
点検校正要領(案)

この要領は、北海道後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室の放射線測定器点検校正業務

(以下「業務」という。 )を円滑かつ効率的に進めることを目的し、業務の処理に関し、必要な

事項を定め、受託者は、この趣旨を十分に認識し、誠実に業務を履行するものとする。

また、要領に定めのない事項であっても、現場の状況に応じ、甲が管理上必要と認めたことに

ついては、その指示に従い実施するものとする。

l 業務内容

放射線物質による表面汚染の測定を行うために北海道後志総合振興局保健環境部岩内地域保

健室に配備されているGM管式サーベイメーター、シンチレーションサーベイメーター及び電

子ポケット線量計の点検校正を行う。

2 測定機器の種類及び数量

測定機器の種類 数 量 

GM管式サーベイメータ TGS-146R 7台 

シンチレーションサーベイメータ TCS-172R 7台 

シンチレーションサーベイメータ TCS-1172 5台 

電子ポケット線量計 PDM-222VB 40台 

電子ポケット線量計 PDhト222VC 33台 

3 機器回収及び納品

北海道後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室に配備されている対象機器を回収し、点検
校正業務を行った上で同配備場所に、校正証明書及びトレーサビ)ティ体系図を添付の上、納
品すること。
また、機器回収にあたっては、急を要するために保管管理するものがあるため、担当者と事

前に協議し当該機器の使用に支障がないように配慮すること。
なお、機器については気圧の変化や衝撃による製品の変質・破損等が生じないように輸送
・保管すること。

4 点検校正項目
別紙「点検校正項目」に従って実施すること。

5 校正条件
(1) GM管式サーベイメーター

J I S Z 4329 : 2004 (放射性表面汚染サーベイメーター)に準じた試験法を適

用する産露静6。, (1。×15。m)
線源検出器間距離: 0. 5cm

(2)シンチレーションサーベイメーター
J I S Z 4511 : 2018 (照射線量測定器、空気カーマ測定器、空気吸収線量測定

器及び線量当量測定器の校正方法)に準じた置換法を適用するものとする。
(3)電子ポケット線量計

J IS Z 451l : 2018 (照射線量測定器、空気カーマ測定器、空気吸収線量測定



器及び線量当量測定器の校正方法)に準じた置換法を適用するものとする。

6 点検校正結果の報告
点検校正が完了した時は、速やかに点検校正報告書を作成し提出するものとし、別途、総括
として装置の問題点、注意事項、テ一夕評価等について報告するものとする。
ただし、点検校正中に部品交換や修繕等を要する機器の故障が発見された場合は、その時点
において当該項目及び適切な修繕等の方法に係る点検校正仮報告書を作成し、提出するものと
する。
なお、報告書は各整備箇所分をそれ毎に各1部と、全整備箇所分を1部提出するものとする。
また、点検校正結果の合否を各機材の箱に実施年度と共に表示するものとする。



(株)日立製作所製造

点検校正項目: GM管式サーベイメータ(TGS-146B)

