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原子力施設の廃止措置技術について
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原子力廃止措置に当たっては、ロボット技術を駆使
した遠隔解体技術の開発が進んでいるが・・・

遠隔解体技術だけでは、廃止措置の遂行は困難

「人」の関与は必要不可欠
→現実的には、遠隔解体技術との併用

防護服の着用

防護服着用作業に当たっては、特殊な環境
であるが故に様々な課題解決が必要

※現状、廃止措置技術開発の主眼は、ロボット技術を用いた遠隔解体技術開発に置かれており、人の管理に係わる研究・開発は
ほとんど行われていない。

スレーブアーム

切断用
プラズマトーチ

解体前 解体後



本研究の背景～原子力施設における特殊性～
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【原子力施設ならではの特殊性】

➢防護服着用作業中は しているため、

→汗として失われた

防護服は、一般の作業服（綿等）に比べて熱がこもりやすく、透湿性が悪い
ため、防護服の中は作業による産熱や発汗により高温・多湿状態となる。

熱中症の発症リスク：

防護服着用時における熱中症の発症リスク低減のためには、・・・・

➢汚染拡大を防止するため、慎重に汚染確認しながら作業エリアから
退域しなければならない
→異常を感じてから退域行動を起こしても、

原子力施設における設備保守を実施するに当っては、放射性物質の吸引
による内部被ばくや汚染を防止するため、必要に応じて防護服を着用する。



グリーンハウス方式による汚染管理
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解体・切断エリア 汚染コントロールエリア

グリーンハウス（GH)-1

GH-2 GH-3 GH-4 汚染検査員

退域

作業員

汚染レベル

高 低

約10～15分



防護服着用作業時における熱中症発症プロセス
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防護服は、作業環境の有害物質の防護服内への侵入を防ぐと共に作業に伴う
筋労作による産熱及び発汗により生じた水分は防護服外に逃げることなく留まる
ため、防護服内は高温・多湿状態となる。

高湿度状態（飽和状態）のため、発汗により生じた汗は、蒸発しないで、体表面
を流れ落ちる。
→発汗による体温調節が効かない（無効発汗状態）

※防護服着用作業中は、常時呼吸保護具を着用しているため、
飲水ができない。
→発汗により生じた水分を補給できず、血液が濃縮し、循環器

への負担が増加する。

最終的には、「熱中症」の発生に至る

適切に対処しないと・・・

体温は、下がることなく、上昇傾向へ この段階で兆候を見つけられれば、
安全に作業を進めることが可能となる

Point
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一般労働現場における熱中症リスク
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熱中症の発症リスクが高いのは、原子力施設だけではない！

労働現場における熱中症による死亡者数の推移
※厚生労働省統計及び気象庁統計より

 年間20件前後の死亡災害が発生
 近年、労働現場における熱中症による死亡

者数は増加傾向にある。

熱中症による死亡者数の業種別発生状況（H22～24）
※厚生労働省統計より

労働現場では、建設現場における死亡災害の
発生がダントツ！

炎天下等での作業が多く、熱中症の発症リスク
が大きいため

一般労働現場に目を向けると、熱中症の発症リスクの高い作業環境は数多く存在する。



建設現場における熱中症リスク管理の現状
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現在、IoT（モノのインターネット）技術を用いた生体モニ
タリングがテレビや新聞紙上で話題になっている。

