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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線を検出する検出部と、この検出部から出力される検出信号を入力して計数率を測定
する測定部と、上記測定部による測定結果を表示したり測定結果に基づいて警報を出力す
る指示警報箱と、上記検出部から上記測定部に検出信号を伝送する同軸ケーブルを内包し
た検出器ケーブルとを備え、上記指示警報箱に上記検出部が設置されており、また上記検
出部は、放射線検出用の半導体センサ、この半導体センサが検出した信号を増幅する前置
増幅器、これらを収納する導電性のセンサケース、これらを支持する架台、およびこれら
を覆う導電性の検出器カバーを有する放射線測定装置において、
　上記検出器カバーおよび上記架台を上記指示警報箱から絶縁するとともに、上記検出器
ケーブルには最外殻シールド層を設ける一方、上記検出器カバーを上記架台に、この架台
を上記検出器ケーブルに内包された接地線にそれぞれ電気的に接続し、これにより上記検
出信号に対する第１アウタシールドを形成し、また、上記指示警報箱を上記検出器ケーブ
ルの最外殻シールド層に電気的に接続し、これにより上記検出信号に対する第２アウタシ
ールドを形成し、また、上記センサケースを上記架台と絶縁した状態で上記前置増幅器の
検出信号のリターンであるコモン端子を経由して上記検出器ケーブルに内包される上記同
軸ケーブルのシールドに電気的に接続し、これにより上記検出信号に対するインナシール
ドを形成し、上記第１アウタシールドを構成する上記接地線と、上記第２アウタシールド
を構成する最外殻シールド層と、上記インナシールドを構成する同軸ケーブルのシールド
とを共に上記測定部にて１点接地することで、検出信号をノイズから電磁シールドにより
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保護することを特徴とする放射線測定装置。
【請求項２】
上記センサケースに開口されたチェック線源の照射穴を導電性接着剤で固定された薄い金
属シートでカバーしていることを特徴とする請求項１に記載の放射線測定装置。
【請求項３】
上記指示警報箱と上記検出器ケーブルの最外殻シールド層との間、および上記測定部と上
記検出器ケーブルの最外殻シールド層との間の少なくとも一方側を２点以上で電気的に接
続していることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の放射線測定装置。
【請求項４】
上記検出器カバーは、炭素繊維をプラスチック含浸剤で固めたＣＦＲＰ（Ｃａｒｂｏｎ　
Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）製のものであって、上記炭素繊
維に接地用のリード線を導電性接着剤で接着して外部に引き出されていることを特徴とす
る請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の放射線測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、原子炉施設、使用済燃料再処理施設、放射性同位元素使用施設、粒子線使
用施設等の放射線管理に用いられる半導体センサを有する放射線測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原子炉施設、使用済燃料再処理施設、放射性同位元素使用施設、粒子線使用施設等の各
種施設の放射線管理では、従来から半導体センサを使用した放射線測定装置が使用されて
いる。
【０００３】
　このような半導体センサを使用した放射線測定装置は、半導体センサから出力される電
流パルス信号の１パルス当たりの電荷量は、ノイズと信号の識別境界レベルで１０－１５

クーロンオーダと極めて微小である。そのために、外部から侵入する電磁誘導ノイズ（例
えば、携帯電話や蛍光灯のアーク放電等の電磁波）の影響を受けると、放射線以外の要因
によって誤った測定値を出力することになるため、このような電磁誘導ノイズを有効に除
去する必要がある。
