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土岐地区における環境放射線の測定 

土岐市プラズマ研究委員会委員長 

土岐市濃南中学校・校長  竹中 正仁 

１ 目的 

 大型ヘリカル装置LHDが立地する土岐市周辺の自然条件下における環境放射線の地域的分布・時間的な変動の

特質を明らかにするため、広域的、継続的な観測を目指している。地域の放射線的な特性を明らかにしておくこ

とは、地質構造や水理・気象などと関連した地球科学的な視点に立った自然動態の研究の一環をなすだけでなく、

研究所の活動が地域周辺環境にどのような放射線的影響を及ぼすかを正確に評価する上で不可欠な要素となる。 

 本研究は地元の小中高校の教員グループで組織されている土岐市プラズマ研究委員会と核融合科学研究所との

共同研究という形で平成３年度から継続実施しており、研究所と地元との科学的な面からの接点として大きな意

義と特色を有する。土岐市プラズマ研究委員会は 委員長に竹中正仁 濃南中学校・校長先生、委員として土岐

市６名、多治見市２名、恵那市１名、土岐市教育委員会１名、土岐市教育研究会１名で構成されている。このメ

ンバーと核融合科学研究所からの１０名が参加して共同研究を行っている。 

２ 活動 

土岐市域内及び多治見市内に9ヶ所の測定点を定め、電子線量計を設置して環境放射線の集積線量を３ヶ月値

の形で継続的に測定している。３ヶ月毎（６、９、１２、３月）に会議を開き、測定結果を基に、場所による放

射線強度の差や季節変動の要因、精度などの面から分析・評価し議論した。最近10年間の放射線測定値は0.4～

1.4mSv／年の巾に分布しており、地域差を含めた環境放射線の貴重なデータベースになっている。今後も、自然

環境の放射線データの蓄積を継続するとともに、地域のγ線量率との関連性を調べていく予定である。環境放射

線の計測には、平成２３年度以前はＴＬＤ線量計を用いていたが、数年間の移行期間を経て平成２３年度以降は

電子線量計により行っている。 

 8月5日に夏季の特別研修会として、福井県年縞博物館および公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターを

見学した。福井県年縞博物館は昨年９月にオープンされた新しい博物館で、三方五湖の一つである水月湖から採

集された年縞が展示されている。水月湖底には、年縞堆積物が1枚ずつ積み重なった状態で約7万年分連続して

保存されている。現在この年縞は年代測定校正の「ものさし」として、考古学や地質学に多大な貢献をもたらし

ている。若狭湾エネルギー研究センターは、福井県、大学、電力事業者、研究機関等が中心となって１９９８年

に開設された研究センターである。当センターが保有する加速器(多目的シンクロトロン・タンデム加速器)を用

いて、陽子線治療などの医療研究、果樹や花などの品種改良研究、シリコンなどの機能材料の宇宙における耐用

性などを調べるための物質研究などが進められている。12月14日には、名古屋工業大学の王健青教授による

「電波を利用した人体通信技術の医療・福祉への応用及び電波の人体影響」の講演を聴き、電波を利用した人体

通信技術に関する知見を得た。 

 その他、プラズマ研究委員の学校現場における教育の実践の情報交換、エネルギーや放射線に関する理解を深

めるための委員相互による輪講を行っている。３月には、核融合研においてＳＳＨ等で行っている実習をメンバ

ーの先生方に体験していただき、現場教育での参考としていただいている。 

３ 成果 

 地元の小中高の理科教育に携わる教員が核融合研の研究に対する理解や、放射線についての知識を深める上で

の一助となり、さらには地元の学校教育の幅を広げる一助となった。 

これらの活動を報告書としてまとめ、核融合研のホームページに公開した。 

４ 共同研究に対する意見 

 環境放射線測定は継続性と改善の積み重ねが重要である。また、地元の小中高の理科教育に携わる教員が放射

線についての理解を深める上で重要であり、ひいては地元の理解につながるので、今後も継続していけるように

お願いしたい。 
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研究業績リスト 

 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 I 1998年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 II 1999年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 III 2000年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 IV 2001年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 V 2002年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 VI 2003年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 VII 2004年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 VIII 2005年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 IX 2006年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 X 2007年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XI 2008年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XII 2009年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XIII 2010年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XIV 2011年3月 

 

※以上は冊子、以下は電子書籍にて発刊 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XV 2012年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XVI 2013年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XVII 2014年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XVIII 2015年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XIX 2016年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XX 2017年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XXI 2018年3月 

