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顧客の皆様へ
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社 *（Mirion Technologies（Canberra）,
Inc. ／米国コネチカット州）は、放射線計測及び原子力関連サービスにおける世界
的リーディングカンパニーとして、50 年以上の実績を誇る会社です。これまでに保
健物理、環境放射能、核物理、放射光、保障措置、中性子測定、デコミッションニ
ング等多様な業務研究に不可欠な高性能、高精度の測定システムを提供してまいり
ました。
高い専門的技術に基づく最先端のソリューションを提供できるミリオンテクノロジ
ーズ・キャンベラ社は、皆様の放射線計測におけるあらゆるニーズにお答えできる理
想的なパートナーです。当社の広範囲にわたるサービス、サポート、トレーニング、
校正のネットワークにより、原子力関係施設の健全で経済的な運用をサポートさせ
ていただけると確信しております。

会社概要
ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、米国ミリオンテクノロジーズ・キャ
ンベラ社の100％出資子会社です。2016 年、キャンベラジャパン株式会社から
社名を変更して新たにスタートいたしました。

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社は、お客様満足度のさらなる向上の
為、私たちの優れた機器、システム、ソフトウェア、サービスを日本において直接
提供することと共に、日本の固有の要求を満たすことを使命と考えております。

さらに近年では、日本のお客様のニーズに沿ったオーダーメイドのソリューションや
M&E（測定サービス＆専門的技術コンサル）を、世界中の原子力関連施設で培っ
た豊富な実績・最先端の技術で実現することにも力を入れております。

商　号	
英文名	
本　社	
設　立	

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社
Mirion	Technologies	（Canberra）	KK

東京都台東区浅草橋 4-19-8　浅草橋ビル
平成 14	年 4	月1	日

全世界のオフィス網

＞	ウェブサイトで世界に拡がる私たちのオフィス網をご紹介しています。
www.canberra.com/about/profile.asp

＞	日本語のページは、	www.canberra.com/jp/	です。

どうぞご覧ください。

営業拠点
＞	Mirion	Technologies（Canberra）,	Inc. のサービスのネットワークは世界のほ
とんどの国に存在しています。1000	人以上の当社従業員は皆様に世界最高の
原子力技術をお届けするため全社一丸となって取り組んでおります。

* 本冊子に記載されている「キャンベラ社」、「Canberra（社）」という表現は、す
べてMirion	Technologies（Canberra）,	Inc. を指しています
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放射線のエネルギー測定を行う場合、その放射線の種類により最も有効
な検出器を選択する必要があります。キャンベラ社は測定放射線の種類
に対応する検出器を各種用意しています。

放射線検出器の主なものとして次の検出器が挙げられます。
● プレーナシリコンα /β検出器
● シリコン（リチウム）検出器
● シンチレーション検出器
● ゲルマニウム検出器
これらの検出器は、放射線の種類、実験研究の目的に応じて更に分解能・
効率等の要求により最適仕様が決定されます。

プレーナシリコンα /β検出器（PIPS）
Si ウェハにイオン注入の電極を備えた検出器で、ベータ線、アルファ線、
陽子線等の荷電粒子のエネルギー測定に使用されます。検出器表面は指
で触れても容易に汚れを取除くことができる新しいタイプの検出器です。
通常、真空チェンバ内で使用されます。

シリコン（リチウム） 検出器
X 線エネルギ分析用に開発された検出器です。通常の測定エネルギ範囲
は、約 300eV ～ 50keV です。
検出器の中では最もエネルギ分解能が優れており、蛍光 X 線分析に多く
使用されています。

シンチレーション検出器
シリコンやゲルマニウムの半導体を使用した検出器の出現の前から、最も
広く放射線測定の検出器として使用されてきた検出器です。取扱いが簡
単で、価格が安く、検出効率が高いのが大きな特長です。NaI（Tl）結晶
が主に使用されています。
測定エネルギ範囲は、X 線およびガンマ線の両方にわたっており、X 線
用では入射窓にベリリウムを使用して、検出効率を高めています。

ゲルマニウム検出器
現在、ゲルマニウムの結晶は非常に純度の高いものが製造される様にな
り、同軸型、プレーナ型、井戸型等の多様な高純度 Ge 検出器が製造さ
れています。エネルギ分解能が優れているため、広いエネルギ範囲でのス
ペクトルを測定できます。
核物理学実験、放射性核種分析、環境放射能分析に利用されています。
熱雑音を減らし高いエネルギ分解能を得るために、液体チッ素や電気（パ

ルスチューブ式）で冷却して使用します。
高純度のゲルマニウム結晶が得られない頃はリチウムを結晶に拡散させて
作った Ge（Li）検出器を使用していました。Ge（Li）検出器は、一旦室温
になると以後使用不能となっていましたが、現在の高純度ゲルマニウム検
出器の場合、室温になっても再冷却すれば使用できるようになっています。

放射能と検出器との相互作用
放射線が検出器に入射すると、放射線のエネルギの大きさに応じた電荷
が作られます。この電荷量を測定することで放射線のエネルギ値を評価
できます。
この反応は次の 3 つに大別されます。
a）光電効果
b）コンプトン散乱
c）電子対生成
この現象は、シンチレーション検出器、シリコン検出器、ゲルマニウム検
出器に全て共通に起こる反応です。

測定データ即ちスペクトルは上記の 3 つの現象を全て含んだものとなっ
ていますが、入射放射線のエネルギを決定するものは、a）の光電効果
によりピークです。コンプトン散乱はスペクトルの中のなだらかな部分で
す。電子対生成は、シングル（又はダブル）エスケープピーク又は消滅γ
線（511keV）としてスペクトル上に表われます。

下図から検出器の違いにより、（1）測定できるエネルギ範囲、（2）エネ
ルギー値による検出効率の違い、（3）エネルギーピークの形、（4）隣接
ピークとの分離状態等がスペクトル上に明確に表現されていることが確認
できます。

PIPS 荷電粒子検出器ゲルマニウム半導体検出器

3”×3”
Nal（Tl）

10％  Ge
同軸

11％ REGe
同軸

（keV） 22 88 166 392 662 1173 1836

1000mm2×15mm
LEGe

200mm2×10mm
LEGe

検出器の種類によるスペクトル測定例
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スペクトル比較画面

● 電気冷却式または電気冷却 /LN2 冷却併用式のクライオスタットが選
択可能。

● 従来の液体窒素（LN2）クライオスタットもあらゆる用途で可能。
● 測定室－縦置きまたは横置き、最大 30 リットルまでのデュワ付き
● ポータブル－全方向対応の MAC & Big MAC クライオスタット
● 当該試料で想定されるエネルギーや放射能の測定範囲に応じた検出器

の選定。

構造コード：

 有感体積

 拡散接合（N+）

 イオン注入または障壁接触（P+）

 不活性表面

検出器別：検出エネルギー範囲

Ultra LEGe
低エネルギー応答
高分解能
ピーク形状

LEGe
大面積
薄型ウインドウ

【薄膜入射窓】
高分解能

BEGe
広帯域エネルギー応答
高効率
高分解能
薄型ウインドウ

XtRa
薄型ウインドウ
高効率

REGe
薄型ウインドウ
耐中性子損傷

同軸 Ge
高効率
高分解能

Well Ge 
4 π カウンティング
高効率

SA Ge Well 
4 π カウンティング
高効率
高分解能

エネルギー（KeV）
0 1 10 100 1000 10000

同軸 Ge

REGe および XtRa Ge

BEGe

LEGe

Ultra LEGe

ウェル型 Ge

スモールアノード　ウェル型 Ge

ゲルマニウム検出器の種類

● Ultra-LEGe 検出器（約 300eV ～約 300keV）
超低エネルギー用ゲルマニウム検出器
従来の Si（Li）検出器では得られなかったエネルギーレンジをカバーして
います。極低エネルギー X 線用検出器としてきわめて良好な分解能が得
られます。

● LEGe 検出器（約 3KeV ～約 1MeV）
低エネルギー用ゲルマニウム検出器
低エネルギー X 線用検出器できわめて良好な分解能が得られます。小容
量から大容量（有効面積：50mm2 ～ 2000mm2、結晶厚：5mm ～
20mm）の検出器を供給できます。

● BEGe 検出器（約 3keV ～約 3MeV）
ブロードエネルギー ゲルマニウム検出器
低エネルギー（5.9keV）から高エネルギー（1.33MeV）領域での高分
解 能 を 保 証 す る 新 し い タ イ プ の 検 出 器 で す。 最 大 有 効 面 積 は
6500mm2、実測定領域で高効率を実現しています。

● 同軸型 Ge 検出器（約 40KeV ～約 10MeV）
γ線エネルギー分析に最も一般的に使用される検出器です。
相対効率・分解能・ピーク/ コンプトン比で性能が保証されます。

● REGe （リバースエレクトロードゲルマニウム）検出器（約
3KeV ～約 10MeV）

広エネルギー帯域ゲルマニウム – N 型　検出器
同軸型 Ge 検出器の検出下限エネルギ特性を向上させ、X 線領域とγ線
領域を同時にエネルギ分析できるようにした検出器です。
N 型 Ge 結晶を使用していますので、中性子損傷に強いという特長も有
しています。

● XtRa Ge （エクストラ（エクステンディドレンジ）ゲルマニウム）
検出器（約 3KeV ～約 10MeV）

広エネルギー帯域ゲルマニウム – P 型　検出器　
キャンベラ社独自の結晶処理技術により、P 型 Ge 結晶を使用し、REGe
検出器と同等の広範囲エネルギ特性を達成した検出器です。REGe 検出
器に比べ低価格です。

● ウェル型 Ge 検出器（約 10KeV ～約 10MeV）
Ge 結晶に井戸を形成した Ge 検出器です。サンプルを井戸の中に設置し
エネルギ分析します。ほぼ 4 π方向の計数が可能で、高効率測定をおこ
なえます。

● スモールアノード ウェル型 Ge 検出器（約 20KeV ～約 10MeV）
一般的なウェル型よりもエネルギー分解能が高いため、検出限界が著し
く優れており、測定時間を大幅に削減することができます。一般的な同
軸型検出器と比較しても、エネルギー分解能、とりわけ低エネルギー範
囲において、本検出器は大変優れたパフォーマンスを発揮します。

ゲルマニウム検出器と NaI（Tl）シンチレーション検出器のスペクトル比較
（下図参照）
－　下側の黄／赤／青スペクトル－ゲルマニウム検出器
－　上側の緑スペクトル－ NaI（Tl）シンチレーション検出器
－　ピークの幅が広くなるほど互いに分離しにくくなる

ゲルマニウム半導体検出器

放射能96p_p4-34_cc.indd   5 2017/02/03   14:35
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セクション 1
検出器
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■特長
● ガンマ線検出器として、最高のエネルギ分解能
● S/N 比の優れたエネルギピークが得られます。
● 種々のクライオスタットが用意されています。
● 超低バックグラウンドクライオスタット（オプション）

■概要
本検出器は非常に純度の高いゲルマニウム結晶を円筒状の形で検出器と
して使用したもので、ガンマ線スペクトロメータで最良のエネルギ分解能
を得られます。環境汚染、核物理研究、放射性医薬品の純度試験等での
定性定量分析には不可欠です。

同軸型ゲルマニウム検出器（GC）

■仕様

型番 
効率

(%) ≧

分解能
(FWHM)　(keV)

ピーク/
コンプト

ン比
（P/C）

ピーク
形状 エンド

キャップ径
 mm (in.)

122 keV 1332 keV
FWTM/ 
FWHM

GC0518 5 0.825 1.8 32 1.90 76 (3.0)

GC1018
GC1020

10
10

0.825
1.0

1.8
2.0

38
34

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC1518
GC1520

15
15

0.825
1.0

1.8
2.0

44
40

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC2018
GC2020

20
20

0.850
1.10

1.8
2.0

50
46

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC2518
GC2520

25
25

0.850
1.10

1.8
2.0

54
50

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC3018
GC3020

30
30

0.875
1.20

1.8
2.0

58
54

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC3518
GC3520

35
35

0.925
1.20

1.8
2.0

60
56

1.90
2.00

76 (3.0)
76 (3.0)

GC4018
GC4020

40
40

0.925
1.20

1.8
2.0

62
54

1.90
2.00

76 (3.0)*
76 (3.0)*

GC4518
GC4520

45
45

0.950
1.20

1.8
2.0

62
54

1.90
2.00

83 (3.25)
83 (3.25)

GC5019
GC5021

50
50

1.00
1.20

1.9
2.1

64
56

1.90
2.00

83 (3.25)*
83 (3.25)*

GC5519
GC5521

55
55

1.00
1.20

1.9
2.1

64
56

1.90
2.00

89 (3.5)
89 (3.5)

GC6020
GC6022

60
60

1.05
1.25

2.0
2.2

66
60

1.90
2.00

89 (3.5)
89 (3.5)

GC6520
GC6522

65
65

1.05
1.25

2.0
2.2

68
62

1.90
2.00

89 (3.5)
89 (3.5)

GC7020
GC7022

70
70

1.05
1.25

2.0
2.2

70
64

1.90
2.00

89 (3.5)*
89 (3.5)*

GC8021
GC8023

80
80

1.10
1.30

2.1
2.3

72
66

1.90
2.00

95 (3.75)
95 (3.75)

GC9021
GC9023

90
90

1.10
1.30

2.1
2.3

76
70

1.90
2.00

95 (3.75)
95 (3.75)

GC10021
GC10023

100
100

1.20
1.40

2.1
2.3

80
74

1.90
2.00

95(3.75)*
95(3.75)*

GC11021
GC11023

110
110

1.20
1.40

2.1
2.3

80
74

1.90
2.00

102 (4.0)
102 (4.0)

GC12021
GC12023

120
120

1.30
1.50

2.1
2.3

80
74

1.90
2.00

102 (4.0)
102 (4.0)

GC13021
GC13023

130
130

1.30
1.50

2.1
2.3

80
74

1.95
2.00

108(4.25)*
108(4.25)*

GC14022
GC14024

140
140

1.30
1.50

2.2
2.4

80
74

1.95
2.00

108(4.25)*
108(4.25)*

GC15022
GC15024

150
150

1.30
1.50

2.2
2.4

80
74

1.95
2.00

108(4.25)*
108(4.25)*

* 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。
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ゲルマニウム半導体検出器
セクション 1

検出器
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広エネルギー帯域ゲルマニウム検出器 -N 型（GR）

■特長
● 低エネルギ X 線と高エネルギγ線の検出が可能です。
● 中性子による損傷が少ない N タイプ Ge 結晶を使用
● 入射窓はベリリウムまたはカーボンコンポジットを使用
● 超低バックグラウンドクライオスタット（オプション）

■概要
リバースエレクトロード検出器には、キャンベラ社の厳しい品質管理のも
とで製造された N タイプゲルマニウム結晶が使用されています。本検出
器は電極配置が通常のゲルマニウム検出器と逆になっています。P + 電極 

（ボロン）は入射面、N + 電極（Li）は裏面に配置されています。そのため、
低エネルギでのレスポンスが向上するとともに、中性子・荷電粒子線によ
る放射線ダメージに対する耐力が高まっています。

■仕様

型番
効率

(%) ≧

分解能
(FWHM)　(keV)

ピーク/
コンプト

ン比
（P/C）

ピーク
形状 エンド

キャップ径
 mm (in.)122 keV 1332 keV

FWTM/ 
FWHM

GR1018 10 0.825 1.8 38 1.90 76 (3.0)

GR1020 10 1.00 2.0 34 2.00 76 (3.0)

GR1518 15 0.825 1.8 44 1.90 76 (3.0)

GR1520 15 1.00 2.0 40 2.00 76 (3.0)

GR2018 20 0.850 1.8 50 1.90 76 (3.0)

GR2020 20 1.10 2.0 46 2.00 76 (3.0)

GR2519 25 0.850 1.9 54 1.90 76 (3.0)

GR2521 25 1.10 2.1 50 2.00 76 (3.0)

GR3019 30 0.875 1.9 56 1.90 76 (3.0)

GR3021 30 1.20 2.1 52 2.00 76 (3.0)

GR3519 35 0.925 1.9 56 1.90 76 (3.0)

GR3521 35 1.20 2.1 52 2.00 76 (3.0)

GR4020 40 0.925 2.0 56 1.90 76 (3.0)*

GR4022 40 1.20 2.2 52 2.00 76 (3.0)*

GR4520 45 0.950 2.0 58 1.90 83 (3.25)

GR4522 45 1.20 2.2 54 2.00 83 (3.25)

GR5021 50 1.00 2.1 58 1.90 83(3.25)*

GR5023 50 1.20 2.3 54 2.00 83(3.25)*

GR5522 55 1.10 2.1 60 2.00 89 (3.5)

GR5524 55 1.25 2.3 54 2.10 89 (3.5)

GR6022 60 1.10 2.2 60 2.00 89 (3.5)

GR6024 60 1.25 2.4 54 2.10 89 (3.5)

GR6523 65 1.20 2.3 60 2.00 89 (3.5)

GR6525 65 1.30 2.5 54 2.10 89 (3.5)

GR7023 70 1.20 2.3 60 2.00 89 (3.5)*

GR7025 70 1.30 2.5 54 2.10 89 (3.5)*

GR8023 80 1.20 2.3 60 2.00 95 (3.75)

GR8025 80 1.30 2.5 56 2.10 95 (3.75)

GR9023 90 1.20 2.3 60 2.00 95 (3.75)

GR9025 90 1.30 2.5 56 2.10 95 (3.75)

GR10024 100 1.30 2.4 60 2.00 95(3.75)*

GR10026 100 1.40 2.6 56 2.10 95(3.75)*

* 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。
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ゲルマニウム半導体検出器
セクション 1
検出器

リア コンタクト

フロント コンタクト
コンポジット
カーボン窓

8	

ブロードエネルギーゲルマニウム検出器（BE）

■特長
● 最大有効面積 6500mm2

● 広い測定レンジ
● 薄ウィンドウ
● 低エネルギー領域において高分解能
● 高エネルギー領域において高分解能
● 標準化されたジオメトリ

■概要
キャンベラ社のブロードエネルギー（BEGe）検出器は約 3keV から約
3MeV までのエネルギーを測定可能な新しいタイプの検出器です。低エ
ネルギーのエネルギー分解能は LEGe 検出器と同等の高分解能を実現
し、高エネルギーでのエネルギー分解能は、同軸型検出器の高分解能を
実現しています。

BEGe 検出器の特徴は、ガンマ線分析において最も重要な、約 1MeV 
以下のエネルギーレンジにおいて、実サンプル測定の為の高効率を実現
していることにあります。従来、同軸型 Ge 検出器の相対効率は 60Co 
の点線源で測定し定義されてきました。しかしながら実測定における効
率の多くは、この相対効率の定義と異なります。右記のグラフは同じ相
対効率 60％以上の同軸型検出器と BEGe 検出器の比較です。BEGe 検
出器は実測定の重要なエネルギーレンジにおいて高効率を実現していま
す。
また BEGe 検出器は、その結晶構造により高エネルギーの宇宙線や
40K、208Tl の自然放射線が透過するため、同軸型 Ge 検出器と比べて低
バックグランドを実現しています。

■仕様

型番
有効面積
（cm2）

厚
（mm）

効率＊
(%) ≧

分解能
(FWHM)　(keV) エンドキャップ径

 mm (in.)
 5.9 keV 122 keV 1332 keV 

BE2020 20 20 9 0.35 0.65 1.90 76 (3.0)

BE2820 28 20 13 0.40 0.70 1.90 82 (3.25)

BE2825 28 25 18 0.40 0.70 1.90 82 (3.25)

BE2825P 28 25 18 0.40 0.68 1.80 82 (3.25)

BE3820 38 20 20 0.45 0.75 1.90 89 (3.50)

BE3825 38 25 26 0.45 0.75 1.90 89 (3.50)

BE3825P 38 25 26 0.45 0.72 1.80 89 (3.50)

BE3830 38 30 34 0.45 0.75 1.90 89 (3.50)

BE3830P 38 30 34 0.45 0.72 1.80 89 (3.50)

BE5020 50 20 28 0.50 0.75 2.10 102 (4.0)

BE5025 50 25 37 0.50 0.75 2.00 102 (4.0)

BE5030 50 30 48 0.50 0.75 2.00 102 (4.0)

BE5030P 50 30 48 0.48 0.72 1.80 102 (4.0)

BE6530 65 30 60 0.50 0.75 2.00 114 (4.5)

＊保証値ではなく参考値になります。
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ゲルマニウム半導体検出器
セクション 1

検出器
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15% 同軸型15% XtRa検出器

標準的効率曲線の比較（XtRa 検出器と通常の同軸型 Ge 検出器の比較）

	 9

広エネルギー帯域ゲルマニウム検出器 – P 型  （GX）

■特長
● 低エネルギ X 線と高エネルギγ線の検出が可能です。
● 入射窓はベリリウムまたはカーボンコンポジットを使用
● P タイプ同軸型 Ge 結晶を使用
● 超低バックグラウンドクライオスタット（オプション）

■概要
キャンベラ社 XtRa Ge 検出器は、同軸 P 型 Ge 結晶の入射面を特殊加
工し、極めて薄いコンタクトを有した検出器です。この薄いコンタクトに
より、検出範囲が約 3keV ～ 約 10MeV と広範囲の検出レンジを実現し
ました。従来、N 型 Ge のみが可能な検出レンジを P 型 Ge で実現した
キャンベラ社のみが提供できる検出器です。

■仕様

型番
効率

(%) ≧

分解能
(FWHM)　(keV)

ピーク/
コンプト

ン比
(P/C)

ピーク
形状 エンド

キャップ径
 mm (in.)122 keV 1332 keV

FWTM/
FWHM

GX1018 10 0.825 1.8 40 1.90 76 (3.0)

GX1020 10 1.00 2.0 36 2.00 76 (3.0)

GX1518 15 0.825 1.8 46 1.90 76 (3.0)

GX1520 15 1.00 2.0 42 2.00 76 (3.0)

GX2018 20 0.850 1.8 50 1.90 76 (3.0)

GX2020 20 1.10 2.0 46 2.00 76 (3.0)

GX2518 25 0.850 1.8 54 1.90 76 (3.0)

GX2520 25 1.10 2.0 50 2.00 76 (3.0)

GX3018 30 0.875 1.8 58 1.90 76 (3.0)

GX3020 30 1.20 2.0 54 2.00 76 (3.0)

GX3518 35 0.925 1.8 60 1.90 76 (3.0)

GX3520 35 1.20 2.0 54 2.00 76 (3.0)

GX4018 40 0.925 1.8 62 1.90 76 (3.0)*

GX4020 40 1.20 2.0 56 2.00 76 (3.0)*

GX4518 45 0.950 1.8 63 1.90 83 (3.25)

GX4520 45 1.20 2.0 58 2.00 83 (3.25)

GX5019 50 1.00 1.9 64 1.90 83 (3.25)*

GX5021 50 1.20 2.1 58 2.00 83 (3.25)*

GX5519 55 1.00 1.9 64 1.90 89 (3.5)

GX5521 55 1.20 2.1 60 2.00 89 (3.5)

GX6020 60 1.05 2.0 66 1.90 89 (3.5)

GX6022 60 1.25 2.2 60 2.00 89 (3.5)

GX6520 65 1.05 2.0 68 1.90 89 (3.5)

GX6522 65 1.25 2.2 62 2.00 89 (3.5)

GX7020 70 1.05 2.0 70 1.90 89 (3.5)*

GX7022 70 1.25 2.2 64 2.00 89 (3.5)*

GX8021 80 1.10 2.1 72 1.90 95 (3.75)

GX8023 80 1.30 2.3 66 2.00 95 (3.75)

GX9021 90 1.10 2.1 78 1.90 95 (3.75)

GX9023 90 1.30 2.3 70 2.00 95 (3.75)

GX10021 100 1.20 2.1 78 1.90 95 (3.75)*

GX10023 100 1.40 2.3 70 2.00 95 (3.75)*

GX11021 110 1.20 2.1 78 1.90 102 (4.0)

GX11023 110 1.40 2.3 70 2.00 102 (4.0)

GX12021 120 1.30 2.1 78 1.90 102 (4.0)

GX12023 120 1.50 2.3 70 2.00 102 (4.0)

* 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。

放射能96p_p4-34_cc.indd   9 2017/02/03   14:35



10	

■仕様

型番
効率
(%)

ウェル径
(mm)

容量
(cc)

分解能

FWHM
1332 keV

FWHM
122 keV

GCW1521 15 10 90 2.1 1.1

GCW1522 15 16 100 2.2 1.3

GCW2021 20 10 110 2.1 1.1

GCW2022 20 16 120 2.2 1.3

GCW2521 25 10 130 2.1 1.2

GCW2523 25 16 140 2.3 1.4

GCW3021 30 10 150 2.1 1.2

GCW3023 30 16 160 2.3 1.4

GCW3521 35 10 170 2.1 1.2

GCW3523 35 16 180 2.3 1.4

GCW4021 40 10 190 2.1 1.2

GCW4023 40 16 200 2.3 1.4

GCW5021 50 10 260 2.1 1.2

GCW5023 50 16 260 2.3 1.4

GCW6021 60 10 300 2.1 1.3

GCW6023 60 16 300 2.3 1.5

GCW7021 70 10 320 2.1 1.3

GCW7023 70 16 320 2.3 1.5

GCW8022 80 10 350 2.2 1.3

GCW8023 80 16 350 2.3 1.5

GCW9022 90 10 380 2.2 1.3

GCW9023 90 16 380 2.3 1.5

GCW10022 100 10 450 2.2 1.3

GCW10023 100 16 450 2.3 1.5

* 結晶寸法によって、エンドキャップ径が表記よりも大きくなることがあります。

■特長
● 高効率（近 4 πカウンティング ジオメトリ）
● 広いエネルギーレンジ
● 各種ウェルサイズ
● 超低バックグラウンドクライオスタット（オプション）

■概要
ウェル型 Ge 検出器は、少量のサンプルを最大の効率でエネルギ分析で
きます。
ウェル型 Ge 検出器の検出部は井戸型（ウェル /Blind Hole）に形成され
ています。内部に設置されたサンプルは、ほぼ全周（4 π）方向で計数さ
れることになり、きわめて高い計数効率が達成されます。検出部（ウェル）
を保護する Al 厚は 0.5mm で、また、エレメント（結晶）の外側を構成
するイオンインプランテッドコンタクトあるいはサーフィスバリアコンタク
トは 0.5mmAl に比べ無視できるほど薄いので、ウェル型 Ge 検出器は
良好な低エネルギレンスポンスを有します。標準のウェルサイズは、直径：
10/16mm、深さ：40mm ですが特殊なサイズのウェル型 Ge 検出器も
供給可能です。

ウェル型ゲルマニウム検出器（GCW）

■特長
● 高効率（近 4 πカウンティング ジオメトリ）
● 一般的なウェル型よりもさらに高分解能
● 広い測定エネルギーレンジ（20keV ～10MeV）で高分解能
● 低検出限界、短時間測定でも、高効率結果を提供可能
● ウェルサイズ直径：最大 28mm でも高分解能
● LabSOCSTM によるキャラクタリゼーションが可能（コインシデンス 

サム補正）

■概要
スモールアノード　ウェル型Ｇｅ検出器は、少量のサンプルを最大の効率
で、広い測定範囲にわたってエネルギー分析をすることができます。検出
部は、一般的なウェル型同様、井戸型に形成されています。内部に設置
されたサンプルはほぼ全周（4 π）方向で計数されることになり、きわめ
て高い計数効率が達成されます。また、一般的なウェル型よりもエネル
ギー分解能が高いため、検出限界が著しく優れており、測定時間を大幅
に削減することができます。一般的な同軸型検出器と比較しても、エネ
ルギー分解能、とりわけ低エネルギー範囲において、本検出器は大変優
れたパフォーマンスを発揮します。

スモールアノード　ウェル型ゲルマニウム検出器（GSW）

ゲルマニウム半導体検出器
セクション 1
検出器

型番
有効容積

(cc)
ウェル径
(mm)

ウェル長
(mm)

分解能 エンドキャップ径
(inch)FWHM 1332 keV FWHM 122 keV

GSW120 120 16 40 2.2 0.75 3.25

GSW200 200 16 40 2.2 0.75 3.5

GSW300 300 16 40 2.2 0.75 4.25

GSW350 350 16 40 2.2 0.75 4.5

GSW425 425 16 40 2.2 0.75 4.5

GSW275L 275 28 40 2.2 0.75 4.25

ウェル
直径

10mm
（標準）

40mm

0.5mm

ウェル径
＋4mm

≧5mm

検出器
エレメント

クライオスタット
エンドキャップ

【スモールアノード ウェル型検出器と、一般的なウェル型検出器
および同軸型検出器のエネルギー分解能（FWHM）】
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■特長
● 大面積で X 線及びγ線の検出が可能です。（最大 20cm2 の受光面）
● 高分解能で 3KeV ～ 1MeV のエネルギースペクトルが得られます。
● プリアンプは冷却型 FET を使用しエネルギー分解能を向上させてい

ます。
● 超低バックグラウンドクライオスタット（オプション）

■概要
LEGe 型検出器は Ultra LEGe 型検出器と同軸型検出器の検出範囲の中
間領域で最高のエネルギ分解能と検出効率を満足させる検出器です。検
出面積は 0.5cm2 から 20cm2、検出厚さは 5 ～ 20mm の各々の範
囲から選択できます。入射面はボロンのインプラントによる P（＋）コン
タクトで低エネルギレスポンスが良く、入射窓は Be を使用しています。

低エネルギー用　ゲルマニウム検出器（GL）

■仕様

型番
有効面積
（mm2）

厚
（mm）

窓厚
mm (mils)

分解能 ** プリアンプ
タイプFWHM  5.9 keV FWHM  122 keV 

GL0055 50 5 0.025 (1) 145 500 I-TRP

GL0110 100 10 0.025 (1) 160 500 I-TRP

GL0210 200 10 0.15 (5) 195* (170) 520 RC*

GL0510 500 10 0.15 (5) 250 550 RC

GL0515 500 15 0.15 (5) 250 550 RC

GL1010 1000 10 0.5 (10) 300 620 RC

GL1015 1000 15 0.5 (10) 300 620 RC

GL2020 2000 20 0.5 (20) 400 680 RC

*  オプションで I-TRP プリアンプがお使いいただけます。
* * 分解能（FWTM）≦ 2 ｘ分解能（FWHM） 

ゲルマニウム半導体検出器
セクション 1

検出器

リア コンタクト

フロント コンタクトBe窓

Pu/U 肺モニタ用アクチニド検出器（ACT- Ⅱデュアル素子検出器）

■仕様

型番
有効面積
（cm2）

厚 
（mm）

分解能 （FWHM）

 5.9 keV  122 keV

GL2020S 20 20 ≦ 370 ≦ 675

GL2820S 28 20 ≦ 400 ≦ 750

GL3825S 38 25 ≦ 450 ≦ 750
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超低エネルギー用　ゲルマニウム検出器（GUL）

