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Summary

We have built equipment that can visualize the angle distributions of scattered X-rays. The main body of 
the equipment is made of a lead-shielded box 340 mm long, 300 mm wide and 270 mm high. The collimated 
X-rays are introduced into the equipment from the front face, then scattered by the sample located in the 
center of the equipment. The X-rays scattering toward the upper side are detected by the phosphor plate. To 
verify the usability of the equipment, an experiment using diagnostic X-rays was carried out. X-rays with a 
tube voltage of 100 kV were narrowed down to 6 mmφ and a 2 mm-thick acrylic sample was irradiated. The 
experimental conditions with a tube current-time product of 300 mAs to 1500 mAs proved appropriate for 
obtaining suitable images on a 10 inch×12 inch phosphor plate. The obtained images were analyzed using 
ImageJ. The experimental values were in good agreement with the theoretical distribution calculated by 
Klein and Nishina. Because the distribution of the scattered X-rays can be visualized in relatively simple 
experiments using the developed equipment, it is hoped that it will be of use for the practical training of 
beginners.
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緒　言
　診断領域の X線を利用する医療機器の発展は目覚ま
しく，日々進化を遂げている．最近では，ポータブルタ
イプの X線装置が臨床現場で使用されることが多く
なってきている．自由度の高い装置が開発されたこと
で，患者に無理なポジショニングを強いることが減り，
さらに，簡易的に三次元画像を取得できる機能をもつ装
置の研究開発も進んでいる．一方，放射線安全管理の
観点で考えると，散乱 X線の防護も複雑になるので，
診療放射線技師はこれまで以上に散乱 X線に関する知
識が必要となることが想定される．このような高度な X

線装置を安全に取り扱うことができる診療放射線技師

を養成するためには，初学者の段階で工夫した実習を
行うことが大切である．
　われわれは初学者教育に用いることができる実験装
置の開発を行い，実習を提案してきた．その一つに，被
写体における散乱 X線の発生場所を二次元画像で可視
化できるピンホールカメラがある1, 2）．この装置は，X線
が可視光と同じように直進し散乱することを直感的に理
解する用途に適している．人体ファントムのような複雑
な形状をもつ被写体からの散乱 X線を，画像再構成を
行わずに画像化できるという特徴があるが，散乱 X線
の発生方向や強度に関しての知見を得るためには複数
台のカメラが必要になるという欠点がある．そこで，ピ
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ンホールカメラでは得られなかった散乱 X線の分布を
可視化するための装置を開発することを考えた．
　診断領域（管電圧～140 kV）の X線では，散乱 X線
は主にコンプトン散乱3）によって引き起こされ，散乱さ
れた X線の角度分布はクライン・仁科の式に従う．この
式は，入射光子のエネルギーが 10 keVのときには前方
散乱と後方散乱がほぼ等しくなり，100 keVでは前方散
乱が後方散乱の 2倍ぐらいの確率になる．一方，診断
には連続スペクトルの X線を利用しているので，入射
X線エネルギーが 10 keVから 100 keVの分布関数の中
間的な振る舞いを示すことが予想される．この分布関
数を実験的に取得するためには，放射線検出器（GM計
数管やシンチレーション検出器）を用いて，散乱される
X線の角度分布を角度ごとに取得する方法が考えられ
るが，画像化されるまでに時間がかかる．他の手法とし
ては，ゲル線量計を用いる方法も考えられる4）．この手
法では三次元の線量分布が得られるが，大線量が必要
であることと，読み取りに磁気共鳴画像装置が必要で
あるという制約がある．そこで，学部学生に対する実習
で利用することを想定し，輝尽性蛍光体プレートを用い
て簡易的に二次元の散乱 X線分布を画像化する装置を
考案した．
　X線異物検査装置やクルックス管などの製品化され
た装置からの散乱 X線分布の測定に，輝尽性蛍光体プ
レートを用いることで，放射線安全管理に有用な情報
が得られるという種々の報告例5, 6）がある．これらの報
告では，製品（散乱 X線が発生する装置）を取り囲むよ
うに輝尽性蛍光体プレートを設置し，その場所での散
乱 X線分布を画像化している．これらの用途は，放射
線安全管理として実用上は非常に有用であるが，教育
用の装置として実習に使用することは難しい．なぜなら