・資料集 共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XXII 2019年3月 
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    令和元年度 研 究 活 動 計 画         ２０１9０6０8 

 

                                  土岐市プラズマ研究委員会 
 

回 日 時 会 場 主  な  内  容 当番 記録 

１ 第 2土曜日 

6月 8日（土） 

9：15～ 

土岐市 

セラトピア 

（３階) 

第 1･2会議室 

◆第１回研究委員会 

・委員等確認 

・前回、前年度の報告 

・研究活動計画について 

・平成 30 年度の研究成果と 31 年度の予定

（NIFS担当：西村） 

・定点測定の確認 

・定例測定、実践活動紹介、情報交流 

 

田口 

（森林） 

 

 

小林 

２ 8月 5日（月） 

集合場所： 

未定 

9：00～17：00 

（予定） 

 

 
＜夏季特別研修＞ 磯部 

（研修先案）(予定) 

・若狭湾エネルギー研究センター 

   ・福井県年縞博物 

 増崎 

小林 

３ 第 3土曜日 

9月 21日（土） 

 9：15～ 

 

土岐市 

セラトピア 

（３階) 

 第 1･2 会議室 

 

◆第２回研究委員会 

・勉強会 輪講 

・定例測定、実践活動紹介、情報交流 

森林 

（松下） 

 

増崎 

林 

４ 第２土曜日 

12月14日（土） 

9：15～ 

土岐市 

セラトピア 

（３階) 

 第 1･2 会議室 

 

◆第３回研究委員会 

・勉強会 輪講 

・講演 ：名工大王先生（NIFS担当：田中） 

・定例測定、実践活動紹介、情報交流 

 

松下 

（堀部） 

 

 

磯部 

 

５ 第２土曜日 

3月 14日（土） 

9：45～ 

 

核融合研 
◆第４回研究委員会 

・定例測定、実践活動紹介、情報交流 

・NIFS企画（SSH：佐瀬・技術部） 

 

堀部 

（丸山） 

 

 

増崎 
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令和元年度 第１回土岐市プラズマ研究委員会 議事録 

 

 

日時：２０１９年６月８日（土） ９：１５〜１１：３０ 

場所：セラトピア土岐 第１・２会議室 

出席者： 

土岐市プラズマ研究委員会：竹中（委員長）、水野、堀部、今井、河合 

核融合科学研究所：西村（世話人）、増崎、磯部、田中、佐瀬、小林、林、矢治、宇田 

 

進行：水野委員、書記：小林助教 

 

〇挨拶 

竹中委員長 

濃南中学校の校長を務めております。核融合科学研究所が土岐市に移転して２２年であり、共

に継続している本会は長い歴史を有しています。私自身は、プラズマ研究に関する背景を持たな

いため、ホームページなどで少しずつ勉強しているところです。このような地域に密着した会合

は他にはなく、貴重な機会であると考えています。１年間通して勉強し、現場に還元したいと考

えています。本日は、宜しくお願い致します。 

 

西村教授・世話人 

核融合科学研究所は創立３０周年を迎えました。この会も、土岐市へ移転してこれで２２年目

になります。最近の参議院常任委員会調査室作成資料（立法と調査４１３号 特集：核融合研究）

でも、核融合エネルギーは将来の重要なエネルギー源として認識されています。一方、その中で

指摘されているように核融合エネルギーの認知度については今後一層の改善が必要です。核融合

研究への親しみをこれまで以上に得られるように、先生方からも発信して頂けるとありがたく存

じます。ＬＨＤは、将来の核融合炉を見通せるレベルに到達しつつあります。今後とも宜しくお

願い致します。 

 

〇自己紹介 

 各自自己紹介を行った。 

 

１．研究所からの報告 

1-1. 平成３０年度活動報告書の紹介 

西村教授・世話人から、共同研究報告書 土岐地区の環境放射線測定 XXII（２０１９年３

月）について紹介がなされ確認された。 

1-2. 平成３０年度大型ヘリカル装置(ＬＨＤ)実験計画の紹介 

西村教授・世話人から、核融合エネルギーの概要、ＬＨＤ実験の進展、放射線管理状況、

２０１９年度の実験計画について紹介がなされた。 

1-3. 平成３０年度核融合科学研究所敷地境界線量実績の紹介 
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小林助教から、２０１８年度(平成３０年度)の敷地境界線量について紹介がなされた。Ｌ

ＨＤ重水素実験による環境への影響は認められなかった。 

 

