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研究成果の概要（和文）：放射線施設の排気口のトリチウムガス濃度に対する規制値 (3x10-3Bq/ml) に対応で
きるモニターを開発するため、既存の試作機に抜本的改良(①比例計数管の陰極材料及び陽極芯線の太さ、②計
数ガスの種類、圧力及び流量③遮へい材料及び厚さ④計数ガス用温度、圧力、湿度センサーの取付⑤連続自動測
定のためのソフトウエアーの開発)を加え空気中トリチウムガス濃度に対する感度の改善を図った。検出感度の
下限値は1.2 x10-3Bq/mlになり、初期の目的は果たせたと考えている。信頼性の高い定量測定のためには比例計
数管のトリチウムに対する検出効率を評価する必要がある。現在、評価のための実験を継続中である。

研究成果の概要（英文）：In order to build up the apparatus that can monitor the strict level 
(3x10-3Bq/ml) of tritium gas concentration in air at the exhaust port of radiation facility, the 
existing apparatus of trial manufacture was systematically refined up at many important parts: ①
cathode materials of proportional counter and radius of anode wire, ②sort, pressure and flow rate 
of counting gas, ③shield materials and their thickness, ④installation of sensors for temperature, 
humanity and pressure of counting gas ⑤development of the software for automatic successive 
operation of the tritium gas concentration measurement. In the present stage, it is expected that 
the lower limit of tritium gas concentration has been improved to 1.2x10-3Bq/ml
     For the reliable and quantitative measurement of the gas concentration, it is necessary to 
estimate the tritium gas detection efficiency of the proportional counter. However, this work has 
not been finished.  The experiments for the estimation is now continued.

研究分野： 原子核物理学・放射線計測学

キーワード： トリチウム　ガスモニター　比例計数管　空気中濃度　検出効率
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1. 研究開始当初の背景 

放射線施設から排気される空気中の放射性同位

元素の量は法令 (放射線障害防止法および労働安

全衛生法) で規制されている。トリチウムに対す

る規制値は化学種を特定しない通常の施設で

3x10-3 Bq/ml である。この量は空気 1 リットル中

のトリチウムによる崩壊が秒あたり 3 個という非

常に厳しい値になっている。現在のところ、この

値の監視は試料を数日かけて収集し、その中のト

リチウムからのβ線を液体シンチレーションカウ

ンターで計測する方法が行われている。この方法

を使えばバッチ方式で数日から週単位で監視でき

るが、分単位、時間単位の監視は非常に難しい。

これまで様々な放射線計測技術を応用して、連続

して空気中トリチウム量を監視できるシステムの

開発が試みられたが、現行の法規制値に対応でき

るものはまだない。放射線安全管理上から連続監

視可能で高感度のトリチウムガスモニターが切望

されている。 

2. 研究の目的 

我々は原子物理学、核物性学の分野でガス封入

型放射線検出器の 1 つである比例計数管を応用し

た実験研究に携わり、現在も、新しい比例計数管

技術の開発に向けて努力している。この比例計数

管技術の一つの応用として、空気中や他のガス発

生環境中のトリチウムガス濃度を定量測定するた

めの試作機を製作した。この試作機をもとに試作

機各部に改良を加え、連続測定可能かつ法規制値 

(3x10-3 Bq/ml) に充分対応できるトリチウムガス

モニターを開発することが本研究の目的である。 

3. 研究の方法 

トリチウムガスモニターの試作機は、比例計数

管の信号波形のエネルギー情報と伴にライズタイ

ム (立ち上り時間) の情報も分析して、エネルギ

ーの高いかつライズタイムの遅い信号を効率よく

省くことによって、バックグランド計数を大幅に

下げることができる。このバックグランドを下げ

る方法はライズタイム弁別法と呼ばれ、古くから

比例計数管を使う実験で利用されている。トリチ

ウムに対する検出感度をさらに上げて、法規制値

の監視を可能にするのに必要な試作機に対する改

良項目は以下のようにまとめられる。 

(1) 検出器の遮へい：トリチウム検出器として使

用する比例計数管は有感容積 (約 4リットル) 

