
1. 諸言

　X 線 CT 装置はその高い性能から現代の医療に

とって不可欠の診断装置となっており、頻繁に使

用されている。ただ、単純撮影装置に比べると被

ばく線量が大きいので、患者被ばく管理の観点か

らは、正確な線量の把握が望まれる。一般的に線

量の測定には電離箱が使用され、得られた空気

カーマから人体吸収線量を求めることが多い。し

かし、このとき使用する変換係数はエネルギー

依存性を持つため、正確な吸収線量を得るには X

線のエネルギー分布、すなわちスペクトルの知識

が必要である。人体に入射する CT X 線のスペク

トルは多く測定されており、人体吸収線量の計算

にはこの分布が使用されることが多い。しかし、

人体内部のX線スペクトルは入射X線とは異なっ

てくる。直接線の減弱ばかりでなく、散乱線が多
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　シリコンダイオード検出器を用いて、CT 撮影におけるファントム内 X 線のスペクトルを測定した。

この検出器は小さなシリコンチップを長さ 20cm、外径 6mm のメタクリル樹脂製円筒の先端に取り付

けたものであり、ファントム内に容易に挿入できる。使用したファントムはメタクリル樹脂製で直径

32cm，長さ 15cm の円柱である。このファントムの中心にある直径 13mm の穴に検出器を挿入した。

CT 装置の管電圧は 120kV、管電流は 10mA，ビーム幅は 2mm とした。使用した Wedge Filter は Large 

FOV Filter と Dose Reduction Filter である。測定点は X 線ビーム中心とビーム中心から 1cm 離れた点と

した。測定スペクトルは stripping 法により補正した。

　得られたビーム中心でのスペクトルではタングステンの特性 X 線が顕著に観測されたが、ビーム外

スペクトルでは目立たなかった。ビーム外スペクトルの光子平均エネルギーはビーム中心より約 10keV

小さな値だった。Filter の差による平均エネルギーの差は小さかった。水吸収線量スペクトルも算出し

たが、ビーム中心とビーム外での線量の比は、光子数スペクトルにおける総光子数の比に近い値であっ

た。今回の測定で明らかになった問題点は Large FOV Filter において、パルスの pile-up によりスペクト

ルに歪みが生じていたことである。この影響を低減するには、メインアンプにおける shaping time をよ

り小さく設定する必要がある。

く発生するからである。人体内部の各種臓器の吸

収線量を求めようとするときは、その場所におけ

る散乱線を含んだ X 線のスペクトルが必要とな

る。しかし、このスペクトルを測定することは非

常に難しい。散乱線の入射方向は一定ではなく、

ほぼ全ての方向から入射する。一般的に X 線の

スペクトル測定には半導体検出器が使用され、計

数率を測定可能な程度まで減少させるためにコリ

メータが用いられる。このため、X 線の入射方向

は一つの方向に限定されてしまう。人体内部の散

乱線のように多方向から入射する X 線の測定に

は適用できない。そのため、人体内部における散

乱線を含んだ X 線のスペクトルを知るには、例

えばモンテカルロ法を用いて計算するしかない。

その場合でも、計算の正当性を確認する必要があ

り、実測値との比較が重要である。



　本研究はシリコンダイオード検出器を用いて、

CT 撮影におけるファントム内部の散乱線を含む

X 線のスペクトル測定を試みたものである。シリ

コンダイオードは寸法が小さく原子番号も低いた

め光子に対する検出効率および方向依存性が小さ

い。このため単純撮影装置の場合には、コリメー

タを使用せずにファントム内部の散乱線を含む X

線スペクトルを測定することができている
[1]
。そ

こで、この検出器を用いて CT 装置の場合のファ

ントム内スペクトル測定を試み、問題点を明確に

した。さらに、X 線ビーム中心でのスペクトルと

ビーム外でのスペクトルを比較し、線質および吸

収線量の差について議論した。

2. 実験方法　

2.1. 検出器のエネルギー校正と分解能測定

　CT での測定を行う前に、準備として
241Am 線

源からの γ 線を測定した。検出器のエネルギー

校正とエネルギー分解能の測定を行うためであ

る。使用した検出器
[1]
を図 1 に示す。この図の左

側にある箱がプリアンプで、その右側に伸びたメ

タクリル樹脂製円筒の先端にシリコンダイオード

が固定されている。この円筒の長さは 20cm、外

径 6mm であり、ファントム中に挿入するのに都

合が良い形としてある。また、シリコンダイオー

ドの周辺は低原子番号物質のみとし、スペクトル

測定に悪影響を与えるような特性 X 線が発生し

ない構造となっている。プリアンプは Clear Pulse 

509S である。測定に使用したメインアンプは
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TENNELEC TC 244、マルチチャネルアナライザ

