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(57)【要約】
【課題】ノイズレベルを十分に低減してＳ／Ｎ比を向上
でき、高感度且つ安定な測定を実現できる撮像システム
等を提供する。
【解決手段】撮像型Ｘ線検出装置２００は、撮像系２１
０に電源系３４及び制御系３５が接続されて成っている
。撮像系２１０は、ベリリウム窓２１を有し且つ鉛不含
ソーダ石灰ガラスから成るキャピラリープレート１が設
けられたチャンバ２２の後段に、ＣＭＯＳセンサアレイ
３が収容されたチャンバ２３がＦＯＰ２を介して接合さ
れたものである。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の貫通孔が設けられたガラス基体を有しており、主として不活性ガスを含むガス雰囲
気中に配置されて比例計数管を構成するキャピラリープレートであって、
前記ガラス基体が鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成されたものである、
キャピラリープレート。
【請求項２】
複数の貫通孔が設けられたガラス基体を有しており、主として不活性ガスを含むガス雰囲
気中に配置されて比例計数管を構成するキャピラリープレートであって、
前記ガラス基体が、下記式（１）；
Ｃｓ＜Ｃｐ
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…（１）、

Ｃｓ：当該キャピラリープレートから発せられる荷電粒子線の計数率、
Ｃｐ：鉛酸化物を２０質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガラス基体を有するキャピラ
リープレートから発せられる荷電粒子線の計数率、
で表される関係を満たすものである、
キャピラリープレート。
【請求項３】
前記ガラス基体が、下記式（２）；
Ｒｓ＜Ｒｐ

…（２）、

Ｒｓ：当該キャピラリープレートの抵抗、
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Ｒｐ：鉛酸化物を２０質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガラス基体を有するキャピラ
リープレートの抵抗、
で表される関係を満たすものである、
請求項１又は２に記載のキャピラリープレート。
【請求項４】
複数の貫通孔が設けられたガラス基体を有しており、主として不活性ガスを含むガス雰囲
気中に配置されて比例計数管を構成するキャピラリープレートの製造方法であって、
前記ガラス基体が下記式（１）又は（２）；
Ｃｓ＜Ｃｐ

…（１）、

Ｃｓ：当該キャピラリープレートから発せられる荷電粒子線の計数率、
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Ｃｐ：鉛酸化物を２０質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガラス基体を有するキャピラ
リープレートから発せられる荷電粒子線の計数率、
Ｒｓ＜Ｒｐ

…（２）、

Ｒｓ：当該キャピラリープレートの抵抗、
Ｒｐ：鉛酸化物を２０質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガラス基体を有で表される関
係を満たすように、鉛不含ソーダ石灰ガラスから成るガラス母材を用いて当該ガラス基体
を形成せしめる、
キャピラリープレートの製造方法。
【請求項５】
主として不活性ガスを含む検出用ガスが充填されており、電磁波又は電離放射線が入射す
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る窓を有するチャンバと、
前記チャンバ内に配置されており、複数の貫通孔が設けられ且つ鉛不含ソーダ石灰ガラス
で形成されたガラス基体と、
を備えるガス比例計数管。
【請求項６】
前記検出用ガスが分子中にハロゲン原子を含む有機系ガスを含有する、請求項５記載のガ
ス比例計数管。
【請求項７】
前記有機系ガスが、少なくとも一つの水素原子がフッ素原子で置換された炭化水素から成
るガスである、請求項６記載のガス比例計数管。
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【請求項８】
請求項５〜７のいずれか一項に記載の比例計数管と、
前記チャンバの後段に配置された光検出器と、
を備える撮像システム。
【請求項９】
前記光検出器がＣＭＯＳセンサである、請求項８記載の撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、キャピラリープレート、その製造方法、ガス比例計数管、及び撮像システムに

10

関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、孔径１〜１００μｍ程度のガラス製毛細管（キャピラリー）が規則的に平行に束ね
られ、それが円板状や角板状に成形されたものは、マイクロチャネルプレート（Ｍｉｃｒ
ｏ−ｃｈａｎｎｅｌ

Ｐｌａｔｅ；ＭＣＰ）と呼ばれ、電子やイオンをはじめ紫外線、真

空紫外線、中性子線、軟Ｘ線から硬Ｘ線等、広範な検出対象に感度を有しており、小型軽
量且つ高利得であることから、画像増強管（Ｉｍａｇｅ

Ｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｒ；Ｉ．

Ｉ．）や質量分析装置といった電子装置の必須構成要素として用いられている。ＭＣＰは
、キャピラリー材料として鉛ガラスを用い、キャピラリーの微細な貫通孔の内壁面に、酸
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化鉛のＨ２ 還元（ＰｂＯ＋Ｈ２ →Ｐｂ＋Ｈ２ Ｏ）によって導電性が付与されている。これ
により、ＭＣＰの各貫通孔（チャネル）が独立した二次電子増倍器として機能し、全体と
して電子増倍器の二次元アレイが実現される。
【０００３】
また、ＭＣＰは、円板状や角板状に成形される際、バイアス角度（板面に垂直な方向とキ
ャピラリーの延在軸方向との成す角度）が一般的に５〜１５°程度となるように、キャピ
ラリーが束ねられたガラス体を切削（スライス）して形成される。このようにバイアスカ
ットするのは、貫通孔内への電子の入射が妨害されないようにしつつ、入射電子がチャネ
ル内の電場勾配によって壁面に衝突し易くするためのものである。こうすることにより、
各チャネルにおいて、電子が高効率且つなだれ式に増幅（増殖）される。さらに、ＭＣＰ
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では、電子がチャネル内壁面に衝突するまでに電場によって十分なエネルギーを有するほ
どに加速される必要があるため、ＭＣＰは真空領域の圧力下で動作する。
【０００４】
また、ＭＣＰと同様の構造つまり複数のキャピラリープレートの集積構造を有するガラス
体として、気体や液体の流速や流量制御用途、ガスフィルタや差圧排気窓材用途、荷電粒
子や分子に対して指向性を付与する整流用途、さらに、電磁波（光、Ｘ線、γ線）のコリ
メータ用途として利用されるキャピラリープレート（Ｃａｐｉｌｌａｒｙ

Ｐｌａｔｅ）

が知られている。キャピラリープレートは、元来ＭＣＰ作成時の副生成物として得られ鉛
ガラス製であるが、ＭＣＰが言わばチャネル孔導電型のキャピラリープレートであるのに
対し、上述した各種使途に用いられるキャピラリープレートは、必ずしもチャネル内壁に
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導電性が付与される必要はない。また、かかる用途のキャピラリープレートは、流体、気
体、光等がチャネルを円滑に流通するようにバイアス角度は通常０°とされることが多い
。
【０００５】
近年、このような鉛ガラス製キャピラリープレートを撮像型のガス比例計数管（Ｃａｐｉ
ｌｌａｒｙ

Ｇａｓ

Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｕｎｔｅｒ；ＣＧＰＣ）として動

作させる新しいタイプの検出器が開発されている（非特許文献１、２参照。）。図９は、
このような従来のＣＧＰＣを用いた撮像型Ｘ線検出装置の構成を示す模式図である（非特
許文献３参照）。撮像型Ｘ線検出装置１００は、ガス比例計数部１１０の後段に光学系１
２０及び撮像系１３０が順に連設されたものである。
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【０００６】
ガス比例計数部１１０は、一方端及び他方端にそれぞれベリリウム窓１１１及び合成シリ
カから成る光透過窓１１２が設けられたチャンバ１１３の内部に、各窓１１１，１１２と
同軸状に設けられたキャピラリープレート１１４が設置されたものである。キャピラリー
プレート１１４は、中空状を成す１００μｍ径程度の鉛ガラス製キャピラリーが複数集積
されて成っており、成形時のバイアス角度は０°とされている。なお、キャピラリープレ
ート１１４の貫通孔内面はＨ２ 還元されていない。
【０００７】
また、キャピラリープレート１１４の両面には、電源系１４０に接続された薄膜電極（図
示せず）が形成されている。さらに、キャピラリープレート１１４の前段には、整形リン
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グ（シェイピングリング）１１５，１１６が設けられており、ドリフト領域が画成されて
いる。これらの整形リング１１５，１１６は、電源系１６０及び接地電位に接続されてお
り、電源系１６０からの高電圧と接地間が抵抗分割されてそれぞれに適切なドリフト電圧
が印加されるようになっている。さらに、チャンバ１１３内には、主成分であるＡｒガス
、ＣＨ４ ガス等にペニング効果（Ｐｅｎｎｉｎｇ