■特長
● 従来の Si （Li）検出器で得られなかったエネルギーレンジをピュアゲ

ルマニウム検出器にて得ることができます。
● Si（Li）検出器よりも高分解能で約 300eV ～約 300KeV のエネル

ギースペクトルが得られます。
● オプションにて 0.4 μ m 厚のポリマーウィンドウを用意しています。

■概要
GUL シリーズ超低エネルギー用ゲルマニウム検出器は、半導体検出器で
は達成不可能と考えられていた分解能、ピーク対バックグラウンド比を達
成しつつ約 300eV の低エネルギーまで検出範囲を広げました。また、
原子番号の高いゲルマニウム検出器に備わっている高エネルギ効率を維
持しています。したがって市場にあるシングルフォトン検出器よりも広い
エネルギレンジの性能を充分に引き出す為に、ポリマーウィンドウを用意
しております。ポリマーウィンドウにより、極めて低いエネルギレンジでの、
より高い効率を得ることが可能です。

■仕様

型番
有効面積
（mm2）

厚
（mm）

窓厚
mm (mils)

分解能

FWHM
5.9 keV

FWHM
122 keV

GUL0035 30 5 0.025 (1) 140 550

GUL0055 50 5 0.025 (1) 140 550

GUL0110 100 10 0.025 (1) 150 550

GUL 検出器（有効面積 100mm2）およびウィンドウレス  
リトラクタブル　クライオスタット（オプション）

ウィンドウ

エレメント

20

40

100

80

60

0.2 .4 .6 .8 1.0 2.0 3.0 20 40 60 80 200180160140120100

0.4 ミクロン
ポリマー

1/3 ミル  ベリリウム

5 mm
シリコン

5 mm
ゲルマニウム

エネルギー (keV)

効
　
　
率
 (%
)

ウィンドウ透過率の比較－ポリマー vs ベリリウム
検出器効率の比較－ゲルマニウム vs シリコン

● ウィンドウ オプション

BW-0.3 1/3mil Be ウィンドウ
（有効 積 30・50mm2 用）

PW-0.4
（V または H）

0.4 m ポリマー
（有効 積 30mm2 用）

PW-0.4L
（V または H）

0.4 m ポリマー
（有効 積 50mm2，100mm2 用）

● クライオスタット　オプション

7500 垂直ディップスティック　クライオスタット（30 ℓ）

7905-7.5 水平インテグラル（7.5 ℓ）

7906-7.5 垂直インテグラル（7.5 ℓ）

7905-R リトラクタブル

7905-WR ウィンドウレス　リトラクタブル

7905-BWR ベロウズシール付ウィンドウレス　リトラクタブル　

エンドキャップサイズ：25 φ×10L（cm）
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スリムラインタイプ

スリムラインクライオスタットでは、検出部とプリアンプと同一のシリンダハウジングに収納しています。ハウジングカバーをはずすだけでプリアンプを保守
できますので、保守の容易性でも、従来のボックス型プリアンプとほとんど変わりありません。
スリムラインクライオスタットは、検出器遮蔽体構造の簡素化、および遮蔽体のサンプルルームの効率利用に有効です。

クライオスタット／オプション

■ リモートディテクタチェンバ（RDC）

オプション 
7500SL 型　垂直ディップスティック　クライオス
タットは、オプションで RDC リモートディテクタチ
ェンバを付けることができます。
標準的な RDC の長さは、2, 4, 6, 8, 10 各インチ
です。右図は最も一般的なサイズである、4 インチ
お よ び 6 イン チ RDC の 概 容 で す。 RDC-4 は
747 型および 767 型 鉛遮蔽に適しており、RDC-
6 は 777 型 鉛遮蔽に適しています。 

 

7500SL 型　垂直ディップスティック
（D-30 デュワ使用）

7600SL 型　水平ディップスティック
（D-30 デュワ使用）

7905-30SL　水平インテグラル 
（7.5 ℓ , 15 ℓ , 30 ℓバージョンがあります） 

7906-30SL　垂直インテグラル 
 （7.5 ℓ , 15 ℓ , 30 ℓバージョンがあります） 

7500SL 型　垂直ディップスティック 
（CCII-VD クライオサイクルⅡ使用）

7500SL-RDC-4
垂直ディップスティック / RDC-4

（D-30　デュワ使用）

7500SL-RDC-6 
垂直ディップスティック/ RDC-6

（CCII-VD クライオサイクルⅡ使用）
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 クライオスタット

フランジタイプ

ゲルマニウム検出器は液体チッ素で冷却して使用しますので、そのためのデュワ / クライオスタットが必要です。キャンベラ社はあらゆる実験に対応できるよ
う種々の形状のデュワ / クライオスタットを供給しています。検出器のご発注の際は下図の中から最適のデュワ / クライオスタットを選択下さい。図中の寸
法単位はインチと（ミリメータ）です。

7500 型 垂直ディップスティック
（D-30 デュワ使用）

7600 型 水平ディップスティック
（D-30 デュワ使用）

7905-30 型　水平インテグラル 
（7.5 ℓ , 15 ℓ , 30 ℓバージョンがあります） 

7906-30 垂直インテグラル
（7.5 ℓ , 15 ℓ , 30 ℓバージョンがあります） 

7935-2F フランジ型 MAC ポータブル
 （2 ℓ MAC）

メタルシール　フランジタイプ
（3 インチ（76mm）径エンドキャップのみ）

7500M 
垂直ディップスティック/メタルシール

（ D-30 デュワあるいは CCII-VD ）

7600M 
水平ディップスティック/メタルシール

（ D-30 デュワあるいは CCII-VD ）

7905-30M 
水平インテグラル /メタルシール 

（7.5 ℓ , 15 ℓ , 30 ℓバージョンがあります） 

7935-7F フランジ型 MAC ポータブル 
（7 ℓ　 Big MAC）
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メタルシール　フランジタイプ
（3 インチ（76mm）径エンドキャップのみ）

7906-30M  
垂直型インテグラル /メタルシール

（7.5 ℓ , 15 ℓ バージョンがあります）

7935-2FM  
フランジ型 MAC ポータブル /メタルシール 

（2 ℓ MAC）

7935-7FM  
フランジ型 Big MAC ポータブル /メタル
シール 

（7 ℓ Big MAC）

■ リモートディテクタチェンバ（RDC） オプション
全てのフランジタイプ　クライオスタット（with exception of the vertical integral downlooking Cryo-Cycle ™ Ⅱ , model CCII-VI）は、
オプションで RDC リモートディテクタチェンバを付けることができます。標準的な RDC の長さは、2, 4, 6, 8, 10 各インチです。 
以下に、液体窒素循環型および電気冷却型クライオスタットに、RDC オプションをつけた例をご紹介します。
RDC-4 を付けた場合の、フランジ型 Big MAC ポータブルおよびクライオパルス 5 プラスは、通常 In Situ カウンティングシステム （ISOCS ™） 
が使われています。 

7500-RDC-8 
垂直型ディップスティック／ RDC-8

（D-30 デュワを使用）

CCII-HI-F-RDC-2 
水平型インテグラル /RDC-2

（クライオサイクルⅡを使用）

7935-7F-RDC-4
フランジ型 Big MAC ポータブル／ RDC-4
 （7 ℓ Big MAC）
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型番：7935SL-2（スリムライン型）
型番：7935-2F（フランジ型）*

型番：7935SL-7（スリムライン型）
型番：7935-7F（フランジ型）　

＊フランジ型クライオスタットの
　検出器チェンバー

 クライオスタット

ポータブルタイプ

■特長
● 全方向で使用可能
● 軽量アルミニウム構造
● 長い保持時間
● 温度センサーによるバイアスオフ機能

■概要
MAC（multi-attitude cryostat 全方向クライオスタット）は、ポータブ
ルで、かつ汎用性の高いクライオスタットとして誕生しました。

MAC の特徴である注入口／排気口システムによって、たとえデュワ内の
液体窒素が満タンの状態であっても、検出器をあらゆる方向で使用でき
るようになりました。軽量、コンパクト、そして耐久性に優れた MAC ク
ライオスタットは、野外での使用にも適しています。スリムライン型検出
器のチェンバーは、非常に効果的に遮蔽されているので、低レベル測定
にも対応可能。

MAC 検出器は、2 つの部分の注入口／排気口が配置されたデュワから
成っています。デュワの向きにかかわらず 1 つの口は排気用として使用す
ることにより、デュワは液体窒素をロスすることなく水平方向、上向き /
下向き垂直方向に向けて使用することができるのです。

特注にて、シングルポート型の MAC および Big MAC の提供も可能です。
シングルポート型の液体窒素容量と連続使用時間は、標準型の約半分程
度となります。液体窒素自重供給用容器スタンドも装着可能です。また、
海底仕様のモデル 7411との互換性も備えています。（詳細はお問い合わ
せください。）

検出器およびプリアンプは、液体窒素が枯渇するとバイアス電源が自動
的に落ちるに設定したり、警告音が鳴るように設定することができます。
両方も可能です。

標準 MAC の特長は、スリムライン型クライオスタットを使用しているこ
とにあります。スリムライン型クライオスタットは、先端の直径サイズ：
80mm までの検出器チェンバーの後ろにプリアンプを配置しています。
検出器のインストールも簡単で、遮蔽効果を存分に生かすことができま
す。10 ～15cm 以内ならば遮蔽体に十分に届き、マリネリ試料の測定
が可能です。

MAC にはフランジ型もあります。フランジ型の場合は、バルクヘッドコ
ネクタを備えたボックススタイルのプリアンプを使用。サイズは、スリム
ライン型よりも若干コンパクトになっています。

MAC は、取り外し可能なキャリーハンドルを備えています。取り外せば
デュワ径の外側に一切の障害物はなくなりますので、他の機器 * へ手軽に
装着できるようになります。（* ホールボディカウンタ、スキャターチェンバ、
低レベルカウンティングシステムなど）

手動 / 自動補給システム

MAC は注入口／排気口が独立しているため、液体窒素供給や排気ライン
によるガスの使用を少なく抑えることができます。このことはまた、人や
周囲の機器へ N2 や LN2 の影響を与えるリスクを低減します。

MAC はキャンベラ製高純度 Ge 検出器へオプションとして装着可能です。
キャンベラ製の多様な検出器については、どうぞカタログをご参照くださ
い。

■仕様

MAC 
● 重量 – 5.1 kg  （空の状態）、 7.1 kg （液体窒素満タン時） 
● 液体窒素容量 – 2.5 リットル 
● 連続使用時間 – 2 日間 （標準サイズ検出器の場合） 
● 冷却時間 – 2 時間 （目安） 
● FILL AND VENT PORTS – 3.2 mm （1/8 in.） NPT. 

BIG MAC 
● 重量 – 7.9 kg （空の状態） 、 13.6 kg （液体窒素満タン時） 
● 液体窒素容量 – 7.0 リットル 
● 連続使用時間 – 5 日間 （標準サイズ検出器の場合）
● 冷却時間 – 2 時間 （目安） 
● FILL AND VENT PORTS – 3.2 mm （1/8 in.） NPT. 

オプション 
● Model 7415 検出器リフトメカニズム（CANBERRA 製　遮蔽体用） 

相対効率
(%)

直径 / インチ
(mm)

≦ 40 3.0 (76)

40-50 3.25 (83)

50-70 3.50 (89)

70-100 3.75 (95)

≧ 100 4.0 (102)
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リトラクタブルタイプ

■特長
● 多彩なジオメトリ
● ウィンドウレス　オペレーション
● 堅牢なデザイン
● Si（Li）検出器および Ge 検出器と使用
● UHV コンパチブル（7905-BWR）

■タイプ

型番 製品名

7905-R リトラクタブル クライオスタット（O リングシール付）

7905-WR ウィンドウレス リトラクタブル クライオスタット（O リングシール付）

7905-BWR ウィンドウレス リトラクタブル クライオスタット（ベローズシール付）

型番 7905-BWR

型番 7905-R 型番 7905-WR
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 クライオスタット

U- タイプ

■概要
キャンベラ社の U タイプクライオスタットは、デュワー / クーラーの側面から水平方向に伸ば
したアームの先に、アームと垂直方向に検出器チェンバーを配置しています。 
構造の特長は、鉛遮蔽内のプリアンプなどのハードウェアや、 検出器（結晶）など全て機器内
に収まるようデザインしたこと。結晶が外気にほとんどさらされないため、カウンティングシス
テムのバックグラウンドをしっかりと除くことができます。（＝超低バックグラウンド） 
U タイプクライオスタットは、トレイラーや ISO コンテナベースの測定施設のような場所で使
用するのにも大変都合がよい設計です。遮蔽体の下にデュワやクーラーを設置するようなスペ
ースや高さの余裕がなくとも、U スタイルならば横置きなので問題ありません。 
水平アームの、標準長さは約 305 mm です。（プリアンプのフランジ～検出器の中心線）
したがって、キャンベラ社の鉛遮蔽：10cm 厚および 15cm 厚の両方に対応することができ
ます。
標準仕様には、O リングが含まれています。メタルシールは、3.0 in. （76 mm） 径エンドキャ
ップの検出器にのみ、オプションで対応できます。メタルシールは、より堅牢で検出器バキュ
ームを長持ちさせるのに役立ちます。

エンドキャップ寸法は、検出器寸法により異なりま
す。下図は各エンドキャップ径に対する効率 （典型
値）です。エンドキャップの長さは、検出器のサイ
ズが大きくなるのに比例します。特別なエンドキャ
ップサイズをご希望の場合は、お問合せください。

相対効率
(%)

直径 / インチ
(mm)

≦ 40 3.0 (76)

40-50 3.25 (83)

50-70 3.50 (89)

70-100 3.75 (95)

≧ 100 4.0 (102)

7905-30U 水平インテグラル Uタイプ
（7.5 ℓ、15 ℓもご用意できます） 

CCII-HI-U クライオサイクルⅡ水平インテグラル
Ｕタイプ 電気冷却式 液体窒素循環型

7935-2U フランジ型 MAC ポータブル 
Uタイプ  （ 2 ℓ MAC ）

CP5-PLUS-U クライオパルス 5 プラス 
Ｕタイプ 電気冷却式

（上面図 – プリアンプはご要望の方向に変更できます）

CP5-PLUS-U クライオパルス 5 プラス 
Ｕタイプ 電気冷却式

（側面図）

7935-7U フランジ型ＭＡＣポータブル 
Ｕタイプ （ 7ℓ MAC）
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7905-30UM 水平インテグラル Uタイプ/
メタルシール （7.5 ℓ、15 ℓもご用意できます）

CCII-HI-UM 水平インテグラル Ｕタイプ 
電気冷却式 液体窒素循環型 /メタルシール

メタルシール付 U- タイプ （3 インチ（76 mm）径エンドキャップのみ） 
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極低バックグラウンドクライオスタットは、クライオスタットの材質に厳
選された材質を使用し、極低バックグラウンド環境をご提供します。

■特長
● アルミニウム－ 99.999％

1ppb 以下のトリウムとウランを保証します。
● 銅－ 99.99％ （標準的な OFHC よりも優れています） 
● ステンレススチール－ Co-60 低含有量のものを厳選して使用
● ほぼバックグラウンドゼロのコンポジットカーボン窓を採用
● キャンベラの Ge 検出器（GC、GR、GX、GL、GCW、BE）に対応

します。

典型的なスペクトル値：
A / 遮蔽無し、
B / 標準クライオスタット（型番：7500SL）および 10cm 厚鉛遮蔽（型

番：747）、
C / 極低バックグラウンドクライオスタット（型番：7915-30 ULB）

および 15cm 厚極低バックグラウンド鉛遮蔽（型番：777）

CP5-PLUS-UM クライオパルス 5 プラス 
Ｕタイプ/メタルシール （側面図）

7935-7UM フランジ型 MAC ポータブル 
Ｕタイプ/メタルシール（7ℓ Big MAC）

7935-2UM フランジ型ＭＡＣポータブル 
Ｕタイプ/メタルシール（2 ℓ Big MAC）

メタルシール付 U- タイプ 
（3 インチ（76 mm）径エンドキャップのみ） 

X Y
2.0   (51) 14.9 (378)
4.0 (102) 16.9 (429)
6.0 (152) 18.9 (480)
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S - ULB（超極低バックグラウンド）シリーズ　

厳選された材料と厳格なる製造プロセスにより、S - U L B 検出器は、究極の低バックグラウンドを実現します。

■特長
● 大容量クライオスタットに対応可能（910cc 以下)
● 特別仕様のHPGe検出器の結晶、電気システム
● OFHC(高伝導度無酸素銅)または高純度アルミニウムなどの厳選された材料
● コンパクトサイズのエンドキャップで、シンチレータガード検出器を近づけてセット可能
● 電気冷却器付 S - U L B：

信頼性の高いパルスチューブ式冷却技術は安全性を提供します。地下での液体窒
素の取扱やガス抜きのリスクを解消しつつ、性能には妥協していません。高感度
W e l l  型 G e や  S A G e 検出器にもお使いいただけます。 電気冷却器付 S - U L B

極低バックグラウンドクライオスタット
ULB（極低バックグラウンド）シリーズ
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 クライオスタット／オプション

電気冷却式、ハイブリッド式

電気冷却式  液体窒素循環型クライオスタット
Cryo-Cycle ™ Ⅱ （クライオサイクルⅡ）

■概要
液体窒素冷却型と電気冷却式のハイブリッド版。
液体窒素の補給は、1 ～1.5 年に 1 回程度のみ（年間消費量数リットル）
長期停電時も、液体窒素が約 1 週間冷却を継続（その間、測定可能）
長期寿命冷却機構（平均的な交換目安＞ 8 年）
メンテナンスは、簡単着脱の空気フィルタ清掃のみ（約 1 年～ 2 年毎）
エネルギー分解能の劣化はほとんどなし
ノンフロン / 不燃性冷媒を採用

■仕様
低消費電力 ：通常時 250W、最大 450W
外寸 ：直径 432mm、高さ 610mm（検出器チェンバを除く）
重量 ：30kg （液体窒素・検出器の重量を除く）
液体窒素容量 ：25L
動作環境 ：温度＋10℃～＋ 35℃、湿度 20% ～ 80%（結露しないこと）

型番 製品名 

CCII-VD  クライオサイクルⅡ 7500SL or 7500 対応 

CCII-HD  クライオサイクルⅡ 7600SL or 7600 対応 

CCII-VI-SL  クライオサイクルⅡ　垂直インテグラル・スリムラインタイプ 

CCII-VI-F  クライオサイクルⅡ　垂直インテグラル・フランジタイプ 

CCII-HI-SL  クライオサイクルⅡ　水平インテグラル・スリムラインタイプ 

CCII-HI-F  クライオサイクルⅡ　水平インテグラル・フランジタイプ 

CCII-HI-U  クライオサイクルⅡ　水平Ｕタイプ　インテグラル 

電気冷却式 クライオスタット
Cryo-Pulse® 5 plus （クライオパルス 5 プラス）

■概要
液体窒素補給不要の電気冷却式。
パルスチューブタイプの冷却機を搭載
ノンフロン / 不燃性ガスを採用
低消費電力（最大 250W）
長期寿命冷却機構（＞約 11 年）
メンテナンスは、簡単着脱の空気フィルタ清掃のみ（約 1 年～ 2 年毎）
エネルギー分解能の劣化はほとんどなし

■仕様
● 冷却機構
外寸：幅 145mm ×高さ 287mm ×奥行き 313mm （検出器チェンバを除く）
重量：約 17kg 
● コントローラ
外寸：幅 280mm ×高さ 88mm ×奥行き 315mm 
重量：約 5.3kg 
動作環境：温度＋ 5 ～＋ 40℃

型番 製品名 

CP5-PLUS-SL スリムライン　クライオパルス 5 プラス 

CP5-PLUS-F  フランジ　クライオパルス 5 プラス 
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パルスチューブ式　液体窒素蒸発防止装置

■概要
パルスチューブ式液体窒素蒸発防止装置は、従来の液体窒素で冷却する Ge 半導体検出器と比較して、
手間のかかる液体窒素の補給回数を減らすために開発されたものです。
本装置の液体窒素消費量は、年間約 1リットル未満。したがって、補給は実質不要といえます。
機器の構成はコールドヘッド（パルスチューブ式）、コンプレッサー、コントローラー、液体窒素デュワ（16L
と 30L タイプ）で構成されています。
振動の少ないパルスチューブ冷凍機を使用することにより機械的振動を極力抑え、エネルギー分解能の
劣化を最小限に抑えることが出来ました。
万が一、停電等で電気供給が出来なくなりましても、デュワにある液体窒素により1 週間前後（16L）、
2 週間前後（30L）の測定継続が可能です。（検出器のサイズに依存）

7185 型／ 7186 型　
液体窒素自動供給システム用
液体窒素センサー／液体窒素コントローラ

■ 7185 型／ 7186 型　共通仕様
● LN2 残量レベル　デジタルディスプレイ
● 高・低レベル両方でアラーム設定可能
● 警告音、警告ランプ
● 繰り返しアラーム
● クライオスタットに合せて調整

■特長
● Ge 半導体検出器の液体窒素残量が分かります。
● ロードセルタイプの重量計です。
● 超薄型の台ばかりです。

■特長
● MCA がスペクトル収集中に「測定中」の文字が赤色に点灯します。
● 装置が稼動中であることを他者に知らせます。
● 測定中に誤って遮蔽体を開けてしまう不注意を軽減します。
● 様々なボックスに取り付け可能です。IM 規格に準拠しています。
● 電源ケーブル、BNC ケーブル付属

測定中表示器ロードセル重量計

Ge 半導体検出器／液体窒素アクセサリ

■ 7186 型のみ　仕様
● 高・低レベル両方を制御
● 制御された AC 出力
● 3 ｍキャプティブコード付　ソレノイドバブル
● フィル／ベント向けホース
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鉛シールド

747 型 鉛シールド
上部スライドオープン式

■特長
● 垂直型クライオスタット用設計
● 10cm 低バックグラウンド 鉛シールド
● ドア開閉時に容易なレバー設計
● コンパクト：61cm × 61cm の床スペース
● スズと銅の内張り
● レベル調整可能なフットパッド

■仕様
アウタージャケット ： 9.5mm 厚低カーボンスチール
バルクシールド ： 10cm 厚低バックグラウンド鉛使用
内張り ：1mm スズと1.6mm 銅
重量 ：約 1200kg

ゲルマニウム半導体検出用 鉛シールド

767 型 鉛シールド
フロントオープン/上部分割式

■特長
● 垂直型クライオスタット用設計
● 10cm 低バックグラウンド 鉛シールド
● 前面開閉ドア
● スズと銅の内張り

■仕様
アウタージャケット ：9.5mm 厚低カーボンスチール
バルクシールド ：10cm 厚低バックグラウンド鉛使用
内張り ：1mm スズと1.6mm 銅
重量 ：約 1200kg

Uタイプ用　鉛シールド　

737 型 鉛シールド
上部スライドオープン式 /
U タイプクライオスタット用

■特長
● U- タイプクライオスタット用“ノーストリーム”設計
● 低重心設計
● 10cm 低バックグラウンド 鉛シールド
● スズと銅の内張り

● 容易な検出器の設置

■仕様
アウタージャケット ：9.5mm 厚低カーボンスチール
バルクシールド ：10cm 厚低バックグラウンド鉛使用
内張り ：1mm スズと1.6mm 銅
重量 ：約 1000kg
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超低バックグラウンド　鉛シールド

777 型 
超低バックグラウンド 鉛シールド
上部スライドオープン式

■特長
● 15cm 厚の鉛を使用
● 超低バックグラウンドマテリアルを使用
● 垂直型、U スタイル型の 2 タイプのクライオスタットに対応
● ラドン除去のパージポート

● 特注のスズ－銅の内張りを採用

■概要
キャンベラ社の 777 型は、Ge 検出器用の超低バックグラウンドの鉛シ
ールドです。従来のシールドよりも 50％鉛を厚くし、低バックグラウン
ド用に厳選されたマテリアルを使用しています。

■仕様
アウタージャケット ：9.5mm 厚さの低カーボンスチール
バルクシールド ：15cm 厚さの低バックグラウンド鉛を使用
   （内側 2.5cm は 210 Pb 量が 25Bq/kg 以下の鉛を使用）
特注内張り ：1mm 低バックグラウンドスズと1.6mm 高純度低

バックグラウンド銅を採用
重量 ：約 1700kg

鉛シールド

フロントオープン式　鉛シールド
■特長
● 分割して運搬することが可能（各数百 kg 程度）

■仕様
内容積 W250 x H350mm （遮蔽体部）
遮蔽構成 SS400 = 10mm　鉛 = 5mm
 OFCU （無酸素銅） = 5mm　アクリル = 5mm
 （遮蔽体合計 = 120mm）
遮蔽重量 約 1,580kg

サンプルチェンジャ付   鉛シールド

サンプルチェンジャ付鉛シールド
■特長
● サンプルチェンジャ搭載なので、 PC 制御にて多数の試料測定が可能
● 分割して運搬することが可能（各数百 kg 程度）

■仕様
鉛厚 ：10cm 以上
内張り ：無酸素銅、アクリル
重量計（指示計含む）付属
試料搭載数 ：ご相談に応じます
試料ホルダー保持方式 ：フォーク式、チャック式（写真はフォーク式）
試料送り方式 ：ターンテーブル式、チェーン式（写真はチェーン式）

■型番
・ 777  − 垂直型、U スタイル型クライオスタット用
・ 777A  − 垂直型クライオスタット用 
・ 777B  − U スタイル型クライオスタット用

＊ 写真は垂直型クライオスタット用です。ご要望に応じて様々な仕様に対応可能ですので、詳
しくはお問合せください。

＊ 写真は U タイプクライオスタット用です。全体の寸法、試料サイズ、試料搭載数等、ご要望
に応じて様々な仕 様に対応可能です。詳しくはお問合せください。
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高エネルギーにおける比較　ゲルマニウム検出器 VS シリコン検出器

5 mm Si(Li)

500μm SDD

5 mm Ultra-LEGe

Si（Li）/ スーパー Si（Li）　X 線検出器

■特長
● 約 300eV から 50KeV の X 線スペクトロスコピーに最適です。
● 低エネルギ X 線の検出の為、入射窓はベリリウムで作られています。
● エネルギ分解能 135eV ～ 180eV（FWHM at 5.9KeV）
● 液体窒素により冷却して使用します。

■概要
シリコン半導体を使用した高分解能 X 線検出器です。測定 X 線範囲は
約 300eV ～約 50KeV です。蛍光 X 線分析、X 線発生管の特性試験、
レントゲン照射線のエネルギスペクトル分析等にご利用下さい。

■仕様

Si （Li）X 線検出器　（SL）

型番
有効面積
（mm2）

結晶の厚さ
（mm）

分解能 FWHM
5.9 keV

SL12145 12.5 2 145

SL12160 12.5 2 160

SL30155 30 3 155

SL30170 30 3 170

SL80165 80 5 165

SL80180 80 5 180

スーパー Si （Li）X 線検出器　（SSL）

型番
有効面積
（mm2）

結晶の厚さ
（mm）

分解能 FWHM
5.9 keV

SSL12135 12.5 2 135

SSL30145 30 3 145

SSL80155 80 5 155

＊ FWTM は FWHM の 2 倍以下が保証されています。
＊ スーパー Si（Li）検出器は 24 μ s 整形時定数をもつスペクトロスコピアンプ使用時で上記

性能を保証します。

● ウィンドウ オプション

BW-0.3 8 μ m ベリリウム （有効 積 12.5，30mm2 用）

PW-0.4（V or H）* 0.4 μ m ポリマー （有効 積 12.5，30mm2 用）

PW-0.4L（V or H）* 0.4 μ m ポリマー （有効 積 80mm2 用）

● クライオスタット　オプション

7500M 
垂直ディップスティック　クライオスタット （30 デュワ、メタ
ルシール） 

7600M 水平インテグラル（30 デュワ、メタルシール） 

7905-7.5、1.5、30  水平インテグラル（7.5 デュワ、1.5 デュワ、30 デュワ） 

7906-7.5、1.5、30  水平インテグラル（7.5 デュワ、1.5 デュワ、30 デュワ） 

7935-2 フランジ型 MAC ポータブル 

7935-7 ACT- Ⅱ　クライオスタット 

7905-R  リトラクタブル（7.5 デュワ） 

7905-WR  ウィンドゥレス　リトラクタブル（7.5 デュワ） 

7905-BWR  ベロウズシール付ウィンドゥレスリトラクタブル （7.5 デュワ） 
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シンチレーション検出器

802 シリーズ

■特長
● 低価格、高検出効率
● 取扱いが容易
● 低バックグラウンド（K ≦ 0.5ppm）
● ミューメタル磁気 / 光シールド

● ウェル型・特殊形状検出器も用意されています。

■概要
802 シリーズ シンチレーション検出器は、NaI（Tl）結晶、光電子増倍管、
磁気 / 光シールド / クロムメッキアルミニウムハウジングの一体構造の検
出器です。
802 シリーズは高い検出効率、低暗電流、ゲイン安定性等の優れた性能
をもった検出器で、ガンマ線測定に適しています。
ウェル型検出器はヨウ素 125 等の放射性医薬品の純度試験に最適です。

■仕様
分　解　能 ： 下記（137Cs, 662keV ピークにて規定）
ウィンドウ ： 0.5mm Al （147mg/cm2）
リフレクタ ： 1.6mm Oxide （88mg/cm2）
磁気 / 光シールド – Conetic lined steel.
操作電圧（典型値）：
● カソード−アノード +1100 V dc.
● ダイノード−ダイノード +80 V dc.
● カソード−ダイノード +150 V dc.

型番
クリスタルサイズ

mm (in.)
分解能
(％ )

寸法図
ウェル直径  mm (in.)

D L

802-2x.5 51 x 13 (2 x .5) 15% A N.A. N.A.

802-2x2 51 x 51 (2 x 2) 8.5% A N.A. N.A.

802-2x2W 51 x 51 (2 x 2) 9.0% B
16.66 

(0.656)
39.27 

(1.546)

802-3x3 76 x 76 (3 x 3) 7.5% C N.A. N.A.