【０００４】
　そこで、従来技術では、放射線を検出する半導体センサおよびこの半導体センサが検出
した検出信号を増幅する前置増幅器とを備えた検出部と、この検出部で得られる検出信号
を入力して計数率を測定する測定部と、検出部から測定部に検出信号を伝送する同軸ケー
ブルを内包した検出器ケーブルと、測定部による測定結果を表示したり結果に基づいて警
報を出力する指示警報箱とを備えた放射線測定装置において、電磁誘導ノイズを有効に除
去するために、次の対策を講じている。
【０００５】
　すなわち、検出部を構成する半導体センサと前置増幅器とを共に導電性のセンサケース
内に収納するとともに、さらにこれらの半導体センサ、前置増幅器、およびセンサケース
を導電性の検出器カバーで覆って電気的に遮蔽している。そして、センサケースを当該セ
ンサケースを支持する架台から電気的に絶縁した状態で検出信号伝送用の同軸ケーブルの
シールド（外部導体）に接続し、さらにこの同軸ケーブルを指示警報箱内を経由して検出
器ケーブルに内包された同軸ケーブルのシールドに接続してノイズレベルの低い測定部で
接地している。また、検出器カバーや架台は指示警報箱の導電性の外ケースに電気的に接
続し、この指示警報箱の外ケースを放射線検出現場にて接地している（例えば、下記の特
許文献１等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００９－１７４９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように特許文献１記載の従来の放射線測定装置は、検出部となる半導体センサと前
置増幅器をセンサケース内に収め、さらにこれを導電性の検出器カバー内に収納してシー
ルドしているものの、指示警報箱の外ケースや検出器カバーを他設備の接地と共用される
ことが多い放射線検出現場にて接地しているため、現場接地線から混入したノイズが、指
示警報箱の外ケースおよびセンサケースとの間の浮遊容量を介して検出器ケーブルに内包
されている検出信号伝送用の同軸ケーブルのシールドや電源ケーブルの０Ｖ線に静電結合
して、最終的に前置増幅器にノイズが侵入することがあった。また、検出信号伝送用の同
軸ケーブルを内包する検出器ケーブルの最外層は何等シールドされていないため、携帯電
話や蛍光灯のアーク放電等の空中伝播ノイズが検出器ケーブルに内包されている同軸ケー
ブルを経由して半導体センサに侵入することがあった。
【０００８】
　このように、従来技術では、現場接地線からのノイズ侵入や信号伝送における空中伝播
ノイズ侵入を防止する対策が未だ不十分でノイズの影響を受け易く、半導体センサから出
力される微小な電流パルス信号の検出精度を高めるのが難しいという課題があった。
【０００９】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、耐ノイズ性を強化した信
頼性の高い放射線測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明は、放射線を検出する検出部と、この検出部から出
力される検出信号を入力して計数率を測定する測定部と、上記測定部による測定結果を表
示したり測定結果に基づいて警報を出力する指示警報箱と、上記検出部から上記測定部に
検出信号を伝送する同軸ケーブルを内包した検出器ケーブルとを備え、上記指示警報箱に
上記検出部が設置されており、また上記検出部は、放射線検出用の半導体センサ、この半
導体センサが検出した信号を増幅する前置増幅器、これらを収納する導電性のセンサケー
ス、これらを支持する架台、およびこれらを覆う導電性の検出器カバーを有する放射線測
定装置において、次の構成を採用している。
【００１１】
　すなわち、本発明では、上記検出器カバーおよび上記架台を上記指示警報箱から絶縁す
るとともに、上記検出器ケーブルには最外殻シールド層を設ける一方、上記検出器カバー
を上記架台に、この架台を上記検出器ケーブルに内包された接地線にそれぞれ電気的に接
続し、これにより上記検出信号に対する第１アウタシールドを形成し、また、上記指示警
報箱を上記検出器ケーブルの最外殻シールド層に電気的に接続し、これにより上記検出信
