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自作の検出器とパソコンを使った放射線測定

青山 隆彦

⚑．はじめに
本誌の前号（52号）で、放射線測定器を自作して身の周りの放射線を測定す
ると、食べ物や食器など、さまざまなところから放射線が出ていて、我々は日々
放射線に被ばくしながら生きていることが実感できて興味深いことをお話しし
ました。自作の放射線検出器は、普通の縫い針とフィルムケースやヤクルト容
器など、ありふれた材料のみで作ることが出来るガイガー・ミュラー計数管
（GM管）で、動作気体も特殊なガスは使わず、大気圧空気にエタノール蒸気
を混入させただけの、世界中探してもここだけのユニークな空気GM管です。
作り方は本誌の51号と52号で詳しく説明しました。
空気GM管を検出器とした放射線測定器は、毎年夏休みに、名古屋市科学館
で、高校生と小・中・高の学校の先生を対象に、中部原子力懇談会が主催して
開催する、各連続⚒日間のセミナーʠ放射線ウォッチングʡで、参加者が手作
りできるように筆者らが開発したもので、GM管からのパルス信号は、簡単な
電子回路を通して、100円ショップで買える歩数計で計数するようにしており
ます。この歩数計カウンタは、計時機能を持たないため、GM管出力パルスを
一定時間計数するのに、手持ちの時計を使って手動で計数していましたが、非
常に手間がかかって厄介でした。
放射線ウォッチングに参加した高校の先生から、「授業でのデモンストレー
ションで、計数値をパソコンに直接取り込めるようにしたいのだが・・・」と
言う相談があり、その方法を模索していた折、名古屋大学工学部物理工学科量
子エネルギー工学コースで、筆者らの空気GM管を作製して、計数値をマイク
ロコンピュータを通じてパソコンで読み取るプログラムを作成する学生実験を
始めたとの情報を得ました。その狙いは、学生に、放射線検出器の動作原理と、
得られた信号をどのように測定値に変換しているか、という点を正しく理解さ
せ、放射線検出の物理を体得させるためとのことです。マイクロコンピュータ
にはArduino が使われていて、一定時間ごとの計数値をパソコン画面上に表示
すると言うものでした。パソコンに計数値を取り込めれば、表計算ソフトを
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使って様々な計算処理や統計処理、グラフの作成が簡単に出来て非常に便利で
す。早速、名大工学部の方法を利用させていただくことにしました。

⚒．Arduino によるパルス計数
使用するマイクロコンピュータボードはArduino Uno R3ですが、ネット通
販で、正規品が⚑個3,000円少々で購入できます。Arduino ボードにプログラ
ムを書き込んだり、パソコンにデータを読み込むには USB ケーブルを使いま
す。プログラミング言語はC言語風のArduino 言語で、エディター、コンパイ
ラーなどを含むソフトウェア開発環境はArduino IDE と呼ばれ、公式ページ

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
から、使用するパソコンのオペレーティングシステム（OS）に合わせ、新旧い
ろいろな版のものが無料でダウンロードできます。私のパソコンのOSは少し
古い Windows 7ですが、最新版とは相性が悪いようでしたので、旧版の
Arduino 1.0.5を使うことにしました。
パソコンに Arduino IDE をインストールしたら、パソコンと Arduino ボー
ドを USB ケーブルで繋ぎ、Arduino IDE を立ち上げます。Arduino ボードの
種類やシリアルポートの設定（ポート番号や通信速度など）をしたら、プログ
ラムの作成に移ります。
サンプルプログラムはいろいろなものがウェブ検索で見つかりますので、C
言語の基礎知識さえあれば、目的に近いものを探してきて、少し改造するだけ
で目的に合ったプログラムを作成出来ます。⚑例として、GM管出力パルスを
一定時間カウントして、Arduino IDE のモニタに PERIOD（単位はミリ秒）で
決まる一定時間の計数値を表示するプログラムを作成してみました。