ば，製品のさまざまな場所で発生する散乱 X線が積分
された状態で画像化されるので，その X線の強度分布
を単一の発生源を仮定したクライン・仁科の式と比較す
ることは正確性に欠けると考えられるからである．一
方，本論文で紹介する装置は，鉛で囲われた箱の中に
X線を導入し，小さな散乱体から放出される散乱 X線
の分布を，装置内部に挿入した輝尽性蛍光体プレート
で計測している．この装置で計測される散乱 X線分布
は，クライン・仁科の式と一致する画像と考えられ，得
られた画像データを解析することで，初学者が教科書
で学習した物理現象が実際に起こっていることを確認
することができる．このような放射線物理実験用の教育
用装置を設計した例はこれまでに報告されていないの
で，放射線技術学の分野での教育や研究の発展におい
て価値がある．

1．使用機器と方法
1-1 実験の概念図
　Fig. 1に，設計した可視化装置の概念図を示す．前
面からコリメートした X線を入射し，装置内部に配置
した散乱体からの散乱 X線を輝尽性蛍光体プレートで
画像化する．
　この装置の本体の大きさは縦 340 mm，横 300 mm，
高さ 270 mmである．装置側面は，内側から順にポリ
カーボネイト，鉛およびアルミニウムで構成し，それぞ
れの厚さは 10 mm，2 mm，2 mmである．鉛は装置外
部で発生した散乱 X線を遮蔽し，アルミニウムは鉛の
平面性を保つために使用した．側面のポリカーボネイト
の溝は輝尽性蛍光体プレートを挿入するために散乱体
から輝尽性蛍光体プレートまでの距離（Z）を 15 mm，
40 mm，110 mmおよび 210 mmの高さになるように設

Fig. 1 A schematic view of the devel-
oped equipment.

 The X-rays were introduced to 
the equipment, shielded by a 2 
mm-thick lead sheet, after which 
the sample was irradiated. The 
scattered X-rays were measured 
using the phosphor plate.
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計した．装置前面（前枠）には，底面から 25 mmの位置
に直径 6 mmの貫通孔を空けた．装置の本体の前面に
鉛とアルミニウムで構成したコリメータ 3枚を，80 mm

間隔で配置した．この 3枚の板に直径 6 mmの貫通
孔を空けた．装置の前面に空けた貫通孔と，これらの
3個の貫通孔に対して平行に X線が入射するように設
計した．

1-2 製作した装置
　Fig. 2に，製作した装置の写真を示す．Fig. 2（a）は装
置の左前方から見た装置全体の写真である．装置外面
のアルミニウム板と，それらを組み上げるためのアング
ルが見えている．Fig. 2（b）は装置背面から見た装置内
部の写真である．散乱体の位置の再現性を保つために
アクリルのガイドを作成し，散乱体を配置した．

1-3 診断用 X線撮影装置を用いた実験
1-3-1 角分布画像の取得
　撮影装置（東芝メディカルシステムズ社，MRAD-

A50S/70）の管電圧は 100 kVに設定した．輝尽性蛍光
体プレートは診断用に用いられているコニカミノルタ社
製の 4切りサイズ（RP-3S）を用いた．この検出器は，カ
セッテと輝尽性蛍光体プレートが一体型になっているタ
イプであり，カセッテ表面（診療用途で X線を入射する
面）を下側に向けて，本装置に挿入した．読み取り装置
はコニカミノルタ社製の RIGIUS170であり，読み取り
条件は固定処理モード（G値 1.0）とした．S値は 3000もし
くは 5000を用いた．Z=15 mmのときは管電流時間積（mA 

second: mAs）を 300 mAs，Z=40 mmのときは 500 mAs，
Z=110 mmのときは 1000 mAs，Z=210 mmのときは
1500 mAsの管電流時間積で実験した．X線の照射は
100 mAs（100 mA×1 s）ごとに行い，インターバル 1分
で多重照射を行った．X線管と作成した装置は水準器
を用いて水平となるように配置し，X線管の焦点と装置
最前面のコリメータまでの距離を 750 mmに設定した．
照射野はコリメータ面で 40 mm×40 mmとした．散乱体