２．本年度の計画について 

2-1.  年間計画 

 河合委員から、令和元年度の研究活動計画では、６／８、９／２１、１２／１４、３／

１４に委員会を開催する等の説明がなされ確認された。会の進行と準備、輪講の順番につ

いては資料のとおりである。 

2-2.  夏季特別研修について 

 磯部教授から、令和元年度夏季特別研修における研修・視察先を若狭湾エネルギー研究

センター及び福井県年縞博物館とし、８月５日（月）に実施する旨提案がなされ了承され

た。若狭湾エネルギー研究センターの加速器の運転のスケジュールの関係上、月曜日に開

催することとした。 

2-3. その他 

なし 

 

３．勉強会 

これまでの活動報告 

 矢治特任専門員から、自身の略歴やサイエンスコミュニケーション活動などについて紹介

がなされた。 

 

４．定期モニタリングの結果報告 

 佐瀬准教授より電子線量計による環境放射線測定結果について紹介があった。河合ポスト

で最大値を示した。その他のポストについてはこれまでの変動範囲内であった。 

 

５．その他 

 河合委員から以下の報告がなされた。令和元年８月３１日（土）に３０周年記念事業を実

施する予定である。土岐市長と核融合科学研究所長との意見交換の結果、毎年、土岐市教育

研究所と研究所間のコラボレーション事業を進めることになった。特に科学好きな学生の教

育に協力して頂きたい。来年度から、小学校において英語の必修化やプログラミング教育が

始まる。学校教育の場でも研究所職員の皆様のご協力をお願いしたい。 

 

６．おわりの挨拶 

竹中委員長：研究内容の理解が進みました。本日はありがとうございました。 

西村教授・世話人：これまで通り、今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

以上 
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令和元年度 第２回土岐市プラズマ研究委員会 議事録 

 

日時：２０１９年９月２１日（土） ９：１５〜１１：１５ 

場所：セラトピア土岐 第１・２会議室 

出席者：土岐市プラズマ研究委員会：竹中（委員長）、丸山、今井、河合 

 核融合科学研究所：西村（世話人）、関、磯部、田中、佐瀬、小林、矢治、宇田、林 

進行：河合、書記：林 

 

〇挨拶 

（竹中委員長） 

濃南中学校は平日に運動会開催となりましたので、今回出席させていただくことができました

が、本日は小学校の運動会のところが多く、残念ながら欠席の先生が多い状況です。先日の夏季

特別研修では、福井県年縞博物館に連れて行っていただきましたが、この博物館のことは全く知

りませんでした。7 万年もの年代が正確に分かることに大変感動しました。大変素晴らしい研修

をありがとうございました。 

（西村教授・世話人） 

近年、台風等による自然災害の規模が大きくなっているような気がします。これも地球環境の

変化が一因かと思います。先日、核融合科学研究所でオープンキャンパスを実施しました。そこ

で私は質問コーナーを担当し、一般の方への説明を行いました。1 対 1 でじっくりと説明をする

と皆さん核融合のことを理解して下さりました。今後、こういった機会がより一層増えて、核融

合への理解を広めることができればと思います。 

 

〇議事録確認（小林） 

 令和元年度第１回土岐市プラズマ研究委員会議事録案の確認がなされ了承された。次いで、令

和元年度土岐市プラズマ研究委員会夏季特別研修報告書の紹介があり確認が行われた。 

 

１．令和元年度 核融合科学研究所計画（西村） 

 2019 年 10 月 3 日からプラズマ実験を開始し、来年の 2 月 6 日まで行う計画である。そのうち

重水素ガスを用いた実験は、10 月 3 日から来年の 1 月 10 日であり、その後の期間は、軽水素を

用いたプラズマ実験が行われる予定である旨説明がなされた。重水素実験開始に伴いイオン温度

がヘリカル型装置では世界で初めて 1 億 2 千万度を超えたが、今後はイオン温度と電子温度が共

に 1億度を超えるプラズマの生成を目指すとの報告があった。 

 

２．勉強会 

（１） 輪講 

担当者欠席のため、次回行うことになった。 

（２） 実践・情報交流（丸山） 

・「単位とその歴史」を導入した工学教育に関する－考察－ 

理科や工学では「単位」が重要な役割を担っているが、生徒達が軽視しがちである。普通

科の生徒よりも工業高校の生徒の方が単位への関心が比較的高いこと、また、調査の結果に

よると、放射線に関する単位の理解度が低いことなどが報告された。 

・各種機器分析の化学史と化学分析手法を工学教育に活用する－考察－ 

 校種の違う 3校の調査により、化学史（人物・機器）を導入することで、好奇心や興味を
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高めることができたことが報告された。 

