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まえがき 

この取扱説明書は利用者に MKS-05 “TERRA” 放射線量（率）計－ 

表面汚染率計（以下、測定器と言います）の作動原理と利用方法をお知ら

せする目的で作成されています。また、本測定器を適切に使用し、その技

術的可能性を発揮するために必要なあらゆる情報を含んでいます。 

本取扱説明書では下記の省略記号が使用されています。 

DE   – 周辺線量 1 cm当量； 

DER  – 周辺線量1 cm当量率。 
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1 装置の説明と操作方法 

1.1 使用目的 

MKS-05 “TERRA” 測定器はγ線と X 線（以下、電離光子放射線と言

います）の周辺線量 1 cm 当量（DE）と周辺線量 1 cm当量率（DER）並

びにβ粒子表面放出率を測るために設計されています。 

この測定器は、産業界（マンションやビル、工事現場、地表面や車両

の汚染検査、個人の放射線安全）において放射線被ばくを管理するための

教育機関における視覚的手段として、環境問題研究に使われています。 
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1.2 技術仕様書 

1.2.1 主要な仕様は表 1.1に記載しています。 

表 1.1－主要な仕様 

項目 測定単位 
技術仕様に対応する

標準値 

1 2 3 

電離光子放射線 DER の有効測定

範囲 
μSv/h 

0.01 – 9999 

信頼度 0.95における電離光子放射

線 DER 測定値の相対基準誤差 

 

% 

       ここに、 

)10(*H は単位 μSv/h

の DER 測定値 

)10(*

2
15

H
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1 2 3 

電離光子放射線 DEの有効測定範囲 mSv 0.001 - 9999 

信頼度0.95における電離光子放射線DE

測定値の相対基準誤差 
% ±15 

測定するγ線の有効エネルギー範囲 MeV 0.05 – 3.00 

エネルギー範囲 0.05から 1.25 MeV の 

電離光子放射線 DER と DE 測定におけ

る指示値のエネルギー依存性 

% ±25 
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1 2 3 

下記の核種について、検出器の軸を 

含む垂直・水平 2 平面について 30°と

150°の間のγ入射方向に対する測定値

の方向特性： 

- 
137

Cs と 60
Co 同位体 

- 
241

Am同位体 

% 

 

 

 

 

±25 

±60 

β粒子表面放出率の有効測定範囲 粒子数

/(cm
2
·min) 

10 – 10
5
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1 2 3 

信頼度 0.95におけるβ粒子表面

放出率の有効測定値の相対基準

誤差 
% 



200
20     は粒子数

/(cm
2·min)単位のβ粒子

表面放出率測定値 

測定するβ線の有効エネルギー

範囲 
MeV 0.5 – 3.0 

DE 蓄積時間の測定範囲 hr 9999 
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1 2 3 

下記範囲の DE 積算時間表示分解能 

0 時間から 100時間 

100時間から 9999時間 

- 

 

1 分 

1 時間 

24 時間 DE積算時間の絶対誤差限界 min ±1 

測定器動作モード設定時間（最大） s 60 

乾電池最大寿命（容量 1280 mAhの単 4 

乾電池 2 個）温度＋20℃、自然放射線、 

液晶画面バックライト消灯条件 

h 1500 
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1 2 3 

6 時間連続運転中の測定器表示不安定性

（最大値） 
% 5 

2 本の単四電池による測定器の動作供給 

電圧 
V 3.0 

3.2V から 2.4V の供給電圧変動による電離

光子放射線 DE、DERとβ粒子表面放出率

測量における付加的な許容誤差限界 

% ±10 
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1 2 3 

-20℃から+50℃の周囲温度変動による

電離光子放射線 DE、DERとβ粒子表面

放出率測量における付加的な許容誤差

限界 

% ±5 

故障を発生するまでの平均時間（最低） h 6000 

稼働率の平均値（最低） - 0.999 

大きな修理が必要になるまでの平均 

時間（最低） 

h 
10000 
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1 2 3 

測定器の平均耐用年数（最低） y 6 

測定器の平均的な在庫期間（最低） y 6 

測定器最大寸法 mm 55×26×120 

測定器最大重量 kg 0.2 

1.2.2 測定器は電離光子放射線DERとβ粒子表面放出率の測定結果の

統計誤差値を表示します。 

1.2.3 測定器は特定した目標統計誤差値に到達するまで電離光子放射

線 DER とβ粒子表面放出率を測定します。 
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1.2.3.1 目標統計誤差値は、利用者が設定することもできますし、線量

強度に依存して自動的に決定することもできます。 

1.2.4 電離光子放射線 DERとβ粒子表面放出率の迅速評価として、測

定器は瞬時値を 10 分割した棒グラフで表示します。この数値は 500 ms ご

とにアップデートされます。 

1.2.5 下記３種類の測定値について、しきい値レベルの警報システム

を提供しています。 

- 電離光子放射線 DER； 

- 電離光子放射線 DE； 

- β粒子表面放出率。 
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1.2.5.1 電離光子放射線 DERのしきい値レベルは、0から 9999 µSv/h

の範囲で、0.01 µSv/hの単位で設定できます。 

1.2.5.2 電離光子放射線 DE のしきい値レベルは、0から 9999 mSv の

範囲で、0.001 mSvの単位で設定できます。 

1.2.5.3 β粒子表面放出率のしきい値レベルは、0から 9999×10
3
 粒子

数/(cm²·min)の範囲で、0.01×10
3
 粒子数/(cm²·min)の単位で設定できます。 

1.2.5.4 設定されたしきい値レベルは測定器のメモリに保存され、測

定器の電源を切っても、乾電池が切れたとしても変更されることはありま

せん。 
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1.2.6 測定器は、測定値が設定されているしきい値レベルを上回った

ことを知らせるため、音声、振動、音声と振動、視覚表示の４種類の警報

形式を備えています。 

1.2.6.1 測定器は、測定値が設定されたしきい値レベルを上回ると、2

音階の音声信号または、断続的な振動信号、もしくは両方の信号を同時に

発生します。 

1.2.6.2 測定値が設定したしきい値レベルを超えた時に測定器が発生

する視覚的警報は、液晶画面上で測定結果が点滅し、図 3 に示す（4）の

ような（左から右へ）断続的に続けて動く音声マークの分割した棒グラフ

をハイライトします。 
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1.2.7 測定器は、γ量子かβ粒子が検出器に到達すると、短い 1 音の

音声信号、短い振動信号、もしくは両方の信号を同時に発生します。 

1.2.8 測定器は、電離光子放射線 DER やβ粒子表面放出率の測定結

果データを 1200 データまでメモリに記憶することができます。測定結果

は、三桁のデータ番号と測定日時により識別されます。測定日時は、デー

タを保存する際測定器の時計から入力されますが、データ番号は使用者が

入力します。 

1.2.9 測定器は不揮発性メモリに保存された測定結果を、Bluetooth

無線通信によってパソコンに送信します。また、この情報を測定器の液晶

画面上で閲覧することも可能です。 

1.2.10 測定器には時計モードがあり、現在時刻（時・分）、日付（年・
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月・日）を液晶画面上に表示することができます。 

1.2.11 測定器には目覚まし時計モードがついています。 

1.2.12 測定器はインテリジェント検出モード（以下、IDU といいま

す）を利用することが可能です。このモードで測定器は Bluetooth 無線通

信を通して下記データをパソコンに送信します。 

－ 測定中の電離光子放射線 DER やβ粒子表面放出率の計測結果； 

－ 測定中の電離光子放射線 DEの累積値と DE累積時間； 

－ 供給電圧現在値を送信し、パソコンより測定モード変更のコマン

ドを受信し、同時にパソコンの時計と同期して時刻を調整します。 

1.2.13 測定器は電池容量低下状態を表示します。 

1.2.14 測定器は次の条件下で機能します。 
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－ -20℃から+50℃の温度； 

－ 気温+35℃で 95±3 %以下の相対湿度； 

－ 84 から 106.7 kPa の大気圧。 

1.2.15 測定器は次の外的要因に耐久性があります。 

－ 10 Hz から 55Hzの範囲内で、振幅が 0.15 mmの正弦波振動； 

－ 衝撃パルス作用時間 5 ms、最大加速度 100 m/s²で総回数 1000±10； 

－ 加速度 98 m/s²、衝撃パルス作用時間 16 ms （各方向で総回数

1000±10）の輸送用梱包容器内の衝撃、もしくは等価衝撃試験； 

－ 輸送容器内で-25 から+ 55 ℃の外気温度と、+ 35 ℃における相対

湿度 95±3%への曝露； 

－ 1.0 Sv/hまでの DERで 5 分間に相当するγ線当量線量。 
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1.3  梱包内訳 

1.3.1 測定器の梱包内訳は、表 1.2 に記載した品目と保守用資料を含

みます。 

表 1.2－測定器の梱包内訳 

型式番号 品名 個数 備考 

ВІСТ.412129.008-10 MKS-05 “TERRA” 

測定器 

1 Bluetooth 機能有り 

ВІСТ.412129.006-10 НЕ 取扱説明書 1 部  

ВІСТ.412915.015-02 梱包容器 1 個  
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型式番号 品名 個数 備考 

ENERGIZER 単 4乾電池（1.5V

用） 

2 個 類似品使用可 

Art. 80311ТУ У 

31111166.001-2001 

革製ケース 1 個  

 専用ソフトウェ

ア（“カドミウム

-エコモニター”） 

1 式  
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1.4 装置の設計と操作の原理 

1.4.1 測定器の設計 

測定器は、角を丸めた、平たく、直方体のプラスチック製本体です。 

本体（図１）は底面(1)と上面(2)カバーが組み合わさっています。液

晶画面（3）は上面カバー(2)の中央に位置します。操作ボタン[設定 (4)と

モード (5)]は液晶画面の上部左右にあります。 
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図 1- 測定器の外観 
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図 2 - 測定器の裏側外観 
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乾電池室(1)とβ粒子表面放出率測定窓(3)は底面カバー(7)に作られて

