

もに，スペクトルデータ分析機能によりγ線エネルギー情

報から放射性同位元素の同定が行える。また，スペクトル

データは定周期で中央側に伝送し，現場に行かなくても解

析が可能である。

高レンジ測定系の検出部は，電離箱，アンプ回路，電圧

周波数変換回路，高圧回路を実装し，計測部は検出部から

のパルス信号を計数することにより線量率データを表示し

ている。本測定系では，球形電離箱検出器の材質を従来の

ステンレス鋼材から比重の小さいアルミニウム製にし，

400 keV 以下の低エネルギー領域のγ線測定精度を向上さ

せたタイプも備えている。

測定データの現場での記録方式は，従来の記録計による

データ記録方式から，測定値をディジタル化して光ディス

クに保存することにより，測定値変化の把握，機器の状態

記録，データ保存期間の拡大を図るとともに，パソコンを

利用して簡単にデータ解析ができるようにしている。

通常，高レンジ測定系には，球形電離箱検出器を採用し

ているが，低レンジ測定系に事故時測定の補助機能を付加

することを目的として，BGレベル～ 108 nGy/hの領域を

測定することができるワイドレンジ NaI（Tl）シンチレー

ション検出器を開発し，システム構築している。本システ

ムは，BGレベル～ 105 nGy/hの低レンジ領域は検出器か

らのパルス信号を計測処理し，パルス計測ができなくなる

105 nGy/h 以上の高レンジ領域は線量率に比例した電流信
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図２　NaI（Tl）シンチレーション検出部

図３　球形電離箱検出部

図４　線量率測定装置の計測部
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号を計測処理する方式を採用している。

低レンジ測定系，高レンジ測定系，ワイドレンジ NaI

測定系の主要仕様を表１に示す。

３.２ 放射線ダストモニタ

放射線ダストモニタは，空気中の放射性ダスト濃度を連

続測定する装置で，ろ紙に集じんしたダスト濃度を測定す

るダストモニタとダストサンプラを一体型とし，検出器に

はβ線測定用のプラスチックシンチレーション検出器を採

用している。また，環境γ線の線量率が警報設定値を超過

した場合にチャコールカートリッジに放射線よう素を自動

サンプリングする機能も付加している。

サンプリングポンプは，ろ紙の目づまりなどで流量変動

が発生した場合でも，250 L/minの一定流量で連続サンプ

リングができるようにインバータによる定流量制御を行っ

ている。

３.３ 局　舎

局舎（図５参照）は，ALC（Autoclaved Lightweight

Concrete）板組立局舎を採用し，局舎建設工事期間の短

縮と低コストを実現している。

発電所周辺の市町村に設置する局舎には，環境放射線測

定データの一般公開を目的として，モニタリングポストの

役割と付近のモニタリングポストの配置をグラフィックパ

ネルで紹介するとともに，高輝度 LED（Light Emitting

Diode）式表示器により，環境γ線の線量率をディジタル

表示している（図６参照）。

局舎内に設置する監視盤は，監視盤の背面を壁に近接し

て設置できるフロントメンテナンス方式の監視盤を採用す

ることにより，従来必要とした背面メンテナンススペース

をなくし局舎内の小スペース化を図っている。

ラドン・トロンによる線量変動対策としては，送風ファ

ンにより検出部の空気を換気するとともに，温度変化を発

生させないよう局舎内の換気を行う熱交換式換気装置を設

置している。

また，局舎内には，局舎屋上に設置される検出器を室内

に取り出す機構を取り付けている。特に，球形電離箱検出

器は重量物のため，昇降装置の設置により，作業性と安全

性を向上させている。

テレメータ装置

モニタリングポストから中央制御室の監視盤へのデータ

伝送は，24 時間連続運転に対して高い信頼性と使用実績

のあるプログラマブルコントローラ（MICREXシリーズ）

をテレメータ装置とした伝送システムで構築している。伝

送路は，発電所の周辺監視区域境界近傍のモニタリングポ

ストについては，雷などの外来ノイズ混入による誤信号の

366（60）

富士時報 Vol.77 No.5 2004

特
集
2

図５　局舎の外観 図６　ディジタル表示器

表１　主要仕様 

項　目 低レンジ測定系 高レンジ測定系 ワイドレジNaI測定系 

検　　出　　器 NaI（Tl）シンチレーション検出器 

±10％以内 

±3％以内 

直径2インチ×高さ2インチなど 

BGレベル～105nGy/h 

±10％以内 

検 出 器 サ イ ズ  

測　定　範　囲 

指　示　誤　差 

エネルギー依存性 50keV～3MeV：±10％以内 

方 向 依 存 性  

温度特性（20℃基準） 

球形電離箱検出器 

±3％以内 

±5％以内 

約14.5L 

BGレベル～108nGy/h 

±10％以内 

50～400keV：±15％以内 
0.4～3MeV　：±10％以内 

NaI（Tl）シンチレーション検出器 
（エネルギーフィルタ付き） 

±10％以内 

±5％以内 

直径2インチ×高さ2インチ 

BGレベル～108nGy/h 

±20％以内 

50～100keV　：±20％以内 
50keV～3MeV：±10％以内 
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防止を目的とした光ファイバケーブルを使用し，周辺市町

