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まえがき

大学・病院・研究所などのラジオアイソトープ（RI）

利用施設ならびに加速器使用施設では，放射線の安全管理

が義務づけられている。これらの施設において放射線管理

をより確実に行うために，各種放射線測定装置（以下，モ

ニタという）と施設放射線管理設備（以下，設備という）

を設置している。モニタおよび設備とこれらを統合管理す

るオペレーションコンソール（以下，オペコンという）か

らなる放射線管理システムについて紹介する。

機器の構成

放射線管理システムは RI 使用施設内の空間，空気，排

水中の各種放射線を検出する放射線測定装置と施設から環

境に出ていく空気，水などを管理する施設放射線管理設備，

放射線管理区域への入域・退域を管理する出入管理装置

（入退域者の管理，汚染の管理）およびこれらのデータを

集約して統合管理するオペコン（リアルタイム監視，各種

操作，データ処理）で構成されている
，

。

放射線管理システムの代表的な構成を図１に示す。

放射線測定装置

放射線測定装置（以下，モニタという）は，検出部と受

信部で構成する。

検出部には，放射線測定をするための機能をすべて持た

せたインテリジェント型の機器を使用している。検出部と

受信部のデータ伝送は双方向通信が可能な光ケーブルを使

用したシリアル伝送方式を採用し，長距離伝送を可能にす

るとともに耐ノイズ性を向上させている。

受信部はオペコン内に取り付けられ，パソコンと接続し
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図１　放射線管理システムの代表的な構成
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て検出部のデータを収集し，パソコンで測定データの処理

をしている。検出部の測定に関する各種設定は，光ケーブ

ルを通じてパソコンからの遠隔操作による設定が可能で，

オペコンによる集中管理を可能としている。保守作業など

の現場作業では，検出器側における設定も可能としメンテ

ナンス性の向上を図っている。モニタは，常設して使用す

るモニタと，作業場所に移動して使用するモニタがあり，

移動式モニタには，サーベイメータ，ルームモニタがある。

これらのモニタは随時移動させて作業中の汚染を管理する

ために使用される。一例として水モニタの特性（表１）と

設備の例（図２）を示す。

施設放射線管理設備

RIを使用する施設では，放射性ガスおよび粒子（ダス

ト）が発生する可能性があるので専用の排気処理設備を設

け，施設内の空気を清浄するとともに，施設外に汚染した

空気が漏出することを防止する必要がある。排気処理設備

は，RIフィルタユニット，排気ファン，排気フードなど

により構成されており，最終排気口にモニタ検出部を設置

しオペコンと接続してリアルタイムで放射能濃度を監視し

ている。一方，施設内で発生する放射性排水は排水処理設

備にて放射能濃度を測定し法規制値以下であることを確認

後，一般排水として施設外へ放流する。

排水設備は流入槽，貯留槽，希釈槽，ポンプ，バルブ，

水位計などにより構成される。放射性排水は，流入槽に集

められ貯留槽に移し放射能を減衰させる。この貯留槽は複

数設けられおり，水位が設定値に到達すると自動的に他の

貯留槽に切替えを行う。放射性排水は貯留槽で RIの減衰

を待って放流する。放流前に当該貯留槽の水をサンプリン

グし，モニタにより測定をして放射能濃度が法規制値以下

であることを確認し，一般排水に放流する。放射能濃度が

法規制値以上の場合は，自動的に希釈槽に移し，必要量の

一般水（上水）を加えて希釈し放流する。

これらの一連の操作は，プログラマブルコントローラ

（PLC）を用いた排水制御装置で自動的に処理される。

なお，制御装置は PLCとオペコンを専用伝送ケーブル

で結び，オペコンに設置されたパソコン画面から遠隔操作

ができる構成にしている。モニタと排水処理をオペコンで

一元管理することでオペレーターの作業を簡略化している。

図２に排水処理設備の施工例，図３にオペコンの排水制

御・監視画面を示す。

出入管理機器

出入管理は，放射線業務従事者の管理区域への入退域を

管理するものである。カードリーダと自動開閉扉で構成さ

れる。退域時は，ハンドフットクロスモニタで測定し，

RIによる汚染を管理区域外に広げないようにしている。

出入管理は，オペコンで行っている個人管理と連携し，入

退域時に個人ごとの要件をチェックして入域あるいは退域

の要件が整っている場合のみ，出入口の自動扉を開く。入

退域時のチェック項目を表２に示す。

オペコン

オペコンは，モニタ，施設放射線管理設備，出入管理機

器などの管理を一括して行うもので，PLC，パソコンなど
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図２　排水設備（貯留槽）