が大きいため、自然放射能によるバックグラ

ンド計数をできるだけ下げることが重要であ

る。比例計数管の材質、遮へい材の材質及び

厚さによるバックグランド計数の変化を調べ、

最適の材質および厚さを決める。 

(2) 計数特性の空気による劣化：比例計数管を作

動さすには計数ガス (メタンガスまたは PRガ

ス、すなわち、90%Ar+10%CH4の混合ガス) を流

す。空気中のトリチウムからのβ線は、計数

ガスに 10%の空気を混入させて計数する。空気

中の酸素や微量の水分は比例計数管の正常な

動作を阻害し、出力波高の減少やエネルギー

スペクトルの分解能を悪くすることが知られ

ている。比例計数管の幾何学的形状、計数ガ

スの圧力、空気の混合比を変えて、計数特性

の劣化を詳しく調べシステムを最適できる条

件を探す。 

(3) 比例計数管出力のライズタイム特性：ライズ

タイム弁別法でバックグランド計数からトリ

チウムよる計数を弁別する。バックグランド

計数は主に自然γ線と宇宙線に起因する。自

然γ線は比例計数管の管壁と相互作用をし、

結果的に複数個の電子が計数管内でガスを電

離する。その結果ライズタイムの遅い信号を

発生する。宇宙線の一部は計数管周りの相互

作用で高エネルギーの陽子を発生し、この陽

子が計数管内で長い電離トラックを作る。そ

のため、これもライズタイムの遅い信号にな

る。一方、トリチウムβ線のエネルギーは小

さいため、出力信号は比例計数管内芯線近傍

の電位勾配で一意的に決まる信号を放出し、

そのライズタイムは出力信号の内で最も早い



グループに属する。この早いグループのライ

ズタイムの揺らぎを下げる程バックグランド

計数からの弁別は容易になる。そのためには、

比例計数管の幾何学的形状 (陽極芯線の太さ

等)、計数管ガスの種類および圧力によるライ

ズタイムの影響を詳しく調べシステムを最適

化する必要がある。 

(4) 連続自動測定法の確立：比例計数管からの出

力の波高値 (エネルギー信号) とライズタイ

ムに比例する波高値 (ライズタイム信号) か

ら成る 2 次元スペクトルを専用の電子回路使

って集積する。2次元スペクトルの解析を通し

て、集積したスペクトルからバックグランド

計数を除いたトリチウム計数を求めることが

できる。2次元波高分析器の開発は終えている

が、データ解析のためのソフトウエアーは出

来ていない。バッチタイム (数 10分～数時間) 