Ｅｆｆｅｃｔ）を奏するトリメチルア

ミン（ＴＭＡ）やトリエチルアミン（ＴＥＡ）が添加された混合ガス１１７が封入されて
いる。
【０００８】
撮像型Ｘ線検出装置１００がＭＣＰを用いた放射線検出装置と異なる最も重要な機能は、
上述のようにＭＣＰが真空中で動作するのに対し、キャピラリープレート１１４が混合ガ
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ス１１７中で用いられる点にある。すなわち、ベリリウム窓１１１を通してチャンバ１１
３内に入射したＸ線Ａがベリリウム窓１１１／キャピラリープレート１１４間領域のガス
分子と相互作用し、光電効果によって高エネルギーの電子（一次電子）が放出される。こ
の一次電子（Ｘ線光電子）は、他のガス分子にエネルギーを付与しながら進み、その飛跡
中に電子−イオン対を生じる。よって、この電子−イオン対の数はＸ線Ａのエネルギーに
比例する。一次電子の飛跡に沿って生じた電子（電子雲とも呼ばれる。）は、ベリリウム
窓１１１／キャピラリープレート１１４間に生成された電場により、その電子雲形状を保
持したままキャピラリープレート１１４の前面からその内部に進入する。
【０００９】
キャピラリープレート１１４の内部には、ガスの放電及び励起発光を引き起こすのに十分
な例えば１０

４
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Ｖ／ｃｍ以上の電場が形成されており、電子がガス分子と次々に衝突して

電子増殖及び光増殖が行われ、例えば、１個の電子が１０

３

〜１０

４

個程度に増幅される

。このように、撮像型Ｘ線検出装置１００は、ＭＣＰと異なり、電子がキャピラリープレ
ート１１４の貫通孔内壁に衝突して電子増幅を行うものではなく、ガス比例計数管として
機能する。増幅光は光透過窓１１２を透過して光学系１２０に入射し、レンズ系１２１を
通ってフッ化マグネシウム（ＭｇＦ２ ）等から成る光透過窓１２２を透過して撮像系１３
０へ出射される。
【００１０】
撮像系１３０としては、例えばＩＣＣＤ（Ｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｄ

ＣＣＤ）が採用され

る。入射光は、光電面（図示せず）で光電変換され、Ｉ．Ｉ．１３１で電子増倍された後
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、図示しない蛍光面で再び光電変換され、ファイバーオプティックプレート（ＦＯＰ）等
を通してＣＣＤアレイ（共に図示せず）に入射する。こうして増強された二次元画像情報
は電気信号として信号処理系１５０へ送出され、例えば二次元位置情報と各位置での発光
強度から成る三次元Ｘ線発光画像が得られる。
【００１１】
また、レンズ系１２１の代わりに反射系（リフレクタ）を用いたもの、並びに、光学系１
２０及び撮像系１３０の代わりに光電子増倍管（ｐｈｏｔｏ

ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ

ｔ

ｕｂｅ；ＰＭＴ）を備えたものも開発されている（非特許文献４〜８参照。）。なお、キ
ャピラリープレートのチャージアップを抑えるために、キャピラリープレート１１４に代
えて、ＭＣＰ同様貫通孔の内面をＨ２ 還元して低抵抗化したものも提案されている（非特
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許文献９参照。）。
【００１２】
【非特許文献１】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ

