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⚑．はじめに
多くの日本人にとって、放射線は、自然界には無く人工的に作られるもので、

広島や長崎の原爆による放射線症と結びついて、がんや白血病など、人間の体
にとてつもなく悪い影響を及ぼす恐ろしいものと考えられている。一方、医療
では、人工放射線の一種である X 線が日常的に病気の診断に使用されており、
患者は、X 線の人体影響に対して漠然とした不安を感じながらも、皆がこの検
査をしているのだから大丈夫なのだろうと、放射線の被ばくに甘んじている。

放射線は医療を始め学術・産業の様々な分野で利用され、放射線の利用無く
して現代の豊かで安全な暮らしは成り立たなくなっている。放射線とは何かも
知らず、むやみに怖がるだけでは現代を生きられない。放射線教育の重要性が
ここにある。

2008年の学習指導要領改訂で、義務教育でも放射線について教えるように
なった。我々のように、放射線を長年扱ってきた者が講師となって、中学・高
校へ放射線の出張授業する機会が増えた。授業で、自然界に放射線や放射性物
質が存在し、我々の体の中にも放射性物質が相当量含まれていて、日々放射線
に被ばくしていると言う話をすると、多くの生徒が「初めて知って驚いた」と
言う。日本人は、平均すると自然界から一人当たり年間約⚒ミリシーベルト、
医学診断検査により、さらに年間⚔ミリシーベルトほど被ばくしているが、放
射線の人体に対する影響は被ばくした放射線量に依存し、短時間に100から200
ミリシーベルト以上被ばくしなければいかなる悪影響も生じない。また、地球
上には大地からの放射線量が日本の数10倍に達する地域があり、大勢の人が住
んでいるが、がんの増加など、住民に健康上の問題は見つかっていない。授業
でこんなことをお話しするが、通り一遍の話を聞かされてもその場限りで、印
象が薄くすぐに忘れてしまう。生徒一人一人が、放射線について体験学習する
ことができれば、放射線が実感できるようになり、放射線に関するもろもろの
理解も深まると思われる。放射線は五感に感じないため、放射線に感じる道
具：放射線検出器・測定器を作ることがまず必要になる。
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放射線の正しい知識の普及を推進している「中部原子力懇談会」の活動に協
力して、毎年夏休みに、名古屋市科学館で、高校生と義務教育の先生を対象に
した「放射線ウォッチング」と言う、放射線測定器を手作りして、身の回りの
放射線を測定したり、放射線の性質を調べるセミナーを行っている。このセミ
ナーは、恩師で名古屋大学名誉教授の渡辺鐶先生が、上記理念のもと、27年前、
定年退職される時に「中部原子力懇談会」に働きかけて始められたもので、先
生がご高齢になられたため、現在は、先生の後任で名古屋大学名誉教授の森千
鶴夫先生に引き継がれている。

医学診断 X 線は高強度でパルス状であることが多いため、構造が簡単な空
気電離箱で容易に（線量の）測定可能であるが、自然界や身の回りの放射線の
検出・測定となると、強度が極めて低いため、放射線を⚑個⚑個数える計数管
方式にならざるを得ない。計数管方式で、ガンマ線ばかりでなく、アルファ線
やベータ線も測定可能で、しかも電気ノイズに強く素人でも作りやすい放射線
検出器・測定器は、空気を動作ガスとしたガイガー・ミュラー計数管（空気 GM
管）である。このため、「放射線ウォッチング」では、空気 GM 管を参加者一人
一人に作ってもらっている。

昨年までの「放射線ウォッチング」では、市販の GM 管と同じ構造の、非常
に細いタングステン線を陽極とした同軸円筒形の空気 GM 管を使用してきた
が、陽極が特殊な材料であったり、表面の汚れを落としにくい上に、繊細で破
損しやすいなどの問題があった。また、放射線の入射と⚑対⚑に対応したパル
ス放電（GM 放電と言う）を発生させるために、空気に混入するʠ100円ライターʡ
のブタンガス（クエンチングガスと言う）は、安定した動作を得にくい上、取
扱い安全上好ましいものではなかった。