います（図 2）。 

乾電池室(1)と測定窓(3)にはそれぞれに対応する可撓性素材で出来たカ

バー(2)と(4)があります。カバー(4)には検出器の中心を表す＋記号が刻印

されています。 

測定器の操作ボタンに対応する名称が上面カバー表面に刻印されて

います。装置の型式情報などが機器の底面カバー(7)に記載されています

（図 2）。乾電池を正しく挿入できるように極性シグナルを表示してあり

ます。 
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1.4.2 測定器の基本的操作 

測定器は以下を含む単体構造です。 

－ γ線とβ線の検出器； 

－ 陽極電圧発生回路、デジタル処理回路及び制御・表示用プリント

基板並びに Bluetooth無線通信モジュール； 

－ 乾電池。 

СБМ-20-1 ガイガー・ミュラー計数管によるガンマ線及びベータ粒子

検出器は放射線を電圧パルスに変換します（単位時間あたりのパルス数は

放射線の強度に比例します）。 

陽極電圧発生回路とデジタル処理回路及び制御・表示回路は以下のこ

とを行います。 
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－ 検出器の陽極電圧発生と制御； 

－ 検出器計数応答の桁制御と線形化； 

－ 検出器出力からの平均パルス周波数を測定することによる電離光

子放射線 DER とβ粒子表面放出率の測定； 

－ 検出器出力から累計パルス数を測定することによる電離光子放射

線 DEの測定； 

－ DE累積時間と現在時間の測定； 

－ 運転モード制御； 

－ 測定結果の表示。 

Bluetooth 無線通信モジュールは測定器とパソコンの補間機能を達成

します。 
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装置の運転電力は単 4 乾電池 2本より供給されます。 

1.5 表示と封印 

1.5.1 測定器の上面カバーは機器名称、機器マーク、製作会社のロゴ

マーク、測定器の保護等級、測定器の型式承認マークが刻印されています。 

製品番号は底面カバーに刻印されています。 

1.5.2 封印作業は製作会社で行われます。 

機器は乾電池室の底部分が特別な保護フィルムで封印されています。

この保護フィルムは底面カバーを本体に固定しているネジの頭を保護し

ています。 

この保護シールの除去と交換は測定器の製作会社における修理と検

査責任者が行います。 
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1.6 梱包 

測定器一式（機器、取扱説明書、皮製ケース）はボール紙箱に梱包さ

れて納品されます。 
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2 適切な使用方法 

2.1 使用条件限界  

使用条件限界は表 2.1に記載されています。 

表 2.1－使用条件限界 

使用条件限界 制限因子 

1. 周囲温度   -25℃から+55℃ 

2. 相対湿度 温度+35℃で 95％まで（結露しないこと） 

3. γ線照射線量当

量 

1.0 Sv/h までの DERで 5分間 



 
31 

注：塵の多い場所、もしくは雨、雪、露水などの当たる場所で測定す

る場合は、チャック付ポリエチ袋に入れたり、ラップで覆うなど、測定器

を塵や水から遮断出来る状態にしてご使用下さい。 

2.2 測定器を操作するための準備 

2.2.1 外観検査の範囲と手順 

2.2.1.1 梱包を開き、同梱品が全て揃っていることを確認してから測

定器を使用してください。また、機器に損傷がないか確認してください。 

2.2.2 操作を始めるためにする検査の手順 

2.2.2.1 測定器を操作する前に取扱説明書を理解してください。 

2.2.2.2 乾電池室の蓋を開け、2 個の単 4 乾電池が正しく挿入されて

いるか確認し、測定器を長期間保管した場合は使用前に電解液が漏れ出し
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ていないか確認をしてください。万一、電解液漏れがある場合は乾電池を

取り外し、可能であれば掃除をして、或いは新しい乾電池と交換してくだ

さい。乾電池を挿入した後に乾電池室の蓋を閉じてください。 

2.2.3 測定器の電源の入れ方と検査のガイドライン 

2.2.3.1 測定器の電源を入れるには、モードボタンを短く押します。電

源が入ると測定器は短く振動し音が鳴ります。 

測定器は電離光子放射線 DER 測定モードになり、“γ”マークが表示

され、測定量の単位を表すマーク“µSv/h”が表示されます。 

注：もし、乾電池容量低下の表示が液晶画面(2.3.3.6 参照)に出た時は

乾電池交換の合図です。新しい単 4 乾電池と交換してください。 
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2.2.3.2 モードボタンを短く押して測定器が電離光子放射線 DE 累積

値表示モードになることを確認してください。“γ”マークと測定量の単位

を表す “mSv” マークが表示されたらこのモードになっていることが判

ります。 

2.2.3.3 モードボタンを短く押して測定器がβ粒子表面放出率測定モ

ードになるか確認してください。“β”マークと測定量の単位を表すマーク

“ min)(

10
2

3

cm ”が表示されたらこのモードになっていることが判ります。 

2.2.3.4 モードボタンを長押し（6 秒くらい）して測定器の電源を切

ってください。 
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2.2.4 起こりうる問題のリストと問題解決方法 

2.2.4.1 起こりうる問題と問題解決方法を表 2.2 に記載しています。

使用中に起る可能性がある問題は取扱説明書の別添 Eに列記されます。 

2.2.4.2 表 2.2 に記載した問題を解決できない場合や、より複雑な問

題の場合は、製造会社に修理を依頼する必要があります。 

表 2.2－起こりうる問題と問題解決方法 

問題 考えられる原因 問題解決方法 

モードボタン

を押しても測

定器の電源が

入らない 

1. 乾電池が消耗した 

2. 乾電池押え金具と乾

電池が接触していない 

3. 乾電池 1個が不良 

1. 2 本の乾電池を交換 

2. 押え金具と乾電池の接触

を戻す 

3. 不良の乾電池を交換する 
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問題 考えられる原因 問題解決方法 

乾電池を交換してもな

お乾電池消耗表示が液

晶画面に表示される 

1. 乾電池室の押え金具

と乾電池の接触不良 

 

2. 片方の乾電池が不良 

1. クランプと乾電

池の接点を清浄す

る 

2. 不良乾電池を交

換する 

測定器の液晶画面に

“Er01”と表示される 

ガンマ線及びベータ線

検出器が使用不可能な

状態 

測定器をメーカー

に修理に出す必要

がある 
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問題 考えられる原因 問題解決方法 

測定器とパソコンの接

続 が な い 状 態 で 、 

“Er03”,“Er04”,“Er05”, 

“Er06” または“Er07”な

どの  メッセージが測

定器の液晶画面に表示

される 

1. 測定器とパソコンの

距離が離れすぎている 

 

2. 専用の“カドミウム-

エコモニター”のソフト

ウェアが起動していな

いか、正しくインストー

ルされていない 

1. 測定器とパソコ

ンの距離を近づけ

る 

2.“カドミウム -エ

コモニター ”を起

動させるか、取扱

説明書の通りに設

定する 
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2.3 測定器の使用方法 

2.3.1 測定器の使用に係わる安全上の配慮 

2.3.1.1 測定器は次の資料に記述される必要事項に従って使用してく

ださい。[ご参考] 

“ウクライナの放射線安全基準”(NRBU-97)、州の衛生基準 

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 

“ウクライナの放射安全衛生基本規則” (OSPU-2005)  

ДСП 6.177-2005-09-02 

2.3.1.2 装置を人体に触れても危険ではなく、環境に配慮した作りに

なっています。 

2.3.1.3 測定器は、生命に危険を及ぼすおそれのある高電圧に触れさ

せるような外側部品を使用していません。 
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2.3.1.4 測定器は ДСТУ 7237:2011 と、ГОСТ 12.2.007.0-75 によるクラ

スⅢ安全基準により感電の危険から人々を守る条件を満たしています。導

電部に誤って触れることを防ぐために特別な防護覆いが使用されます。電

気機械器具の外郭による塵や水に対する保護は特になされていません。 

2.3.1.5 測定器は火災安全基準 ГОСТ12.1.004-91と ГОСТ 12.2.007.0-75

の基準を満たしています。 

2.3.1.6 機器が汚染した場合は、測定器を除染する必要があります。

表面を、通常の合成洗剤を染み込ませたガーゼで拭いてください。 

2.3.1.7 測定器の廃棄は一般規則に従ってください。すなわち、金属

部品はリサイクル又は溶融処理し、プラスチック部品は一般ごみとして処

理するなどしてください。 
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2.3.2 測定器の操作モード 

2.3.2.1 測定器の操作モード 

測定器には以下の操作モードがあります。 

－ 電離光子放射線 DER 測定； 

－ 電離光子放射線 DEの累積値の表示； 

－ β粒子表面放出率測定； 

－ 時計機能； 

－ 目覚まし時計機能； 

－ PCとのデータ通信制御； 

－ 不揮発性メモリに保存された測定結果の表示。 
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2.3.2.2 測定器のサブモードの操作。 

全ての操作モードにはサブモードがあります。 

電離光子放射線DER測定モードは以下のサブモードで構成されます。 

－ 特定された目標統計誤差値一覧表示； 

－ 測定結果を不揮発性メモリに保存； 

－ 再測定； 

－ γ量子についての、目標統計誤差値における音声警報しきい値レ

ベルの設定並びに音声信号オンオフ切替。 

電離光子放射線DE累積値表示モードは以下のサブモードを含みます。 

－ 音声警報しきい値レベルの新しい設定； 

－ DE値と DE 累積時間設定値のリセット。 
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β粒子表面放出率測定モードは以下のサブモードを含みます。 

－ 特定された目標統計誤差値の一覧表示； 

－ 測定結果を不揮発性メモリへ保存； 

－ 再測定； 

－ 測定再開； 

－ 登録されたγ量子とβ粒子についての、特定した統計誤差におけ

る音声警報しきい値レベルの設定並びに音声信号オンオフ切替。 

時計モードには時間と日付を修正するサブモードがあります。 

目覚まし時計モードには、目覚まし起動時間を設定するサブモードが

あります。 
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不揮発性メモリに保存された測定結果一覧表示モードには、測定結果

