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基本構成

21インチモニタ

3Dカメラ

IVSサーバ
（ソフトライセンス込み）

◆ 3D画像センサー
◆ バーチャルセキュリティドアソフト

スマートフォン

※ 本製品は、犯罪の抑止等を意図した製品ですが、その抑止効果を保証するものではありません。又、本製品利用にあたり検知･記録内容等の補償及びそれに起因するあらゆる損害に関して､当社は一切の責任を負いません。

マルチ認証端末
（AC-7000）

※ マルチ認証端末では、顔・指紋・カード認証は3つまで同時使用が可能です。パスワード認証は同時使用が計2つまでとなります。
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改正 放射線障害防止法【施設における防護措置】対応

バーチャルセキュリティドアで共連れ防止

2枚の見えない扉
バーチャル

セキュリティドア
（実際には見えません）

従来のパスコントロールでは防ぎきれなかったエリアへの共連れによる不正入室を防ぎます！
電子錠付ドアやゲートを取り付ける手間やコストは不要です！

従来のパスコントロールでは防ぎきれなかったエリアへの共連れによる不正入室を防ぎます！
電子錠付ドアやゲートを取り付ける手間やコストは不要です！

従来のパスコントロールでは防ぎきれなかったエリアへの共連れによる不正入室を防ぎます！
電子錠付ドアやゲートを取り付ける手間やコストは不要です！

3D画像センサーで
特定放射性同位元素の盗難防止

顔認証 ICカード認証 パスワード 指紋認証

FeliCa/MIFARE
対応

複数の認証を自由に組み合わせ※

マルチ認証

※ 顔・指紋・カード認証は3つまで同時使用が可能です。
パスワード認証は同時使用が計2つまでとなります。



■ 現状の規制
  ・ 人がみだりに立ち入らないような
     措置を行うこと

  ・ 貯蔵設備の扉、ふた等外部に通ずる
     部分に鍵その他の閉鎖のための設備
     等を設けること

  ・ 放射性同位元素の保管中にみだりに
     持ち運ぶことができな いようにする
     ための措置を講じること等

上記IAEAの勧告により「盗取の防止」を主たる目的とした防護装置を備えるものとし「検知の強化」監視カメラ及び侵入検知装置等を設置し
盗取の試みを早期に発見し未然に防止する新たに防護のために必要な措置の規制を義務付けることとした。

施設による防護装置の現状を踏まえ下記「今後の充実強化」記載のように検知・遅延・対応・出入り管理・アクセス規制・その他必要
な措置を講ずることとなった。当該措置の具体例として下記に監視カメラの仕様及び警報・警告装置の仕様を定めた。

・ 2017年2月1日の第59回原子力規制委員会において、放射線障害防止法の条文(案)が示された。
・ 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律
   （2017年法律第15号）」が、2017年4月14日に公布された。

「放射性同位元素等の規制に関する法律」
IAEAの「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」により”防護措置の実施“が勧告され法律が改正されます。

「今後の充実強化」
IAEA実施指針を踏まえた区分を設定、「盗取の防止」を
主たる目的として措置を 求めることによって、特定放射
性同位元素に対するセキュリティ対策を行う。

「現状」
放射線障害防止法の「位置、構造及び設備並びに使用及び保管に関する技術
基準」にて、被ばくの管理に併せて盗取を防止するための措置がすでに規制
要求されているが、セキュリティの観点からは十分ではない。

■ 対応例
  ・ 金属製の容器に封入

  ・ インターロックの設置

  ・ 標識の設置

  ・ 扉、貯蔵箱の施錠

  ・ コンクリート壁による区画
  ・ 一部の事業所において、監視カメラ等
　 の監視装置が設置

■ 検知に係る課題
  盗取の試みを早期に発見し未然に防止   
  することが必要

■ 遅延に係る課題
  治安当局が到着するまで十分な遅延時  
  間を確保することが必要

■ 対応に係る課題
  盗取を検知した場合、迅速かつ確実に
  対応できるように手順書を定めておく
  ことが必要

■ 出入管理・アクセス規制に係る課題 
  対象となる放射性同位元素を取り扱う
  部屋へ許可されたものだけが立ち入る
  ことができるように出入管理することが
  必要