ｔｉｏｎａｌ
Ｎｕｃｌ．

ｅｔ

ａｌ．，

ｃｏｕｎｔｅｒ
Ｉｎｓｔｒ．

Ａ

ｎｅｗ

ｕｓｉｎｇａ

Ａｎｄ

ｔｙｐｅ

ｏｆ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

Ｍｅｔｈ．

Ｉｎ

Ｐｈｙｓ．

ｐｒｏｐｏｒ

ｐｌａｔｅ
Ｒｅｓ．

，
Ａ３７

４（１９９６）３４１−３４４．
【非特許文献２】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ

ａｐｉｌｌａｒｙ

ｅｔ

ｇａｓ

ａｌ．，

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ

ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ

Ｒｅｐｒｉｎｔ，

ｃｏｕｎｔｅｒ

ｏｆ

，

ｃ

ＳＰＩＥ
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ｖｏｌ．２８０６（１９９６）５６９−

５７６．
【非特許文献３】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ

ｓｏｒｐｔｉｏｎ
ｓ

ｅｔ

ａｌ．，

ｐｏｉｎｔ

ｗｉｔｈ

ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

ｕｃｌ．

Ｓｃｉ．

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

ｏｆ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

ｉｍａｇｉｎｇ

ｃｏｕｎｔｅｒ

ｖｏｌ．４９，

，

Ｎｏ．３，

ＩＥＥＥ

ｐｈｏｔｏａｂ

Ｔｒａｎｓ

ｇａ

ｏｎ

Ｎ

（２００２）．

【非特許文献４】
Ｍ．

Ｔｓｕｋａｈａｒａ

ａ

ｎｅｗ

ｔｙｐｅ

ｔｈ

ａ

ｌ．

Ｓｃｉ．

ｅｔ
ｏｆ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

ａｌ．，

Ｔｈｅ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

ｉｍａｇｉｎｇ

Ｘ−ｒａｙ

ｐｌａｔｅ

ＩＥＥＥ

ｖｏｌ．４９，

，

Ｎｏ．３，

ｏｆ

ｄｅｔｅｃｔｏｒ
Ｔｒａｎｓ

ｏｎ

ｗｉ
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Ｎｕｃ

（１９９７）６７９−６８２．

【非特許文献５】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ

ｅｔ

ｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ
Ｓｃｉ．

ａｌ．，

Ｔｈｅ

ｔｒａｃｋｓ

ｉｎ

ｃｏｕｎｔｅｒ

ｖｏｌ．４６，

，

Ｎｏ．３，

ａ

ｆｏｒｍ

ｏｆ

Ｘ−ｒａｙ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

ＩＥＥＥ

Ｔｒａｎｓ

ｇａｓ

ｏｎ

ｐｈ
ｐｒ

Ｎｕｃｌ．

（１９９９）３３３−３３７．

【非特許文献６】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ，

Ｉｍａｇｉｎｇ

ｕｎｔｅｒ

ｗｉｔｈ

Ｎｏ．１，

（１９９９）２７−３７．

ｇａｓ

ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

ｃａｐｉｌｌａｒｙｐｌａｔｅ

，

ｃｏ

放射線

ｖｏｌ．２５，

ｏｆ

ｉｍａｇｉｎｇ
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【非特許文献７】
Ｈ．

Ｓａｋｕｒａｉ

Ｘ−ｒａｙ
ＳＰＩＥ

ｅｔ

ａｌ．，

ｄｅｔｅｃｔｏｒ

Ｎｅｗ

ｕｓｉｎｇａ

Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ

ｔｙｐｅ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

Ｒｅｐｒｉｎｔ，

ｐｌａｔｅ

，

ｖｏｌ．３１１４（１９９７）

４８１−４８７．
【非特許文献８】
Ｔ．

Ｍａｓｕｄａ

ｌａｒｙ
ｎｇ

ｇａｓ

ｅｔ

Ｏｐｔｉｃａｌ

ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

ｍｉｘｔｕｒｅｓ

ｏｌ．４９，

ａｌ．，
，

ＩＥＥＥ

ｉｍａｇｉｎｇ

ｃｏｕｎｔｅｒ

Ｔｒａｎｓ

ｏｎ

ｗｉｔｈ

Ｎｕｃｌ．

ｃａｐｉｌ
ｐｅｎｎｉ
Ｓｃｉ．

ｖ
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Ｎｏ．２，（２００２）５５３−５５８．

【非特許文献９】
Ｎｉｓｈｉ，Ｙｕ．；
ａ．；

Ｔａｎｉｍｏｒｉ，Ｙ．；

Ｔｏｙｏｋａｗａ，Ｈ．，

ｄ

ＭＳＧＣ

．

，

ｗｉｔｈ

ＳＰＩＥ，

ａ

Ｏｃｈｉ，Ａ．；

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ

ｏｆ

Ｎｉｓｈｉ，Ｙ
ａ

ｈｙｂｒｉ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

ｐｌａｔｅ

ｖｏｌ．３７７４（１９９９）８７−９６．

【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
このようなＣＧＰＣを用いたガス比例計数部１１０を備える撮像型Ｘ線検出装置１００は
、電子−励起発光の総数がキャピラリープレート１１４に印加される電圧で簡易に調整さ
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れ、ダイナミックレンジが非常に大きい。また、キャピラリープレート１１４における光
・電子増倍作用によって生じ且つ位置情報を保持する励起光信号を、レンズ系及びＩＣＣ
Ｄによって撮像できる利点がある。しかし、本発明者は、この従来のＣＧＰＣを用いた測
定手法について詳細な検討を行ったところ、撮像系１３０の出力におけるバックグラウン
ドレベル（ノイズレベル）を更に低減してＳ／Ｎ比を向上させることが非常に困難である
ことを見出した。また、暗電流信号とは異なる突発的で極めて過大な電気信号や光信号が
生じることがあり、こうなると安定な測定が不能となってしまうといった問題も判明した
。
【００１４】
そこで、本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、ノイズレベルを十分に低

10

減してＳ／Ｎ比を向上できると共に、突発的で過大な電気信号や光信号の発生を抑止可能
なキャピラリープレート及びその製造方法、並びに、従来に比してより高感度且つ安定な
測定を実現できるガス比例計数管、及び撮像システムを提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明者は、上記知見に基づいて更に研究を進めた。その結
果、キャピラリープレート１１４を備える撮像型Ｘ線検出装置１００の出力信号を観測し
たところ、漏電流のような不規則なバックグラウンドの存在を確認した。また、後述する
ように、キャピラリープレート１１４の放射線バックグラウンドを測定したところ、電荷
型プリアンプ出力に荷電粒子測定で認められる有意なパルス信号が確認された。これらよ

20

り、上述したような不都合なノイズや突発的な流入信号の発生が、主として従来のキャピ
ラリープレート１１４に起因するものと推定され、この観点から種々の改良を行い、本発
明を完成するに至った。
【００１６】
すなわち、本発明によるキャピラリープレートは、複数の貫通孔が設けられたガラス基体
を有しており、主として不活性ガスを含むガス雰囲気中に配置されて比例計数管を構成す
るものであって、ガラス基体が鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成されたものである。ここで
、本発明における「鉛不含ソーダ石灰ガラス」とは、ケイ素酸化物、アルカリ金属酸化物
、及びアルカリ土類金属酸化物を主成分とするガラスであり、構成元素として鉛を本質的
に含まないものを示す。また、「比例計数管」は、管状部材に限られず、比例計数領域で

30

作動する計数装置全般を意味するものとする。
【００１７】
前述したように、従来のキャピラリープレート１１４（図９参照）は、通常、鉛ガラスで
形成されている。一般に、ガラス材料に用いることができる鉛材中には、ウラン系列に属
する天然放射性同位元素（天然ＲＩ）の一つである

２ １ ０

Ｐｂ（ＲａＤ；Ｔβ１

／ ２

＝２

２．３年）が不可避的に含まれる。
【００１８】
２ １ ０
０

Ｐｂは、β

−

壊変により

Ｐｏ（ＲａＦ；Ｔα１

０ ６

／ ２

２ １ ０

Ｂｉ（ＲａＥ；Ｔβ１

＝１３８日）を生じる。

２ １ ０

／ ２

＝５．０日）を経て

２ １

Ｐｏはα崩壊により安定な

２

Ｐｂへ変換され、この際にＥα≒５．３０ＭｅＶのα線を放出する。α線は、質量が

40

大きな荷電粒子線であり、物質透過能がγ線、β線に比して小さく、鉛ガラスのマトリク
ス内に包含される

２ １ ０

Ｐｏの壊変で生じたα線の大部分は、キャピラリープレート１１

４内で阻止されるものの、貫通孔内壁の表層部分から出射される

２ １ ０

Ｐｏのα線は貫通

孔内の空間に放出され得る。
【００１９】
その結果、キャピラリープレート１１４が封入されたガスがそのα線によって電離され、
生じた電子−励起発光が比例計数を行う際の有意なバックグラウンドとなってしまう。特
に、

２ １ ０

Ｐｏのα線エネルギーはＭｅＶオーダーであってＸ線の数百〜数千倍のエネル

ギーを有しており、生じる電子−イオン対の数もＸ線による場合の数百〜数千倍程度とな
る。このようなα線によるガス電離が生じると、Ｘ線測定が不能になってしまう。
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【００２０】
特に、キャピラリープレート１１４の一つのキャピラリー細孔内にα線の全エネルギーが
付与されると、このような多量の電子がさらに増幅されて異常放電が起こり易くなる。本
発明者の研究によれば、かかる異常放電によると考えられるキャピラリープレート１１４
の電極損傷が確認された。さらに、キャピラリープレート１１４のチャネル径を小さくし
てチャネル数を増やすと、キャピラリー間隔が狭められ、α線によるバックグラウンドが
一層増大するものと推定される。
【００２１】
これに対し、本発明によるキャピラリープレートは、鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成され
て成るガラス基体を備えており、これまで問題であったα線によるノイズ発生が引き起こ

10

されるおそれが殆どなく、実質的にこの不都合を解消できる。よって、バックグラウンド
レベルが格段に低減され、Ｓ／Ｎ比が格別に向上される。また、従来のキャピラリープレ
ートで生じるバックグラウンドの問題がこのような天然ＲＩの存在に主に起因することに
鑑みると、キャピラリープレートのチャネル孔内面に、α線の最大飛程以上の

厚み

（

単位面積あたりの質量）を有する天然ＲＩを含まない層を形成することで対処するのも有
効ではあるが、ガラス基体を鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成する方が、製造工程の簡略化
の観点から好ましい。
【００２２】
或いは、本発明によるキャピラリープレートは、ガラス基体が、下記式（１）；
Ｃｓ＜Ｃｐ

…（１）、

20

で表される関係を満たすものであっても好ましい。式中、Ｃｓはキャピラリープレートか
ら発せられる荷電粒子線（α線、β

−

、その他の荷電粒子線；β

＋

線に起因する消滅γ線

を含む）の計数率を示し、Ｃｐは鉛酸化物を２０質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガ
ラス基体を有するキャピラリープレートから発せられる荷電粒子線の計数率を示す。
【００２３】
ここで、「荷電粒子線の計数率」とは、荷電粒子線としてα線のエネルギースペクトロメ
トリを行う場合を例にとると、α線エネルギースペクトルのエンドポイントエネルギー以
下の計数チャネルにおけるバックグラウンド引き去り後の計数を積算し、その積算値を測
定時間で除した値を示す。なお、バックグラウンドの引き去りは、積算後又は計数率算出
後に実施してもよい。また、詳細なエネルギースペクトリメトリを行わない場合（例えば

