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（８－１）消滅放射線 in vivo 角度揺動の定量 

 

澁谷 憲悟１）、鈴木 敏和２） 

放射線医学総合研究所 １）分子イメージング研究センター、２）緊急被ばく医療研究センター 

 

１．緒言 

 陽電子イメージングの基本原理は消滅放射線の同時計測である。消滅放射線は 2 本が同時に「ほぼ正反対」の

方向に放出される割合が高いため、511 keV の電磁波が 2 つの検出器で「ほぼ同時」に計測された場合、この 2 つ

の検出器を結ぶ直線（LOR, line of response）上で陽電子と電子が衝突した可能性が高い。 

 ここで「ほぼ正反対」とは、2 本の消滅放射線が放出される相対角度が、厳密には必ずしも 180°ではないという

意味であり、平均して 0.5°程度の差違があることが知られている。この現象は photon non-collinearity 

(acollinearity) もしくは angular deviation と呼ばれ、日本語では消滅放射線の角度揺動と言っている。角度揺動に

よって、図１図１図１図１に示すように、LOR が真の対消滅座標から乖離してしまうため、陽電子イメージングの空間分解能が劣

化する。 

 

図１：角度揺動による図１：角度揺動による図１：角度揺動による図１：角度揺動による LORLORLORLOR と真の対消滅座と真の対消滅座と真の対消滅座と真の対消滅座標の乖離．標の乖離．標の乖離．標の乖離．    

    

 2006 年に出版された教科書 “PET Physics, Instrumentation, and Scanners” [1] の 12 ページには、次のような

練習問題が掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMPLE 4EXAMPLE 4EXAMPLE 4EXAMPLE 4    

Calculate the blurring due to photon non-collinearity (∆nc) in an 80-cm 

diameter PET scanner designed for imaging humans and in a 15-cm 

diameter PET scanner designed for imaging small animals. 

ANSWERANSWERANSWERANSWER    

The blurring is calculated as: 

80-cm human scanner: 

∆nc = 0.0022 × D = 0.0022 × 800 mm = 1.76 mm 

15-cm small-animal scanner: 

∆nc = 0.0022 × D = 0.0022 × 150 mm = 0.33 mm 
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このように、小動物用装置のようにリング径が小さい場合には、角度揺動による解像度劣化は限定的である。しかし、

全身用装置のようにリング径が大きい場合には、PET 計測における原理的な解像度限界の最大要因となる。 

 ところで角度揺動の影響係数は 0.0022 とされているが、これは LOR と真の対消滅座標の距離を表す関係式（図図図図

１１１１中）に対して 0.50°を代入すると得られる。しかし、一般的に角度揺動が「0.5°程度」と言われているのが、具体

的には 0.4°～0.6°の範囲を示すのか、あるいは 0.45°～0.55°の範囲なのか、はたまた係数に 0.0022 と 2 桁

の有効数字を添えるからには 0.495°～0.505°の範囲なのか判然としない。少なくとも、0.5X°のように 2 桁の有

効数字を検証した実験データはこれまでに無いのであるから、現時点では 0.002 と 1 桁の有効数字に止めておく

のが正しい。 

 「0.5°程度」の根拠として引用されるのは、1965 年に Colombino らが純水に対して測定した角度分布のデータで

ある[2]。しかし、Colombino らは半値幅や分散等の定量値は明記していないし、グラフを拡大コピーして解析して

みても、2 桁の有効数字は保証し難い。また、純水を生体の近似物質として取り扱って良いのかも未検証である。 

 角度揺動を調べるには、線源が空間的に分布している場合、図２図２図２図２のように放射線検出器を鉛でコリメートして指

向性を与え、例えば 0.001°ずつ角度を変えながら同時計数率を記録すればよい。線源強度を 100mCi、線源と検

出器の距離を 10m（角度分解能を上げるため）と仮定すると、約 2 週間で角度分布をプロットすることができる。しか

し、18F のような短寿命核種（半減期 1.83 時間）を線源として in vivo で定量するのは困難であるため、50 年に及ぶ

陽電子イメージングの歴史にもかかわらず、生体から放出される消滅放射線の角度揺動は未定量である。 

 