・工業高等学校教育の状況報告と今後の教育活動 

 昭和の終わり頃（昭和 40 年代）が工業高校の生徒数のピークで、その後減少し、現在で

は、ピーク時の半数程度になっていることなどが報告された。高等専門学校では、どういっ

た傾向かとの質問があり、若干生徒数が減っている学校もあるが、大きな変化がないことが

述べられた。高校での理科実験に状況について質問があり、現在は実験を行う機会が少なく

なっている現状が述べられた。 

 

３．核融合科学研究所創立３０周年記念イベント（矢治） 

8月 31日に核融合科学研究所創立３０周年（土岐市移転２２周年）記念事業として、土岐

市との共催による科学イベント「科学体験パワーアップ講座」を開催した。ドローンを飛ば

す「初めてのプログラミング、ドローンを飛ばそう」及び「超伝導リニアモーターカーでレ

ース＆テニス」の２つの企画が行われた。小学生 24 名とその保護者 29 名の参加があったと

の報告がなされた。 

同イベントに参加した河合委員より、女子の参加者が 1 名だったので、今後、女子に理科

に興味を持ってもらうように考えていかないといけない等のコメントがあった。 

また、工業高校でも建築などは女子が増えているが、機械・電気では非常に少ないことな

どについて情報交換がなされた。 

 河合委員より、来年度は土岐市役所でコラボ授業を行う計画があることが報告された。 

 

４．定例モニタリングの結果報告（佐瀬） 

電子線量計を用いて測定した 2019年 6月 8日までの放射線量の報告がなされた。今回、多

治見西高校のデータ取得ができなかったため次回報告にてデータを反映させる予定であると

の説明がなされた。河合地区の線量が他に比べ高めであることについて質問があり、周辺の

岩石の成分によるものと思われるとの説明がなされた。 

次いで、健康に影響があるレベルでないこと、イランやブラジル等世界には環境放射線量

がかなり高い場所があるが、健康影響が見られないことなどの補足説明がなされた。また、

線量計の設置場所を示す資料を用意してほしいとの要望があり、次回以降対応することとな

った。 

 

５．その他 

・次回について（河合） 

 次回は、12月 14日(土)にセラトピア土岐の第 1・2会議室で行う。来年度は、セラトピア

土岐が使えなくなるので、土岐市文化プラザで開催する予定。 

 

６．おわりの挨拶(竹中委員長) 

 丸山先生より工業高校の生徒数が減っているとの話があったが、中学校では進路がしっか

り決まっていないとどうしても普通科へ進学させることになってしまいます。今後、中学校

での進路指導をどうするか考えていかないといけないと思いました。本日は、ご苦労様でし

た。 

 

以上 
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令和元年度 第 3回土岐市プラズマ研究委員会 議事録 

 

日時：２０１９年１２月１４日（土） ９：１５〜１１：００ 

場所：セラトピア土岐 第１・２会議室 

出席者： 

土岐市プラズマ研究委員会：水野、堀部、松下、河合 

核融合科学研究所：西村（世話人）、磯部、関、田中、佐瀬、小林、林、宇田 

 

進行：水野委員、書記：小林助教 

 

〇挨拶 

・西村教授・世話人 

先日ＣＯＰ２５が開催され、環境問題への関心がますます高まっている。日本の石炭火力は

高効率であるものの、ＣＯ２放出は避けられないため批判は少なくない。世界のエネルギー情

勢はＣＯ２放出を避ける方向に向かっている。今こそ核融合開発を推し進めてほしいと考える。

核融合開発が社会の注目を浴びれるように努力していきたい。 

 

〇議事録確認 

 令和元年度第２回土岐市プラズマ研究委員会の議事録を確認した。 

 