毎に計数測定を中断し、その直後に数秒でス

ペクトル解析を行いかつトリチウム濃度を表

示するためのソフトウエアーを新しく作製す

る必要がある。 

(5) 採用する比例計数管の検出効率の評価： 2 次

元スペクトルデータからトリチウム濃度を評

価するには比例計数管の検出効率の値が必要

である。検出効率は比例計数管内のトリチウ

ムの崩壊率に対する計測中の比例計数管の計

数率の比で定義される。この値は理想的な比

例計数管では 100%であるが、実際の比例計数

管では高電圧端子周りの電場の歪みによる不

感領域の存在や(2)に挙げた空気混入による

計数特性の劣化のため検出効率は大きく下が

っていると考えられる。また、空気を含む計

数ガスの条件(混合比及び圧力)によっても変

化する。比例計数管を含む計数システムの条

件が異なるごとに検出効率を実験的に決定す

る必要がある。操作が複雑でなく信頼性の高

い検出効率の評価法を確立しなければならな

い。 

4. 研究成果 

 本研究遂行の 3 年間 3.(1)-(5)に挙げた開発課

題の解決に向けて努力した。その結果比例計数管

技術に関する新しい知見、エネルギー-ライズタイ

ムの 2 次元スペクトル解析法の確立等の成果を得

た。しかし、改良を加え完成したトリチウムガス

モニター装置に対する検出効率を本研究期間内に

決定することは出来なかった。以下に、期間内に

本研究で得た成果および検出効率決定法の確立の

ための研究の進捗状況を以下にまとめる。 

(1)比例計数管技術に関する新しい知見 

① 陰極材料：比例計数管のバックグランド計

数の内、ライズタイムの遅い成分はライズ

タイム弁別法で確実に排除できる。しかし、

トリチウムによる信号と同じ速いライズタ

イムをもつ成分も僅かに存在し、これがラ

イズタイム弁別法でも除外できないバック

グランド計数になっていることが分かった。

陰極材料の異なる比例計数管 (材料：SUS、

ニッケル、真鍮、アルミニウム、カーボン

ガラス、アルミナイズドマイラ膜+アクリル、

カーボンシート+アクリル) を作成し、早い

ライズタイムを持つバックグランド計数の

数を相互比較する実験を行った。その結果、

SUS、ニッケル、真鍮等の金属を陰極とする

場合は、外部放射線との相互作用で、陰極

表面から低エネルギーのX線 (<10 keV) を

放出しこの X 線が除外できないバックグラ

ンド計数となることが分かった。できる限

り低 Z 元素を主体とする陰極を構成するの

が良いが、最終的には 1000Å厚アルミニウ

ムを蒸着した 100μマイラ膜を使用するこ

とにした。実際の陰極はこの膜を 5-cm 径

x50cm 長の 4 本のアクリルパイプに収納す

る形になる。カーボンガラス及びカーボン

シート+アクリルでもアルミナイズドマイ

ラ膜と同様非常によい結果を得ている。取

扱いの容易さでアルミナイズドマイラ膜を



採用することにした。 

② 計数ガス：トリチウムからのβ線を検出

するガスとしてメタンガスと PR ガス 

(90%Ar+10%CH4) を使用できる。バックグ

ランド計数を下げるという点ではメタン

ガスの方が有利と考えられるが、陰極に

アルミナイズドマイラ膜を使い、比例計

数管を外部放射線から遮へいしてメタン

ガスと同程度のバックグランド計数に下

げることができた。メタンガスは可燃性

ガスであり汎用のモニター機器に使用す

るのは適当でないと考え、危険性のより

少ない PR ガスを使用することにした。 

③ 圧力：試料ガスとしての空気中には酸素

及び微量の水分が含まれる。これらのガ

ス成分は、比例計数管内で放射線の電離

作用によって生成される電子を吸着する

反応断面積を持つ。そのため陽極芯線近

くに到着して電子雪崩を起こす電子の数

が少なくなる。極端な場合、陽極芯線か

ら充分離れた位置で発生した電離で生ま

れた電子が電子雪崩を発生さすに十分な

時間内に到達できなくなり、比例計数管

からの出力信号がなくなる。5-cm 径の比

例計数管内に 90%PR+10%空気を流し、ガス

圧力を 10-100 kPa の範囲で変えて出力信

号を詳しく観測した。その結果、5-cm 径

の比例計数管に対して 50kPa の圧力が最

適条件であることが分かった。この条件

で、比例計数管内で発生する信号の内、

約70% (検出効率の推定値) を取り出して

処理できる。 

④ 陽極芯線：比例計数管の出力信号のライ

ズタイムは伴う揺らぎは陽極芯線周りの

電場の状況、計数ガスの種類および計数

ガスの圧力等に依存する。50ｋPa の PR ガ

スの条件のもとで、陽極芯線の径 (19, 20, 

30, 40, 50, 60μm) を変えて揺らぎを系

統的に調べた。揺らぎの程度は、Fe-55 

5.9-keV Mn K-X 線のエネルギー-ライズタ

イムの 2 次元スペクトルに現れるライズ

タイムピークの巾で定量的に評価できる。

系統的な観測の結果、50kPa の PR ガスで

は 50、60μm 径の太い芯線の方が揺らぎ

を大きく下げられることが分かった。

50kPa のメタンガスを使うと、太い芯線で

は印加電圧 (>2500 V) が高くなりすぎ別

の問題が起こる。本研究では比例計数管

