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ナノグレイとは 

 nanoGray ＝ 10－9 
+ Gy(吸収線量の単位) 

 

  一般人の被爆限度 １mSv/ｙ 

                           → 0.5μSv/hr 

 

     １Sｖ＝１Gy (ガンマ線の場合） 
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食品衛生法の改正の動きを先取り 

  → ①熱ルミネッセンス測定装置 

設計承認制度対応、軽量化 

     ②設計認証機器 

  → ガンマ線レベル計 

  → ガンマ線密度計 

新開発のＸ線源・検出器、小型化 

  → ③Ｘ線厚さ計 

弊社新製品 
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①熱ルミネッセンス測定装置 
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熱ルミネッセンスの原理 

原子力百科事典ATOMICAより 
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熱ルミネッセンス測定装置 
TL-2000  

香辛料やハーブ、乾燥野菜などに照射された
放射線量を熱ルミネッセンスを測定すること
により検知します。 

照射食品の検知以外にも年代測定、熱蛍光
材料の分析などに利用できます 
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主な特徴 

ヨーロッパ標準のTL法（EN1788)に対応 

大容量ヒータの使用により安定・均一な加熱
が可能 

リニア昇温と実測温度の表示によりTL材料
の研究にも最適 

最大５５０ｃｈの高精度グローカーブの表示 
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熱ルミネッセンス測定装置TL-2000 
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CaSO4（Tm)のグローカーブ
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熱蛍光材料のグローカーブ 
メインピーク温度２２０℃ 
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黄砂の場合 
透過波長によるグローカーブの違い 

 
・青色フィルターありの場合は180℃付近のピーク 

   ・青色フィルター無しの場合は180℃と220℃の2ピーク 

青色フィルター無し
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②設計認証機器 

ガンマ線密度計 

ガンマ線レベル計 
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05年6月の放射線障害防止法大改定 

規制対象外であった3.7MBq以下の密封 

 線源使用機器も規制対象に含められた。 

 （07年4月以降、上記機器を購入する際には 

 「届出」が必要） 

設計認証機器制度の創設 
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表示付認証機器制度 

・新制度(05年６月創設） 

・3.7MBq以下及び3.7MBqを超える密封線源 

 を使用した機器が対象 

・管理区域の設定、主任者の選任が不要 

・A4 １枚の「簡易な届出」 

・教育訓練、健康診断、機器周辺の放射線量 

 の測定と記帳も不要 
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○完全非接触計測（安定、安全） 

○メンテナンスフリー 

 

×被爆の恐れ 

×管理区域・主任者が必要 

×重い遮蔽体 

ガンマ線利用計測器の得失 
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微弱線源を利用した密度計・レベル計 

従来の密度計    弊社密度計 

  0.3～60GBq  → 3.7MBq 

 

従来のレベル計   弊社レベル計 

  数百GBq    → 3.7～100MBq 
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微弱線源の優位点 

被爆の恐れがなくなる 

 

管理区域の設定や主任者の選任が 

 不要となる。 

 

遮蔽体が軽くなる（最も小さいものは 

 500ｇ以下) 
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コンパクトな遮蔽体 

レベル計線源部用 

遮蔽体 
密度計線源部用 

遮蔽体 
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ガンマ線密度計PM-1000 
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ガンマ線密度計の測定原理 

配管内 水 

配管内 空 
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密度の算出方法 

ガンマ線計数率 

ｌｎ（N/N(0)） 

密度値ρ 
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ガンマ線密度計PM-1100の 

主なスペック 

精度      ±0.2％ 

    (２σ値、 ρ=1.0g/cm3、積算時間480秒) 

耐熱性     180℃(配管表面温度） 

重量      14kg 

大きさ      220W×145D×170H（検出部） 

           30W×30D×31H(線源部) 

防水・防塵性 IP66準拠 
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ガンマ線密度計の用途 

      製紙：黒液・緑液・炭カル・ホワイトカーボン・ 
                カラーの濃度管理 

   化学：スラリーの濃度・密度管理 
    ：酸・アルカリなど毒劇物の濃度管理 

       ：閉塞状態管理 

    製錬：鉱石パルプの濃度管理 

      ：飛灰スラリーの濃度管理 

      一般：汚泥の濃度管理 
    ：高粘度液体の密度管理 

      土木：セメント・泥水などの濃度管理 
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ガンマ線密度計の用途(製紙分野) 

チップ チップサイロ 

ﾌｨｰﾀﾞｰ 
蒸解釜 

希黒濃度 

濃黒濃度 

エバポレータ 

緑液ﾀﾝｸ 白液ﾀﾝｸ 

炭カル 

生石灰 

緑液濃度 

白液濃度 

石灰キルン 

回収ボイラ 

パルプ 

生石灰濃度 
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ガンマ線レベル計TH-1000 
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従来のレベル計 

守谷商会HPより 
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ガンマ線レベル計の測定原理 

ｰ レベル計測 ｰ 
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ガンマ線レベル計の測定原理 

ｰ レベルスイッチ ｰ 

ＯＦＦ ＯＮ 

検出器 線源 
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ガンマ線レベル計TH-1000の 

主なスペック 

計測範囲 レベル計測；スパン１ｍ余   

        スイッチ  ；φ 10ｍタンク 

積算時間 0.5秒～ 

重量    検出器 9kg 線源部 28kg 

大きさ   220W×145D×170H（検出部） 

       140W×175D×230H (線源部) 

 



nanoGray Inc. 

ガンマ線レベル計の用途 

  化学：スラリー、高粘度液体（流体）のレベル管理 

    ：酸・アルカリなど毒劇物のレベル管理 

      ：高温液体(流体)のレベル管理 

       ：粉体、フレークのレベル管理 

     製紙：チップサイロのレベルスイッチ  

        ：木釜のレベル計測 

        ：連釜のレベルスイッチ 

        ：晒タワーのレベルスイッチ 
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ガンマ線レベル計の用途(製紙分野) 

チップ チップサイロ 

ﾌｨｰﾀﾞｰ 
蒸解釜 

連釜スイッチ 

エバポレータ 

緑液ﾀﾝｸ 白液ﾀﾝｸ 

炭カル 

生石灰 

木釜レベル チップサイロ 

スイッチ 

石灰キルン 

回収ボイラ 

パルプ 

晒タ
ワー 

スイッチ 
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③Ｘ線厚さ計 SX-1000 
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ＳＸ－１０００の主な仕様 

測定ピッチ    ；2mm(変更可) 

スキャン幅    ；１５０～1500mm(標準) 

スキャン速度  ；15～250mm/sec(標準) 

ビーム径      ；φ7.5mm(標準) 

X線源ユニット ；70×83×250mm(標準) 

検出器ユニット；70×83×220mm(標準) 
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シートの非接触計測 

約５０μm厚 1000mm幅の箔の厚みプロファイルを 

連続計測するには？ 

 

     → ・レーザ式変位センサ 

        ・β線厚さ計 

        ・X線厚さ計 
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５０mm 

レーザー方式 放射線式 

50μm 

距離を直接測定 放射線の減衰を測定 

精度0.01μm 精度±0.1% 

実際の計測精度は？ 
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β線厚さ計に対するＸ線厚さ計の 

優位点 

・主任者・管理区域の設定が不要 

・パスライン誤差が無視できる 

・（元素依存性が大きい） 
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ご清聴ありがとうございました。 