１．勉強会 

・松下委員：「地球環境問題がよくわかる本」のパート６及び７ 

世界人口の４分の１が地下水を飲用している。平成２３年度までで、日本の土壌汚染が爆発

的に増えている。自然界において分解されないジクロロメタン等の塩素化合物が汚染に関わっ

ている。 

森林面積は減少している国（ブラジル等）や増加している国（中国等）など、国別で動向は異

なる。ただし、地球全体で見ると、１年間で５２０万ヘクタールの森林が減少した。森林では多

種多様な生物が暮らしており、森林の減少により１３分間に１つの種が絶滅していると言われ

ている。森林伐採に伴う砂漠化の原因は人為的な要因が８７％であり、特に途上国で深刻であ

る。生物保護という観点では、ラムサール条約やワシントン条約などの取り組みがある。 

加えて、地球環境問題を子供たちが考える上で、実践的な授業内容が提案された。 

Ｑ．地下水の深さはどうやって調べるのか。 

Ａ．わからない。昔から飲用している地域では１０ｍ程度の深さだと思われる。 

Ｃ．森林の減少については、製紙だけでなく焼畑などの農業も大きく関わっていると言われる。

また、紙のリサイクルは経済的に成り立たないので、やはり森林伐採という選択になってし

まう。 

Ｑ．プラスチックの例と似ているが、プラスチックは環境に悪いといつも言われるが、処理の仕

方を工夫すれば有害物質は抑えられる。科学リテラシーを醸成する必要がある。 

Ｑ．電池の処理は結局どうするのか？ 

Ａ．電池そのものの処理の仕方ではなく、処理に関して環境へどのような影響があるのか考えて

もらうための設問であった。設問の設定が悪かった。まず学生は電池の構造を勉強してもら
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う。種類によって処理の仕方が異なるはずであるため、構造・化学物質と関連して処理法を

勉強してもらう方法を検討している。 

Ｃ．現実には、すべて加熱して溶かし、処理（廃棄）する。 

Ｑ．平成２３年頃から土壌環境基準超過事例が一気に増えている原因は？ 

Ａ．項目の追加や基準が変更された可能性がある。 

Ｃ．土壌汚染の原因のひとつに除草剤などがある。昔は大量に使用していたので、それが残留し

ている可能性もある。 

 

２．講演 

・名古屋工業大学 王 健青先生 

講演題目：「電波を利用した人体通信技術の医療・福祉への応用及び電波の人体影響」 

 

Ｑ．心電図などのシグナルと自動運転を組み合わせることはできるか。例えば、居眠りのシグナ

ルを検出し、速やかに自動運転に切り替わるなどできれば、事故は減らせると思う。 

Ａ．デンソーなどは既に実施している。その場合は生体信号だけでなく、車内カメラでの顔の観

察と組み合わせて行われる。逆に、自動運転から人間の運転に切り替える際にも、運転の権

利を戻す前に生体信号を確認し、体調の様子を評価してから実施する。そういった観点でも

生体信号の測定は必須であると言える。 

Ｑ．電波たくさんあると不安定になったりするのか。 

Ａ．干渉は絶対に無くすということはできない。人体影響という観点からは、確かに電波を利用

したデバイスは増えているが、現状のレベルでは人体への影響は問題ない。また、デバイス

はどうしてもバッテリを使用するので省電力化がどんどん進んでいる。結果として個々の電

波出力も下がり、生体影響も少なくなってきている。 

 

３．実践活動・定例測定・情報交流 

丸山委員から実践活動として「自然エネルギーを中核とした、エネルギー・物質分野の初等

中等教育から高等教育への工学教育の推進」、「中学教育３年間の理科と技術科に一貫して工学

的視点を取り入れることの効果」について紹介された。  

Ｃ．放射能漏れという言葉は定義として間違っている。放射性物質漏れの方が正しい。 

Ｑ．これは岐阜県の全ての学校で使用されている教科書か。 

Ａ．地区で採択教科書が異なる。ただし、工業高校は適した教科書がないため全国的にこの教科

書が使用されている。 

 

佐瀬准教授より電子線量計による環境放射線測定結果について紹介があった。多治見西高校に

ついては線量計が回収できなかったため後ほどデータを追加する。線量データについてはこれま

での変動範囲内であった。併せて、資料の裏面にポストの位置を記載した。 

磯部教授より、「平成３０年度教育連携活動報告」について説明された。ＳＨＨ事業における教

育連携活動、高校生の研究所施設見学の機会を利用した教育連携活動、ふるさと訪問授業と出前

授業、プラズマ・核融合学会第１６回高校生シンポジウム、アウトリーチ活動における教育連携

活動、高等専門学校生、大学生向けインターンシップ、多治見工業高校との連携・協力の推進に

関する協定に基づく活動、地域との教育連携活動、などを実施している。 
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４．その他 