30

、ＺｎＳシンチレーション検出器によるα線測定）も同様である。
【００２４】
このＣｓがＣｐ以上であると、比例計数管による測定時におけるキャピラリープレート自
体に起因するノイズの低減が十分ではなく、バックグラウンドレベルを不都合に増大させ
てしまう傾向にある。また、この観点より、Ｃｐを規定する鉛ガラスに含まれる鉛酸化物
の含有割合の下限は、２０質量％、好ましくは１０質量％、特に好ましくは５質量％であ
ることが望ましい。
【００２５】
また、ガラス基体が、下記式（２）；
Ｒｓ＜Ｒｐ

…（２）、

40

で表される関係を満たすものであると好適である。式中、Ｒｓはキャピラリープレートの
抵抗を示し、Ｒｐは鉛酸化物を好ましくは２０質量％、より好ましくは１０質量％、特に
好ましくは５質量％以上含む鉛ガラスで形成されたガラス基体を有するキャピラリープレ
ートの抵抗を示す。
【００２６】
ここで、「キャピラリープレートの抵抗」とは、測定対象のキャピラリープレートの一方
面及び他方面間の直流抵抗を示し、具体的には、両面に電極を接続し、所定の電圧を印加
したときの電流を測定し、そのときの電圧測定値及び電流測定値から算出される抵抗を示
す。
【００２７】
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ただし、キャピラリープレートに鉛酸化物が含まれると密度が増大し、図９に示すような
Ｘ線吸収層としてのベリリウム窓／キャピラリープレート間を透過したＸ線がキャピラリ
ープレートで吸収され易くなり、その際に放出される蛍光Ｘ線がバックグラウンドとなり
得る。これに鑑みると、キャピラリープレート中の鉛酸化物含量は実質的に０質量％であ
ることが望ましい。
【００２８】
本発明者の更なる知見によれば、従来の鉛ガラスから成るキャピラリープレートが高抵抗
であって長期使用時に電荷が蓄積し易く（チャージアップし易く）、こうなると測定時に
放電による突発的で予測できない過大信号又は大電流信号が生じるおそれがあるだけでな
く、放電衝撃によるキャピラリープレートの損傷や経時劣化が懸念される。これに対し、

10

キャピラリープレートが上記式（２）で表される関係を満たすと、キャピラリープレート
への電荷の蓄積が十分に軽減される。例えば、従来の鉛ガラス製キャピラリープレート１
１４（Ｈ２ 還元していないタイプ）の抵抗Ｒｐが１０

１ ２

〜１０

１ ５

Ωオーダーであるの

に対し、同等形状の本発明のキャピラリープレートでは、その抵抗Ｒｓとして１０

１ ０

Ω

オーダーを達成できることが確認された。
【００２９】
また、Ｈ２ 還元されたＭＣＰの抵抗Ｒｐは１０

９

Ωオーダーであり、ＭＣＰと本発明のキ

ャピラリープレートのオシロスコープ波形を比較したところ、同程度の有意な電流パルス
信号が観測された。この信号は、チャネル孔内壁を流れる電流によるものである。一方、
Ｈ２ 還元していないキャピラリープレート１１４では、そのようなオシロスコープ波形は

20

認められなかった。
【００３０】
また、本発明によるキャピラリープレートの製造方法は、本発明のキャピラリープレート
を有効に製造するための方法であり、複数の貫通孔が設けられたガラス基体を有しており
、主として不活性ガスを含むガス雰囲気中に配置されて比例計数管を構成するキャピラリ
ープレートを製造するための方法であって、ガラス基体が上記式（１）又は（２）で表さ
れる関係を満たすように、鉛不含ソーダ石灰ガラスから成るガラス母材を用いてガラス基
体を形成せしめることを特徴とする。この場合、抵抗を下げるためにＭＣＰと同様のＨ２
還元を行うといった煩雑な工程は必要ない。
【００３１】

30

さらに、本発明によるガス比例計数管は、主として不活性ガスを含む検出用ガスが充填さ
れており、電磁波又は電離放射線が入射する窓を有するチャンバと、そのチャンバ内に配
置されており、複数の貫通孔が設けられ且つ鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成された本発明
のガラス基体とを備えるものである。
【００３２】
好ましくは、検出用ガスが分子中にハロゲン原子を含む有機系ガスを含有することが望ま
しい。
【００３３】
キャピラリープレートを用いたガス比例計数管に用いられる一般的な検出用ガスとしては
、前述したＡｒガス及びＣＨ４ ガス等を主成分とするガスにＴＭＡやＴＥＡといったアミ

40

ン系ガスが添加された混合ガスが挙げられる。このＴＭＡ等はいわゆるペニング効果を利
用した言わば波長変換機能を司るものである。
【００３４】
より詳細に説明すると、電離に主に関与するＡｒの励起発光波長は、１２７ｎｍの紫外領
域にあり、通常の光学系での観測は透過率の観点から困難である。よって、増幅された励
起光を計測するタイプのガス比例計数管では、何らかの波長変換（シフト）が必要となる
。そのためには、キャピラリープレートから外部へ導出される紫外光を波長変換器等の外
部機器又は色素等の光学部材で変換する方法が考えられるが、変換効率及び装置規模の縮
小化の観点より、実質的な波長変換作用を奏するようなガスを電離ガス中に添加する方が
より好ましい。このような添加ガスの一つがＴＭＡ等であり、ＴＭＡを例にとると、以下
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に示す素反応を経てより長波長である２９０ｎｍへの波長変換が実現されるものと考えら
れる。ただし、作用はこれに限定されない。
【００３５】
ｅ

−

Ａｒ

＋Ａｒ＝ｅ
＊

−

＋Ａｒ

＊

＋Ａｒ＋Ａｒ＝Ａｒ２

＊

＋Ａｒ

Ａｒ２

＊

＋ＴＭＡ→Ａｒ＋Ａｒ＋ＴＡＭ

＋

Ａｒ２

＊

＋ＴＭＡ→Ａｒ＋Ａｒ＋ＴＭＡ

＊

ＴＭＡ

＊

→ＴＭＡ＋ｈν（２９０ｎｍ）

＋ｅ

−

【００３６】
ところが、波長２９０ｎｍの光を用いても、汎用の一般的な光学系での透過効率は未だ十

10

分ではなく、より高感度な測定・撮像を行う際に大きな障害となってしまう。これに対し
、検出用ガスとして、ハロゲン原子を含む有機系ガスを添加することにより、より長波長
である可視光を高効率で発光させることが可能となる。
【００３７】
特に、有機系ガスが、少なくとも一つの水素原子がフッ素原子で置換された炭化水素から
成るガス（例えば、ＣＦ４ 等のハロゲン化アルカン）であると、光波長及び発光量の観点
から一層好ましく、本発明者の現在の知見によれば、取扱性及び工業上の利用可能性を考
慮すると、ＣＦ４ ガスが最も好ましいものと想到される。
【００３８】
また、本発明による撮像システムは、本発明による比例計数管と、それに備わるチャンバ

20

の後段に配置された光検出器とを備えるものである。この光検出器の種類は特に限定され
ず、ＣＣＤ、ＰＭＴ、陽極ボード、ＣＭＯＳを用いたセンサ等を例示でき、これらのなか
でもアレイ化が容易で高感度なＣＭＯＳセンサであると特に好ましい。また、ＣＭＯＳセ
ンサを用いると、ＣＣＤ等を用いた場合に比して撮像システムの小規模化が可能であると
共に、撮像時の時間分解能が格段に向上され、高感度のみならずより高精細且つ高速の動
的解析をも達成できる利点がある。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、同一の要素には
同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、上下左右等の位置関係は、図面の位

