
（医療用PET診断） 

「患者」  静止、 

「検出器」周囲に多数配置 

（GIRO法） 

「検査対象」 回転している 

「検出器」 １対のみをスライド 

原理的には同じ。 

  画像化に同じアルゴリズムが使える。 

患者 

回転体 
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閉鎖回転装置のイメージング 

＊潤滑油の循環装置のない閉鎖系の場合、 
＊潤滑油の粘性が高い場合、 
では、 
検査部品と潤滑液の放射能が 
全体の線量測定だけでは区別できない。 

《 問題点 》 一般的な機械部品では、、 《 開発中 》 閉鎖回転装置の摩耗検査法 

特願2014-34417 

Gamma-ray Inspection of Rotational Object (GIRO)法  

 摩耗変化の観察に、 

  イメージングの力を借りたい。 

 工業利用しやすい、 

  小型・単純・安価なイメージング装置 

  はないものか？ 



Na-22の壊変 （陽電子放出核種） 

2個のガンマ線が正反対方向に出る 
    ２本の検出器で同時計測する。 
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陽電子（β＋）放出核種 
で短寿命のものは、 
PET用の RI トレーサー 
として使われています。 
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GIRO法： サイノグラム とは 

測定対象： 定速連続回転体。 

測定方法： 同時計測線で回転体をスキャン 

       （検出器または回転体を平行移動） 

生データ： 位置 ｘ と 位相角θ で 同時計測率をプロット 

     → 「サイノグラム」 点線源の場合は正弦曲線 

 テストベンチ  

 サイノグラム  

  位相角 θ  

 
 

検
出

器
の

位
置

 
ｘ
 

 

線源が複数の場合 

  位相角 θ  

測定したサイノグラムに 

  逆投影法・画像処理 

 (PETと同じアルゴリズム） 

 を施して、 

 回転台座標系の元画像 

 を再構成する。  



線源： Na-22  1.5 kBq と 6.0 kBq ～φ2mm 

回転台： 直径14cm 回転速度 150rpm 

検出器： NaI シンチレータ２台、鉛スリット幅 6mm 

測定時間： 約24時間。 

       毎分2mm間隔で X=±70mmを走査 
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回転台と線源 

GIRO法： 測定例(1)  線源が２個の場合 

gated サイノグラム 

2つの検出器で同時検出。 

Eγ= 511 keV で gate。 

テストベンチ 

再構成画像 
位置分解能 ～ スリット幅 

再構成画像は、 
最尤推定－期待値最大化（ML-EM法） 
アルゴリズムによる逐次近似法を使用。 

強度比 ～ 1.5 : 6.0 kBq  

 1.5 kBq   
 6.0 kBq   

走査に時間がかかる・・・ 

  医療用には向かないが、 

  長寿命RI を用いた、摩耗検査には使えそう。 
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GIRO法： 測定例(2)  面状線源の場合 

回転台上に載せた放射化板 
 アルミ板：□10 x 6 cm x t2mm 

22Na 線量分布 （I.P.画像)  

22Na (β+崩壊核) が、面状に分布した板 
を回転させて計測した。 

線源： Na-22  約150kBq 面状で分布 

測定時間： 約26時間。 

その他の条件は、前と同じ。 

角度 (度) 

位
置

 (
m

m
) 

測定値「サイノグラム」 

150 rpm 回転」で測定 

再構成したイメージ 

面状分布形状が、 

良く再現できている。 
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初期状態 

 ２）サイノグラムによる摩耗粉の追跡  

位相角 θ 

位
置

 
ｙ

 

１）γ線の同時計測時間は数10μ秒と高速  
   原理的には数万rpmの高速回転体でも測定可能。 

GIRO法 の 可能性 

滞留 

一様拡散 
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