河合委員から以下の報告がなされた。２０２０年から土岐市役所の駐車場が使用できる。２０

２０年度は土岐文化プラザを使用し委員会を開催する。部屋は視聴覚室に変更する。注意点とし

て、２０２０年９月第１週土曜日は部屋が空いておらず、第２週土曜日になる予定である。この

場合、小学校の運動会と重なってしまう可能性はある。 

佐瀬准教授より、次回の（令和元年度第４回）土岐市プラズマ研究委員会について紹介された。

次回は核融合科学研究所で実施する。実践学習として、電子顕微鏡による材料観察を中心に実施

する。 

佐瀬准教授より、令和２年度の夏期特別研修について提案された。候補地として（株）コーガ

アイソトープを検討している。放射線照射による滅菌や、材料の品質改良を実施している施設で、

放射線の工業応用について学習する。 

Ｑ．夏期実習の日程であるが、先生方の会議がない８月６日以降の方が都合は良いか。 

Ａ．その方が良いと思うが、８月６日は土岐市のイベントが予定されている。ひとまず、８月４

日で進めては如何か。 

 

５．おわりの挨拶 

西村教授・世話人 

来年度以降も本委員会を継続できればと考えている。本委員会は核融合科学研究所の一般共

同研究として予算を頂いている。共同研究の継続のため承諾書などの提出書類を依頼すること

になる。宜しくお願いします。 

 

以上 
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令和元年度 第４回土岐市プラズマ研究委員会 

 

日時：２０２０年３月１４日（土） 

場所：セラトピア土岐 第１・２会議室 

 

新型コロナウィルス感染防止のため、今回の委員会は中止といたしました。 

 

以上 
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令和元年度土岐市プラズマ研究委員会夏季特別研修 報告書 

 

日時：令和元年８月５日 ８:４０-１８:４０ 

訪問先：福井県年縞博物館、若狭湾エネルギー研究センター 

参加者 

土岐市プラズマ研究委員会：竹中（委員長）、水野、松下、丸山、今井、西尾 

核融合科学研究所：西村（世話人）、関、佐瀬、小林、林、矢治、井戸、清水、加藤  

 

内容 

令和元年度の土岐市プラズマ研究委員会夏季特別研修は、福井県年縞博物館、及び若狭湾エネ

ルギー研究センターを見学した。 

福井県年縞博物館は昨年９月に、三方湖の畔にオープンされた新しい博物館で、三方五湖の一

つである水月湖から採集された年縞が展示されている。水月湖は、直接流れ込む大きな河川がな

いこと、水深が最大３８ｍと深いこと、湖底の酸素濃度が低いため生物による攪拌が少ないこと、

断層活動により湖全体が沈降しているため堆積物で湖が埋まらないこと、などの条件により、年

縞堆積物が 1 枚ずつ積み重なった状態が長期間保存されている。この年縞は７万年分連続してお

り、年縞内に含まれる葉の分析により、これまでの放射性炭素年代測定法での年代測定精度を各

段向上させることが可能となった。現在、水月湖の年縞を「ものさし」として年代測定の校正が

行われており、考古学や地質学に多大な貢献をもたらしている。 

若狭湾エネルギー研究センターは、若狭湾地域に原子力発電所が集中立地している特性を活用

して、エネルギー関連技術や地域産業への応用技術の研究、研修等を実施するための施設を目指

し、福井県、大学、電力事業者、研究機関等が中心となって１９９８年に開設された研究センタ

ーである。当センターが保有する加速器は、多目的シンクロトロン・タンデム加速器と呼ばれ、

タンデム加速器で１０ＭｅＶまで加速したプロトンをシンクロトロンに導入し、シンクロトンに

より２００ＭｅＶまで加速し照射することが可能である。この加速器を用いた研究として、陽子

線治療などの医療研究、果樹や花などの品種改良研究、シリコンなどの機能材料の宇宙における

耐用性などを調べるための物質研究などが進められている。併せて、原子力発電所の廃炉に向け

た、レーザーによる水中での鉄鋼切断などの工学応用研究、太陽炉開発などのエネルギー研究も

推進されている。 

福井県年縞博物館・若狭エネルギー研究センター共に、地域の文化・科学・産業を活性化させ

るコンセプトある施設を目指していることが感じられた。また、地域社会に貢献できる人材育成・

技術開発に非常に積極的であった。今回の研修により教育・研究に生かせる知見を得ることがで

きた。 
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福井県年縞博物館での見学の様子 

 

 

若狭湾エネルギー研究センターでの研修の様子 
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電子線量計による線量測定
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電子線量計による環境放射線測定結果 

Jun. / 8 / 2019 

佐瀬 

1. これまでの測定結果まとめ

 電子線量計を用いて測定した 2019/3/9までの放射線量を下図に示す。今回土岐商高の線量計は回収が

出来なかったため次回報告にてデータを反映させる予定である。各地点への線量計の設置前後、および

回収前後の生データは、線量計搬送時の線量を計測しており、地点ごとの線量を反映していないため、

データ解析から除外している。 
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電子線量計による環境放射線測定結果 