30

置関係に基づくものとする。
【００４０】
図１は、本発明によるキャピラリープレートの好適な一実施形態を模式的に示す平面図で
あり、図２は図１におけるＩＩ−ＩＩ線断面図である。キャピラリープレート１は、板状
を成すチャネルガラス１１（ガラス基体）の周囲に外周ガラス１２が接合されたものであ
る。チャネルガラス１１には、その厚み方向に沿って細長い孔状のチャネル１３（貫通孔
）が複数設けられている。これらのチャネル１３は、各々独立した光・電子増倍器を構成
するものである。さらに、チャネルガラス１１の両面には、例えば真空蒸着等によって形
成された薄膜の電極１ａ，１ｂが設けられている。
【００４１】
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キャピラリープレート１において、電極１ａ，１ｂ間すなわち各チャネル１３の両端に電
圧が印加されると、チャネル１３内に軸方向の電界が発生する。このとき、一方端からチ
ャネル１３内に光や電子が入射すると、その入射光子及び入射電子は電界からエネルギー
を付与され、チャネル１３内壁への衝突が多重に繰り返され、光及び電子が指数関数的に
激増することにより光・電子増倍（増殖）が行われる。
【００４２】
ここで、キャピラリープレート１を構成するチャネルガラス１１は、鉛不含ソーダ石灰ガ
ラスで形成されており、その具体的な組成は、鉛不含ソーダ石灰ガラスが構成される組成
であれば特に制限されない。具体的には、例えば、以下に示す組成が挙げられる。
・ＳｉＯ２

：６０〜７５質量％、
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・Ａｌ２ Ｏ３ ：０．１〜５質量％、
・Σ（ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ＋ＢａＯ）：０．１〜１５質量％、
・Σ（Ｌｉ２ Ｏ＋Ｎａ２ Ｏ＋Ｋ２ Ｏ＋Ｒｂ２ Ｏ＋Ｃｓ２ Ｏ）：０．５〜２０質量％、
・不可避不純物又は非鉛系添加物（他の成分）：０〜２４．３質量％、
・Ｐｂ：実質的に０
【００４３】
更に具体的には、以下に示す好適な組成を例示できる。
・ＳｉＯ２

：６５〜７５質量％、

・Ａｌ２ Ｏ３ ：０．２〜３質量％、
・ＣａＯ：４．５〜１０質量％

10

・ＭｇＯ：０．３〜５質量％
・Σ（Ｎａ２ Ｏ＋Ｋ２ Ｏ）：１５〜１７質量％、
・Ｐｂ：実質的に０
【００４４】
ここで、ＳｉＯ２ の含有割合が６０質量％未満であると、チャネルガラス１１の耐酸性及
び機会強度が十分に高められない傾向にある。一方、ＳｉＯ２ の割合が７５質量％を超え
ると、チャネル１３の光・電子増殖機能が不都合な程に阻害されるおそれがある。
【００４５】
また、チャネルガラス１１がＡｌ２ Ｏ３ を含むことにより、シリカ（ＳｉＯ２ ）の二次元
又は三次元網目構造の中にＡｌ２ Ｏ３ が導入されてガラス構造の安定化が図られると共に

20

、チャネルガラス１１の硬度を一層増大できる。このＡｌ２ Ｏ３ の含有割合が３質量％を
超えると、アルカリイオンの移動が容易になり、後述する芯材溶解時の酸によるアルカリ
イオンの溶出が促進されてしまうといった不都合がある。さらに、アルカリ土類金属の酸
化物（ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯ）のうちいずれか一種が含まれると、光・電子の
増倍効率が高められる傾向にあり、これらのアルカリ土類金属酸化物の合計含有割合が１
５質量％を超えると、その増倍効率の向上効果が飽和する傾向にある。
【００４６】
またさらに、アルカリ金属酸化物のうち、Ｌｉ２ Ｏ、Ｎａ２ Ｏ及びＫ２ Ｏのうち少なくと
もいずれか一種を含むことにより、チャネルガラス１１の熱膨張係数及び粘性を容易に且
つ適度に調整可能である。これらの合計含有割合が０．５質量％未満であると、チャネル
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ガラス１１の熱膨張係数及び粘性の調整が十分にできない傾向にある。一方、これらの合
計含有割合が２０質量％を超えると、熱膨張係数が大きくなり、また粘性が過度に低下し
て芯材ガラスとのマッチングが難しくなる不都合がある。また、Ｒｂ２ Ｏ及びＣｓ２ Ｏは
、金属原子のイオン半径が他のアルカリ金属に比して大きく、ガラス中における原子間距
離が他のアルカリ金属酸化物（Ｌｉ２ Ｏ、Ｎａ２ Ｏ及びＫ２ Ｏ）より大きい。よって、こ
れらはチャネルガラス１１中で移動し難く、これによりキャピラリープレート１の高利得
寿命特性を改善できる。
【００４７】
さらにまた、他の含有成分又は添加物としては、例えばＺｒＯ２ が挙げられる。このＺｒ
Ｏ２ が添加されると、チャネルガラス１１の硬度が増大すると共に、チャネルガラス１１

40

の耐酸性が一層高められる。なお、ＺｒＯ２ の含有割合が過度に大きいと、チャネルガラ
ス１１がガラスとして機能し難くなり、実用上好ましくなく、その含有割合の上限は例え
ば５〜７質量％とされることが望ましい。
【００４８】
また、チャネルガラス１１は鉛不含ソーダ石灰ガラスに限られず、下記式（１）；
Ｃｓ＜Ｃｐ

…（１）、

で表される関係を満たすものであっても好ましい。式中、Ｃｓはキャピラリープレート１
から発せられるα線等の荷電粒子線の計数率（ｃｐｓ等）を示し、Ｃｐは鉛酸化物を好ま
しくは２０質量％、より好ましくは１０質量％、更に好ましくは５質量％以上含む鉛ガラ
スで形成されたチャネルガラスを有するキャピラリープレート（従来のキャピラリープレ

50

(11)

JP 2004‑241298 A 2004.8.26

ートの一種に相当する。）から発せられる荷電粒子線の計数率（ｃｐｓ等）を示す。
【００４９】
更に具体的には、チャネルガラス１１が、下記式（２）；
Ｒｓ＜Ｒｐ

…（２）、

で表される関係を満たすものであることが望ましい。式中、Ｒｓはキャピラリープレート
１の抵抗を示し、Ｒｐは鉛酸化物を好ましくは２０質量％以上、より好ましくは１０質量
％、更に好ましくは５質量％以上含む鉛ガラスで形成されたチャネルガラスを有するキャ
ピラリープレート（従来のキャピラリープレートの一種に相当する。）の抵抗を示す。
【００５０】
また、キャピラリープレート１の外径（外周ガラス１２の外径）及び有効外径（チャネル