■ 検知
  ・ 監視カメラの設置 
  ・ 侵入検知装置の設置

■ 遅延
  ・ 堅固な扉、貯蔵容器の設置等
  ・ 固縛等

■ 対応
  ・ 通信機器の整備 ・手順書の整備
  ・ 教育及び訓練の実施

■ 出入管理・アクセス規制 
   ・ 本人確認
   ・ アクセス規制

■ その他必要な措置
   ・ 防護措置を管理する責任者の選任        ・ 防護措置に係る情報の取扱と管理

   ・ 防護措置を体系的に実施するための規程の策定

施設における防護措置

施設における防護措置

出典：原子力規制委員会（放射線障害の防止に関する法令改正の説明会 参考資料2-1）

監視カメラの仕様

カメラ種類

画質

録画機能

設置箇所

侵入検知

不正工作検知

その他

赤外線カメラ（赤外線カメラでない場合は適切な場所に人感照明を設置する）

VGAクラス（約30万画素以上）

過去8日以上保存

ガンマ線照射室（照射室が見渡せる場所に設置）

カメラ機能（侵入検知装置を別途設置する場合は使用しない）

カメラ機能で検知

・ カメラに集音機能は無くても良いとする
・ 録画データは室内への侵入があったデータのみの保存でも問題なしとする
・ 侵入検知装置を設置せずに、カメラの侵入検知装置を活用する場合、カメラへの衝撃も感知できるようにすること

暗所も撮影できること

侵入者の服装等の特徴が確認できること

遠隔地で確認できること

RIが持ち出される様子を確認できる視野であること

人の侵入があった際に検知できること

映像信号が途切れたことを検知できること

警報・警告装置の仕様

種類

音量

警報連続時間

設置箇所

音

ある程度大きな音量を出せる

ずっと鳴る

RI管理室・ガンマ線照射室

ピー等の連続音、もしくはピ･ピ･ピ･･等の繰返しの様な音源での警報とする

犯人及び職員に伝わる音量を有すること

任意の手動操作によって停止させることができること

それぞれに1つずつ設置する

その他
・ 音と光両方が出る警報装置でも可能とする
・ 警報・警告の設定（音量・音源・音の連続時間）は同じとする
・ 警告機能として、RI管理室から任意のタイミングでガンマ線照射室に警報を鳴らすことができる

日本では約530の事業所が条件に該当します

バーチャルセキュリティドアが不審者を検知すると即座に

特定放射性同位元素の使用例

2019年9月に施行されます特定放射性同位元素
に係る防護措置は

バーチャルセキュリティドア機能を搭載するArgos Saviourは、1台で監視カメラ、侵入検知、出入り管理・アクセス規制・
威嚇、未然防止の全ての機能を唯一カバーできるシステムです。

1台で防護措置に必要な機能を網羅

出典：原子力規制委員会（放射線障害の防止に関する法令改正の説明会 参考資料2-1）

• 滅菌用線源

• 遠隔治療装置用線源

• アフターローディング装置用線源

• 非破壊検査装置用線源 など

• ガンマナイフ用線源

• 血液照射装置用線源

声掛け･警告 通 知 確認・対処

カメラ内蔵スピーカーから
自動で声掛け・警告･回転灯が作動

担当者のスマホや警備室の
監視モニタに通知

警告灯や音声でも通知可能です

ライブ映像や検知前後10秒の
録画映像で確認し、対処します

常時録画

●REC

要件 区分1 区分2 区分3

機器の設置

定期点検

野外等での使用 該当なし

遅延 障壁（堅固な扉、保管庫、固縛等） 1層以上

通信機器

対応手順書（緊急時対応含む）

管理者の選任

本人確認

2種類以上

事業所内運搬

情報の取扱・管理

規程の策定

対応

その他

出入管理

アクセス規制
1種類以上

2人以上で作業を行う

鍵、暗証番号式補助錠、IDカード、生体認証装置等を用いてアクセスを規制する。

特定放射性同位元素を運搬する場合に封印又は施錠等の措置を講じること。

防護措置に係る情報の漏洩を防止するための措置を講じ、情報を取り扱える人の範囲、
情報の管理の方法、開示の方法を定めた手順書を整備する。

盗取を防止するための防護措置を体系的に実施するための防護規程を策定する。

2層以上

1種類以上

特定放射性同位元素の盗取等が行われた場合、又は行われるおそれがある場合に
備え、平常時に実施しておくべき事項（連絡体制等）について定めた手順書を整備する。

事業所において防護措置を継続的に維持・改善していくために、防護措置を統一的に
監督する管理者を選任する。

常時立入者の場合には、防護管理者が本人確認を行い、立入りを認める。

一時立入者の場合には、防護管理者又は常時立入者が本人確認を行い、常時同行する。

運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した顔付き写真付きの証明書を確認する。

侵入検知装置の設置、監視カメラの設置（不正な工作活動を検知する機能を含む。）

機器の動作確認、対象となる放射性同位元素が定位置にあることを確認する。検知

2種類以上

対応
盗取を検知した場合、迅速かつ確実
に対応できるように手順書を定める

特定放射性
同位元素
特定放射性
同位元素

検知
監視カメラ及び侵入検知装置等を設置し
盗取の試みを早期に発見し、未然に防止する

アクセス規制
許可された者だけが
特定放射性同位元素へ近づける

遅延
堅固な容器及び施錠等の障壁により
治安当局が到着するまでの遅延時間を
確保する

監視カメラ監視カメラ

侵入検知装置侵入検知装置

危険性に応じて区分1から区分3まで段階的に区分設定し、防護措置を規制要求する。
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