このため、森千鶴夫先生の発案で、縫い針を陽極に使用した、手作りが容易
な GM 管の開発を試みた。昨年来、種々の試作実験を繰り返した結果、縫い針
の一種のʠとじ針ʡを陽極とし、クエンチングガスとしてエタノール蒸気を使
用すると、非常に安定した GM 管動作が得られることが分かった（青山隆彦、
他、Isotope News、No. 744、22-25（2016））。そこで、本年度（平成28年度）の
「放射線ウォッチング」で、この新型 GM 管を、参加者の高校生、および小中
高の教員に手作りしてもらったところ、本年度は、これまでになく、参加者全
員が難なく GM 管を作ることに成功した。

では、この GM 管がどのようなものか、以下にご説明して、皆さまのご参考
に供したい。
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⚒．手作り空気GM管の材料と動作原理
GM 管は、図⚑に示すように、直径⚓cm の円筒形フィルムケースの、底の中

心に小穴を開けて通した縫い針を陽極とした先端計数型で、クエンチングガス
を閉じ込めるためにケースの開放端に取り付けたプラスチックフィルムの薄窓
から、ベータ線を入射させるようにしている。フィルムケースが入手できない
場合には、同一直径のヤクルト容器を使用することもできる。ケースの内面お
よびベータ線入射窓（プラスチックフィルム）の内側には、両面とも導電性の
ある市販の黒紙（両面で測った抵抗値：数10k）を置いて陰極とし、これに取
り付けた導線から GM 管出力信号を取り出した。陰極にアルミニウム箔を使
用すると外部光で電子を放出し、バックグラウンドが異常増加するのでアルミ
ニウム箔は使えないが、市販の黒紙の代わりに両面に墨汁を塗った薄手の紙な
ら使用できる。

図⚑ フィルムケース GM 管

陽極に使用する縫い針にはいろいろな種類があるが、その内のʠ手縫い針ʡ
とʠとじ針ʡの先端部の顕微鏡写真を図⚒に示す。大気中で針先端部に持続放
電を作らず、安定した GM 放電を発生させるには、針先が尖っていて、針先に
電界が集中する手縫い針では困難で、とじ針のような先端部の曲率が大きいも
のの方が適当であることが分かった。市販のとじ針（DAISO にて、図⚒に示
した大中小各⚒本、計⚖本入りを100円で購入でき、大中小のどの針も使用可能）
は、先端が丸く滑らかに加工されているので、そのままの状態で使用できる。
針は、陰極半径1.5cm に対して、針先が窓面から⚒cm になるように、フィルム
ケースの底の中心にエポキシ樹脂で固定するが、異常放電を防止するため、針

― 102 ―



表面の汚れ、特に、針の横腹と先端部に付いている微細なゴミを、エタノール
を含ませた綿棒などで拭き取る必要がある。

図⚒ 左：手縫い針ととじ針の先端部（下の目盛は⚑mm）、右：大中小⚓種類のとじ針

GM 管を安定に動作せるには、クエンチングガスの存在が必要で、主ガスの
アルゴン（90mmHg）に対してクエンチングガスとしてエタノール（10mmHg）
を混合したガスが有名である。この場合、アルゴンの電離電圧がエタノールの
それより高いため、アルゴン陽イオンからエタノール陽イオンへ電荷交換が可
能であるが、主ガスが空気の場合でも、窒素や酸素分子の電離電圧がエタノー
ルの電離電圧より高いため、エタノールを空気に混ぜれば同様の効果を期待で
きる。