号に対する第２アウタシールドを形成し、また、上記センサケースを上記架台と絶縁した
状態で上記前置増幅器の検出信号のリターンであるコモン端子を経由して上記検出器ケー
ブルに内包される上記同軸ケーブルのシールドに電気的に接続し、これにより上記検出信
号に対するインナシールドを形成し、上記第１アウタシールドを構成する上記接地線と、
上記第２アウタシールドを構成する最外殻シールド層と、上記インナシールドを構成する
同軸ケーブルのシールドとを共に上記測定部にて１点接地することで、検出信号をノイズ
から電磁シールドにより保護することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、第１、第２のアウタシールドとインナシールドとによる電磁シールド
で検出信号を囲繞して各シールドをノイズレベルの低い測定部において１点接地している
ので、現場接地から指示警報箱を経由して半導体センサにノイズが侵入したり、携帯電話
や蛍光灯のアーク放電等の空中伝播ノイズが検出器ケーブルの最外殻シールド層や検出器
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ケーブルに内包された検出信号伝送用の同軸ケーブルを経由して半導体センサに侵入する
のを確実に遮断することができる。そのため、検出部で得られる検出信号の耐ノイズ性が
向上し、信頼性の高い放射線測定装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１における放射線測定装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態２における放射線測定装置の要部構成図である。
【図３】本発明の実施の形態３における放射線測定装置の要部構成図である。
【図４】本発明の実施の形態４における放射線測定装置において、検出器ケーブルの最外
殻シールド層の接続状態を示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態５における放射線測定装置において、検出器カバーの構成を
示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１における放射線測定装置の構成図である。
【００１５】
　この実施の形態１の放射線測定装置は、放射線を検出する検出部１と、この検出部１か
ら出力される検出信号を入力して計数率を測定する測定部４と、検出部１から測定部４に
検出信号を伝送する後述の同軸ケーブル３１を内包した検出器ケーブル３と、測定部４に
よる測定結果を表示したり結果に基づいて警報を出力する指示警報箱２とを備える。そし
て、検出部１は指示警報箱２の上に設置されている。
【００１６】
　検出部１は、半導体センサ１１、前置増幅器１２、これらを収納するセンサケース１３
、これらを支持する架台１７、さらにソレノイド１４やシャッター１５、およびこれらを
覆う検出器カバー１８を有する。
【００１７】
　ここに、半導体センサ１１は、放射線を検出して電流パルス信号を出力する。前置増幅
器１２はこの電流パルス信号を電圧パルス信号（以下、単に検出信号という）に変換増幅
して信号出力端子１２１から出力し、コモン端子１２２からリターンさせる。半導体セン
サ１１および前置増幅器１２を動作させるための電源は、プラス電圧端子１２３、マイナ
ス電圧端子１２４、０Ｖ端子１２５から供給される。
【００１８】
　センサケース１３は、放射線を透過する例えばアルミニュウム等の薄肉の導電性の材料
からなり、半導体センサ１１と前置増幅器１２を内包して電気的に遮蔽している。また、
架台１７は、例えば鋼鉄製などの導電性金属からなるもので、センサケース１３、ソレノ
イド１４、シャッター１５、および半導体センサ１１の動作チェック用のチェック線源１
６を支持している。
【００１９】
　ソレノイド１４は、半導体センサ１１の動作確認のためのチェック時に測定部４からの
制御信号に応じて常時閉のシャッター１５を開にし、チェック線源１６から放出される放
射線をセンサケース１３に開口された照射穴１３１を通して半導体センサ１１に照射する
。
【００２０】