として，10 mm（縦）×10 mm（横）×2 mm（厚さ）のアクリ
ル板を用いた．
　さらに，散乱体の厚さによる影響を調べるために
Z=40 mm，500 mAsの条件で 10 mm（縦）×10 mm（横）× 
10 mm（厚さ）のアクリル立方体と 10 mm（縦）×10 mm

（横）×1 mm（厚さ）のアクリル板を用いたときのデータを
取得した．
1-3-2 特性曲線の取得
　角分布画像のピクセル値を X線量に変換して解析を
行うために，輝尽性蛍光体プレートの特性曲線7）を取得
した．1枚の輝尽性蛍光体プレートに 22点の測定点を
取得し，フェーディングの補正を行った7）．管電圧と輝
尽性蛍光体プレートの読み取り条件の設定は，1-3-1に
示した内容と同様であり，管電流時間積を 0.5 mAsか
ら 300 mAsまで変化させてデータを取得した．

1-4 座標の定義と理論式
　Fig. 3に，本論文で使用する座標系を定義した．入
射エネルギーhνの光子は原点 Oに配置されている散乱
体でコンプトン散乱される．このとき，角度 θ で散乱さ
れた散乱 X線のエネルギー hν’の角度依存性3, 8）は，
α=hν /(mec2)として次式で与えられ，下記に示すように
βを定義する．
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+ −
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ここで，meは電子質量，cは光速，hはプランク定数で
ある．散乱された光子の単位立体角あたりの微分散乱
断面積（=確率）は，クライン・仁科の式3, 8）で与えられる．
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ここで，r0は古典的電子半径である．ある検出器面で
の散乱 X線強度は，散乱体中心から検出器面を見込む

a b

Fig. 2 Photographs of the developed 
equipment.

 (a): Overall view from ahead on 
the left, and (b): inner view from 
the back face.
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立体角で（2）式を積分することで得られる．すなわち，
散乱体中心から輝尽性蛍光体プレートの 1ピクセルを
見込む立体角ωに入射するX線量を Pとすると，

P =∫ω

σd

d
d

Ω
Ω　……………………………………………（3）

である．後に示すように，本論文で提案する解析手法
は同一の大きさをもつ立体角のデータに適用し，さらに
θ=0˚で規格化された相対的な強度の比較を行うので，
結局のところ（3）式と（2）式は同じ散乱 X線の分布関数
を示す．実際には，散乱体と輝尽性蛍光体プレートの
距離が離れるほど，（3）式において積分範囲ω が小さく
なり，観測される散乱 X線強度が弱くなるので注意が
必要である．本論文では，（2）式で求められる物理量
を，散乱 X線の強度（intensity）と定義する．
　本実験装置は散乱体から鉛直方向に Zだけ離れた位
置に輝尽性蛍光体プレートを配置し，このプレート上で
散乱 X線強度の角分布を測定する．この輝尽性蛍光体
プレートと（2）式を関係づけるために，輝尽性蛍光体プ
レート上に Fig. 3のような極座標を定義する．（2）式は
角度 θ で定義されているので，極座標上の点 P(rcosφ , 

rsinφ , Z)とθの関係は，三角形 POO’が直角三角形で
あることに着目すると，下記の関係式で表される．

cos
cos cosθ φ φ=

+
=

+ 





r

r Z Z
r

2 2 2

1

　…………………………（4）

この式は Z/r→ 0の極限，すなわち，Zが十分に小さい
条件，もしくは，rが十分に大きい条件において，
cosθ=cosφになる．散乱 X線の角分布を示す（2）式に座
標変換を行う（4）式を代入することで，輝尽性蛍光体プ