802-3x3W 76 x 76 (3 x 3) 9.0% C
16.66

 (0.656)
54.40

 (2.063)

727/727R 型　鉛シールド

■特長
● 5cm 厚の鉛を使用
● 大型試料にも対応可能
● 標準および Well タイプゲルマニウム検出器用

● 4 π完全遮蔽

■概要
キャンベラ社の 727 型は、最大 3 ｘ 3 インチサイズまでの NaI（Tl）シ
ンチレーション検出器に対応可能です。試料が細い場合は上面の 2.5cm
径の凸型栓を開けて出し入れが可能。試料が大きい場合はスライド回転
蓋を開けます。
オプションのサンプルホルダｰで試料−検出器間の距離を 0 ～ 3 インチ

（0.25 インチ刻み）で調整できます。

バックグラウンド　スペ
クトル（3 ｘ 3 NaI（Tl）
検出器使用の場合）

727R 型は、727 型より大きい試料スペース（11.4cm 径、3.8cm 深さ）
を備えており、10cm径のチャコールフィルター等を入れることができます。

■仕様
直径 ：21.6 cm
鉛厚 ：5 cm
内張り ：銅 0.6cm もしくは真鍮 0.6cm
ライニング ：鉄 0.6cm
高さ ： 52.1 cm
重量 ： 127 kg　（搬送時：138 kg）

外 寸 図 C

重量 = 1.8 kg (4 lb)

8.10
(3-3/16)

D

L

22.23 (8-3/4)

5.87
(2-5/16)

7.94
(3-1/8)

8.26
(3-1/4)

外 寸 図 A

重量 = 0.77 kg (1.7 lb)

5.71
(2-1/4)

5.40*
(2-1/8)

5.87
(2-5/16)

18.41* (7-1/4)

*802-2 x.5型では3.8（1.5）となります

D

L

外 寸 図 B

重量 = 0.77 kg (1.7 lb)

6.67
(2-5/8)

5.87
(2-5/16)

19.69 (7-3/4)

5.71
(2-1/4)

断面図：単位はインチ、（  ）内は mm
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 シンチレーション検出器

LED 温度補償型（NAIS シリーズ）NaI（Tl）シンチレーション検出器

NAIS-2x2 （Osprey デジタルチューブ MCA 用）
■特長
● LED 温度補償（特許）型により、-20 ～ +50 度で± 2％の安定度を

実現
● 2x2 インチ NaI（Tl）シンチレーション検出器
● アルミハウジング、内部磁気／光シールド
● 専用デジタル MCA（OSPREY）とカムロックによる着脱

■仕様
性能
● 分解能 – 約 7% at 662keV（137Cs）
● 典型動作電圧 – 内部セッティング
外観
● 寸法 – 右図ご参照ください。
　（検出器端面から Osprey 接続面までは 8.9 インチ [227 mm] ）
● 重量 – 1 kg
動作環境
● 温度 –  -20 ～ +50 ℃
● 湿度 –  85% （結露なきこと）
　EN 61010（Installation Category I, Pollution Degree 2）に準拠
型番
● NAIS-2x2 NAI（Tl） 2 ｘ 2 インチ温度補償型シンチレーション検出器
● OSPREY-STABLE – Osprey デジタルチューブベース MCA および

NAIS-2x2 とのセット。S504C Genie 2000 InSpector Basic
Spectroscopy Software 付

■オプション
● OSPREY-DTB – デジタルチューブベース MCA（3 m USB ケーブ

ル , 3 m クロスオーバーイーサネットケーブル、PoE インジェクタ
（110/220V）、1.2 m MCX-BNC ケーブル 3 本）

● OSPREY-PKG – OSPREY-DTB、S504C　Genie ™ 2000
InSpector ™ Basic Spectroscopy Software

単位はインチ、（　）内は mm
デザイン等は予告なく変更されることがあります。

● OSPREY-PKG+ – OSPREY-PKG、S501C Gamma Analysis
option

● OSPREY-SDK – OSPREY ソフトウェア開発キット
● OSPREY-E03L – 3 m イーサネットケーブル（Model 727 鉛シール

ド用のライトアングルプラグ付）
● 727 – 鉛シールド

NAIS-3 ｘ 5 ｘ 16 を搭載している
FASTSCANTM（2250-LS シリーズ）

NAIS-3x5x16 – NaI（Tl） LED

■特長
● LED 温度補償型
● ゲインシフトを常にモニタリング、調整することで、 
　温度変化によるピークシフトを防ぎます。
　（-20℃～ 50℃の環境下において、± 2%（典型値）以内）
● 磁気遮蔽、遮光仕様（全面金属製）
● Osprey ™ デジタルチューブベース MCA、Lynx ® MCA と互換
● FASTSCAN ™（立位式）, ACCUSCAN ™ （ベッド式）, アクチノイ

ド肺カウンターと互換
● 温度補償検出器型 FASTSCAN（2250 － LS シリーズ）に搭載。従

来型の FASTSCAN も、検出器部分を本製品に交換するだけで同様
の性能を得られます

■仕様
● 分解能 – 約 8% （662 keV （137Cs）
● 典型動作電圧 – 内蔵
● 重量 – 17.1 kg
● 動作温度 –  - 20 ～ +50 ℃
● 動作湿度−  - 85%, 結露なきこと。（the

environmental conditions specified by EN
61010,Installation Category I, Pollution
Degree 2 に準拠）

● 型番：NAIS-3X5X16 NAI（Tl）
　 3X5X16 インチ温度補償型シンチレーション検出器

図 1：20 – 22℃における
ピークシフトの変動

図 2 ：10 – 30℃における
ピークシフトの変動
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2℃以上のエネルギーシフト

温度  非補償型  検出器

温度補償型  検出器

NAI
NAIS
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CZT In-Situ

■

■

LaBr-1.5x1.5
LaBr （Ce）シンチレーション検出器

■特長
● 従来の NaI（Tl）シンチレーション検出器と比較して優れた分解能

（FWHM は約半分 @350keV 以上で）
● 高効率

同サイズの NaI（Tl）シンチレーション検出器と比較して優れた効率
（1.2 ～1.65 倍 @350keV 以上で）

● デジタル MCA（OSPREY）にダイレクト接続
● 磁気／光シールドの全面金属製

■仕様
性能
● 分解能 – 約 3% at 662keV （137Cs）
● 動作電圧 – 600V dc （典型値）
外観
● 結晶サイズ−1.5x1.5 インチ ● 寸法 – 右図ご参照ください。
● 重量 – 0.43 kg

動作環境
● 温度 – + 4 ～ + 43 ℃ ● 湿度 – 85% （結露なきこと）

型番
● LABR-1.5X1.5  LaBr3（Ce）シンチレーション検出器

■オプション
● OSPREY-DTB – デジタルチューブベース MCA（3 m USB ケーブル、

3m クロス オーバー　イーサ ネットケーブル、PoE インジェクタ
（110/220V）、1.2 m MCX-BNC ケーブル 3 本）

● OSPREY-PKG – OSPREY-DTB、S504C　Genie ™ 2000
InSpector ™ Basic Spectroscopy Software

● OSPREY-PKG+ – OSPREY-PKG、S501C Gamma Analysis
option.

● OSPREY-SDK – OSPREY ソフトウェア開発キット

● OSPREY-STABLE – OSPREY-DTB、NAIS-2x2、S504C
Genie ™ 2000 InSpector ™ Basic Spectroscopy Software

LaBr-1.5x1.5 寸法図：単位は cm （カッコ内はインチ）
仕様はキャンベラ社によって予告なく変更されることがあります

● OSPREY-E03L – 3m イーサネットケーブル（Model 727 鉛シールド
用のライトアングルプラグ付）

● 727 – 鉛シールド
● 2007（P） – PM チューブベース、（2007P はプリアンプ付）
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検出器部に、分解能が優れたCdZnTe結晶を採用

1mSv/hr程度の高バックグラウンド環境下でも使用可能
低消費電力設計（250mW未満）、バッテリーで数時間の測定可能
ISOCS効率校正プログラムソフトウェアに対応
D&D（除染と廃止措置）等の現場でよく使用される測定対象物に最適なテンプレート
可搬型ガンマスペクトロスコピーに最適

●

●

構成

● タングステンシールド( 2 cm厚、8.6kg、 5種類のコリメー

超小型CZT検出器、プリアンプ、波形整形アンプ、ベースライン

大容量CdZnTe結晶（1cm3）
超小型・軽量 （25mm×25mm×63mm、60g） 
高分解能：2.5% ＠ 662 keV
USB接続による電源/制御  （消費電力： 250 mW未満） 

●
●

●
●

●

CZT In-Situ   超小型ガンマ線検出システム

超小型ガンマ線検出システム

タ）、

レストラ、MCA、高圧電源内蔵、ISOCSテンプレート（21種類） 

●

●

●
●
●

オプション 

      運搬用ケース、カーボン製三脚 
検出部

特長

仕様

非常にコンパクトなMCA一体型を採用、遮蔽体やコリメータの小型化を実現

EN 61010（Installation Category I, Pollution Degree 2）に準拠
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AGATA 検出器 GRETA 検出器

特殊検出器

クローバー同軸型 Ge 検出器

■特長
● 4 つの同軸型 Ge 結晶をクローバーのように配置することにより、高効

率を実現
● 世界の研究施設に 200 台以上の納入実績
● 様々なサイズの Ge 結晶が可能
● ウェル型も可能

カプセル型 Ge 検出器

■特長
● 検出器自体での真空保持（ENCAPSULATED）構造
● この構造により、容易なハンドリングを実現
● INTEGRAL、MARS ODYSSEY、SELENE 等の宇宙でのアプリケ

ーションに最適
● 従来の検出器に比べ、コンパクトに配置できることから MINIBALL、

AGATA、GRETA として使用されています

耐久型 Ge 検出器

■特長
● 振動や衝撃が想定される状況や水中、高温、低温下など過酷な環境下で高精度の核

種分析・同定が要求される、高分解能ガンマスペクロスコピーに適しています。
● 液体窒素の使用ができない場合は電気冷却式も可能
● MARS ODYSSEY、Integral SPI 等、宇宙の過酷な環境下でも使用されています。

クローバー型同軸型 Ge 検出素子

TIGRESS タイプクローバー型同軸型 Ge 検出器
（4 ｘ 60 ｘ 90 – seg32 with BGO）

EUROBALL タイプ
クローバー型同軸型 Ge 検出器

（4 ｘ 50 ｘ 70）

水中用シールドプローブ

Mars Odyssey

地中ボアホール用 Integral SPI
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セグメント同軸型 Ge 検出器

■特長
● 同軸型 Ge 検出素子をセグメントし、高効率でかつ、高分解能を実現
● 世界の実験施設、MSU、MINIBALL、SUPER CLOVER 等として

納入されています。

セグメントプレイナ Ge 検出器

■特長
● X 線およびガンマ線を高分解能で測定
● 高計数率に対応
● 2 ～100 ピクセルに対応
● モノリシックのプレイナ型 Ge 検出素子をセグメントすることにより、

素子間のデットゾーンを低減
● 多様な形状（ピクセル、ストリップ、シングル / ダブルサイドに対応可能）
● マルチピクセルは放射光施設における XAFS アプリケーションに最適

テレスコープ Ge 検出器

■特長
● 2 個以上の高純度 Ge 検出素子をスタック（積重ね）配列
● プレイナ型、同軸型の Ge 検出器あるいは Si（Li）検出器など多様な

構成が可能
● コインシデンスによりバックグラウンド低減可能
● ドップラー効果、高エネルギーガンマ線、コンプトンカメラなどに使用

ESLX-S ＆ LTS 検出器

■特長
● X 線測定および荷電粒子測定のための、セグメントプレーナ Si（Li）

検出器
● ESLX-S シリーズ：物理計測（PIXE、シンクロトロンなど）、非破壊分

析や医薬品のための高性能 X 線測定
● LTS シリーズ：物理計測（電子転換、Mini-Orange）、RMS（エアモニ

タリング）のための高性能　荷電粒子測定

Plunger SeGA

Mini SeGA Classic SeGA

Beta SeGA Delta SeGA

垂直クライオスタット型
100 ピクセル Ge 検出器

水平クライオスタット型
25 ピクセル Ge 検出器

コンプトンカメラ

DSSD（Double Sided 
Strip Detector）型
ESLX-S 検出器
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PIPS 検出器　ラインナップ

Partially Depleted – PD シリーズ Annular – ANFD シリーズ

Fully Depleted – FD シリーズ Custom Design – CD シリーズ

Alpha – A シリーズ X-PIPS  – X-PIPS 検出器

CAM – CAM シリーズ Single and Multi-element
– SMEPS シリーズ

PIPS 荷電粒子検出器

PIPS 荷電粒子検出器概説

■特長
● イオン注入コンタクトによりイソプロピルアルコール洗浄可能な検出面
● リーク電流が少く、高分解能スペクトル測定が可能
● 100℃のベーキングが可能（オプションで 200℃まで可能）
● 入射面の不感層が 500 Å以下

■概要
プレーナシリコン検出器（PIPS-Passivated Implanted Planer Silicon 
Detector） は最新の半導体製造技術の中から生まれた画期的な荷電粒
子用検出器です。従来この分野で使用されてきた SSB 検出器に比して、
① 分解能が 2 割向上 ② 検出面が安定で強度が高まりイソプロピルアル
コール洗浄ができる ③ 真空度を高めるベーキングに耐えられる（100℃） 
④ 不感層が 500 Åと極めて薄い等の面で圧倒的に優れた荷電粒子検出
器です。

■仕様
マウントおよび寸法
検出面は、各マウントから1.0mm 奥まったところ
に位置しています。

■オプション
● クライオジェニックオプション

（Prefix CY）：− 200℃までの
環境に対応します。

● タイミングオプション（Prefix
TM）：200 Åのアルミニウム層
を加えタイミング測定時の性能
を向上します。（†）の付いたモ
デルに適応可能。

● ベーカブルオプション（Prefix
BK）：200℃までのベーキング
が可能です。

PD シリーズ部分空乏層型 PIPS 検出器

■概要
荷電粒子スペクトロスコピに最も広く利用されて
いるのが、 PD シリーズ PIPS 検出器です。検出
面 積 は 25mm2 ～ 5000mm2、 空 乏 層 厚 は
100 ～ 1000 μ m の範囲から選択でき、幅広い
物理研究・実験に対応できます。
操作電圧はそれぞれ、40V / 100 μ m 厚検出器、 
60V / 300μm厚検出器、 100V / 500μm厚
検出器、 350V / 1000 μ m 厚検出器。
コネクタはアクシャルマウントでマイクロドットが
標準、BNC 等はオプションからお選びください。
また、特別な形状パッケージをご希望の際はお問
合せ下さい。

■仕様
PIPS 検出器 ： PD シリーズ

空乏層厚 100 ミクロン厚 300 ミクロン厚 500  ミクロン厚

有効面積
mm2

分解能 keV 
(FWHM) 型番

分解能 keV 
(FWHM) 型番

分解能 keV 
(FWHM) 型番

α  β α  β α  β

25 12 6 PD25-12-100AM 11 5 PD25-11-300AM 10 4 PD25-10-500AM

50 12 6 PD50-12-100AM 11 5 PD50-11-300AM † 11 5 PD50-11-500AM †

150 14 9 PD150-14-100AM 13 8 PD150-13-300AM † 12 7 PD150-12-500AM †

300 16 11 PD300-16-100AM 15 10 PD300-15-300AM † 14 9 PD300-14-500AM †

450 17 12 PD450-17-100AM 16 11 PD450-16-300AM † 15 10 PD450-15-500AM †

600 22 17 PD600-22-100AM 20 15 PD600-20-300AM 20 15 PD600-20-500AM

900 27 22 PD900-27-100AM 22 19 PD900-22-300AM 22 17 PD900-22-500AM

1200 35 30 PD1200-35-100AM 25 20 PD1200-25-300AM 26 21 PD1200-26-500AM

2000 40 35 PD2000-40-300AM 35 30 PD2000-35-500AM

3000 55 50 PD3000-55-300AM 50 45 PD3000-50-500AM

5000 80 75 PD5000-80-300AM 75 70 PD5000-75-500AM

PIPS 検出器 ： PD シリーズ

有効面積
mm2

分解能
keV (FWHM) 空乏層厚

( μ m)
型番

α  β

150 14 9 1000 PD150-14-1000AM

300 16 11 1000 PD300-16-1000AM

検出器サイズ
（mm2）

有効直径
（mm）

コネクタタイプ

AM,AB,ABM,X
（mm）

RM,X
（mm）

25 5.7 16.7 19.4

50 8.0 16.7 19.4

100 11.3 23.6 26.1

150 13.8 23.6 26.1

200 16.0 28.6 31.6

300 19.5 28.6 31.6

450 23.9 32.0 34.8

490 25.0 33.4 N.A.

600 27.6 36.1 38.4

900 33.9 45.2 50.0

1200 39.1 48.8 53.0

1700 46.5 59.0 N.A.

2000 50.0 65.5 70.0

3000 61.8 76.2 80.0

5000 79.8 94.0 N.A.

/±0.2

/±0.2

/±0.2

/±0.2

/±0.2

/±0.2

/±0.1 /±0.1

/±0.1 /±0.1

/±0.2
/±0.2

ラジアルマウント
マイクロドットコネクタ

（Suffix – RM）

アクシャルマウント
マイクロドットコネクタ

（Suffix – AM）

アクシャルマウント
BNC コネクタ（メス）

（Suffix – AB）

アクシャルマウント
BNC コネクタ（オス）
（Suffix – ABM）
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A シリーズ アルファ PIPS 検出器

■概要
低バックグラウンドアルファスペクトロスコピ用に開発された検出器です。
試料密着時の分解能の向上、温度変動に対するピークシフトの極小化、
低バックグラウンドパッケージを実現しています。

バックグラウンド ：0.05 カウント /hr/cm2（3MeV ～ 8MeV）
最薄有効厚 ：＞140 μ m （<15MeV のアルファ粒子を全吸収）
操作電圧 ： 40 V ～ 60 V （典型値）

■仕様
アルファ PIPS 検出器： A シリーズ

有効面積
mm2

アルファ分解能
(FWHM)

keV

バックグラウンド値
（カウント / 日）

型番

300 17 4 A300-17AM

450 18 6 A450-18AM

600 22 8 A600-22AM

900 25 12 A900-25AM

1200 32 16 A1200-32AM

上記分解能は次の条件で得られた値です：
アルファ線（241Am）  5.486 MeV, シェイピングタイム 0.5 μ s､CANBERRA 社エレクトロ
ニクスを使用 

FD シリーズ 全空乏層型 PIPS 検出器

■概要
FD シリーズ PIPS 検出器は粒子判別、テレスコープ検出器やその他の
dE/dx 測定に使用されます。厚さの均一性に優れています。
小面積検出器では1 ～ 2 μ m の厚さの均一性があります。FD シリーズ
検出器の結晶は、イオンチャネリング効果を減少させる素材加工がなさ
れています。
分解能はリアコンタクト（ウィンドウ厚 1500 Å or < 150nm）からアル
ファ粒子を入射して測定されています。
従ってフロントコンタクト（ウィンドウ厚
500 Å or < 50nm）から測定すれば
より良い分解能が得られます。
コネクタはラディアルマウント（型番：
suffix-RM）でマイクロドットです。
タイミング測定に重点を置かれる場合
にはスペシャルバージョンについてご相
談をうけたまわります。

■仕様
PIPS 検出器：FD シリーズ

空乏層厚 300 ミクロン厚 500 ミクロン厚

有効面積
mm2

分解能
keV (FWHM) 型番

分解能
keV (FWHM) 型番

α β α β

50 14 6 FD50-14-300RM 14 6 FD50-15-500RM

150 15 8 FD150-15-300RM 15 8 FD150-16-500RM

300 18 11 FD300-18-300RM 17 10 FD300-17-500RM

450 18 12 FD450-18-300RM 19 14 FD450-19-500RM

600 22 16 FD600-22-300RM 22 15 FD600-22-500RM

900 24 17 FD900-24-300RM 24 17 FD900-24-500RM

上記分解能は次の条件で得られた値です：
アルファ線（241Am） 5.486 MeV, シェイピングタイム 0.5 μ s､CANBERRA 社エレクトロ
ニクスを使用 

アニュラー PIPS 検出器

■概要
これらの検出器は、4mm 直径のスルーホールがあります。
マウントタイプは、RM タイプのみです。 部分空乏層（PD）、全空乏層（FD）
をそれぞれ 300 ミクロン厚でご用意しています。

■仕様
有効面積
(mm)

分解能
keV (FWHM)

マウント
サイズ
mm2

型番

内径 外径 アルファ ベータ

5.5 19.5 20 15 300 ANFD300-20-300RM

5.5 19.5 18 14 300 ANPD300-18-300RM

上記は予告なく変更されることがあります。詳しくはキャンベラジャパンへお問合せください。

CAM シリーズ CAM PIPS 検出器

■概要
CAM PIPS 検出器は連続エアモニターに使用されているフィルターに含
まれたアルファ粒子 / ベータ粒子の測定に最適な検出器です。
オンライン及びオフラインの使用に適しています。CAM 検出器はアルミ
ニウムとワニスでコーティングされています。アルミ厚は 0.5 μ m で耐光
性を有し、ワニス厚は1.0 μ m でアルミ膜を物理的及び化学的な障害か
ら保護しています。
CAM 検出器は15 ～ 24V での動作が可能となっており、高圧電源の不
要な検出器です。

■仕様
CAM シリーズ CAM PIPS 検出器

有効面積
mm2

分解能  (keV) 検出器バイアス
（Positive）

ベータ線
スレッショルド

(keV)
型番

アルファ ベータ

300 36 15-24V 45 CAM 300AM

33 15 70V

450 38 15-24V 51 CAM 450AM

34 17 70V

490 39 15-24V 54 CAM 490AM

35 18 70V

600 42 15-24V 60 CAM 600AM

37 20 70V

900 45 15-24V 66 CAM 900AM

39 22 70V

1200 55 15-24V 75 CAM 1200AM

45 25 70V

1700 70 15-24V 90 CAM 1700AM

55 30 70V

2000 80 15-24V 110 CAM 2000AM

65 37 70V

PIPS 荷電粒子検出器
セクション 1

検出器
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 PIPS 荷電粒子検出器

Si（Li）検出器（荷電粒子検出器）

■概要
キャンベラ社はより高エネルギー荷電粒子の優れた検出
効率を得るため、リチウムドリフトシリコン検出器をご
用意します。 標準有効厚は 2–5 mm （オプションで、
最大 10 mm）。
シリコンリチウム検出器は、従来のイオン注入シリコン
検出器よりも、優れた阻止能を備えています。 

■仕様
LEC-LER シリーズ Si（Li）検出器は、典型的なエネル
ギー測定にご使用いただけます。LTC-LTR シリーズ Si

（Li）検出器はテレスコープ配列のように積み重ねの使
用が可能です。

LEC-LTC （円形）および LER-LTR （長方形）を標準
形状として提供しています。Si（Li）全シリーズは、真
空もしくは大気圧で使用できます。キャンベラ社は、別
途セグメント Si（Li）検出器（ESLX-S & LTS シリーズ）
をご用意することもできます。詳しくはお問合せ下さい。

測定条件
● 真 空 下において、アルファ線 源（241Am　5.486 

MeV） を使用
● ベータ線の分解能は、キャンベラ製モデル 814FP

パルサーによるピーク幅から算出した近似値です。 
● キャンベラ製モデル 2003BT もしくは 2004 プリ

アンプを使用（ただし、抵抗値を 100M から10M
に変更）

● シェーピングタイム 0.5 ～ 1μ s（キャンベラ社製モ
デル 2025 もしくは 2026 スペクトロスコピアンプ
を使用）

● 室温 +20 ℃ , 暗所 
● 特別なマウント仕様については、ご相談下さい

動作環境
● 温度  < +35℃
● 湿度  < 80%、結露なきこと

保管環境
● 温度  < +20 ℃ 
● 湿度  < 80%、結露なきこと
上記よりも高温環境での保管については、リチウムの逆
ドリフトのおそれがあります。キャンベラ社へお問合せ
下さい。 

推奨プリアンプ 
キャンベラ製モデル 2003BT もしくは 2004（ただし、
抵抗値を 100M から10M に変更）

LEC（Lithium Energy Circular）- リチウムエネルギー円形検出器

型番
有効面積
（mm²）

マウント径
（mm）

FWHM 分解能 有効厚
（μ m）アルファ （keV） ベータ  （keV）

LEC 200-2000

200 28.5

30 25 2000

LEC 200-3000 40 35 3000

LEC 200-4000 40 35 4000

LEC 200-5000 50 45 5000

LEC 300-2000

300 31.5

35 30 2000

LEC 300-3000 40 35 3000

LEC 300-4000 40 35 4000

LEC 300-5000 45 40 5000

LEC 500-2000

500 36.7

40 35 2000

LEC 500-3000 45 40 3000

LEC 500-4000 50 45 4000

LEC 500-5000 55 50 5000

LER（Lithium Energy Rectangular）- リチウムエネルギー方形検出器

型番
有効面積
（mm²）

マウント
長 x 幅 x 高 （mm）

FWHM 分解能 有効厚
（μ m）アルファ （keV） ベータ  （keV）

LER 30x10-2000
30 × 10 47 × 22 × 13

35 30 2000

LER 30x10-5000 45 40 5000

LER 50x10-2000
50 × 10 72 × 17.5 × 14

40 35 2000

LER 50x10-5000 55 50 5000

LER 40x40-2000 40 × 40 55 × 53 × 10 100 70 2000

LTC（Lithium Transmission Circular）- リチウムトランスミッション円形検出器

型番
有効面積
（mm²）

マウント径
（mm）

FWHM 分解能 有効厚
（μ m）アルファ （keV） ベータ  （keV）

LTC 200-2000

200 34.7

35 30 2000

LTC 200-3000 40 35 3000

LTC 200-4000 45 40 4000

LTC 200-5000 50 45 5000

LTC 300-2000

300 34.7

40 35 2000

LTC 300-3000 45 40 3000

LTC 300-4000 45 40 4000

LTC 300-5000 50 45 5000

LTC 500-2000

500 38.7

45 40 2000

LTC 500-3000 50 45 3000

LTC 500-4000 50 45 4000

LTC 500-5000 55 50 5000

LTR（Lithium Transmission Rectangular）- リチウムトランスミッション方形検出器

型番
有効面積
（mm²）

マウント
長 x 幅 x 高 （mm）

FWHM 分解能 有効厚
（μ m）アルファ （keV） ベータ  （keV）

LTR 30x10-2000
30 × 10 47 × 22 × 13

40 35 2000

LTR 30x10-5000 50 45 5000

LTR 50x10-2000
50 × 10 72 × 17.5 × 14

45 40 2000

LTR 50x10-5000 55 50 5000

LTR 40x40-2000 40 × 40 55 × 53 × 10 100 70 2000
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シングル／マルチエレメント PIPS 検出器（SMEPS）- ＲＦ、ＰＦシリーズ

SMEPS 検知器はこれまでキャンベラ社が特注設計において培ってきた技術を活用して、新たなマスク費用をかけることなく標準化してご提供しています。
主にシングルは一次元の位置検出器、マルチは二次元の位置検出器です。使用を容易にするため、これらの検出器は一般的にエポキシボードにマウントされ、
ワイヤー接合されます。

全空乏層型方形検出器  RF シリーズ
（Rectangular Detectors） 

パッド検出器　PF-CD シリーズ
核物理 
薄型接合入射窓 ：≦ 50nm 
オーム抵抗窓 ：≦ 1500 nm （全空乏層型シリーズの場合） 
標準マウンティング ：エポキシ樹脂板 （型番： suffix EB）

（オプション）
極薄接合窓 ：≦ 25nm （型番：prefix TW） 
薄型抵抗窓 ：≦ 150nm （型番：prefix TB） 
宇宙環境適応仕様 （型番： suffix SQ） 
金属製マウント

高エネルギー物理 （20 keV ～ 50 MeV）
薄型接合入射窓およびオーム抵抗窓：≦ 1500nm 
同時エネルギーおよび位置分解能
標準マウンティング：エポキシ樹脂板 （型番： suffix EB）

極薄パッド検出器　PF-CT シリーズ 
1-D 位置検出用
薄型接合入射窓 ：≦ 50nm 
抵抗窓 ：≦ 1500 nm 
標準厚 ：300µm
標準マウンティング ：エポキシ樹脂板 （型番： suffix EB）

位置検出用パッド検出器　PF/RT シリーズ 
2-D 位置検出用
接合入射窓 ：± 50nm 
オーム抵抗 ：±1500nm 
パッドダイレクションにおける位置分解能： 0.1 ～ 1 mm 
接合部のパッド抵抗 ： 3 ～ 20 K Ω 
標準厚 ： 300µm 
簡易化された工程 （片面） 
リードアウトチャネル数削減 
標準マウンティング ：エポキシ樹脂板 （型番： suffix EB）
金属製マウント（型番：suffix RM）

両面パッド検出器　PF-CT-CD シリーズ
入射窓 ：≦ 1500 nm 
位置分解能 ： 25µm ～ 1 mm 
標準厚 ： 300µm 
タイミング性能良好 
1ch/1 ストリップによる、エネルギーと位置の同時測定
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 PIPS 荷電粒子検出器

フォトダイオード検出器
X-PIPS 検出器 - SDD シリーズ

フォトダイオード検出器  

用途：シンクロトロン
セラミックボード上にシングルまたはマルチジャンクション
サイズ 50 ～ 550mm2 
有効厚 200、1500µm
低按電流
高速読出し
オプティカルウィンドウ無

用途：シンチレータ読出し 
サイズ カスタムデザイン 
厚さ 200 ～ 500µm
低暗電流
反射防止コーティング　QE ＞ 80%
シンチレータへの直接合

X-PIPS ™ 検出器
シリコンドリフト検出器（SDD） 

検出器システムに含まれるもの： 
シリコンドリフト検出器 （SDD） 
ベリリウム窓
プリアンプ 
高圧バイアス 
ペルチェ冷却 
温度コントローラ

用途：
X 線スペクトロスコピ 
X 線蛍光発光
X 線回折 
メスバウアースペクトロスコピ
濃度測定

型番
有効面積 
(mm2）

コリメータ
PTB

分解能 eV（FWHM）*

典型値 最大値 最大値

典型値 最大値 最適ライズタイム 1 μ RT

SXD15M-150-500 15 multilayer 15000 >12000 135 145 155

SXD30M-150-500 30 multilayer 15000 >12000 135 145 155

SXD80M-160-500 80 multilayer 12000 >10000 145 160 220

分解能：@5.9keV（Mn-K α）、環境温度 +10℃～ +30℃、キャンベラ製デジタル MCA
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アルファ線スペクトロスコピー

重要な放射化学研究をさらに向上させるため、キャンベラ社はあらゆる製
品、ソリューション、サービスを提供します。これらのソリューションは非
常に高いレベルの性能・精度を維持しながら、研究の生産性を高めるよう
に設計されています。

多サンプル測定システム

アルファアナリスト - Alpha Analyst ™
多入力アルファスペクトロスコピシステム

■特長
多入力アルファスペクトロスコピ システムに必要とされる機能を全てイン
テグレートしております。

● 2 入力から容易に増設可能なモジュラーデザインにより、ネットワーク 
環境での拡張自在

●  Apex-Alpha ソフトウェア搭載
－ 100％コンピュータコントロール
－ 簡単でグラフィカルなユーザインタフェース
－ 機器やサンプルの化学的性質の両方のパフォーマンスをモニタでき

る QA を装備
● イーサネットワークに直接接続

－ 通常使用しているコンピュータが故障したときでも、他のコンピュ
ータ （要ソフトウェアインストール）から測定操作ができます。

－ 分析結果リストは測定室やリモート接続されているサンプル処理室
から簡単に作成できます。

● バックグラウンドを増加させないため、放射性汚染防止の自動機能を
装備 （Recoil Suppression）

● チェンバーをドライエアで満たすことで湿気やラドンのバックグラウン
ドを減少させ、クリーンに維持 （Clean Vent）

● 検出器：アルファ PIPS 検出器
　（型番：A450-18 AM が標準、サイズはオプションで選択可能）
● オプションでバーコードスキャニングが可能
● これまで同様に、VMS Alpha Management Software （AMS）を