　検出器カバー１８は、放射線を透過する例えばプラスチック製のケース本体１８１の内
面に導電層１８２を設けて構成されており、上記の半導体センサ１１、前置増幅器１２、
センサケース１３、架台１７、ソレノイド１４、シャッター１５等を覆って電気的に遮蔽
している。
【００２１】
　指示警報箱２は、鋼鉄製などの導電性の外ケース２１に、例えば測定部４で測定された
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放射線量を表示する指示計２２や、放射線量高警報を報知するランプ２３やブサー２４が
取り付けられるとともに、検出器ケーブル３を接続するコネクタ２１１が設けられている
。
【００２２】
　一方、測定部４は、検出部１から検出器ケーブル３を介して入力される検出信号に基づ
いて計数率を測定して放射線量に変換する。そして、放射線量の測定結果や放射線量が所
定のレベルを超えた場合の放射線量高警報信号を検出器ケーブル３を介して指示警報箱２
に出力する。また、測定部４は、検出部１に対して検出器ケーブル３を介して制御信号を
出力することでソレノイド１４を駆動する。
【００２３】
　検出器ケーブル３は、その一端側が指示警報箱２に設けられたコネクタ２１１に、他端
側が測定部４に設けられたコネクタ４１にそれぞれ接続されており、検出部１から測定部
４に検出信号を伝送する同軸ケーブル３１、測定部４から半導体センサ１１および前置増
幅器１２を動作させるためのＤＣ電源を供給するＤＣ電源ケーブル３２、ソレノイド１４
に制御信号を伝送する制御信号ケーブル３３、指示警報箱２に測定された放射線量を示す
放射線量信号を伝送する放射線量信号ケーブル３４、および放射線量高警報信号を伝送す
る警報信号ケーブル３５を備えており、これらの各ケーブル３１～３５が最外殻シールド
層３６に内包されて複合ケーブルとして構成されている。
【００２４】
　次に、上記構成の放射線測定装置における各部の電気的な接続関係について具体的に説
明する。
【００２５】
　前置増幅器１は、その信号出力端子１２１が同軸ケーブル２５の内部導体（以下、芯線
という）２５１に、コモン端子１２２が同軸ケーブル２５の外部導体（以下、シールドと
いう）２５２にそれぞれ接続されている。そして、この同軸ケーブル２５は、指示警報箱
２の内部を通過し、コネクタ２１１を経由して検出器ケーブル３に内包される同軸ケーブ
ル３１の芯線３１１とシールド３１２にそれぞれ接続されている。
【００２６】
　センサケース１３は、架台１７との間に介在された絶縁板１９１によって架台１７と電
気的に絶縁された状態で、図中の符号Ｂで示す箇所で前置増幅器１２のコモン端子１２２
に接続されている。そして、このコモン端子１２２は、上記のように同軸ケーブル２５の
シールド２５１に接続されるとともに、図中の符号Ａで示す箇所でＤＣ電源の０Ｖ端子１
２５に接続されている。
【００２７】
　そして、センサケース１３、指示警報箱２内に設けられた同軸ケーブル２５のシールド
２５２、および検出器ケーブル３内の同軸ケーブル３１のシールド３１２によって、検出
信号に対するインナシールドＸが形成されている。
【００２８】
　一方、検出器カバー１８の導電層１８２と架台１７とは絶縁板１９２によって指示警報
箱２から絶縁された状態で、図中の符号Ｃで示す箇所において検出器カバー１８の内面側
の導電層１８２が架台１７に、また、図中の符号Ｄで示す箇所において架台１７が指示警
報箱２の外ケース２１にそれぞれ電気的に接続され、さらに、この外ケース２１は、図中
の符号Ｅで示す箇所において検出器ケーブル３の最外殻シールド層３６に電気的に接続さ
れており、これによって検出信号に対するアウタシールドＹが形成されている。
【００２９】
　そして、インナシールドＸを構成する同軸ケーブル３１のシールド３１２とアウタシー
ルドＹを構成する最外殻シールド層３６とを共にノイズレベルの低い測定部４において符
号Ｆで示す箇所で１点接地することで、検出信号を２重の電磁シールドによりノイズから
保護している。
【００３０】
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　以上のように、この実施の形態１では、アウタシールドＹとインナシールドＸとによる