を消去するサブモードがあります。 

2.3.3 測定器の操作方法 

2.3.3.1 測定器のボタン 

設定ボタン(4) 及びモードボタン (5)は測定器の操作に使います。 

モードボタンは、測定器の電源オンオフと、操作モードを変更する際

に使用します。 

設定ボタンは、測定器の使用モード中にサブモードを変更し、しきい

値レベルの数値や、測定器使用上の他のパラメータを変更する際に使用し

ます。 
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2.3.3.2 測定器の電源オンオフ 

モードボタンを短く押して測定器の電源をオンにします。短い音声-

振動信号が出て液晶画面にマークが表示され電源がオンになったことを

知らせます。 

モードボタンを 6秒間ほど押し続けると電源がオフになります。 

2.3.3.3 測定器操作の一般的手順 

測定器操作の一般的手順は下記のように実行します。 

測定器の電源オンにした後、電離光子放射線 DER 測定モードになり

ます（“γ”マークと測定量の単位を表す “µSv/h” マークが表示されます）。

モードボタンを短く押すたびに、下記の順序で操作モードが切り替わりま

す。 



 
44 

－ 電離光子放射線 DER 測定モード（線量系の電源オンにした際にま

ずこのモードになるように設定されています。）； 

－ 電離光子放射線 DEの累積値表示モード； 

－ β粒子表面放出率測定モード； 

－ 時計モード； 

－ 目覚まし時計モード； 

－ PCとのデータ通信操作モード； 

－ 不揮発性メモリに保存された測定結果一覧表示モード（測定結果

が保存されている場合にのみ表示されます）。 

もし、不揮発性メモリに測定結果を保存している場合は、モードボタ

ンを短く押すと PCデータ通信操作モードから測定結果一覧表示モードに
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変わります。測定器が測定結果一覧表示モードである時にモードボタンを

押すと、最初の電離光子放射線 DER測定モードに切り替わります。 

もし、不揮発性メモリに測定結果の保存データがない場合は、モード

ボタンを短く押すと PC データ通信操作モードから電離光子放射線 DER

測定モードに切り替わります。どのモードであっても設定ボタンを短く押

したり長押しすると、操作モードのサブモードに切り替わります。測定器

について、サブモードにおけるそれぞれの操作モードを以下に説明します。 

2.3.3.4 警報形式の変更 

測定器は音声、振動、音声と振動の 3種類から警報形式を選択できま

す。測定器の操作モードに関係なく、２つのボタン（モード ボタンと 設

定ボタン）を同時に押すと警報形式が変り、選択された音声や振動が数秒
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発信されます。警報形式は“AUD” や“VIBR”のマークによって液晶画面に

表示されます（図 3）。 

2.3.3.5 液晶画面のバックライト操作 

測定器のどれかのボタンを押すたびに、液晶画面のバックライトが 6

秒間点きます。設定ボタンを 2 回（2 回目が 0.5 秒以上遅れないように）

押すと、継続的にバックライトが点きます。設定ボタンをもう一度 2 回押

すと、継続的に点いていたバックライトが消えます。 

2.3.3.6 電池状態管理 

操作モードに関係なく、測定器は電池状態を常に表示します。電池状

態は４つに区切った棒マーク(7)が液晶画面に表示されます（図 3）。点滅

している棒の数で電池の消耗を表示します。3本か 4本の棒マーク点滅時
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に音声信号、振動信号、もしくは両方を短時間発信します。これは乾電池

を交換しなければいけないことを示しています。 

2.3.3.7 電離光子放射線 DER 測定モード 

測定器の電源を入れた時には、自動的に電離光子放射線 DER 測定モ

ードになります。他の操作モード状態になっている時に、モードボタンを

押してこのモードを選択することができます。 

電離光子放射線 DER を測定するには、 “＋” マーク（5）（図 2）が被

検査体に向くように測定器を保持してください。フィルターカバー（４）

がその下に取り付けてある検出器の窓を覆っていなければなりません。 

このモードで測定器の液晶画面は以下の情報を表示します（図 3）。 

－ 測定結果 (8)の統計誤差 (1)； 
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－ “γ” マーク (2)－測定した放射線種類を表示； 

－ 放射線強度の瞬時値表示（3）； 

－ 音声マーク (4)（登録されたガンマ量子の音声信号スイッチがオン

の場合）； 

－ 目覚まし時計マーク（5）（目覚まし時計を設定している場合） 

－ 警報形式マーク（6）； 

－ 電池状態マーク（7）； 

－ 測定結果（8）； 

－ 測定結果の単位（9）； 

－ 現在時刻（10）； 

－ 警報作動のしきい値（11）。 
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図 3－測定器の液晶画面 

（電離光子放射線 DER測定モード） 
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測定を始めてすぐに電離光子放射線 DER (8) の測定結果と、この結果

に相当する目標統計誤差値 (1) が液晶画面に表示されます。 

DER 測定結果が警報しきい値 (11) を超えた場合、測定器は設定され

た警報形式（2 音階の音階警報か、断続的な振動警報、もしくはその両方）

を発信します。測定結果が測定器の液晶画面上で点滅し始めます。断続的

で段階的（左から右へ）に音声マークの部分(4)をハイライトし、超過し

たしきい値レベルも表示します (図 3)。 

瞬時値の 10 分割棒グラフ表示 (3) は電離光子放射線強度の概略評価

に使われます。瞬時強度値の積分時間と、瞬時値測定値の更新までの時間

間隔は等しく、500 ms です。 
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瞬時強度値は対数目盛で表示されます。ガイガー・ミュラー計数管が

発生する毎秒 2 パルスに相当する瞬時強度値において最初の棒グラフ表

示がハイライトされます。より大きい電離光子放射線 DER によって、ス

ケール棒の数が多くなり左から右へハイライトされます。ガイガー・ミュ

ラー計数管が発生する毎秒 2900 パルスに相当する瞬時強度値において全

てのスケール棒がハイライトされます。この場合、DER はおよそ 1000 

µSv/h です。 

音声マーク(4)は、登録されたガンマ量子の音声信号が作動しているこ

とを意味します。 

もし、音声信号がオンである場合、音声マークが液晶画面に表示され、

登録されたガンマ量子は選択された形式（1音の音声信号か、断続的な振
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動信号、もしくはその両方）で知らされます。 

登録されたガンマ量子の音声信号は警報しきい値レベル設定サブモ

ードでオンオフさせることができます。 

電離光子放射線 DER は以下のように測定されます。測定が開始され

るとすぐに測定器の液晶画面に測定結果と、結果に相当する統計誤差値が

表示されます。測定を続けていると、毎回次の測定結果の統計誤差が徐々

に小さくなり、そのうちに目標統計誤差値に到達します。もし、この誤差

値に到達して測定を続けていると統計情報の一部が削除され始めます。そ

れゆえ、それ以降はすべての測定結果が目標統計誤差値と同じかそれ以下

の統計誤差を有する測定結果のみを表示します。 

測定器は放射線強度に依存する目標統計誤差値を自動的に決定する



 
53 

ことができます（別添 B）。使用者はサブモードで警報しきい値レベルを

設定するサブブモードを使って目標統計誤差値を設定することができま

す。点滅する“%”マークは使用者が決定した統計誤差を意味しています。 

目標統計誤差値が機器によって自動的に決定された場合は、その数値

が電離光子放射線 DER 測定の相対基準誤差限界を超えている間は液晶画

面上で点滅します。（表 1.1） 

使用者が目標統計誤差値を決めた場合は、統計誤差値がその目標値を

超えている間は液晶画面上で点滅します。 

統計誤差値が目標値の 99 ％より大きい間は、液晶画面上に“nn%”マ

ークが表示されます。 

目標統計誤差値目標値を確認するには、電離光子放射線 DER 測定モ
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ードにおいて設定ボタンを押してください。 設定ボタンを押したままに

すると（3 秒以内）目標統計誤差値が液晶画面（図 4）に表示されます。

画面上の値が 0 であることは、測定器が放射線強度に依存して目標統計誤

差値を自動的に決定したことを意味しています。 
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図 4－測定器の液晶画面 
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設定ボタンを 3 秒以上長押しすると、液晶画面は“Arch”マークを表示

します（図 5）。そこで、不揮発性メモリ内に測定結果を保存するサブモ

ードに進むことができるようになります。 

 

図 5－測定器の液晶画面 

（不揮発性メモリ内に測定結果を保存するサブモードの開始） 
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もし、設定ボタンを押し続けると、液晶画面の“Arch”マークが消え、

2 秒で計測が再開します（図 6）。 

 

図 6－測定器の液晶画面（測定再開） 
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さらに、設定ボタンを押し続けると測定器は 2秒間で、新しく設定され

たしきい値、指定された統計誤差、登録された γ 量子の音声信号スイッチ

オンオフのサブモードに進みます（図 7）。縞模様(1)が横切って瞬時値を

表示し、新しいしきい値レベルの下位桁（2）を点滅させてこのサブモー

ドを表示するので、設定ボタンを離します。数字が点滅している場合は、

その数値を指定できることを示します。 

点滅している桁の数値を設定する時は設定ボタンを使います。設定ボタ

ンを連続的に押したり離したりして数値を順番に変えることができます。

設定ボタンを長押しすることにより数値を連続的に変えることができ、ボ

タンを離すと止まります。 
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図 7－測定器の LCD 液晶画面 

（警報しきい値設定のサブモード） 
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  モードボタンを短く押すと桁の数字が確定され（点滅が止まります）、

次の桁が点滅したらその桁も数値を設定できるようになります。他の桁も

同じように変更されます。 

新しいしきい値レベルの全ての桁が設定されたら、すぐに測定器の液

晶画面に統計誤差指定値が表示されます。（図 8）その下位桁が点滅して

いることは、その値を設定できることを意味しています。目標統計誤差値

の新しい数値は、警報しきい値レベルの設定と同じようなやり方で設定し

てください。数値をゼロに設定することで、測定器によって放射線強度に

依存する目標統計誤差値を自動決定するスイッチをオンにします。 
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図 8－測定器の液晶画面 

（警報しきい値設定のサブモード） 
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目標統計誤差値の新しい数値が設定されたらすぐに、液晶画面上で音

声マークが点滅し始めます。そこで、登録されたガンマ量子ごとの音声信

号、振動信号、もしくは両方の信号の切り替えをすることが可能となりま

す。設定ボタンを繰返し押すことによって警報スイッチをオンオフします。

設定ボタンを押すごとに音声マークが変り、それに応じて警報の種類が切

り替わります。ハイライトされていて点滅はしていない音声マークは信号

がオンであることを示し、暗いときはオフであることを示します。 

登録されたガンマ量子の音声信号がオンオフされた後に、モードボタ

ンを短く押すと、測定器の不揮発性メモリに保存されている全ての設定数

値が確定されます。さらに、警報しきい値レベルと目標統計誤差値の設定、 
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並びに登録されたガンマ量子の音声信号スイッチのオンオフに係わるサ

