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(57)【要約】
【課題】絶縁性液体で満たされた収納容器の中に放射線
発生管を収納し、該放射線発生管の耐圧向上のために外
筒管を設けた放射線発生装置において、電子線の衝突に
より発熱した高温部の効果的な冷却と、沿面放電の抑制
とを両立させる。
【解決手段】外筒管５と絶縁性の管状部材３３との間の
間隙６を、陰極３１，陽極３３と外筒管５との間の間隙
６よりも広く形成することによって、管状部材３３の表
面上を流動する絶縁性液体４の流速を低減させ、管状部
材３３の表面の帯電を抑制して、沿面放電を抑制する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に絶縁性の管状部材と前記管状部材の開口の一方に接合された陰極と前記管状部
材の開口の他方に接合された陽極とを備えた真空容器と、前記陰極に接続された電子放出
源と、前記陽極に接続されたターゲットとを有する放射線発生管と、少なくとも前記真空
容器の周側部を取り囲むように間隔をおいて配置された電気的に絶縁性の外筒管と、前記
放射線発生管及び前記外筒管とを収容する収納容器とを備え、前記収納容器の内部の余剰
空間が絶縁性液体で満たされた放射線発生装置において、
　前記管状部材と前記外筒管との間の間隙の少なくとも一部が、前記陰極と前記外筒管と
の間及び前記陽極と前記外筒管との間の少なくとも一方の間隙よりも広いことを特徴とす
る放射線発生装置。
【請求項２】
　前記管状部材と前記外筒管との間の間隙が一定で、且つ、前記陰極と前記外筒管との間
及び前記陽極と前記外筒管との間の少なくとも一方の間隙よりも広いことを特徴とする請
求項１に記載の放射線発生装置。
【請求項３】
　前記管状部材と前記外筒管との間の間隙が端部から中央部に向かって漸増し、且つ、前
記陰極と前記外筒管との間及び前記陽極と前記外筒管との間の少なくとも一方の間隙より
も広いことを特徴とする請求項１に記載の放射線発生装置。
【請求項４】
　前記陰極と前記外筒管との間及び陽極と前記外筒管との間隔が１ｍｍ乃至５ｍｍである
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項５】
　前記放射線発生管が、透過型放射線発生管であることを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の放射線発生装置と、
　前記放射線発生装置から放出され、被検体を透過した放射線を検出する放射線検出装置
と、
　前記放射線発生装置と前記放射線検出装置とを連携制御する制御装置とを備えたことを
特徴とする放射線撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機器及び産業機器分野におけるＸ線撮影等に適用できる放射線発生装置
及びそれを用いた放射線撮影システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、放射線発生装置は、放射線発生管内に設置された陰極と陽極との間に高電圧を
印加することにより、陰極から放出される電子を陽極に照射し、Ｘ線等の放射線を発生さ
せている。このような放射線発生装置では、高電圧に対する耐圧性を確保するためと、放
射線発生管を冷却するために、放射線発生管を絶縁性液体が充填された収納容器内に設置
した構造がとられている。
【０００３】
　放射線発生装置において、陰極から放出された電子が陽極に入射した際には、入射した
エネルギーのほとんどが熱に変換される。陽極で発生した熱は、放射線発生管壁を伝導し
たのち絶縁性液体に伝わり、最終的に絶縁性液体から収納容器を介して外部の大気中に放
熱される。陽極近傍を充分に冷却し、且つ陽極で発生した熱を収納容器を介して外部へ放
熱するためには、冷媒である絶縁性液体を広範囲で流動させて、高温部の熱を低温部へ効
果的に輸送することが重要である。放射線発生管に高電圧が印加されると、収納容器内の
