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(57)【要約】
【課題】複数の放射線検出器を並列に用いた場合に、各
放射線検出器を同時に用いて高精度の測定を行わせる。
【解決手段】スタート用検出器１１Ａからのパルス出力
Ｐ０Ａ、スタート用検出器１１Ｂからのパルス出力Ｐ０
Ｂと、ストップ用検出器からのパルス出力Ｐ１との間の
時間差Δｔを測定し、Δｔのヒストグラムを生成する。
パルス出力Ｐ１とパルス出力Ｐ０Ｂの時間間隔は、パル
ス出力Ｐ０Ａを基準とした場合において、本来の時間間
隔であるΔｔＢに加えて一様にシフト時間Ｔだけ広がる
ように設定される。測定されたΔｔのヒストグラムであ
る図２の（ｉｉｉ）においては、ΔｔＢに対してＴが一
様に付加されたために、左側のピークの分布がΔｔＡの
ヒストグラムに対応し、右側のピークの分布がΔｔＢの
ヒストグラムに対応する。このΔｔＢのヒストグラムを
横軸方向にシフトさせれば、ΔｔＡのヒストグラムと重
複させることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
陽電子の発生に伴って発生するγ線を検出しパルス出力をするスタート用検出器と、陽
電子の消滅に伴って発生するγ線を検出しパルス出力をするストップ用検出器と、を具備
し、前記スタート用検出器の前記パルス出力のタイミングからの前記ストップ用検出器の
前記パルス出力のタイミングの遅延時間を陽電子の発生・消滅の複数のイベントに対して
計測し、計測された前記遅延時間のヒストグラムから陽電子の寿命を認識する陽電子消滅
寿命測定装置であって、
前記スタート用検出器又は前記ストップ用検出器として、複数のγ線検出器が、複数の
前記γ線検出器の出力を各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持された状
態で混合した単一の入力信号を生成するように接続されて用いられ、
前記入力信号中の前記パルス出力を認識し前記パルス出力に対応した前記遅延時間を認
識する共通計数部と、
前記遅延時間のヒストグラムを生成するヒストグラム生成部と、
前記遅延時間のヒストグラムより前記寿命を算出する寿命算出部と、
を具備し、
前記遅延時間のヒストグラムが前記ヒストグラム生成部で前記γ線検出器毎に得られる
ように、前記入力信号を生成する前に複数の前記γ線検出器のうちの少なくとも一つ以外
の出力に対して識別性を付与する識別性生成部を更に具備し、
前記ヒストグラム生成部は、前記γ線検出器毎に得られた前記遅延時間のヒストグラム
である個別ヒストグラムの少なくとも一つを前記遅延時間に対して一様にシフトさせた操
作を行った上で、他の前記個別ヒストグラムに重畳させた全体ヒストグラムを生成し、
前記寿命算出部は、前記全体ヒストグラムより、前記寿命を算出することを特徴とする
陽電子消滅寿命測定装置。
【請求項２】
前記識別性生成部において、前記識別性を付与するために、前記パルス出力のパルス形
状を前記γ線検出器毎に定められた態様とすることを特徴とする請求項１に記載の陽電子
消滅寿命測定装置。
【請求項３】
前記識別性生成部において、前記パルス出力に対して前記γ線検出器毎に定められた一
定の時間差となるシフト時間を付与し、
前記ヒストグラム生成部は、前記入力信号を用いて得られた前記ヒストグラムから、前
記個別ヒストグラムを前記遅延時間の時系列に応じて分離することにより得ることを特徴
とする請求項１又は２に記載の陽電子消滅寿命測定装置。
【請求項４】
陽電子の発生に伴って発生するγ線を検出しパルス出力をするスタート用検出器と、陽
電子の消滅に伴って発生するγ線を検出しパルス出力をするストップ用検出器と、を具備
し、前記スタート用検出器の前記パルス出力のタイミングからの前記ストップ用検出器の
前記パルス出力のタイミングの遅延時間を陽電子の発生・消滅の複数のイベントに対して
計測し、計測された前記遅延時間のヒストグラムから陽電子の寿命を認識する陽電子消滅
寿命測定装置であって、
前記スタート用検出器又は前記ストップ用検出器として、複数のγ線検出器が、複数の
前記γ線検出器の出力を各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持された状
態で混合した単一の入力信号を生成するように接続されて用いられ、
前記入力信号中の前記パルス出力を認識し前記パルス出力に対応した前記遅延時間を認
識する共通計数部と、
前記遅延時間のヒストグラムを生成するヒストグラム生成部と、
前記遅延時間のヒストグラムより前記寿命を算出する寿命算出部と、
を具備し、
前記共通計数部は、前記入力信号中における前記パルス出力を波形によって複数の前記
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γ線検出器毎に弁別することによって前記遅延時間を前記γ線検出器毎に認識し、
前記ヒストグラム生成部は、前記γ線検出器毎に得られた前記遅延時間のヒストグラム
である個別ヒストグラムを生成し、前記個別ヒストグラムの少なくとも一つを前記遅延時
間に対して一様にシフトさせた操作を行った上で、他の前記個別ヒストグラムに重畳させ
た全体ヒストグラムを生成し、
前記寿命算出部は、前記全体ヒストグラムより、前記寿命を算出することを特徴とする
陽電子消滅寿命測定装置。
【請求項５】
各々が放射線を検出してパルス出力をする複数の放射線検出器を同時に用いて放射線を
検出する放射線計測器の調整方法であって、
前記放射線検出器が検出する第１放射線を基準タイミングから略一定の時間間隔で発す
る線源を用い、前記放射線検出器の各々が前記第１放射線を検出する複数のイベントにお
いて、
複数の前記放射線検出器の出力を、各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が
維持された状態で混合した単一の入力信号を生成して、当該入力信号中の前記パルス出力
及び前記パルス出力に対応した時間差を認識する際に、
認識された前記時間差のヒストグラム中において複数の前記放射線検出器の各々の出力
に対応したヒストグラムが識別可能となるように、複数の前記放射線検出器のうちの少な
くとも一つ以外の出力に対して識別性を付与して前記入力信号を生成し、
前記放射線検出器毎に得られた前記ヒストグラムである個別ヒストグラムの少なくとも
一つを前記遅延時間に対して一様にシフトさせた操作を行った上で、他の前記個別ヒスト
グラムに重畳させる際のシフト量である総シフト時間を算出し、
前記総シフト時間を用いて前記各放射線検出器の検出タイミングを補正することを特徴
とする放射線計測器の調整方法。
【請求項６】
前記線源は前記第１放射線とは異なる第２放射線を前記第１の放射線と略一定の時間間
隔で発し、
前記放射線検出器と別体で前記第２放射線を検出する参照用放射線検出器を用い、前記
参照用放射線検出器が前記第２放射線を検出したタイミングを前記基準タイミングとする
ことを特徴とする請求項５に記載の放射線計測器の調整方法。
【請求項７】
前記識別性を付与するために、前記パルス出力のパルス形状を前記放射線線検出器毎に
定められた態様とすることを特徴とする請求項５又は６に記載の放射線計測器の調整方法
。
【請求項８】
前記入力信号を生成するに際し、前記パルス出力に対して前記放射線検出器毎に定めら
れた一定の時間差となるシフト時間を付与し、
前記個別ヒストグラムを生成するに際し、前記入力信号を用いて得られた前記時間差の
ヒストグラムから、前記個別ヒストグラムを前記時間差の時系列に応じて分離することに
より得ることを特徴とする請求項５から請求項７までのいずれか１項に記載の放射線計測
器の調整方法。
【請求項９】
各々が放射線を検出してパルス出力をする複数の放射線検出器を同時に用いて放射線を
検出する放射線計測器であって、
複数の前記放射線検出器が、各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持さ
れた状態で混合した単一の入力信号を生成するように接続されて用いられ、
前記入力信号より、前記パルス出力に関する測定結果を得る測定部と、
前記測定部において前記測定結果が複数の前記放射線検出器毎に得られるように、前記
入力信号を生成する前に前記パルス出力に対する前記複数の放射線検出器の各々に対応し
た識別性を生成する識別性生成部と、
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を具備し、
前記測定部で、前記識別性に基づいて前記測定結果を複数の前記放射線検出器の各々に
分離して認識することを特徴とする放射線計測器。
【請求項１０】
前記識別性生成部は、前記パルス出力のパルス形状を前記放射線検出器毎に定められた
態様とすることを特徴とする請求項９に記載の放射線計測器。
【請求項１１】
前記識別性生成部は、前記パルス出力に対して前記放射線検出器毎に定められた一定の
シフト時間を付与することを特徴とする請求項１０に記載の放射線計測器。
【請求項１２】
前記識別性生成部は、
複数の前記放射線検出器の各々からの前記パルス出力が入力されるに際し、複数の前記
放射線検出器毎に設定された識別信号を当該パルス出力と同期して出力して生成した判定
用信号を出力し、
前記測定部は、前記判定用信号を参照して前記入力信号から複数の前記放射線検出器毎
に前記パルス出力を認識することを特徴とする請求項９から請求項１１までのいずれか１
項に記載の放射線計測器。
【請求項１３】
複数の前記放射線検出器は配列して設置され、前記測定部は前記入力信号中の前記パル
ス出力と共に前記パルス出力をした前記放射線検出器の配列中における位置情報を認識す
ることを特徴とする請求項９から請求項１２までのいずれか１項に記載の放射線計測器。
【請求項１４】
複数の前記放射線検出器は測定対象を囲む環状に配置されたことを特徴とする請求項１
３に記載の放射線計測器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、物質内における陽電子の寿命を測定することによって物質の各種の構造を解
析するための陽電子消滅寿命測定装置に関する。また、複数の放射線検出器を同時に用い
て放射線の計測を行う際の放射線計測器の調整方法に関する。また、複数の放射線検出器
が同時に用いられる放射線計測器に関する。
【背景技術】
【０００２】
陽電子の物質中における寿命を測定することによって、金属，半導体等の結晶中の空孔
や各種の点欠陥に関する情報が得られる。また，高分子等の絶縁物中ではサブナノからナ
ノスケールの空隙の情報が得られる。このため、陽電子を物質に照射し、物質中でのその
寿命を測定する陽電子消滅寿命測定法が用いられている。陽電子消滅寿命測定法は、特に
原子空孔等のサブナノからナノスケールの構造評価に対して有効であることが知られてい
る。
【０００３】
陽電子消滅寿命測定法においては、陽電子が物質中の電子と反応して対消滅によって消
滅する際の約５１１ｋｅＶのエネルギーのγ線を測定することによって、陽電子が消滅し
たタイミングが認識される。一方、この寿命を計測するための開始タイミングは、陽電子
が物質に入射した時点となる。通常の陽電子消滅寿命測定法においては、陽電子源として
２２
２２
＋
Ｎａが用いられ、
Ｎａの原子核がβ 崩壊する際に発生する陽電子が測定に用い
られる。陽電子源は試料となる物質と接して設けられるため、陽電子が物質に入射したタ
２２
＋
イミングは、
Ｎａ内において原子核がβ 崩壊によって発生したタイミングとみなす
＋
ことができる。このβ 崩壊に際しては、陽電子と同時に１．２７ＭｅＶのエネルギーの
γ線が発生するため、このγ線を計測したタイミングが、前記の寿命計測の開始タイミン
グとされる。このため、１．２７ＭｅＶのγ線をスタート信号用のγ線（スタート用γ線
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）とし、約５１１ｋｅＶのγ線をストップ信号用のγ線（ストップ用γ線）とし、これら
の検出タイミングの時間差を測定することによって、試料中における陽電子の寿命を測定
することができる。
【０００４】
陽電子消滅寿命測定装置の一般的な構成については、例えば非特許文献１に記載されて
いる。図１６は、この陽電子消滅寿命測定装置９００の概要を簡略化して示す図である。
ここでは、小さな試料Ｓの中に前記のような陽電子源が設置されているものとする。この
ため、上記のような２種類のγ線は小さな試料Ｓから発せられる。スタート信号用γ線γ
１を検出するためのγ線検出器（スタート用検出器９１）と、ストップ信号用γ線γ２を
検出するためのγ線検出器（ストップ用検出器９２）が用いられる。どちらのγ線検出器
においても、シンチレータと光電子増倍管を組み合わせたものが用いられる。この場合、
γ線がシンチレータに入射することによって発生した光パルスを光電子増倍管が検出する
ことによって、１個のγ線光子が入射する度にパルス出力が得られる。また、このパルス