使用することも可能 
● 故障時はモジュール毎（デュアルスペクトロメータ毎）に取外し修理が

可能
● 前面パネルに測定・真空・通信状況の LED 表示で動作状況の確認可能
● データベースの一元管理
● 文部科学省マニュアル プルトニウム分析法に準拠

■デュアルスペクトロメータ 仕様
● 真空チェンバー 低バックステンレススティール製
 内容積 8.26 × 6.03 × 6.35cm （H × W × D）
● サンプルサイズ 直径 51mm まで測定可能
● サンプル - 検出器間距離 1 ～ 45mm を 4mm 間隔で調整可能
● 最大検出器サイズ 1200mm2

● 真空レンジ 0 ～ 26.7 ｋ Pa（200Torr）
● パルサー機能 内蔵

TM

TM

Alpha	Spectroscopy

TM

Gamma	Spectroscopy

キャビネット型

ベンチトップ型
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アルファ線スペクトロスコピーのアプリケーション

Apex-Alpha ™
アルファ線スペクトロスコピソフトウェア
キャンベラ社は、ガン マ 線 分析にお いて Apex® Lab Productivity Suite – 
Apex ガンマ線スペクトロスコピソフトウェアを開発し、研究作業の生産性を向上
させてきました。本品はアルファ線分析における生産性を高めることに貢献します。
Apex-Alpha を使用すれば、ひと目でアルファスペクトロメータの全体状況を確認
することが出来ます。クリックするだけで、測定待ちの全てのバッチ状況がわかり
ます。システムにアクセスできるところであれば、どこからでもサンプルを記録す
ることが可能です。
Apex-Alpha なら、キャリブレーション、QA スケジュール、QA 結果のモニタリ
ングができるだけではなく、問題発生にも自動的に適切なアクションが可能です。

■特長
● アルファ線スペクトロスコピーの、包括的運用管理ソフトウェア
● 分散型マルチユーザー機能
● 試料データベースは、ログイン、計数、最終データ評価・承認のプロセスを通し

てバッチを追跡
● 直感的に操作しやすいツールで、該当する計数や分析手順を伴った試料バッチ

を簡単に作成
● フレキシブルな自動エネルギー校正・効率校正機能
● 品質保証チェック、故障判定、および応答・データ履歴のスケジューリングなど、

広範な品質保証機能
● 1 つの画面のなかで、データ評価および高度な再分析が可能
● 手動式アルファ線スペクトロメータをサポートするとともに、キャンベラ社の

Alpha Analyst ™スペクトロメータの完全コンピュータ制御も可能
● さまざまなアクセスレベルで、システム機能へのアクセスを管理する統合型セキ

ュリティシステム
● Genie ™ 2000 スペクトロスコピソフトウェアはスペクトルデータの分析用の

確立したアルゴリズムを提供
● 外付けの LIMS System にインターフェースで接続しやすいツールを搭載
● フレキシブルリコール、包括的なイベントロギング
● Windows® 7 および　Server 2008 に適応
● データアーカイブ、削除、復元が容易
● ISO11929 準拠

 アルファ線スペクトロスコピー

TM
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ガンマ線スペクトロスコピー

多サンプル測定システム

ガンマアナリスト
サンプルチェンジャー付ガンマ線自動分析システム

■概要
U スタイル Ge 検出器、鉛シールド、サンプルチェンジャーをコンパクトな設計で
システム化しています。ネットワーク接続により、PC からコントロールしています。
グラフィカルなインターフェースにより操作は自然で簡単に行えます。

■特長
● 自動ガンマ線測定装置
● 様々な形状に対応したサンプルチェンジャー採用
● MDA プリセットで、一定値まで高感度にてサンプルを計測可能

放射能濃度の異なるサンプルの測定において、時間によるプリセットを行った
場合、測定時間が短い為に検出限界を下回ってしまうことや、逆に、より短い
測定時間でも問題がなく測定できるなど、測定の正確性が低下してしまうこと
があります。
一方、MDA でプリセットを行う場合には、これらが防止できるだけではなく、
サンプルごとに固有の分析プロトコル（計数時間、ジオメトリー、データ削減配
列、ライブラリ、レポート等）を定義することが可能で、さらに測定時間の効
率化を図ることができます。

● QA 情報
システムの性能を、FWHM、ピーク位置、バックグラウンド等の値を一定間隔
で測定することにより、システムの運転状況を管理することができます。
測定可能サンプル：フィルター、ポリ瓶、U8 容器、2Lマリネリ容器など

● 測定可能サンプル数 ：12 ～ 36 個
● Ge 検出器の効率 ：標準タイプ 20%, 高感度タイプ：60%
 （※お客様のご希望に合わせて変更可能）
● クライオスタット形状：U スタイル
● 低バックグラウンド設計
● イーサネットネットワークへ直接接続可能
● 限られたスペースのための小型設計：

寸法 212.1cm（H）×132.3cm（L）×79.0cm（W）
重量 約 1542kg

試料室 268mm φ× 356mm

型番：
● GAM-AN1 – ガンマアナリスト – 標準感度（相対効率：20% 相当） 
● GAM-AN2  – ガンマアナリスト – 高感度 （相対効率：60% 相当）
● GAM-AN1F  – ガンマアナリスト – 標準感度（電気冷却式クライオスタット） 
● GAM-AN2F  – ガンマアナリスト – 高感度（電気冷却式クライオスタット）  

– 上記製品にそれぞれ含まれるもの：
サンプルチェンジャー、サンプルチェンジャーコントローラ、鉛遮蔽体、ゲル
マニウム半導体検出器、MCA です。制御用 PC やソフトウェア、現地インス
タレーションは別途費用が必要に なりますので詳細はお問い合わせ下さい。 

● GAM-ANALYST – ガンマアナリスト　カスタマイズドシステム 

必要なソフトウェア：
● GAM-G2 – ガンマアナリストソフトウェアパッケージ
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MCA（マルチチャネルアナライザ）

■概要
マルチチャネルアナライザは、放射化分析、放射性廃棄物分析、核物理学、
保健物理学、放射能化学、環境モニタリングおよび核医学など幅広い分
野に活用されています。マルチチャネルアナライザは、データ収集、デー
タのモニタおよび測定システムの中でも最も重要な役割を果します。

マルチチャネルアナライザ（MCA）は、基本的に三グループに分類でき
ます。

1）ポータブル MCA
○ ポータブル（軽量・可搬型）
○ 高圧電源、アンプなどが本体に内蔵（可能）されていて、コンパクトな

システムが実現できる。ビン電源不要

2）システム MCA
○ スタンドアローンから、ネットワークシステムまで構築可能
○ 従来の機器（NIM モジュール）をそのまま利用できる。

3）デジタル MCA
○ DSP 技術を利用している
○ 高カウントレート、高 S/N 比を実現
○ ネットワーク I/F 装備

キャンベラ社製 MCA を、上記に基づいて分類をすると次の様になります。

ポータブル MCA ：InSpector シリーズ
システム MCA ：Genie シリーズ
デジタル MCA ：DSA-LX、LYNX-MCA

マルチチャネルアナライザの基本的構成
マルチチャネルアナライザの基本的構成は、図 1 のブロックダイアグラム
で表わされます。
スペクトロスコピアンプから出力されたアナログパルス（通常 0 ～10V、
ユニポーラあるいはバイポーラ（ポジティブリーディング）パルスは、A/
D コンバータによってデジタル信号に変換されます。デジタル信号は、そ
の大きさに対応するメモリチャネルへ記憶されます。その後入力されるパ
ルスも同様に、デジタル信号に変換された後、それぞれの大きさに対応す
るメモリチャネルへ加算されています。

また、近年のデジタル技術の進歩により、DSP（デジタルシグナルプロセ
ッサ）を使った新しい MCA が登場しました。その構成は図 2 のブロッ
クダイアグラムにあらわされます。図 1と比較するとアンプと ADC が合
体して、デジタルで一括に処理されます。デジタルであるため処理スピー
ドが上がり、高カウントレート、低ノイズの特長があります。

マルチチャネル アナライザで使用されているメモリ チャネルレンジは、
256 チャネル～ 65536 チャネルです。A/D コンバータの分解能は
256 チャネル～16384 チャネルです。一般的に、検出器の分解能が高
くなればなるほど、A/D コンバータは分解能の高いものが使用されます。
また、測定するエネルギ範囲が広くなるほどメモリチャネルも大きいもの
が必要になります。

下記、検出器とメモリサイズの関係を示します。

検出器 代表的分解能
代表的エネルギー

範囲※
メモリサイズ

（チャンネル）

Nal 8％（662keV では 52keV） 50keV ～ 20MeV 512,1024

PIPS 18keV 4MeV ～ 8MeV 256、512、1024

Si(Li) 170eV 1keV ～ 50keV 512,1024

HPGe 2keV 5keV ～ 2MeV 2048 ～ 16384

※フルスケール

プリアンプ
入力

プリアンプ
入力

アンプ

D S P

ADC

メモリ

メモリ
CPU

MCA
ソフトウェア

ディスプレイ

CPU

MCA
ソフトウェア

ディスプレイ

図1　MCA 基本ブロックダイアグラム

図2　デジタル MCA ブロックダイアグラム
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基本分析モード

1）波高分析（PHA）モード
検出器で検出されたパルスの高さは、入射放射線のエネルギに比例して
います。それぞれの波高についてのパルス発生数を計数し、ヒストグラム
を作成することにより、放射線のエネルギスペクトル分析をおこないます。
入力パルスは、発生頻度対パルス波高を表わすヒストグラムを作成する
ために、電圧レベルについて分類されますので、単に波高分析というより、
波高分布分析という方が適切かもしれません。
この分析モードの動作概念をご理解いただくために、入力電圧を 10V、
ADC 分解能を 10 チャネルにした場合の例を図 3-1/2 に示しました。

2）マルチチャネルスケーリング（MCS）モード
MCS モードでは、時間に対する事象を表わすヒストグラムを得ることが
できます。PHA モードの場合と同じように、入力信号は、それぞれが単
一事象を表わすパルスで構成されたパルス列です。しかし、MCS モード
では、それらのパルス波高は意味を持ちません。記憶されるデータは、
設定された時間内に入力されたパルスの個数になります。
MCS モードでは、パルスが入力されると、設定された時間だけ入力パル
スを計数し、メモリチャネルに計数値を記憶します。この“設定された時間”
を“ドウェルタイム”と呼びます。ドウェルタイムだけ時間が経過すると、
MCS タイムベースにより、計数値を記憶するメモリチャネルが、1チャネ
ルずつ進められます。
そして、またドウェルタイムの時間だけ入力パルスが計数され、このメモ
リチャネルに記憶されます。このように、時間の関数として逐次メモリチ
ャネルが進められていきます。

マルチチャネルアナライザの分析機能
マルチチャネルアナライザの機能制御は、従来ハードウェアの中の CPU
と ROM で行われていましたが、現在はすべてソフトウェアで行われてい
ます。
その中心となるのが Genie-2000 ベーシック スペクトロスコピソフトウ
ェアです。
そのプログラムの分析機能は下記のとおりです。

○ オーバラップ ： 2 種の異なるメモリ領域に記憶されているスペクト
ルをオーバラップできます。

○ エクスパンド ： スペクトルの拡大表示ができます。またその拡大率
も変えられます。

○ インテグラル ： ROI のカウント数を積算できます。

○ ネットエリア ： インテグラルからバックグラウンドを差し引いた、ネ
ットエリアを計算できます。バックグラウンドの最適
決定のために、エンドポイントアベレージを実行しま
す。

○ ストリップ ： スペクトルデータから、別ファイルのバックグラウン
ドデータを減算できます。

○ エネルギ校正 ： スペクトルのチャネルナンバーを工学単位
  （eV、keV、MeV、msec、sec、min）に変換でき

ます。変換は次の一次式、二次式でおこなわれます。
  工学単位＝ A ×（チャネルナンバー）＋ B
  工学単位＝ A ×（チャネルナンバー）2 ＋ B ×（チャ

ネルナンバー）＋ C

○ スムージング ： スペクトルスムージングができます。スムージングは、
3、5、7、9、11、13 点のいずれかを指定できます。

○ 分析シーケンス ： 分析（測定）シーケンスをプログラムし、自動的に
実行させることができます。

○ ピークサーチ ： スペクトル中の有意のピークをすべて自動的に検出
し、それぞれのピークに ROI を設定するとともに、
ピークチャネルにマーカを表示します。

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2
3
5
4
2
2
4
2
1
0

t

V
o
lt
s

入力パルス個数（カウント数）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

カ
ウ
ン
ト
数

メモリのチャンネルナンバー
（パルスのレベル）

図 3-1　入力される一連の電圧パルス（PHA モード）

図 3-2　ヒストグラム（図 3-1 と同じ内容）
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DSA-LXTM デジタルシグナルアナライザ

■特長
● デジタルシグナルプロセッシング（DSP）技術を用いたオールインワン

デスクトップマルチチャンネルアナライザ
● 波高分析（PHA）とマルチチャンネルスケーリング（MCS）の 2 つの

測定モード
● 優れたカウントレートと温度安定性
● 16K チャンネルメモリ、高圧電源、デジタルスタビライザ、USB 2.0 

インタフェース装備
● コンパクト設計（5.58 H × 16.51 W × 20.95 D cm）
● デジタルオシロスコープ搭載
● USB 2.0 でコンピュータに直接接続
● Genie-2000 スペクトロスコピソフトウエアに対応

■概要
DSA-LX は、デジタルシグナルプロセッシング技術をベースにしたオール
インワンの16K チャンネルＭＣＡです。検出器とコンピュータを接続す
れば、PHA/MCS モードの測定が可能なシステムを構築できます。検出
器は、HPGe, Nal（Tl）, Si（Li）, CdTe, Cd（Zn）Te と接続可能です。
PC とのインタフェースは、USB を用意しています。
Genie-2000 スペクトロスコピ ソフトウエア上で 動 作し、数 多くの
Genie-2000 オプションソフトウエアを使用することが可能です。

■仕様
データメモリ ：1-16k （PHA） ch,2-16k（PHA）ch, 32bit/ch
測定モード ：PHA, MCS

シグナルプロセッシング部
　DSP（デジタル・シグナルプロセッシング）方式
　積分非直線性 ：± 0.025％以下
　微分非直線性 ：±1％以下
　ゲインドリフト ：35ppm ／℃以下
　ゼロドリフト ：3ppm ／℃以下
　ゲイン設定 ：粗調整 × 2.0 ～× 430.5（19% 刻みで調整可能）
  微調整 × 0.8 ～ ×1.2（0.004% 刻みで調整可能）
　フィルタ設定 ：ライズ／フォールタイム 0.2μs ～ 38μs
  フラットトップ 0 ～ 3μs

高圧電源部 1 ：± 200 ～ ±1500 V （ 最大 1mA ） 
  リップル＆ノイズ　5 mV 以下（Peak to Peak） 
高圧電源部 2 ：±1500 ～ 5000 V （最大 1μA ）
  リップル＆ノイズ　10 mV 以下（Peak to Peak）  

データ転送コントロール：USB 方式

その他の機能
　パワーマネジメント設定：ON/OFF （背面パネルにスイッチ）
　デジタルオシロスコープ機能
　パイルアップリジェクション機能
　ライブタイム補正機能
　ポールゼロ機能

形状
　寸法：5.58（H）×16.51（W）× 20.95（D） cm
　重量：1451g

使用環境
　温度：-20 ～ 50℃
　湿度：85% まで（結露しないこと）

DSA-LXTM 背面パネル

DSA-LXTM 垂直マウント
（スタンド込み）

DSA-LXTM デジタルオシロスコープ

放射能96p_p35-61*_cc.indd   40 2017/02/03   14:37



MCA（マルチチャネルアナライザ）
セクション 2

放射化学ラボ

	 41

Lynx® デジタルシグナルアナライザ

■特長
● デジタルシグナルプロセッシング（DSP）採用ラックマウントサイズの

MCA
● 32K チャネル：コンバージョンゲイン、スペルトラルメモリの 2 つのグ

ループ
● 測定モード：PHA（波高分析）、MCS（マルチチャンネルスケーリング）、

Dual LFC（デュアルロスフリーカウンティング）、MSS（マルチスペクト
ラルスケーリング）、List/Time Stamped List（リスト / タイムリスト）

● 優れたカウントレート / 温度安定性
● 10/100 BASE-TX イーサネット、USB、RS-232、TCP/IP コミュ

ニケーション
● 低・中・高の 3 段階の高圧設定
● オートポールゼロ機能
● コインシデンスタイミング計測のためのデジタルシグナルの調整可能
● GenieTM2000/Apex®　ソフトウェアによるフルサポート
● デジタルオシロスコープ機能
● スペクトル画面、解析コマンド、エネルギー校正、機器調整を Web ブ

ラウザー上で制御可能

■概要
Lynx は最先端のフル装備型 MCA です。DSP（デジタルシグナルプロセ
ッシング）をベースとし、32K チャネルを備えるシグナルアナライザーと
なっています。さらに、コンピュータと組み合わせれば、Lynx は最も高
品質な解析と分析ができる完全なスペクトロスコピシステムになります。
HPGe, NaI（Tl）, Si（Li）, PIPS, X-PIPS, CdTe, Cd（Zn）Te 検出器
等に対応可能です。

Lynx はフロントエンド信号調整、高速デジタル ADC、設定式デジタルフ
ィルター、デジタルオシロスコープ、オートポールゼロ、ベースラインリス
トアラ、デジタル高速ディスクリミネータ、2 グループの 32K チャネルメ
モリ、デジタルスタビライザー、三段階高圧設定など全てを取り込んだコ
ンパクトな設計です。フロントパネルのインジケータには電源状態、解析、
通信、高圧、入力レートなどの状況確認ができます。

Lynx は手動のリセットプリアンプインヒビット調整、ポールゼロの最適化
や機器のセットアップを補助するため Web ブラウザー経由でアクセスで
きるデジタル／アナログオシロスコープを持っています。
オペレータは同時にオシロスコープ画面上で数個もしくは 8 つのデジタ
ル信号及び 6 つのアナログ信号のいずれかを見ることができます。スケ
ーリングとトリガー機能が実際のオシロスコープのものと同様であり、表
示されているものを印刷するかディスクに保存し後日、確認することもで
きます。

■性能

信号処理
● 積分非直線性 ：± 0.025% 以下
● 微分非直線性 ：±1% 以下
● ゲインドリフト ：35ppm/℃以下（オペレーション開始15 分後）
● ゼロドリフト ：3ppm/℃以下（オペレーション開始15 分後）
  温度範囲を通じて 1チャネル以下（8k スペクトル）
● オーバーロードリカバリー：1% 以内
● パルス対分解能：500ns 以上
● パイルアップリジェクション
● ライブタイム補正

測定モード
電源落ちた場合でも、電源が回復するまで全てのデバイス設定は維持さ
れます。
　PHA モード

－チャネル：256、512、1024、2048、4096、8192、
16384、または 32768 チャネルから選択可能

－プリセット：リアルタイムまたはライブタイム

　MCS モード

以下の測定モードは SDK ソフトウェアが別途必要となります。
　DUAL LOSs FREE COUNTING（Dual LFC）モード
　TIME STAMPED LIST モード
　MULTISPECTRUM SCALIMG （MSS） モード

高圧電源
● HVPS レンジ 1 ：± 200 ～1500V@1mA 最大
  リップル 5mVp-p 以下
  温度変動 ± 50ppm/℃以下
● HVPS レンジ 2 ：±1500 ～ 5000V@1μ A 最大
  リップル 10mVp-p 以下
  温度変動 ± 50ppm/℃以下
● HVPS レンジ 3 ：± 200V@100nA 最大
  リップル 10mVp-p 以下
  温度変動 ± 50ppm/℃以下

寸法・重量
● サイズ ：8.9 ｘ 21.3 ｘ 27.4 cm（H x W x D）
● 重さ ：2.6kg

動作環境
● オペレーション温度 ：0 ～ 50℃
● 湿度 ：80% まで（結露しないこと）

デジタルオシロスコープ画面Lynx　背面パネル
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OspreyTM ユニバーサルデジタル MCA チューブベース

■特長
● 高圧電源、プリアンプ内蔵のデジタル MCA です。
● シンチレーション検出器のアプリケーションに適応した MCA です。
● 14 ピンベースの PMT に接続可能です。
● インターフェースとして USB、Ethernet を採用し、コンピュータと接

続でき、制御及びデータの取得が容易に行えます。

■仕様

モデル
OSPREY-DTB（本体のみ）
OSPREY-PKG（G2K 付）

データメモリ 最大 2,048 チャネル、32 ビット / チャネル（PHA）

測定モード
PHA、MCS、SCA、MSS（マルチスペクトルスケーリング）、
List、Time-stamped List

信号処理部
　積分非直線性
　微分非直線性
　ゲインドリフト
　ゼロドリフト
　ゲイン
　　粗調整
　　微調整 
　シェーピングタイム

± 0.025% 以下 
±1% 以下 
75ppm/℃以下 
3ppm/℃以下 
×1 ～× 40
×1、2、4、8 
×1 ～× 5
ライズ／フォールタイム　0.2μs ～ 5μs（200ns ステップ） 
フラットトップ　0 ～ 3μs（100ns ステップ） 

ADC 14bit、20MHz

制御 コンピュータ制御

高圧電源
出力 0V ～ +1300V、300μA
リップル　1mV 以下 

インターフェイス USB、Ethernet、GPIO（3 口） 

外寸 直径：62 ｍｍ、長さ：108 ｍｍ

重量 280g

動作温度 -10 ～ +50℃

湿度 85% 以下（結露しないこと）

以下の測定モードは SDKソフトウェアまたはProSpect®ソフトウェアが別途必要となります。
　　SCA モード
　　LIST モード
　　TIME STAMPED LIST モード
　　MULTISPECTRUM SCALIMG （MSS） モード   
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InSpectorTM 2000 ポータブルマルチチャンネルアナライザ

■概要
InSpectorTM2000 は最新の DSP（デジタルシグナルプロセッシング）
技術を採用したマルチチャネルアナライザ（波高分析装置）です。
DSP は最高のスループット、最良の分解能を提供します。非常に軽量、
コンパクトなボディに DSP 回路、メモリ、高圧電源、スタビライザー等
放射線測定に必要な物が全て搭載されています。据置型にも、野外測定
にも、どんな状況下においても信頼のおける測定ができます｡

■仕様
データメモリ ：16kch、28bit/ch
測定モード ：PHA、MCS

シグナルプロセッシング部
DSP（デジタル・シグナルプロセッシング）方式
積分非直線性 ：± 0.025％以下
微分非直線性 ：±1％以下
ゲインドリフト ：35ppm/℃以下
ゼロドリフト ：3ppm/℃以下
ゲイン設定 ：× 2.24 ～ 2438
  粗調整× 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320,
  640, 1280
  微調整  × 0.9 ～×1.9
  極微調整 × 0.9975 ～×1.0025
フィルタ設定 ： ライズ / フォールタイム 0.4μs ～ 38μs（40 段階）
  フラットトップ 0 ～ 3μs（21 段階）

高圧電源部
電圧 ： ±10V ～±1300V （300μA）
  ±1300 ～± 5000V （20μA）
リップル＆ノイズ ： 25mVpp 以下（±1.3kV）、50mVpp 以下（± 5kV）
温度変動 ： 50ppm/℃以下

データ転送 / コントロール
インターフェース：USB 方式、RS232C 方式 対応

その他の機能
パイルアップリジェクション機能
ライブタイム補正機能
スタビライザー機能
パワーマネジメント設定：ON/OFF

デジタルオシロスコープ機能内蔵
デジタル台形波形を確認し、機器の調整、ポールゼロ調整、手動リセット
プリアンプ INHIBIT 調整が可能。

バッテリー装備
野外などの AC 電源のないところでの測定が可能。
また停電時等の AC 電源の供給ストップの際に有効。
バッテリー持続時間 Ge 検出器：約 10 時間、NaI（Tl）検出器：約 12
時間

形状
寸法：185（W）× 38（H）× 173（D）mm
重量：1.3kg（バッテリー含む）

前面パネル

背面パネル（オプションの薄型バッテリーを装着した状態）

In Situ  
Object Counting Software

放射能96p_p35-61*_cc.indd   43 2017/02/03   14:37



MCA（マルチチャネルアナライザ）
セクション 2
放射化学ラボ

44	

USB*

CPU

* USB, インターネットは、
コミュニケーション　インターフェースバージョンによります。

MCA
メモリ

MCA
メモリ

MCA
メモリ

MCA
メモリ

MCA
メモリ

MCA
メモリ

16K 1µs
ADC

16K 1µs
ADC

16K 1µs
ADC

16K 1µs
ADC

16K 1µs
ADC

16K 1µs
ADC

Input 1 
シェイピング
アンプから

Input 2
シェイピング
アンプから

Input 3
シェイピング
アンプから

Input 4
シェイピング
アンプから

Input 5
シェイピング
アンプから

Input 6
シェイピング
アンプから

イーサネット*
（unshielded　
　twisted pair）

Multiport Ⅱマルチチャンネルアナライザ

■特長
● 最大 6 入力可能なマルチチャンネルアナライザ
● コンピュータコントロール MCA
● 16K ADC, 1μ s 逐次比較型 ADC 内蔵
● ADC メモリへの書き込みとコンピュータへのスペクトル転送を同時に

実行可能なバッファメモリ内蔵
● 波高分析 （PHA） とマルチチャンネルスケーリング （MCS） の 2 つの

測定モード
●  I/O コントロール
● データバックアップ機能
● HPGe, NaI（Tl）, Si（Li）, PIPS®, X-PIPS ™検出器を接続可能
● イーサネット /USB, USB のみのインタフェース装備
● Genie-2000 ソフトウェアに対応

■概要
Multiport Ⅱは、既存のスペクトロスコピアンプ、高圧電源に接続可能な
2NIM 幅のマルチチャンネルアナライザです。本 MCA は、ユーザのアプ
リケーションに合わせ、1 ～ 6 入力のバージョンを用意しています。入力
数はのち増設することも可能です。PC とのインタフェースは、イーサネッ
ト /USB もしくは、USB のみのインタフェースを選択できます。
Multiport Ⅱは、幅広い放射線検出器に対応します。検出器に適切なプ
リアンプ、スペクトロスコピアンプ、高圧電源を選択することにより、
HPGe, NaI（Tl）, Si（Li）, CdTe, PIPS, プラスチックシンチレータ, 
BGO などの検出器に対応します。
Multiport Ⅱは、PHA、MCS 測 定 モ ード を サ ポ ートして い ま す。
Genie-2000 ベーシックスペクトロスコピソフトウエア上で動作し、数多
くの Genie-2000 オプションソフトウエアを使用することが可能です。

■仕様
ADC 入力 ：ユニポーラもしくはバイポーラ、0 ～＋ 10V もしく

は 0 ～＋ 5V
ロジック入力 ：mini-D I/O コネクタ
　　XINPUT ：外部スタート / ストップ、サンプルチェンジャ入力
　　XSUSPEND：パルス処理の停止、プリセットカウンタ
　　XDT ：PUR デットタイム入力
　　XMCSRESTART：MCS スイープアドバンス入力
　　XMCSADVANCE：外部チャンネルアドバンス入力
　　XMCSPULSE：MCS 入力
　　XCOINC ：コインシデンス、アンチコインシデンス入力
　　XREJ ：パイルアップリジェクト入力
ロジック出力：mini-D I/O コネクタ
　　XOUTPUT ：サンプルチェンジャアドバンス出力
　　XSCA ：SCA 出力
　　XLG ：PUR リニアゲート出力
　　XCOLLECTSTATUS：外部収集ステータス
　　5 V ：外部回路への出力； 最大 100 mA（7 ピン I/O コネ

クタ毎）
ソフトウェアコントロール：
　　ADC LLD  ：0 ～100％フルスケール（4096 ステップ）
　　ADC ULD ：0 ～110％フルスケール（4096 ステップ）
　　ADC ゼロ ：± 2.5％フルスケール（4096 ステップ）
　　ADC コンバージョンゲイン：256, 512, 1024, 2048, 4096, 

8192, 16384
コミニュケーション：USB もしくは USB/ イーサネット

■性能
積分非直線性 ：± 0.025％以下
微分非直線性 ：± 0.9％以下
ゲイン変動 ：± 0.005％ /℃以下
ゼロドリフト ：± 0.005％ /℃以下
長期安定性 ：± 0.005％以下
ピークシフト ：± 0.025％ /℃以下

データメモリ
　メモリサイズ ：1 ～ 16K
　ADC ：1μs 逐次比較型 ADC
　
寸法 ：2NIM 幅　6.86 × 22.12cm
重量 ：1.36kg
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■特長
● 鉛シールドでは取り除けない、宇宙線由来のバックグラウンドに対応し

ます
● 標準的なバックグラウンド除去率（ 15 – 40% ）は、検出限界および

カウントタイムを下回ります
● 新規 / 既設を問わず、 Ge 検出器装置（鉛シールド使用）へ容易に追加

可能
● Ge 検出器用シールド（上部オープン式および上部分割式）に取付可能
● 必要な電子機器類が検出器モジュールに内蔵 – NIM モジュールや信号

処理装置などは不要
● ケーブル1 本で PC やネットワークハブに接続可能
● わかりやすいソフトウェア付属で簡単セットアップ
● Lynx® デジタルシグナルアナライザと Genie ™ 2000（或いは 既存

のファームウェア/ ソフトウェアバージョンの Apex-Gamma ™）は別
途必要

■概要
CosmicGuard（コズミックガード）は、新規 / 既設の Ge 検出器装置（鉛
シールド）へ簡単に取り付けられる、宇宙線由来バックグラウンド除去計
測装置です。標準的な上部オープン式（円筒型）シールドのほか、円筒型
以 外 のシールド * にも対応 可能です

（* 詳しくはお問合せください）。また
Lynx デジタルシグナルアナライザおよ
び Genie また Apex ソフトウェアがイ
ンストールされている PC へ直接接続
可能なため、NIM モジュールや信号処
理装置などが必要ありません。

CosmicGuard™ 宇宙線由来バックグラウンド除去計測装置

遮蔽体 / クライオスタット
バックグラウンド

除去率

7500SL 型 スリムラインクライオスタット

40%

ULB シリーズ 極低バックグラウンド　ハードウェア

RDC-6 リモートディテクタチェンバ （6 インチ）

777 型 超低バックグラウンド鉛 シールド （6 インチ）

777-3 型 上部分割式　バックシールド

7500SL 型 スリムラインクライオスタット

35%
RDC-6 リモートディテクタチェンバ （6 インチ）

777 型 超低バックグラウンド鉛 シールド （6 インチ）

777-3 型 上部分割式　バックシールド

7500SL 型 スリムラインクライオスタット

25%
747/767 型 鉛シールド （4 インチ） 

CFE-4 コールドフィンガー・エクステンション 

7X7-2 型 バックシールド

7500SL 型 スリムラインクライオスタット

15%747/767 型 鉛シールド （4 インチ） 

7X7-2 型 バックシールド

CV SYSTEM-LMCV SYSTEM-FM　

■仕様

性　能  
● 八角形プラスチックシンチレータ ：
　 49.5 x 49.5 x 5 cm
● Osprey デジタルチューブベース
● ソフトウェア：CV-CONTROL APP