レート上に描いた極座標系（同心円 r，変数 φ）上での強
度分布が得られる．

1-5 データ解析
　輝尽性蛍光体プレートで得られた画像は digital imaging 

and communication in medicine（DICOM）画像として読
み取り装置から出力し，personal computer（PC）に転送
した後に ImageJ9, 10）を用いてピクセル値を解析した．
　Fig. 4の左図に解析の概念図を示す．輝尽性蛍光体
プレート上の極座標において，半径 r=40 mmの円周を
考え，φ=0˚，45˚，90˚，…315˚と 45˚ごとにピクセル値を
解析した．このとき，各測定点に対応するピクセル値を
精度よく求めるために，直径 4 mmの円で囲まれた領域
を関心領域（region of interest: ROI）と定義し，この ROI

内の平均値，最大値および最小値を求めた．解析結果
の一般性を確認するために，r=20 mmから60 mmでの
解析を行ったが，同様の結果が得られたので，本論文
では r=40 mmの解析結果のみを例示する．
　得られた実験データは，特性曲線を用いて線量に変
換し，φ=0˚のデータで規格化した．このデータと理論
式を比較するために，（2）式を用いて理論値を計算し，
φ=0˚で規格化した．入射 X線エネルギーが 10 keV

（α=0.02）および 100 keV（α=0.06）のときの理論式を計算
した．

2．結　果
2-1 特性曲線
　1-3-2の実験で得られた特性曲線は，相対 X線量を
D，ピクセル値を pixel value（PV）とすると以下の関係式
であった． 

D=Exp (0.00218×PV)　…………………………………（5）

2-2 取得した画像
　散乱体の厚みが 2 mmのときの DICOM画像を Fig. 4

（a）～（d）に 示 す．Fig. 4（a）は Z=15 mm，300 mAs，
S=3000のときの画像である．取得した画像の中では Z

が最小なので最もクライン・仁科の式に近い分布が観測
されている．しかし，輝尽性蛍光体プレートとX線
ビームとの距離が小さいため，装置前方のコリメータか
らの散乱線やビーム軸の空気による散乱線が現れてい
る．Fig. 4（b）は Z=40 mm，500 mAs，S=3000のときの画
像である．散乱体からの散乱 X線が発生している様子
が画像化できている．側方（φ=90˚）に比べて，前方（φ=0˚）
および後方（φ=180˚）に濃い部分が広く分布している様子
が再現されている．Fig. 4（c）は Z=110 mm，1000 mAs，

Fig. 3 Definition of the coordinate system.
 For the analysis, the polar coordinates defined on the 

phosphor plate were used.
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S=3000のときの画像である．側方と前後方の画像の濃
淡の変化は同程度であった．Fig. 4（d）は Z=210 mm，
1500 mAs，S=5000のときの画像である．散乱体から輝
尽性蛍光体プレートまでの距離が長く，計測された信
号強度が弱かったため，この画像のみ S値（読み取り感
度）を増加させて読み取りを行った．ピクセル値では散
乱 X線の分布が確認できるが画像では明確な濃淡が現
れていない．

2-3 理論式との比較
　Fig. 4の画像を 1-5で示した方法に従って ImageJで
解析し，平均値，最大値および最小値を角度 φに対し
てプロットした．さらに，これらの値を入射 X線のエネ
ルギーが 10 keVおよび 100 keVのときの理論式と比較
した結果を Fig. 5に示す．Fig. 5（a）は Z=15 mmのとき
の散乱 X線強度の角分布である．角度 φ=0˚方向の散
乱 X線の強度で規格化をしたとき，角度 φ=90˚方向の
強度は 0.35まで減少し，角度 φ=180˚方向の強度は 0.6

まで増加した．これらのデータは入射エネルギーが
10 keVと 100 keVの理論式の範囲に含まれていた．
Fig. 4（a）画像には，ビーム軸に前方のコリメータからの
散乱線および空気による散乱線が現れていた．そこ
で，バックグラウンドのデータ（散乱体がないときの
データ）を取得し，φ=0˚および φ=180˚方向のデータか
らバックグラウンドを減算した．バックグラウンドの割
合は 10％程度であった．
　Fig. 5（b）は Z=40 mmのときの解析結果である．角度