出力のパルス高によってγ線のエネルギーが認識できるため、上記のような２種類のγ線
の識別が可能であり、波高による弁別を行うことによって、スタート用検出器９１がスタ
ート信号用γ線γ１のみを検知し、ストップ用検出器９２がストップ信号用γ線γ２のみ
を検知するような設定とすることができる。
【０００５】
このため、図１６に示されるように、スタート用検出器９１におけるパルス出力Ｐ０の
直後でストップ用検出器９２におけるパルス出力Ｐ１が検出される。ここで、パルス出力
Ｐ１のパルス出力Ｐ０からの遅延時間が陽電子の寿命に対応するが、この時間差は実際に
は非常に小さく、より長いタイムスケールで見た場合には、パルス出力Ｐ１とパルス出力
Ｐ０はほぼ同時であると認識することができる。このため、図１６の構成においては、一
致検出回路９３によってこれらの同時性が認識された場合に、パルス出力Ｐ０、パルス出
力Ｐ１は単一の陽電子発生・消滅イベントに対応していると推定される。このため、一致
検出回路９３は、これらの同時性が認識された場合にデジタルオシロスコープ９４にトリ
ガ信号を発し、デジタルオシロスコープ９４がトリガ信号を受信することによって、パル
ス出力Ｐ０、Ｐ１がデジタルオシロスコープ９４に取り込まれる。ここで、デジタルオシ
ロスコープの代わりに、以下に説明する機能を同様に実現できるデジタイザ等の計測機器
を用いることもできる。この際、この測定を容易とするためにパルス出力Ｐ１に対して遅
延回路９５によって一定の遅延時間が付与され、デジタルオシロスコープ９４においては
、図１６に示されるように、パルス出力Ｐ０、Ｐ１の実際の検出時間の時間差Δｔが計測
される。一致検出回路９３によって同時性が認識されたパルス出力Ｐ０、Ｐ１が得られる
毎にこの測定が行われる。なお、パルス出力Ｐ１のパルス出力Ｐ０からの遅延時間が陽電
子の寿命に対応するが、統計的ゆらぎにより、実際にはこの遅延時間は測定毎に変動する
。
【０００６】
実際にはスタート用検出器９１、ストップ用検出器９２においては、スタート信号用γ
線γ１、ストップ信号用γ線γ２とは異なる放射線成分（バックグラウンド成分等）やノ
イズ成分も多く検出されるが、その中から、上記のように同時性が認識されたパルス出力
Ｐ０、Ｐ１のみが有効な成分となる。また、陽電子源あるいは試料Ｓにおいて実際に発生
したスタート信号用γ線γ１、ストップ信号用γ線γ２のうち、上記のスタート用検出器
９１、ストップ用検出器９２で検出されるのは実際にはその一部であり、これらの２つの
検出器で対として検出されなかった成分は、上記の陽電子消滅寿命測定には全く寄与しな
い。これらの理由により、スタート用検出器９１、ストップ用検出器９２で検出されたパ
ルス出力のうち、陽電子消滅寿命測定に寄与する成分は実際には非常に少ない。
【０００７】
このため、上記のように同時性が認識されたパルス出力Ｐ０、Ｐ１が得られる度にΔｔ
を計測し、デジタルオシロスコープ９４と接続されたＰＣ（パーソナルコンピュータ）９
６は、図１６に示されるように、測定されたΔｔのヒストグラムを生成し、このヒストグ
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ラムから、周知の統計的手法によって、陽電子消滅寿命の平均値やそのばらつきを認識す
ることができる。この場合、統計的誤差を小さくして陽電子消滅寿命の測定精度を高める
ためには、このヒストグラムにおけるイベント数を多くすることが必要であるため、スタ
ート用検出器９１、ストップ用検出器９２でのカウント数（サンプル数）を多くすること
が有効であり、このためには、測定時間を十分に長くとることが必要となる。実際にこの
ために要求される測定時間は、例えば４時間以上と長くなった。すなわち、陽電子消滅寿
命測定において、十分な測定精度を確保するためには、十分なサンプル数を得るために長
い測定時間を要した。
【０００８】
このため、図１６の構成において陽電子消滅寿命を高精度で計測することは実際には容
易ではない。こうした点を改善するための技術は、例えば特許文献１に記載されている。
ここで記載された構成においては、上記のΔｔの測定精度を高めるために、スタート用検
出器９１、ストップ用検出器９２の出力のパルス波形がそれぞれデジタル処理された。
【０００９】
更に、陽電子消滅寿命測定に有効なγ線を効率的に検出してサンプル数を十分に確保す
るために、特許文献１には、試料の周囲に多く（３つ以上）のγ線検出器を配置すること
も記載されている。この構成によって、陽電子の発生・消滅に際して発せられるγ線の検
出効率を高め、認識される陽電子の発生・消滅のイベント数を多くすることができる。ス
タート用検出器が２つ用いられた陽電子消滅寿命測定装置９１０の構成を図１６に対応さ
せて図１７に示す。この場合には、同一仕様のスタート用検出器９１Ａ、９１Ｂが用いら
れ、これらのパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂが共に一致検出回路９３、デジタルオシロスコー
プ９４に入力する。この場合には、パルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ１との同時性、パル
ス出力Ｐ０Ｂとパルス出力Ｐ１との同時性が認識され、パルス出力Ｐ１と、これと同時性
が認識されたパルス出力Ｐ０Ａ又はＰ０Ｂがデジタルオシロスコープ９４に取り込まれ、
前記と同様に、Δｔが算出され、そのヒストグラムを用いてＰＣ９６で寿命が算出される
。図１７の例ではスタート用検出器が２つ用いられたが、３つ以上を用いることによって
陽電子発生の際のγ線の検出効率を更に高めることもできる。あるいは、スタート用検出
器を複数用いる代わりにストップ用検出器を複数用いることによって、陽電子消滅の際の
γ線の検出効率を高め、認識される陽電子の発生・消滅のイベント数を同様に増やすこと
もできる。また、スタート用検出器やストップ用検出器を大きくしてそれぞれの検出可能
な空間範囲を広げ、同様に検出効率を高めることもできる。すなわち、こうした構成によ
って、短い測定時間で高精度で陽電子消滅寿命を測定することができると期待される。
【００１０】
また、対消滅で発せられるストップ信号用γ線γ２のエネルギースペクトルにおける約
５１１ｋｅＶの周りの広がり（ドップラー広がり）は、陽電子と反応して対消滅した電子
の運動量を反映するため、この広がりを測定することによって、試料Ｓとなった物質中の
電子についての情報が得られる。このため、上記の測定において、更にストップ信号用γ
線γ２のエネルギースペクトルを詳細に測定するＡＭＯＣ（陽電子消滅寿命・運動量相関
）測定も行われる。ＡＭＯＣ測定においては、前記のようなタイミングの検出のためにの
み用いられるスタート用検出器、ストップ用検出器（共にシンチレータ＋光電子増倍管）
と共に、時間分解能はこれよりも劣るが高いエネルギー分解能でγ線のエネルギースペク
トルを高精度で測定することができるスペクトル測定用検出器（半導体検出器）が用いら
れる。このため、ＡＭＯＣ測定においては、３系統でγ線が検出される。一般的に、陽電
子の対消滅の際にはほぼ逆向きに２つの光子が発せられるため、この半導体検出器は、試
料に対してストップ用検出器とは逆の位置に設置される。
【００１１】
図１６、１７のような単純な陽電子消滅寿命の測定のためには、スタート用検出器９１
、ストップ用検出器９２の２系統における検出の同時性が要求されたが、ＡＭＯＣ測定の
場合には、上記に加えて更にスペクトル測定用検出器が加わった３系統での検出の同時性
が要求される。このため、ＡＭＯＣ測定においては特に検出効率が低くなり、更に長い測
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定時間が要求され、実際には、一つの測定に１週間以上を要する場合もあった。このため
、図１７の構成のように、同一の用途（スタート用、ストップ用）で複数の検出器を用い
て検出効率を高めることができれば、ＡＭＯＣ測定においては特に有効である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】斎藤晴雄、「陽電子寿命測定法」、陽電子科学、第２号、２１頁、２０
１４年２月
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００３−２１５２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
図１７の構成のようにγ線検出器の数を多くすれば、陽電子の生成・消滅の際に発せら
れるγ線の検出効率を高めることはできるものの、これにより陽電子消滅寿命の測定精度
を高めることは実際には困難であった。この理由について説明する。
【００１５】
図１７の構成において計測される時間差Δｔは、正確には出力パルスＰ１と出力パルス
Ｐ０Ａとの間の時間差ΔｔＡと、出力パルスＰ１と出力パルスＰ０Ｂとの間の時間差Δｔ
Ｂに大別され、ＰＣ９６において最終的に得られるヒストグラムは、ΔｔとしてΔｔＡと
ΔｔＢとが混在したものとなる。この状況を模式的に図１８に示す。図１８において、（
ｉ）に示されるように、出力パルスＰ０ＡによりΔｔＡ、出力パルスＰ０ＢによりΔｔＢ
が仮に個別に測定され、（ｉｉ）に示されるように、ΔｔＡ、ΔｔＢに関するヒストグラ
ムが得られたものとする。ΔｔＡ、ΔｔＢは、同一の陽電子発生・消滅現象についての測
定値であるために、スタート用検出器９１Ａ、９１Ｂとして同一仕様のγ線検出器が用い
られた場合には、理想的には（ｉｉ）におけるΔｔＡ、ΔｔＢのヒストグラムは統計的誤
差の範囲内で同一となる。この場合、最終的に得られるΔｔについてのヒストグラム（ｉ
ｉｉ）は、（ｉｉ）における同一となるべき２つのヒストグラムが積算されたものとなる
ため、（ｉｉ）と同一の形状でサンプル数が増強されたものとなる。このため、統計的誤
差が減少し、測定時間が短くとも、（ｉｉｉ）のヒストグラムから高精度で陽電子消滅寿
命やそのばらつき等を算出することができる。ここで、出力パルスＰ０Ａ，Ｐ０Ｂが同一
の測定チャンネルに入力する場合には、実際にはデジタルオシロスコープ９４は、出力パ
ルスＰ０Ａと出力パルスＰ０Ｂを識別することができないため、（ｉｉ）の各ヒストグラ
ムは得られず、ここで最終的に得られるのは（ｉｉｉ）のヒストグラムとなる。
【００１６】
しかしながら、別体とされたスタート用検出器９１Ａ、９１Ｂが用いられた場合には、
これらが同一仕様であっても、使用された配線長の違い等によって、デジタルオシロスコ
ープ９４で認識されるパルス出力のタイミングは一定ではない。例えば、γ線検出器の位
置や配線長の３ｍｍのずれは、１０ｐｓの時間差に対応し、この時間差は、陽電子消滅寿
命の測定のために要求される時間分解能と比べて無視できない値であった。このため、図
１９に示されるように、（ｉｉ）において本来は同一となるべきであるΔｔＡ、ΔｔＢの
ヒストグラムにおいては、横軸方向における無視できない程度のずれが生じ、これらを重
ね合わせた（ｉｉｉ）のヒストグラムは、本来得られるべきΔｔのヒストグラム（図１８
の（ｉｉｉ））とは異なり、このヒストグラムから陽電子消滅寿命等を正確に算出するこ
とは困難となった。使用される全ての検出器に対してこうした時間差がないように調整す
る、あるいはこれを処理時に補正するような構成とすれば、こうした問題点は解消される
が、そのためには多大な労力を要した。
【００１７】
図１７の構成においてはスタート用検出器が２つ用いられたが、スタート用検出器を３
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つ以上とした場合においては、こうした状況は更に顕著となる。ストップ用検出器を複数
設けた場合においても同様である。
【００１８】
また、前記の通り、スタート用検出器、ストップ用検出器のシンチレータを高密度にす
る、あるいは大きくし、これらによる検出対象となる範囲を広くすることによっても検出
効率を高めることができる。しかしながら、一般的に、シンチレータをこのように高密度
化あるいは大型化した場合には、その時間分解能が劣化するため、陽電子消滅寿命等の測
定精度は劣化した。更に、このような単一の高密度あるいは大型のシンチレータをもった
検出器を用いた場合、より小型の複数のシンチレータをもった検出器を用いた場合よりも
高コストとなった。
【００１９】
このため、複数のγ線検出器を用いても、これによって陽電子の寿命等を高精度で測定
することは実際には困難であった。あるいは、より一般的には、上記の理由により、複数
の放射線検出器を並列に用いた場合に、各放射線検出器を同時に用いて高精度の測定を行
うことは困難となった。
【００２０】
本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決する発明を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
本発明は、上記課題を解決すべく、以下に掲げる構成とした。