区分 点検校正項目 点検校正内容 判定基準 

目視 機器各部の点検 サーベイメータ内部、外部の清掃及び部品の 機器に影響を及ぼす損傷がないこと。 

破損、腐食、ネジの緩み、検出器の破損等を 

点検する。 

性能 塁池重圧 本体を使用状態とし、乾電池電圧をデジタル 4.4・-6,8V 

マルチメータにて測定する。 

BA「「チェック FUN⊂「IONスイッチにてし∨モニタモードに バーグラフを語末する事。 

して確認する。 

高圧出力電圧可変範 囲 

検出器を取り外しデジタルマルチメータ+HV 450V以下一1200V以上 

プローブにて電圧を測定する。 

高圧出力電圧 デジタルマルチメータ+HVプローブを用い 1100±与0V以内 

て、出力鞭を測定する。 

ディスクリレベル ノUレスジェネレータの信号を]1に専用治具を 100士10mV以内 

用い入力しアンプアウト及びディスクリアウ 

卜の波形を見る。 

UN2(〕3-17ビン)の負ノUレス出始めギリギリ 

の時のUN之(CP25)の波高値及び設定値を 

測定する。 

計数指示満度 ノUレスジェネレータの信号をJlに専用治具を アナログ字昌泰値フルスケールに対し 

用い入力しアナログ指示値、デジタル値を確 土3%以内 

認する。 

デジタル値入力に対し ±(3%士1digjt)以内 

壁宣塾 点検項目「計数指示精度」と同様な接続に 30士6s以内 

て、時定数3,10,30sに設定し、フルスケール 10±之s以内 

から37%まで指示が落ちる時間をストップ 3士0.6s以内 

ウオッチにて測定する。 

スケーラ動作 点検項目「計数指禾精度」と同様な接続に 6±1s以内 

て、スケーラモードに設定する。 600±6カウント以内 

PT=0.1minに設定、6Kmin‾1の入力を加え 

た時のプリセットタイムと計数値を確認す る。 

警鐘塑性 点検項目「計数指示精度」と同様な接続に 警報音発生及びレンジLED点滅すること。 

て、警報設定値以上の入力をし警報を発生き 

せる。 警宰朗琴除すること。 

又、警宰臨写除されることを確認する。 

HOLD設定時、RESETス有千が押される まで肇宰朋写除されないこと。 

AU丁O設定時、指禾値が警報設定値を下 回ると警報解除されること。 

語録計出力電圧 点検項目「計数指示精度」と同様な接続に 6.0士0.之与mV以内 

て、REC端子にデジタルマルチメータを接続 

し、TIMECONST3s.RANGElOOKmjn‾lの 

時に60Kmin‾1入力したときの出力電圧を確 

認する。 



(株)日立製作所製造

モニタ音 点検項目「計数指示精度」と同様な接続に モニタスイッチを押すと液晶表示器に 

て、60min‾1入力したときのモニタ音を確認 吋が表示しモニタ害(1害/1カウシ 

する。 

卜)が鳴ること。 再度モニタスイッチを押すと液晶表示 器の吋が肖えモニタ音がOF戸するこ と。 

モニタ音量 モニタ音量設定モードにて音量変更できるこ モニタ音量VH切り替わること。 

とを確認する。 

壁塑造宣 時刻設定モードにて時刻設定できることを確 日付時刻設定できること。 

認する。 

プラトー特性 プラトー特性を測定する。 

プラトー長1与0V以上 プラトー傾斜与%/100V以下 

旦皇遡宣 スクーラモードにて10分間測定させる。 

参考値 宣00min‾1以下 

効率塾詮 36CIlOcmx15⊂m両線源を使用、検出面 40%/2∩→与9.3%/之∩ 

と与mm離して測定する。 使用線源 36CI 

JISZ4329:2004に準じた試験法で行なう。 



添付資料 丁CS-172B 点検項目

区分 点検項目 点検内容 判定基準 

目視 壁墨壷型 サーベイメータ内部、外部の清掃及び部品の破損、ネジの 機器に影響を及ぼす損傷が無いこ 

!聖堂 緩み、検出器の破損等を点検する。 と。 

性能 塁塑電圧 本体を使用状態とし、乾電池電圧をデジタルマルチメータ 4,4へノ6,8V 

にて測定し、電圧が基準値内にあることを確認する。 

BA「丁チェック FUN⊂ⅢONスイッチにていIヒ舛-ドとし確認する。 

電池電圧に応じたバーグラフを指 禾すること。 

HVチェック FUNCTIONスイッチをHVt:9I-ドとし確認する。 HV=OKであること。 

コントラスト調整 
鴫

と▼▲スイッチにてコントラスト調整を行う。 コントラスト調整が出来ること。 

メモリー動作 MEMORYスイッチを押し確認する。 測定値がメモリーされてること。 

壁麹 FUNCTIONスイッチにて時刻表示とし確認する。 液晶表示器の表示が点滅し、日 

(メモリーモードにて確認) 付・時刻が変更出来ること。 

モニタ音量 FUNCTIONスイッチにてモニタ音量設定画面とし確認す 音量を可変出来ること。 

る。 

モニタ音 ノUレスジェネレータ入力にて表示0.叫SVhと調整し確認 鴫
が表示されることo 

する モ‾夕立ONの時 液晶表示器の右側に 

叫這蒜量ること。’ 1へ2音/Sであること。 

計数指示溝度 ノ∪レスジェネレータを使用して、信号を本体基盤へ専用 線量率精度 

ケーブルにて入力しアナログ表示及びデジタル表未を確認 (アナログ衷禾) 