ブモードが終了します。 

もし、設定された数値が確定され、しきい値レベルの新しい数値が液晶

画面上で 3 回点滅したら、測定器は電離光子放射線 DER 測定モードに戻

ります。 

警告！ 警報しきい値レベルと目標統計誤差値の数値、並びに登録され

たガンマ量子の音声信号スイッチオンオフなどの新しい数値設定サブモ

ードが 30 秒以上（何もボタンを押さない状態で）放置されると、測定器

は自動的に電離光子放射線 DER 測定モードに戻ります。新しい数値設定

のサブモードにおける全ての変更は取り消されます。 

注：しきい値レベルに数値ゼロを入力すると警報は無効になります。 
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不揮発性メモリに電離光子放射線 DER の測定結果を保存するには、

測定器を測定モードにして“Arch” マークが液晶画面（図 5）に表示され

るまで設定ボタンを押し続けてください。 

もし、液晶画面に“Arch”マークの代わりに“FULL”マークが表示された

ら（図 9）、測定器の不揮発性メモリが満杯になっており、従って、次の

測定結果が保存できないようになります。 

不揮発性メモリの容量を回復するには、既に保存されている測定結果

を消去します。 

測定結果は PCとのデータ通信操作(取扱説明書 2.3.3.12 項)、或いは閲

覧モード(取扱説明書 2.3.3.13 項)で消去できます。 
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図 9－測定器の液晶画面 

（測定結果の保存サブモード－ 

不揮発性メモリが満杯であることを表す）             
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設定ボタンを押し続けて、“Arch”マークが表示されたら設定ボタンを

離します。モードボタンを短く押して測定結果が保存されたことを確認す

るサブモードに切り替えてください。 

この操作を取り消すときは設定ボタンを短く押してください。もし、

ボタンが 30 秒間押されないと、自動的に電離光子放射線 DER測定モード

に切り替わります。測定器の液晶画面に現れる“Arch” マーク (1)は測定結

果を保存するサブモードであることを示しています（図 10）。このサブモ

ードで、液晶画面は測定結果 (1)と不揮発性メモリに保存される測定結果

のデータ番号(3)を表示します。不揮発性メモリ空き状況は、瞬時値表示

部(4)に表示されます。不揮発性メモリに保存データが無い場合は、区画

された棒グラフの最初の部分のみがハイライトされます。メモリが満杯の

場合は、区画された棒グラフの横一列全てがハイライトされます。 
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図 10－測定器の液晶画面 

（電離光子放射線 DERの測定結果を保存するサブモード） 
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データ番号の下位桁が点滅し、その数値が設定できることを示します。 

設定ボタンを使って点滅している桁において必要な数値を設定して

ください。設定ボタンを連続して短く押すことにより、その桁の数値を順

番に変更することができます。設定ボタンを長押しすると連続的に数値が

変り、ボタンを離すと止まります。 

モードボタンを短く押すと桁の数字が決定され（点滅が止まります）、

次の桁が点滅したらその桁も設定できるようになります。 

3 桁目（最上位の桁）を設定したらすぐに、DER 測定結果、測定データ

番号、測定日時が不揮発性メモリに保存されます。情報が保存されたら、

保存された測定値が液晶画面上で 3 回点滅し、電離光子放射線 DER 測定

モードに戻ります。 



 
69 

警告！ もし、測定結果の保存サブモードが 30 秒以上放置（測定器

のボタンを押さない状態）されたら、測定器は測定結果を保存せずに、自

動的に電離光子放射線 DER測定モードに戻ります。 

2.3.3.8 電離光子放射線 DE累積値表示モード 

測定器は他のどのような操作モードであっても、モードボタンを押し

てこのモードに変更することができます。 

このモードは、電離光子放射線 DER測定モードの次に現れます。 

電離光子放射線 DE累積値表示モードで測定器の液晶画面に次の情報

が表示されます（図 11）。 

－ “γ” マーク (1)－測定した放射線の種類を表示； 

－ DE現在値(5)； 
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－ 単位(6)； 

－ 警報しきい値レベル値(7)； 

－ DE累積時間(8)； 

－ 目覚まし時計マーク(2) （目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 警報種類マーク(3)； 

－ 電池状態マーク(4)。 
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図 11－測定器の液晶画面 

（電離光子放射線 DE 累積値表示モード） 
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この操作モードでは、電離光子放射線 DE 累積値、DE 累積時間、DE

しきい値レベル値などが表示されます。電離光子放射線 DE累積は、測定

器の電源を入れた時点より始まり、β粒子表面放出率測定以外の全ての操

作モードで操作することができます。測定器の電源を切った場合、電離光

子放射線 DE値と DE累積時間は測定器の不揮発性メモリに保存されます。

DE 値と DE 累積時間は下記のようにゼロに設定することができます。DE

累積時間は液晶画面上において次の２通りの表示方法があります。DE 累

積時間が 100時間を越えなければ、DE累積時間は“時：分”の形で表示さ

れます。DE 累積時間が 100 時間を越えた場合、DE 累積時間は“HH:HH”

の形で表示されます。HH は累積時間の“時”を表し、MM は“分”を表して

います。 “:”マークは表示されません。 
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測定器は測定された DE値が設定した警報しきい値レベルの値を上回

った場合、選択された警報形式（2音階の音声信号か、断続的な振動信号、

もしくはその両方の信号）で知らせします。 

DE 値が測定器の液晶画面上で点滅し始め、音声マークがハイライト

され、周期的に（左から右へ）順番に動くことは DE値がしきい値レベル

を超えたことを表します。 

警報しきい値レベルの新しい数値を設定するサブモードに入るには、

設定ボタンを液晶画面に縞マーク(1)が現れるまで押し続けます（図 12）。

縞マークは瞬時値表示位置を横切ります。新しいしきい値レベルは下位桁

(2)が点滅した状態で液晶画面に表示されます。 
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図 12－測定器の液晶画面 

（警報しきい値レベルの新しい数値を設定するサブモード） 
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点滅している桁は数値を変更することができます。点滅している桁の

数値を変更するために、設定ボタンを使います。設定ボタンを繰返して短

かく押してこの数値を順番に変更します。長押しをすると数値が連続的に

変り、ボタンを離すと止まります。 

モードボタンを短く押すと桁の数字が決定され（点滅が止まります）、

次の桁が点滅したらその桁も設定できるようになります。他の桁も同様に

設定します。最後の桁を設定した後にモードボタンを短く押すと、測定器

の不揮発性メモリの警報しきい値レベルの新しい数値が決定されます。こ

の数値が決定されたら、しきい値レベルの新しい数値が液晶画面上で 3

回点滅し、電離光子放射線 DE累積値と DE累積時間のモードに戻ります。 
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警告！ 警報しきい値レベルの新しい数値を設定するサブモードを

30 秒以上放置（ボタンを触らない状態）すると、測定器は自動的に電離

光子放射線 DE 累積値モードに戻ります。新しい数値を設定するサブモー

ドで変更された情報は全て取消されます。 

注：しきい値レベルをゼロに設定すると、警報は作動しません。 

DE と DE 累積時間の数値をリセットするサブモードは、設定ボタン

とモードボタンを液晶画面に“CLr” マークと “dOSE”マークが表示され

るまで同時に押し続けます。（図 13）。 
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図 13－測定器の液晶画面 

（DEと DE 累積時間の数値のリセットするサブモード） 
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リセット操作を取り消すには、設定ボタンをもう一度短く押すか、30

秒間ボタン操作を行わないようにします（測定器は電離光子放射線 DE累

積値と DE累積時間表示モードを自動的に戻ります）。 

DE と DE 累積時間の数値のリセットを確認するには、モードボタンを

短く押します。 

液晶画面上で“CLr”マークが 3 回点滅し、測定器が電離光子放射線 DE

の累積値モードに戻ったら、数値がゼロになったことを意味しています。 

警告！ DE値とDE累積時間のリセットサブモードにおいて 30秒以上

放置（ボタンを押さない状態）すると、測定器は自動的に電離光子放射線

DE 累積値表示モードに戻り、リセットはされません。 
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2.3.3.9 β粒子表面放出率測定モード 

どのような測定器の操作モードであっても、モードボタンを短く押し

てこのモードとすることが出来ます。このモードは、電離光子放射線 DE

と DE累積時間の測定値表示モードの次に表示されます。 

最初に、γ線バックグラウンド DER を測定して自動減算操作を可能

としてから、β線表面放出率を測定します。この計測をするには、β線を

測定しようとする表面上において、測定窓を覆っているフィルタカバーを

取付けた状態で DER 測定モードである測定器をかざし、ガンマ線バック

グランドの必要とされる目標統計誤差値を示す DER 計測値が示されるま

で待ちます。モードボタンを短く 2 回押してください。この操作によって、 
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γ 放射線バックグランド DER の測定値を読み込み、測定器は電離光子放

射線 DER 測定モードからβ粒子表面放出率測定モードに切り替わります。 

β粒子表面放出率を測定するには、検出器窓からフィルタカバーを外

し、測定器の裏側を、検査したい表面に出来るだけ近づけて平行に保持し

ます。 

β粒子表面放出率測定モードの時、液晶画面に次の情報が表示されま

す（図 14）。 

－ 測定結果(8)の統計誤差(1)； 

－ “β”マーク(2)－測定した放射線種類の表示； 

－ 瞬時測定値の表示(3)； 

－ 音声マーク(4)（γ量子とβ粒子の音声信号が作動している場合）； 
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－ 目覚まし時計マーク(5)（目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 目覚まし形式マーク(6)； 

－ 電池状態マーク(7)； 

－ 測定結果(8)； 

   － 測定数値の単位 (9)； 

－ 現在時刻(10)； 

－ 警報しきい値レベルの作動表示(11)。 
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図 14－測定器の液晶画面 