は SinmatrikX MCA5853 であり、メインアンプの

shaping time は 1μs とした。

2.2. CT 装置でのファントム内スペクトル測定

　実験に使用した CT 装置は TOSHIBA Asteion 

Super4 であり、検出器 4 列の装置である。使用

したファントムはメタクリル樹脂製で直径 32cm、

長さ 15cm の円柱形であり、円形の中心に測定用

の直径 13mm の穴が円柱中心軸と平行に空けら

れている。この穴に図 1 の検出器を挿入してスペ

クトルを測定した。測定条件は管電圧 120kV、管

電流 10mA、X 線ビーム幅は 2mm（0.5mm×4 列）

である。照射はノンヘリカルで行い、1 回転時間

2s としてファントムの中心に照射した。Wedge 

Filter（X 線ビームフィルタ）は Large FOV Filter

（以下 Large）と Dose Reduction Filter（以下 Dose）

の 2 種類とした。スペクトル測定はビーム中心と

ビーム中心から約 1cm 離れた点（以下 ビーム外）

の 2 点で行った。測定時間は計数の統計的変動を

考慮し、測定計数率に応じて変えた。Large のビー

ム中心では 1 回転の測定を 30回、Large のビーム

外および Dose のビーム中心では共に 40回、Dose

のビーム外では 60回とした。

　シリコンダイオードは小さな寸法であるため、

エネルギー依存性が大きい。また、検出器内では

光電効果で生じた光電子の検出器外エスケープや

コンプトン散乱により、光子エネルギーの不完全

吸収も起こる。ダイオード周辺樹脂による散乱線

の影響もある。これらの影響は stripping 法[2]
によ

り補正した
[1]
。さらに、シリコンダイオードチッ

プの横方向から入射してくる光子に対しては特に

低エネルギーで感度が低下する。この方向依存性

については定量的に算出してあるので、その影響

も補正した
[1]
。なお、この補正を行うためには入

射 X 線の角度分布の知識が必要であるが、今回

の実験では X 線管球が回転するため、入射は等

方的であるとして補正した。図 1　測定に使用した検出器



3

3. 結果

3.1. 241Am のスペクトル

　測定した
241Am のスペクトルに観測される γ 線

および特性 X 線を基に測定系のエネルギー校正

を行うと共にエネルギー分解能を求めた。エネル

ギー校正後のスペクトルを図 2 に示す。γ 線およ

び Np 特性 X 線が観測されている。59.5keV γ 線

のエネルギー分解能は 1.8keV であった。

3.2. CT 装置でのファントム内スペクトル

　各測定における計数率がどの程度になるかを注

目していたが、Large ビーム中心では約 28kcps、

Large ビーム外および Dose ビーム中心では共に

14kcps、Dose ビーム外では 7kcps であった。得ら

れた補正後のスペクトルを図 3 に示す。この図の

縦軸は単位時間あたりの光子数で、最も光子数の

多かった Large ビーム中心スペクトルにおける最

大光子数を 1 として規格化してある。方向依存性

の補正の影響は、光子数の増加が 0.8%～1.4% で

あり、小さかった。

　図 3 に見られるように、ビーム中心スペクト

ル（図の Large と Dose）では、ターゲットであ

るタングステンの K 特性 X 線が顕著に観測され

ている。ただし、管電圧が 120kV であるので本

来 120keV 以上のエネルギーを持つ光子は存在し

ないはずなのに、Large ビーム中心スペクトルに

おいては、120keV 以上の光子が相当数観測され

ている。このスペクトルの測定では測定計数率が
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高すぎて、パルスの pile-up の影響が大きかった