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絶縁性液体は、ＥＨＤ（電気流体力学；Ｅｌｅｃｔｒｏｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ）効
果により対流する。従って、係るＥＨＤ効果を利用して絶縁性液体を流動させることがで
きる。また、送液装置を用いて、絶縁性液体を流動させることにより発熱部分を効率よく
冷却する構成もとられる。
【０００４】
　通常、放射線発生管の両極には７０ｋＶ乃至１５０ｋＶ程度の高電圧が印加されている
。そのため絶縁性液体で満たされた状態であっても稀に放射線発生管の周囲部分で沿面放
電が発生することがあった。また、放射線発生装置には、放射線発生管を高電圧で駆動す
るための駆動回路が収納される場合もあり、放射線発生管で発生した沿面放電が駆動回路
にまで達して、駆動回路が損傷してしまうことが有った。このような駆動回路の損傷を防
止するために、放射線発生管の周囲を絶縁材料でモールドする構造が用いられることもあ
るが、この場合は絶縁性液体の流動による放熱効果が低下してしまう。これを避けるため
、特許文献１には、放射線発生管の外側に、誘電体からなる絶縁スリーブ（外筒管）を設
けた構成が開示されている。係る構成では、放射線発生管を冷却するため、外筒管と放射
線発生管との間に間隙を設け、絶縁性液体の流路を確保している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－８０５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図６に、透過型の放射線発生管の外側に外筒管を配置した従来の放射線発生装置の構成
を模式的に示す。図６の放射線発生装置において、放射線発生管２の外表面と外筒管５の
内表面の間には間隙６が設けられており、その間隙６は絶縁性液体４によって満たされて
いる。一般に発熱体を冷却するために絶縁性液体を流動させる方法は有効であるが、絶縁
性液体と絶縁性固体が摩擦流動する場合は、流動帯電が生じることがあり、絶縁体表面上
に帯電による電荷が蓄積されてしまうことがあった。放射線発生管２は、絶縁性の管状部
材３２の両開口端の一方に陰極３１を、他方に陽極３３を接合してなる真空容器内に電子
放出源を備えるため、係る管状部材３２の表面が絶縁性液体４の流動によって帯電してし
まう。そして、この帯電によって電荷が蓄積し、放射線発生管２の周囲で微小放電を発生
させ、電磁ノイズを発生させる場合がある。更にこの微小放電の繰り返しが絶縁性液体４
の長期的な劣化や管状部材３２表面上へのトラッキングパス形成などを引き起こすことも
あった。
【０００７】
　図６のように外筒管５を設けることで周囲への放電被害の拡大を防ぐことはできるが、
高電圧が印加された陰極３１と陽極３３間で発生する微小な沿面放電の発生率自体を下げ
る効果はなかった。そのため沿面放電が微小であっても繰り返し発生すれば、絶縁性液体
４の放電分解が進行し、絶縁性液体４の劣化が促進される。また放射線発生管２の管状部
材３２上にトラッキングパスが生じてしまうこともあり、放射線発生装置全体の耐電圧特
性の長期的な劣化を速める可能性があった。
【０００８】
　このように、絶縁性液体の流動による放射線発生管の冷却効果と、放射線発生管におけ
る沿面放電の抑制効果とは相反する関係にあった。
【０００９】
　本発明の課題は、絶縁性液体で満たされた収納容器の中に放射線発生管を収納し、該放
射線発生管の耐圧向上のために外筒管を設けた放射線発生装置において、電子線の衝突に
より発熱した高温部の効果的な冷却と、沿面放電の抑制とを両立させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明の第１は、電気的に絶縁性の管状部材と前記管状部材の開口の一方に接合された
陰極と前記管状部材の開口の他方に接合された陽極とを備えた真空容器と、前記陰極に接
続された電子放出源と、前記陽極に接続されたターゲットとを有する放射線発生管と、少
なくとも前記真空容器の周側部を取り囲むように間隔をおいて配置された電気的に絶縁性