本発明の陽電子消滅寿命測定装置は、陽電子の発生に伴って発生するγ線を検出しパル
ス出力をするスタート用検出器と、陽電子の消滅に伴って発生するγ線を検出しパルス出
力をするストップ用検出器と、を具備し、前記スタート用検出器の前記パルス出力のタイ
ミングからの前記ストップ用検出器の前記パルス出力のタイミングの遅延時間を陽電子の
発生・消滅の複数のイベントに対して計測し、計測された前記遅延時間のヒストグラムか
ら陽電子の寿命を認識する陽電子消滅寿命測定装置であって、前記スタート用検出器又は
前記ストップ用検出器として、複数のγ線検出器が、複数の前記γ線検出器の出力を各々
における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持された状態で混合した単一の入力信号
を生成するように接続されて用いられ、前記入力信号中の前記パルス出力を認識し前記パ
ルス出力に対応した前記遅延時間を認識する共通計数部と、前記遅延時間のヒストグラム
を生成するヒストグラム生成部と、前記遅延時間のヒストグラムより前記寿命を算出する
寿命算出部と、を具備し、前記遅延時間のヒストグラムが前記ヒストグラム生成部で前記
γ線検出器毎に得られるように、前記入力信号を生成する前に複数の前記γ線検出器のう
ちの少なくとも一つ以外の出力に対して識別性を付与する識別性生成部を更に具備し、前
記ヒストグラム生成部は、前記γ線検出器毎に得られた前記遅延時間のヒストグラムであ
る個別ヒストグラムの少なくとも一つを前記遅延時間に対して一様にシフトさせた操作を
行った上で、他の前記個別ヒストグラムに重畳させた全体ヒストグラムを生成し、前記寿
命算出部は、前記全体ヒストグラムより、前記寿命を算出することを特徴とする。
本発明の陽電子消滅寿命測定装置は、前記識別性生成部において、前記識別性を付与す
るために、前記パルス出力のパルス形状を前記γ線検出器毎に定められた態様とすること
を特徴とする。
本発明の陽電子消滅寿命測定装置は、前記識別性生成部において、前記パルス出力に対
して前記γ線検出器毎に定められた一定の時間差となるシフト時間を付与し、前記ヒスト
グラム生成部は、前記入力信号を用いて得られた前記ヒストグラムから、前記個別ヒスト
グラムを前記遅延時間の時系列に応じて分離することにより得ることを特徴とする。
本発明の陽電子消滅寿命測定装置は、陽電子の発生に伴って発生するγ線を検出しパル
ス出力をするスタート用検出器と、陽電子の消滅に伴って発生するγ線を検出しパルス出
力をするストップ用検出器と、を具備し、前記スタート用検出器の前記パルス出力のタイ
ミングからの前記ストップ用検出器の前記パルス出力のタイミングの遅延時間を陽電子の
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発生・消滅の複数のイベントに対して計測し、計測された前記遅延時間のヒストグラムか
ら陽電子の寿命を認識する陽電子消滅寿命測定装置であって、前記スタート用検出器又は
前記ストップ用検出器として、複数のγ線検出器が、複数の前記γ線検出器の出力を各々
における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持された状態で混合した単一の入力信号
を生成するように接続されて用いられ、前記入力信号中の前記パルス出力を認識し前記パ
ルス出力に対応した前記遅延時間を認識する共通計数部と、前記遅延時間のヒストグラム
を生成するヒストグラム生成部と、前記遅延時間のヒストグラムより前記寿命を算出する
寿命算出部と、を具備し、前記共通計数部は、前記入力信号中における前記パルス出力を
波形によって複数の前記γ線検出器毎に弁別することによって前記遅延時間を前記γ線検
出器毎に認識し、前記ヒストグラム生成部は、前記γ線検出器毎に得られた前記遅延時間
のヒストグラムである個別ヒストグラムを生成し、前記個別ヒストグラムの少なくとも一
つを前記遅延時間に対して一様にシフトさせた操作を行った上で、他の前記個別ヒストグ
ラムに重畳させた全体ヒストグラムを生成し、前記寿命算出部は、前記全体ヒストグラム
より、前記寿命を算出することを特徴とする。
本発明の放射線計測器の調整方法は、各々が放射線を検出してパルス出力をする複数の
放射線検出器を同時に用いて放射線を検出する放射線計測器の調整方法であって、前記放
射線検出器が検出する第１放射線を基準タイミングから略一定の時間間隔で発する線源を
用い、前記放射線検出器の各々が前記第１放射線を検出する複数のイベントにおいて、複
数の前記放射線検出器の出力を、各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持
された状態で混合した単一の入力信号を生成して、当該入力信号中の前記パルス出力及び
前記パルス出力に対応した時間差を認識する際に、認識された前記時間差のヒストグラム
中において複数の前記放射線検出器の各々の出力に対応したヒストグラムが識別可能とな
るように、複数の前記放射線検出器のうちの少なくとも一つ以外の出力に対して識別性を
付与して前記入力信号を生成し、前記放射線検出器毎に得られた前記ヒストグラムである
個別ヒストグラムの少なくとも一つを前記遅延時間に対して一様にシフトさせた操作を行
った上で、他の前記個別ヒストグラムに重畳させる際のシフト量である総シフト時間を算
出し、前記総シフト時間を用いて前記各放射線検出器の検出タイミングを補正することを
特徴とする。
本発明の放射線計測器の調整方法において、前記線源は前記第１放射線とは異なる第２
放射線を前記第１の放射線と略一定の時間間隔で発し、前記放射線検出器と別体で前記第
２放射線を検出する参照用放射線検出器を用い、前記参照用放射線検出器が前記第２放射
線を検出したタイミングを前記基準タイミングとすることを特徴とする。
本発明の放射線計測器の調整方法は、前記識別性を付与するために、前記パルス出力の
パルス形状を前記放射線線検出器毎に定められた態様とすることを特徴とする。
本発明の放射線計測器の調整方法は、前記入力信号を生成するに際し、前記パルス出力
に対して前記放射線検出器毎に定められた一定の時間差となるシフト時間を付与し、前記
個別ヒストグラムを生成するに際し、前記入力信号を用いて得られた前記時間差のヒスト
グラムから、前記個別ヒストグラムを前記時間差の時系列に応じて分離することにより得
ることを特徴とする。
本発明の放射線計測器は、各々が放射線を検出してパルス出力をする複数の放射線検出
器を同時に用いて放射線を検出する放射線計測器であって、複数の前記放射線検出器が、
各々における時間軸上の前記パルス出力間の関係が維持された状態で混合した単一の入力
信号を生成するように接続されて用いられ、前記入力信号より、前記パルス出力に関する
測定結果を得る測定部と、前記測定部において前記測定結果が複数の前記放射線検出器毎
に得られるように、前記入力信号を生成する前に前記パルス出力に対する前記複数の放射
線検出器の各々に対応した識別性を生成する識別性生成部と、を具備し、前記測定部で、
前記識別性に基づいて前記測定結果を複数の前記放射線検出器の各々に分離して認識する
ことを特徴とする。
本発明の放射線計測器において、前記識別性生成部は、前記パルス出力のパルス形状を
前記放射線検出器毎に定められた態様とすることを特徴とする。
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本発明の放射線計測器において、前記識別性生成部は、前記パルス出力に対して前記放
射線検出器毎に定められた一定のシフト時間を付与することを特徴とする。
本発明の放射線計測器において、前記識別性生成部は、複数の前記放射線検出器の各々
からの前記パルス出力が入力されるに際し、複数の前記放射線検出器毎に設定された識別
信号を当該パルス出力と同期して出力して生成した判定用信号を出力し、前記測定部は、
前記判定用信号を参照して前記入力信号から複数の前記放射線検出器毎に前記パルス出力
を認識することを特徴とする。
本発明の放射線計測器は、複数の前記放射線検出器は配列して設置され、前記測定部は
前記入力信号中の前記パルス出力と共に前記パルス出力をした前記放射線検出器の配列中
における位置情報を認識することを特徴とする。
本発明の放射線計測器において、複数の前記放射線検出器は測定対象を囲む環状に配置
されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
本発明は以上のように構成されているので、複数の放射線検出器を並列に用いた場合に
、各放射線検出器を同時に用いて高精度の測定を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置における各検出器からのパル
ス出力の状況（（ｉ）（ｉ） ）、及びこれにより測定されるΔｔのヒストグラム（ｉｉ
ｉ）を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置において得られたΔｔのヒス
トグラムに対する処理の手順を模式的に示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置の変形例における各検出器の
パルス出力（ｉ）（ｉｉ）、これを用いて生成された入力信号（ｉｉｉ）、個別ヒストグ
ラム（ｉｖ）の例である。
【図５】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置においてノイズ成分が存在す
る場合における各ヒストグラムの状況を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置の変形例においてノイズ成分
が存在する場合における各ヒストグラムの状況を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置の変形例における識別性生成
部の構成を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る陽電子消滅寿命測定装置におけるスタート用検出器、
ストップ用検出器の他の構成の例を示す図である。
【図９】本発明の実施例となる陽電子消滅寿命測定装置において、シフト時間を付与した
場合において実測されたΔｔのヒストグラムである。
【図１０】本発明の実施例となる陽電子消滅寿命測定装置によって得られたヒストグラム
と従来の陽電子消滅寿命測定装置によって得られたヒストグラムとを同程度の計数率で比
較した結果である。
【図１１】本発明の実施例となる陽電子消滅寿命測定装置において、シフト時間を付与し
た場合とパルス出力の波形による弁別を行った場合における全体ヒストグラムを比較した
結果である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る放射線計測器の調整方法を実施するための装置構成
を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る放射線計測器の構成の一例を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る放射線計測器の構成の他の一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態に係る放射線計測器において用いられる識別性生成部の他
の構成の一例を示す図である
【図１６】従来の陽電子消滅寿命測定装置（その１）の構成を示す図である。

10

20

30

40

50

(11)

JP 2019-105598 A 2019.6.27

【図１７】従来の陽電子消滅寿命測定装置（その２）の構成を示す図である。
【図１８】従来の陽電子消滅寿命測定装置（その２）において得られる理想的なΔｔのヒ
ストグラムの例である。
【図１９】従来の陽電子消滅寿命測定装置（その２）において得られる実際のΔｔのヒス
トグラムの例である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
本発明の陽電子消滅寿命測定装置においては、複数のγ線検出器を同時に使用すること
によって、陽電子の発生・消滅に際してのγ線の検出効率を高めることができる。一方で
、各γ線検出器の検出タイミングのずれを補正することによって、γ線の検出タイミング
を正確に認識することができる。このため、この陽電子消滅寿命測定装置によって、陽電
子の寿命等を高精度で測定することができる。また、この陽電子消滅寿命測定装置におけ
る、複数のγ線検出器におけるこうしたタイミングのずれを補正する方法は、陽電子消滅
寿命測定装置に限らず、複数の放射線検出器を同時に用いる場合において検出器毎の計測
結果の識別を行い検出タイミングの補正を行う場合に、一般的に適用可能である。更に、
この陽電子消滅寿命測定装置において適用された構成は、複数の放射線検出器を同時に用
いる場合（配列型放射線検出器の場合も含む）においても適用が可能であり、これによっ
て、単一の測定部（チャンネル）を用いて高精度の測定を行うことが可能となる。