２重の電磁シールドで検出信号を囲繞してノイズレベルの低い測定部４において１点接地
しているので、従来問題となっていた現場接地から指示警報箱２や検出器カバー１８を経
由して半導体センサ１１にノイズが侵入したり、検出器ケーブル３の検出信号伝送用の同
軸ケーブル３１に携帯電話や蛍光灯のアーク放電等の空中伝播ノイズが侵入するのを確実
に遮断することができる。その結果、前置増幅器１２から出力される検出信号の耐ノイズ
性は従来の１０倍以上に強化することができ、信頼性の高い放射線測定装置を提供できる
。
【００３１】
　なお、制御信号ケーブル２９，３３、および警報信号ケーブル２８，３５が商用周波数
のＡＣ電源に接続されている場合には、図示してないが、それぞれツイスト線をシールド
に内包したシールド線を使用して測定部４でシールドを１点接地するのが望ましいのは言
うまでもない。また、ＤＣ電源ケーブル２６，３２についても同様に、図示してないが必
要に応じてツイスト線をシールドに内包したシールド線を使用して測定部４でシールドを
１点接地してもよい。
【００３２】
実施の形態２．
　図２は本発明の実施の形態２における放射線測定装置の要部構成図であり、図１に示し
た実施の形態１と対応もしくは相当する構成部分には同一の符号を付す。
【００３３】
　上記の実施の形態１では、検出器カバー１８の導電層１８２を架台１７に、この架台１
７を指示警報箱２の外ケース２１にそれぞれ電気的に接続し、さらにこの外ケース２１を
検出器ケーブル３の最外殻シールド層３６に接続して検出信号に対するアウタシールドＹ
を構成している。
【００３４】
　これに対して、この実施の形態２では、図２に示すように、検出器カバー１８の導電層
１８２と架台１７とを絶縁板１９２によって指示警報箱２の外ケース２１から絶縁した状
態で、図中の符号Ｃで示す箇所で検出器カバー１８の導電層１８２を架台１７に、またこ
の架台１７を検出器ケーブル３に内包された接地線３９にそれぞれ電気的に接続し、これ
により検出信号に対する第１アウタシールドＹ１を形成している。また、指示警報箱２の
外ケース２１を検出器ケーブル３の最外殻シールド層３６に電気的に接続し、これにより
検出信号に対する第２アウタシールドＹ２を形成している。
【００３５】
　そして、第１アウタシールドＹ１を構成する接地線３９と第２アウタシールドＹ２を構
成する最外殻シールド層３６とを共に検出器ケーブル３を介してノイズレベルの低い測定
部４において１点接地することで、検出信号を電磁シールドによりノイズから保護してい
る。
【００３６】
　以上のように、この実施の形態２では、アウタシールドＹとして、第１アウタシールド
Ｙ１と第２アウタシールドＹ２とに区分して形成し、各シールドＹ１，Ｙ２をそれぞれノ
イズレベルの低い測定部４で接地しているので、検出器ケーブル３の最外殻シールド層３
６に誘導されたノイズが、指示警報箱２の外ケース２１から浮遊容量を介してセンサケー
ス１３に、さらにセンサケース１３から半導体センサ１１に結合して侵入するのを確実に
防止することができ、実施の形態１の場合よりもさらに耐ノイズ性が向上する。
　その他の構成および作用効果は、実施の形態１の場合と同様であるからここでは詳しい
説明は省略する。
【００３７】
実施の形態３．
　図３は本発明の実施の形態３における放射線測定装置の要部構成図であり、図１に示し
た実施の形態１と対応もしくは相当する構成部分には同一の符号を付す。
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【００３８】
　この実施の形態３では、センサケース１３に開口されたチェック線源１６の照射穴１３
１の外周部または内周部に、例えばアルミニュウム等でできた薄肉の金属シート１３２を
導電性接着剤で固定して当該照射穴１３１を塞いでいる。
【００３９】
　以上のように、この実施の形態３では、架台１７から半導体センサ１１に結合して侵入
するノイズを金属シート１３２で抑制することができるので、実施の形態１の場合よりも
さらに耐ノイズ性が向上する。
　その他の構成および作用効果は、実施の形態１の場合と同様であるからここでは詳しい
説明は省略する。
【００４０】
実施の形態４．