図⚓ エタノールを窓の黒紙に滴下した後、フィルムで覆い、輪ゴムで密封

図⚓のように、薬局で購入した無水エタノールを、ベータ線入射窓の黒紙に
全面が濡れるまでスポイト（寿司の醤油入れなど）で滴下し、窓を黒紙ごと薄
いプラスチックフィルムで覆った後、輪ゴムできつく封じて、できるだけエタ
ノール蒸気がフィルムケース外に漏れないようにする。
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エタノールの飽和蒸気圧は気温で大きく変化するが、少なくとも10℃程度（飽
和蒸気圧20mmHg）までは十分なクエンチング効果が得られるようで、安定し
た計数特性が得られることを確認している。また、GM 管内のエタノール蒸気
は時間とともに外部に漏れ出ていくが、少なくとも⚕～⚖時間程度までは、一
定印加電圧のもとで安定した計数率が得られる。

GM 管の電子回路は、図⚔のように、GM 管の陽極に印加する高電圧を発生
する高圧電源と、GM 管による放射線の検出を光（フォトダイオード）と音（ブ
ザー）で知らせるとともに、歩数計カウンタ（⚑個100円で購入できるが、リー
ド線の取り付け改造が必要）で計数するための、パルス信号処理回路とから成
り、＋6V 入力で＋5kV 出力の小型高圧電源ユニット（株式会社東京エコネッ
ト SWH-6036C：⚑G の出力抵抗入り、図⚔では＋HV）を除いて、中高生なら
誰でも簡単に手作りできるよう、回路を単純化し、部品点数を極力減らしてい
る。なお、回路部品は、高圧電源ユニットを除いて、街の電子部品店（名古屋
なら大須のアメ横）で購入できる。

図⚔ GM 管電子回路

この回路で、GM 管印加電圧の調整は、高圧電源ユニットの出力高電圧が入
力電圧に比例することを利用し、入力電圧を変えることで行っている。なお、
高圧電源の出力には⚑G の高抵抗が入っているため、高電圧部に触れても危
険はない。また、GM 管の陰極からの出力パルス（図⚔の✔点）はモノステー
ブルマルチバイブレーター（MSMV：CD4098B）に直接入力させているが、GM
管出力パルスは、以下の理由で第⚑パルスの後に多数の後続パルスを従えてい
る。

手作り GM 管の主ガスは空気であるが、空気中の酸素は電子を付着して負イ
オンになりやすい性質を持っている。放射線の電離作用で GM 管内に生じた
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電子のうち、針陽極から離れた電場の弱い場所にできた電子は負イオンになり、
電場にひかれて針陽極方向にゆっくり移動する。負イオンは針先端部近傍に到
達すると強い電場によって電子がはぎ取られ、この電子が電子なだれからさら
に GM 放電を引き起こすことがある。負イオンの針先端部近傍への到達時間
は負イオンが出来た GM 管内の場所によりまちまちなので、負イオンは次々に
針先端部近傍に到達して後続の GM 放電、従って後続パルスを発生する。こう
した後続パルスは最初の GM 放電による第⚑パルスから⚕ミリ秒くらいまで
の間に分布するので、図⚔の MSMV：CD4098B の出力パルス（図⚔の✕点）
で、歩数計カウンタに入力する矩形パルス（図⚔の✗点）のパルス幅を、第⚑
パルスから⚕ミリ秒に設定し、この間後続パルスが生じても多重計数を生じな
いようにしている。この広いパルス幅（⚕ミリ秒）のため、⚑分間のカウント
数（計数率と言い、単位は cpm）が1,200cpm を超えるとʠ数え落としʡが10％
を超えて目立つようになるので、1,200cpm 程度以下で使用することが望まし
い。