【００２５】
この陽電子消滅寿命測定装置１００においては、図１７に示された陽電子消滅寿命測定
装置９１０と同様に、同一仕様の２つのスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂが用いられる。
スタート信号用γ線γ１の検出に際し、スタート用検出器１１Ａからはパルス出力Ｐ０Ａ
、スタート用検出器１１Ｂからはパルス出力Ｐ０Ｂが発せられる。また、ストップ用検出
器１２も同様に用いられ、ストップ信号用γ線γ２の検出に際し、ストップ用検出器１２
からはパルス出力Ｐ１が発せられ、遅延回路１５を介してパルス出力Ｐ１はデジタルオシ
ロスコープ（共通計数部）１４に入力する。一致検出回路１３は、パルス出力Ｐ０Ａ又は
Ｐ０Ｂとパルス出力Ｐ１との間の同時性が認められた場合に、デジタルオシロスコープ１
４に対して入力信号を取り込ませるためのトリガを発する。デジタルオシロスコープ１４
が、スタート用検出器１１Ａからのパルス出力Ｐ０Ａ、スタート用検出器１１Ｂからのパ
ルス出力Ｐ０Ｂと、ストップ用検出器１２からのパルス出力Ｐ１との間の時間差Δｔを測
定し、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）１６がΔｔのヒストグラムを生成することも同様
である。すなわち、ＰＣ１６は、Δｔのヒストグラムを生成するヒストグラム生成部とし
て機能する。
【００２６】
ただし、ここでデジタルオシロスコープ１４に入力する入力信号は、図１７の構成の場
合とは異なる。図１の構成においては、パルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂは同一経路
で入力信号としてデジタルオシロスコープ１４に入力するが、その際に、パルス出力Ｐ０
Ａは遅延回路２１Ａ、パルス出力Ｐ０Ｂは遅延回路２１Ｂをそれぞれ通過し、遅延回路２
１Ａ、遅延回路２１Ｂでは異なる遅延時間が付与される。すなわち、図１の構成において
は、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂが遅延回路２１Ａ、２１Ｂを具備する識別性生成部２０を
通過後に合流して単一の入力信号が生成され、この入力信号が、デジタルオシロスコープ
１４においてパルス出力Ｐ１との間の時間差Δｔを測定するための対象として用いられる
。デジタルオシロスコープ１４は、この入力信号において、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂを
同様に認識し、これらとパルス出力Ｐ１との時間差Δｔを計測する。
【００２７】
図２は、この場合において測定されるΔｔの状況を図１８に対応して模式的に示す図で
ある。ここで、（ｉ）においてパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ１間の時間差ΔｔＡ、パルス出力Ｐ
０Ｂ、Ｐ１間の時間差ΔｔＢが、共通の陽電子消滅寿命に対応することは前記と同様であ
る。ここで、上記の遅延回路２１Ａ、２１Ｂの遅延時間は、デジタルオシロスコープ１４
において、（ｉ） に示されるように、パルス出力Ｐ１とパルス出力Ｐ０Ｂの時間間隔は
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、パルス出力Ｐ０Ａを基準とした場合において、本来の時間間隔であるΔｔＢに加えて一
様にシフト時間Ｔだけ広がるように設定される。シフト時間Ｔは、想定される陽電子消滅
寿命よりも十分に長く設定される。このようにタイミングが一様にＴだけ先行するように
設定されたパルス出力Ｐ０Ｂと、前記のパルス出力Ｐ０Ａが合流して単一の入力信号が生
成される。
【００２８】
図２において、（ｉｉｉ）は、この入力信号を用いてΔｔを計測して得られたヒストグ
ラムを模式的に示す。このヒストグラムは、デジタルオシロスコープ１４に接続されたＰ
Ｃ１６が作成することができる。図１８の（ｉｉｉ）においては、陽電子消滅寿命に基づ
く本来の分布における単一のピークの分布が見られ、図１９の（ｉｉｉ）においては、陽
電子消滅寿命に基づく本来の分布が横軸方向でずれたものが加算されたために２つのピー
クが混在し、かつこの２つの分布が分離困難となった分布が得られた。これに対し、測定
されたΔｔのヒストグラムである図２の（ｉｉｉ）においては、ΔｔＢに対してＴが一様
に付加されたために、横軸（時間軸）上で明確に分離された２つのピークの分布がみられ
、左側のピークの分布がΔｔＡのヒストグラムに対応し、右側のピークの分布がΔｔＢの
ヒストグラムに対応する。すなわち、この場合には、単一の入力信号を用いて、スタート
用検出器１１Ａ、１１Ｂ（ΔｔＡ、ΔｔＢ）毎のヒストグラム（個別ヒストグラム）を横
軸上で分離して得ることができる。前記の通り、本質的には、ΔｔＡのヒストグラムとΔ
ｔＢのヒストグラムは、同じ測定対象かつ同一仕様のγ線検出器によるものであるため、
この横軸上のずれがない場合には統計的誤差の範囲内で一致すべきものである。パルス出
力Ｐ０Ｂに対して一様にシフト時間Ｔを付与することによって、図２の（ｉｉｉ）におい
ては、図１９の（ｉｉｉ）では分離できなかったΔｔＡ、ΔｔＢのヒストグラム（個別ヒ
ストグラム）を、単一のデジタルオシロスコープ１４を用いて分離して得ることができる
。
【００２９】
図１６や図１８の（ｉｉｉ）のヒストグラムを得るためにΔｔを測定を行う際に、図１
５、１６のデジタルオシロスコープ９４において、計測を行う時間のレンジＴ０が設定さ
れる。このＴ０は、図１６や図１８の（ｉｉｉ）のヒストグラムにおける横軸のレンジ（
最大値）となる。陽電子消滅寿命を正確に算出するためには、Ｔ０は、図１８の（ｉｉｉ
）のヒストグラムを十分に含むように長く設定することが好ましい。一方、Ｔ０を長くと
りすぎた場合には、ヒストグラムにおける時間分解能が低下するため、Ｔ０は、ヒストグ
ラムにおける時間分解能を十分に確保できる範囲内で、想定される陽電子消滅寿命よりも
十分に長く設定される。
【００３０】
図２の（ｉｉｉ）のヒストグラムを得る場合のレンジＴ１は、シフト時間Ｔよりも長く
設定される。また、シフト時間Ｔは、ΔｔＡのヒストグラムとΔｔＢのヒストグラムとを
時間軸方向で十分に分離できるように長く設定することが好ましい。一方、前記のＴ０と
同様に、Ｔ１を長くした場合には、ヒストグラムの時間分解能が低下する。このため、シ
フト時間Ｔは、上記のＴ０と同等とすることが好ましい。この場合に、レンジＴ１は前記
のレンジＴ０の２倍程度とすることが好ましい。
【００３１】
図２の（ｉｉｉ）において得られたΔｔＢのヒストグラム（右側の分布）は、横軸（時
間軸）方向のずれ以外については、ΔｔＡのヒストグラム（左側の分布）と統計的誤差範
囲内で一致するべきものである。このため、このΔｔＢのヒストグラムを横軸方向にシフ
トさせれば、ΔｔＡのヒストグラムと重複させることができ、この状態で各ヒストグラム
のカウント数を加算すれば、サンプル数が多いためにより統計的精度の高いヒストグラム
（全体ヒストグラム）を得ることができ、ＰＣ１６は、これを用いて陽電子消滅寿命等を
より正確に算出することができる。この算出方法としては、周知の方法として、例えば非
特許文献１に記載されたものと同様の方法を用いることができる。この構成においては、
ＰＣ１６は、上記のΔｔのヒストグラムを生成し、かつこのヒストグラムから個別ヒスト
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グラムを抽出して積算した全体ヒストグラムを得るヒストグラム生成部として機能し、か
つこの全体ヒストグラムから陽電子消滅寿命を算出する寿命算出部として機能する。
【００３２】
ΔｔＢのヒストグラムにおける横軸方向のずれ量は、前記のシフト時間Ｔと、前記のよ
うなスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂにおけるタイミングのずれによって発生する。シフ
ト時間Ｔは遅延回路１５、２１等によって設定される設定値であるが、スタート用検出器
１１Ａ、１１Ｂにおけるタイミングのずれは設定値ではなく、このための測定を別途行わ
ない場合には、一般的には不明である。
【００３３】
ここで、時間軸方向におけるシフト量を除いてはΔｔＡ、ΔｔＢのヒストグラムは統計
的誤差の範囲内で一致するという前提条件があるため、逆にこのシフト量（総シフト時間
）を算出（補正）することができる。図３は、このための処理を模式的に示す。まず、図
３（ａ）に示されるように、ΔｔＢのヒストグラムを左方向にＴｓだけシフトさせてΔｔ
Ａのヒストグラムと一致させることができる。この場合、統計的ばらつきの存在のために
、両者は厳密には一致しないが、各種の手法によって、両者を重複させることができる。
このためには、例えば、各分布における特定の点（例えばピークやピークに対する一定の
比となる点）が一致するようにする、重心が一致するようにする、最小二乗法によって両
者の差が最小となるようにする、等の手法が考えられる。その後、シフト後のΔｔＢのヒ
ストグラムをΔｔＡのヒストグラムに加算すれば、このヒストグラムは、図１８の（ｉｉ
ｉ）のヒストグラムと同様に、十分なサンプル数からなるヒストグラムとなるため、これ
から陽電子消滅寿命等をより正確に算出することができる。この際のシフト量が、上記の
シフト時間Ｔと２つの検出器のタイミングのずれによるシフトとが加味された総シフト時
間Ｔｓとなる。
【００３４】
この手法においては、スタート用検出器１１Ｂのパルス出力Ｐ０Ｂに対して選択的にシ
フト時間Ｔを付与することによって、ΔｔＡのヒストグラムとΔｔＢのヒストグラムとを
、単一の計測器（デジタルオシロスコープ１４）を用いて分離して得ることができる。更
に、これらのヒストグラムを加算して、サンプル数が多く統計的誤差の小さなヒストグラ
ムを得ることができる。このヒストグラムを用いて、高い精度で陽電子消滅寿命等を算出
することができる。
【００３５】
図３に示された処理は、デジタルオシロスコープ１４に接続されたＰＣ１６を用いて容
易に行うことができる。また、この陽電子消滅寿命測定装置１００（図１）において、同
様に２つのスタート用検出器を用いた陽電子消滅寿命測定装置９１０（図１７）と比べて
異なるのは、遅延回路２１Ａ、２１Ｂ（識別性生成部２０）を設けた点のみであり、Δｔ
Ａ、ΔｔＢ（Δｔ）の測定のためには、単一の計測器（デジタルオシロスコープ１４）を
同様に用いることができる。このため、この陽電子消滅寿命測定装置１００を安価に実現
することができる。なお、上記の構成においては、ＰＣ１６がΔｔ、ΔｔＡ、ΔｔＢのヒ
ストグラムを生成するヒストグラム生成部、全体ヒストグラムから陽電子消滅寿命を算出
する寿命算出部を兼ねるものとしたが、これらを分離して設けてもよい。
【００３６】
上記の構成においては、スタート用検出器が２つ用いられたが、スタート用検出器を１
つとし、ストップ用検出器を２つ用いた場合においても、ストップ用検出器のうちの一方
の出力にシフト時間を付与することによって、このストップ用検出器側の個別ヒストグラ
ムを分離して認識し、上記と同様の処理を行うことができる。また、スタート用検出器、
ストップ用検出器のいずれかを３つ以上設け、そのうちの１つ以外の出力に対して異なる
シフト時間を付与することによって、同様に各検出器に対応した個別ヒストグラムを分離
して認識し、同様の処理を行うことができる。
【００３７】
図１の構成において、陽電子消滅寿命を正確に算出するためには、出力が同程度となる
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ように調整されたスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂ、ストップ用検出器１２からのパルス
出力のタイミングを陽電子消滅寿命のスペクトルの時間幅よりも十分に小さな時間分解能
で認識することが要求される。この際、前記の通り、デジタルオシロスコープ１４でこの
パルス出力を認識する際のタイミングを精密に調整する必要がある。図１の構成において
は、この調整はスタート用検出器１１Ａとストップ用検出器１２に関してのみ行えばよく
、スタート用検出器１１Ｂについては行う必要がない。このため、この陽電子消滅寿命測
定装置１００の調整は容易である。更に、上記のように検出器を多く設けた場合において
も、そのうちの一部の検出器に対してのみ調整を行えば、他の検出器に対する調整は不要
となる。
【００３８】
図１の構成において、例えば、試料Ｓの上側にスペクトル測定用検出器（半導体検出器
）を設置し、スペクトル測定用検出器、スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂ、ストップ用検
出器１２との同時測定を行う構成として、ＡＭＯＣ測定を行うこともできる。この場合に
おいても、スタート用検出器を２つ同時に用い、かつこれらによるヒストグラムを高精度