（β粒子表面放出率測定モード） 
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測定が始まるとすぐにβ粒子表面放出率の測定結果(8)と、その測定結

果についての統計誤差値(1)が液晶画面に表示されます。 

束密度測定結果が警報しきい値レベル(11)を上回った場合は、測定器

は設定されている警報形式（2音階の音声信号か、断続的な振動信号、も

しくはその両方）を発信します。 

測定結果は液晶画面上で点滅します。周期的で段階的（左から右へ）

に音声信号マークの部分(4)をハイライトし、しきい値レベルの超過を表

示します。 

瞬時値の 10 分割棒グラフ(3)は、電離光子放射線とβ粒子表面放出率

の大まかな判断に使われます。測定瞬時値の積分時間と、瞬時強度値表示

のアップデート間隔は同じで、500 ms です。 
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瞬時強度値は擬似対数表示されます。ガイガー・ミュラー計数管が発

生する毎秒 2 パルスに相当する瞬時強度値において最初のスケール表示

がハイライトされます。強度が大きくなると、スケール棒が多くなり左か

ら右へハイライトされます。 

放射線の強度がガイガー・ミュラー計数管の発生する毎秒 740 パルス

に等しい場合にスケール棒が全てハイライトされます。β表面発生率は、

γ線バックグラウンドが増加してなければ、この場合およそ 45×10
3粒子

数/(cm
2·min)です。 

注：本測定器は、β粒子表面放出率として 1 粒子数/(cm
2·min)がβ線

表面汚染密度として 0.045 Bq/cm
2となるように調整されています。本装置

のβ粒子表面放出率表示単位は 10
3 粒子数/(cm

2·min)であるため、測定値
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表示が 0.100 であれば、β線表面汚染密度は 4.5Bq/cm
2となります。本測

定器のβ粒子表面放出率有効測定範囲は 10－10
5 粒子数/(cm

2·min)である

ため、β線表面汚染密度有効測定範囲は 0.45－4500 Bq/cm
2となります。 

音声マーク(4)はγ量子とβ粒子の音声信号が作動していることを意

味します。信号が作動している場合、このマークが液晶画面に表示され、

登録されたγ量子かβ粒子は選択されている信号形式（音声信号、振動信

号、もしくは両方同時）が短時間作動して知らせます。 

γ量子とβ粒子の音声信号は、警報しきい値レベル設定のサブモード

でスイッチをオンオフすることができます。 

β粒子表面放出率は、電離光子放射線 DER 測定と似たような方法で

測定できます。 
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測定が開始されたらすぐに、液晶画面に測定結果と、測定結果に対応

する統計誤差値が表示されます。測定中に毎回次の測定結果の統計誤差が

徐々に小さくなり、そのうちに目標統計誤差値に到達します。 

誤差が所定の値に到達してからも測定を続けると統計情報の一部が

削除されます。 

そのため、その後のすべての測定結果は目標統計誤差値と同じかそれ

以下であることになります。 

測定器は放射線強度に依存する目標統計誤差値を自動的に定めるこ

とができます（別添 C）。 

使用者はサブモードで警報しきい値レベルを設定することもできま

す。点滅する“%”マークは使用者が決定した統計誤差を意味しています。 
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機器によって目標統計誤差値が設定された場合は、その数値がβ粒子表面

放出率測定の相対基準誤差を超えている間は液晶画面上で点滅します。 

使用者が特定の目標統計誤差値を決めた場合は、統計誤差値が目標統

計誤差値を超えている間は液晶画面上で点滅します。 

統計誤差の値が 99 ％を超えている間は、液晶画面は “nn%”マークを

表示します。 

β粒子表面放出率測定モードの時に、目標統計誤差値を確認するため

には、設定ボタンを押してください。 

設定ボタンを押したままにすると（3秒以内）目標統計誤差値は液晶 

画面（図 15）に表示されます。表示値がゼロの場合は、測定器が放射線強

度に依存して目標統計誤差を自動的に決定したことを意味しています。 
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図 15－測定器の液晶画面 

（目標統計誤差値を確認中） 
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設定ボタンを 3 秒以上長押しすると、液晶画面は“Arch”マークを表示

します（図 16）。そこで、不揮発性メモリ内に測定結果を保存するサブモ

ードに進むこともできるようになります。 

 

図 16－測定器の液晶画面 

（不揮発性メモリ内に測定結果を保存するサブモードの開始） 
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設定ボタンを押し続けると液晶画面で“Arch”マークが消え、測定が 2

秒で再開されます（図 17）。 

 

 

図 17－測定器の液晶画面（測定結果） 
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さらに、設定ボタンを押し続けると、測定器は 2秒以内に警報しきい

値レベル及び目標統計誤差値、並びにγ量子とβ量子の音声信号スイッチ

オンオフなどの設定サブモードとなります（図 18）。縞模様(1)が瞬時値表

示位置を横切り、新しいしきい値レベルの下位桁を点滅させ、このサブモ

ードを表示します。 

このサブモードの操作は、電離光子放射線 DER 測定モードの時とほ

とんど同じです。 

β粒子表面放出率の測定結果を不揮発性メモリに保存するには、測定

モード中に設定ボタンを液晶画面に“Arch”マークが表示されるまで押し

ます（図 16）。 
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図 18－測定器の液晶画面 

（警報しきい値レベル設定サブモード） 
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この操作を取消すには設定ボタンを短く押してください。30 秒間ボタ

ンが押されないと、自動的にβ粒子表面放出率測定モードに切り替わりま

す。 

測定器の不揮発性メモリに余裕がなくなると、“Arch”マークの代わり

に“FULL”マークが液晶画面に表示され（図 19）、次の測定結果が保存で

きないようになります。 

不揮発性メモリに記憶させるには、既に保存されている測定結果を消

去する必要があります。測定結果は PC データ通信操作(取扱説明書

2.3.3.12 項)か一覧表示モード(取扱説明書 2.3.3.13 項)で消去することがで

きます。 



 
94 

 

 

図 19－測定器の液晶画面 

（測定結果保存のサブモード－不揮発性メモリが満杯であることを示す） 
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測定器の液晶画面に現れる“Arch” マーク (1)は測定結果を保存する

サブモードである表示です（図 20）。このサブモードでは測定結果 (1)と

不揮発性メモリに保存される測定結果のデータ番号(3)が液晶画面に表示

されます。不揮発性メモリの空き状況は、瞬時値表示部(4)に表示されま

す。不揮発性メモリに保存データが無い場合は、最初の部分のみが表示部

にハイライトされます。メモリに空きがない場合は、横一列全てがハイラ

イトされます。 

このサブモードの操作は、電離光子放射線 DER 測定モードにおける

同じサブモードと全く同じです。 
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図 20－測定器の液晶画面 

（β粒子表面放出率の測定結果を保存するサブモード） 
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2.3.3.10 時計モード 

測定器が他のどのようなモードである場合にでも、モードボタンを短

く押して時計モードにすることができます。このモードはβ粒子表面放出

率測定モードの次に表示されます。 

この時計モードでは、液晶画面に次の情報を表示します(図 21）。 

－ 目覚まし時計マーク(1)（目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 目覚まし形式マーク（2）； 

－ 電池状態マーク(3)； 

－ 時間(4)； 

－ 日(5)； 

－ 月(6)； 

－ 年(7)。 
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図 21－測定器の液晶画面 

（時計モード） 
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日時修正手順のサブモードにするには、液晶画面上で縞模様(1)が瞬時

値表示部を横切り、“分”(2)の部分が点滅するまで設定ボタンを押し続けま

す（図 22）。 

 

図 22－測定器の液晶画面 

（日時修正手順のサブモード－時間設定） 
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桁が点滅している時に数字を設定することができます。設定ボタンを

使って桁の数字を必要な数字に設定してください。設定ボタンを短く押し、

離すごとに数値が順番に変ります。設定ボタンを長押しすると数字が連続

的に変り、放すと止まります。 

モードボタンを短く押すと“分”の桁部分の数値が決定され（点滅が止

まります）、次は“時”の部分が点滅し始めたら設定ができます。 “時”の桁

は設定ボタンを押して、“分”の桁の時と同じように変更します。 

モードボタンを短く押して測定器のメモリーにある新しく設定した

時間を確定します。 

新しい時間の値が液晶画面上で 3回点滅したら、設定した時間が確定

します。そこで、液晶画面に“年”が表示されます（図 23）。 
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図 23－測定器の液晶画面 

（日時設定のサブモード－“年”設定） 
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“年”の下位桁が点滅している時にその桁の設定ができるようになり

ます。 “年”の数値も、“分”部分と同じように、設定ボタンを使って設定

されます。 “年”の数値は、2010 年から 2099 年までを設定することがで

きます。 

モードボタンを短く押して、測定器に記憶されている新しい年の数値

を確定します。 

測定器の液晶画面で新たに設定した“年”の数値が 3回点滅したら設定

が済んだことを示します。次に“日”(1)と“月”(2)が液晶画面に表示されま

す（図 24）。 “月”が点滅した時にその数字を設定することができます。

ここでも“分”の部分と同じように設定ボタンを使って設定します。 
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図 24－測定器の液晶画面 

（日時修正のサブモード－日付設定） 
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モードボタンを短く押すと“月”の部分の数字が決定され（点滅が止ま

ります）、次は点滅し始めた“日”の部分が設定できます。 “日”の桁は設定

ボタンを押して、“時”の桁の時と同じように設定します。 

モードボタンを短く押して測定器に記憶されている日付の値を確定

します。液晶画面上で新しい日付が 3回点滅したら、測定器は時計モード

に戻ります。 

警告！ 日時設定のサブモードのままで 30 秒以上放置（ボタンを触

らない状態）すると、測定器は自動的に時計モードに戻ります。それまで

に設定し、測定器に記憶されていなかったすべての情報は消去されます。 
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2.3.3.11 目覚まし時計モード 

測定器が他のどのようなモードである場合にでも、モードボタンを短

く押してこのモードにすることができます。時計モードの次にこのモード

になります。 

この目覚まし時計モードでは、液晶画面に次の情報を表示します 

（図 26）。 

－ 目覚まし時計マーク(1)（目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 目覚まし方式マーク（2）； 