の芯線として 60μm 径 SUS 線を使用する

ことにした。 

⑤ 遮へい材：外部放射線によるバックグラ

ンド計数を減らすには、比例計数管を遮

へい材で囲むことが有効である。遮へい

材として内側から 3-mm 厚アルミニウム板、

10-mm 厚銅板、5-mm 厚錫板からなる 3 層

の金属板を用いた。このシールド材を使

えば、計数ガスを PR ガスとしてもメタン

ガスとしてもバックグランド計数にほと

んど変化がないことを確かめている。ま

た、金属板および計数ガスに対する光子

吸収係数を使って、200keV 以下の光子に

対する計数ガスとの反応頻度を計算した

が、PR ガスとメタンガスでほぼ同じ値に

なることを確かめることもできた。また、

5-mm 厚の鉛ブロックでさらに遮へいをす

ればバックグランド計数が約半分になる

ことも分かった。しかし、検出器本体の

重量が非常に重くなるため、鉛ブロック

による遮へいは採用しないことにした。 

(2)連続自動測定法の確立 

①ソフトウエアー：一定の時間間隔で 2 次元

スペクトルを集積し、スペクトル解析によ

りライズタイムピークの面積を評価し、測

定条件で決まる検出器効率及び計数ガスの

流量と圧力からトリチウム濃度を自動的に

評価できるソフトウエアーを開発した。ス



ペクトル解析の手順は先に開発した 2 次元

波高分析器からの 2 次元データを必要なエ

ネルギー領域 (0-18.3 keV) に沿って計数

の和をとり、ライズタイムスペクトルを作

成する。次に、予め測定したバックグラン

ド計数に対するライズタイムスペクトルと

の差をとり、トリチウムによる計数の和は

この差分スペクトルの全計数和として求め

る。 

②センサー：比例計数管の動作は内部の計数

ガスの圧力及び湿度の影響を大きく受ける。

計数ガスの圧力、湿度および温度を常にモ

ニターできるように比例計数管の計数ガス

流入部の直前と流出部の直後に圧力、湿度

および温度のセンサー素子を取り付けその

出力値を、トリチウム濃度値とともにコン

ピュータのモニター画面に表示できるよう

にした。 

③空気中トリチウム濃度連続測定：改良した

比例計数管および新しく製作した自動運転

ソフトウエアーを組み込んだトリチウムガ

スモニターの試験運転を行った。検出効率

の推定値、70%、を使って、トリチウム濃度

の検出限界は 1.2x10-3 Bq/ml 程度という結

果を得ている。この値から本研究で大きな

改良を加えたモニター装置は現行法令の規

制値に対応できるものになっていると考え

ている。モニター装置の仕様詳細を下にま

とめておく。 

  検出器： 比例計数管 (有感体積, 5cm

径 x50cm 長) x 4 本 

       陰極材料 (アクリルパイプ

+1000ÅAl 蒸着マイラ膜) 

             陽極芯線 (60μm径 SUS 線) 

    計数ガス：90％PR ガス+10%空気 

  計数ガス圧力：50kPa 

    計数ガス流量：300ml/min 

    バッチ当たりのデータ集積時間：1000 

min 

(3)検出効率の評価法開発の進捗状況 

空気中のトリチウム濃度の値を求めるには

比例計数管のトリチウム検出効率を予め決定

しておくことが不可欠である。計数ガスの条

件 (流量、圧力、空気分圧比等) を変えると

それに対応して検出効率も変化する。そのた

め、測定条件を変えるごとに検出効率の再評

価が必要になる。これまで、いろいろなアイ

ディアのもとに検出効率を決める実験的方法 

(①トリチウム水の電気分解で HT を含む水素

ガスを発生させる方法、②位置感応型比例計

数管にし、計数管内の不感領域を決定する方

法、③予め検出効率を決めた比例計数管をシ

ステムに組み込み連動させて、その計数管の

長期の計数測定結果からシステム中の比例計

数管の検出効率を求める方法等)を試みたが

うまく行かなかった。 

現在 (平成 30 年 6月 1日) はトリチウム線

源として低濃度のトリチウム水 (1～5 x103 

Bq/ml) をガスライン中に置き、ガス中に気化

する HTO を比例計数管で計測する一方、気化

した HTO はガスライン排気口近くの冷却装置 

(ドライアイス+エタノール)で回収する方法

を試みている。回収した水分中の HTO は液体

シンチレーションカウンターで計数する。シ

ステムの比例計数管の計数値と液体シンチレ

ーションカウンターの計数値から比例計数管

の検出効率を決めることができる。この方法

は、明らかに計数ガスに水蒸気が混入する。

水蒸気は比例計数管にとって、いわゆる

Poison Gas でその動作が著しく阻害すること

が知られている。我々は、これまでの経験で

ある程度の微量水分では計数管の動作は大き

な影響を受けないことを知ることができた。

トリチウム線源部および HTO 回収部、湿度測

定部を含む新しいガス回路の製作が終り、微

量水分の比例計数管動作に対する影響を詳し



く調べる段階に入っている。 

今後この検出効率決定の実験を進めて最終

的に、本研究の目的であるトリチウムガスモ

ニターを完成させたい。 
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