の外筒管と、前記放射線発生管及び前記外筒管とを収容する収納容器とを備え、前記収納
容器の内部の余剰空間が絶縁性液体で満たされた放射線発生装置において、
　前記管状部材と前記外筒管との間の間隙の少なくとも一部が、前記陰極と前記外筒管と
の間及び前記陽極と前記外筒管との間の少なくとも一方の間隙よりも広いことを特徴とす
る。
【００１１】
　本発明の第２は、前記本発明の第１に係る放射線発生装置と、
　前記放射線発生装置から放出され、被検体を透過した放射線を検出する放射線検出装置
と、
　前記放射線発生装置と前記放射線検出装置とを連携制御する制御装置とを備えたことを
特徴とする放射線撮影システムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、放射線発生管の周側部を絶縁性の外筒管で覆った構造によって放射線
発生管の近傍で発生する沿面放電が拡大して、周囲の駆動回路などに損傷を与えることを
防止できる。特に、本発明においては、放射線発生管と外筒管との間の、絶縁性液体の流
路の断面積を、絶縁性の管状部材の周囲で広げたことにより、管状部材表面上を流動する
絶縁性液体の速度が低下し、管状部材表面の帯電が抑制される。よって、放射線発生管の
冷却効果を損なうことなく、沿面放電の発生を低減することができる。その結果、本発明
によれば、放射線発生管を効率良く冷却すると同時に、耐電圧性能が向上し、より高出力
、長時間の連続照射が可能な放射線発生装置が提供される。また、本発明によれば、放射
線発生管における沿面放電が抑制されて微小放電の発生が減少するため、電磁ノイズの発
生率を低減した放射線撮影システムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の放射線発生装置の一実施形態の構成を模式的に示す断面図である。
【図２】図１の放射線発生装置の放射線発生管の内部の構成を模式的に示す断面図である
。
【図３】本発明の放射線発生装置の他の実施形態の、放射線発生管と外筒管の構成を模式
的に示す図である。
【図４】本発明の放射線撮影システムの一実施形態を示す図である。
【図５】本発明の実施例１で作製した放射線発生管と外筒管とを模式的に示す断面である
。
【図６】従来の、放射線発生管の外側に外筒管を配置した構成を模式的に示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を図面を用いて詳細に説明する。この実施形態に記
載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、この発明の範囲をそれ
らのみに限定する趣旨のものではない。
【００１５】
　先ず、図１を用いて本発明の放射線発生装置について説明する。放射線発生装置１は収
納容器７内に放射線発生管２及び高電圧の駆動回路３を収容してなり、収納容器７の余剰
空間には絶縁性液体４が充填されている。駆動回路３で発生させた４０ｋＶ乃至１５０ｋ
Ｖの高電圧は放射線発生管２の陰極３１及び陽極３２間に印加されている。尚、駆動回路
３は放射線発生装置１の外部に配置することも可能である。
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【００１６】
　絶縁性液体４は、放射線発生管２の沿面耐圧を確保するための絶縁媒体及び放射線発生
時に加熱する放射線発生管２の冷却媒体としての役割を有するものである。絶縁性液体４
には電気絶縁油を用いるのが好ましく、鉱油、シリコーン油等が好適に用いられる。その
他に使用可能な絶縁性液体４としては、フッ素系電気絶縁液体が挙げられる。
【００１７】
　収納容器７は、放射線発生装置１の動作安定性や安全性の観点から、接地端子を介して
接地電位とすることが好ましい。収納容器７の材料としては、放射線遮蔽性、強度、表面
電位規定性能の観点から、鉄、ステンレス、鉛、真鍮、銅等の金属が使用可能である。収
納容器７を接地電位とする場合には、放射線発生装置１の内部の耐圧安定性の観点から、