φ=90˚方向の強度は 0.6までの減少にとどまっている
が，Fig. 5（a）と同様の傾向を示す角分布が得られた．
Fig. 5（c）は Z=110 mmのときの解析結果である．角度 φ
を 0˚から 180˚まで変化させても 15％程度の変化であっ
た．Fig. 5（d）は Z=210 mmのときの解析結果である．
角度 φを 0˚から 180˚まで変化させても 5％程度の変化
であった．
　Z=40 mm，500 mAsの条件で 10 mm厚，2 mm厚お
よび 1 mm厚のアクリルを用いたときに取得しデータ
を，入射 X線のエネルギーが 10 keV，30 keV，40 keV

および 100 keVのときの理論式と比較し，極グラフで示
した結果を Fig. 6に示す．図中の各点，および曲線は，
Fig. 5で得られた強度（intensity）を原点からの距離とし
て，角度 φに対して図示したものである．散乱体の厚さ
が 1 mmおよび 2 mm厚のときのデータ（三角および黒
円）は，入射 X線のエネルギーが 30 keVと 40 keVの
理論式とよく一致していた．一方で，散乱体の厚さが
10 mm厚のデータ（白円）は φ=180˚方向のとき，他の散
乱体の厚さの結果に比べ，10％程度ずれていた．背景
の画像は Fig. 4（b）に示した散乱体厚が 2 mmのときの
DICOM画像である．視覚的にも極グラフで示した分布
が得られていることが確認できる．

3．考　察
3-1 製作した装置について
　今回の実験で製作した装置は共通のアングルに対し
てボルトで留め，複数のパーツを固定することによっ

Fig. 4 Obtained images using the acrylic 
sample (thickness 2 mm).

 The left-hand figure indicates 
the analysis positions (see text). 
F igures (a ) ,  (b) ,  (c ) and (d ) 
show images corresponding to 
Z=15 mm, 40 mm, 110 mm and 
210 mm, respectively.
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る．他施設でも容易に製作できると考えられるので，初
学者に対する教育の現場で広く使用されることが期待
できる．

3-2 得られた実験データおよび解析結果について
　取得した画像では，Z=40 mmと Z=110 mmのときに
適切なコントラストの画像が得られ，視覚的に散乱 X

線の強度分布を確認できた．一方で，Z=15 mmのとき
は，前方のコリメータや空気による散乱線が強く現れ，
適切な画像が得られなかった．また，Z=210 mmのとき
は，得られたピクセル値が非常に小さいので，適切な
濃淡を有する画像が得られなかった．診療用 X線撮影
装置を用いてコンプトン散乱の角度分布を可視化する
ためには，Z=40 mmから Z=110 mm程度の条件で装置
を設計することが適していると考える．
　ImageJを用いた簡易的な解析でも散乱 X線の分布を
定量的に解析できることは特筆すべきことである．クラ
イン・仁科の理論式は入射 X線のエネルギーと散乱角θ
によって表現されており，容易に実験値と比較すること
ができる．本装置を用いた実験は初学者でも行うことが
できるので，診療放射線技師の養成校での実習に適し
ていると考える．
　散乱 X線のエネルギーは（1）式を用いて算出できる

Fig. 5 Comparisons between experimental 
results and theoretical calculations 
of incident X-ray energies of 10 
keV and 100 keV.

 These data were normalized by data 
at f=0 degrees. Figures (a), (b), (c) 
and (d) show the results of analysis 
for Z=15 mm, 40 mm, 110 mm and 
210 mm, respectively.

Fig. 6 Comparisons of analyzed results (Z=40 mm) based on 
different sample thicknesses (10 mm, 2 mm, 1 mm).

 These data were also compared with theoretical calcula-
tions for incident X-ray energies of 10 keV, 30 keV, 40 
keV and 100 keV. The background image was the same 
as in Fig. 5 (b).