図２：角度揺動の分布を直接測定する方法．図２：角度揺動の分布を直接測定する方法．図２：角度揺動の分布を直接測定する方法．図２：角度揺動の分布を直接測定する方法．    

    

２．原理 

 このように、求めたい物理量が直接測定できない場合、別の測定可能な物理量を定量して、求めたい物理量に

換算する方法を考える。 

 まず、対消滅の前後で保存する物理量を定式化するために、直交座標系を図３図３図３図３のように定義する。電子・陽電子

の対消滅の座標を原点にとり、放出される2本の消滅放射線のうち任意の1本の飛行方向に沿ってY軸を定義し、

これと直交する方向に X 軸を定義する。ここで、2 本の消滅放射線の運動量をそれぞれ p1 と p2 とし、消滅直前の電

子と陽電子の合成運動量を pe-p とすると、この 3 本のベクトルで形成される平行四辺形が対消滅前後の運動量保

存則に対応する。 
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図３：角度揺動の原理を説明し保存則を定式化するための座標系．図３：角度揺動の原理を説明し保存則を定式化するための座標系．図３：角度揺動の原理を説明し保存則を定式化するための座標系．図３：角度揺動の原理を説明し保存則を定式化するための座標系．    

式で表すと、運動量の X 成分と Y 成分がそれぞれ保存されるので、 

 

となる。また、エネルギーの保存則から、 

 

も成り立つ。ただし、m0 は電子もしくは陽電子の質量（9.11×10−31 kg）であり、c は光速度定数（3.00×108 m/s）で

ある。ここで、消滅後（右辺）の物理量は p1, p2, θ の 3 つであり、式も 3 つあるので一意に解くことが出来る。 

 例えば、運動量保存則の Y 成分の式とエネルギー保存則の式を連立して p2 もしくは p1 を消去すると、 

 

の関係式が得られる。電磁波のエネルギーは運動量 p の c 倍であるから、左辺は 2 本の消滅放射線のそれぞれの

エネルギーであり、右辺はその値が（陽）電子 1 個分の質量エネルギー（m0c
2=511 keV）から py に比例した分量だ

け増減することを示している。つまり、波源（消滅前の電子と陽電子）が運動していると、そこから発生する電磁波の

波長（エネルギーとは反比例）が変動する。これは、移動する救急車のサイレン音が高下するのと同じ現象で、い

わゆるドップラー効果である。本稿ではこの現象を「エネルギー揺動」と呼ぶ。 

 また、消滅放射線のエネルギーの 2 番目の式と運動量保存則の X 成分の式を連立すると、 

 

の関係が得られる。これは、角度揺動θ は px に比例した分量だけ生じることを示している。図３図３図３図３で、もしθ が 0°に固

定されているならば、消滅前の電子と陽電子の運動量の X 成分は行方不明になってしまう。これは運動量の保存

則に反する。つまり、X 軸方向の運動量は角度揺動として保存され、Y 軸方向の運動量はエネルギー揺動として保

存されなければならない。 

 ここで、完全結晶等では、ある特定の方向に原子の結合が揃っているので、物体中の電子の運動量分布も方向

性を有するが、生体中や液体中では熱運動等によって分子は様々な方向を向いているため、観測事象数が十分

に大きければ統計的に px= py と考えられる。したがって、以下の関係式が成り立つ。 

 

この式は、エネルギー揺動の分布<∆Ε>を定量すらば、直接測定することができない角度揺動の分布<θ >に換算
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できる事を示している。 

 

３．計測 

 エネルギー揺動の分布<∆Ε>を精密に測定するために、放射線検出器にはエネルギー分解能が極めて良好な

Ge 半導体検出器（GEM-25195）を用いた。当該検出器のチャンネルを予備校正し、511 keV におけるシステム関

数（検出器固有のエネルギー分解能）を求めるため、被検体の計測に先立って、プラスチック容器に封入された 5

種類のガンマ線源と消滅放射線源を同時に測定した。核種とエネルギーの関係は、241Am (59.5 keV)、133Ba (81.0, 

303, 356 keV)、57Co (122 keV)、22Na (511 keV)、137Cs (662 keV)、54Mn (835 keV)、および 88Y (898 keV)である。 