Sep. / 21 / 2019 

佐瀬 

1. これまでの測定結果まとめ

 電子線量計を用いて測定した 2019/6/8までの放射線量を下図に示す。今回多治見西高の線量計はデー

タの取得が出来なかったため次回報告にてデータを反映させる予定である。各地点への線量計の設置前

後、および回収前後の生データは、線量計搬送時の線量を計測しており、地点ごとの線量を反映してい

ないため、データ解析から除外している。 
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電子線量計による環境放射線測定結果 

Dec. / 14 / 2019 

佐瀬 

1. これまでの測定結果まとめ

 電子線量計を用いて測定した 2019/9/21 までの放射線量を下図に示す。今回多治見西高の線量計は回

収が出来なかったため次回報告にてデータを反映させる予定である。各地点への線量計の設置前後、お

よび回収前後の生データは、線量計搬送時の線量を計測しており、地点ごとの線量を反映していないた

め、データ解析から除外している。 
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電子線量計による環境放射線測定結果 

Mar. / 14 / 2020 

佐瀬 

1. これまでの測定結果まとめ

 電子線量計を用いて測定した 2019/12/14までの放射線量を下図に示す。今回明世小及び多治見西高の

線量計は回収が出来なかったためデータが一部欠損している。各地点への線量計の設置前後、および回

収前後の生データは、線量計搬送時の線量を計測しており、地点ごとの線量を反映していないため、デ

ータ解析から除外している。 
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2018年度（平成 30年度）の敷地境界線量について 

放射線モニタリングシステム RMSAFEによる監視結果 

核融合科学研究所 安全衛生推進部 放射線管理室 

（小林、林） 

1. 放射線モニタリングシステム

 核融合科学研究所では、施設内の放射線を総合的に監視するため、放射線モニタリングシス

テム RMSAFE （Radiation Monitoring System Applicable to Fusion Experiments）を設置している。

1991年から検出器を順次設置し、1992年よりシステムを稼働した。現在、敷地内および建屋内

に設置した 49台以上の検出器を使用して、大型ヘリカル装置（LHD）のプラズマ実験における

放射線モニタリングシステムとして稼働している。2014年 2月より放射線モニタリングシステ

ムの更新に着手し、2014 年 7 月から新しいモニタリングシステムによる調整運転を開始し、

2016年 8月より本格的な運用を開始している。システム更新後の設置状況を表 1に示す。 

 大型ヘリカル実験棟や実験棟近傍及び敷地境界におけるモニタリングポスト（計測点）の配

置を図 1に示す。敷地境界にほぼ均等に 9基（WA, WB, WC, WD, WE, WF, WH, WM, WN）、大

型ヘリカル実験棟および実験棟近傍に 5基（IA, IB, IC, IF, IE）が設置されている。全てのポス

トに γ（X）線検出器を設置し、9基のポスト（WA, WF, WM, WN, IA, IB, IC, IE, IF）には中性子

線検出器も設置している。 

3He検出器 レムカウンタ

WA ○ 〇 ○ 2014年 1991年より稼動

WB ○ ○ 2014年 1992年より稼動

WC ○ ○ 2014年 1992年より稼動

WD ○ ○ 2014年 1992年より稼動

WE ○ ○ 2014年 1992年より稼動

WF ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

WH ○ ○ 2014年 1998年より稼動

WM ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

WN ○ 〇 ○ 2014年 1999年より稼動

IA ○ 〇 ○ 2014年 1992年より稼動

IB ○ 〇 ○ 2014年 1992年より稼動

IC ○ 〇 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

IE ○ 〇 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

IF ○ 〇 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

屋上 ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

機器(2) ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

機器(1) ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

入口外 ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

液化機 ○ 〇 ○ 2014年 2014年より稼働

入口内 ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

本体北壁 ○ ○ 2014年 1996年より稼動

地下北壁 ○ ○ 2014年 1996年より稼動

地下南壁 ○ ○ 2014年 1996年より稼動

HIBPB1F ○ ○ 2014年 2002年より稼動

HIBPB2F ○ ○ 2014年 2002年より稼動

B1Fレム 〇 〇 2018年より稼動

加熱(A) ○ 〇 ○ 2014年 1996年より稼動

加熱(B) ○ ○ 2014年 1996年より稼動

加熱(C) ○ ○ 2014年 1996年より稼動

加熱(D) ○ ○ 2014年 1996年より稼動

表1　放射線モニタの設置・運用状況
（2019年3月31日現在）

敷地境界

大型ヘリカル実験棟および実験棟近傍

区　域 ポスト名 γ(X)線用
中性子線用

運転中 更新 備　考

大型ヘリカル
実験棟

周辺室
(加熱装置室を

除く)
監視区域

本体室

管理区域

本体室地下

加熱装置室
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 大型ヘリカル実験棟では、本体室、本体室地下、周辺機器室(含、加熱装置室)、屋上に γ（X）