－ 電池状態マーク(3)； 

－ 目覚まし作動時刻（4）； 

－ 現在時刻(5)。 
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目覚まし時計作動時刻設定のサブモードにするには、液晶画面上で縞

模様(1)が瞬時値表示部を横切り、“分”(3)の部分が点滅するまで設定ボタ

ンを押し続けます（図 26）。 

 

図 25－測定器の液晶画面 

（目覚まし時計モード） 
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図 26－測定器の液晶画面 

（目覚まし時計の作動時刻を設定するサブモード） 
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目覚まし時計の作動時刻 “時”、“分”の設定は、時計モードにおける時

刻設定と同じように行います。 

目覚まし時計の作動時刻が設定されたら、すぐに目覚まし時計マーク

(2)が測定器の液晶画面上で点滅します。 

そこで、すでに設定されている時刻に目覚ましを作動するかどうかオ

ンオフすることができます。設定ボタンを引続き短く押して、目覚まし時

計の作動をオンオフすることができます。ハイライトされていても、点滅

していない目覚まし時計マークが表示されている場合は、目覚まし時計が

オンであり、暗い場合はオフであることを表します。 
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警告！ 目覚まし時計作動時刻設定のサブモードを 30秒以上放置（ボ

タンを触らない状態）すると、測定器は自動的に目覚まし時計モードに戻

ります。それまでにサブモード上で設定した目覚まし時計作動時刻の変更

設定はすべて取消されます。 

目覚まし時計がオンであり、現在時刻が作動時刻と一致している場合

には、目覚まし時計が作動し、測定器は日付・時刻修正サブモードにある

場合を除いて、あらゆる操作モードあるいはサブモードにおいて目覚まし

時計信号を音声や振動で発生し始めます。 

その時、目覚まし時計マークは点滅します。測定器の電源が入ってい

ない時でも目覚ましは作動します。 

警報しきい値レベル変更サブモードと測定結果表示モードにある場
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合を除いて、測定器がどのような操作モードやサブモードである場合でも、

目覚まし時計の目覚まし信号はモードボタンか設定ボタンを短く押すと

止まります。 

もし、ボタンを押して目覚まし信号が止まらなくても、作動してから

1 分後には自動的に止まるようになっています。 

目覚まし信号が出る前に測定器の電源を切ると、測定器は時計モード

になります。測定器は、目覚まし信号が止まり次第に（1分以内）自動的

に電源が切れます。 

使用者が、目覚まし信号が止まる前に目覚ましを停止した場合は、測

定器の電源は入ったままとなります。 
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2.3.3.12 PCとのデータ通信の制御モード 

2.3.3.12.1 他のどのモードからでもモードボタンを短く押してこのモ

ードに入ることができます。このモードは、目覚まし時計モードの次に現

れます。PCとの通信を制御するモードにおいて、測定器の液晶画面には

以下のような情報が示されます（図27）。 

‐ 目覚まし時計マーク(1) （若し、目覚まし時計がオンである場合） 

‐ 警報方式記号(2)； 

‐ 電池状態記号(3)； 

‐ “PC”記号(4)； 

‐ 現在時刻(5)。 
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2.3.3.12.2 設定ボタンを短く押してPCデータ通信を作動させてくださ

い。 

測定器の液晶画面に Bluetooth マークが表示され”PC”マークが点滅し

始めると、PC とデータ通信を既に経験したことがある測定器はパソコン

に接続し始めます。それまでに、専用のソフトウェアが PC上で立ち上が

っていなければなりません。 
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図 27－測定器の液晶画面 

（PCデータ通信操作モード） 

もし、PC と接続できなかったり、データ通信ができない場合は（例

えば、PCの電源が入っていない、Bluetooth 無線チャネルが測定器に届か
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ないほど離れている、ソフトウェアが PC 上に立ち上がっていない）、測

定器は“CHECKPOINT” マークで始まる Bluetooth 名で PC を検索します。 

この名前で PCが見つかると、接続を試み、PCとのデータ通信が実行

されます。 

PC と接続が成功してデータ通信が始まった時は、測定器の液晶画面

の瞬時値表示位置に縞模様(1)（図 28）が横切ります。 

データ通信中は、測定器は電離光子放射線 DE と DE 累積時間の測定

値（不揮発性メモリに保存された測定結果）を PCに送信します。 

データ通信中に DE 値や DE 累積時間をリセットしたり、不揮発性メ

モリに保存した測定結果を削除したり、PC の時計と測定器の時計を同期

させたりすることも出来ます。 
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図 28－測定器の液晶画面 

（PCとのデータ通信操作モード） 
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データ通信中、測定器は IDU モードで操作することができます。測定

器は以下の情報を PCに送信します。 

－ 電離光子放射線 DER やβ粒子表面放出率の測定中結果； 

－ 現時点の電離光子放射線 DE累積値と DE 累積時間； 

－ 現時点の電源電圧値を PC へ送信し、PC から測定モードの変更指

示と、PCの時計と時刻を同期するよう PCから命令を受信します。 

万一、PCデータ通信中にエラーが起きた場合は、“Er03”、“Er04”、 “Er05”、 

“Er06” もしくは “Er07”マークが液晶画面に表示されます。エラーが表示さ

れたらモードボタンを短く押すと PCデータ通信操作モードに戻ります。 

PC と測定器の接続を切りたい時は、測定器のモードボタンを短く押

します。 
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そこで、液晶画面に表示されている“PC”マークの点滅が止まります。

もし、PCと測定器が接続していても、PC とのデータ通信は専用のソフト

ウェアであるカドミウム・エコモニターを用いて停止することができます。 

2.3.3.13 不揮発性メモリに保存された測定結果閲覧モード 

2.3.3.13.1 測定器の不揮発性メモリに測定結果が保存されていれば、

測定器がどのような他の操作モードであっても、モードボタンを短く押し

てこのモードとすることができます。 

このモードは、PCデータ通信操作モードの次に現れます 

不揮発性メモリに記憶された測定結果を閲覧するモードでは、測定器

の液晶画面上に次の情報が表示されます（図29）。 

－ “rEAd” マーク(1)と“Arch” マーク(2)（モード表示）； 
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－ 目覚まし時計マーク(3) （目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 目覚まし方式マーク（4）； 

－ 電池状態マーク(5)； 

－ 不揮発性メモリに保存されている測定結果の番号(6)。 

 

図29－測定器の液晶画面 

（不揮発性メモリに保存された測定結果閲覧モード） 
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不揮発性メモリに保存された測定結果を見るには、設定ボタンを短く

押します。 

測定器の液晶画面は以下の情報を表示します（図30）。 

－ 不揮発性メモリ内における測定結果の保存場所の表示(1)； 

－ 目覚まし時計マーク(2) （目覚まし時計を設定している場合）； 

－ 目覚まし方式マーク（3）； 

－ 電池状態マーク(4)； 

－ 測定結果(5)； 

－ 測定結果のデータ番号(6)； 

－ 測定時間(7)。 
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表示中に何もボタンを押さないと、液晶画面の（６）と（７）の領域

はそれぞれ測定データ番号と測定年月日あるいは時間を表示します。 

 

図30－測定値の液晶画面 

（測定結果閲覧） 
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位置(1)にある表示は、不揮発性メモリに保存されている測定結果（５）

の場所を表しています。場所表示が最も左であることは、不揮発性メモリ

に最初に記憶され、従って、最も古い測定結果であることを意味します。

場所表示が最も右であることは、不揮発メモリの最後の方に記憶され、従

って、最も新しい測定結果であることを意味します。不揮発性メモリが測

定結果を１つしか保存していない場合は、10 個全ての表示バーがハイラ

イトされます。 

モードボタンと設定ボタンを短く押して測定結果閲覧を操作します。 

モードボタンを短く押すと、現在液晶画面に表示されている測定結果

の直後に保存された、測定結果を閲覧することができます。 
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設定ボタンを短く押すと、液晶画面に表示されている測定結果の直前

に保存された測定結果を閲覧できます。測定器の液晶画面は測定結果のデ

ータ番号、測定時間と測定結果を表示します。 

不揮発性メモリに保存された測定結果閲覧モードを終了させるには、

測定器が電離光子放射線DER測定モードに切り替わるまで設定ボタンを

押し続け（6秒程度）ます。 

不揮発性メモリに保存されている測定結果を削除する場合は、図 30

の状態で、“CLr” マークと“Arch”マークが液晶画面に表示されるまでモー

ドボタンと設定ボタンを同時に押し続けます（図 31）。 
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図31－測定器の液晶画面 

（不揮発性メモリに保存された測定結果を削除するサブモード） 
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削除を取り消しするには、設定ボタンをもう一度短く押すか、30秒間

ボタンを押さないでください（測定器は自動的に不揮発性メモリに保存さ

れた測定結果閲覧モードになります）。 

モードボタンを短く押すと、不揮発性メモリに保存されている測定結果

が削除されたか確認することができます。 “CLr”マークが液晶画面で3回

点滅して電離光子放射線DER測定モードに切り替わった時点で保存され

ていた数値が削除されたことになります。 

警告！ 不揮発性メモリに保存された測定結果を削除するサブモー

ドを 30 秒以上（何もボタンを押さない状態で）放置すると、測定結果を

削除せずに自動的に測定結果閲覧モードに戻ります。 
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3 技術的保守 

3.1 測定器の技術的保守 

3.1.1 概要説明 

測定器の技術的保守(保守と略す)中に行う操作の一覧、操作の順番と

特徴を表3.1に示します。 

3.1－技術的保守中の操作一覧表 

項目 保守の種類 取説項目
番号 使用中保守 長期保

管中 日常的 定期的（年） 
外観検査 + + + 3.1.3.1 

納入品目 - + + 3.1.3.2 

操作性点検 + + + 3.1.3.3 

電池取出し状態点検 - - + 3.1.3.4 

装置の検定 - + + 3.2 
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注：この種類の保守にあてはまる項目を示した箇所に“＋”を、当ては

まらない箇所に“－”を記しています。 

3.1.2 安全対策  

保守中は、本取扱説明書の2.3.1項に記載されている安全対策を完全に

順守するものとします。 

3.1.3 測定器の保守作業手順 

3.1.3.1 外観検査 

測定器の外部検査は以下の順番で行ってください。 

a) 封印の健全性検査、擦り傷の有無、腐食の痕跡、表面の損傷など

を測定器の表面状態を確認します。； 

b) 乾電池室内の抑え金具を確認します。 
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3.1.3.2 同梱物確認 