と思われる。従って、このスペクトルについては

特に高エネルギー側において信頼性が劣る。一方、

Dose ビーム中心スペクトルにおいては、120keV

以上の光子数は僅かである。

　2 つのビーム中心スペクトルの低エネルギー側

を比較すると、分布の形としては大きな差は見ら

れない。共に光子最低エネルギーが 30keV 程度

である。入射 X 線スペクトル
[3]
において Large の

場合に 20keV 程度から光子が観測されていたの

と比べると大きな差であり、ファントムによる低

エネルギー光子の減弱が大きいことが分かる。形

式的に 120keV 以下の光子の平均エネルギーを計

算してみると Large ビーム中心が 73.9keV、Dose

ビーム中心が 71.5keV であった。入射 X 線スペ

クトルを考えると Large が Dose より大きくなる

ことはあり得ないことであり、この点からも pile-

up の影響が大きかったことが分かる。

　図 3 において、ビーム外のスペクトルではタ

ングステン特性 X 線は顕著には観測されていな

い。しかし、影響が全くないわけではない。図 4

はビーム外スペクトルの縦軸を拡大したものであ

る。Dose ビーム外のスペクトルにおいて、60keV

より少し下のエネルギーでコブのように盛り上

がった部分が観測される。Large ビーム外のスペ

クトルにおいても同じエネルギーでの計数が少し

増加している。これが特性X線の影響である。ビー

ム中心から 1cm 程度離れているために、このよ

図 2　測定した 241Am のスペクトル

図 3　ファントム内スペクトル
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ム幅を小さくできれば、影響を減らすことができ

る。しかし、今回使用した CT 装置においては、

管電流 10mA、ビーム幅 2mm というのは設定可

能な最小値であり、これ以上小さくできない。

　おそらく、最も容易に pile-up の影響を低減で

きるのはメインアンプの shaping time を小さくす

ることである。今回の実験は 1μs という設定で

行ったが、これは予備実験において最も優れた

エネルギー分解能が得られたから採用したので

ある。メインアンプの性能としては、さらに小

さな shaping time の設定も可能である。例えば予

備実験において得られた
241Am γ 線のエネルギー

分解能は、shaping time 0.375μs で 2.4keV、0.25μs

で 2.8keV であった。1μs での 1.8keV よりは劣る

が、この shaping time で測定すれば pile-up の影響

を相当低減できる。例えば 0.375μs とすれば、2.7

倍程度高い計数率まで測定できることが期待され

る。今後の実験において検討すべき方法である。

4.2. 吸収線量のスペクトル

　患者被ばくを考えるときは、光子数よりも吸収

線量が重要である。そこで、求めた光子数のスペ

クトルから水吸収線量のスペクトルを計算してみ

た。計算式としては次の（1）式を用いた。

（1）　　

　ここで、 Dw は水吸収線量、 (μen /ρ)w は水の質量

エネルギー吸収係数、 E は光子エネルギー、 Φは

光子数である。Dose スペクトルに対してこの計

算を行った結果を図 5 に示す。この図では Dose

ビーム中心スペクトルの最大値を 1 としている。

光子数のスペクトルと比べると少し変化している

が、大きな変化ではない。図 5 のビーム外吸収線

量はビーム中心の 29% となっている。一方、光

子数スペクトルにおいてビーム外スペクトルの総

光子数はビーム中心の 28% であった。つまり吸

収線量の比と総光子数の比がほぼ一致している。

単純撮影での X 線スペクトルにおいては吸収線
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うな形となったのである。分布の形状としては、

ビーム中心スペクトルと同様に、Large と Dose

で大きな差は見られない。光子平均エネルギーは

Large が 59.6keV、Dose が 58.9keV でほとんど一

致しており、ビーム中心に比べ 10keV 程度小さ

くなっている。少しだけ Large が大きくなってし

まったのは、計数率が大きかったので pile-up の

影響が少し生じていたのだろう。

　図 3 の総光子数は Large ビーム中心を 1 とする

と、Doseビーム中心は 0.44、Largeビーム外が 0.23、

Dose ビーム外が 0.12 であった。総光子数が測定

計数率に比例していないのは、補正により高エネ

ルギー側の光子数が増加したからである。

4. 考察

4.1. パルス pile-up の影響の低減法

　今回の実験において、特に Large ビーム中心ス

ペクトルにおいて、パスル pile-up の影響が強く

観測された。使用したシリコンダイオード検出器

では高エネルギーでの検出効率が小さくなるた

め、スペクトルの補正計算において高エネルギー

での光子数を増加させている。pile-up の影響は

実在する光子より高いエネルギーでの光子数を増

加させる。このため、Ge 検出器や CdTe 検出器

に比べて、pile-up の影響が大きくなってしまう。

従って、正確なエネルギースペクトルを得るには

この影響を低減しなくてはならない。

　Pile-up の影響は計数率が減れば小さくなる。

もし X 線管の管電流を減少する、または X 線ビー

en
W

w

D Eµ Φ
ρ

 
=  
 

図 4　ファントム内での X線ビーム外スペクトル
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量にすると低エネルギー側の影響が増加するた