で得ることができるために、ＡＭＯＣ測定をより高精度、あるいはより短時間で行うこと
ができる。
【００３９】
図１の構成においては、スタート用検出器１１Ｂの出力に一様にシフト時間Ｔを付与す
ることによって、ΔｔＢのヒストグラムとΔｔＡのヒストグラムを横軸（時間軸）上で分
離して認識することができるため、デジタルオシロスコープ１４は、入力信号中における
パルス出力がＰ０Ａ、Ｐ０Ｂのどちらであるかを認識することなく、入力信号中で認識さ
れたパルス出力とパルス出力Ｐ１の時間差Δｔのみを計測する。この場合にΔｔの測定結
果から得られたヒストグラム（図２（ｉｉｉ））において、ΔｔＡとΔｔＢのヒストグラ
ムが分離されて認識される。最終的に必要となる測定結果がΔｔのヒストグラムであれば
、デジタルオシロスコープ１４は、入力信号中におけるパルス出力がＰ０Ａ，Ｐ０Ｂのど
ちらであるかを認識することは不要で、ヒストグラム中でΔｔＡ，ΔｔＢの分布が識別で
きれば十分であり、このためには上記のようにシフト時間Ｔを一方のパルス出力のみに与
えればよい。このような処理を行うに際し、上記のデジタルオシロスコープ１４に代わり
、アナログ回路を用いることもできる。
【００４０】
一方、各種のデジタル処理を行うことのできるデジタルオシロスコープ１４を用いた場
合には、入力信号におけるパルス出力を波形により弁別することもできる。スタート用検
出器１１Ａ、１１Ｂにおいて、例えば使用されたシンチレータや光電子増倍管が同一仕様
であっても、後述するように、このパルス出力の波形が異なるように設定することができ
る。こうした場合には、デジタルオシロスコープ１４が、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂを識
別した上で、個別ヒストグラム（図１８（ｉｉ））を得ることができ、これを用いて図３
と同様の処理を行うことができる。
【００４１】
このため、上記の陽電子消滅寿命測定装置１００の変形例として、上記のようにパルス
出力Ｐ０Ｂに対してシフト時間Ｔを付与する識別性生成部２０に代わり、パルス出力Ｐ０
Ａ、Ｐ０Ｂのパルス形状に対して識別性を付与する識別性生成部を用いることができる。
この場合の信号の状況、及び測定の概要を図４に模式的に示す。図４において、（ｉ）は
スタート用検出器１１Ａの出力信号で、（ｉｉ）はスタート用検出器１１Ｂの出力信号、
（ｉｉｉ）はストップ用検出器１２の出力信号を模式的に示す。スタート用検出器１１Ａ
の出力信号（ｉ）においてはパルス出力Ｐ０Ａが、スタート用検出器１１Ｂの出力信号（
ｉｉ）においてパルス出力Ｐ０Ｂが、ストップ用検出器１２の出力信号（ｉｉｉ）におい
てパルス出力Ｐ１がそれぞれ時系列的に発せられている。ここで、（ｉ）、（ｉｉ）、（
ｉｉｉ）の信号から生成される入力信号は（ｉｖ）において示され、ここで点線で示され
たパルス出力は、ストップ用検出器１２のパルス出力Ｐ１との同時性が認識されなかった
パルス出力Ｐ０Ａ又はＰ０Ｂであり、スタート用検出器１１Ａ、スタート用検出器１１Ｂ
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から出力はされるものの、一致検出回路１３からトリガ信号が発せられないためにデジタ
ルオシロスコープ１４には取り込まれないパルス出力である。
【００４２】
ここでは、スタート用検出器１１Ｂの出力にシフト時間Ｔは付与されずに（ｉ）の出力
信号と（ｉｉ）の出力信号のうち、パルス出力Ｐ１との同時性が認められたものが合流す
るため、デジタルオシロスコープ１４に入力する入力信号は、（ｉｖ）となる。ここでは
パルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂとが混在しているが、デジタルオシロスコープ１４
がパルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂとを識別できれば、図４の(ｖ）に示されるよう
に、パルス出力Ｐ０Ａが認識された場合にはこれとパルス出力Ｐ１との時間差をΔｔＡと
して、パルス出力Ｐ０Ｂが認識された場合にはこれとパルス出力Ｐ１との時間差をΔｔＢ
として、それぞれ認識することができる。ＰＣ１６は、この結果より、ΔｔＡ、ΔｔＢの
ヒストグラム（個別ヒストグラム）を生成することができる。
【００４３】
図２の例では、ΔｔＢのヒストグラムには、ΔｔＡのヒストグラムからのシフト時間Ｔ
が付与されたのに対し、この場合においては、シフト時間Ｔは付与されていない。しかし
ながら、前記のようにスタート用検出器１１Ａ、スタート用検出器１１Ｂにおいては、検
出器毎のタイミングのずれが存在し、ΔｔＢのヒストグラムは、ΔｔＡのヒストグラムか
ら横軸方向でこのずれ量だけシフトしている。このため、図３と同様の処理を行うことに
よって、このずれ量を総シフト時間Ｔｓとして算出し、ΔｔＢのヒストグラムとΔｔＡの
ヒストグラムを重複させた上で積算し、より統計的誤差の少ないヒストグラム（全体ヒス
トグラム）を得ることができる。このヒストグラムを用いて、同様に高精度で陽電子消滅
寿命を算出することができる。
【００４４】
このように波形によってパルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂを弁別して計数を行う場
合においては、前記のようにシフト時間Ｔを設定する場合よりも、更に高精度の測定が可
能となる。この点について以下に説明する。
【００４５】
同時計数を行うことによって有効なパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂを選別した場合でも、陽
電子の発生・消滅とは無関係のランダムなノイズ成分を完全に除去することは実際には困
難であり、このノイズ成分は、陽電子消滅寿命の算出に悪影響を及ぼす。このようなノイ
ズ成分が存在する場合における各ヒストグラムの状況を模式的に図５に示す。図５（ａ）
は、このようなノイズ成分が存在する場合における単一のスタート用検出器を用いた場合
のΔｔのヒストグラムであり、ノイズがランダムであれば、ノイズ成分は、この中では縦
軸のオフセット成分であるＮとなり、本来の信号となる部分のピーク値はＳ０となる。ノ
イズの影響を低減してこのヒストグラムより陽電子消滅寿命を高精度で算出するためには
、これらの比率Ｓ０／Ｎが大きいことが好ましい。
【００４６】
この場合において、図２のようなシフト時間Ｔを付与する処理を行った場合に得られる
ヒストグラムを、図２の（ｉｉｉ）に対応させて図５（ｂ）に示す。ここではパルス出力
Ｐ０Ｂに対して一様にシフト時間Ｔが付与された上で、スタート用検出器１１Ａ、スター
ト用検出器１１Ｂの出力が重畳されるため、パルス出力Ｐ０Ａに対応したピーク値Ｓ０の
部分とパルス出力Ｐ０Ｂに対応したピーク値Ｓ０の部分とが、横軸上で分離して得られる
。ここで、ノイズ成分は、２つの検出器の出力が重畳されるために、２×Ｎとなる。この
ため、図５（ｂ）のヒストグラムにおいては、本来の信号となる部分のピーク値とノイズ
との比率はＳ０／（２×Ｎ）となり、図５（ａ）の場合の半分となる。
【００４７】
この場合に図３に示されるようにΔｔＢのヒストグラムを分離してΔｔＡのヒストグラ
ムに重ね合わせる作業を行った状況を図５（ｃ）に示す。この場合には、重ね合わせのた
めに本来の信号となる部分のピークが２×Ｓ０となる一方で、ノイズ成分は２×２×Ｎと
なる。このため、この場合における本来の信号となる部分のピーク値とノイズとの比率は
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（２×Ｓ０）／（４×Ｎ）＝Ｓ０／（２×Ｎ）となる。すなわち、この場合のこの比率は
単一のスタート用検出器を用いた場合（図５（ａ））の半分となる。この例においては、
スタート用検出器が２つであったためにこの比の分母が２×Ｎとなったが、スタート用検
出器がｎ個の場合には、分母はｎ×Ｎとなるため、この比は更に低下する。すなわち、図
１の構成のようにシフト時間を付与することによって検出器毎の個別ヒストグラムを得る
場合には、検出器の個数を増やすに従って、ノイズ成分の影響は大きくなる。
【００４８】
これに対して、図４に示されたようにパルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂを弁別して
計数する場合の状況を同様に図６に示す。ここで、図６（ａ）は、弁別を行わずに計数を
行った場合のヒストグラムであり、図１９の（ｉｉｉ）と同様である。ここで、個々の検
出器で得られるべきヒストグラムが図５（ａ）の通りであれば、図１９の（ｉｉｉ）と同
様のヒストグラムにおいては、ノイズ成分は重複するため、図６（ａ）におけるノイズ成
分は図５（ｂ）と同様に２×Ｎとなる。また、この分布においては、本来の信号となる部
分は、前記の通り、ピークの位置がずれた分布が重ね合わされるため、本来の分布とは異
なる形状となる。パルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂを弁別した場合には、図６（ａ）
のヒストグラムがパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂ毎に分離して得られる。ここで、本来のパル
ス出力によるカウント数は、パルス出力Ｐ０Ａに対するもの、パルス出力Ｐ０Ｂに対する
もののいずれかに２分される。一方、ノイズ成分となるパルスの波形に関しては、どちら
にも該当しないために、ノイズはこの計数の際に除去することも原理的には不可能ではな
いが、実際にはこの弁別によりノイズを完全に除去することは困難である。ここでは、仮
に、ノイズは、パルス出力Ｐ０Ａとして認識されるものとパルス出力Ｐ０Ｂとして認識さ
れるものに２分されるものとする。これは、この手法においてノイズの影響が最も大きく
なる場合に対応する。
【００４９】
この場合に得られるΔｔＡのヒストグラムを図６（ｂ）に、ΔｔＢのヒストグラム（個
別ヒストグラム）を図６（ｃ）にそれぞれ示す。各々におけるノイズレベルはＮ１、Ｎ２
となり、どちらも図６（ａ）におけるノイズレベル（＝２×Ｎ）の半分（＝Ｎ）となる一
方、本来の信号となる部分のピーク値は、図５（ａ）と同様にＳ０となるため、結局、各
々のヒストグラムは図５（ａ）と同様となる。その後に図３に示された処理を行った場合
のヒストグラム（全体ヒストグラム）を図６（ｄ）に示す。この場合においては、本来の
信号となる部分のピーク値は２×Ｓ０となり、ノイズレベルは２×Ｎとなる。このため、
本来の信号となる部分のピーク値とノイズとの比率は（２×Ｓ０）／（２×Ｎ）＝Ｓ０／
Ｎとなり、図５（ａ）と等しく、図５（ｃ）の場合の２倍となる。すなわち、この場合に
は図５（ｃ）の場合よりも全体ヒストグラム中におけるノイズ成分の割合が減少し、この
処理によってノイズ成分を相対的に減少させることができる。このため、波形による弁別
を行う場合には、シフト時間Ｔを付与する場合よりもノイズ成分の寄与を相対的に低減さ
せることができ、より高精度に陽電子消滅寿命等を計測することができる。この比率は、
スタート用検出器の数を増やした場合においても変わらない。
【００５０】
このため、こうした効果は、検出器の数（波形毎に弁別して得られる個別ヒストグラム
の数）が多くなった場合に、特に顕著となる。また、前記の通り、図６の結果は、ノイズ
がパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのいずれかとして認識されるものとしていたが、少なくとも
ノイズの一部は、そのパルス形状により、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのどちらにも該当し
ないものとして計測の際に除外することができる。
【００５１】
上記のように、同一仕様のγ線検出器がスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂとして用いら
れた際に、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂを波形によって弁別させるために、これらの波形が
異なるように成形する手法の例について説明する。図７は、この手法を用いる場合の識別
性生成部３０の一例の構成及び信号の波形を示す図である。スタート用検出器１１Ａ、ス
タート用検出器１１Ｂが同一仕様であれば、これらから出力された直後においては、パル
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ス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂは単一ピークの同一形状であり、波形による区別が困難な状態とな
っている。ここで、スタート用検出器１１Ａの出力は成形部３１Ａを通過し、スタート用
検出器１１Ｂの出力は成形部３１Ｂを通過する。成形部３１Ａ、３１Ｂにおいては、信号
電圧を分割しその一方を分岐させる分岐部３２と、分岐部３２によって分割された信号の