表1.2の通りに同梱物が一式揃っているか確認します。 

3.1.3.3 測定器の操作性確認 

3.1.3.3.1 本取扱説明書2.2.3項に従って測定器の操作性確認を行います。 

3.1.3.3.2 修理依頼前の故障の検出 

測定器を修理に出す必要があるかどうか、また、どのような修理にな

るか判断するために以下の基準を参考にしてください。 

- 寿命内の修理が必要となる基準； 

a) 測定器定期検定操作中に見つかったパラメータの初期値からの偏

り； 

b) 測定結果の読み取りには支障をきたさない液晶画面の小さな損傷； 
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c) スケールバックライトの消失； 

d) 音声信号の不能； 

－ 大きな修理が必要となる基準 

a) 測定機能が1つでも稼動していないとき； 

b) 測定結果の正確な読み取りに支障をきたすような液晶画面の欠

陥； 

c) 測定器の回路に接触して安全の問題が起こるほどの重大な機械的

部品損傷。 

3.1.3.4 乾電池の取り外しと乾電池部分の掃除 

長期間測定器を保管する際は、下記の通りにして乾電池を外してくだ

さい。 
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－ 測定器の電源を切る； 

－ 乾電池入れの蓋を開ける； 

－ 乾電池を取り外す； 

－ 乾電池室部分の点検、接触金具の精度確認、乾電池室の汚れや接

触金具の酸化物除去を行う； 

－ 乾電池の表面に湿り、塩分析出あるいは絶縁塗膜に損傷がないか

確認する。 

3.2 測定器の検定 

測定器は製造後、修理後、そして使用中に検定が必要です（最低1年

に1回は定期的に）。 
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3.2.1 検定操作 

検定作業では表3.2に表示されている操作を実行してください。 

表3.2 － 検定操作 

操作項目 検定技術項目 

外観検査 3.2.4.1 

動作試験 3.2.4.2 

電離光子放射線DER測定の相対基準誤差の計算 3.2.4.3 

電離光子放射線DE測定の相対基準誤差の計算 3.2.4.4 

β粒子表面放出率測定の相対基準誤差の計算 3.2.4.5 
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3.2.2 検定装置 

検定操作には下記の測定機器と装置を検査時に使用してください。 

－ 
137

Cs標準線源を装着したУПГД-3В試験装置； 

－ 硬いパッドに乗せた
90

Sr + 
90

Y放射性核種を含んだ4CO型標準線

源； 

－ 低放射性137
Cs線源； 

－ ストップウォッチТУ 201 УССР 23。 

全ての検定装置はそれぞれに有効な検定証明や国家度量衡認証を取

得してください。 

注：3.2.2項に述べている精度を有する他の標準的な測定機器を使用で

きます。 
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3.2.3 検定条件 

検定操作は以下の条件を順守して行ってください。 

－ 20±5℃の雰囲気温度； 

－ 30 %乃至80 %の相対湿度； 

－ 86 kPa 乃至106.7 kPaの大気圧； 

－ 0.30 μSv/hを超えない自然バックグラウンドガンマ放射線レベル； 

－ 3.0± 0.2 V範囲内の電源電圧。 

 

3.2.4 検定手順 

3.2.4.1 外観検査 

測定器の外観検査中は下記の条件を守ってください。 
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－ 梱包物は本取扱説明書の1.3.1項に記載されているものが揃ってい

る必要があります。 

－ 表示が正確であること； 

－ 品質管理封印が破られていないこと； 

－ 測定器は性能を損なう可能性がある機械的損傷がないこと。 

注：梱包物の欠品検査は製造会社でのみ行われています。 

3.2.4.2 動作試験 

測定器の電源を入れ、それぞれの測定チャネルの警報しきい値レベルをゼ

ロに設定します。その後に、電離光子放射線DER測定モードに切り替えて測定

器を低放射性137
Cs線源の近くに置きます。測定器の液晶画面で、バックグラン

ドレベル値と、γ量子音声信号によってDER測定値の増加を観察してください。  
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3.2.4.3 電離光子放射線DER測定の相対基準誤差の計算 

操作マニュアルに従ってУПГД-3В試験装置を用意します。 

電離光子放射線DER測定（以下、DERといいます）をするために測定

器を用意し、取扱説明書の2.3.3.7項に従って、目標統計誤差値を5%に設定

します。 

УПГД-3В型架台に測定器を取り付け、ガンマ線束の幾何学的中心が検

出器の機械的中心に一致するように測定器を保持します。そして外部バッ

クグラウンドDER測定結果の統計誤差の値が15 %より小さくなるまで待

ちます。そこで、5回の外部バックグラウンドDERの計測を5秒間隔で行い、

結果を記録します。 

測定器を取り付けたУПГД-3В架台を137
Cs線源のDERが0.8 μSv/hの状
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態になる位置に設置し、DER測定結果の目標統計誤差値が10 %以下になる

まで待ちます。そこで、5回のDERの計測を5秒間隔で行い、結果を様式に

記録します。 

式(1)によってDER値 )10(*H をμSv/h単位で計算します； 

)10()10()10( ***

ФHHH     
（式1） 

ここに、 )10(*

H は外部ガンマ線バックグラウンドを含んだ線源の測

定器測定値の平均値で、μSv/h単位であり、 )10(*

ФH  
は外部ガンマ線バッ

クグランド測定中の測定器測定値の平均で、μSv/h単位です。 

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って、測定の相対基準誤差をパーセント単

位で計算します。
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137
Cs線源からのDERが8.0 μSv/hになるように、測定器を取り付けた

УПГД-3В架台を設置します。そしてDER測定結果の目標統計誤差値が

10 %以下になるまで待ちます。 

そこで、5回のDERの計測を5秒間隔で行い、結果を様式に記録します。 

式(1)に従ってDER値をμSv/h単位で計算します。 

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って測定値の相対基準誤差をパーセント

単位で計算します。 

137
Cs線源のDERが80.0 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付け

たУПГД-3В架台を設置します。そしてDER測定結果の目標統計誤差値が

10%以下になるまで待ちます。そこで、5回のDERの計測を5秒間隔で行い、
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結果を様式に記録します。 

式(1)に従って、DER値をμSv/h単位で計算します。 

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って測定値の相対基準誤差をパーセント

単位で計算します。 

137
Cs線源のDERが800 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付けた

УПГД-3В架台を設置します。そしてDER測定結果の目標統計誤差値が10%

以下になるまで待ちます。そこで、5回のDERの計測を5秒間隔で行い、結

果を様式に記録します。 

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って、DER値の平均と測定値の相対基準誤

差をパーセント単位で計算します。 
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137
Cs線源のDERが8000 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付け

たУПГД-3В架台を設置します。そしてDER測定結果の目標統計誤差値が

10%以下になるまで待ちます。 

そこで、5回のDERの計測を5秒間隔で行い、結果を様式に記録します。 

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って、DER値の平均と測定値の相対基準誤

差をパーセント単位で計算します。 

もし、それぞれのDERレベル測定中に相対基準誤差のパーセント値が、

)10(

2
15




H
を超えなければ、測定器が正常に検定されたと認められます。 

ここに、 )10(H はμSv/h単位で測定されたDERの数値です。 
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3.2.4.4 電離光子放射線DE測定の主要な相対誤差の計算 

取扱説明書の2.3.3.8項に従って、電離光子放射線DE測定のために測定

器を準備します。 

操作マニュアルに従ってУПГД-3В試験装置を用意します。 

測定器をУПГД-3В架台に取り付け、ガンマ線束の幾何学的中心が検出

器の機械的中心と一致するようにします。 

137
Cs線源のDERが80 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付けた

УПГД-3В架台を設置します。 

最初のDE測定値を記録し、同時にストップウォッチのスイッチをオ

ンにします。 

照射開始から60分後のDE測定結果（ストップウォッチにより）を読
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み取り、ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従い、初期DE値を差し引いて測定値の

相対基準誤差値をパーセント単位で算出して記録します。 

137
Cs線源のDERが800 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付けた

УПГД-3В架台を設置します。 

最初のDE測定値を記録し、同時にストップウォッチのスイッチをオ

ンにします。 

照射開始から30分後のDE測定結果（ストップウォッチにより）を読

み取り、ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従い、初期DE値を差し引いて測定値の

相対基準誤差値をパーセント単位で算出して様式に記録します。 

137
Cs線源のDERが8000 μSv/hの状態になるように、測定器を取り付け

たУПГД-3В架台を設置します。 
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最初のDE測定値を記録し、同時にストップウォッチのスイッチをオ

ンにします。 

照射開始から30分後のDE測定結果（ストップウォッチにより）を読

み取り、ДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従い、初期DE値を差し引いて測定値の

相対基準誤差値をパーセント単位で算出し記録します。 

もし、主要な相対誤差の値が、DE測定中に±15 %を超えなければ、測

定器は正常に検定されたものと認められます。 

3.2.4.5 β粒子表面放出率測定の主要な相対誤差の計算 

電離光子放射線DER測定用の測定器を用意し、取扱説明書の2.3.3.7項

に従って、目標統計誤差値を5 %に設定します。 
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外部バックグラウンド電離光子放射線DER測定結果の目標統計誤差

値の値が15 %以下の値になるまで待ちます。 

そこで測定器をβ粒子表面放出率測定モードとし、取扱説明書の

2.3.3.7項に従って、目標統計誤差値を10%に設定します。 

検出器カバーを外した測定器を4CO表面線源の上に設置し、β粒子表

面放出率が50から150粒子数/(cm
2·min)となる条件で、検出器面が線源の付

着面を完全に覆うようにします。 

β粒子表面放出率測定結果の目標統計誤差値が15 %以下の値になる

まで待ちます。 

そこで、5回の測定結果をそれぞれ5秒間間隔で記録し、β粒子表面放

出率の平均値と、相対基準誤差の結果をДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って

計算します。 
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検出器カバーを外した測定器を4CO表面線源の上に設置し、β粒子表