する。 

各レンジ共フルスケールに対し 士3%以内 (デジタル表示) 各レンジ共入力換算値に対し 土(3%+1digit)以内 

計数率精度 (アナログ表示) 各レンジ共フルスケールに対し 土3%以内 (デジタル表示) 各レンジ共入力換算値に対し 土(3%十1digi亡以内 

語録計出力満度 REC出力端子にデジタルマルチメータを接続し、1LISv/h 指示値0.与uSv/h時、REC出力 

レンジにてノ∪レスジェネレータのダイアルをD2に合わせ 電圧与.0±0,3mV以内であ 

て電圧値を測定する。 ること。 

壁星塾 指示精度確認時フルスケールから37%まで指示が落ちる 30土6s以内 

時間をストップウオッチにて測定する。 

10±2s以内 3士0.6s以内 

旦並正 137Csを検出器へ密着しFUN⊂TIONスイッチにて AutoCaIibration機能により使用 

AutoCalibrationとし校正を行う。 高圧が設定出来ること。 

B.G測定 本体を使用状態とし測定を行う。 参考値 



感度確認 1登7csのY線を照射し、測定を行う。 

137CsY線源の測定日の基準値 に対し、±1与%以内 

線源照射試験 137CsのY線を照射し、指示値を確認する。 照射値に対し士1与%以内(指示 

JISZ4与11:2018に準ずる 値はデジタル値とすること) 



添付資料 丁CS-117之 点検項目

区分 点検項目 点検内容 判定基準 

目視 

盤墨色塾 理恵検 

計測部および検出器の外観を確認する。 

汚れを拭き取ること。 砧掴米上び腐食がない丁子_ 

性能 星型塑性 計測部の電源スイッチを押す。 

バックライトが点灯すること。 起動画面に日付が表示すること。 LED(青)が点灯、LED(赤)が点滅 し、起動音が鳴ること。 画面にエラーコードが表示されな 

塁塑重圧 装置が起動した状態にて下記の電池電圧を測定する。 与.8Vへ6.8V以内 

系統1:電池ボックス上側4本 

系統之:電池ボックス下側4本 

タッチパネル校 直 

タッチパネル校正を実施する。 

タッチパネル校正ができること。 タッチパネルの動作が正常である 二“暮,i一 

時定数切替 画面中の丁Cボタンをタッチまたは検出器の丁スイッチを押 設定されている時定数が切り替わ 

す。 ること。 

メモリー動作 

画面中のMボタンをタッチまたは検出器のMスイッチを押 す。 保存された測定値が接続したパソ コンにて確認できること。 

測斎†両面切替 言t#脂隅のHOMEスイッチを押す。 

測定画面が詳細表示、トレンド表 示、設定表示に切り替えができる :?′」へ 

呈≡全音 ⊆哩[旦EE 

画面中のモニタ音ボタンをタッチする。 

モニタ音が鳴ること。 イヤホンからモニタ茸が鳴るこ と。 モニタ音のON/OFFの切り替えが 

萱塾 警報レ′・∪レを変更し、警報を発生させる。 

警報音が鳴ること。 ‡聖堂層雲が消鴨・る「′レ_ 

測定値のリセツ R巨SF「スイッチを押す。 

現在の測定値および最大値がリ セットされること。 上 

言下で●÷ 検出器の各スイッチを押す。 

治具ソフトの画面中、各スイッチ に該当するテキストボックスの色 が変わること 

土星旦 治具ソフトの画面中の各」重Dに該当するボタンを押す。 検出器の合しEDが点灯すること。 

スペクトル測定 137CsのY線を照射し、治具ソフトを使用してスペクトル ピークチャンネル 

を測定する。 

与4.66±0.与0ch以内 エネルギー分解能 



感度確認 137CsのY線を照射し、測定を行う。 

137Csガンマ線源の測定日の基準 値に対し ・I肥 

盤塑塾塗 宣37CsのY線を照射し、指示値を確認する。 照射値に対して±1与%以内 

」ISZ4与11:2018に準ずる 



(株)日立製作所製造

点検校正項目:電子ポケット線量計 (PDM-222VB)

