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（4-3） 256ch FP-PMT の性能評価 

 

稲玉直子 1)、村山秀雄 1)、河合秀幸 2）、折田齊倫 1）3) 、津田倫明 1）3) 

放医研・医学物理部 1)、千葉大学・理学部 2）、千葉大学・自然科学研究科 3） 

 

 

2-1. はじめに 

本報では、去年に引き続き jPET-D4 で使用予定の 256ch FP-PMT の性能評価を行ったのでその結果を報

告する。今回は有効領域の端の性能を評価するため小動物 PET 用の小さな結晶を用いた。また時間分解能

の測定も行った [1]。 

 

2-2. Light spread function 

256ch FP-PMT は浜松ホトニクスで最近開発され現在試供品のみが提供されている新しい光電子増倍管

である。52mm×52mm の opening window に対し感度有効エリアは 49.0mm×49.0mm で 89％を占める。16

×16 の multianode は 3.04 mm 間隔である。 

性能評価実験としてアノードの light spread function を測定した。前回中央のアノードの light spread 

function が 256ch FP-PMT の前に実験で用いていた 16ch PS-PMT（浜松ホトニクス社製 型番 H6568MOD）

とほぼ同じであることを確認したので [2]、今回は中央と端のアノードを比較した。Fig.1-a) がセットアップであ

る。1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の GSO 鏡面結晶を multilayer polymer mirrors で底面以外をくるんだ後

256ch FP-PMT に光学結合させ、137Cs からのγ線(662keV)を一様照射したときの各アノード出力の光電ピー

クの値を測定した。結晶は一つのアノード列上を opening window の端から 0.5 mm ずつずらしていき、それぞ

れの位置で測定を行った。256ch FP-PMT との光学結合が空気の場合、シリコンオイルで結合した場合の結

果を Fig.1-b) に示す。各 light spread function をそれぞれのピークで正規化して表している。端のアノードの

light spread function は中央のアノードのものと同等であることがわかる。 

 

 
 
Fig.1 Light spread function 測定の a) セットアップと b) 結果。 

 

2-3. 時間分解能 

256ch FP-PMT の時間分解能を測定した。1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の LuYSiO5 (LYSO) 結晶を

multilayer polymer mirrors で底面以外をくるんだ後 256ch FP-PMT にシリコンオイルで光学結合させた。結晶

の Lu : Y の混合比は 9 : 1、表面状態は機械研磨による鏡面である。時間分解能は、BaF2 検出器を対向させ
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同時計測することで 22Na からの消滅放射線を選び、256ch FP-PMT ダイノード信号の到達時間の揺らぎを

Time to digital converter (TDC) で測定した。BaF2 検出器の信号は constant fraction discriminator (CFD) を

用いて光電イベントのみを選択している。Fig.2 に各結晶位置での測定結果を示す。隅のアノード上である位

置 eeb, eed の分布の半値幅は (517 ± 50) ps、その他の位置での半値幅は (366 ± 15) ps であった。いくつか

の端のアノード上では、隅のアノードに似た分布を示した。時間分解能は感度有効エリアの端で少し劣化し

ているが良好な時間分解能と言える。位置 cc, c の測定結果に差がないことよりアノードの真上とアノード間に

またがる位置では時間特性の差がないと考えられる。分布のピークチャンネルの揺らぎは到達時間の揺らぎ

を表す。位置 eeb, eed 以外の分布のピークチャンネルの揺らぎの標準偏差は±106 ps だった。 

 

 
 
Fig.2 時間分解能測定。a) 結晶位置と b) 対応する信号到達時間の揺らぎ。 

 

2-3. 結晶識別能 

1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の GSO 結晶を 32×32 配列にした結晶ブロックと 9×9×2 配列の DOI ブロ

ックで 256ch FP-PMT の端の結晶弁別性能を評価した。32×32 配列のブロックはすべての結晶間に

multilayer polymer mirrors をはさみ、作成後の外形は 48.5 mm x 48.5 mmであった。このブロックは感度有効

エリア全体にのるように、DOI ブロックは opening window の隅の方に、両ブロックともグリースなしで 256ch 

FP-PMT 上に置き、18F からの消滅放射線を一様照射した。得られた 32×32 配列ブロックの 2-dimensional 

position histogram を Fig.3 に、position histogram 上の中央と端のプロファイル、エネルギースペクトルを Fig.4

に示す。ROI1, 2, 3, 4 のエネルギー分解能はそれぞれ 13%, 20%, 16%, 16%であった。 
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Fig.４ 1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の GSO 結晶を 32×32 配列にした結晶ブロックのプロファイル、エネルギー

スペクトル。 

 

 

Fig.5 a) は DOI ブロックの反射材の挿入位置とそれによって得られるはずの 2-dimensional position 

histogram である。この反射材位置は jPET-D4 用 4 層 DOI 検出器の開発の過程で提案されたものである。

Fig.5 b) に得られた 2-dimensional position histogram を示す。 図の右下が 256ch FP-PMT の端にのせた結

晶を表す。Position histogram は Anger 計算のときに端での結晶の弁別が良くなるよう最適化をしている。

Fig.6 は 256ch FP-PMT の端の結晶のプロファイルとエネルギースペクトルである。U1, U2, L1, L2 のエネルギ

ー分解能はそれぞれ 15%, 16%, 15%, 13%であった。 

 

 

Fig.3 1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の

GSO 結晶を 32×32 配列にした結晶

ブロックのγ線一様照射実験による

2-dimensional position histogram 
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Fig.5 a) 1.42 mm×1.42 mm×4.5mmのGSO結晶9×9配列を2段にしたDOI結晶ブロックの反射材挿入位置。

b) DOI ブロックを 256ch FP-PMT の隅に設置しγ線を一様照射したときの 2-dimensional position histogram。 
 

     
 
Fig.6 1.42 mm×1.42 mm×4.5mm の GSO 結晶 9×9 配列を 2 段にした DOI 結晶ブロックのプロファイル、エネ

ルギースペクトル。 

 

 

2-4. まとめ 

1.42 mm×1.42 mm×4.5mmの結晶を用いて256ch FP-PMTの端での性能評価を行い良好な結晶識別性

能を確認した。それは、すでに市販されている 64ch FP-PMT と比較したときの特徴となると考えられる。また、

大きな有効感度エリアを持つにもかかわらず一番端のアノード上を除いた部分で均一な時間特性が得られ

た。端の時間特性も各アノードの増幅率を回復すれば同等になることが期待される。 
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