上記システムの特徴
①熱中症の発症リスクを心拍数の変化として捉える。

→着衣（Tシャツ）に組み込まれたセンサーにより
心拍数を計測

一例として、今回紹介する熱中症モニタリング技術とし
て、最近話題になっている事例を紹介する。

大林組とNTTコミュニケーションズでは、建築現場におけ
る熱中症の発生及び死亡災害を防ぐことを目的に作業
員の心拍数を遠隔で集中管理するシステムを開発。

②測定データをクラウドへ転送し、遠隔で集中管理。
③心拍数だけでなく、動作もモニタリング

→転倒、転落等

心拍数では、熱中症の発症リスクを正確に捉えることは困難！
→体温測定は必須



深部体温の測定方法
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今回、採用した深部体温の測定方法

外耳道

内頚動脈
（心臓より）

鼓膜

米国ACGIH TLVｓ、WHOテクニカルレポートでは・・・
作業員の熱中症発症リスクをモニタリングする上で

の指標として

である時、過剰な暑熱負担の下にあると判断すると
の基準があるが・・・・

赤外線

測温センサー

非接触での測定

鼓膜温センサーの装着状況

主な特徴
➢装着が容易
➢装着に伴う痛み等なし
➢鼓膜損傷の恐れなし
➢精神的負荷が小さい
➢衛生的

既存の管理指標及び従来の深部体温の測定方法

直腸温センサー（サーミスタ）

Φ5mm

測温部

肛門括約筋

直腸

肛門括約筋から15cm
の位置にセンサー留置

→

視床下部へ



鼓膜温の測定について
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外耳道

内頚動脈
（心臓より）

サーミスタ

外耳道

鼓膜温センサー

サーミスタ

赤外線
脱脂綿又は耳栓

内頚動脈
（心臓より）

サーミスター先端部の鼓膜への接触
→鋭い痛み、違和感、鼓膜損傷の恐れあり

非接触での測定
→鋭い痛み、違和感、鼓膜損傷の恐れなし

従来の鼓膜温測定手法 今回、採用した鼓膜温測定手法

鼓膜 鼓膜



鼓膜温の測定について
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心臓から出た血液は大動脈弓から直ぐに内頚
動脈を経由して脳に入る。

鼓膜の近傍には、内頚動脈が通っており、内頚
動脈を潅流する血流温は、体温中枢である視
床下部温を反映するといわれている。

外耳道

内頚動脈
鼓膜

心臓より

鼓膜温センサー

サーミスタ

赤外線

視床下部



サーモパイル式鼓膜温度計
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熱

熱

赤外線量

温 度

鼓膜温

鼓膜

サーモパイル

ウェーブガイド
（赤外線をサーモパイルへと導く）

ヒートシンク
（外耳からの熱を吸収）



サーモパイル式鼓膜温度計による測定値
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プローブを耳に挿入してからの経過時間（秒）

MC-510（改良型）の熱特性例
（長時間安定で連続測定可能）

従来構造での熱特性例
（熱の影響を受ける前に数秒で測定）
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サーミスタ式耳栓型鼓膜温度計の構造
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サーミスタA

サーミスタB

凹面鏡

拡大図

【断面図】
耳栓型鼓膜温測定センサー

測温部正面図測温部断面図

測温部詳細図



サーミスタ式耳栓型鼓膜温度計の測定原理
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鼓膜

凹面鏡 サーミスタA → TAを測定

サーミスタB → TBを測定

TA：鼓膜から放射された赤外線による温度上昇（下降）分＋耳式センサー本体の温度
TB：耳式センサー本体の温度

TA－TB：相対温度⇒鼓膜からの赤外線量に相当

T
ty
（
鼓

膜
温

：
℃

）

校正式

校正式（黒体炉を用いて算出）に相対温度を入力す
ることにより鼓膜温へ換算



運動状態における直腸温と鼓膜温の推移
～鼓膜温センサーを用いた実測データ～
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➢ 連続測定しても熱ドリフトすることなく鼓膜温を測定することが可能
➢ 運動状態による体温の変化を直腸温に比べてレスポンス良く捉えることが可能
➢ 直腸温に比べて鼓膜温は高い温度を示すため、測定された鼓膜温を従来の直腸

温基準で管理することによって、安全性を確保することが可能



問題の発生
～安全は確保できたが・・・作業効率が低下～
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直腸温

鼓膜温

運動開始とともに
鼓膜温が上昇

鼓膜温＞直腸温

鼓膜温は直腸温よりも

解決方法：

しかし、・・・・
鼓膜温の方が先に管理基準値を超えてしまうため、直腸
温は管理基準値を超えていないにも関わらず、作業を中
断しなければならない
→

運動中における鼓膜温は 。
→

実測された鼓膜温を直腸温基準の管理指標を基に管理
することにより、

鼓膜温（Tty)

直腸温（Tre)

時間

直
腸

温
又

は
鼓

膜
温

管理基準値（警報設定値）

鼓膜温が管理基準値に到達
→作業中断！

一方、直腸温は管理基準値に未到達
→まだまだ、作業は継続可能

作業中断
→作業効率の低下



安全性と作業効率を両立させるために
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鼓膜温（Tty)

直腸温の
予測値（Tca)