10

ガラス１１の外径）は、種々の用途やそれに必要な強度等に応じて、また、チャネル１３
径及び目的とする位置分解能等に応じて適宜決定されるが、通常は、１〜１００ｍｍφ程
度とされる。さらに、キャピラリープレート１の厚さは、好ましくは０．０５〜２．０ｍ
ｍ程度とされる。キャピラリープレート１の厚さが０．０５ｍｍ未満となると、ガラス研
磨限界を下回り、且つ、取扱時の僅かな衝撃等によって破損し易くなってしまう。
【００５１】
またさらに、キャピラリープレート１におけるチャネル１３の孔径（内径）は、通常、６
〜１００μｍ程度とされる。チャネル１３径が１μｍ未満であると、十分な光・電子増倍
特性が得られない傾向にある。一方、チャネル１３径が１００μｍを超えると、キャピラ
リープレートの用途に依るものの、高解像度、高速応答、高分解能といった要求を十分に
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満足できないおそれがある。
【００５２】
また、キャピラリープレート１の利得特性は、チャネル１３径ｄに対するチャネル１３長
Ｌの比（規格化長ａ＝Ｌ／ｄ）に依存し、一般に、高利得を得るには、この規格化長ａを
大きくすることが有効である。しかし、規格化長ａが過度に大きいと、チャネル１３内に
存在するガス（後述）と増倍電子との衝突によってイオンフィードバックが発生し易くな
る。こうなると、ノイズが増大しＳ／Ｎ比が低下する傾向にある。また、キャピラリープ
レート１では、その厚さが１ｍｍ程度を超えると、利得の向上に比してノイズの増大が顕
著となることがあることから、規格化長ａの上限は例えば２００程度とされる。
【００５３】
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またさらに、チャネル１３のピッチは、構造上十分な強度が担保されつつ、高解像度化や
高分解能といった要求を十分に満足できる程度の間隔が望ましく、例えば、数μｍ〜数十
μｍとされる。
【００５４】
このような構成を有するキャピラリープレート１を製造する方法は、特に限定されるもの
ではないが、例えば、以下に示す方法を用いることができる。まず、芯材としての酸可溶
性を有するガラス棒を、上述したチャネルガラス１１の組成、好ましくは式（１）又は（
２）を満たすような組成を有する耐酸性のガラス管（ガラス母材）に挿嵌し、両者を一体
的に加熱軟化させると同時に引き伸ばしてそれらを融着させる。この操作により、酸可溶
性ガラス芯材を耐酸性ガラスで被覆した二重構造の素線を得る。ここで、酸可溶性を有す

40

るガラス棒としては、例えば、Ｂ２ Ｏ３ −ＢａＯ−Ｌａ２ Ｏ３ 系ガラス等を好ましく使用
できる。
【００５５】
次に、上記二重構造の素線を、例えば、約１０

３

本平行に配列して六角柱状の型枠に収納

し、これを例えば５００〜６００℃程度に加熱して相互に融着させて各素線間の空隙を消
滅させる。それと共に引き伸しを行って多重素線を得る。
【００５６】
次いで、その多重素線を更に型枠すなわち外周ガラス１２に所定の本数収納し、再び５０
０〜６００℃程度に加熱して多重素線同士を相互に融着させて空隙を消滅させる。こうし
て、二重構造を有する多数の極細ガラス素線が平行に配列且つ相互に融着された多重素線
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群を形成せしめる。この外周ガラス１２の素材としては、チャネルガラス１１と熱膨張係
数及び熱的特性が整合しているものであればよく、その材料組成は特に限定されない。こ
のような外周ガラス１２を有すると、キャピラリープレート１の取り扱いが平易になる利
点がある。また、キャピラリープレート１のハンドリングの際に、チャネルガラス１１に
キズやカケが生じることを防止でき、ひいてはキズやカケに起因するノイズ発生を抑制で
きる。
【００５７】
それから、その多重素線群を、各素線と垂直に又は所定の適当な角度でもって薄く切断し
、その切断面を研磨することにより、所望厚さの板状体とする（なお、図２には、適当な
角度をもって切断し研磨したものを示す。）。そして、この板状体を、適宜の酸溶液に数

10

時間浸漬する。これにより、酸可溶性ガラスから成るガラス芯材が優先的にエッチングさ
れて除去され、多数の微細な貫通孔（チャネル１３）が形成される。それから、このチャ
ネルガラス１１の両面に真空蒸着等の方法で電極１ａ，１ｂを形成させてキャピラリープ
レート１を得る。
【００５８】
図３は、キャピラリープレート１を備える本発明のガス比例計数管（ＣＧＰＣ）を用いた
撮像システムの好適な一実施形態を示す斜視図（一部破断図）である。また、図４は、そ
の要部を模式的に示す断面図である。
【００５９】
撮像型Ｘ線検出装置２００（撮像システム）は、撮像系２１０に、電源系３４、並びにＣ
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ＡＭＣＡユニット及び表示装置が組み込まれた制御系３５（測定回路系を兼ねる。）が接
続されたものである。撮像系２１０は、略筒状を成し上方端がベリリウム窓２１（窓）で
覆われ且つ側壁に排気口２２ａ及び吸気口２２ｂが設けられたチャンバ２２と、Ｘ線Ｐｖ
（電磁波）の入射方向に対してチャンバ２２の後段に接合されたチャンバ２３とを有して
いる。
【００６０】
チャンバ２２内には、Ｘ線Ｐｖの入射方向に沿うように、その上流側から中空状の整形リ
ング（シェイピングリング）２１５，２１６、及び前述したキャピラリープレート１が同
軸状に設けられている。これらの整形リング２１５，２１６は、電源系３４及び接地電位
に接続されており、電源系３４からの高電圧と接地間が抵抗分割されてそれぞれに適切な
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ドリフト電圧が印加されるようになっている。これらの整形リング２１５，２１６によっ
て、キャピラリープレート１の前方空間にドリフト領域が画成されている。
【００６１】
また、キャピラリープレート１の電極１ａ，１ｂは、それぞれ電源系３４に接続されてお
り、前者には所定のカソード電圧が印加されて陽極として作用し、後者には所定のアノー
ド電圧が陰極として機能する。
【００６２】
また、チャンバ２２，２３の境界には開口部が設けられており、そこにＦＯＰ２がチャン
バ２２側を封止するように嵌合設置されている。このように閉止されたチャンバ２２内の
空間には、主ガス成分であるＨｅガス、Ａｒガス、Ｘｅガス、ＣＨ４ ガス等に、分子中に
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好ましくはハロゲン原子、より好ましくはフッ素原子を含むＣＦ４ 等のハロゲン化アルカ
ンといった有機系ガスが添加され、更に必要に応じてクエンチングガスが加えられた検出
用ガス２１７が封入されている。検出用ガス２１７は、排気口２２ａ及び吸気口２２ｂを
用いて適宜排気及び供気される。
【００６３】
ＣＦ４ 等の有機系ガスの添加量は、ガスの種類に応じて適宜選択することができるものの
、検出用ガス２１７の全量に対して好ましくは１〜１０体積％程度、より好ましくは数体
積％とされる。このように、ベリリウム窓２１、チャンバ２２、整形リング２１５，２１
６、キャピラリープレート１、及び検出用ガス２１７から本発明の比例計数管であるＣＧ
ＰＣが構成されている。
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【００６４】
さらに、チャンバ２３の底壁上には、キャピラリープレート１及びＦＯＰ２と同軸状にＣ
ＭＯＳセンサアレイ３（ＣＭＯＳセンサ；光検出器）が設置されており、その周囲には、
ＣＭＯＳセンサアレイ３を駆動させるための駆動回路ボード４が設けられている。またさ
らに、先述した電源系３４は、チャンバ２３の側壁に設けられた電源端子２４を介して整
形リング２１５，２１６及びキャピラリープレート１に接続されると共に、電源端子２４
を介して駆動回路ボード４及びＣＭＯＳセンサアレイ３にも駆動電力を供給するようにな
っている。さらにまた、制御系３５は、チャンバ２３の側壁に設けられた信号端子２５を
介して駆動回路ボード４と接続されている。
【００６５】