外　寸  
● 検出器 ： 
　 － 設置面積（八角形） -  直径 63.5 cm
　 － 高さ -  16 cm
● 上扉取付型：
　 －直径 50.8 cm および 55.9 cm のシールド上扉に対応
● フレーム一体型：
　 － 61cm 幅 タブレット型シールド（脚部：5cm 角）に対応
　 － シールド台背面より、11.4cm 離して設置必要

入 / 出力  
● 電源 ： USB 2.0
● MCA へのゲーティング出力： BNC- メス
● MCA への STRAT/STOP 出力、動作ステータス出力 ：BNC- メス

注文情報
● CV SYSTEM-LM （LID MOUNT）　　

宇宙線由来バックグラウンド除去計測装置（上扉取付型）
Ge 検出器用のシールドの上扉に載せる形で取付。プラスティックシン
チレータ検出器、Osprey DTB、マウンティングハードウェア、ケーブ
ルおよびソフトウェア一式を含む。 

● CV SYSTEM-FM  （FRAME MOUNT） 
宇宙線由来バックグラウンド除去計測装置（フレーム一体型）
Ge 検出器用のシールド台にフレームを固定させて取付。プラスティッ
クシンチレータ検出器、Osprey DTB、マウンティングハードウェア、
ケーブルおよびソフトウェア一式を含む。

CV SYSTEM-FM
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Genie-2000　ソフトウェア　

■特長
● マルチタスク：同時に複数の作業（測定・解析・報告書作成等）を行え

ます。
● シングルユースのスタンドアローン MCA から、大規模ネットワークま

で構築可能 です。
● 共通な GUI （Graphical User Interface）により MCA の操作が極

めて容易です。
● ネットワーク上の Genie-2000 より MCA へ自由に通信可能です。
● 自動測定プログラムを容易に組め、また、ピークサーチ / 効率校正等、

優れた分析機能が標準装備されています。
● ガンマ線解析ソフトウエア、QA ソフトウエア等優れた分析機能が用意

されています。
● Windows XP/7 に対応しています。

■概要
Genie-2000 は、パーソナルコンピュータとイーサネット等で低価格で
容易にネットワークシステムの構築が可能です。Genie2000 は、完全
なマルチタスクが可能です。幾つかの検出器からのデータを独立かつ同
時に計数処理することが可能です。また操作は完全に独立して行えます。
ネットワークシステムにすることにより、MCA 本体から遠く離れた幾つ
かの検出器を管理することが可能となります。
Genie2000 基本ソフトウエアは、シングルユーザ用のシングルインプッ
トソフトウエア、マルチユーザ用のマルチインプットソフトウエアを用意し
ています。
MCA は、右表「MCA ラインナップ」より選択ください。

■基本ソフトウェア

S502C Genie-2000 
シングルインプットスペクトロスコピソフトウェア
－シングル入力専用の低価格ソフトウェアです。

S500C Genie-2000 
マルチインプットスペクトロスコピソフトウェア 
－マルチ入力に対応した測定ソフトウェアです。ネットワーク上で複数の

MCA をコントロールできます。

MCA ラインナップ

DSA-LX
デジタルシグナルアナライザ

（USB インターフェース）

LYNX
デジタルシグナルアナライザ

（イーサネット /USB インターフェース）

InSpector 2000 ポータブルマルチチャンネルアナライザ

Multiport Ⅱ
Multiport Ⅱマルチチャンネルアナライザ

（NIM タイプ）

OSPREY
OSPREY ユニバーサルデジタル MCA チューブベース

（シンチレーション検出器用）

Genie2000 分析ソフトウエアオプション
S501C GENIE-2000 ガンマ線分析ソフトウェア
S503C GENIE-2000 プロカウントソフトウェア
S505C GENIE-2000 品質管理（QA）ソフトウェア
S506C GENIE-2000 インタラクティブピークフィットソフトウェア
S507C GENIE-2000 MGA-U ソフトウェア
S508C GENIE-2000 MGA ソフトウェア
S509C GENIE-2000 アルファ線分析ソフトウェア
S560C GENIE-2000 C プログラミングライブラリー
S561C GENIE-2000 バッチプログラミングサポート
γエクスプローラ 環境放射能分析プログラム （文部科学省平成 4 年度版
マニュアル準拠）
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ProSpect ® ガンマスペクトロスコピーソフトウェア

ハードウェア　サポート 
● Osprey-DTB  – Osprey デジタルチューブベース MCA
● Lynx-MCA – Lynx デジタルシグナルアナライザ
ProSpect によって、ハードウェアに接続しなくても Lynx シミュレーターを使用するこ
とができるようになります。 

入力数
ProSpect によって、大幅な測定結果の劣化なく操作することができます 
● 最大 50 台の通信・操作可能
● 最大 10 台に接続、同時に PHA（波高分析）測定が可能
● 最大 2 台に接続、LIST/TimeLIST データの取得が可能
　（最大カウントレート 25 kcps / 検出器毎）

　※上記は、Core i5 プロセッサー搭載 PC 使用時のデータになります 

 型番
● S600 – ProSpect ガンマスペクトロスコピーソフトウェア
● Osprey-ProSpect  – ProSpect ガンマスペクトロスコピーソフト
　　　　　　　　　　ウェア Osprey デジタルチューブベース MCA 付

● Osprey-DTB – Osprey デジタルチューブベース MCA

● Lynx-MCA – Lynx デジタルシグナルアナライザ
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日本語ソフトウェア

文部科学省・平成 4 年度版「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」準拠　
ガンマ線スペクトル分析システム

γエクスプローラ

■特長
● デジタル MCA（Lynx/DSA-LX）との組み合わせによる、高安定・高

精度γ線スペクトル分析システムです。
● スペクトル分析ソフトウェア（γエクスプローラ）の解析法は、文部科

学省「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平
成 4 年度版）に準拠しています。

● MCA で測定中のスペクトル、あるいはファイルやデータベースに記録

されたスペクトルを、同時にかつ同一操作で分析が行えます。

■概要
γエクスプローラでは、自己吸収補正やサム効果補正などを含めた、文部
科学省「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平
成 4 年度版）に準拠した解析が行えます。
単にγ線スペクトルを分析するだけでなく、お客様の日々の仕事をサポー
トすること（定型業務の自動化およびデータ集計）を目的として設計して
います。
MCA 上の測定スペクトルから、ファイルやデータベースに記録されたス
ペクトル、校正データから核データライブラリに至るまであらゆるデータ
の操作がこのプログラムのみで行えます。
測定から分析、帳票出力までを自動アシストする「環境γ線分析ウイザー
ド」機能を標準装備いたしました。ここでは今まで分析後にしか判断でき
なかった検出限界によるプリセット設定が可能になります。これにより

「Cs137 が検出限界 0.1Bq/L になるまで測定」といったより具体的な測
定が可能となりました。

■システム構成

検出部
・Canberra 製ゲルマニウム半導体検出器

MCA 部
・Lynx / DSA-LX / Osprey
・Inspector シリーズ
･ その他 Canberra 製 MCA

CPU 部
・Windows7 以上の日本語 OS （32bit/64bit＊1）

・Windows パソコン （Core-i3 2GHz 相当以上を推奨）
・2GB 以上のメインメモリ （64bit は 4GB 以上を推奨）
・ハードディスク （20GB 以上を推奨）
・レーザープリンタ
・1024 ×768 以上の解像度をもつカラーディスプレー （1280 ×1024

以上の解像度を推奨）

ソフトウェア部
・スペクトルエクスプローラ
・γ線分析プログラム（オプション）＊ 2） γ線エクスプローラ
・ISOCS キャリブレーションソフトウェア（オプション）
・LabSOCS キャリブレーションソフトウェア（オプション）
・放射能水準調査報告プログラム
・In-Situ 分析プログラム
・G（E）関数法 空間線量分析プログラム（オプション）
・ピーリングオフ法 空間線量分析プログラム（オプション）
・レスポンスマトリックス法 空間線量分析プログラム（オプション）
・Web 対応型環境γ線核種分析システム
・QAD による遮蔽計算プログラム
・Genie2000 シリーズソフトウェア

*1）  一部 MCA によっては 64bit に対応していないものもございます。担当にお問い合わせ
ください。

*2） スペクトルエクスプローラにγ線分析オプションを加えたものをγエクスプローラと表
現しています。
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Web 対応型 環境γ線核種分析システム

γエクスプローラ・プラス

■概要
環境試料のγ線核種分析を、より簡単な操作で効率よく
行う為の、γエクスプローラのオプションです。Web 技術
を利用して、ネットワーク上の任意のパソコンから操作する
事が可能です。ホームページ感覚の入力画面は、簡単かつ
最小限の入力で測定分析が行えるように設計されており、
日常のルーチン業務をサポートします。また、お客様の運
用に合わせた入力画面のカスタマイズが可能です。

■特長
● ネットワーク上のお好きな PC からの操作が可能です。

検出器から離れた場所でも、データの確認や測定状況
のモニタが可能です。

● ホームページ感覚の簡単操作です。
　 γ線分析や PC にあまり詳しくない方でも、すぐにお使

い頂けます
● 全てのデータをデータベースで管理し、データの検索や

整理に威力を発揮します。
● 複数回の繰返し測定や時間を指定したスケジュール測定

機能を搭載しています。サンプルチェンジャにも対応可
能です。

● 分析結果帳票を、PDF などの電子ファイルとして保存す
る事が可能です。

● 分析プログラムやデータの扱いはガンマエクスプローラ
ーと完全に共通です。γエクスプローラーとの併用によ
り、より細かな検証や調整が可能です。

● お客様の運用状況にあわせて、入力画面や帳票をカス
タマイズが可能です。

　 特注によるソフトウェア改造も承ります。
● 今まで分析後にしか判断できなかった検出限界によるプ

リセット設定が可能になります。これにより「Cs137 が
検出限界 0.1Bq/L になるまで測定」といったより具体
的な測定が可能となりました。

■システム構成
（以下は Web サーバーとする PC の仕様です）

CPU 部
● Windows7 以上の日本語 OS （32bit/64bit＊1）

● Windows パソコン （Core-i3 2GHz 相当以上を推奨）
● 2GB 以上のメインメモリ （64bit は 4GB 以上を推奨）

*1） 一部 MCA によっては 64bit に
対応していないものもございます。
担当にお問い合わせください。

検出器の近くのPCから、
測定開始！

測定状況やスケジュールの監視

過去データの再分析や出力

ソフトはここだけに
インストール！
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文部科学省・平成 20 年度版「ゲルマニウム半導体検出器を用いた In-Situ 測定法」準拠  
In-Situ 解析ソフトウェア

■特長
● 文部科学省・平成 20 年度「ゲルマニウム半導体検出器を用いた In-

situ 測定法」に準拠
● HASL テーブル／ ICRU Rep.53 テーブルを選択可能
● ISOCS 特性化により、線源不要の角度依存校正、効率校正
● Relaxation Length 算出機能搭載
● 時系列プロット機能、データベース標準搭載

■概要
In-situ 解析ソフトエアで行われる解析手法は平成 20 年度版「ゲルマニ
ウム半導体検出器を用いた in-situ 測定法」に準拠しております。また、
濃度、線量率の参照テーブルは HASL-258、ICRU Rep.53 テーブルの
いずれかが選択可能です。
ISOCS 特性化を行うことにより、角度依存性、効率校正用の線源、校
正治具が不要になります。もちろん従来通りの線源による校正も対応し
ております。
深さ毎の Sampling 試料解析結果から Relaxation Length を算出し、
ISOCS テンプレートを使用することで、深さ方向に指数関数的に分布し
た核種のより正確な濃度、線量率評価を可能にします。

時系列プロットを標準搭載しております。
・期間指定、複数核種指定
・上下 2 分割表示
・リアルタイムプロット機能
・メール配信機能搭載

様々な地図オプションが選択可能です
・メッシュレベル分け表示
・メッシュ棒グラフ表示
・等高線表示

ご希望によりカーボーンやモニタリングポストなどへの In-situ ソフトウエ
アのカスタマイゼーションが可能です。

■システム構成　→ 76 ページ

検出部
● Canberra 製ゲルマニウム半導体検出器

MCA 部
● Lynx / DSA-LX
● InSpector シリーズ

CPU 部
● Windows7 以上の日本語 OS （32bit）
● Windows パソコン （Core-i3 2GHz 相当以上を推奨）
● 2GB 以上のメインメモリ （4GB 以上を推奨）
● ハードディスク （20GB 以上を推奨）
● レーザープリンタ
● 1024 ×768 以上の解像度をもつカラーディスプレー
　（1280 ×1024 以上の解像度を推奨）

ソフトウェア部
● 地図ソフト（メッシュ表示、等高線表示）オプション

HASL258 準拠 In-Situ 解析ソフトウェア
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● 低ノイズ設計 ：2.0keV（Cs：0pF 時）
● 高エネルギーレート：2 ×106 MeV/sec まで
● 積分非直線性 ：0.04％以下（±10V 出力時）
● ゲイン変動 ：0.005％ /℃以下
● 電荷感度 ：0.45V/pC
● エネルギー感度 ：20mV/MeV  （Si）
● ダイオード保護付 FET 入力
● エネルギーと高速タイミングの独立出力
● 高速な立ち上り時間：3ns（Cs：0pF）
● 真空チェンバーの中でも使用可能

2004 型プリアンプ
荷電粒子検出器（PIPS）用

● 低ノイズ設計 ：2.8keV（Cs：0pF 時）
● 高チャージレート ：4.5 ×106MeV/sec まで
● 積分非直線性 ： 0.02％以下（±10V 出力時）
● ゲイン変動 ：0.01％ /℃
● 電荷感度 ：0.2V/pC 又 は 1.0V/pC で

内部選択
● バイアス電圧 ：± 2000Vdc まで
● エネルギー感度：9mV/MeV（Si）又は

45mV/MeV で内部選択
● ダイオード保護付 FET 入力

2005 型プリアンプ
シンチレータ用

● 低ノイズ設計 ：10-15Crms 以下
● 高チャージレート容量：9 μ C/s まで（高カウン

レートアプリケーション用）
● 積分非直線性 ：0.02％以下（±10V 出力時）
● ゲイン変動 ：0.01％ /℃
● 電荷感度 ：4.5V/pC 又は 22.7mV/pC

で内部選択
● エネルギー感度 ：9mV/MeV （Si） 又は

45mV/MeV で選択可能
● ダイオード保護付 FET 入力
● 立ち上り時間 ：15ns 以下

2006 型プリアンプ
プロポーショナルカウンタ用

● 低ノイズ設計 ：350ion pairs 以 下（Cs：
0pF 時）

● 高カウントレート設計：2 × 10-7C/sec
● 積分非直線性 ：0.02％以下（±10V 出力まで）
● ゲイン変動 ：0.01％ /℃
● 電荷感度 ：47mV/M ion pair 又は

235mV/M 
ion pairで内部選択

● バイアス電圧 ：± 2000Vdc まで
● FET 入力、ダイオード保護付
● 立ち上り時間 ：20ns 以下（Cs：0pF 時）

2007B 型プリアンプ
シンチレータ用

● 低電力タイプ ：± 12V（15mA）
● 高圧トランジェント保護付
● 積分非直線性 ：0.04％以下 （±10V 出力まで）
● ゲイン変動 ：0.01％ /℃
● ノイズ ：1.2 ×10-15Crms
● 電荷感度 ：4.5mV/pC
● 立ち上り時間 ：20ns 以下

2007/2007P 型プリアンプ
PM チューブベース / チューブ
ベース用

● 14 ピン光電子増倍管（PMT）に接続
● PMT バイアス電圧：2kVdc まで
● フォーカスとゲインコントロールが独立
● 2007P 型は低ノイズ設計の電荷型プリアン

プを内蔵
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プ リア ン プ 

プリアンプ      (  N  I  M  モジュール  )
2003BT 型プリアンプ
荷電粒子検出器（PIPS）用



H P G e   検 出  器 用       インテリジェントプリアンプ

iPA ( Intelligent Preamplifier )

■特長

● 高速USB 2.0 シリアルデータ　インターフェース
● パラメータおよびステータスロギング用フラッシュメモリ
● プリアンプおよびログファイル転送セットアップ用ソフトウェア
● i Link ™、 i Series ™ 通信ソフトウェアと互換性があり、リモート

トアップや PC へのデータダウンロードが可能
● EPRI、CE 準拠

■仕様
i PAコントロールパネル　ソフトウェア
 検出器の漏れ電流と冷却温度をリアルタイムモニタリングして、最適な動
作電圧をプリアンプに提供します。
標準テスト入力および内蔵テストパルサ
アシストシステムがセットアップされており、診断の助けとなります。
データ記録機能
キーとなるオペレーティング　パラメーターについて定期的かつ連続して
記録し、 大容量メモリに蓄積します。このデータを定期的にモニターす
ることにより、機器の性能低下の予兆を事前に発見することができ、あら
かじめ計画的な保守のスケジュールを組むことが可能になります。
結果的に、予期しないダウンタイムによる業務停止を回避することができ
ます。

プリアンプ
セクション 2
放射化学ラボ

積分非直線性　－ 
　　　 ±8 V出力に対し、±0.05%以下  (未終端)
ゲイン安定性 － 

■ 性能

●

●

●

●

±0.005℃ (±50 ppm / ℃) （＠0 ～ +50 ℃）　
≤±0.01%（設定1時間後から　24時間一定の温度下に
置いた場合）　　　

荷電感度 － 
1, 2, 5, 10 V/pC

　　　50, 100, 250, 500 mV/MeV (Ge) （選択可能)

500 mV/MeVポジションで出荷 
　　　ゲイン交差：±25%

計数率 － 
　200,000カウント/秒以上（＠ 60Co線源 (1.33 MeV)

iPA スリムライン型
クライオスタット用

iPA フランジ型
クライオスタット用

iPA コントロールパネル
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● 低ノイズ設計
● ダイオード保護付FET入力
● エネルギーと高速タイミングの独立出力
● 静電容量型LN2レベル計対応
● テストパルサ内蔵

(iPAコントロールパネルソフトウェアでデジタル制御）

リーク電流 ： 
基準値から乖離傾向がみられる場合、真空劣化の予兆と判断
PRTD1（結晶温度）、PRTD2（コールドフィンガー温度）： 
結晶が十分冷却されているかを示します。
LN2レベル (※)： 
液体窒素残量の推移を示します、減少率が高い場合は、真空劣化の 
予兆と判断できます。またシールド保守が必要と判断できますプリ
アンプ内部温度 ：
プリアンプ内部の温度変化をモニター 
ログ機能 ：
管理者不在時（夜間など）の状態変化も記録されるため、健全性の
確認が事実に基づいて正確に行えます

●

●

●

(※)　LN2レベルセンスプローブ（オプション）
デュワ内のLN2レベル連続モニタリングが可能。 iPAのコントロールパネル画面にステータスが表示
され、 LN2レベルが低くなったりデュワーに補充が必要な場合は警告が発せられます。

－

－

－

－

－

セッ
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α／β低バックグラウンド計測システム

i Solo® 
ポータブルガスレス
α／β 計測装置

■特長
● 可搬型、手動式、単一試料用　α / βカウンタ
● プログラムによる自動キャリブレーション
● ラドン・トロンおよび娘核種除去により即解析可能
● ガスレス、高性能 PIPS 検出器（2,000mm2）を採用
● エアーフイルタ分析に最適化
● バッテリー1 回の充電で 10 時間以上の連続使用が可能
● 全てのフィルタサイズに対応
● 宇宙線ガード検出器や遮蔽付モデルも供給可能
● i Link ™、 i Series ™ 通信ソフトウェアと互換性があり、リモートセッ

トアップや PC へのデータダウンロードが可能
● EPRI、CE 準拠

■概要
キャンベラ社 iSolo はエアーフイルタに収集されたα /βを分析すること
を目的とした、可搬型、手動式、ガスレスα /βカウンタです。
iSolo はフイルタ試料上の核分裂生成物とラドン・トロンおよび娘核種を
分離することができます。本品はガード検出器（オプション）を入れても
重量は 9Kg 以下です。
α /β検出用として PIPS 半導体検出器を採用しており、内部バッテリで
10 時間以上の測定が可能な、完全独立タイプの測定器です。
iSolo はキャンベラグループの共同開発品であり、フイルタ試料分析に画
期的な技術的飛躍を与えます。

iSolo の方式
キャンベラ iSolo は旧来の装置の問題を解決する画期的方式を採用しま
した。
そのため、真の濃度を知るためにラドン / トロンの影響がなくなるまで数
時間から数日間も待つ必要性はなくなりました。iSolo を用いることによ
り、アルファ放射能が超ウラン元素または核分裂生成物またはラドン・ト
ロンの天然核種からのものかが数分で分かります。iSolo に内蔵されたマ
ルチチャネルアナライザで収集されスペクトル表示ができます。一連のピ
ーク評価は収集されたスペクトル上にて実施されます。
ウラン / トリウム系のピークを検出しそのピークの放出率を考慮し、全体
のスペクトルより順次高エネルギ側より同定されたピークの計数を差し引
きします。
このスペクトル補正を繰り返し実行しウラン / トリウムの影響を除去しま
す。
iSolo は全ての補正後のスペクトルからラドン補正、真のアルファおよび
ベータ濃度を前面の LCD に表示します。

i MaticTM 
ガスレス　アルファ / ベータ自動計測装置

■特長
● 試料数 50 個または 100 個用の　自動試料交換装置
● 自動的にラドン・トロン系の列核種の干渉を補正
● ガスレスの PIPS 検出器を採用
● エアーフイルタ分析を目的とした機器
● バッテリー1 回の充電で 6 時間以上の連続使用が可能
● 4 インチ厚鉛遮蔽
● 25 ～ 60mm 径の全てのフイルタおよび NFS、PAS、SAS 搭載の

フィルタを利用可能
● キャスター付カートで可動式
● 最大 26 個の標準を記録可能。最大 10 個のカウンティングおよびそ

れぞれ別のキャリブレーションができます。
● 自動日毎 QC チェック（アルファ/ ベータ線バックグラウンド） 
● i Link ™、 i Series ™ 通信ソフトウェアと互換性があり、リモートセッ

トアップや PC へのデータダウンロードが可能
● CE 準拠

操作パネル部分
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Series5 LB5500 型
大面積試料用低バックグラウンド
α /β計測システム

■特長
● 超低バックグラウンド（α：≦ 0.3cpm ／β：≦ 3.5cpm）
● 直径 12.7cm、80μg/cm2 の極薄窓のガスフロー検出器
● 50 サンプル測定用サンプルチェンジャ
● 低バックグラウンド鉛シールド
● コンパクトなシステム設計（移動式カート付）
● 測定コンディション自己診断機能付
● 自動ガス節約システム（アラーム付ガス圧センサー付）
● 電力消費を抑える自動調節電源
● サンプルキャリアの識別によるグループ測定可能
● 外部バーコードリーダーオプション有り
● Eclipse LB ソフトウェアにより PC からコントロール可能

Series5XLB 型
低バックグラウンドα /β自動計測システム

■特長
● 極低バックグラウンドカウンティングシステム（α：≦ 0.1cpm ／β：

≦ 0.75cpm）
● 2.25inch（5.7cm）、80μg/cm2 の極薄窓ガスフロー検出器
● 50 サンプル測定用サンプルチェンジャ付（100 サンプル用オプショ

ン有）
● インターロックデザイン遮蔽
● キャスタ付きカートで、可動式
● 測定コンディションの自己診断機能
● 完全自動システムキャリブレーション
● ガスデジタル管理システム（アラーム付ガス圧センサー）
● Eclipse LB ソフトウェアによりコンピュータから測定操作
● コード式キャリア識別サンプルチェンジャー対応
● CE 準拠

LB4200 型
多チャンネル低バックグラウンド
α /β計測システム

■特長
● 4 ～ 16 個の試料を同時測定可能
● 4 つのドゥロワーまで拡張可能（2.25 インチサイズ）
● 80μg/cm2 の極薄窓・高性能ガスフロー検出器（オプション：500g/

cm2）
● 直径 3.1cm または 5.7cm 検出器付きの試料台1 台当り、 最大 4 サ

ンプルを測定可能
● 直径 8.3cm または直径 12.7cm 検出器付きの1サンプル用試料台あり
● 個々の検出器の窓交換が簡単
● 検出器毎の独立スタート／ストップ可能
● より小さなサンプル用の試料皿オプションあり
● プラトー、効率、自己吸収、バックグラウンドに対する自動校正
● スピルオーバー：

≦ 2.0%（3.1 cm 検出器　βチャンネル内アルファ）
≦ 1.5%（5.7cm 、12.7 cm 検出器： βチャンネル内アルファ）

放射能96p_p35-61*_cc.indd   58 2017/02/03   14:37



食と水の安全3

54

食の安全とフードモニタリング

原子力に関する事故において、原子力発電所から周辺地域へ放出された放射性物質が食物
連鎖に入り込むメカニズムには、複数のパターンが考えられます。 （a） 大気中の放射性物
質が雨などによって地表面に沈着し、川や用水路などへ流れこむ （b） 土壌や地下水へ放射
性物質が直接漏れ出る （c） 海への流出、 など。

このメカニズムはさらに、草食動物や汚染飼料を介して様々な汚染へと繋がる可能性があ
ります。 家畜に影響が出た場合には、日々の食品へ直接影響を引き起こし得ます。植物も
また、葉や土壌から取り入れた放射性物質が根や葉脈を通って移動しますので、可食部分
である農作物、果物、野菜が汚染される可能性があります。海へ漏れた放射性物質は、海
産物の汚染を招きえます。 

これらの公衆健康への脅威に対して、食の安全を守るため、現在様々なフードモニタリング
ソリューションが用意されています。食品に含まれる放射能レベルが基準値を下回っている
ことを、信頼のおける測定機器によって保証できます。

あんぽ柿モニタ （AMPOSAFE ）
あんぽ柿用 放射能測定装置

■特長
● 測定下限値 ：25 Bq/kg 以下
● スクリーニングレベル ：70 Bq/kg 以上 ＊1

● 測定時間 ：最短 80 秒 ＊ 2

＊ 1：精密測定（測定時間延長モード）を使用した時に適用されます
＊ 2：測定対象の濃度や組合せ、柿の種類により異なります

● 非破壊検査式　（サンプル抽出不要）
● 簡単操作
● 蜂屋柿、平核無柿など種類毎に最適化
● 個別測定（1トレイ毎、柿 1 個毎）、箱毎測定に対応
● あんぽ柿以外の食品にも、対応可能

● 全分析結果をデータベースに保管

■仕 様
● 遮蔽体 ：厚さ 10cm 鉄 （人体に無害）
● サイズ ： 143H x 90L ×110W cm
● 検出器 ： 32 個　（高効率な測定が可能）

  ヨウ化ナトリウム（NaI）検出器採用
● 電源 ： AC100V 入力を採用

カウカウンタ（Cow Counter）
家畜汚染放射能モニタシステム

■ 特長
● 検出限界量（セシウム137 及び 134）：

牛の場合 豚、羊の場合
10 Bq/kg ：1 分間測定 20 Bq/kg ：１分間測定
25 Bq/kg ：10 秒測定

● チェルノブイリ事故後の汚染測定のために開発
・高効率　大型　ヨウ化ナトリウム（NaI）検出器採用
・全域ガンマ線スペクトスコピー対応システム 
・傾斜台及びゲートを使用することによりすべてのサイズの動物に対応
・防水設計でクリーニングが容易

■ 主な仕様
● 遮蔽体： ・鉄製、厚さ 5cm のステンレススチールでカバー
　 ・サイズ： 115 H x 240 L x 132 W cm 
　 ・重量： 約 2400 kg
● 検出器： ・NaI（Tl） 8 x 13 x 41 cm
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FoodScreen （フードスクリーン）
CJ-NAI 食品放射能測定装置

検出限界 （10 分測定）
  ヨウ素 131 30Bq/kg
  セシウム137 30Bq/kg

外形 / 重量
約 87.6cm ｘ 60.7cm ｘ 101cm
約 120kg

■基本仕様
● 検出器：802-2x2 型 NaI（Tl）検出器
　分解能 8.5%（Cs-137 661keV）
● MCA　Osprey ™デジタル MCA チューブベース
● 線源による校正不要（海外実績が豊富な LabSOCS との連携）
● 測定試料　牛乳、水
　1リッター　Ｖ 11 容器

ソフトウェア
- 日本語入力
- データベースによる全データの一元管理

FOODSAFE （フードセーフ）
農産物放射能測定システム

■特長
● 非破壊検査式

30kg 米袋の状態で放射能測定を実現
● 全域ガンマ線スペクトスコピー対応システム

=> Cs134, Cs137, I131, K40 など
核種毎の含有量の定量

● 簡単操作（スタート、ストップ、色分けで結果表示、任意の場所に設置
可能）

● 過酷な環境下でも運用可能
気温 -10℃～ +50℃
湿度 <90%、周辺放射能 <2μSv/h

● 桃、りんご、梨など果樹への応用可能
● 低重心設計

■主な仕様
● 遮蔽体：

・厚さ 10cm 鉄 
・測定下限値：25Bq/kg 以下
・測定時間：10 秒（30kg 米袋）
・食品用ベルトコンベア標準装備
  （部品交換が容易な構造）
・サイズ：100H x 320L ×140W cm
・重量： 約 2500 kg

● 検出器：
・高効率　大型　ヨウ化ナトリウム（NaI）検出器採用
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水のモニタリング

2299 型
自動ガンマ分光水質監視装置

■特長
● 自動、無人運転
● 感度：0.2 ベクレル / リットル（5 ピコキュリー / リットル）
● フルガンマスペクトロスコピーを使用した各放射性核種
　（137Cs、131I、60Co の低レベル同定、ならびに自然放射性核種（ラジウム、トリウムお

よびカリウム）からの分離）
● 水または環境の温度変化に対しても、検出器は安定
● スペクトルおよび結果を、今後の再分析のために保存
● カウント間隔調整可能（10 分から 24 時間）
● すぐに測定開始可能（工場で完全に試験、校正された状態で納品）
● オプション：外部アラーム（測定して、予めセットした限度を超えると、音を発する）

■仕様
● 直径 5cm（2 インチ）×長さ 30cm（12 インチ）　NaI（Tl）検出器 （断熱仕様で安

定化）
● 電気 ：110/220 V、50/60 Hz
● 電源 ：1000W 未満程度（コンピュータおよびモーターによる）
● 動作温度 ：-0℃から 35℃
● 動作湿度 ：結露しないこと
● EN61010 設備カテゴリーⅠ、汚染度 2 によって規定された環境条件を満たす。
● 背景放射線：検出限度に関して想定した通常背景放射線。厚さ 15cm のシールドは、