時間

直
腸

温
又

は
鼓

膜
温

警報設定値

作業時間の延長
→作業効率UP

実測された鼓膜温から直腸温を予測するための予測式を実験により作成

安全性を確保しつつ、作業効率（作業時間の延長が可能）の向上といった
相反する課題を両立させることが可能となった
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当該システムによる作業管理の概念
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従来の主観的情報（自己申告）に客観的な情報（体温・心拍数）を併せることにより、作
業員の状況をより的確に把握することが可能となる。

問いかけ
作業制限
作業中止指示等

無線指示

心拍数増加
体温上昇

データー転送
異常あり

遠隔集中管理 本人の自己申告無線等

現場責任者 作業員



当該システムを使用した作業管理例
～熱中症発症リスクの自己管理～
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警告音又は音声（熱中症のリスク
が高くなってきました作業を中断
し、水分補給及び涼しい場所で休
憩しましょう等）

本来は、第三者によって客観的に管理
することが望ましいが、現場によっては
客観的な管理が困難な場合がある。

そこで・・・

熱中症の発症リスクの高まりを本人に
伝え、休憩を促す等の自己管理ツール
としての利用

警告等を発しても、それを無視して作
業を続けては、意味がない・・・・
※作業員は、無理をしがち・・・



当該システムを使用した作業管理例
～作業員同士による相互管理～
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頭に付けたランプが点滅することで、警告（警報）を意図的に無視した場合でも第三者が
熱中症のリスクの高まりを知ることが可能
→相互に管理しあうことによって、安全性が向上

バッチ型体調表示ランプ

警告（黄色点滅） 警報（赤色点滅）
大丈夫か？
ちょっと休憩しろよ！



当該システムを使用した作業管理例
～第三者による客観的な作業管理～
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異常があった場合、警告ランプ等に
より通知し、モニターで状況確認を
促すことにより管理者の負荷を低減

異常があった場合、スマート
フォンに注意を促すようメール
を送付

作業員の熱中症の発症リスクを集中管理することが可能
→作業の安全性を確保しつつ、業務の効率化を図ることが可能



当該システムを使用した作業管理例
～地球の裏側での作業員の一括管理～
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各作業員のデーターをクラウドへアップすることにより、例えばブラジルで一括管理を
行うことが可能となる

クラウド

Aさん

Bさん

Cさん

Dさん

Aさんの熱中症発症リスク
が高まっているな・・
作業中断指示をしよう！

Aさんに作業中断指示をし
たけど、まだ作業を行って
いるな・・・BさんにAさん
に作業を止めるように言っ
てもらおう

Aさん・・
熱中症のリスクが高いの
で作業を止めてください

分かりました
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期待される利用分野①
～東京オリンピックに向けた利用～
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東京オリンピック2020を控え

スタジアム等の建設が進む中で、屋外作業
員の熱中症の発症リスクを如何に防ぐか！

建設現場での利用

真夏のオリンピック開催にあたり、警備等
に従事する警察官や警備会社社員、ボラン
ティアスタッフの熱中症の発症リスクを如
何に防ぐか！

警備等での利用

運動生理学の分野では、運動中の体温等を
リアルタイムかつ正確に測定したいという
要求有り
→オリンピック選手の能力強化へ・・・
（トレーニング方法の改善等へ活用）



期待される利用分野①
～消火活動にあたる消防士の管理～
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火災現場における消防士の熱中症の発症
リスク管理
→極めて過酷な環境で作業を行う消防士
であるからこそ、しっかりとそのリス
クを管理する必要有り

地球温暖化により、気温が上昇し
熱中症により救急搬送される事例
が増加傾向にある今日・・・

熱中症の発症リスクを如何に捉え、
適切な対応（休憩や飲水）を促し、
そのリスクを回避することが重要
となる。

当該システムは、その解決手段の
一つとなりうる技術であると考え
ている。

当該システムにより、熱中症によ
る死亡災害を1件でも減らすことが
できればと願っている。



本技術に関する知的財産権
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耳栓型個人熱中症警報装置
特許第4961618号（平成24年4月6日登録）
高橋直樹、山田茂、木梨秀二、高田浩二

防護服着用作業員の熱中症発症リスク管理方法
特許第5842237号（平成27年11月27日登録）
高橋直樹



お問い合わせ先
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国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
研究連携成果展開部 知的財産管理・利用促進課
産学連携コーディネーター 三枝邦夫

TEL ：029-282-6934
E-mail：saegusa.kunio@jaea.go.jp

mailto:saegusa.kunio@jaea.go.jp