　図４は本発明の実施の形態４における放射線測定装置において、検出器ケーブルの最外
殻シールド層の接続状態を示す説明図である。
【００４１】
　この実施の形態４では、指示警報箱２のコネクタ２１１において、外ケース２１と検出
器ケーブル３の最外殻シールド層３６との間を図中の符号Ｇで示す箇所において２点で接
続している。また、図示していないが、測定部４側のコネクタ４１についても、検出器ケ
ーブル３の最外殻シールド層３６を同様に２点で接続している。
【００４２】
　このようにすれば、指示警報箱２のコネクタ２１１や測定部４のコネクタ４１の接続箇
所の接触不良でアウタシールドＹの電磁シールド効果が不安定になるのを一層確実に防止
できるので、信頼性の高い放射線測定装置を提供できる。
　その他の構成および作用効果は、実施の形態１の場合と同様であるからここでは詳しい
説明は省略する。
【００４３】
実施の形態５．
　図５は本発明の実施の形態５における放射線測定装置において、検出器カバーの構成を
示す断面図である。
【００４４】
　上記の実施の形態１では、検出器カバー１８は、プラスチック製のケース本体１８１の
内面に導電層１８２を設け、図１の符号Ｃで示す箇所で導電層１８２を架台１７に電気的
に接続している。
【００４５】
　これに対して、この実施の形態５では、図５に示すように、検出器カバー１８として、
炭素繊維１８３１をプラスチック含浸剤１８３２で固めたＣＦＲＰ（Ｃａｒｂｏｎ　Ｆｉ
ｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）製のものを使用し、この検出部カバ
ー１８の炭素繊維１８３１に接地用のリード線１８４を導電性接着剤１８５で接着して外
部に引き出し、このリード線１８４を架台１７に電気的に接続している。
【００４６】
　これにより、この実施の形態５では、ＣＦＲＰ製の検出器カバー１８が空間を伝播する
高周波ノイズに対して良好な遮蔽特性を有することから、高周波電磁ノイズに対して耐ノ
イズ性の良好な放射線測定装置を提供することができる。
【００４７】
　なお、上記の各実施の形態１～５では、放射線測定装置が指示警報箱２を備えた場合を
示したが、指示警報箱２が省かれた構成のものもある。その場合には、検出器カバー１８
を密閉状態にするとともに、その導電層１８２または炭素繊維１８３１からのリード線１
８４を直接に検出器ケーブル３の最外殻シールド層３６に電気的に接続し、また、検出器
ケーブル３内の放射線量信号ケーブル３４や警報信号ケーブル３６が省略される。その他
の構成は実施の形態１～５の場合と同様である。
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【００４８】
　また、本発明は、上記の実施の形態１～５の個々について適用する場合に限定されるも
のではなく、実施の形態１～５の構成態様を適宜組み合わせることも可能である。さらに
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、各種の変形を加えることも可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　検出部、１１　半導体センサ、１２　前置増幅器、１２１　信号出力端子、
１２２　コモン端子、１２５　０Ｖ端子、１３　センサケース、１３１　照射穴、
１３２　金属シート、１６　チェック線源、１７　架台、１８　検出器カバー、
１８３１　炭素繊維、１８３２　プラスチック含浸剤、１８４　リード線、
１８５　導電性接着剤、１９１，１９２　絶縁板、２　指示警報箱、２１　外ケース、
２１１　コネクタ、３　検出器ケーブル、３１　同軸ケーブル、
３１１　芯線（内部導体）、３１２　シールド（外部導体）、３６　最外殻シールド層、
Ｘ　インナシールド、Ｙ　アウタシールド、Ｙ１　第１アウタシールド、
Ｙ２　第２アウタシールド、３９　接地線、４　測定部、４１　コネクタ。

【図１】 【図２】
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【図５】
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