 続いて、18FDG を 2.8mCi 静注してから、140 分経過した健常ボランティア 1 名（20 代男性）と、0.1mCi 注入直後

のプールファントムから放出される消滅放射線のスペクトルを、それぞれ 40 分間計測した。原理的に同時計数は

不要であり、計測された方の消滅放射線を図３図３図３図３におけるγ 1と考え、その飛行方向を事象毎に Y 軸と定義する。した

がって、Ge 半導体検出器の配置は任意である。ただし、高計数率による検出器の負荷を避けるため、検出器と各

被検体の距離を 2.0m とし、不感時間を全計測時間の 5%以内に収めた。 

 

４．結果 

 図４ａ図４ａ図４ａ図４ａは、上記の 6 種類の RI 核種から放出されたガンマ線（消滅放射線）のスペクトルである。エネルギーが高い

ほど、光電ピークが太くなっていく様子が分かる。しかし、消滅放射線である 22Na の光電ピークだけは、この法則に

反して 88Y の光電ピークよりも太い。これは、消滅放射線のエネルギーが 511 keV から増減して一つの値に定まら

ないためである。これに対して、原子核から放出されるガンマ線ではエネルギー揺動は観測されないが、原子核は

電子や陽電子よりも数千倍以上質量が大きいため、熱運動等の速度が小さいからである。 

 図４ｂ図４ｂ図４ｂ図４ｂは、光電ピークの半値幅とガンマ線（消滅放射線）のエネルギーの関係をプロットしたグラフである。各点を

理論曲線（放物線）で最小自乗フィッティングすると、当該検出器の 511 keV におけるエネルギー分解能（ドップラ

ー効果が無い場合）は 1.17 keV であると推定される。 

 

    

図４：（ａ）図４：（ａ）図４：（ａ）図４：（ａ）6666 種類の種類の種類の種類の RIRIRIRI 核種のスペクトル、（ｂ）ガンマ線のエネルギーと光電ピークの核種のスペクトル、（ｂ）ガンマ線のエネルギーと光電ピークの核種のスペクトル、（ｂ）ガンマ線のエネルギーと光電ピークの核種のスペクトル、（ｂ）ガンマ線のエネルギーと光電ピークの    

半値幅（エネルギー分解能）の関係．半値幅（エネルギー分解能）の関係．半値幅（エネルギー分解能）の関係．半値幅（エネルギー分解能）の関係．    
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 図５図５図５図５は、生体から放出された消滅放射線の光電ピーク近傍のスペクトルと、そのうち小角散乱線の影響が少ない

508～517 keV の部分の形状に対して 2 成分のガウス関数に最小自乗フィッティングした結果を示している。軌道

電子と陽電子の対消滅に由来すると考えられる半値幅 2.99 keV の成分が 80.9%を占め、電子と陽電子が準安定

的に形成したポジトロニウムの対消滅に由来すると考えられる半値幅 1.77 keV の成分が残りの 19.1%を占めた。図

中の波線は、図４ｂ図４ｂ図４ｂ図４ｂで求めた 511 keV における Ge 半導体検出器のシステム関数を示している。上記の 2 成分から

システム関数による拡がりをデコンボリューションで取り除くことにより、エネルギー揺動を抽出することができる。（ド

ップラー効果が表れないガンマ線の光電ピークを、当該エネルギーのシステム関数でデコンボリューションすると

線スペクトルになる。） 

 図６図６図６図６は、図５図５図５図５で求めた両成分をシステム関数でデコンボリューションした結果と、デコンボリューション後の両成分

の和を示している。また、第 2 節（原理）で求めたエネルギー揺動の分布<∆Ε >と角度揺動の分布<θ  >の関係式を

用いて、横軸をエネルギーから角度に換算した。その結果、角度揺動は半値幅 0.619°の成分（80.9%）と半値幅

0.301°の成分（19.1%）からなり、平均して半値幅 0.557°±0.016°と求められた。 

 図７図７図７図７は、同様に処理したプールファントムの測定結果のデータ、および 1965 年に Colombino らによって直接測定

（図２図２図２図２参照）された純水の角度揺動のデータと比較するためのものである。健常ボランティアの計測結果を灰色の

実線で、プールファントムの計測結果を黒の実線で示しているが、両者に差違はほとんど認められなかった。やや

純水よりも生体の値の方が大きいが、誤差の範囲内である。具体的な定量値の比較を表１表１表１表１に示した。生体データ

で誤差が大きいのは、小角散乱線によるノイズが光電ピークの低エネルギー側の裾に乗ったためである。また、

Colombino らが直接測定した純水の角度揺動データを×印（4℃）と●印（22℃）でプロットしたところ、エネルギー

揺動から間接的に求めた本結果と良く一致した。 

    