#define PERIOD 30000

volatile boolean newEvent=false;

unsigned long currCnt=0;

unsigned long startPeriod,samplePeriod,CNT;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

samplePeriod=PERIOD;

attachInterrupt(0,GetEvent,RISING);

startPeriod=millis();
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Serial.print("Counts/");

Serial.print(samplePeriod/1000);

Serial.println("sec");

}

void loop()

{

if(millis()> startPeriod + samplePeriod)ProcCounts();

if(newEvent){

currCnt ++;

newEvent=false;

}

}

void GetEvent()

{

newEvent=true;

}

void ProcCounts()

{

CNT=currCnt;

currCnt=0;

startPeriod=millis();

Serial.println(CNT);

}

Arduino IDE のエディターにプログラムを書き込んだ時の様子を図⚑に示しま
す。
Arduino ボードに入力するGM管の出力パルスとして、波高が＋⚓～⚕Vの
矩形波が必要ですので、本誌の51号と52号で述べた回路図で、出力の分圧抵抗
を変えて＋4VのパルスをArduino に（＋⚒Vのパルスを歩数計カウンタに）
入力させるようにします。
具体的には、図⚒の回路図の GNDラインと出力端子（Arduino のデジタル
入力ピンへ）を、それぞれ図⚓のArduino ボードの GND端子とD2端子（ピン
番号⚒）へ接続します。
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図⚑ Arduino 1.0.5のエディター画面

図⚒ 空気GM管回路図

空気 GM管を作動させ、プログラムをコンパイルして Arduino ボードへ書
き込み、Arduino IDE のシリアルモニタを開く（図⚑右上のʠシリアルモニタʡ
をマウスでクリックする）と、図⚔に示すように、PERIODで設定した一定時
間ごとに計数値がモニタに累積表示されます。
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図⚓ Arduino Uno R3ボード

図⚔ シリアルモニタ（中央のウィンドウ）を開いた時のパソコン画面

Arduino ボードに書き込んだプログラムは、ボードの電源が切られるまで走
り続け、電源が切られてもそのプログラムはボードのメモリに保存されている
ので、次に電源を入れるとすぐに同じプログラムが走り始めます。閉じていた
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図⚕ モナザイト線源

シリアルモニタを開くか、シリアルモニタを開いた状態で、図⚓に示した
Arduino ボードのリセットボタンを押すと、それまで走っていたプログラムが
一旦リセットされた後、もう一度同じプラグラムが最初から走り始めます。
計数が終了（ただし、プログラムは走っている）したら、モニタに表示され
ている累積した計数値をすべて選択してコピー（「Ctrl」＋「c」）し、表計算ソ
フトExcel の一つのセル（例えばB1）に貼り付ける（「Ctrl」＋「v」）と、各計
数値がそのセル（B1）を先頭に⚑列（この場合はB列）に貼り付けられます。

⚓．プラトー特性の測定
GM管は、放射線の強度が一定でも、印加電圧によって計数有効領域や GM
放電発生確率が変化するので、一定時間ごとの計数値、すなわち計数率が変化
します。しかし、ある印加電圧以上では、計数率が飽和する傾向があるため、
計数率がほぼ一定、すなわちプラトーになる領域を調べて、動作電圧を決める
必要があります。このプラトー特性（計数特性とも言う）の測定では、印加電
圧を少しずつ変えて計数率測定を多数回繰り返す必要がありますが、Arduino
を使えば、前述のプログラムで、ある印加電圧で30秒間カウントし、次の30秒
間で印加電圧を変化させ、また次の30秒間でカウントすることを繰り返して、
容易に測定できます。

Arduino を使って空気 GM 管のプラトー特性を測定
してみました。空気 GM 管は、線源を GM 管内部に置
くことができるので、紙⚑枚透過できないアルファ線も
検出することが可能です。そこで、図⚕のような、トリ
ウムを含む天然の放射性物質モナザイトを直径2.5mm
の球形にしたもの⚒個を、GM管の窓の内側と外側に置