一部に遅延時間を付与する遅延回路３３Ａ、３３Ｂがそれぞれに設けられる。この遅延回
路３３Ａ、３３Ｂ通過後の信号は、分岐部３１を通過後の他方の信号と合流する。このた
め、成形部３１Ａ、３１Ｂをそれぞれ通過した後のパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂの形状は、
他方の信号に対応する主ピークの後に副ピークが追加された形状となる。
【００５２】
図７の例においては、遅延回路３３Ｂで付与される遅延時間は、遅延回路３３Ａで付与
される遅延時間よりも長く設定される。これにより、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂにおける
主ピークと副ピークの間隔は異なる。デジタルオシロスコープ１４において、このように
主ピークと副ピークからなる出力パルスを単一の出力パルスとして認識し、主ピークと副
ピークの間隔によってパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂを識別する設定とすることができる。主
ピークに基づいてΔｔを算出する設定とすれば、こうしたパルス形状を用いても、上記の
ようにΔｔを適正に測定することができる。
【００５３】
なお、図７の構成は、同一仕様とされたスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂが発するパル
ス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂの波形に対して識別性を付与するための一手法であり、パルス出力
Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂの検出時刻が適正に認識されて計数できる限りにおいて、他の構成を用い
て、パルス出力の波形を他の形状とすることもできる。例えば、図７の例ではそれぞれの
出力を分岐させて遅延時間を付与することによって副ピークを形成したが、反射等を用い
て副ピークを生成することもできる。あるいは信号が発生したときに，矩形波等を発生す
る回路を組み込みその矩形波の組み合わせで検出器毎にパルス出力を認識させるようなこ
とも可能である。あるいは、スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂのパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０
Ｂは、共にプリアンプを介して出力されるが、この際に出力されるパルス波形自身にデジ
タルオシロスコープが認識可能な識別性がある場合には、上記のような識別性を新たに付
与することは不要である。また、前記のようにシフト時間を付与すると共に、検出器毎に
このように波形を設定してもよい。
【００５４】
上記の構成によって、複数のγ線検出器を用いて陽電子消滅寿命を精密に測定すること
ができる。図１の構成では、試料Ｓを挟んで対向するようにスタート用検出器１１Ａ、１
１Ｂが設けられ、これらと直交する位置にストップ用検出器が設けられたが、効率的にス
タート信号用γ線γ１、ストップ信号用γ線γ２を検出できる限りにおいて、他の構成を
用いることもできる。
【００５５】
図８は、スタート用検出器、ストップ用検出器の他の構成の例を示す図（（ａ）（ｂ）
は上面図、（ｃ）は斜視図）である。図８（ａ）においては、同一平面上において、スタ
ート用検出器１１Ａ、１１Ｂと、ストップ用検出器１２が、試料Ｓの周囲で１２０°間隔
で設置されている。この場合には、スタート用検出器１１Ａ，１１Ｂについて、前記の構
成を適用し、スタート用検出器１１Ａのパルス出力とストップ用検出器１２のパルス出力
との時間差、スタート用検出器１１Ｂのパルス出力とストップ用検出器１２のパルス出力
との時間差のそれぞれのヒストグラムを得た上で、これらを重ね合わせる上記の処理を行
うことができる。
【００５６】
図８（ｂ）においては、逆に、スタート用検出器１１と、ストップ用検出器１２Ａ、１
２Ｂが、試料Ｓの周囲で１２０°間隔で設置されている。この場合には、ストップ用検出
器１２Ａ、１２Ｂについて、前記の構成を適用し、スタート用検出器１１のパルス出力と
ストップ用検出器１２Ａのパルス出力の時間差、スタート用検出器１１のパルス出力とス
トップ用検出器１２Ｂのパルス出力の時間差のそれぞれのヒストグラムを得た上で、これ
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らを重ね合わせる上記の処理を行うことができる。
【００５７】
図８（ｃ）においては、スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂと、ストップ用検出器１２Ａ
が、図８（ａ）と同様に同一平面上で試料Ｓの周囲で１２０°間隔で設置されており、更
にストップ用検出器１２Ｂが、この平面と直交するように設置されている。この場合には
、スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂ、ストップ用検出器１２Ａ、１２Ｂのそれぞれに対し
て上記の構成を適用することによって、スタート用検出器１１Ａのパルス出力とストップ
用検出器１２Ａのパルス出力の時間差、スタート用検出器１１Ｂのパルス出力とストップ
用検出器１２Ａのパルス出力の時間差、スタート用検出器１１Ａのパルス出力とストップ
用検出器１２Ｂのパルス出力の時間差、スタート用検出器１１Ｂのパルス出力とストップ
用検出器１２Ｂのパルス出力の時間差の４つのヒストグラムを得た上で、これらを重ね合
わせることができる。
【００５８】
図８（ａ）（ｂ）の場合に重ね合わせられるヒストグラムは２つであったのに対し、こ
の場合に得られるヒストグラムは、４つのヒストグラムの重ね合わせとなるため、更にヒ
ストグラムにおけるカウント数を増やすことができ、統計的誤差を少なくすることができ
る。なお、この場合において、図３のようにシフト時間Ｔを付与する場合には、上記の４
つの組み合わせが時間軸上で識別できるように、各組み合わせに対して付与されるシフト
時間Ｔは設定される。一方、図７に示されるようにパルス出力の形状に識別性を付与する
場合には、スタート用検出器１１Ａのパルス出力とスタート用検出器１１Ｂのパルス出力
、ストップ用検出器１２Ａのパルス出力とストップ用検出器１２Ｂのパルス出力を、それ
ぞれ識別可能とすればよい。
【００５９】
図３において、ヒストグラムを重ね合わせる処理を行う際に、シフト時間Ｔと検出器毎
のタイミングのずれ量とが加味された総シフト時間Ｔｓが算出された。総シフト時間Ｔｓ
は、装置のセットアップがされ、試料Ｓや各検出器が固定された後では変化しないと考え
られる。このため、ΔｔＢのヒストグラムがΔｔＡのヒストグラムと重複するように移動
させて総シフト時間Ｔｓを算出する作業は、各検出器の測定タイミングの経時変化や試料
Ｓの位置の変化が無視できる限りにおいて、測定の１回目のみ行い、このＴｓを記憶すれ
ば、これより後はＴｓを測定せずに、全体ヒストグラムを生成することができる。これに
よって、処理時間をより短縮化することができる。この点については、シフト時間Ｔを付
与することによってΔｔＡのヒストグラムとΔｔＢのヒストグラムを分離する場合（図３
）においても、シフト時間Ｔを付与せずにパルス出力自身を弁別してΔｔＡのヒストグラ
ムとΔｔＢのヒストグラムとを個別に得る場合（図４）のどちらにおいても同様である。
【００６０】
なお、上記の例では、スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂが同一仕様のものであるために
、これらによる個別ヒストグラムが統計的誤差の範囲内で一致するものとした。しかしな
がら、上記と同様に個別ヒストグラムを重ね合わせる処理を行うことができ、これによっ
てより統計的ばらつきの少ないヒストグラムが得られる限りにおいて、これらが同一仕様
である必要はない。スタート用検出器が３つ以上設けられた場合、ストップ用検出器が複
数設けられた場合においても、同様である。
【００６１】
実際に同一の試料Ｓに対して図１の構成の陽電子消滅寿命測定装置１００（実施例装置
２２
）を用いてΔｔのヒストグラムを作成した。試料Ｓとしては、陽電子発生源として
Ｎ
ａ、陽電子消滅寿命の測定対象となる物質としてポリエチレンを組み合わせたものを用い
た。ここで、図９は、パルス出力Ｐ０Ｂに対してシフト時間Ｔを付与した上でデジタルオ
シロスコープ１４で測定したΔｔのヒストグラムであり、図２（ｉｉｉ）に対応する。こ
こでは、同一形状２つの分布が横軸上で明確に分離して得られ、左側の分布がパルス出力
Ｐ０Ａに、右側の分布がパルス出力Ｐ０Ｂにそれぞれ対応する。その後、図３に示された
処理を行った後に最終的に得られた全体ヒストグラムを図１０に示す。ここで、この全体
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ヒストグラムは実施例装置（白丸）として示されており、図１６に記載の陽電子消滅寿命
測定装置９００（従来装置）によって得られたヒストグラムも黒丸で示されており、検出
器の計数率は同等としている。ここで、実施例においては、より高いカウント数が得られ
たために統計的精度の高い結果が得られている。また、一般的には放射線検出器の検出効
率と時間分解能はトレードオフの関係にあるが、このように実施例では検出効率を高くす
ることができたために、放射線検出器自身の検出効率を低下させても時間分解能の高いも
のを用いることができた。このため、実施例においては密度の高いシンチレータを用いた
より時間分解能の高い放射線検出器が用いられ、このために分布自身が鋭くなっており、
陽電子消滅寿命やその分布の広がり（試料となる物質中の構造に関わる情報）をより高精
度に算出することができる。
【００６２】
また、同一の測定対象について、上記と同様にパルス出力の識別化のためにシフト時間
Ｔを付与した上で最終的に得られた全体ヒストグラムと、パルス出力の形状を検出器毎に
設定して波形による弁別を行った上で最終的に得られた全体ヒストグラムを比較した結果
を図１１に示す。前記の通り、本来の陽電子消滅寿命に対応した分布は同様に得られてい
るが、図５（ａ）等に示されたノイズ成分が、波形による弁別を行った場合には相対的に
大きく低減されることが確認できた。
【００６３】
また、上記においては、陽電子消滅寿命測定装置１００について説明された。しかしな
がら、複数の検出器を同時に用いた放射線計測器において、上記のスタート用検出器１１
Ａ、１１Ｂと同様に、各放射線検出器における検出タイミングのずれが問題になるような
場合においては、上記と同様の手法を用いることによって、このような検出タイミングの
ずれを正確に算出することができ、以降の処理において、このずれを補正することができ
る。また、上記のようなγ線検出器（放射線検出器）と同様にフォトンカウンティングを
行う検出器が複数用いられる限りにおいて、この手法を適用できることは明らかであり、
ここで、フォトンカウンティングで検出されるフォトン（光子）としては、厳密には可視
光等のように、放射線とは異なるものであってもよい。このため、ここでいう「放射線」
とは、任意の粒子線や、任意のエネルギーの光子も含めた広い概念のものを含むものとす
る。
【００６４】
すなわち、このような調整の対象となる複数の放射線検出器を図１におけるスタート用
検出器１１Ａ、１１Ｂとして用い、これらとは別に、参照用放射線検出器をストップ用検
出器１２として用い、複数の放射線検出器（スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂに対応）が
スタート信号用放射線（第１放射線）を検出し、これらと別に設けた参照用放射線検出器
（ストップ用検出器１２）がストップ信号用放射線（第２放射線）を検出するように構成
し、上記と同様の操作を行い、総シフト時間Ｔｓを算出し、各放射線検出器間の検出タイ
ミングのずれを算出することができる。後でこれらの放射線検出器を用いる際にこのずれ
を考慮した処理を行うことができる、すなわち、この放射線計測器の調整を行うことがで
きる。
【００６５】
ここで、スタート信号用放射線、ストップ信号用放射線の線源としては、γ線を発する
上記の試料Ｓを同様に用いることができる。しかしながら、ストップ信号用放射線とスタ
ート信号用放射線が発せられる時間差が略一定（時間差が零：同時である場合も含む）で
あれば、上記と同様に個別ヒストグラム、全体ヒストグラムを生成することができ、上記
の陽電子消滅寿命測定装置１００と同様の処理を行うことが可能であるため、こうした特
性をもつ放射線を発する線源を試料Ｓの代わりに用いることもできる。また、この放射線
検出器が検出する放射線はγ線に限定されない。例えば、スタート信号用放射線、ストッ
プ信号用放射線として、他の放射線（光子、α線、β線等）を用いることもできる。また
、調整の対象となる放射線検出器が本来の用途において検出する放射線と、スタート信号