陰極３１を－Ｖａ／２、陽極３３を＋Ｖａ／２に電位規定し、陰極３１と陽極３３との間
に＋Ｖａを印加するのが好ましい。尚、収納容器７には放射線１７に対応して、放射線放
出窓８が設けられている。
【００１８】
　放射線発生管２の周側部は外筒管５によって間隔をおいて囲まれている。この外筒管５
は放射線発生管２の沿面で稀に発生する微小放電が拡大して駆動回路３に損傷を与えるこ
とを防ぐ目的で設けられている。外筒管５と放射線発生管２との間には間隙６が設けられ
、該間隙６を流路として絶縁性液体４が図中の矢印の如く流動する。
【００１９】
　一般的に、絶縁性液体４の流動によって生じる絶縁体表面の帯電は、該絶縁液体４の流
速に依存することが知られている。放射線発生管２は、図２に示すように、絶縁性の管状
部材３２の開口端の一方に陰極３１を、他方に陽極３３を接合した真空容器３４を備えて
いる。よって、絶縁性の管状部材３２の表面上に生じる帯電量を低減するためには、絶縁
性液体４の流速を低下させることが有効である。一方で絶縁性液体４の流動は放射線発生
管２の冷却も担っており、一定の流量を確保する必要がある。
【００２０】
　本発明は、図１に示すように放射線発生管２と外筒管５との間の間隙６のうち、管状部
材３２と外筒管５との間の間隙６を、陰極３１と外筒管５との間及び陽極３３と外筒管５
６との間の間隙６よりも広げて絶縁性液体４の流速が低くなるようにしている。間隙６を
広げる部位は、管状部材３２と外筒管５との間の少なくとも一部でよいが、好ましくは、
図１に示すように、管状部材３２と外筒管５とが対向する領域全体の間隙６を広げる。ま
た、管状部材３２と外筒管５との間の間隙６は、外筒管５と陰極３１との間の間隙６、及
び、外筒管５と陽極３３との間の間隙６の一方よりも広ければよい。特に、放射線発生管
２においては、陽極３３が高温部となるため、絶縁性液体４の流路の陽極３３側において
、陽極３３の冷却効果が得られるように、陽極３３と外筒管５との間の間隙６の大きさを
決定する。絶縁性液体４の流路の陰極３１側は、陽極３３側と等しくても、広くても良い
。外筒管５と陰極３１との間の間隙６、外筒管５と陽極３３との間の間隙６は、冷却効果
を考慮して１ｍｍ乃至５ｍｍが好ましい。
【００２１】
　本発明において、管状部材３２と外筒管５との間の間隙６は、図１に示すように一定で
もよいが、図３に示すように、管状部材３２の端部から中央部に向かって漸増する形状で
も良い。
【００２２】
　絶縁性液体４は送液装置によって流動させることができるが、放射線発生管２の陰極３
１と陽極３３間に４０ｋＶ乃至１５０ｋＶ程度の高電圧が印加されている条件下では、高
電界部分の形状によっては、ＥＨＤ効果により自発的に流動させることも可能である。
【００２３】
　上記のように、外筒管５と放射線発生管２との間に絶縁性液体４を流動させることによ
って、放射線発生管２の発熱を効率よく外部へ放出することが可能となり、より高出力で
の連続運転が可能となる。それと同時に、外筒管５と放射線発生管２との間の間隙６を部
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分的に広げることで、管状部材３２の表面上のチャージアップ量が低減され、微小沿面放
電の発生率が低下し、絶縁性液体４の放電による分解反応も抑制され長期的な信頼性の向
上も期待できる。
【００２４】
　尚、図１においては、絶縁性液体４の流動の向きを陰極３１から陽極３３方向としてい
るが、送液装置（不図示）の配置などによって適宜変更することができる。
【００２５】
　図２を用いて、本発明に用いられる放射線発生管２の内部構造について説明する。
【００２６】
　放射線発生管２は、電子放出源２１、ターゲット２４、放射線遮蔽部材２５、及び真空
容器３４を備えている。本例の放射線発生管２は透過型であり、ターゲット２４も透過型
ターゲットである。
【００２７】
　真空容器３４は、電気的に絶縁性の管状部材３２と、この管状部材３２の開口の一方に
接合された電極である陰極３１と、開口の他方に接続された電極である陽極３２とを備え
ている。真空容器３４は透過型放射線発生管２の内部を真空に保つためのもので、真空容