10

このように構成されたキャピラリープレート１、及びその製造方法、並びに撮像型Ｘ線検
出装置２００によれば、ベリリウム窓２１を通してチャンバ２２内に入射したＸ線Ｐｖが
ベリリウム窓２１／キャピラリープレート１間領域のガス分子と相互作用し、光電効果に
よって高エネルギーの電子（一次電子）が放出される。この一次電子（Ｘ線光電子）は、
他のガス分子にエネルギーを付与しながら進み、その飛跡中に電子−イオン対を生じる。
一次電子の飛跡に沿って生じた電子（電子雲）は、ベリリウム窓２１／キャピラリープレ
ート１間に生成された電場により、その電子雲形状を保持したままキャピラリープレート
１の前面からその内部に進入する。
【００６６】
キャピラリープレート１の内部には、ガスの放電及び励起発光を引き起こすのに十分な例
えば１０

４

20

Ｖ／ｃｍ以上の電場が形成されており、電子がガス分子と次々に衝突して電子

増殖及び光増殖が行われ、例えば、１個の電子が１０

３

〜１０

４

個程度に増幅される。こ

の際、種々の素反応が引き起こされ、なかでも励起されたＣＦ４ 分子が基底状態に遷移す
る際に、そのエネルギー遷移に特有な波長を有する光が発せられる（ＣＦ４

＊

→ＣＦ４ ＋

ｈν）。この励起発光の波長領域は、可視光から赤外光領域にかけた広いものであり、そ
のピーク波長は約６２０ｎｍである。
【００６７】
なお、整形リング２１５，２１６は、ベリリウム窓２１／キャピラリープレート１間のガ
ス厚を増やしてＸ線の検出効率を高める場合に、補助的に使用されるものである。図示を
省略したが、通常、ベリリウム窓２１を接地し、キャピラリープレート１の直前に１０〜
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２００Ｖ程度の電圧を印加することにより、ベリリウム窓２１／キャピラリープレート１
間の電場が例えば１００〜２００Ｖ／ｃｍ程度になるように調整される。このとき、ベリ
リウム窓２１／キャピラリープレート１間の距離が大きくされると電場が乱れ易くなるた
め、それを

整形

する目的で整形リング２１５，２１６が用いられる。よって、Ｘ線の

検出効率をさほど重視せずにベリリウム窓２１／キャピラリープレート１間の距離が小さ
い場合には、整形リング２１５，２１６を用いなくともよい。
【００６８】
増幅光はＦＯＰ２を透過し、再度光電変換されることなくＣＭＯＳセンサアレイ３に入射
する。ＣＭＯＳセンサアレイ３からは、光の入射した二次元位置情報と各入射位置での光
強度に基づく電気信号が駆動回路ボード４を通して制御系３５へ出力され、そこで、三次

40

元Ｘ線発光画像が構成されて表示装置等に出力される。
【００６９】
この際、キャピラリープレート１が、天然α線放射体である
ーサー）である

２ １ ０

２ １ ０

Ｐｏの親核種（プレカ

Ｐｂを実質的に含まない鉛不含ソーダ石灰ガラスで形成されたチャ

ネルガラス１１を備えるので、従来の鉛ガラスを用いたチャネルガラスで問題となり得た
α線による異常電離電流や異常発光の発生を確実に抑止でき、バックグラウンドレベルを
格段に低減できる。よって、Ｓ／Ｎ比を格別に向上でき、これにより従来に比して高感度
且つ高精度のＸ線測定が可能となる。また、突発的な異常発光によってＸ線Ｐｖの測定自
体が不能となることを防止できるので、安定した信頼性の高い測定をも実現できる。
【００７０】
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或いは、チャネル１３が鉛不含ソーダ石灰ガラスに限られず、式（１）で表される関係を
満たすものである場合にも、α線の寄与によるノイズを十分に低減することができ、高感
度且つ安定した信頼性の高いＸ線測定が可能となる。さらに、光学系を介さず、キャピラ
リープレート１で増幅された光がＦＯＰ２を通してＣＭＯＳセンサアレイ２に入射するの
で、光の減衰を抑えて更なる高感度化が可能となる。しかも、このような簡略な構成によ
って撮像システム２００の撮像系２１０を小型化できる。しかも、キャピラリープレート
１の製造に際して従来のようなＨ２ 還元による金属Ｐｂ層の形成が不要となるので、工程
を簡略化できる。
【００７１】
またさらに、チャネル１３が式（２）で表される関係を満たすものであると、その抵抗値

10

を、従来の鉛ガラスから成るチャネルガラスに比して桁違いに低減することができる。こ
れにより、キャピラリープレート１のチャージアップを抑制することができ、長期間の使
用においても、蓄積された電荷が瞬時に放電されることによって生じ得る突発的な過大信
号又は大電流信号によるノイズの発生を防止できる。また、それのみならず、かかる放電
の衝撃によるキャピラリープレート１の劣化や損傷を十分に抑止することが可能となる。
【００７２】
さらにまた、検出用ガス２１７として、ＣＦ４ ガス等のハロゲン置換されたアルカンとい
った有機系ガスが添加されたものを用いると、そのペニング効果により、高効率で可視領
域の波長を有する光を発光させることができるので、可視光透過性に優れる汎用のＦＯＰ
２を用いても、高い透過率が達成される。よって、ＣＭＯＳセンサアレイ３への入射光の

20

減弱を十分に防止でき、更に高感度なＸ線測定を実現できる。
【００７３】
図５は、キャピラリープレート１を備える本発明のガス比例計数管（ＣＧＰＣ）を用いた
撮像システムに係る他の実施形態の要部を模式的に示す断面図である。撮像型光検出装置
３００（撮像システム）は、ベリリウム窓２１の代わりに入射窓３１（窓）を有する撮像
系３１０を備えており、且つ、Ｘ線Ｐｖの代わりに光Ｐｘの撮像測定を行うものであるこ
と以外は、図３及び４に示す撮像型Ｘ線検出装置２００と同様の構成を有するものである
。
【００７４】
入射窓３１は、いわゆる透過型の光電面として機能し、例えば石英等の窓基材上に薄い下

30

地金属膜が形成され、更にその上に、例えばバイアルカリ化合物、マルチアルカリ化合物
や、バイアルカリ及びアンチモン若しくはテルルの化合物、又は、マルチアルカリ及びア
ンチモン若しくはテルルの化合物等から成る薄膜、並びに必要に応じてカーボンナノチュ
ーブ等から成る中間層を有する光電子放出膜３１ａが蒸着等によって形成されたものであ
る。
【００７５】
このように構成された撮像型光検出装置３００では、入射窓３１に入射した光Ｐｘが光電
子放出膜３１ａに達すると、光電変換によって生じた光電子がキャピラリープレート１の
前段の空間に放出される。この光電子が、撮像型光検出装置２００で説明した一次電子に
相当し、上述したのと同様にして電子−イオン対を生じ、キャピラリープレート１内で電

40

子増殖及び光増幅が行われ、ＣＦ４ ガスの励起発光が得られる。この光はキャピラリープ
レート１で増幅され、ＦＯＰ２を透過してＣＭＯＳセンサアレイ３へ入射し、三次元入射
光画像が表示装置等に出力される。そして、撮像型光検出装置３００によっても、上述し
た撮像型Ｘ線検出装置２００と同様の作用効果が奏される（重複を避けるため、ここでの
説明は省略する。）。
【００７６】
また、光電子放出膜３１ａの形成は、通常、図５に示す如く入射窓３１とキャピラリープ
レート１とをチャンバ２２内に組み付けた後、キャピラリープレート１の図示下方から、
マルチアルカリ化合物等の材料金属を入射窓３１の図示下面上に蒸着せしめることにより
行われる。本発明者らの知見によれば、キャピラリープレート１に代えて従来の鉛ガラス
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を用いたキャピラリープレートを使用すると、光電子放出膜３１ａが鉛ガラスで汚染され
てしまう傾向にある。これに対し、鉛不含ソーダ石灰ガラスから成るキャピラリープレー
ト１を用いると、このような汚染が防止できることが判明した。
【００７７】
なお、本発明は上述した各実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変
形が可能である。例えば、キャピラリープレート１における外周ガラス１２を省略しても
よく、この場合、チャネルガラス１１自体がキャピラリープレート１を構成する。また、
製造時に型枠として用いる外周ガラス１２を除去してもよく、或いは、型枠として外周ガ
ラス１２とならないものを使用しても構わない。加えて、キャピラリープレート１の形状
は円板状に制限されず、例えば角板状等でもよい。