くと、モナザイトをGM管の窓の内側に置いた時にはアルファ線、ベータ線、
ガンマ線が、また、窓の外側に置いた時には窓の黒紙でアルファ線がカットさ
れるので、ベータ線とガンマ線が検出されます。測定の様子を図⚖に示しまし
た。使用した空気GM管はヤクルト容器で作ったものです。図⚗は、モナザイ
ト線源によるプラトー特性の測定結果ですが、モナザイトをGM管の窓の内側
に置いた時には、外に置いた時に比べて計数率が3倍程度高くなっています。
いずれの場合も、印加電圧約4,000V から最高電圧5,000V まで、計数率変化が
小さいプラトー領域になっていることが分かります。
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図⚖ 測定の様子

図⚗ モナザイト線源によるプラトー特性（各印加電圧で30秒計数を⚒度行い、計数値を足し合わ
せて⚑分あたりの計数値にした）

⚔．計数率の統計変動
図⚗を見ると、各測定点はきれいな曲線上に並んでいるのでは無く、かなり
バラバラしていることが分かります。これは、放射性物質から単位時間内に出
てくる放射線の数や放射線の検出率などが統計的に変動するためですが、この
ことは一般にはよく理解されていないようで、計数率の変動は測定器の精度の
悪さや不安定さによるものと思われがちです。
GM 管の動作電圧を図⚗のプラトー領域の中央4,500V に設定し、Arduino
を使って30秒間のバックグラウンド測定を150回（⚑時間15分）繰り返し、30秒
間のカウント数とその出現頻度（カウント/30秒－回数）をプロットすると、図
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図⚘ バックグラウンド計数率の分布

⚘の棒グラフのようになりました。
一定時間あたりに稀現象の起こる数
x（ここでは30秒間のカウント数）は、
ポアソン分布に従うことが知られてい
ます。ポアソン分布の確率関数 p(x)
は、平均値をxとしたとき

p(x)＝(x)
x

x ! ･e
－x (x＝0,1,2,…)

で与えられます。カウント/30秒の平
均は6.0となりましたので、平均値
x＝6.0のポアソン分布を描くと、図⚘

の折れ線グラフのように、実験値とかなりよく一致しました。測定回数をさら
に増やすと、両者はもっとよく一致するでしょう。このことから、GM管は、
測定中誤動作が無く安定して動作していたことが裏付けられます。
このように、一定時間あたりのカウント数、すなわち計数率は平均値x周り
に統計的にばらついており、ばらつきの大きさを表すポアソン分布の標準偏差
は xになりますので、標準偏差は平均値とともに増加します。しかし、標準偏
差を平均値で除した相対標準偏差は1/ xになりますので、平均値が大きくなる
と相対標準偏差は小さくなります。
空気GM管を使った身の周りの試料からの微弱な放射能測定では、相対標準
偏差を10％程度以下に抑えないとバックグラウンドとの区別がつきにくいの
で、xは100カウント以上が必要です。バックグラウンド計数率は6.0カウント
/30秒（⚑分あたり12カウント）でしたので、バックグラウンドや試料の測定時
間を10分（Arduino を使って⚑分間測定を10回繰り返す）程度以上とすれば、
相対標準偏差を10％以下に抑えられます。試料から出る放射線を検出できたか
どうかの判定方法については、本誌の前号（52号）で詳しく述べましたので、
参考にしてください。

⚕．おわりに
Arduino を使って、一定時間間隔で計数を繰り返し、計数値をパソコンに取
り込むプログラムを作成すると、GM管のプラトー特性を測定したり、GM管
が安定に動作していることを保証する計数率分布の測定、統計変動を減らすた
め、長時間計数もしくは短時間計数を多数回累積する必要がある天然試料の放
射能測定が非常に楽にできます。また、Arduino IDE のシリアルモニタに表示
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された測定値を、そのまま表計算ソフトにコピーして貼り付けると、データを
解析してまとめるのにとても便利です。
Arduino は、パルス計数以外にもいろいろな測定器からの出力電圧を読み
取ったり、モーターの制御などさまざまな用途に使えますので、研究やお遊び
にArduino を使ってみられてはどうでしょうか。

（名古屋大学名誉教授）
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