10X の周囲背景放射線に耐えることができる。
● 検出限界 ：推定下限値 - エネルギーが 500keV を超える100% ガンマを豊富に含

んだ放射体の場合、1 時間でキログラム当たり 0.2 ベクレルで、エネル
ギーが 200 ～ 500keV の場合、キログラム当たり 0.5 ベクレル。

シールドプローブ（防水　Ge 検出器）
● 超精密測定用（確定検査）
● MDA 0.1Bq/L（3600 秒）
● 80mm 径 , 12kg
● 完全防水

水モニタ（浸水型）

■ 特長
● 井戸、プール、池、沼、湖、ダム、海等の水中測定用
● ガンマ線計数率とエネルギースペクトルをリアルモニタリング（Cs-134, Cs-137）
● 設置工事不要、調整のみですぐに使えます
● 鉛遮蔽不要

クライオクーラー
制御ユニット シールド連結部

（電気回路へ）

超高真空チャンバー
（Ge 結晶）

シールドプローブ（防水　NaI 検出器）
● 廉価
● MDA 1Bq/L（3600 秒）
● 160mm 径 , 7kg
● 完全防水

水中にて測定中の
Ge 検出器
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体表面汚染モニタ

CANBERRA 社は、放射線関連施設における放射線防護が、世界基準を満たす厳しいも
のであることをよく理解しています。

原子力従事者には、有害な放射線にさらされる可能性があり、放射線は時に一般社会に
影響を与えるような緊急事態を引き起こす恐れもあります。

ALARA（as low as reasonably achievable）はこのリスクを取り除く、あるいは最小
限に留めるための理想基準ですが、この対象にはすべての保健物理計測が含まれています。
キャンベラ社は、ALARA に則った保健物理計測、つまり可搬型サーベイメータあるいは
もうすこし大きい測定面積のスクリーニング、またホールボディカウンタや体表面汚染モニ
タなど、ユーザーの目的と希望にあった総合システムを提供することができます。

■ 特長
● 最適化されたカウンティングジオメトリ・遮蔽で、全身高速測定
● 体格・体型に合わせた全身測定の決定版
● ガスレス型のプラスチックシンチレータ検出器システム
● α線・β線による汚染を明確に識別
● オプション（Zeus ™）でγ線の測定も可能
● 背面遮蔽で効率を保ちながらも、省スペース設計。前面オープンでメンテナンスも容易
● オペレーティングシステム内蔵のコンピュータ搭載、LAN ケーブル・USB 接続可能
● 他の機器との共通基盤ソフトウェア使用（Cronos®-4/-11,GEM ™ -5, Sirius ™ -5,

Argos-3/-5 モニタ） 
● IEC61098 に準拠

● ガウスまたはベイジアン　アルゴリズム統計 （ISO 11929：2010 に準拠）

■ 仕様
● β、α／β、β／γの 3 タイプ
● β、α／βタイプも、オプション（Zeus ™）の追加で、γ線の測定が可能
● 検出器：計18 ～ 25 台のプラスチックシンチレータ
● 検出面積計：579cm2 の大面積
● ガスフリー　タイプ
● 可動式ヘッド検出器などオプション多彩

【γ線測定用オプション：Zeus ™】 ■ 仕様
● 大型のプラスチックシンチレータ検出器 3 台で、全身のガンマ線を測定します。
● 小型シンチレータ検出器が靴先・頭頂のγ線を測定
● 検出器は10mm 厚鉛で遮蔽されています
● 現場にて取り付け可能な 25mm 厚鉛インゴット付遮蔽壁で、自己遮蔽の問題を最小

限に抑えます

（Argos-5PAB Zeus に、
オプションでスライドドアをつけた状態）

Argos ™ TPS ファミリー： 
α /β体表面汚染モニタ
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 体表面汚染モニタ

GEM ™γ線ゲートモニタ
【ガンマ線入退域汚染モニタ】

■特長
● 出入りの多い場所にも対応できる、信頼の堅牢設計
● 大型プラスチックシンチレータ 8 台構成（側面各 3 台、上下面各1 台）
● 連続自動バックグラウンド減算機能
● 感度： 60Co / 137Cs

830 Bq / 1850Bq（歩行通過モード）
555 Bq / 830Bq　（立ち止まりモード 4 秒）
370 Bq / 370Bq　（2 段階モード）

● 両側面に、2.5cm（1 インチ）厚　鉛シールド
● 両側面・上下面へそれぞれ 2.5cm（1 インチ）厚の鉛シールドを追加可能（オプション）
● タッチスクリーン PC、複数言語対応音声プロンプト
● Windows® 7 対応（LAN または USB ポート使用）
● キャンベラ社製 Argos ™ -3 /5、Sirius ™ -5、Cronos®-1/4 /11 モニタシリーズと

同様、メーカー最高のソフトウェア使用。共通操作でトレーニング不要
● 全検出器体積：86,196 cm3

● 全検出器面積：16,968 cm2

● IEC61098 基準に対応
● ガウシアン / ベイシアン統計ベースアルゴリズム

（ISO 11929：2010 基準に対応） 

Sirius ™ シリーズ
α /βハンドフットクロズモニタ

■特長
● 出入りの多い場所にも対応できる、信頼の堅牢設計
● 両手、両袖口、両足裏のすべてを、一度の操作で正確に測定
● 検出器：プラスチックシンチレータ
● β、α /β、β / γ の 3 タイプ（プラスチックシンチレータ検出器タイプ）
● 寸法： 780（W） x 1793（H） x 919（D） mm
● 重量：136 kg
● リーチの長いクロズモニタ（オプション）： β、α /β、α /β / γ
● タッチスクリーン PC　（複数言語対応）
● Windows® 7 対応　（LAN または USB ポート使用）
● キャンベラ社製 Argos ™ -3 /5、 GEM ™ -5、Cronos®-1/4 /11 モニタシリーズと

同様、メーカー最高のソフトウェア使用。操作方法共通でトレーニング不要
● IEC61098 基準に対応
● ガウシアン / ベイシアン統計ベースアルゴリズム
　（ISO 11929：2010 基準に対応） 

■注文情報

型　番 内　容 内蔵検出器数

Sirius-5AB ハンドフットクロズモニタ ; α / β線 6

Sirius-5PB ハンドフットクロズモニタプラスチック検出器 ; β線 6

Sirius-5PAB ハンドフットクロズモニタプラスチック検出器 ; α / β線 6

Sirius-5PBG ハンドフットクロズモニタプラスチック検出器 ; β / γ線 6

Sirius5-FSKAB フリスカー オプション ; SIRIUS-5AB

Sirius5-FSKPB フリスカー オプション ; SIRIUS-5PB

Sirius5-FSKPAB フリスカー オプション ; SIRIUS-5PAB

Sirius5-FSKPBG フリスカー オプション ; SIRIUS-5PBG
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肺モニタ

2275 型 アクチニド（ウラン/ プルトニウム）
ラング/ スキャン式ホールボディカウンタ
● 20 年以上のラングカウンタシステム製造・供給実績
● ブロードエネルギー Ge 検出器により高分解能
● ラング・ホールボディカウンタ専用の 2 素子 Ge 検出器（ACT-II デュアル素子検出器）
● ACT-II デュアル素子検出器は、オプション追加で最大 4 台まで設置可能
● バックグラウンドを実現する検出器遮蔽
● スライディング　ベッドタイプ
● 6 段階角度機構で最適な肺位置に検出器をセット
● 専用ソフトウェア ABACOS によるスペクトル解析
● 10 ～15cm 厚の鉄室（別途必須）で精密測定
● デジタルシグナルアナライザで高分解能シグナルプロセッシング
● スキャン式ヨウ化ナトリウム検出器（7.6 x 12.7 x 40.6 cm ）で全身測定

オプション 
● 15 cm （6 in.） or 10 cm （4 in.） 厚　低バックグラウンド鉄シールド
● 2000, 2800, または 3800 mm2 検出面積の低エネルギー検出器または広エネル

ギー検出器で、高分解能ラングカウントが実現

2270 型 
アクチニド （ウラン/ プルトニウム）ラングカウンタ 
● 20 年以上のラングカウンタシステム製造・供給実績
● ラングカウンタ専用の 2 素子・低エネルギー Ge 検出器で高分解能測定（ACT-II デュ

アル素子検出器）
● ACT-II デュアル素子検出器は、オプション追加で最大 4 台まで設置可能
● 低バックグラウンドを実現する検出器遮蔽
● 快適なセミリクライニングチェア　タイプ
● 6 段階角度機構で最適な肺位置に検出器をセット
● 専用ソフトウェア ABACOS によるスペクトル解析
● 10 ～15cm 厚の鉄室（別途必須）で精密測定
● デジタルシグナルアナライザで高分解能シグナルプロセッシング

オプション 
● 15 cm （6 in.） or 10 cm （4 in.） 厚　低バックグラウンド鉄シールド
● 2000, 2800, または 3800 mm2 検出面積の低エネルギー検出器または広エネル

ギー検出器で、高分解能ラングカウントが実現

ホールボディカウンタシステムの概要
キャンベラ社は、ホールボディカウンタ（肺モニタを含む）の世界有数の
供給メーカーです。
In-Vivo 計測システムを搭載することによって、被験者は放射化学分析の
ために尿や便の試料を提供する必要がなく、指定位置に居るだけで測定
を受けることができます。またこのシステムは、特定の放射性核種の摂
取量の迅速な評価を行うシステムから、複雑な摂取分析のための位置情
報を提供する高分解能走査システムまで多種多様なシステムと機器構成
が可能です。どのシステムもガンマ線スペクトロスコピーにより体内で発
見された放射性核種の定性化と定量化を行うことができます。

■体内摂取核種の迅速な測定には Nal 検出器
さらに立式ホールボディカウンタの場合、測定位置への出入りが容易に迅
速に行えます。緊急時などの場合、多数の人々を測定しなければなりませ
んので重要なことです。

■体内摂取核種の精密な測定には Ge 半導体検出器
緊急時の汚染は種々の放射能核種により生じます。体内摂取核種の精密
な測定にはエネルギー分解能が優れた Ge 半導体検出器が最適です。

ホールボディカウンタ

中性子の照射で放射化された Na-24 と体内に存在する K-40 を識別し
て定量するには、Ge 半導体検出器による測定が必須です。

■未知の体内摂取核種の定性、定量を可能にするソフトウェア
未知の核種の定性・定量を行うためには、得られたスペクトルのピークの
自動認識（ピークサーチ）、複合ピークの分離等のピーク解析が重要にな
ります。キャンベラ社のホールボディカウンタソフトウェアは放射線の各
分野で実績のある解析ルーチンを使用して精度の高い分析結果を得るこ
とができます。

■全身、肺部、胃腸管部、甲状腺の各部位にて校正
測定の為のキャリブレーションは全身、肺部、胃腸管部、甲状腺の各部
位について用意されています。

■ホールボディカウンタの世界的標準
キャンベラ社のホールボディカウンタは世界シェア 1 位です。全世界で約
500 台の納入実績に裏打ちされた性能、機能を供給します。もちろん、
日本語の環境でソフトウェアを操作し、非常に使いやすくなっています。
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ホールボディカウンタ

FASTSCANTM（ファストスキャン）
立式ハイスループットホールボディカウンタ

■特長
● 30-50 人測定 /1 時間可能
● 測定時間：1 ～ 2 分（従来のチェアやベッド方式：10 ～ 20 分）
● 検出限界：137Cs（全身）207Bq，60Co（胸部）150Bq
● 測定精度：± 25% 未満（従来のチェアやベッド方式：100%）
● 測定対象：幼児も大人と同じ定量精度
● 大型 NaI（Tl）温度補正検出器（3 ｘ 5ｘ16 inch）　2 台搭載
● 10cm 厚の低バックグラウンドスチール採用
● スクリーニングカウンターだけではなく、完全スペクトロスコピー
● エネルギー範囲： 300keV から1.8MeV

● 据付型、車載型、コンテナ型など、ご相談に応じます。

■注文情報
● 2250-L 型 FASTSCAN with Lynx®, Non-Stabilized Detectors, Apex-InVivo
● 2250-LS 型 FASTSCAN with Lynx®, Stabilized Detectors, Apex-InVivo

BABYSCAN® （ベイビースキャン）
乳幼児用内部被ばく測定装置
● 乳幼児から 最大 130cm に対応
● 高感度設計：検出限界（Cs137,134） 50Bq/Body
● 測定精度 ±10%（ブロックファントム）
● 測定時間 約 4 分
● お子さんは寝転んで測定。保護者はお子さんの様子を覗くことが出来ます
● 鉛フリー
● 全体寸法 ： 約 1.9m 幅×約 1.3m 奥×約 1.2m 高
● 遮蔽体 ： 厚さ 10cm 鉄 （但し、底面は 15cm）
● 重量 ： 約 5700kg
● 検出器 ：大型 NaI（Tl） × 4 個、LED スタビライズ機能（オプション）
● データ処理部 ： フルγ線スペクトルスコピー機能

2260 型　ACCUSCANTM

ベッド式ホールボディカウンタ

● リニアジオメトリで高精度
● コンピュータ制御のスキャン機構ベッド
● 手足含む全身どこでも汚染位置の特定可能
● 76x127x406mm NaI 検出器 1 台搭載
● オプションで Ge 検出器搭載可能
● 60Co LLD 150Bq、計数時間 8 分
● 計数時間は 2 ～ 200 分まで可変
● 全方向 10cm 厚鉄シールド
● スキャニング検出メカニズム
● 柔軟性と操作性の高い ABACOS ソフトウェア

2280 型　ACCUSCAN Ⅱ TM

スキャン式高分解能ゲルマニウムホールボディカウンタ

● 2 台の Ge 検出器で高効率・高分解能
● コンピュータ制御のスキャン機構ベッド
● 高精度を実現するリニアジオメトリ（立式）
● 10cm 厚鉄シールド
● 検出器遮蔽用 5cm 厚鉛
● 専用ソフトウェアによる制御・スペクトル解析
● 重量：4,000 kg
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スマートプローブ（CSP ™）ファミリー

キャンベラスマートプローブソフトウェア
（CSPS ™）

■特長
● 測定器とプローブの設定と校正機能
● すべての操作パラメータのチェック機能
● 警報設定点を編集、選択機能
● 測定器とプローブのログ記録されたすべてのデータポイン

トの管理機能
● CSP サーベイメータおよびプローブのファームウェアをア

ップグレード機能
● 測定器の品質保証診断機能

CSP ™－キャンベラスマートプローブ
および CSPS ™－キャンベラスマート
プローブソフトウェア図はRadiagem™ 
サーベイメータとの使用時の例。

CSP-COM デジタル

顧客のアプリケーション

キャンベラスマートプローブ

CSP-DLL

CSP メータおよびプローブの利用で、次の点が実現します。

 > より多くの測定器が現場で使える。

 > 測定器の校正や設定に時間がかから

ない。

 > どの測定器も100% の互換性。

 > トータルオーナーズコストが低減さ

れ、毎日の作業負荷が軽減される。

キャンベラスマートプローブ CSP メータ

メモリ

μプロセッサ

内臓式線量
検出器

高圧電源

信号処理部

ディスプレイ

デジタルケーブル

増幅器

高圧電源

検出器

信号処理部 μプロセッサ

メモリ

CSP-COM：CSP ネットワークインターフェース

特長 :

 > イーサネット、RS-485、または RF ネットワークインターフェー
スを追加することにより、CSP ™プローブの接続性を強化。

 > CSP プローブによる無人の遠隔測定およびモニタリングが可能。

CSP-DLL：CSP 通信ソフトウェア

特長 :

 > CSP プローブを顧客独自のソフトウェアアプリケーションに統
合できるソフトウェア開発キット。

 > CSP-COM ネットワークインターフェースで組み合わせると、
CSP-DLL キットで CSP プローブのネットワーク形成およびユ
ーザコンピュータを介してのプローブ出力のモニタが可能。

CSPTM キャンベラスマートプローブファミリー
保健物理分野では測定毎にその用途に適したプローブを選択する必要があり、都度測定器の操作方法が異なることがネックとなっていました。
キャンベラ社のサーベイメータ：RadiagemTM2000 個人線量計 （または Avior 2000/4000） は、1 台あれば多様なプローブに対応できます。
わずかサーベイメータ 1 台分のシンプルな操作方法さえマスターすれば、あとは多様なラインナッ
プの中から、測定にぴったりのプローブを選定することができるようになります。
CSP プローブは、全シリーズ特別なセットアップ不要。すべての CSP サーベイメータと互換性が
あります。
CSP プローブシリーズには、色々なタイプの検出器をご用意。
RadiagemTM2000 個人線量計に接続するプローブを、
用途によって使い分けることでα・β・γ・X 線の測定を
することが可能です。
プローブ上の切替ボタン（右図参照）で放射線毎の測定を
変更することが可能です。
接続する各プローブ毎にキャリブレーションデータや設定
データを持った ID が内蔵されていますのでプローブのみ
の交換で即座に使用することが可能です。これらのデータ
は PC 上のソフトウェアで設定変更することが可能です。

放射能96p_p62-93*_cc.indd   66 2017/02/03   14:39



62

CSP ™サーベイメータ

Colibri® VLD/TTC　サーベイメータ
● TTC：  H*（10） 線量率等価測定　バックグラウンド ～ 10 Sv/h　

測定エネルギーレンジ：48keV ～1.5MeV
線量率測定レンジ：0.05μSv/h ～10Sv/h

● VLD （特許出願中）： H*（10） 線量率等価測定　10 nSv/h ～1 mSv/h

● CSP ™ プローブ　マルチプルホストコントローラ
● GPS、バーコードあるいは RFID リーダーによる、マッピングアプリケーション
● バックグラウンド減算モード
● タイマー / スケーラー（MDA が向上）
● データ追跡可能：「いつ , どのように , だれが , どこで」 （記録毎）
● 大容量データストレージ
● 手袋装着時でも操作容易な、大きいサイズのボタン
● 大きなカラータッチ画面
● 様々な光条件に対応する、見やすいディスプレイ
● 1 ｍ水深までのウォータープルーフ仕様
● メモリーへの影響が無い、充電式電池
● ユーザーの安全を守る、線量率常時表示
● 大音量警報および振動アラーム

RadiagemTM 2000
ポータブルγサーベイメータ 

■特長
● 1cm 線量当量の測定が可能
● 軽量一体型で、操作が簡便
● 検出器は GM 管を内蔵
● 読み取り易いバーグラフとデジタルディスプレイ
● 線量、線量率に対して、表示及び音によるアラーム機能
● 1000 ポイントのメモリ
● 耐水性で除染も容易
● 優れた検出効率
● オプションで表面汚染等の測定も可能

■仕様
検出器 ：エネルギー補償 GM 管、SI 単位
測定レンジ ：0.01μSv/h ～100mSv/h
エネルギーレンジ ：40keV ～1.5MeV
精度および感度 ：±15%、0.83c/s /μSv/h
応答時間 ： 1/4s ～10s（バーグラフ）、1s ～10s（デジタルディスプレイ）
表示 ：バックライト付 LCD
アラーム（音） ：85dB（30cm 距離において）、（表示）：「ALARM」点滅表示
電源 ：アルカリ電池またはリチウム電池（2 本）
電池寿命 * ：80 時間以上（アルカリ電池）、150 時間以上（リチウム電池）

* バックライトおよび外付プローブ等未使用時
寸法等 ：150 × 85 × 45（mm）、300g 以下（電池含む）
動作環境 ：－10℃～＋ 50℃、1m 水深までのウォータープルーフ仕様

AVIOR® 2000
デスクトップ型サーベイメータ 

MIP 10
デジタル　デスクトップ型サーベイメータ 

● 室内 / 野外どちらでも使用可能
● 多彩な CSP プローブに対応
● レスポンスタイム：1/4 秒（バーグラフ）、 1

秒（デジタルディスプレイ）
● 音と点滅表示によるアラーム
● アラームセットポイントのカスタマイズ可能
● 表示単位：c/s, Bqeq, Bqeq/cm2, Sv/h, 

Sveq/h（外付けプローブによる）
● タイマー / スケーラー：1 ～ 1000 秒プリ

セットタイム　

● 室内 / 野外どちらでも使用可能
● 多彩な CSP プローブに対応
● レスポンスタイム：1/4 秒（バーグラフ）、 1

秒（デジタルディスプレイ）
● 音と点滅表示によるアラーム
● アラームセットポイントのカスタマイズ可能
● 表示単位：c/s, Bqeq, Bqeq/cm2, Sv/h, 

Sveq/h（外付けプローブによる）
● タイマー / スケーラー：1 ～ 1000 秒プリ

セットタイム
● 前世代キャンベラ社プロープ（Nardeux）

用および新世代プローブ（CSP）用の 2 つ
の差込口 RESPONSE TIME

プローブおよびオプション装着例

Radiagem2000 緊急応急キット

TTC

VLD
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CSP- キャンベラ　スマートプローブ

CSP-CANBERRA スマートプローブは用途に合わ
せてお選びいただける、多彩なラインナップを取り
揃えております。

■仕様記載（右リスト）

SB-20
プラスチック

シンチレータ検出器

高いγ線量下においても
β線検出が可能、検出面
積 20cm2

β

SPAB-15
PIPS 検出器用

高いγ線量下においても
α /β線検出が可能、検
出面積 15cm2

αβ

SABG-15+
パンケーキ型
GM 管検出器

検出面積 15cm2

αβγ

SA-100
ZnSシンチレータ検出器：

検出面積 100cm2

広い面積のα線
汚染をチェック

α

SA-32
ZnSシンチレータ検出器：

検出面積 32cm2

個人α線プローブ

α

SA-20-2
ZnSシンチレータ検出器：

検出面積 20cm2

高いγ// 中性子線量下に
おける、狭い範囲のα線
検出が可能

α

SG-2R
NaI（Tl）シンチレータ

検出器：検出面積  
2” x 2”

極低線量率および
極低γ汚染用

γ

SG-1R
NaI（Tl）シンチレータ

検出器：検出面積  
1” x 1”

低線量率および
低γ汚染用

γ

SAB(G)-100
プラスチック /Zn-S
ホスウィッチ検出器：
検出面積 100cm2

広 い 面 積α /β線 汚 染、
体 表面チェック（フリス
ク）用

αβ

TELE-STTC
エネルギー補償

G-M 検出器

広い測定レンジ：0.1μ
Sv/h ～ 10Sv/h　H*

（10）線量率） 、テレス
コピックプローブ

（CIPR-60 準拠）

γ

STTC
エネルギー補償

G-M 検出器

広い測定レンジ：0.1μ
Sv/h ～ 10Sv/h　H*

（10）線量率）、ガンマ線
検出用（ICRP-60 準拠）

γ

SN-S
モデレーテッド  

ヘリウム 3
チューブ検出器

中性子検出用

η

SX2R
NaI（Tl）シンチレータ

 検出器： 検出面積   
1.5” x 3mm

低エネルギーγ/ α線 汚
染チェック、高湿度環境
対応可

α, X, γ

SVLD
エネルギー補償 

Csl （Tl）シンチレータ
検出器

軽量・小型、広帯域測定
レ ン ジ：10nSv/h ～ 1 
mSv/h　（H ＊（10） 線
量率）、低線量ガンマ用

γ

SB-100
プラスチック

シンチレータ検出器：
検出面積 100cm2

広い面積のβ線
汚染をチェック

β
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除染作業の効率化に！

エリアモニタリング　アプリケーション：CSP-Navi

CSP-Navi は、日本のために開発されました。

CSP-Navi は、写真またはバーコードの自動記録データに沿って、測定
データをわかりやすく表示します

 CSP- キャンベラ　スマートプローブ

STTC-W
広帯域γプローブ（耐水型）

● CSP- キャンベラ　スマートプローブ
● 広い測定レンジ：0.1μSv/h ～10Sv/h　H*（10）線量率）
● γ線検出用（ICRP-60 準拠）
● 水中 25 ｍまでの防水仕様（IP68）
● ケーブル長：20 ｍ

STHF-R
超高線量γプローブ（耐水型）

● エネルギーレンジ：50keV ～ 2MeV
● 測定レンジ：1 ｍ Sv/h ～1000Sv/h
● 水中 80 ｍまでの防水仕様
● ケーブル長：50 ｍ
● 本体には、Radiagem を使用

CSP-Navi
ハンディサーベイシステム

■特長
● 簡単タッチパネル操作
● 衝撃に強い SSD 端末
● 簡単アラーム設定
線量率／計数率のワンタッチ切り替え 
線量率換算用キャリブレーションの自動取得
白色ライト／暗視ビジョン対応 WEB カメラ撮影
データロガー機能標準搭載

Google Earth マッピング機能
※ Google Earth は google の登録商品です 

※イメージです。実際とは若干異なる場合があります。詳細はお問合せください。
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サーベイメータ

中性子サーベイメータ

DINEUTRON
中性子サーベイメータ

● 超軽量（3.2kg）、2 球体装置
● 測定レンジの自動切替
● 測定エネルギーレンジ：

0.025eV ～ 15MeV で ICRP 曲線に適合
● Sv, Gy, rem, rad　単位選択可能
● IEC1005 標準準拠（CTHIR 026 適合）
● CEA（French Atomic Energy Commission）

のシステム

PNM-200/S, PNM-200/R
中性子サーベイメータ

● 軽量（6.4kg）な単球構造
● γ線除去に適しています
● 測定レンジの自動切替
● 測定エネルギーレンジ：

2keV ～ 15MeV で ICRP 曲線に適合
● CEI1005 標準準拠（CTHIR 026 適合）
● CEA（French Atomic Energy Commission）

のシステム

MCB2
α/β/γ線汚染モニタ

● α、β、γまたはＸ線汚染の放射能量、場所
および検出が可能

● 簡単操作、小型軽量
● ガイガーミューラ検出器、C/S 表示
● 15 cm2 検出窓
● 汚染レベルに比例した警報音
● バックライト付 LED 表示
● IEC 60325： 2002-06 に準拠

サーベイメータ

BABYLINE81
電離箱サーベイメータ

● 測定レンジ 6 桁の吸収線量率（10μGy/h ～
1,000m Gy/h）

● 測 定 レ ン ジ 5 桁 の 吸 収 線 量（10μGy ～
1,000mGy）

● 電離箱：大容量 = 有感体積 515cm3、7mg/
cm2 人体組織等価壁、300mg/cm2 着脱可
能なカバーで保護

● 8keV ～ 2MeV 範囲で均一な応答
● CEA ライセンスに基づく
● CTHIR005 の資格製品
● 世界中の研究所 ､ 原子力施設において基準の

線量率計として使用

DOSICARD/E、DOSIMAN/S
個人線量計

● スタンドアローンタイプで見やすい LCD 表示
● 電源を切っても記憶内容が保持される半導体

メモリ
● 線量、線量率のレベル毎にアラーム設定可能
● 超薄型 8mm、軽量、耐衝撃のカード形状デ

ザイン
● X/ γ 線 測 定 可 能（H*（10）） で 国 際 規 格

ICRU39 対応
● 簡単な操作方法（ボタン 3 つによる操作）
● 長時間による測定（3000 時間測定可能）
● EMI 互換性 – CE タイプ

ウルトラ ラディアック プラス
個人線量計

● 測定レンジ 0.01μSv/h ～ 2 Sv/h
● ミリタリー用個人線量計を基に、第一次対応

者の放射能被害対応を考えて設計
● 消防士または HAZMAT での取扱が可能
● 線量率と積算線量の測定と表示
● 警告音、警告振動、警告表示の事前設定（2

段階、線量）が可能
● 極度の温度・ショック・湿度・埃・水濡れおよ

び高放射能場での使用可能
● 広いレンジでの測定が可能な技法“Time to

Count”（特許）を採用
● 999 点のデータ収集容量
● “Stay Time”画面で警告線量までの残り時

間を表示
● 線源ファインダーモード付
● CPU との接続用赤外線ポート（オプション）
● 大型のバックライト付 LCD（液晶ディスプレ

イ）、6 個のボタンで簡単操作
● 超小型・軽量（252 ｇ 本体のみ）、標準の単

4 電池を使用

サーベイメータ

個人線量計
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可搬型放射性核種同定器

■オプション
● F5000COL－ Falcon5000 用ねじ固定式タングステンコリメータ
● ICXCF5000 － Falcon5000 用 ISOCS/LabSOCS キャラクタリ

ゼーション（* 別途、S573 ISOCS もしくは S574 LabSOCS キャ
リブレーションソフトウェアが必要です。）

● F5000ACPS – Falcon5000 用 スペ ア 外 部 バッ テ リ ー　110-
240AC アダプター（1 つは標準装備されています）

● F5000POWERCABLE – Falcon5000 用スペア交換用パワーケ
ーブル（F5000ACPS 又は F5000DCPS への接続用）

● F5000INBAT－ Falcon5000 用スペア内部バッテリー（リチウムイ
オン充電式）

● F5000TRAVELBAT - Falcon
5000 用スペア内部バッテリー（リチ
ウムイオン充電式。リチウム運搬にお
ける航空運搬規定を満たしています）

● F5000ACBATCHARG －スペ ア 外
部バッテリー用 AC チャージャー

● F5000DCPS – Falcon5000 用
12VDC 外部バッテリーチャージャー

（Falcon 内蔵バッテリーの充電には使
用できません）

● F5000DCBATCHARG － Falcon
5000 用 12VDC 外部バッテリー用
チャージャー

Falcon 5000® 可搬型 Ge 搭載スペクトロメータ

■特長
● 高純度 Ge による核種同定
● 屋内外の測定に対応する可搬型（充電式バッテリー）
● 液体窒素不要、パルスチューブ電気冷却方式を採用
● 冷却時間：約 3 時間
● 1 回の充電で、6-8 時間測定可能（バッテリー 2 基使用の場合）
　　バッテリー交換容易（ホットスワップ可能）
● 現場のあらゆる場面に対応できる、ワイドエネルギーレンジ
 　20keV ～ 3.0MeV（HPGe）、 30keV ～1.4MeV（GM）
● エネルギー分解能の劣化はほとんどなし
● PC ※で制御（※タッチパネル PC も可）
● GenieTM 2000 ベーシックスペクトロスコピおよびガンマ線分析ソフ

トウェア搭載
● ISCOSTM キャラクタリゼーションで、形状が複雑な放射性各種の放

射能も計測可能
● GPS 搭載
● 測定結果やスペクトル情報を E メールや他のネットワークに送受信可能
● オプションで中性子検出器（He-3）を装着可能
● オプションで GenieTM 2000 ソフトウェアの全機能を搭載することも

可能

■注文情報

● F5000-20 － Falcon5000 本体および 20％ BEGe 検出
器（モデル BE2830）、S513 ソフトウェア、ハードケース

構成）
・ BE2830
・ 1 つの内蔵リチウムイオンバッテリー（ 6.4Ah ）で 4 時間の動作可能

（2 つまでの搭載可能）
・ S504 ベーシックスペクトロスコピソフトウェアおよび S501 ガンマ

分析ソフトウェア内蔵
・ ISOCS キャラクタリゼーション
・ Falcon アクセサリー（ケーブル、キャリングケース、ショルダーストラ

ップ、AC アダプター、マニュアル）
・ ハードキャリングケース
・ コントローラ（PC）は別途必要

● F5000N-20 － Falcon5000 本体および 20％ BEGe 検
出器（モデル BE2830）、減速材付中性子検出器、S513
ソフトウェア、ハードケース