区分 点検項目 判定基準 

目視点検 

機器各部の点検 1)スイッチ 1)損傷、ガタがないこと。 

之)キャップ 2)ゆるみ、クラックがないこと。 

3)クリップ 3)破損、クラックがないこと。 

4)外観 4)その他、機能、影響を及ぼす損傷がないこと。 

性能点検 重犯塾圭 3.0V以上あること 

テ〇㌢勅マルチメータを用い 電池は、以下の処置を実施(電池:無償) 

て、電池電圧を測定 3.0V以上:予備電池1個 を添付 

する。 3.0V未満:電池交換 

またはすべての機器 の電池交換を行う。 

電池なし:電池添付 またはすべての機器の電池を交換すること。 

鑓遽盤塑 1コアcsのY線源を照射し、基準値 ±10%以内の値を示すこ 

と。J工SZ4与11:之018に準じた置換法で行なう。 

表示、アラーム音、 塵塾 1)は音量をOFF以外 

1)電源ON時、[8.8.8.8]と表示され、アラームランプが点 

滅、バックライトが点灯、及びアラーム音(ピッピッ)が 

鳴り、振動すること。その後、バージョンを表示後、メモ 

の設定にし、確認す る 

リされた積算線量が表示されること。 

之)電源ON状態で電源スイッチを押すと、積算線量 

(uSv)→線量率(いSVh)→ON時間→積算時間へ表未が 

切り替わり、約10秒後、積算線量表示へ戻ること。 

3)電源ON状態で、電源スイッチを長押しし、電源がOFFする 

こと 

4)電源OFF状態で、電源スイッチを約1与秒間押し続けると[0 

000]となり、リセット動作をすること。 

董宣 1)電源ON状態で、設定スイッチを押すと、各設定値が確認で 

きること。 

2)各設定値が変更できること。 

総合点検 辿塞 目視点検及び性能点検において問題ないこと。 



(株)日立製作所製造

点検校正項目:電子ポケット線量計 (PDM-222VC)

区分 点検項目 判定基準 

目視点検 

機器各部の点検 1)スイッチ 1)損傷、カタがないこと。 

之)キャップ 2)ゆるみクラックがないこと。 

3)クリップ 3)破損、クラックがないこと。 

4)外観 4)その他、機能、影響を及ぼす損傷がないこと。 

性能点検 塁塑垂直 3.0V以上あること 

デゾ勅マルチメータを用い 電池は、以下の処置を実施(電池:無償) 

て、電池電圧を測定 3.0V以上:予備電池1個 を添付 

する。 3.0V未満:電池交換 

またはすべての機器 の電池交換を行う。 

電池なし:電池添付 またはすべての機器の電池を交換すること。 

鍵遽盤塑 1う7csのY線源を照射し、基準値 土10%以内の値を示すこ 

と。」重SZ4511:2018に準ずる 

表示、アラーム書、 壁塾 1)は音量をOFF以外 

1)電源ON時、[8.8,8.8]と表示され、アラームランプが点 

減、バックライトが点灯、及びアラーム音(ピッピ功が 

鳴り、振動すること。その後、バージョンを表示後、メモ 

の設定にし、確認す る 

リされた積算線量が表示されること。 

2)電源ON状態で、電源スイッチを押すと、積算線量 

(]Sv)→線量率(uSVh)→ON時間→積算時間へ表示が 

切り替わり、約10秒後、積算線量表示へ戻ること。 

3)電源ON状態で、電源スイッチを長押しし、電源がOFFする 

こと 

4)電源OFF状態で、電源スイッチを約15秒間押し続けると[0 

000]となり、リセット動作をすること。 

設定 1)電源ON状態で、設定スイッチを押すと、各設定値が確認で 

きること。 

之)各設定値が変更できること。 

総合点検 判壷 目視点検及び性能点検において問題ないこと。 