め、総光子数の比と吸収線量の比に差が出ること

が多い。この違いは、今回の CT ファントム内ス

ペクトルにおける低エネルギー光子数が少ないこ

とが原因と考えられる。図 6 には（1）式において

光子数を吸収線量に変換するときの変換係数、つ

まり (μen /ρ)wE の値がエネルギーによりどのよう

に変化するかを示した。この図から分かるように、

この変換係数は図 5 の特性 X 線がある 60keV 程

度で最小となり、30keV 以下では急激に大きくな

る。今回のスペクトルでは 30keV 以下の光子が

少なかったため、影響が小さかったのである。ま

た、図 6 のように、変換係数は 70keV 以上から

緩やかに大きくなる。図 5 において高エネルギー

側の値が増加しているのもこのためである。

5. 結語

　シリコンダイオード検出器を用いて、CT 撮影

におけるファントム内のスペクトル測定を行っ

た。その結果、Large でのビーム中心においては

測定計数率が高すぎて Pile-up の影響が大きく、

スペクトルが歪んでいた。Dose でのスペクトル

や、X 線ビーム外のスペクトルについては、若干

の pile-up の影響はあるが、ほぼ妥当なスペクト

ルを得ることができた。CT でのファントム内ス

ペクトルをより高精度で測定するためには、エネ

ルギー分解能をある程度犠牲にし、使用するメイ

ンアンプの shaping time を小さくして pile-up の影

響を低減させる必要がある。

　測定したフォントム内の光子数スペクトルから

水吸収線量スペクトルを計算したところ、ビーム

中心での吸収線量とビーム外での吸収線量の比は

総光子数の比と近い値であった。この点は単純撮

影のときと異なる傾向であり、CT でのファント

ム内 X 線の線質がかなり堅くなっているためで

ある。CT での吸収線量を考えるとき注意すべき

点である。

　以上のように、今回の実験により、CT でのファ

ントム内スペクトルの測定、および被ばく線量の

検討における留意点を明らかにできた。

参考文献

[1]　K. Aoki and M. Koyama, “A silicon diode in a 

thimble-type mount for measurement of diagnostic 

x-ray spectra”, Phys. Med. Biol. 35, 1505-1517 

(1990)

[2]　W. W. Seelentag and W. Panzer, “Stripping of 

x-ray bremsstrahlung spectra up tp 300 kVp on a 

desk type computer”, Phys. Med. Biol. 24, 767-780 

(1979)

[3]　曽根昌宏，金子順一，青木　清， “X 線 CT

装置における吸収体を用いた高線量率でのスペ

クトル測定 ”，駒澤大学診療放射線技術科学科

論集，第 10 号， 15-21 (2012)

青木・金子：シリコンダイオード検出器を用いた CT 撮影におけるファントム内 X 線スペクトルの測定

図 5　水吸収線量のスペクトル

図 6　変換係数のエネルギー依存性



Measurement of CT x-ray spectra in a phantom using a silicon diode detector

Kiyoshi AOKI, Junichi KANEKO

Abstract

CT x-ray spectra in a phantom were measured using a silicon diode detector. In the detector, a small silicon diode 

chip is fixed at the top of the polymethyl-methacrylate (PMMA) pipe, 20cm in length and 6mm in outer diameter. 

This detector shape is convenient to insert in a phantom. The phantom used is made from PMMA, whose diameter 

is 32cm and length is 15cm. This phantom also has a 13mm-diameter hole at the center, where the detector was 

inserted in the spectrum measurement. CT x-ray tube voltage was 120kV, tube current was 10mA, x-ray beam 

width was 2mm. Two wedge filters were used: large FOV filter and dose reduction filter. The measurement points 

were the center of the beam and 1cm apart form the center. Measured spectra were also corrected by stripping. 

　The tungsten characteristic x-rays were clearly obserbed in the beam center spectra, but they were not clear 

in the off-beam spectra. The photon mean energies of off-beam spectra were about 10keV smaller than those of 

beam center spectra. The mean energy difference due to the wedge filter was small. The ratio of calculated water 

absorbed dose between the beam center spectrum and the off-center spectrum was similar to the ratio of total 

photon number. In the beam center spectrum of large FOV filter, pulse pile-up effect was obserbed. The shaping 

time of a mainamplifier should be set shoter to reduce this effect. 
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