構成）
・ BE2830
・ 3He　減速材付中性子検出器
・ 1 つの内蔵リチウムイオンバッテリー（ 6.4Ah ）で 4 時間の動作可能

（2 つまでの搭載可能）
・ S504 ベーシックスペクトロスコピソフトウェアと S501 ガンマ分析

ソフトウェア内蔵
・ Falcon アクセサリー（ケーブル、キャリングケース、ショルダーストラ

ップ、AC アダプター、マニュアル）
・ ハードキャリングケース
・ コントローラ（PC）は別途必要

● F5000COMP/RUG － Falcon5000 コントロ
ールコンピュータ；Explorer iX104 動作環境

線量率測定機能BEGe 技術ならではの広エネルギースペクトル
（測定画面）

Falcon5000　検出器レイアウト　
（F5000N-20  中性子検出器を搭載した場合）

GM

3He

BEGe
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InSpector ™ 1000　
可搬型デジタルスペクトロサーベイメータ 

■特長
● DSP 技術採用のデジタルスペクトロサーベイメータ
● 核種同定と同時にリアルタイムで線量と核種強度計算が可能
● 線量率測定、スペクトル測定、核種同定定量機能、線源位置検出
● 線量率と計数率の数値およびバーグラフ表示
● 検出器プローブ：スタビライズド NaI プローブ、高分解能 LaBr プロー

ブ、中性子プローブ（オプション）から選択
● 高画質カラータッチディスプレイ（LCD ライト付）
● USB ポートでコンピュータとの接続可能
● 手袋をはめた親指だけで簡単ボタン操作可能（本体）
● 検出器プローブは脱着式。伸縮ケーブルで、対象に近づけて測定可能
● 可搬型、充電池駆動で屋内外での測定可能
● バッテリで最大 9 時間動作
● 警告アラーム設定可能
● 温度補償型 NaI プローブ（オプション）
● 中性子プローブ（オプション）

● スペクトルデータをコンピュータに転送可能

■仕様
● 動作モード

線量率と線量計算および表示、線源位置検出機能、核種同定、スペク
トル収集と分析

● 入力：DC 電源／充電器、出力：USB
● 検出器

内蔵 GM 管（高線量測定用）
NaI 検出器（137Cs に対応）

　　IPRON-1 ：1.5 ×1.5 インチ
　　IPROS-2 ：温度補償型 2 × 2 インチ
　　IPROS-3 ：温度補償型 3 × 3 インチ
 LaBr 検出器（ランタンブロマイド）
　　IPROL-1 ：温度補償型 1.5 ×1.5 インチ
 中性子検出器
　　He-3 検出器（有効長：8cm、充填圧：2 気圧）
● 画面：9cmLED バックライト付、

タッチパネル式 320 × 240 ピクセル
● 線量率単位

μR/h, mR/h, R/h, μSv/h, mSv/h, μrem/h, mrem/h, rem/h の
中から選択可能

● エネルギーレンジ
NaI 検出器（1.5、2、3 インチ）：50keV ～ 3MeV
GM 検出器 ：30keV ～1.4MeV
LaBr 検出器 ：30keV ～ 3MeV

● スループット ：＞ 50kcps
● 入力計数率 ：＞ 500kcps（検出器・プローブによる制限が無い場合）
● ライブタイムコレクション：有
● プリセット ：1 ～1,000,000 秒（ライブタイム、リアルタイム）
● データ保存機能：1024ch スペクトルデータを 512 個
● 線量率測定下限：10nSv/h 、上限：100mSv/h
● 線量レンジ ：100nSv ～1Sv
● 線量更新間隔 ：3 ～10 秒（ユーザ設定可能）
● バッテリ ：リチウムイオンの充電バッテリタイプ

  （動作時間約 9 時間、但し使用条件による）
● 外部電源 ：DC 電源／充電器　（12V・2A　DC 出力　IEC 電源

コネクタ付ユニバーサル　AC/DC アダプタ内蔵）
● 重量 ：2.4kg（IPROS-2、バッテリ装着時）
● 寸法 ：19cm 長×16.5cm 幅× 6.4cm 奥（本体のみ）
● 動作温度 ：-10℃～ +50℃
● 保護規格 ：IP54（防塵、防沫）
● 準拠 ： EU 安全基準、RFI と EMI 対応（CE コンプライアンス）
● 湿度   80％以内（結露なきこと）
● 落下試験 ：耐ショック構造＝1m下のコンクリート面への落下に耐

える。（但し、検出器部分を除く）

■注文情報
IN1KN-1 ：1.5x1.5 インチ NaI 検出器付
IN1KS-3 ：3x3 インチ NaI 検出器（温度補償型）付
IN1KS-2 ：2x2 インチ NaI 検出器（温度補償型）付
IN1KL-1 ：1.5x1.5 インチ　LaBr 検出器（温度補償型）付

（以下のものがセットになっています：ケーブル、充電器、クッションケース、Genie2000
（S504）、InSpector1000 ベーシックスペクトロスコピソフトウェア、ユーティリティソフ
トウェア、マニュアル）

IN1KN-1N ：1.5x1.5 インチ NaI 検出器（IPRON-1）及び中性子検出器
（He3）付

IN1KS-2N ：2x2 インチ NaI 温度補償型検出器（IPROS-2） 及び中性
子検出器（He3）付

1N1KL-1N ：1.5x1.5 インチ NaI 温度補償型検出器（IPROL-1）及び中
性子検出器（He3）付

（以下のものがセットになっています：ガンマ　プローブ、He3 プローブ、ケーブル、充電器、
クッションケース、Genie2000（S504）、InSpector 1000 ベーシックスペクトロスコピ
ソフトウェア、ユーティリティソフトウェア、マニュアル）

■オプション
IN1KCAR ：InSpector1000 車両アダプタおよび充電器
IN1KHCA ：InSpector1000 可搬型デジタルスペクトロ

 サーベイメータ用ハードケース
IPRONC ：InSpector1000 用　短プローブケーブル（8 インチ）
IPRONL ：InSpector1000 用　20 フィートケーブル
IN1KBAT ：InSpector1000 可搬型デジタルスペクトロ

 サーベイメータ用バッテリパック
ISXCLNA2 ：2 ｘ 2NaI 検出器用 ISOCS/LabSOCS 

 キャラクタリゼーション
－ InSpector1000 IPRON-2 型　特性化
－ 精度は標準偏差でおよそ15-25％
－ S573 ISOCS または S574 LabSOCS　校正ソフトウェアが必要

ISXCLNA3：3 ｘ 3 NaI 検出器用 ISOCS/LabSOCS 
 キャラクタリゼーション

－ InSpector1000 IPRON-3 型　特性化
－ 精度は標準偏差でおよそ10-20％
－ S573 ISOCS または S574 LabSOCS　校正ソフトウェアが必要

ISXCLNS2： 2 ｘ 2 NaI（温度補償型）検出器用
ISOCS/LabSOCS キャラクタリゼーション
－ InSpector1000 IPROS-2 型　特性化
－ 精度は標準偏差でおよそ15-25％
－ S573 ISOCS または S574 LabSOCS　校正ソフトウェアが必要

ISXCLLA1： 1.5x1.5 LaBr （温度補償型）検出器用
ISOCS/LabSOCS キャラクタリゼーション
－ InSpector1000 IPROL-1 型　特性化
－ 精度は標準偏差でおよそ15-25％
－ S573 ISOCS または S574 LabSOCS　校正ソフトウェアが必要
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■特長
● 迅速、経済的なイメージング
● リアルタイムの測定と表示
● 軽量（2.35 ｋｇ）
● 二次元のγ線イメージ
● ポータブル
● 高分解能
● 低エネルギーにも高い感度
● IP65 対応
● 電池、POE、AC 使用可能
● 遠隔操作可能 （カメラ -PC 間：80 ｍイーサネットケーブル）

■ 概 要
iPIX（アイピックス）は極めて優れたγ線イメージングシステムです。測定
地点の線量率を計算しながら、位置検出や低エネルギーの同定を迅速に
行うことができます。（ in-situ ガンマ測定）
通常測定や除染作業において被ばく線量の軽減（ALARA）が実現できる
iPIX は、放射能区域マッピングのためにも理想的な機器といえます。ま
た原子力発電所等の緊急事態において、放射能の存在が疑われる場合に
も iPIX は最適です。
iPIX はホットスポットを発見し、迅速に汚染エリアとの境界を決定します。
iPIX は優れた SN 比を備えていますが、遮蔽はほぼ不要なため、軽量

（2.35 kg）かつコンパクトデザイン（9 x 9 x 18.8 cm ）を実現するこ
とができました。
これによりフィールドへ容易に持ち出し、装備することが可能となってい
ます。また iPIX には、カメラや電動三脚（測定したいエリアに向けてリ
モートでポジショニング可能）を取り付ける装着することも可能です。

■ 性  能
● 空間分解能 ：2.5°～ 6.0°（マスク使用時）で、互いの距離が近い 2

つのホットスポットのイメージングが可能
● 低～高エネルギーの広い範囲で高感度：

－ 毎秒 70 フレームで 2 nSv/h　（Am-241）
－ 毎秒 120 フレームで 100 nSv/h　（Cs-137）
⇒ 特に迅速なイメージングを実現

● 30 keV ～1.2MeV、あるいはそれより高エネルギーのエネルギー範
囲をカバーしているので、多様なホットスポットのイメージングが可能

● 45°視野角で、広い部屋もワンショットでイメージング

i PIX  携帯型γ線イメージングシステム

三脚取付例

モデル iPIX

検出器 1mm 厚 CdTe（ピクセル CMOS Chip）

エネルギー範囲 30keV ～ 1.2MeV

検出感度
2nSv/h  （@Am-241,70 フレーム 1 秒測定）

100nSv/h （@Cs-137,120 フレーム 1 秒測定）

視野角

48.8° （2mm 厚マスク使用時）

46.4° （4mm 厚マスク使用時）

41.4° （8mm 厚マスク使用時）

空間 2.5° （2mm 厚マスク使用時）

分解能
6.0° （4mm 厚マスク使用時）

5.0° （8mm 厚マスク使用時）

電池寿命 5 時間以上

環境条件

耐衝撃性 ：60 ｃｍ高さからの落下

耐振動 ：10Hz ～ 33Hz において 15 分間に 2g

使用温度 ：-10℃～ 45℃

湿度 ：0 ～ 93％（＠ 35℃）

IEC 規格 ：IP65 準拠

寸法 188.5 X 90 X 90 mm

重量
2.35kg （バッテリ無し）

2.5kg （バッテリ搭載時）

電源

AC：90 ～ 260V（47 ～ 63Hz）

電池

POE（Power over Ethernet）

通信 10/100Mbps Ethernet

ガンマカメラ
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SafePoint ™ 　
環境モニタリングソリューション

CANBERRA 社は、原子力施設の安全と法規・コンプライアン
スの遵守をサポートさせていただいております。

環境放射能モニタリングに特化した SafePoint RMS シリーズ
では、各原子力施設における豊富な経験に基づき、ALARA（IAEA
勧告の中で用いられる放射線防護の基本的考え方を示す概念）
を遵守するためのあらゆるサポートを行い、同時に低コスト化の
ためオペレーションを簡素化し、データの完全性を保証します。

最小限の維持管理で、優れた性能・設定が得られるように、部品
からシステムにまでコンセプトを徹底して浸透させております。  
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エアモニタリング

■特長
キャンベラ社連続アルファ線 / ベータ線エアモニタ（iCAM）は、空中に
浮遊するアルファ線とベータ線の放射能をモニタリングできる、堅牢で信
頼性の高い機器です。
iCAM はラドン / トロンのバックグラウンドを補正し、リアルタイムで浮
遊放射能物質を測定します。低い誤報率と高い防護レベルを実現するた
めに必要な機能を備えているだけではなく、作業者のための簡単なアラ
ーム用モニタとしても機能します。
また検出器の種類により、ガンマ線に対するベータ測定の静止・動的補
償も行います。

● 取り外し可能なフィルタ
● 高・低流量警報付電気的空気流量率測定
● 連続的に全体の空気流量を記録および出力
● 自動的または簡単に校正・ゲイン・スペクトル形状確認可能
● 停電時データ保持用バッテリ内蔵
● 警報設定は現場または外部制御により可能
● RS-485、RS-232 インターフェイス内蔵

■仕様
測定対象：フィルターに蓄積された 500kBq（13.5 uCi）を超える混合

アルファ・ベータ微粒子強度が対象

測定性能： 
アルファ検出感度：最高 5.7 MeV の全てのアルファに対し 24％
ベータ検出感度：Cl-36 または Sr-90 に対し 24％、Co-60 に対し

て 15％以上

最小アラームレベル：
　（5 分間の主要なアラーム測定間隔にて）

　アルファ：次の条件下 * にて、
　　最小アルファ強度アラームレベルは  4DAC‐hr

　*（空気中の Rn-222 濃度＝10Bq/m3、ラドン娘核種平衡ファクタ
＝ 0.4、カウント時間＝ 5 分）

　ベータ：次の条件下 * にて、
　　ガンマ補償なしでの最小アラームレベルは 6DAC-hr
　　ガンマ補償での最小アラームレベルは 0.25 DAC-hr

　*（ガンマ線量率＝ 10mR/hr（100uGy/hr）、カウント時間＝ 5 分）

iCAM 　連続アルファ線／ベータ線エアモニタ

検出器：
● イオン注入式シリコン PIPS 検出器　
　 （シングル：1 台、デュアル：2 台）

フィルタカード：
● 25 mm（1 インチ）グラスファイバフィルタ
　 （Whatman 社製タイプ GF/A）
● 薄膜フィルタ（Millipore 社製 AW19 グレード又は SS グレード）

表示ユニット（選択可能）
● Bq, pCi または cps でのフィルタ上の強度表示
● Bq-h/m3, pCi-h/L または DAC-h での空気中の積分濃度表示
● Bq/m3, pCi/L または DAC での設定時間インターバルを超えた空

気中の平均濃度表示
● Bq と Bq/h（または pCi と pCi/h）での塵およびスタックモニタ放

出と放出率の表示

バックグランド補正方式
● ベータおよびアルファに対するラドンとトロン除去はアルファスペク

トル方式に基づく
● 固定のガンマ除去は iCAM の単一検出器装置に含まれる。
● 固定または変動ガンマ除去は iCAM のデュアル検出器装置に含まれる。

エアーフロー
● 典型的 表示流量： 37L/ 分（2.22m3/ 時）- 手動制御バルブ（オ

プション）による
● 高 / 低流量制御は調整可能
● 低差動フィルタ圧アラームは 50 mmHg（25 インチ WG）

アラームの種類
● 赤警告灯　LED、点滅 / 連続点灯
● 緑警告灯　LED、点滅 / 連続点灯
● 黄警告灯（オプション）　LED、点滅
● 警告音　　 音量は変化、音量は調節可能

アラームの意味 
● 緑　連続点灯・・・異常なし、AC 電源オン
● 緑　点滅・・・システムエラー
● 赤　点滅・・・異常値の検出時、測定不可の時
　　　　　　　　オプションで、システムエラー時の点滅も設定可
● 黄　点滅（オプション）・・・アラート設定値に達した時。
　　　黄をレベル1、赤をレベル 2 ～ 3 で点滅するように設定可能

出力とインターフェイス
● シリアルインターフェイス

ネットワーク：RS-485（19,200 － 38,400 bps）
コンフィグレーション：RS-232（9,600 － 38,400 bps）

● アナログ出力
4 -20mA（選択可）
絶縁：22V（代表値）、17V（最少）

● リレー出力
　 4 出力可

最大スィツチングパワー：60 W、125 VA
コンタクトレーティング：2 A（200 V DC）、0.25 A（250 V  AC）

寸法：245（W） x 535（H） x 170（D）  （mm）
重量：12 kg
電源：100 ～ 240 V

オプション：
● iCAM/MF:  iCAM ムービングフィルタ

（約 6 ヶ月以上の無人運転を可能にする
自動フィルタ交換機構）

● iCAM/G: G64 半導体検出器
（ガンマ線量率モニター機能を追加可能）

iCAM/MF：
iCAM ムービングフィルタ
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アルファ連続エアモニタ（CAM）

■特長
● ASM1000 型 Alpha Sentry Manager 1 台で、CAM サンプリング

ヘッド 8 台を制御可能
● 95％のラドン娘核種除去スクリーンにより誤警報の発生率を最小化

（特許）
● 高精度エアーフロー測定用　マス・フローメータ装備（特許）
● スペクトロスコピーによるラドン除去アルゴリズムを採用
● 使い捨てのフィルタ・カートリッジを採用（特許）
● LCD スクリーン上にスペクトルデータとトレンドを表示
● 手入れが容易で、堅牢設計の高分解能 PIPS 検出器を搭載
● コンピュータインタフェースによるデータ転送（オプション）
● 連続自己診断機能装備
● ANSI N42.17B 完全準拠

■概要
アルファ連続エアモニタ（CAM）システムは、従来の CAM が直面した
多くの課題を解決したシステムです。
本システムは、米国ロスアラモス国立研究所、テキサス大とキャンベラ社
の共同で開発された最も先進的な連続エアモニタです。
ラドン除去スクリーンは、95％のラドン娘核種を除去し、スペクトロス
コピ アルゴリズムが超ウラン元素の測定領域からラドン娘核種の寄与を
差し引く上で効果的役割を果たしていいます。
1 台の ASM1000 型 Alpha Sentry Manager で 8 台までの CAM サ
ンプリングヘッドを接続可能な本システムは、管理区域内のあらゆる場所
での集中管理による作業環境中のプルトニウム、ウランのモニタリングを
可能にしました。検 出 器は PIPS 検 出 器、ASM1000 型は 256ch 
MCA を装備しています。

■仕様
測定対象：α線ダスト

検出器：
　タイプ － イオン注入式シリコン半導体検出器（CAM PIPS 検出器）
　有効面積  － 450mm2 もしくは1700mm2

　システム分解能  － 450keV（典型値）：1700mm2 PIPS
  325keV（典型値）：450mm2 PIPS

感度
　ラボラトリ環境時：約 2DAC-hrs（1700mm2 PIPS 使用）

 約 2.5DAC-hrs（450mm2 PIPS 使用）
　ノンラボラトリ環境時：約 3.5DAC-hrs（1700mm2 PIPS 使用）

 約 4DAC-hrs（450mm2 PIPS 使用）
　効率 ： 約 33％（1700mm2 PIPS、サンプル距離間 5mm）

 約 26％（450mm2 PIPS、サンプル距離間 5mm）
　バックグランドリダクション：95％のラドン娘核種除去スクリーン

表示情報
DAC/h 値、フローレート、ユーザー指定濃度、アラーム設定値、アラ
ーム状況、サンプリングヘッド ID、MCA スペクトル、日時等

重量
     サンプリングヘッド：3.6kg、ASM1000：4.2kg

寸法
サンプリング ヘッド－ 直径：178 mm、（バキューム、ドアノブを含む

最大径：229mm）、高さ：305 mm
ASM1000 － 高さ 318mm、幅 216mm、奥行き 89mm

電源
サンプリングヘッド ： 24V、　50/60Hz
ASM1000 ： 100-130V、60Hz

アラームステータス
● フィルタ ドアオープン ● 検出器高圧
● コミュニケーションネットワークダウン ● 電源
● ローフローレート ● エクスポージャ
● ハイフローレート 　　アキュート

　　クロニック

関連製品：
● CAM110FF シリーズ　連続エアモニタ
● NetCam ネットワーク　連続エアモニタ
● CAM100G 放射能ガスモニタ

サンプリングヘッドダイアグラム

ネットワーク例

放射能96p_p62-93*_cc.indd   76 2017/02/03   14:39



72

格納容器フィルタ・ベントモニタリング装置

キャンベラ社の革新的ソリューション
フィルター付きベント設備を連続モニタリング

連続希ガススタックモニタ
キャンベラ社の革新的ソリューションは、スタックモニタシステムを使用している格納容器フ
ィルタ付きベント設備の稼動に伴い放出される、希ガス放射能核種の連続測定を実現します。

■特長
● フィルター付きベント設備の希ガス類（キセノン、クリプトンなど）を連続測定
● 高純度 Ge 検出器、鉛遮蔽体付き計測チェンバー搭載
● ドイツの原子力技術委員会（KTA）の1503.1 ならびに各国際規制に適合
● BWR（沸騰水型軽水炉）、PWR（加圧水型軽水炉）のいずれの原子力プラントにも適用が

可能
● 計測結果は、プラントの制御室へオンラインで提供
● ステーション・ブラックアウトの間も最小の電力でシステムを維持
● システムはベントスタック内部の気流に影響を及ぼさない　（スタック外側へ据付け）
● これは基本仕様例です。お客様のニーズやプラントの形状をふまえて、最適な製品使用をご

提案します。

■ 機器仕様
● ポンプ付きガスシステム
● 鉛遮蔽体付き計測チェンバー
● 高純度ゲルマニウム検出器（信号処理回路付き） 
● 信号方式 I/O ボックス
● コンピュータシステム（特注スタックモニタソフトウェア/ ISOCS 搭載　を含む）

■ 性能仕様
● 検出限界
　（下記は、国際規定で要求される下限値。当社製品はこれを充分に満たしています） ：

Xe-133 ：5*102 Bq/m3 （ 24 時間測定時 ）
Kr-85 ：1*104 Bq/m3 （ 24 時間測定時 ）
Xe-133 ：1*104 Bq/m3 （10 分間測定時 ） 
Xe-133 に関する実際の値は上記より相当低くなることが予想されます。
いずれにしても測定バックグラウンドによって変動します。

CNSNGSM-18　連続希ガススタックモニター
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エリアモニタリング

G64 
エリアガンマモニター

■仕様
● 測定対象：空間γ線
● 検出器：広帯域の半導体検出器、電離箱、シンチ

レーションもしくは GM を選択
● 測定範囲：

0.1μSv/h ～ 100mSv/h （半導体検出器）
100μSv/h ～ 100Sv/h （電離箱）
0.1cps ～100kcps （シンチレーション）
0.1μSv/h ～7.5mSv/h （GM1）
100μSv/h ～10Sv/h （GM2）

● アラーム表示機能

● 出力とインターフェース：
・RS-232 ／ RS-485 ／ RS-422
・アナログ出力
・リレー出力

● 最大 100m までケーブル延長可能
● 自己診断機能
● 寸法：175（W） x 445（H） x 100（D）mm（警

告灯、コネクタ部分等含む）
● 重量：3.5 kg
● 電源：100 ～ 240V
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臨界監視警報システム（CAAS）

EDAC 21—臨界監視警報システム（CAAS）

■特長
● ガンマ線、中性子線を個別にまたは同時に、検出
● Complies with the IEC 60860 （1987）, ISO 7753 （1987） , ANSI/ANS-8.3 （1997）

規格認定準拠
● 作業者の緊急避難用の警報を作動（応答時間＜ 100ms）
● アラーム回路技術および検出器の冗長構成
● 検出器ごとの連続試験機能により正常動作の常時監視
● 監視区域毎に、ガンマ検出器および / あるいは中性子プローブ 2 ～ 4 本
● 遠隔監視システム
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Application Type Model

Non-Destructive  Analysis

Gamma Ray Spectrometry

IMCA (G, C, N) - Inspector MultiChannel Analyzer

KEDG (K-Edge Densitometry )    

ISOCS (In Situ Object Counting System)

Neutron Counting

HLNC (High Level Neutron Coincidence Counter)  

INVS (Inventory Sample Coincidence Counter)  

LNMC (Large Neutron Multiplicity Counter)

PNCL (Plutonium Neutron Collar)       

PSMC (Plutonium Scrap Multiplicity Counter)

PWCC (Passive Well Coincidence Counter) 

UFBC (Universal Fast Breeder Counter)  

AWCC (Active Well Coincidence Counter)

UNCL (Uranium Neutron Collar)

WCAS (Waste Crate Assay System) 

WDAS (Waste Drum Assay System) 

Spent Fuel Measurement Systems SMOPY Safeguards MOX python

Other NDA Techniques  HKED (Hybrid K-Edge Densitometry/XRF)

Unattended  Monitoring

MiniGRAND based system (MGBS)      

Shift Registers 

CEMO (Continuous Enrichment MOnitor)

CIND (Non Destructive Isotopic Monitor) 

Containment  and
Surveillance

Surveillance

ALIS (All In One System)   

ALIP (All In One Portable Camera System) 

DSOS (Digital Single Channel Optical Surveillance System)  

SDIS (Server Digital Imaging System)   

DMOS (Digital Multi-channel Optical Surveillance System)

NGSS (Evolutionary Safeguards Surveillance)   

Containment  (Seals)
VCOS (VACOSS)  

EOSS

Remote  Monitoring
Systems

SDIS

DMOS

NGSS

MiniGRAND based system (MGBS)          

New and Novel Technologies  Containment(Seals) RMSA(Remotely Monitored Sealing Array)

び、超ウラン（アルファ）廃棄物の特性評価を経て、中レベルまたは遠隔
取扱の廃棄物に至るまで、幅広い廃棄物関係の適用業務をカバーしていま
す。キャンベラ社のアッセイシステムで放射性廃棄物の処分を最適化する
ことにより、費用効果の高い廃棄物処理を行うことができます。
このセクションに記載されているシステムの多くは、当初は特定核物質の
保障措置および臨界安全性測定のために開発されたものです。特定核物
質を取り扱う施設の場合、これらのシステムはさまざまな機能を果たしま
す。さらに、キャンベラ社は各種小型容器の保障措置測定を行うためのガ
ンマ線および中性子測定器の製品ラインも提供しています。

これらのシステムは据置用途、D&D（除染・廃止措置）または現場用途
の可搬型システム、および汚染除去作業用のサイト間輸送向け移動型シス
テムが供給可能です。各システムには、手動操作から、自動操作、他の特
性評価用測定器とインターフェースをとれる全自動遠隔操作システムまで、
幅広い自動化機能を搭載することもできます。
また、キャンベラ社は核燃料サイクル独特のニーズに対応するいくつかの
特殊システムも提供しています。これらは、臨界安全監視、燃焼度測定、
および濃縮プロセス計測に関するものです。キャンベラ社は、顧客または
サイトの特殊な要求事項に対処するために構築したカスタムシステムにつ
いても豊富な納入実績があります。当社のシステム担当者は、廃棄物、再
処理、D&D サイトにおける核燃料サイクル特有の複雑な諸問題の解決に
いつでも協力する用意があります。

放射性廃棄物管理に伴う環境への影響およびコストは、現在の原子力施
設において主要な課題です。この両方を最小限に抑えるために必要とされ
るのは、放射性廃棄物の種類を正確に把握し特性を評価する能力でしょ
う。

キャンベラ社は、この目的の為に、各種の廃棄物分析システムを設計開発
し、日本国内外の原子力施設に数多く納入して、高い評価を得ています。
キャンベラ社は、その永年つちかわれた技術力に加えて、国際機関 -IAEA 
及び EURATOM や米国の国立研究機関 - ロスアラモス研究所及びローレ
ンスリバモア研究所等との共同研究を通じて、最も進んだ分析手法を採用
した分析システムを提供しております。
世界中の原子力施設や規制機関と連携することにより、キャンベラ社は多
種多様なマトリックス、廃棄物コンテナ、ジオメトリの廃棄物を効率的に
測定することができる最先端のアッセイシステムのファミリーを開発して
きました。これらのシステムは世界中の放射性廃棄物処理に関する要求事
項を満たせるように設計されています。

キャンベラ社のシステムは、適正な処理方法の選定のほか、処理のための
廃棄物の特性評価に関する要求事項を満足するために、放射性廃棄物を
分類し特性評価を行うために使用されています。同様のシステムが保障措
置、廃止措置、再処理の分野にも活用されています。キャンベラ社の放射
性廃棄物アッセイシステムは、自由に排出できる極低レベルの範囲の廃棄
物の分類から、低レベル廃棄物カテゴリーに属する廃棄物の特性評価及
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ガンマ線廃棄物分析システム

WM2110 シリーズ
Q2 低レベル廃棄物分析システム

■概要
Q2 低レベル廃棄物分析システムは、核分裂生成物や放射化生成物または TRU（アルファ線）
放 射性核種の完 璧なガンマ線 定 量 分析システムです。208 リットル容量のドラム内で
10nCi/g 以下レベルのプルトニウムとウランを定量分析でき、同時に 10mg 未満のプルトニ
ウムを含むドラムについてプルトニウム同位体を測定できる設計になっています。大型で複数
の広帯域エネルギー測定可能な検出器が装備されており、最適な機能を発揮します。

■特長
● 208 リットル（55 ガロン）ドラム内の放射性廃棄物ガンマ線を、完全に定性・定量分析
● 複数台の大型同軸型 Ge 検出器またはブロードエネルギー Ge 検出器搭載で、最適な性能

を提供
● 感度：370 Bq （10 nCi）以内（208 リットルドラムの場合）
● 239Pu 検出レベル <1 mg
● QA チェック用線源とホルダー付
● 低バックグラウンド　10 cm（4 インチ）厚 鉄シールド
● PC ベースの制御・解析（非破壊廃棄物分析ソフトウェア：NDA-2000）
● MGA/MGAU U/Pu 同位体ソフトウェア
● PLC ベースの 電気機械的コントロールシステム
● 場校正付のターンキーシステム
● マトリックスの密度補正用自動秤量システム付
● 多様なオプションを用意：
　　－ 重量自動計測システム － 自動減衰器
　　－ 自動コンベヤーシステム－ 大型試料サイズ（400 リットルドラムなど）
　　－ 15 cm（6 インチ）鉄シールドにアップグレード
● Auto Q2 低レベル廃棄物自動アッセイシステムもご用意できます。（自動測定）

WM2200 シリーズ
セグメントガンマスキャンシステム

■概要
WM2200 システムは、低密度廃棄物ドラム中の TRU 核種、核分裂生成物および放射化生
成物を高分解能 Ge 検出器を用いた、スキャンニングによる定量分析を行うシステムです。
測定試料は、20 リットルから 320 リットルのドラム缶廃棄物を対象とします。分析及び制御
用ソフトウェアは、ルーティン作業者が容易に操作できる様にわかりやすく作られています。

■特長
● TRU 及びベータ/ ガンマ廃棄物の正確な定量を実現
● マトリックス減衰には複数の補正法を採用
● 自己吸収補正アルゴリズム
● MGA コード（オプション）によるプルトニウム及びウランの同位体比分析
● 表面線量率最大 1.0Sv/h までの高放射能バージョンも提供可能
● 不均一分布核種に対する疑似トモグラフィ法による分析
● モジュラー式設計なので、多種多様な測定アプリケーションに合せてシステムを最適化可能

WM2211 シリーズ
セグメントガンマスキャンシステム
WM2200 に加え、以下の特長があります：

■特長
● コンベヤー式回転モジュールで、自動コンベヤラインに接続
● 自動バッチシステム　ソフトウェア
● オプションで、バーコードリーダー、線量メータ追加可能
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WM2900 シリーズ
トモグラフィックガンマスキャナ