線検出器 15 台、中性子線検出器 8台を配置している。これらの放射線測定器により、LHDか

ら発生する X 線を的確に検知/評価するとともに、大型ヘリカル実験棟内外の放射線分布を知る

ことができる。さらに、複数の測定結果を比較することで、自然放射線及びノイズの影響を弁

別できる。 

2. 保守/点検 

 表 2に 2018年度の保守状況をまとめる。概況は以下のとおりである。 

(1) 保守・簡易点検 

 2018年度は 2018年 8月 3日から 27日にかけて年次点検を行った。WA については機器

調整のため 2018年 3 月 30日から 8月 3日にかけて調整運転を行った。 

(2) システム停止 

 2018年度は、5月 20 日にアカデミックゾーン計画停電が実施された。その間、WFおよ

びWHポストが停止した。また、6月 2日から 3日まで実験ゾーン計画停電が実施された。

その間、IFポストが停止した。 

(3) 異常検出 

 IFポストの 3He検出器のデータに一時的にノイズが発信された。原因を特定するため、年

次点検時に IFと IA のプリアンプ入れ替えを行っている。その後、IA の 3He検出器のデータ

に同様のノイズが検知されたため、プリアンプが原因であると特定し交換を手配している。 

図 1 研究所敷地内の放射線測定器の配置 

26



 

 

 

3. 監視結果 

 第 20 サイクル LHD プラズマ実験では 2018 年 10 月 23 日から 2019 年 1 月 25 日まで重水素

実験を実施し、2019 年 1 月 28 日から 2 月 21 日までは軽水素ガスを用いた実験が実施された。

以下に大型ヘリカル実験棟近傍と敷地境界のモニタリングポストのデータについて述べる。 

(1) 半月平均の線量率の変化 

 図 2に 2018年度の X(γ)線測定器による大型ヘリカル実験棟近傍(I系)と、敷地境界(W系)の観

測データを示す。半月間のデータを平均した値を線量率で表し、その変化を示している。I系の

線量率は 79 nSv/h(ナノシーベルト毎時) から 114 nSv/h の間にあり、それぞれのレベルで安定し

ている。W系の線量率は 61 nSv/h から 92 nSv/h の間にある。 

(2) 日平均の線量率の変化 

 図 3 に月毎にまとめた日平均線量率と降雨量の変化を示す。時々、全ての測定地点で同時に線

量率の増加が観測されている。このときの線量率増加量は、測定地点によらずほぼ同量である。

この線量率増加の原因は、降雨によって地面に運ばれたラドン娘核種から放出されるガンマ線

によるものと考えられる。 

(3) 実験に起因する放射線の検知 

 降雨の影響以外で顕著な線量率の増加が観測されないことから、装置運転や実験に伴う線量増

加は検出されなかったと考えられる。 

 

 以上 

保守 点検・校正 システム停止 異常検出 対処

2018年4月

5月
アカデミックゾーン計画停電

(2018.5.20)
WF, WH停止

6月
実験ゾーン計画停電

(2018.6.2-3)
IF停止

7月

8月
年次点検

(2018.8.3, 6-8, 20-22, 27)

8.3:WD, 8.6:WE
8.7:WF, 8.8:IF, 8.20:IB
8.21:IC, 8.22:WH, 8.27:IE

IF-nプリアンプ異常

IA-nと入替え
IA-nプリアンプ交換予定

9月

10月

11月

12月

2019年1月

2月

3月

表2 RMSAFEの保守/点検/修理

WA調整中
(2018.3.30-8.3)
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図 2. 2018年度 半月平均線量率データ: (a) 大型ヘリカル実験棟近傍、(b) 研究所敷地境界 
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図 3-1  2018年度 日平均線量率データ:  4月～7月 

(左) 大型ヘリカル実験棟近傍、(右) 研究所敷地境界 
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図 3-2  2018年度 日平均線量率データ:  8月～11月 

(左) 大型ヘリカル実験棟近傍、(右) 研究所敷地境界 

30



u 

図 3-3  2018年度 日平均線量率データ:  12月～3月 

(左) 大型ヘリカル実験棟近傍、(右) 研究所敷地境界 
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