図５図５図５図５    ボランティア被験者から放出された消滅放射線の光電ピークスペクトルとボランティア被験者から放出された消滅放射線の光電ピークスペクトルとボランティア被験者から放出された消滅放射線の光電ピークスペクトルとボランティア被験者から放出された消滅放射線の光電ピークスペクトルと    

図４図４図４図４    2222 成分ガウス関数によるフィッティングの結果．成分ガウス関数によるフィッティングの結果．成分ガウス関数によるフィッティングの結果．成分ガウス関数によるフィッティングの結果．    
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図６図６図６図６    光電ピークのスペクトルからデコンボリューションでシステム関数を光電ピークのスペクトルからデコンボリューションでシステム関数を光電ピークのスペクトルからデコンボリューションでシステム関数を光電ピークのスペクトルからデコンボリューションでシステム関数を    

図６図６図６図６    除去した結果と，エネルギー揺動分布から角度揺動分布への換算．除去した結果と，エネルギー揺動分布から角度揺動分布への換算．除去した結果と，エネルギー揺動分布から角度揺動分布への換算．除去した結果と，エネルギー揺動分布から角度揺動分布への換算．のののの    
    

    

図７図７図７図７    生体とプールファントムの測定結果および既報生体とプールファントムの測定結果および既報生体とプールファントムの測定結果および既報生体とプールファントムの測定結果および既報[2][2][2][2]との比較．との比較．との比較．との比較．    

Colombino らの計測データは、本手法に比べて測定点数が少なく（本手法は 130 点）、測定値の誤差もやや大きい

が、本質的には同様の結果であると考えられる。したがって、Colombino らのデータを参照して、精度について言

及せずに漠然と「0.5°程度」と表現したのが第一の誤りであり（むしろ 0.6°に近い）、更に精度を確認せずに

「0.0022」という 2 桁の有効数字で影響係数を流布したのが第二の誤りであった。 

 

表１：健常ボランティアおよびプールファントムの角度揺動計測結果．表１：健常ボランティアおよびプールファントムの角度揺動計測結果．表１：健常ボランティアおよびプールファントムの角度揺動計測結果．表１：健常ボランティアおよびプールファントムの角度揺動計測結果．    
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 なお、冒頭に述べた練習問題の解答は、以下のように修正するべきである。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５．結言 

    エネルギー分解能が極めて良好な Ge 半導体検出器を用いて、18FDG を注入したプールファントムから放出され

る消滅放射線のエネルギースペクトルを精密に計測し、運動量保存則とエネルギー保存則から導かれた関係式に

より角度揺動に換算したところ、1965 年に Colombino が測定した純水のデータと良く一致した。また、18FDG を静注

した健常ボランティアから放出される消滅放射線を同様に計測し、プールファントムの結果と比較したところ、有意

な差違は認められなかった。したがって、角度揺動に関して純水は生体の良い近似物質と考えられる。また、角度

揺動は軌道電子に由来する成分と、ポジトロニウムの電子に由来する成分の 2 つからなり、その平均値はプールフ

ァントムで 0.552°±0.008°、健常ボランティアで 0.557°±0.016°であった。したがって、これまで考えられてい

た「0.5°程度」よりも約 10%大きいことが確かめられた。核医学会に流布している 0.0022 という影響係数の値は、

0.00243±0.00007（2.43±0.07×10-3）と修正されるべきである。この値は装置の設計やシミュレーション、あるいは

画像再構成における順投影等に利用することができる。 
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MODIFIED ANSWERMODIFIED ANSWERMODIFIED ANSWERMODIFIED ANSWER    

The blurring is calculated as: 

80-cm human scanner: 

∆nc = 0.0024 × D = 0.0024 × 800 mm = 1.9 mm 

15-cm small-animal scanner: 

∆nc = 0.0024 × D = 0.0024 × 150 mm = 0.36 mm 