⚓．GM管の特性と自然放射能測定
図⚕に完成した GM 管キット、図⚖に、ランタンの芯をベータ線源とし、気

温28℃（飽和蒸気圧70mmHg）で測定した GM 管の計数特性を示す。

図⚕ 完成した GM 管キット

図⚖によれば、始動電圧から4,200V 付近まではプラトー部の傾斜が比較的
大きいが、これは、この印加電圧領域では、針先と窓面の間の計数有効領域の
印加電圧による増加が大きいことによると思われる。図⚔の電子回路の電源は
⚖V の DC アダプターもしくは1.5V 乾電池⚔個であるが、後者の場合、電池の
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消耗による電圧低下を⚕V まで許すとすれば、その時の GM 管印加電圧は
4,200V となるので、GM 管使用時の印加電圧を4,200V に設定することにした。

図⚖ GM 管の計数特性（キャンプ用ランタンの芯から出るベータ線）

GM 管の印加電圧を4,200V に設定し、バックグラウンド（環境放射線）、お
よび身の回りにあるいろいろな物に含まれる放射性のカリウムやウラン、トリ
ウムなどの天然の放射性物質から放出されるベータ線（と若干のガンマ線）を
測定した例を表⚑に示す。バックグラウンド計数率が僅か⚖～⚗cpm と非常
に低いため、干しワカメなどの食材や普段使用している茶碗などから出る微弱
なベータ線でも十分検出可能なことがわかる。計数時間を長くすれば測定精度
は向上するが、通常は⚕分程度で十分であろう。

この GM 管でアルファ線の検出も可能であるが、その場合、アルファ線は入
射窓の黒紙を透過できないので、測定試料を GM 管の窓の内側に置く必要があ
る。

表⚑ 自然放射能測定の例

測定
試料等

バックグ
ラウンド

ワカメ
天日干し

陶磁器
の茶碗

陶磁器
の皿

素焼き
の鉢

湯の花
カリ
肥料

計数率
［cpm］

6.4±0.3
18.5
±1.4

17.2
±1.3

15.4
±1.2

14.5
±0.8

77.3
±2.3

113.4
±3.4

⚔．おわりに
縫い針の一種ʠとじ針ʡを陽極とし、エタノールクエンチングで動作する空

気 GM 管は、誰でも簡単に入手できる材料を使って容易に作ることができる
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上、1,000cpm 程度以下の低計数率使用の制限はあるものの、その動作特性は、
市販の GM 管に劣らず優秀である。

この GM 管は、針陽極 GM 管特有の低いバックグラウンドのため、微弱な放
射線でも測定することが可能で、身の回りにあるいろいろな物について調べる
と、それらに天然の放射性物質が含まれ、放射線が出ていることが良く分かる。
この GM 管で検出・測定される放射線の種類については、測定試料の上にアル
ミニウムやプラスチックの薄板を乗せると計数率が大きく低下することから、
主としてベータ線であることが分かる。

この GM 管で環境の放射線量をシーベルト単位で測ることはできないが、
「放射線ウォッチング」では、放射線量を測定できる測定器を別途用意して、
それとの比較から、GM 管の計数率を線量に換算する変換係数を求めている。

余談であるが、この GM 管は、放射線以外にも、例えば紫外線の検出・測定
にも利用できる。窓の黒紙の内側にアルミニウム箔を窓面積に比べやや小さめ
に切って置き、GM 管の上部（針陽極側）から蛍光灯や白熱ランプで GM 管を
照らすと、紫外線によるアルミニウム表面からの光電子放出で計数率が急増す
る。LED ライトは紫外線を出さないから、LED ライトでいくら明るく照らし
ても計数率は増加しない。GM 管を紫外線で照らしている時、日焼け止めク
リームを薄く塗ったフィルムや UV 光カットフィルムで GM 管の上部を覆う
と計数率が低下する。この計数率の下がり具合で、メガネや化粧品類などにつ
いて紫外線除去効果を調べることが可能である。

手作りした空気 GM 管を使い、身の回りのいろいろな物から放射線が出てい
ることを実験で確かめることができれば、放射線を実感できると思われる。中
高生のお子様やお孫様がおられる方は、夏休みの自由研究などで、ご一緒に空
気 GM 管作りを楽しんでみられてはいかがであろうか。

（名古屋大学名誉教授）
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