村のモニタリングポストについては，伝送路確保を容易と

するため，公衆回線を使用している。

テレメータ装置の伝送プロトコルは，アプリケーション

ソフトウェアによるデータ送受信の確認が不要なブロード

キャスト伝送であり，モニタリングポストの測定データを

1 秒周期リフレッシュすることもでき，高速かつ信頼性の

高い伝送を実現している。

モニタリングポストのテレメータ装置は，伝送路の障害

発生時を考慮して，メモリカードに 30 秒値で最大 14 日分

の測定データを保存する機能を有している。保存データは，

伝送路の障害復旧後に中央側のデータ監視装置などから収

集することも可能である。

各モニタリングポストの測定データを収集する中央制御

室のテレメータ装置（親局）は，機器故障による欠測を回

避することを目的に二重化を図り，信頼性を向上させてい

る。

また，テレメータ装置は，モニタリングポストからの測

定データを線量率に換算する演算機能も有していることか

ら，従来，計算機システムの機能であった警報設定値や測

定データの工学値への換算を可能とし，システムの簡素化

が実現できる。

さらに，テレメータ装置は，PEリンク伝送（富士電機

独自の LAN）によりコントローラの拡張が可能であり，

かつ，シリアル通信，Ethernet
〈注 1〉

などの通信インタフェー

スを備えていることから，地方自治体の原子力環境監視施

設への測定データ伝送についても容易に実現が可能である。

データ監視装置

モニタリングポストの測定データを収集・保存し，デー

タ集計処理を行うことにより，データ表示，システム運転

状況の監視，帳票作成などを行うデータ監視装置を中央側

に配置している。データ監視装置は，UNIX
〈注 2〉

サーバ，FA

パソコンなどがあり，システム規模により選定し 24 時間

連続監視を考慮した設計としている。

データ監視装置に UNIXサーバを使用した場合の主要

機能の一例を以下に記す。

５.１ 画面表示

現在線量率一覧

線量率データ，気象データの現在値一覧を表示する。

線量率マップ表示（図７参照）

線量率データ，気象データの現在値を地形図上のモニタ

リングポスト位置に表示する。

線量率トレンド表示

線量率データ，感雨データをトレンドグラフに表示する。

感雨データを同時表示させることにより，降雨に伴う線量

率の変動を一目で把握することができる。なお，グラフの

縦軸スケールは自動変更が可能である。

警報履歴表示

システムで発生した警報の発生・復帰を表示する。

警報表示パネル

システム構成機器の運転状態を一目で把握できるように

システム構成模式図上に緑（正常），赤（警報発生）を表

示する。

スペクトルデータ表示

スペクトルデータを局別または 10 分ごとに時系列に表

示する。

運用定数設定

警報設定値や測定データの工学値への換算定数を設定す

る。本設定画面は，パスワード管理者，設定変更者，設定

閲覧者の分類でセキュリティ管理している。

５.２ 帳票出力

日報

指定日のモニタリングポストごとの線量率など（1 時間

値）を印字する。

月報

指定月のモニタリングポストごとの線量率（1 時間値）

や管理水準値（前年度 1時間値の平均 3σ）を印字する。

線量率トレンド

指定期間の線量率などのトレンドを印字する。

５.３ 緊急時対策所でのデータ表示機能

原子力発電所の緊急時対策所には，緊急時のプラント状

態を的確に把握するため大型のプラズマディスプレイ表示

装置が設置され各種プラント情報が表示できる緊急時シス

テムが構築されており，環境放射線のデータも緊急時の重

要データと位置づけられている。

本システムでは，この緊急時システムと連携するために

データ監視装置に LAN接続することで容易に環境放射線

データを出力できる機能を有している。

（3）

＋－

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）
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（3）

（2）

（1）
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図７　線量率マップ表示

〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

〈注２〉UNIX ：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標
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あとがき

環境放射線モニタリングシステムは，システム保守時を

除いて，原子力発電所の周辺の環境放射線を欠測なく 24

時間連続監視しなければならないことから，非常に高い信

頼性が求められている。最近では，原子力発電所周辺地方

自治体の原子力環境監視施設に環境放射線モニタリングシ

ステムの測定データを伝送され，また，各発電所のホーム

ページにも公開されている。

こうした状況の中，富士電機では，放射線計測，データ

伝送，計算機システムによる管理などの総合的な技術を駆

使して，より信頼性の高いシステムを構築することにより

顧客ニーズに応えていく所存である。

最後に，本システムの開発設計にあたり，多大なるご指

導をいただいた関西電力（株）大飯発電所をはじめとする電

力会社，研究施設などの関係各位に対し，厚く謝意を表す

る次第である。

参考文献
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解　説 放射線関連用語

PET（Positron Emission Tomography：陽電子

断層撮影）
11C，13N，15O，18F 等生体を構成する元素で，β＋壊

変により陽電子を放出する核種で標識した放射性薬剤

を人体に投与し，それから反対方向に 2 本放出される

511 keV 消滅γ線を人体を取り巻く多数の検出器で測

定して，体内の蓄積放射能分布を 3 次元的に求め，そ

の結果から生体機能や病気の診断を行うものである。

脳，心臓，癌の診断等によく使われている。

ISS（International Space Station：国際宇宙ス

テーション）

アメリカ航空宇宙局（NASA）が中心となり，ロシ

ア，日本，カナダ，ヨーロッパ連合（EU）が協力し

て進めている，地上から約 400 km上空に建設中の巨

（2）

（1） 大な有人の実験研究施設である。1998 年から建設が

始まり，2010 年に完成予定であり，ここには日本の

実験棟「きぼう」も設置され，研究者が長期滞在して

様々な実験が予定されている。

NORM（Naturally Occurring Radioactive Mate-

rials：自然起源放射性物質）

地球誕生以来地殻に存在するウラン，トリウム，40K

等の放射性核種を含む物質，モナザイト，チタン鉱石，

石炭他や，宇宙線により生成される放射性核種 3H，
14C 等を含む物質をいう。これらは産業用や一般消費

材として生活環境中に広く存在している。現在これら

は放射線防護の対象外とされているが，BSS 免除レベ

ルより高い濃度や数量の NORMもあるので，対応が

検討されている。

（3）



＊ 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。