■特長
● 廃棄物ドラムに最適な最高精度のガンマ線測定システム
● 最適な測定範囲はグラム単位の量のプルトニウムまたはウラン
● 手動、半自動、全自動モードで提供可能
● 最大 1.0Sv/h （100R/h）までの高レベル放射能量測定用の各種オプ

ションが用意されています。

ISOCSTM

ISOCSTM - In Situ Object Counting System
ガンマ線分析システム（数学的効率校正プログラム）
γ線スペクトルの定量分析に、標準線源はもう必要ありません。小さな試料から大きな試
料、複雑な形状の試料やいろいろな媒体の試料の測定に適用できます。

二種類の効率校正ソフトウェア

ISOCS（In-Situ Object Calibration Software）
・ 施設内の現場や野外等の In-Situ 測定

LabSOCS（Laboratory Source-less Calibration　Software）
・ 実験室内規模において、ガンマ線小型サンプル測定の新たな可能性を提供

ISOCS/LabSOCS はモンテカルロ法を用いた , シュミレーション手法により、標準線
源を使用せずに効率校正を可能にしたソフトウェアです。
ISOCS では、今まで線源の作製が困難だった大きな形状のサンプル（ドラム缶、土壌、床、
壁、コンテナ、配管等）の効率校正曲線を簡単に作成できます。現場で（in situ）スペク
トル解析結果が迅速・正確に得られますので、緊急時の対応などにも最適です。
LabSOCS では、標準線源を購入することなしに効率校正を行えます。
LabSOCS は、小型の試料容器（U-8、V-2、マリネリ、球、箱等）の測定に最適です。

● 検出器はあらゆる方向にセット可能：
移動式検出器位置調整装置に 25mm コリメータとバックシールド付

● 線源情報／コリメータ情報／検出器位置情報の入力だけで、検出器固有の校正データ
を作成可能

● In-Situ ソフトウェア → 49 ページ

■ 注文情報
● 型番 ISOXSHLD： ISOCS ™ シールド　システム
　- 現場でのスペクトル解析に最適：可搬型 Ge 検出器シールドシステム 
　- 25 mm および 50 mm 厚　鉛遮蔽体（1000 keV の干渉を除去） 
　- 操作・手入れが簡単 
　- 30°, 90°,  180°コリメーター付 （各厚さ遮蔽体につき）
　- 背面遮蔽体セット （別途、RDC：検出器オプションが必要）
　- 試料交換時の移動が容易な、大型車輪付マウンティングスタンド
 （プレーキ付、車輪寸法　40 cm （後輪）, 20 cm （前輪）
　- 上 / 下部検出器は、マウンティングポジション 180°回転可能
　- レーザー光線照準デバイス内蔵
● 型番 S573 ：  ISOCS* ™ Calibration Software 
● 型番 INSITPOD ： Lightweight Collapsible Tripod
● 型番 717 ： Portable Detector Shield 
● 型番 7411 ： Detector Submarine 
● 型番 7413, 7413F ： Detector Tripod

 ガンマ線廃棄物分析システム

多彩な ISOCS アプリケーション
● 緊急時対策チーム
- 原子力発電所、衛生研究所等
- 輸送中の事故─コンテナ内容物の漏れ
- 屋外での In-Situ 測定、あるいは試料の解析
● 原子力発電所、燃料処理工場
- パイプのモニタリング、ホールドアップ測定
- メンテナンス前のシステムモニタリング
- ルーチン／緊急時の環境モニタリング
- 廃棄物の輸送─通常測定しない物体の分析
● 除染および廃炉（D&D）
- 予備サイトサーベイ
- サイトの特性付け─除染から終了までの間
● 環境回復（ER）
- 伝統的な地表面のサーベイ
- 穴を掘って、より低コストな地表面下の放射能測定
● 規制グループ、検査グループ
- ライセンス証明のための現場でのサンプル分析
- 短半減期物質の分析
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保障措置用分析システム

原子力発電など平和の目的で使われている核物質が、核兵器に使われたり、または不明の目的で使われていないことを、国際的に証明するために、国際原
子力機関（IAEA）による査察、そして原子力事業者による計量管理などが行われています。
この査察、計量管理において、プルトニウムやウランなどの核物質は、最新の技術により正確に測定される必要があります。
キャンベラ社は、ロスアラモス国立研究所、ローレンスリバモア国立研究所、カールスルーエ研究所、IAEA、EURATOM との共同研究や技術移転により、様々
な形態の核物質をより正確に測定するシステムを開発し提供しております。

中性子廃棄物分析システム

JCC-13 型 / 14 型 
インベントリサンプル
コインシデンスカウンタ III

JCC-31型
高レベル中性子
コインシデンスカウンタ

JCC-12 型
インベントリサンプル中性子
コインシデンスカウンタ （INVS）

● プルトニウム量分析システム
本システムは、パッシブ中性子同時計数法により、Pu 自発核分裂中性子
と（α、n）中性子との弁別を行い、Pu 量を高精度で分析します。

● 測定可能 Pu サンプル量：0.1g ～ 500g
● 試料の位置に、測定精度が影響されにくい設計
● 中性子の検出において、均一な反応性
● 検出器：He-3 比例計数管 18 本
● 中性子検出効率：42％
● サンプルキャビティサイズ：6.1φ×15.75H（cm）
● 本体寸法、重量：33.3 φ× 58.4H（cm）、34kg

JCC-51型
アクティブ Well 型
中性子コインシデンスカウンタ
● HEU（ 高 濃 縮 ウ ラ ン ） 金 属、UO2 粉 末、

UO2 べレット、U-AI 合金スクラップ、燃料棒
および燃料板のアクティブ測定

● プルトニウムのパッシブ測定
● 高速中性子モードにおける低濃縮 U3O8 また

は HEU 金属の場合の感度 235U　1g
● 3 種類の試料構成
● 燃料板測定用の MTR インサート

● ルーティン測定用として IAEA 認可
● パッシブ中性子同時計数法を用いたプルトニ

ウム分析用
● 高効率：35%
● 様々なサイズの試料に対応可能
● 3He 検出器　16 台搭載
● 可搬型
● オプション：移動用コンテナ

JCC-61型／JCC-62 型
高速増殖炉用ユニバーサルカウンタ
● ダイアウェイタイム　JCC-61：21.6μs、JCC-62：

28μs
● 検出効率　JCC-61：7%、JCC-62：6%
● He-3 検出器　12 本使用
● He-3 リング　1 個
● He-3 検出寸法　121.9 x 2.54 cm（L × Dia）

JCC-71型 /72 型 /73 型
中性子コインシデンス　カラー 
● 中性子同時計数法を用いて、PWR（加圧水型軽水炉）、BWR（沸騰水

型軽水炉）、CANDU（カナダ型重水炉）核燃料アセンブリ内のウラニ
ウムや、MOX 核燃料アセンブリ内のプルトニウムを分析

● 多様な試料サイズに対応可能 （型番 JCC-71） 
● 高速 Amptek® エレクトロニクス
● 3He 検出器
● 移動可能
● オプション：移動用コンテナ
● ルーティン測定として IAEA 認可 -　the Uranium Neutron Collar

（UNCL および UNCL II）として

JCC-71 型
 （パッシブ）

JCC-72 型 （アクティブ） JCC-73型　（アクティブ）
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● パッシブ中性子の定量分析用
● 高効率： >50% （240Pu 自発核分裂中性子）
● 高速減衰時間： 24 μ s
● 大型サンプル対応可能： ＜ 40 L
● 低デッドタイム：　41 ns

● 200L ドラム缶中の核分裂性核種の、パッシ
ブ法またはアクティブ法による分析

● アクティブモードの感度（1000 秒カウント
あたり）： 

-　高速中性子： 300 mg 235U 
-　ターミナル中性子：： 3 mg 235U 

本システムは、不純物を含んだプルトニウムや
MOX のダーティー・スクラップを分析するため
に開発されました。中性子のマルチプリシティ分
析により、短時間で高精度の分析結果を得るこ
とが可能です。
● 測定レンジ ：Pu 1g 以下～数 kg
● 検出器 ：He-3 計数管　80 本
● 計数効率 ：50％以上
● high- α MOX サンプルの分析
● カリフォルニウム、キュリウムの弁別

● 低レベル廃棄物分析用パッシブ中性子コイン
シデンスカウンタ

● コンテナ内の廃棄物（固形）の TRU を分類

● 核分裂性 Pu 偶数同位体から発生したコイン
シデ ンス中 性 子を検 出することによって、
200 L （55 gal） ドラムに満たされたプルト
ニウムを測定

● プラント内アプリケーション用　
　 Well 型中性子コインシデンスカウンタ
● He-3 検出器　24 台搭載
● 大型試料対応可能 （61 x 24 cm） 
● バックグラウンド中性子を遮蔽
● 高効率 （>22%）、高係数率、高精度
● レスポンス ＞ 28 カウント /sec（240Pu 1g

あたり） （カウントタイム1000 秒時、精度
2.4% - 240Pu  0.06 g あたり）

● Pu の高精度の定量
● TRU/ 低レベル廃棄物の分類
● 水分を含むマトリックスの補正（オプション）
● 不均一分布核種に対する擬似トモグラフィ法

による分析
● 200L ドラム缶を He-3 検出器で 4 π方向全

て囲み分析を行う

● 核分裂性 Pu 偶数同位体から発生したコイン
シデンス中性子を検出することによって試料
中のプルトニウムを測定

中性子廃棄物分析システム

PSMC-01
プルトニウムスクラップ
マルチプリシティカウンタ

JCC-41型
フラット方形　中性子
コインシデンスカウンタ

LEMC 
大型エピターミナル
マルチプリシティカウンタ

WCAS 
廃棄物クレート分析システム

WM3100　（HENC） 
高効率パッシブ中性子カウンタ

WM3400 
パッシブ中性子スラブカウンタ

WM3500 
カーブ型パッシブ中性子スラブ
カウンタ

WM3210 
パッシブ/ アクティブ中性子
Cf-252 シャフラーシステム
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ガンマ線・中性子廃棄物分析システム

ICIS -Integrated Crate Interrogation System
統合型クレート　インタロゲーションシステム

● 構成：
-　高分解能ガンマスペクトロピー機能を備える BSGS（ボックスセグ

メンティッドガンマスキャナ）
-　パッシブ法中性子カウンティングを行う BNAS （ボックスニュート

ロンアッセイシステム）
以上がそれぞれ ISO コンテナに搭載

● ガンマ / 中性子分析結果を同時に提供（NDA 2000 ソフトウェア）
● 標準大型ボックス -2 （SLB-2） * か同等以下サイズのクレートに対応
　* 内径：約 2.6 m 長 x 1.6 m 幅 x 1.7 m 高
● 小さいサイズのコンテナも完全キャリブレーション可能

IWAS - Integrated Waste Assay System
統合型放射性廃棄物アッセイシステム

● 3 種類の測定モード：ガンマ線分析法、アクティブ中性子分析法、パ
ッシブ中性子分析法

● 極低レベルに至るまでのガンマ線および中性子廃棄物の完全な特性評価
● ドラム缶サイズ 200 リットル（500 ガロン）
● 完全自動運転
● 測定結果を自動評価

その他　計装製品・システム

● 国際原子力機関（IAEA）が査察用として使
用

● ブルックヘブン国立研究所、ロスアラモス
国立研究所による設計を基に開発されたシ
ステム

● 測定サンプルの年齢に依存せずに分析可能
● InSpector ポータブル MCA、ノートパソ

コンの使用により、コンパクトでポータブル
なシステム

● 239Pu 検出レベル <1 mg
● 使用可能検出器
　-　NaI（Tl）検出器（Am シードタイプ）
　-　NaI（Tl）検出器（スタンダードタイプ）
　-　低エネルギー用 Ge 検出器

本システムは、235U のγ線  ピークの測
定により、U 濃縮度の測定分析を行います。

JSR-12 型
中性子コインシデンスアナライザ

● ランダム中性子から、コインシデンス中性子を分類

JSR-14 型
中性子アナリシスシフトレジスタ 

● ポータブル、完全コンピュータ制御
● 内蔵ソフトウェアにより、コインシデンス中性子およびマルチプリシテ

ィ性能の両方が可能

JSR15 型 -　HHMR
可搬型マルチプリシティレジスタ

● 高速クロックレートで高係数率測定
　（>10 times that of pre-existing instruments） 
● 512 チャネルのマルチプリシティデータ　ヒストグラム
● USB 通信、軽量、コンパクト

IMCA -InSpector Multichannel Analyzer
ウラン濃縮度分析システム
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ガンマ線物品搬出モニタ

Cronos® - 4/ Cronos® -11
大容量ガンマ線物品搬出モニタ

■特長
● 測定対象 ：ガンマ線（241Am, 133Ba, 137Cs, 60Co 等）
● 測定エネルギー ：＞ 50keV
● 検出器 ：大面積プラスチックシンチレータを 6 面に配置
● トータル検出器容量 ： 65.1L（Cronos-4）
　　 130.5L（Cronos-11）
● トータル検出容量 ： ～128.7 L（Cronos-4）
　　 ～ 345.5 L （Cronos-11）
● 25mm 厚鉛遮蔽体を標準装備（オプション：50mm 厚）
● 測定試料　最大寸法：

465（幅）x 579（奥行）x 478（高）mm（Cronos-4）
605（幅）x 871（奥行）x 605（高）mm（Cronos-11）

● 重量計　内蔵（最大 100kg）
● 重量 ： 1042.8 kg ～（Cronos-4）
　　 1796.0 kg ～（Cronos-11）

Cronos® -1
大容量ガンマ線物品搬出モニタ

■特長
● 測定対象 ：ガンマ線 （241Am, 133Ba, 137Cs, 60Co 等）
● 測定エネルギー：＞ 50keV
● 検出器 ：大面積プラスチックシンチレータを 4 面または 6 面

に配置
● トータル検出器容量：25.5 L（6 面に配置した場合、38.2L）
● トータル検出容量：～ 42.9 L
● 25mm 厚鉛遮蔽体を 6 面に標準装備（オプション：50mm 厚）
● 測定試料　最大寸法：341（幅）x 365（奥行）x 345（高）mm
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スペシャルアプリケーション　システム

MiniGRAND
小型ガンマ線／中性子線検出器

■特長
● セーフガードモニタリング、測定時における、グロスパルス、検出器の

現在設定モードおよび測定をサポート
● 有人 / 無人オペレーションモード
● 停電時および / あるいは 通信機能停止時の、自家動作機能 （バッテリ

ー動作機能、バッテリーによるバックアップ記憶機能内蔵）
● 自己診断機能内蔵
● フロントパネルで簡単なユーザーインターフェース
● LANL 無人モニタリングコレクトソフトウェア全てと互換
● 独立した機器としての使用、検出器群の1 つとしての一体使用、どち

らも可能

PIMS
PuO2 検出システム

■特長
● PuO2 キャニスタ検証システム
● パッシブ中性子同時計数とガンマ線同位体比測定の同時処理
● ステンレスキャニスタ内の 5 缶までのプルトニウムを検証
● MGA 解析コードによるプルトニウム同位体の存在比と核分裂生成物の

解析
● コンピュータ及びマニュアルでの Ge 検出器の位置制御
● テレスコープ Ge 検出器
　（1 台のクライオスタットに対し、12% 効率の同軸型 Ge 検出器および

低エネルギー用 Ge 検出器を組み込む）
● 12 本の 3He 検出器による中性子計測
● 測定重量レンジは 4.5 ～ 8 kg Pu

本システムは、PuO2 の全 Pu 量を測定するために、確度と精度と信頼
性の高い標準をもって設計された中性子 / ガンマ線分析システムです。
自発核分裂同位体からの中性子の同時計数と、プルトニウムの複雑なガ
ンマスペクトルを 2 種類の Ge 検出器をマウントしたテレスコープ検出器
で検出し、ローレンスリバモア国立研究所の開発した MGA ソフトウェア
で解析するシステムです。

ハイブリッド K- エッジ/XRF システム

■特長
● 重元素のオンサイト非破壊分析システム
● 試料の前処理が不要、2ml の少量サンプルで分析可
● 分析精度 0.5％以上、分析時間 5 ～ 20 分

本システムは、K- エッジ密度分析計（KED）と蛍光 X 線分析計（XRF）
を組み合わせたシステムです。X 線発生管と 2 台の低エネルギー Ge 検
出器とデータ処理装置とで構成されています。
KED 測定は、単一元素試料（Th、U 又は Pu）、あるいは 2 元素試料

（Th-U、U-Pu）に適用できます。
この手法は、元素特有の X 線吸収エッジよりその元素を判別し、エッジ
の深さがその元素の量を決定できる手法です。
XRF 測定は、溶液試料中の重元素からの特性 X 線の強度から重元素間
の相対的量を計測するものです。

ハイブリッド K- エッジ /XRF システムは、その操作の単純さと分析スピ
ードの早さで核燃料再処理施設でのプロセス管理や、保障措置の理想的
な管理測定システムとして最適です。
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スペシャルアプリケーション　システム

WM2400 シリーズ
大容量　除染カウンター

■特長
● 断熱材、鉄パイプ、電気ワイヤー、コンクリートなどを含む除染廃棄物

の測定
● クリーンまたは汚染を自動判定
● 自動動作、高い処理能力
● 大型試料サイズ – 1 m3 （250 ガロン） 
● エネルギーおよび濃度キャリブレーション 
● Ge 検出器または NaI（Tl）シンチレーション検出器
● ソフトウェアによる試料濃度補正
● 廃棄物種別でガンマ線エミッターと非ガンマ線エミッターの関連付け

WM2500 シリーズ
モジュラー式ガンマ線ボックスカウンタ

大型輸送コンテナ内での分析を可能にすることによって廃棄物処理に必
要な時間と労力を削減します。このシステムにより、輸送コンテナを広範
囲で分析して（従来のサンプリング技法よりはるかに多い部分）、放射能
が不均一に分布しているサンプルについて、より正確な結果を得ることが
できます。

■特長
● 小型～トラック輸送サイズまでのコンテナを測定できます
　（モジュラー設計）
● B-25 型コンテナ （1 x 1 x 3m3）を約 30 分間で測定
● 検出限界：0.01 Bq/g （B-25 型コンテナの場合）
● 固定形状および再現性のある形状に対応
　（フレキシブルな構造）
● あらゆるサイズのコンテナの校正作成可能
　（ISOCS 校正済みゲルマニウム検出器使用）
● 手動／自動測定試料コンベヤモードの切替可能
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NDA 2000 
非破壊分析ソフトウェア

■特長
● Genie ™ 2000 ソフトウェアがベース
● キャンベラ社製 NDA システムの標準ソフトウェアパッケージ
● マルチレベル パスワードコントロール
● ISO 9001および NQA-1に準拠
● QA プログラム全測定
● 全データ収集および分析管理
● システム自動運転を管理
● 異なるモダリティ分析の自動評価機能内蔵
● プログラム画面操作およびレビュー
● 宇宙線除去アルゴリズム内蔵

システムソフトウェア

MGA Multi-Group Analysis Software

MGA-U Multi-Group- Uranium Analysis Software

マルチグループ解析ソフトウェア

■特長

（MGA）
● プルトニウム同位体の存在比（及び重量比）を解析
● 校正不要
　・低エネルギー検出器で 4K チャネルスペクトルの場合、ゲインを約 0.075keV/ch に調整
　・試料密度 / 厚さ又は容器特性に対する効率校正を必要としない
● 複雑な同位体混合物試料における精度改善のために、高度なピークフィッティングとマルチ

プレットデコンボリューションアルゴリズムを組み込み
● Pu に加えて、U-235、U-238、Np-237、Am-241 のような他のアクチノイドも解析
● 試料の形状 / サイズ / 組成を問わず解析可能
● 新鮮な試料から時間の経た試料を解析可能
● 数分の短時間の測定、解析で 1% 以下の精度（セーフガードに対して）
● MOX 試料に対し U/Pu 存在比を解析
● CANBERRA 社製廃棄物 / セーフガード測定装置に組み込まれ、最少の操作で高度な解析

を実行
● 1 検出器又は 2 検出器いずれかのモードで解析
● “Waste”と“Unusual Isotopics”解析モードを組み込み
　・不十分なスペクトルでも解析可能
● 多くの機関のルーチン測定で使用実績（IAEA、Euratom）

（MGA-U）
● ウラン同位体の存在比を解析
● 濃縮度計モードを組み込み

NDA 2000 ソフトウェアは、
キャンベラ社製トモグラフィック  
ガンマシステムをフルサポート
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シール

EOSS - Electronic Optical Sealing System

電子光学シーリングシステム
長期間監視に最適な、再生可能／機械ロッキングシールシールです。
● 不正干渉、オープン / クローズ、測定データ、シールステータスを記録
● 不正開封防止機構付
● 暗号化データストレージ

RMSA - Remotely Monitored Sealing Array

リモートモニタード　シールディング　アレイ
RMSA システムは、光ファイバー回線シールのために設計された、電気プラットフォームです。ト
ランスレータステーションで、データをローカル保存するか、または分析ホストコンピュータから
読み込みます。

■特長
● 多数 （数百以上） のシールを、1 台のトランスレータステーションへリンク可能
● シールはリモートトランスミッション可能。離れた場所からでもシール項目の確認ができます。

監視システム

NGRS - Next Generation Review Software

次世代レビュー　ソフトウェア
NGSS 
DCM-C5 フルカラー監視カメラ 

■特長
● セーフガードデータの管理（データロード、データセキュリティ ： 認証

および解凍）、自動データ解析（トリガースキャン、モーション検出など）、
各管理項目の確認、セーフガードデータ　レビューレポートの作成

● IAEA 承認：DCM-C5（NGSS） および DCM-14（DIS）システムの
監視データ取扱い

■特長
● フルカラー　監視カメラ
● デジタル CMOS イメージセンサーを使用 （2592（H）x 1944（V）

ピクセル）
● 撮影可能間隔：1 枚 / 秒
● オプションで 180 角度のフィッシュアイズレンズ
● 600 MHz デジタルシグナルプロセッサー（DSP） 
● リチウムイオン充電式電池（オプション）

NGSS 
データコンソリデータ （DC） 

■特長
NGSS は以下のサブシステムから構成される、19 インチラックマウント　ユニットです。
● 以下を含む、1 台ないしそれ以上の DC シャーシ： 

– セントラルプロセッシング　ユニット （CPU） モジュール ……1 台
– デジタルカメラ　インターフェース（DCI） モジュール …………1 台ないしそれ以上
– ネットワーク接続ストレージ（NAS） モジュール ………………1 台ないしそれ以上
– 無停電電源装置 （UPS） …………………………………………各モジュールごと 

● 16 ポート　イーサネットスイッチ （ラックの背面に配置） ………1 台ないしそれ以上
● ユニバーサル AC 主電源入力モジュール
● タッチパネル式インターフェース （オプション） 
● NAS リーダー （オプション） – データコンソリデータとは別途
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CANBERRA 社の RadGuard ™ シリーズでは、ミリタリー向けに特化した製品、システム、ソリューショ
ンをご用意しています。ミリタリー機関のプランナーやエンジニアの皆様とのパートナーシップにより、キャ
ンベラ社は皆様のニーズを深く理解し、最高の技術とオーダーメイド設計による使いやすさを追求した製品
を提供できます。

CANBERRA 社には、これまで 25 年以上にわたり、世界 140,000 以上のミリタリーおよび民間防衛機
関へ提供してきた実績があります。

キャンベラ社の機器は、米国陸軍および NATO 加盟諸国の標準装備となっています。

＞ スウェーデン国防軍

＞ オランダ王国海軍

＞ デンマーク海軍

＞ 英国国防省 

＞ イタリア陸海軍、内政部 

＞ 米国国防総省、民間防衛機関 

＞ カナダ国防総省 (DND) ＞ 台湾陸軍

＞ その他
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サーベイメータ

CANBERRA 社のサーベイメータは、あらゆる放射線被ばく事件・事故に対応できるように、特別な試験を重ねて設計されました。本シ
リーズは、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、X 線（オプション）の放射能測定ができる総合ユニットです。武器査察、NAIRA（Nuclear 
Accident Incident Response and Assistance）、安全衛生のための常時モニタリングなどの幅広いアプリケーションと共に使用する
ことができます。

ADM-300A（V1B）
可搬型多機能サーベイメータ
ADM300A（V1B） は、あらゆる環境下での使用を想定し、堅牢に設計された可搬型多機能サーベイ
メータです。内蔵の GM 検出器で、ガンマ線、ベータ線の線量および線量率を測定し、デジタル表示
を行います。
CANBERRA 独自の Time-to-Count 技術を採用したことで、従来 GM 検出器に見られたデッドタイ
ムやサチュレーションを取り除くことができるようになりました。この機能により、精度や直線性が向
上し、検出範囲が拡がりました。
外付けオプション「スマートプローブ」と接続することも可能です。スマートプローブはプローブの ID、
キャリブレーションデータを記憶します。また高圧電源を内蔵しています。車両にマウントし、電源を
得ることも可能です。

■特長
● 測定レンジ
-  低エネルギー範囲：
 　 0.01μSv/h ～ 50mSv/h （線量率）
-  高エネルギー範囲：
　  30 mSv/h ～ 100 Sv/h （線量）
-  線量率：  0.01μSv/h ～ 100 Sv/h（γ線）
　  0.01μSv/h ～ 50 mSv/h（β線）
-  積算線量： 0.01μSv ～ 100 Sv
-  線量率：  ± 15%、 ＜ 100 Sv/h

● GPS 機能で、位置データをあわせて記録可能
● トレーニングモード： GPS の位置データと放

射能パターンによるシミュレーションフィール
ドを表示可能

● ユーザー設定を記憶
● RS-232 シリアル、USB コンピュータポート

RDS-100
放射能検出システム
RDS-100 放射能検出システムは、可搬型でありながら、包括的な放射能管理を行うことができます。
シンプル操作、堅牢・軽量設計の RDS-10 は、優れた直線性を提供する CANBERRA 社独自技術：
Time-to-Count により、もう高エネルギー範囲の補正を必要としません。
RDS-100 はまた、“SMART” テクノロジーを搭載しており、接続可能なプローブはキャリブレーショ
ンなしで即座に交換、使用することができます。全キャリブレーションデータはプローブに記憶され、
接続した RDS-100 本体で読み取ることができます。オプションの GPS ベース / 広範囲トレーニング
システムを使用すれば、被ばくすることなくトレーニングを実施できたという証明書類を作成すること
ができます。 RDS-100 は、米国陸軍とのパートナーシップにより、 AN /VDR-2 ラディアックセット
のようなミリタリーに特化した製品の実績と、放射能測定機能との両方を兼ね備えています。
RDS-100 は、Mil-Std 810 試験に適合しています。

■特長
● ガンマ線量率： 

0.01μSv/hr ～ 99.9 Sv/hr
● ガンマ線量：

0.01μSv ～ 99.9 Sv
● アルファ線量率： 0–20 000 c/s
● ベータ線量率： 0–20 000 c/s

標準検出器
・ ベータ／ガンマ プローブ
・ アルファ プローブ
・ ベータ （パンケーキ型） プローブ
オプション検出器
・ X 線プローブ
オプション
・ RDS-100 車両マウント
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船舶 / 車輛用システム

CANBERRA 社が提供するのは リアルタイムで放射能に関する情報を提供し続けるミリタリー船舶のために、信頼性の高いモニタリング
システムです。中央機関においてはこれらの情報を集約し決断を下すことになるので、とても重要です。さらにこのシステムは、あらゆる
衝撃に耐えられるよう頑丈に設計されており、有人、無人、またはロボットによる操作を想定して、単一検出器搭載か複数検出器搭載を
選択し搭載することができます。

NASRAMS 船舶放射能モニタリングシステム
NASRAMS は、ミリタリー活動の船舶上において、放射能に関する情報をリアルタイ
ムで、かつ継続して提供します。
このシステムは、即発および残留ガンマ線や、即発中性子を測定することができます。

■ 特長
● 即発および残留ガンマ線と即発中性子の両方

を測定
● 標準構成：10 チャンネル
● 幅広いダイナミックレンジにわたる優れた直線

性
● 検出器は長寿命で、校正の安定性に優れてい

ます。
● 過酷な環境 * 下でも操作が可能

（*MIL-STD-810）

● γ線量率（残留）：0.01μ Gy/hr to 10 Gy/
hr

● γ線量（残留）：0.001μ Gy to 10 Gy
● γ線 / 中性子（即発）： 5 cGy to 10 Gy
● 実際の状況を想定したトレーニング訓練が可

能（放射能シミュレーション機能をプログラム
可能）

● 専用ソフトウェアで事前プログラミングしてお
けば、訓練内容を指標や Alarm ユニットにア
ップロード可能
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アフターサービスについて
各開発製造拠点から送られてきた製品は、すべて一貫した体制のもと性能・品

質テストが行われます。

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラでは、アフターサービス、メンテナンスは

もちろん、ソフトウェアを含むトータル計測システムの設計・制作に取り組み、

万全のサポート体制をもって安心かつ使いやすい製品をお届けできるように努

めております。

受入／出荷検査

弊社へ到着した製品は、原則としてお客様への納入前に全て技術部にて受入 

・出荷検査が行われます。

年間保守契約

弊社が販売した製品は、最後まで責任を持って保守にあたらせていただいて

おりますが、システム製品など年間保守契約をご希望されるお客様には別途

ご契約いただいております。

定期点検

ゲルマニウム半導体検出器、ホールボディカウンタ「FASTSCAN」等の検査

装置の点検に関しては、別途定期点検プランを用意しております。

詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

（東京本社：TEL 03-5835-5402、大阪営業所：TEL 06-4806-5662）

修理

万一、納入した製品が故障した場合は、当技術部（TEL 03-5835-5404）

までご連絡ください。万全な修理を目指し、引き取り修理を原則としておりま

す。（引取りが困難なシステム製品などに関しては、出張修理を行います）
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品質方針
1. 要求事項の遵守による高い顧客満足の実現

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラは、提供するすべての製品とサービスが、

適用される法令・規制要求事項に適合し、かつお客様の要求と期待を高い次

元で満たすよう最善を尽くします。

2．品質目標の設定と取組み

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラは、上記第 1 項を確実にするため「品質目

標」と「達成計画」を策定し、全従業員がその達成に向けて取り組みます。

またその有効性を担保するため品質目標を定期的にレビューします。

3．品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラは、上記第 1 項を確実にするため、品質

マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に努めます。

4．現場主義の徹底

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラの従業員は、持ち場持ち場で自分の仕事

が自社の製品やサービスの品質に与える影響を自覚し、業務プロセスの不断

の改善と革新に取り組みます。

取引条件は、ミリオンテクノロジーズ・キャンベラの標準売買取引条件の通り

です。

詳細は弊社ウェブサイト http://www.canberra.com/jp/terms.asp をご覧く

ださい。

取引条件
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本             社  〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-19-8 浅草橋ビル
TEL 03-5835-5402  FAX 03-5835-5403
TEL 03-5835-5404  FAX 03-5835-5405 
TEL 06-4806-5662  FAX 06-4806-5663   
TEL 024-       -           FAX 024-       -

E-mail： 営業部： jp-sales@             .com   技術部： jp-support@              .com 
詳細につきましては、弊社のホームページをご覧ください。 

www.canberra.com/jp/
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