10

【００７８】
さらに、検出用ガス２１７には、ＣＦ４ ガスに替えて又は加えてＴＭＡやＴＥＡ等の他の
ペニング効果を奏するガスが添加されていてもよいが、励起光波長が上述の如く可視域と
なる点でＣＦ４ 等のハロゲン化アルカン等の有機系ガスがより好ましい。
【００７９】
さらにまた、ＣＭＯＳセンサアレイ３に代えて、ＣＣＤ、ＩＣＣＤ、ＰＭＴ、陽極ボード
を用いた撮像用センサを用いても構わないが、高精細且つ高速な動的解析用途にはＣＭＯ
Ｓセンサアレイ３を用いることが望ましい。また、ＦＯＰ２の代わりに従来の光透過窓１
１２及び光学系１２０の組み合わせを用いてもよいし、バンドル状の光ファイバーを用い
ても構わない。

20

【００８０】
以下、実施例により本発明の内容をより具体的に説明するが、本発明はそれらの実施例に
限定されるものではない。
【００８１】
〈実施例１〉
上述した範囲の組成を有する鉛不含ソーダ石灰ガラスから成るガラス管をガラス母材とし
て用い、上述した製造方法と同様の手順により本発明のキャピラリープレート１を製造し
た。
【００８２】
〈比較例１〉

30

ガラス母材として、概ね以下の組成を有する鉛ガラスから成るガラス管を用い、また、複
数の貫通孔（チャネル）が形成された板状体を水素ガス雰囲気下、約４００℃で数時間放
置し、これによりチャネルガラス中のＰｂＯをＨ２ 還元してチャネル内面に導電層を形成
せしめたこと以外は、実施例１と同様にして従来のチャネルプレートを製造した。
・ＳｉＯ２ ：４０〜４５質量％、
・ＰｂＯ：４０〜４５質量％、
・Σ（アルカリ金属酸化物）：１０質量％程度、
・他の成分：５〜１０質量％
【００８３】
〈α線スペクトロメトリ〉

40

実施例１及び比較例１で得た各キャピラリープレートに対し、ＯＲＴＥＣ（商標）社製の
Ｓｉ障壁型低バックグラウンドα線スペクトロメトリ装置（ＵＲＴＲＡ−ＡＳシリーズ：
Ｕ−０２０−４５０−ＡＳ；Ａｃｔｉｖｅ
ｓｏｌｕｔｉｏｎ

（公称値）＝２０ｋｅＶ

Ａｒｅａ＝４５０ｍｍ
ＦＷＨＭ

ａｔ

２

、Ａｌｐｈａ

５．４８６

Ｒｅ

ＭｅＶ）を

用いて１週間のα線エネルギースペクトル測定を実施した。また、キャピラリープレート
を装置のチャンバ内に収納しなかったこと以外は同様にしてバックグラウンド測定を実施
した。
【００８４】
図６、図７、及び図８は、それぞれバックグラウンドスペクトル、実施例１のキャピラリ
ープレート１に対するスペクトル、及び比較例１のキャピラリープレートに対するスペク
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トルを示すグラフである。各図中、曲線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は、α線エネルギーに対応した
チャネル毎の計数率データを結んで示す目安線である。これらの結果より、実施例１のキ
ャピラリープレート１は、α放射能レベルがバックグラウンドと同程度であることが確認
された。これに対し、比較例１のキャピラリープレートのα線エネルギースペクトルには
、そのエンドポイントエネルギーが約５．３ＭｅＶの有意な成分が認められた。これは、
鉛ガラスに含まれる

２ １ ０

Ｐｂの壊変生成物である

２ １ ０

Ｐｏのα崩壊に伴って放出され

るα線のうち最も分岐比が高いα線によるものと同定された。
【００８５】
〈実施例２〉
実施例１で得たキャピラリープレート１を用い、光検出器としてＣＭＯＳセンサアレイ３

10

を備える図３に示す構成の本発明による撮像型Ｘ線検出装置を製造した。
【００８６】
〈実施例３〉
光検出器としてＣＭＯＳセンサアレイ３の代わりにＰＭＴを用いたこと以外は、実施例２
と同様にして本発明による撮像型Ｘ線検出装置を製造した。
【００８７】
〈実施例４〉
光検出器としてＣＣＤセンサを用いたこと以外は、実施例２と同様にして本発明による撮
像型Ｘ線検出装置を製造した。
【００８８】

20

〈特性評価〉
実施例２〜４で得た各撮像型Ｘ線検出装置について、校正用Ｘ線源を用いた測定を実施し
、感度、ダイナミックレンジ、処理速度、Ｓ／Ｎ比、及び撮像特性（位置分解能）につい
て絶対評価及び相対（比較）評価を行った。その結果、いずれの撮像型Ｘ線検出装置につ
いても十分に高い感度及びＳ／Ｎ比を有することが確認された。また、参考までに、相対
評価の結果を表１に示す。表中の数値は、三者の相対的な指標を示し、
１

３

、

２

、

の順に相対的に優れていることを示す。

【００８９】
【表１】
30

【００９０】
【発明の効果】

40

以上説明したように、本発明のキャピラリープレートによれば、鉛不含ソーダ石灰ガラス
から成るガラス基体を備えるので、天然ＲＩ起源のα線等の放射線に起因するノイズを十
分に低減してＳ／Ｎ比を向上できると共に、突発的で過大な電気信号や光信号の発生を抑
止することが可能となる。これにより、かかるキャピラリープレートを備える本発明のガ
ス比例計数管及び撮像システムを用いれば、従来に比して高感度且つ安定でしかも信頼性
の高い撮像測定を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるキャピラリープレートの好適な一実施形態を模式的に示す平面図で
ある。
【図２】図１におけるＩＩ−ＩＩ線断面図である。
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【図３】キャピラリープレート１を備える本発明のガス比例計数管を用いた撮像システム
の好適な一実施形態を示す斜視図である。
【図４】キャピラリープレート１を備える本発明のガス比例計数管を用いた撮像システム
の好適な一実施形態の要部を模式的に示す断面図である。
【図５】キャピラリープレート１を備える本発明のガス比例計数管を用いた撮像システム
に係る他の実施形態の要部を模式的に示す断面図である。
【図６】α線スペクトロメトリにおけるバックグラウンドスペクトルを示すグラフである
。
【図７】α線スペクトロメトリにおける実施例１のキャピラリープレート１に対するスペ
クトルを示すグラフである。
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【図８】α線スペクトロメトリにおける比較例１のキャピラリープレートに対するスペク
トルを示すグラフである。
【図９】従来のＣＧＰＣを用いた撮像型Ｘ線検出装置の構成を示す模式図である。
【符号の説明】
１…キャピラリープレート、１ａ，１ｂ…電極、３…ＣＭＯＳセンサアレイ（光検出器）
、４…駆動回路ボード、１１…チャネルガラス（ガラス基体）、１２…外周ガラス、１３
…チャネル（貫通孔）、２１…ベリリウム窓（窓）、２２，２３…チャンバ、３１…入射
窓（窓）、３１ａ…光電子放出膜、３４…電源系、３５…制御系、２００，３００…撮像
型Ｘ線検出装置（撮像システム）、２１０，３１０…撮像系、２１５，２１６…整形リン
グ、２１７…検出用ガス、Ｐｖ…Ｘ線、Ｐｘ…光。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図９】
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