面放出率が1000から10000粒子数/(cm2·min)となる条件で、検出器面が線源

の活性面を完全に覆うようにします。β粒子表面放出率測定結果の目標統

計誤差値が10%以下の値になるまで待ちます。 

そこで、5回の測定結果をそれぞれ5秒間間隔で記録し、β粒子表面放

出率の平均値と、相対基準誤差の結果をДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って

計算します。 

検出器カバーを外した測定器を4CO表面線源の上に設置し、β粒子表

面放出率が50000から100000粒子数/(cm2·min)となる条件で、検出器面が線

源の付着面を完全に覆うようにします。 

β粒子表面放出率測定結果の目標統計誤差値が10 %以下の値になる

まで待ちます。 
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そこで、5回の測定結果をそれぞれ5秒間間隔で記録し、β粒子表面放

出率の平均値と、相対基準誤差の結果をДСТУ ГОСТ 8.207:2008に従って

計算します。 

もし、それぞれのβ粒子表面放出率測定中の相対基準誤差のパーセン

ト値が



200
20  を超えなければ、測定器の検定が正常に行われたと認めら

れます。ここに、  はベータ粒子数/(cm
2·min)の単位で測定されたβ粒子

表面放出率の数値です。 
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3.2.4.6 検定結果の告示 

3.2.4.6.1 初期もしくは定期検定の結果は以下のように記録されてい

ます。 

1) 初期検定結果は“CERTIFICATE OF ACCEPTANCE（受入検査合格

証）”に記録されています。 

2) 定期検定結果はДСТУ 2708:2006様式で発行された証明書、もしく

は取扱説明書の別添F表内に記録されています。 

初期検定結果は表3.3に記録されています。 
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表3.3－主な仕様の初期検定結果 

試験される仕様項目 実測値 

名称 技術仕様に従った標準値 

信頼度0.95における電離光

子放射線DER測定値の相対

基準誤差のパーセント値 

)10(

2
15)10(



 
H

H


 ここに、

)(H 10 はμSv/h単位で表され

る測定されたDERの数値 

 

信頼度0.95における電離光

子放射線DE測定値の相対

基準誤差のパーセント値 

±15 
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試験される仕様項目 実測値 

名称 技術仕様に従った標準値 

信頼度0.95におけるβ粒子

表面放出率測定値の相対基

準誤差のパーセント値 

β

β
φ

δφ
200

20 
 ここに、  は

粒子数/(cm
2·min)単位で測定

されたβ粒子表面放出率の

数値 

 

3.2.4.6.2 検定の技術要件に合わない測定器は、製造や使用が許可さ

れず、ДСТУ 2708:2006に従って” Certificate of Inadequacy（不適合証明書）”

を受けます。 
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4 合格証明書 

 

製造番号_______________のВIСТ.412129.008-10 型MKS-05 "TERRA"

放射線量（率）計はТУ У 33.2-22362867-006-2001 ВIСТ.412129.006 ТУの技

術規格を満たしていることが認証され、使用が認められました。 

発効日______________________ 

社印   QCD代表  _______________ 

署名 

検査マーク  州検定役員 _______________ 

署名 
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5 梱包証明書 

 

製品番号_______________ВIСТ.412129.008-10 型のMKS-05 "TERRA"

放射線（率）量計はТУ У 33.2-22362867-006-2001 ВІСТ.412129.006 ТУの仕

様要件に従って民間企業“SPPE “Sparing-Vist Center”によって梱包されま

した。 

梱包日_______________ 

社印 
 

梱包担当者: 

 

_________________ 

署名 

梱包製品承認者: _______________ 

署名 
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6 保証条項 

6.1 お客様が取扱説明書ВІСТ.412129.006-10 НЕに提示された、使用、

輸送、および保管のガイドラインを順守された限り、メーカーは測定器が

技術的要求事項を満足することを保証します。 

6.2 測定器の保証期間は、測定器の使用開始期日あるいは保管期限の

終了から18カ月を超えることなく終了し、効力を失うものとします。 

6.3 測定器の保証が有効な保管期間は製造後6ヶ月間とします。 

6.4 お客様がガイドラインに沿った使用方法、輸送および保管をされ

ていた場合、保証期間中は製造会社が無償の修理もしくは無償交換を行う

ものとします。 
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6.5 もし、欠陥（苦情申し立てに従った）が解消されたら、測定器が

欠陥によって使用できなかった期間分の保証期間が延長されるものとし

ます。 

6.6 乾電池の保証期間が終了した後の乾電池の欠陥は、苦情申し立て

の理由とならないものとします。 
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7 修理 

7.1 測定器の保証期間中において故障や不備が発生した場合、使用者

が修理の必要性を記載した申立書を作成し、測定器を下記住所の製造会社

又は販売会社宛に送付して頂くものとします。 

PE "SPPE "Sparing-Vist Center" 

33 Volodymyr Velyky Str., Lviv, 79026 Ukraine 

Tel.: (+380 32) 242-15-15; Fax: (+380 32) 242-20-15 
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7.2 全ての苦情申立ては表 7.1 に示すように記録されます 

表7.1 

故障の発生日 申立て苦情の概要 行われた処置 備考 

 

 

 

 

 

   

7.3 保証期間中及び保証期間後の修理は製造会社によってのみ行われ

ます。 

測定器の修理に関する情報は本取扱説明書の別添 Gの表に記録されます。 
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8 保管 

8.1 測定器は、ГОСТ 15150-69に従い、＋5℃から＋40℃の温度に調節さ

れた暖房と換気のある保管室で、+25℃における相対湿度が80％以下の結露

しない状態で保管されるものとします。保管室には酸類、ガス、有機溶剤の

蒸気及びアルカリなど、腐食を起こす恐れのあるものが無いものとします。 

8.2 保管室内の機器保管場所は、機器の移動や搬出に支障がないよう

にしてください； 

8.3 測定器は棚上に保管してくだい； 

8.4 機器は、壁、床より100 mm未満のところに保管しないでください； 

8.5 倉庫内に置かれるヒーター類からは0.5 m以上離して保管してく

ださい； 
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8.6 平均在庫期間は少なくとも6年です； 

8.7 保管に関する追加情報は、本取扱説明書の別添C,D,Hに記録され

ている測定器の保管中及び保守中の点検について参照してください。 

 

9 発送 

9.1 梱包された測定器は、あらゆる輸送手段に有効な規則と基準であ

るГОСТ 15150-69（- 25 から+ 55 ℃の温度制限）に従う条件で、あらゆる

形式の非開放型運送車両によって輸送できます。 

9.2 測定器を入れた運送用容器は車内で安定な場所を選び、（機器間

及び輸送容器側壁との）衝撃を防ぐように設置して固定します。 
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9.3 輸送用容器内で測定器は以下の状態を守ってください。 

－ - 25 から + 55 ℃の温度； 

－ 温度+ 35 ℃において95±3 %の相対湿度； 

－ パルス持続時間16 msで加速度98 m/s
2の衝撃（それぞれの方向へ

1000±10回）。 

9.4 倒置禁止 

 

10 廃棄 

測定器の廃棄は、一般の廃棄規則に従ってください。（例：金属はリ

サイクル、プラスチックは一般ごみ） 

測定器の廃棄はごみ処理業者に危害を及ぼすものではありません。環

境にやさしい作りになっています。 
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別添 A 

Аnisotropy of the 
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-100

-80

-60

-40

-20

0
Cs-137

СО-60

Ам-241

| c

П

1

90 0

150 0

180 
0

0 0

270 0

30 0

 

120 0

360 0

60 0

330 0

300 0

240 0

210 0

Ам -241

Cs - 137

Co- 60

 

図A.1  MKS-05 放射線量計-表面汚染率計の 

垂直平面内感度方向依存性 
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図A.2  MKS-05 放射線量計-表面汚染率計の 

水平平面内感度方向依存性 
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別添B 

 

図B.1－統計誤差値の電離光子放射線DER値依存性 

相対基準誤差 

統計誤差値 
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図 B.2―統計誤差値のベータ粒子表面放出率値依存性 

統計誤差値 

相対基準誤差 
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別添C 

長期保管開始と保管場所からの取出し記録様式 

長期保

管開始

日付 

保管 

方法 

長期保管後 

取出日付 

長期保管と 

取出責任会社名 

日付、責任者の 

役職、署名 

     



 
162 

別添 D 

保管記録様式 

日付 保管状態 責任者の役職、 

名前、署名 保管開始 保管終了 
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別添E 

使用中のトラブル記録様式 

故障発生

日付・時間 

モード 

故障形態 故障原因と 

故障要素の 

運転時間 

対策と 

苦情の 

内容 

問題解決 

担当者の 

役職、名

前、署名 

備考 
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別添F 
 F-1 

主要性能の定期検定   

試験された仕様 測定日 

名称 技術仕様書の数値 年 

実測値 測定者役職 
署名 

1. 信頼度0.95における電

離光子放射線DER測定値

の相対基準誤差のパーセ

ント値 

)10(

2
15




H  ここ

に、 )10(H は単位

μSv/hのDER測定値 
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F-2  

主要性能の定期検定   

試験された仕様 測定日 

名称 技術仕様書の数値 年 

実測値 測定者役職 
署名 

2. 信頼度0.95における電

離光子放射線DE測定の

相対基準誤差のパーセン

ト値 

 

 

±15 
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F-3  

主要性能の定期検定   

試験された仕様 測定日 

名称 技術仕様書の数値 年 

実測値 測定者役職 
署名 

3. 信頼度0.95におけるβ

粒子表面放出率測定の相

対基準誤差のパーセント

値 



200
20  ここに、 

は粒子/(cm
2
·min) 

単位のβ粒子表面放

出率値 
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別添G 

修理履歴記録様式 

機器部品名称

型式 

修理の

理由 

日付 
修理を担当

した 

機関名称 

修理前

の使用

時間 

修理

品 

受領 

修理 

完了 

      



 
168 

別添G 

修理 

修理態様 

寿命中、 

重大事象等 

修理名称 

責任者の役職、名前、署名 

修理担当者 
修理後の受取

人 

    



 
169 

別添 H 

検定と検査の結果記録様式 

日付 検定又は

検査の形

態 

検定・検査

の結果 

責任者の

役職 

名前、署名 

備考 

     

 