て，X線ビームとコリメータを垂直に保ち，また再現性
を担保している．本装置は小型のフライス盤と帯鋸など
の簡便な工具のみで製作が可能であり，また，非常に
小型で 10 kg程度と軽量なので持ち運びも可能であ
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が，前方散乱では高くなり，後方散乱で最も低くなる．
Fig. 7に，入射 X線のエネルギーが 20 keV，40 keV，
60 keV，80 keVおよび 100 keVの入射 X線に対する散
乱 X線のエネルギーの計算値を示す．40 keVの入射 X

線（管電圧 100 kVの X線スペクトルの実効エネル
ギー）に対する散乱 X線の比は，最も大きく変わる後方
散乱（θ=180˚）でも 10％程度である．散乱 X線の角度分
布を測定する場合は，散乱された角度によって散乱 X

線のエネルギーが違うので，検出器の検出効率が異な
ることに注意しなければいけない．しかし，診療領域の
X線では，Fig. 7に示したとおりエネルギー依存性は小
さいので，検出効率の違いを考慮にいれなくても，本論
文で示したように解析ができる．同様に，検出器前面の
炭素繊維での X線の吸収の違いは結果に大きな影響を
与えていないと考える．一方，本装置をエネルギーの高
い γ線に適用する場合は，解析の際に散乱 X線のエネ
ルギーの違いを考慮する必要があることが想定される．

3-3 散乱体の大きさおよび材質について
　厚い散乱体を用いると，散乱体の内部で発生した散
乱 X線が，散乱体自身によって吸収される自己吸収の
影響が現れると考えられる．この効果は Fig. 6に示され
ている．すなわち，厚さ 10 mmの散乱体を用いたとき
の結果は自己吸収の影響が大きいので，厚さ 1 mmお
よび 2 mmの散乱体を用いたときの結果とずれている．
一方で，厚さ 1 mmの散乱体の結果と厚さ 2 mmの散
乱体の結果が一致しているということから，散乱体の厚
さを 2 mm程度まで小さくすれば，自己吸収による影響
は無視できるほど小さくなると考える．管電圧 100 kVの
X線スペクトルの実効エネルギーは 30 keVから 40 keV

程度と考えられる11～13）．このことと実験データが 30 keV

から 40 keVの理論式と一致していることは矛盾しない．
　散乱体として銅やアルミなどの結晶を用いたところ，
結晶回折14）が起こり，結晶回折に起因する散乱線分布
が強く現れた．輝尽性蛍光体プレート上にコンプトン散
乱の分布画像のみを得るためには，非晶質であるアクリ
ルなどの高分子化合物やガラスなどが散乱体に適して
いる．また，非晶質の散乱体を用いた場合でも，ビーム

軸近傍，すなわち，Zが小さい場所での計測では，干
渉性散乱の影響が強く表れることに注意しなければな
らない．本論文で提案した装置の設計では，装置背面
に輝尽性蛍光体プレートを垂直に配置し，散乱体から
の散乱 X線（コンプトン散乱および干渉性散乱）を計測
する実験を行っており，コンプトン散乱が強く観測でき
る高さを実験的に確認している．

4．結　論
　コンプトン散乱による散乱 X線の強度分布を，輝尽
性蛍光体プレートで可視化するための装置を製作し，
診療用 X線撮影装置を用いて性能試験を行った．入射
X線をコリメータで絞り，鉛の暗箱で作成した装置に入
射させた．この X線を散乱体に照射し，散乱体から発
生する散乱 X線をビーム軸と平行になるように配置し
た輝尽性蛍光体プレートで可視化した．得られた画像
は ImageJを用いて解析し，クライン・仁科の式と一致し
ていることを示した．本装置は非常に簡便に散乱 X線
分布を可視化でき，さらに定量的な解析も可能である
ので初学者教育に適していると言える．

Fig. 7 Angle dependences of energy of scattered X-rays.
 These data were calculated using Eq. (1).
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