用放射線、ストップ信号用放射線とが同一の種類の放射線である必要はない。例えば、調
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整の対象となる放射線検出器が本来は荷電粒子線を検出するためのものである場合におい
ても、放射線検出器が同様に検出することができる限りにおいて、スタート信号用放射線
、ストップ信号用放射線として、γ線を用いることもできる。また、スタート信号用放射
線とストップ信号用放射線が同一種類の放射線である必要もない。
【００６６】
図１２は、この調整方法を実施する場合の装置構成を示す図である。ここでは、３つの
放射線検出器４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃが並列に用いられた放射線計測器４１がこの調整が
なされる対象となっており、これらの間における放射線の検出タイミングのずれが測定さ
れるものとする。スタート信号用放射線となる第１放射線Ｘ１、ストップ信号用放射線と
なる第２放射線Ｘ２は、共に線源Ｘから発せられるものとする。放射線検出器４１Ａ〜４
１Ｃは、図１におけるスタート用検出器１１Ａ、１１Ｂに対応し、図１においてはスター
ト用検出器が２つ用いられていたが、ここでは、調整対象となる放射線検出器が３つであ
るものとする。放射線検出器４１Ａ〜４１Ｃは、共に第１放射線Ｘ１を検出し、前記と同
様にそれぞれパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂ、Ｐ０Ｃを発する。
【００６７】
一方、参照用放射線検出器４２は、図１におけるストップ用検出器１２に対応する。参
照用放射線検出器４２は、前記の第１放射線Ｘ１とはエネルギーが異なるために第１放射
線Ｘ１とは識別が可能な第２放射線Ｘ２を検出することによってパルス出力Ｐ１を発する
。第１放射線Ｘ１、第２放射線Ｘ２は、それぞれ前記のスタート信号用γ線γ１、ストッ
プ信号用γ線γ２に対応する。この場合においては、識別信号生成部４３は、上記の陽電
子消滅寿命測定装置１００と同様に、デジタルオシロスコープ４５が単一の入力信号より
得たΔｔのヒストグラムにおいて、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂ、Ｐ０Ｃ毎のヒストグラム
が分離できるように、各出力に識別性を付与する。一致検出回路４４は、入力信号が生成
される前におけるパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂ、Ｐ０Ｃとパルス出力Ｐ１との同時性が認識
された場合に、デジタルオシロスコープ４５に対してトリガを発し、同時性が認識された
パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂ、Ｐ０Ｃのいずれかとパルス出力Ｐ１との間の時間差Δｔを測
定する。
【００６８】
なお、図２の方法が適用される場合には、識別性生成部４３内や参照用検出器４２の出
力側に、パルス出力Ｐ０Ｂ、Ｐ０Ｃに対して異なるシフト時間を付与するために遅延回路
が適宜設けられる。また、図４の方法が適用される場合には、図７の成形部３１Ａ、３１
Ｂに対応した３つの成形部が設けられる。こうした遅延回路や成形部の記載は図１０では
省略されている。
【００６９】
ＰＣ４６は、図２の方法が適用される場合にはデジタルオシロスコープ４５で計測され
たΔｔのヒストグラムを生成し、その中から放射線検出器４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ毎に測
定されたΔｔＡ、ΔｔＢ、ΔｔＣのヒストグラムに対応する部分を認識する。その後、図
３（ａ）に示されたように、ΔｔＢのヒストグラムのΔｔＡのヒストグラムに対する総シ
フト時間、ΔｔＣのヒストグラムのΔｔＡのヒストグラムに対する総シフト時間を算出す
ることができる。これらの各総シフト時間とシフト時間Ｔとの差分は、放射線検出器４１
Ｂ、４１Ｃの放射線検出器４１Ａからの検出タイミングのずれに相当する。
【００７０】
あるいは、図４の方法が適用される場合には、デジタルオシロスコープ４５自身が放射
線検出器４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ毎に測定されたΔｔＡ、ΔｔＢ、ΔｔＣを認識し、ＰＣ
４６は、これらのヒストグラムをそれぞれ作成する。その後、上記と同様にΔｔＢのヒス
トグラムのΔｔＡのヒストグラムに対する総シフト時間、ΔｔＣのヒストグラムのΔｔＡ
のヒストグラムに対する総シフト時間を算出することができる。これらの各総シフト時間
は、放射線検出器４１Ｂ、４１Ｃの放射線検出器４１Ａからの検出タイミングのずれに相
当する。
【００７１】
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このため、以降において放射線検出器４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃを用いる際のデータ処理
において、この総シフト時間を用いて検出タイミングのずれを補正することができる。
【００７２】
なお、図１２の構成においては、前記の陽電子消滅寿命測定装置１００と同様に、放射線
検出器４１Ａ〜４１Ｃ（スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂに対応）の検出タイミングと、
参照用放射線検出器４２（ストップ用検出器１２に対応）の検出タイミングの時間差に基
づいて、上記のような検出タイミングのずれが算出された。すなわち、この場合には、参
照用放射線検出器４２による第２放射線Ｘ２の検出タイミングを基準（基準タイミング）
とし、放射線検出器４１Ａ〜４１Ｃが検出する第１放射線Ｘ１は、この基準タイミングか
ら略一定の時間後に発せられるものとした。しかしながら、例えば第１放射線Ｘ１の発振
タイミングを高精度で制御可能である場合には、例えば線源Ｘ側におけるこの発振タイミ
ングを上記の基準タイミングとし、この基準タイミングと放射線検出器４１Ａ〜４１Ｃ（
スタート用検出器１１Ａ、１１Ｂに対応）の検出タイミングとの時間差を上記のΔｔＡ、
ΔｔＢ、ΔｔＣとして、同様の処理を行うこともできる。すなわち、基準タイミングを十
分な精度で確保できる限りにおいて、第２放射線Ｘ２及びこれを検出するための参照用放
２２
射線検出器４２は不要である。このため、上記の線源Ｘとしては、
Ｎａを用いたもの
以外のもの、例えば、パルス化されたビーム等を用いることができる。
【００７３】
このような調整方法は、複数の放射線検出器が同時に用いられる放射線計測器において
、放射線の検出タイミングに関わる情報が重要である場合に特に有効である。上記のよう
な陽電子消滅寿命測定装置１００はこの典型的な例となるが、他の放射線計測装置におい
ても、この調整方法を適用することができる。
【００７４】
更に、上記のように、パルス出力出力信号に対して放射線検出器毎の識別性を付与した
上で合流させて単一の入力信号を生成し、その後でこの入力信号における各放射線検出器
毎の測定結果を認識する構成は、放射線計測器の調整の際だけでなく、この放射線計測器
の通常の使用の際にも適用することができる。アレイ型の放射線検出器を具備する放射線
計測器２００に対してこうした構成を適用した例を図１３に示す。
【００７５】
この放射線計測器２００は、この観点から上記の陽電子消滅寿命測定装置１００を、一
般化したものに相当する。ここでは、アレイ型（位置検出型）とされたアレイ型放射線検
出部５０が用いられる。アレイ型放射線検出部５０は４×４個のピクセル５１で構成され
、各ピクセル５１が前記の放射線検出器３１Ａ等に対応し、放射線を検出する度にパルス
出力を発する。各ピクセル５１の出力は識別性生成部６０に入力して識別性が生成され、
識別性生成部６０を通過後の各ピクセル５１のパルス出力が合流して単一の入力信号が生
成される。測定部７０は、この入力信号より、付与された識別性に基づいて各ピクセル５
１毎のパルス出力の測定結果を認識する。測定部７０は、前記の陽電子消滅寿命測定装置
１００においては、デジタルオシロスコープ１４とＰＣ１６の組み合わせに相当する。
【００７６】
この場合、測定部７０において、各ピクセル５１毎のパルス出力に対するどのような物
理量が測定されるかに応じて、識別性生成部６０において付与する識別性となる事項を適
宜設定することができる。前記の陽電子消滅寿命測定装置１００のように、各ピクセル５
１のパルス出力と他のパルス出力との間の時間差が測定部７０における測定の対象となる
場合には、前記のように識別性生成部６０において、ピクセル５１毎に異なるシフト時間
を付与することもできる。この場合には、測定部７０においては、入力信号における各ピ
クセル５１毎のパルス出力を弁別することはできないが、要求される測定結果（前記の陽
電子消滅寿命測定装置１００の場合には各スタート用検出器毎のΔｔのヒストグラム）は
、各ピクセル５１に得ることができる。
【００７７】
これに対して、識別性生成部６０が、図７に示されるように各ピクセル５１のパルス出
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力のパルス形状をピクセル５１毎に定められた形状に成形する場合には、前記の通り、測
定部７０は、認識されたパルス出力がどのピクセル５１からのものであるかを認識するこ
とができる。このため、単一の入力信号を用いた場合でも、測定部７０は、各ピクセル５
１毎のパルス出力を認識して処理を行うことができる。この処理としては、例えば単位時
間当たりの各ピクセル５１毎の計数や、パルス出力の波高分析による放射線のエネルギー
スペクトル測定等があり、各ピクセル毎の信号を精密に時間やエネルギー等について解析
できる。あるいは、これによって、各ピクセル５１間に起こるエネルギー等のずれを上記
の時間（検出タイミング）のずれと同様に補正することもできる。
【００７８】
図１３の構成においては、測定部７０は、入力信号中のパルス出力を認識する際に、そ
のパルス出力を発したピクセル５１を認識することができるため、このパルス出力の元と
なった光子が入射した位置を認識することができる。このため、位置検出型の放射線計測
器において、こうした構成は特に有効である。図１３の構成では、２次元配列中の位置が
認識されるが、このように光子が入射した位置に関する情報が特に有効となる放射線計測
器の具体的な他の例としては、ＰＥＴ（ポジトロン断層法）における放射線計測器がある
。
【００７９】
図１４は、ＰＥＴで用いられる放射線計測器２１０の構成を示す図である。ここでは、
各々が上記のピクセル５１に対応した放射線検出器５２、５３、５４（各４つ）が、測定
対象（被験者）を囲む環状に配置されている。被験者の体内における陽電子発生源から発
せられた陽電子はその極近傍で対消滅して前記と同様に５１１ｋｅＶの２つのγ線光子を
反対方向に発する。この１対のγ線光子が発せられる方向は不定であるが、図１４におけ
る一点鎖線で結ばれた２対の放射線検出器５２、５３や１対の放射線検出器５２、５４は
、線源Ｘから発せられた１対のγ線光子を同時計測で検出するため、γ線光子を同時検出
した放射線検出器同士の対が複数あれば、線源Ｘの位置を、この対を結ぶ線（図１４にお
ける一点鎖線）の交点として認識することができる。この構成においては、全ての放射線
検出器を同時に動作させることが必要であるが、この際に、上記と同様に放射線検出器５
２、５３、５４のそれぞれの組に対して識別性生成部６１、６２、６３をそれぞれ用い、
識別性生成部６１、６２、６３を通過後の各放射線検出器５２の出力、各放射線検出器５
３の出力、各放射線検出器５４の出力をそれぞれ合流させた３つの入力信号をそれぞれに
対応したチャンネルで解析する測定部７０を用いることができる。この場合に、測定部７
０としては、多数の放射線検出器が用いられているにも関わらず、複数の放射線検出器か
らの種々の信号を合わせた測定チャンネルによる同時計測により全体の同時計測に用いる
ことができる。このように、全ての放射線検出器に対して共通となる単体の識別性生成部
を用いる代わりに、放射線検出器を複数にグループ分けし、グループ毎に識別性生成部及
び入力信号を設けてもよい。こうした場合においては、各入力信号を用いた測定において
同一グループ内での放射線検出器毎の識別ができればよいため、図１４の構成では放射線
検出器は計１２個用いられているものの、４種類のみの識別が可能であるように識別性を
設定することができる。このため、前記のようにパルス出力の波形を設定する場合には、
この波形を４種類とすることができる。また、この場合には、識別性生成部６１、６２、
６３を完全に同一の構成としてもよい。
【００８０】
また、ＴＯＦ（Ｔｉｍｅ Ｏｆ Ｆｌｉｇｈｔ）型ＰＥＴにおいては、前記の陽電子消
滅寿命測定装置１００と同様に、対のγ線を略同時に検出したピクセル５１の検出タイミ