図３　排水制御・監視画面

表１　水モニタ感度データ 

（a）β線水モニタ検出感度 

感度係数 
（min－1/Bq/cm3） 

核種 

14C 

32P 

89Sr 

40K

1.2×101 

6.8×102 

5.8×102 

4.3×102

最高検出感度 
（Bq/cm3） 

1.5×100 

1.8×10－2 

1.0×10－1 

4.2×10－2

排水濃度限度 
（Bq/cm3） 

2×100 

3×10－2 

3×10－1 

1×10－1

感度係数 
（min－1/Bq/cm3） 

核種 

67Ga 

99mTc 

125I 

131I

3.0×103 

7.6×103 

1.1×103 

1.9×104

最高検出感度 
（Bq/cm3） 

5.0×10－3 

1.9×10－3 

3.7×10－3 

3.5×10－3

排水濃度限度 
（Bq/cm3） 

4×100 

4×101 

6×10－2 

4×10－2

（b）γ線水モニタ検出感度 
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を収納した中央管理装置である。

PLCは，排気・排水処理設備の遠隔制御，各種サンプ

リングポンプの制御を行う。パソコンはモニタ検出部から

伝送されてくるデータを収集し，放射線レベルのリアルタ

イム表示とトレンド表示を行う。また，測定値を設定した

警報レベルと比較し，設定値を超えた場合にブザーと画面

表示で警報を発信する。収集データは日，月，3か月，年

などの管理単位で編集し，データの画面表示，管理用帳票

作成を行う。管理室に設置したオペコンで状態の監視，報

告データ作成など，ほとんどの管理業務を行うことができ

る。

最近の動向

近年，核医学の分野で，ポジトロン断層撮影（PET）

など，RIを用いた画像診断技術が注目されている。ここ

で使用される RIは，短寿命の核種が多く，RIの製造と利

用施設が近い場所であることが必須である。このため RI

の製造を目的とした加速器施設が全国に多数建設されてい

る。また，PET用以外にも研究用のシンクロトロンなど

の加速器，大線源を用いた照射装置（食品，生物照射）な

どの施設では一般の RI 利用とは異なり，高線量率のγ線

あるいは中性子の線量管理や個人被ばく線量の管理，イン

タロック装置などを必要とする。

富士電機では，これら施設に対応した放射線管理システ

ムを供給している。エリアモニタにはエネルギー特性なら

びに測定範囲の広い電離箱型エリアモニタ，中性子エリア

モニタがある。個人被ばく線量管理には警報機能付電子式

線量計と出入管理機能を組み合わせた管理機器があり，こ

れに加速器制御装置とモニタを関連させたインタロック装

置がある。インタロック装置は安全で確実な管理による被

ばく事故防止を可能にしている。エリアモニタの仕様を表

３に，モニタの外観ならびに照射室出入口に設置した大型

の線量率表示装置の例を図４に示す。この表示器は，作業

者が照射室などに入室する前に室内の線量率を確認してか

ら入室することを目的に設置してより安全性を向上させて

いる。

あとがき

RI 利用施設における放射線管理システムについて紹介

した。放射線管理システムは，業務従事者の被ばく低減な

らびに施設からの環境への排出管理を目的とした統合した

システムである。従来から放射線の管理には多くの時間が

費やされている。これらの管理業務に費やされる時間を少

なくし，かつより安全に放射線管理を実施できるシステム

の構築により管理者の負担低減につなげられる製品を供給

していく所存である。

最後に，放射線監視システムの設計にあたり多くのご指

導・ご協力をいただいている，大学，病院，研究所などの

関係各位に深く感謝する次第である。
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表２　入退域処理チェック項目 

（a）入域処理　管理区域入口チェック項目 

チェック内容 
項目 
No.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

従事者，一時立入者として登録され，管理番号が登録済みであるこ 
と。 

教育受講要の人については，受講日から1年以内であること。 

健康診断有効期間の設定期間内であること。 

被ばく線量を超過していないこと。 

立入開始日から立入終了日の期間内であること。 

夜間立入資格があること。 

休日立入資格があること。 

1日および1か月在域時間を超えていないこと。 

立入可能場所であること。 

チェック項目 
項目 
No.

1 

2

従事者，一時立入者登録の管理番号が登録済みであること。 

汚染測定結果が汚染なしであること。 

（b）退域処理　管理区域出口でのチェック項目 

表３　エリアモニタの仕様 

γ線 

10－3～103mSv/h 

80keV～1.3MeV 

L，H

中性子 

10－2～104　Sv/h 

0.025eV～15MeV 

L，H

測　定　範　囲 

エネルギー特性 

警　報　出　力 

項　目 
線　種 

図４　エリアモニタ・表示器の外観
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