ングの時間差も測定され、この時間差から、更に線源Ｘの位置情報を更に高精度に得るこ
とができる。この場合においては、各ピクセル５１の検出タイミングの調整を厳密に行う
ことが要求される。この場合において、図１２における線源Ｘとして小さなものを図１４
における中心Ｏに配置し、図１２の構成において行われる調整方法を同様に適用すること
ができ、これによって前記の時間差の測定をより高精度で行うことができる。
【００８１】
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上記の陽電子消滅寿命測定装置１００（図１）、放射線計測器の調整方法（図１２の構
成）、放射線計測器２００、２１０（図１３、１４）においては、複数の検出器の出力か
ら生成された単一の入力信号中において、各検出器の出力パルスに対して識別性が付与さ
れた。ここで、この識別性を付与する具体的な手法としては、最終的に取得される測定結
果（陽電子消滅寿命測定装置１００においては時間差のヒストグラム）中における各検出
器毎の結果が識別して得られるものであれば十分である。この手法として、陽電子消滅寿
命測定装置１００においては、シフト時間を付与することが用いられた。
【００８２】
一般的には、放射線検出器が放射線を検出して発せられるパルス出力においては、この
パルス出力に関する様々な情報についての測定が可能である。この情報は、陽電子消滅寿
命測定装置１００においてはパルス出力のタイミングとカウント数である。ここで必要な
タイミングに関する情報としては、パルス出力Ｐ０との間の時間差だけであるために、上
記のようにシフト時間を付与する技術が有効となった。しかしながら、このようにシフト
時間を付与する技術においては、測定部において入力信号中のパルス出力自身の識別は行
われないために、他の測定においては必ずしも有効でない、すなわち、この技術によって
、各検出器毎の測定結果を分離して得ることができない場合も多い。
【００８３】
これに対して、図４、７に記載の手法においては、測定部（デジタルオシロスコープ１
４）が入力信号中のパルス出力自身を識別するために、より多くのケースで適用が可能で
ある。ただし、図７の手法においては、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂの立下り部分の形状が
識別性生成部３０によって設定されるため、例えば測定部においてこのパルス出力の立下
り部分に関する測定を行う場合には、図７の手法は適用が困難である。
【００８４】
このような場合においては、入力信号中のパルス出力Ｐ０Ａにおける時間軸上の関係、
パルス出力Ｐ０Ｂにおける時間軸上の関係を維持し、かつパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのパ
ルス波形に対して変更を施さないことが好ましい。このためには、図７における識別性生
成部３０のように各検出器からのパルス出力の波形に対して加工を施す代わりに、入力信
号とは別の判定用信号を生成して入力信号と同期させて出力し、この判定用信号を参照す
ることによって入力信号中のパルス出力を検出器毎に認識する構成とすることもできる。
図１５は、こうした識別性生成部８０の構成を図７に対応させて示す図である。
【００８５】
ここでも、パルス出力Ｐ０Ａとパルス出力Ｐ０Ｂの波形は同一であるために、デジタル
オシロスコープ１４（測定部）で単純にこれらを識別することは困難である。ここで、識
別性生成部８０において、スタート用検出器１１Ａ側には識別信号生成部８１Ａが、スタ
ート用検出器１１Ｂ側には識別信号生成部８１Ｂが設けられており、識別信号生成部８１
Ａ、識別信号生成部８１Ｂは、パルス信号である識別信号ＱＡ、ＱＢをそれぞれ発する。
識別信号ＱＡ、ＱＢは異なる形状をもち、デジタルオシロスコープでこれらを識別するこ
とが可能である。
【００８６】
スタート用検出器１１Ａ、スタート用検出器１１Ｂにはそれぞれパルス出力認識部８２
が接続されており、パルス出力認識部８２は、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂが入力した場合
に、トリガ信号（識別信号生成トリガ）を発すると共に、入力したパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ
０Ｂの波形に変更を加えずにそのまま出力する。識別信号生成部８１Ａ、８１Ｂは、それ
ぞれこの識別信号生成トリガを受けて、前記の識別信号ＱＡ、ＱＢを発する。このため、
識別信号ＱＡはパルス出力Ｐ０Ａと同期し、識別信号ＱＢはパルス出力Ｐ０Ｂと同期して
、それぞれ発せられる。その後、識別信号ＱＡ、ＱＢが合流して判定用信号が生成されて
出力される。
【００８７】
一方、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂはそれぞれスタート用検出器１１Ａ、スタート用検出
器１１Ｂから出力されたままの状態（形状）で合流し、図７と同様に入力信号が生成され
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る。デジタルオシロスコープ１４（測定部）には判定用信号と入力信号が同期して入力す
る。前記の通り、デジタルオシロスコープ１４は、入力信号のみを見た場合には入力信号
中で認識されたパルス出力がパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのいずれであるかの判定をするこ
とは困難である。しかしながら、入力信号と同期して入力する判定用信号中におけるパル
ス信号が識別信号ＱＡ，ＱＢのいずれかであるかを認識することができるため、デジタル
オシロスコープ１４は、入力信号と同期して入力する判定用信号を参照することにより、
入力信号中のパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂの識別をすることができる。これにより、図７の
構成を用いた場合と同様に、ΔｔＡ、ΔｔＢを測定する、あるいは各種の測定結果をスタ
ート用検出器１１Ａ、１１Ｂ毎に得ることができる。
【００８８】
図７の構成とは異なり、図１５の構成を用いた場合には、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂが
スタート用検出器１１Ａ、スタート用検出器１１Ｂから出力されたままの形状で入力信号
中に存在するため、図７の構成を用いた場合と比べて、より幅広い内容の測定、処理をデ
ジタルオシロスコープ１４（測定部）で行うことができる。例えば、図１５の構成を用い
た場合には、入力信号においてはパルス形状に加工が施されないために、パルス出力Ｐ０
Ａ、Ｐ０Ｂの波形に関する測定も、デジタルオシロスコープ１４で行うことが可能となる
。
【００８９】
また、例えば、前記のようにΔｔＡ、ΔｔＢを高精度でデジタルオシロスコープで測定
するためには、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのタイミングは、スタート用検出器１１Ａ、ス
タート用検出器１１Ｂから出力された直後の状態と同様に入力信号中でも維持されている
ことが必要である。一方、判定用信号中における識別信号ＱＡ、ＱＢのタイミングの精度
は、入力信号中において認識されたパルス出力（Ｐ０Ａ又はＰ０Ｂ）と判定用信号中にお
いて認識された識別信号（ＱＡ又はＱＢ）とが対応付けられれば十分であるため、入力信
号中におけるパルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのタイミングほどの高い精度は要求されない。こ
のため、上記のような判定用信号を生成するための識別信号生成部８１Ａ、識別信号生成
部８１Ｂ、パルス出力認識部８２に対しては、高い時間的精度は要求されない。あるいは
、識別信号ＱＡ、ＱＢとしては、タイミングの認識の精度が低くなっても、両者の識別が
容易となるような形状を採用することができる。このため、識別信号ＱＡ、ＱＢとしては
、例えば異なるパルス幅のパルスを用いる、あるいは図７における入力信号のように複数
のパルス列からなる信号を用いる等、種類が多くなっても識別の容易な形状を採用するこ
とができる。こうした識別信号の生成は容易である。このため、図１５の識別性生成部８
０を容易に得ることができる。また、図１５の構成では検出器が２つ用いられたが、検出
器を３つ以上用いた場合においても、入力信号、判定用信号をそれぞれ一つずつとするこ
とができ、検出器の数を３つ以上とした場合でも測定器（測定チャンネル）を増設する必
要はない。
【００９０】
なお、図１５の例では、識別性生成部８０においては、パルス出力認識部８２は、パル
ス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂに対して全く変更を施さずに識別信号生成トリガを発するものとし
たが、例えば、図７の構成と同様に分岐部を用い、パルス出力Ｐ０Ａ、Ｐ０Ｂのパルス形
状を実質的に変化させずにその一部を分岐させて得られたパルスを識別信号生成トリガと
して用いてもよい。こうした場合においても、デジタルオシロスコープ１４は、入力信号
と判定用信号とを用いて上記と同様に各種の処理を行うことができる。
【００９１】
また、入力信号中におけるパルス出力に対する識別性を付与する場合には、上記のよう
にシフト時間を付与する、パルス波形を検出器毎に設定する他にも、測定部で所望の測定
が可能となる限りにおいて、各種のものを用いることができる。例えば、パルス出力にお
けるパルス波高は入射した光子のエネルギーに対応し、光子のエネルギーに関する情報が
重要である場合にはパルス波高を認識する必要があるが、測定部において光子のエネルギ
ーに関する情報の測定が不要であれば、識別性生成部において、検出器毎にパルス波高を
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設定し、測定部でパルス波高によってパルス出力を弁別する設定とすることもできる。ま
た、このように識別性を付与する技術を、複数種類組み合わせてもよい。
【００９２】
図１３、１４の構成においては、この他にも、測定部７０で所望の物理量がピクセル５
１毎に分離されて得られる限りにおいて、識別性生成部６０の構成を適宜設定することが
できる。また、前記の陽電子消滅寿命測定装置と同様に、各ピクセル５１からのパルス出
力がそのまま測定部７０で識別可能な形状であれば、識別性生成部６０において特別に識
別性を付与することは不要であり、各ピクセル５１からの出力をそのまま合流させて入力
信号とすることもできる。
【００９３】
上記と同様にアレイ型放射線検出部５０を用いて放射線の検出を行う際に、測定部を各
ピクセル５１毎に設ける、あるいはピクセル５１毎に対応した測定チャンネルをもつ測定
部を用いて同様の測定結果を得ることもできる。これに対して、上記の構成においては、
単一の測定部、あるいは単一の測定チャンネルを用いてこの測定を行うことができるため
、装置構成を単純化し、低コスト化することができる。
【００９４】
また、例えばアレイ型放射線検出部５０を半導体で構成する、すなわち、アレイ型放射
線検出部５０を半導体検出器とすることができる。この場合、識別性生成部を半導体回路
で形成することができ、これらを共通の半導体チップ中に構成することもできる。
【００９５】
このように、上記の陽電子消滅寿命測定装置や上記の放射線計測器においては、複数の
放射線計測器を用いて各種の高精度の測定を行うことができると共に、装置構成を単純化
し、低コスト化することができる。
【符号の説明】
【００９６】
１１、１１Ａ、１１Ｂ、９１、９１Ａ、９１Ｂ スタート用検出器（γ線検出器、放射線
検出器）
１２、１２Ａ、１２Ｂ、９２ ストップ用検出器（γ線検出器、放射線検出器）
１３、４４、９３ 一致検出回路
１４、４５、９４ デジタルオシロスコープ（共通計測部）
１５、２１Ａ、２１Ｂ、３３Ａ、３３Ｂ、９５ 遅延回路
１６ ＰＣ（パーソナルコンピュータ、ヒストグラム生成部、寿命算出部）
２０、３０、４３、６０〜６３、８０ 識別性生成部
３１Ａ、３１Ｂ 成形部
３２ 分岐部
４１、２００、２１０ 放射線計測器
４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ、５２〜５４ 放射線検出器
４２ 参照用放射線検出器
４６、９６ ＰＣ（パーソナルコンピュータ）
５０ アレイ型放射線検出部
５１ ピクセル（放射線検出器）
７０ 測定部
８１Ａ、８１Ｂ 識別信号生成部
８２ パルス出力認識部
１００、９００、９１０ 陽電子消滅寿命測定装置
Ｏ 中心
Ｓ 試料
Ｘ 線源
Ｘ１ 第１放射線
Ｘ２ 第２放射線
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γ１
γ２

スタート信号用γ線
ストップ信号用γ線
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