器３４内の真空度は１０-4Ｐａ乃至１０-8Ｐａ程度であれば良い。
【００２８】
　真空容器３４の陽極３３には放射線遮蔽部材２５が接合されており、係る放射線遮蔽部
材２５は、真空容器３４の外部に連通する通路を有しており、その通路にターゲット２４
が接合されることにより真空容器３４が密閉されている。
【００２９】
　真空容器３４には不図示の排気管を設けても良い。排気管を設けた場合、例えば排気管
を通じて真空容器３４内を真空に排気した後、排気管の一部を封止することで真空容器３
４の内部を真空にすることができる。真空容器３４の内部には真空度を保つために、不図
示のゲッターを配置しても良い。
【００３０】
　電子放出源２１は、真空容器３４の内部に、ターゲット２４に臨んで配設されている。
電子放出源２１にはタングステンフィラメントや、含浸型カソードのような熱陰極、また
はカーボンナノチューブ等の冷陰極を用いることができる。電子放出源２１より放出され
た電子線２６は、放射線遮蔽部材２５を通過して、ターゲット２４に入射し、放射線２７
が発生する。放射線遮蔽部材２５は、不要な放射線を遮蔽するためのものであり、鉛やタ
ングステンを用いることができる。図２において、電子放出源２１は電流導入端子３７を
介して陰極３１に接続されている。
【００３１】
　ターゲット２４は、電子放出源２１から放出された電子の照射を受けることが可能なよ
うに、放射線発生管２の内部に配置される。陰極３１と陽極３３間の電場の対称性の観点
からは、ターゲット２４が電子放出源２１と対向して配置されることが好ましい。
【００３２】
　ターゲット２４には、電子放出源２１に対して１０ｋＶ乃至２００ｋＶの正電位が印加
される。そして電子放出源２１から放出された電子が電子線２６として、１０ｋｅＶ乃至
２００ｋｅＶの入射エネルギーを有してターゲット２４に入射し、ターゲット２４で放射
線２７を発生する。ターゲット２４は、電子の衝突によって放射線２７を発生する重元素
を含有したターゲット材を備えている。ターゲット２４としては、ターゲット材のみから
なる自立型の形態とすることが可能で、例えばダイアフラム状の金属薄膜が陽極３３に接
続されている形態が挙げられる。また、ターゲット２４としては、放射線を透過する材料
中にターゲット材料を分散した状態で含有する分散型形態とすることや、ターゲット材料
を含む金属薄膜を、放射線を透過する材料からなる支持基板上に積層した積層型の形態と
することも可能である。放射線を透過する支持基板としては、ベリリウムやダイアモンド
のような低原子番号材料からなる基板が好ましい。金属薄膜は数μｍの厚さで支持基板上
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に形成することが、放射線の減衰を抑制する点、ターゲット２４の熱変形によるデフォー
カスを抑制する点で好ましい。この金属薄膜は、放射線量／入射電子量の変換効率の観点
から、原子番号２６以上の重金属材料を用いることが好ましい。具体的には、タングステ
ン、モリブデン、クロム、銅、コバルト、鉄、ロジウム、レニウム等、或いはこれらの合
金材料とすることが可能である。支持基板上に金属薄膜を形成する場合は、支持基板との
密着性が確保されれば、特定の製法には限定されず、スパッタ、ＣＶＤ、蒸着等の各種成
膜方法が利用可能である。
【００３３】
　陰極３１及び陽極３３は、図１の駆動回路３により電位規定される。また、陰極３１及
び陽極３３は、放射線発生管２の内部の静電場を規定する機能を有する。よって、陰極３
１及び陽極３３は、電子放出源２１及びターゲット２４のそれぞれの近傍における電界分
布を、なるべく平行電場に近づけるのが望ましい。従って、陰極３１及び陽極３３のそれ
ぞれは、所定の面積の範囲を電位規定することが好ましく、絶縁性の管状部材３２の開口
断面積に一致させることがより好ましい。尚、図２の構成では、ターゲット２４は放射線
遮蔽部材２５を介して駆動回路３により電位規定される。
【００３４】
　陰極３１と陽極３３の材料は、導電性、気密性、強度、及び管状部材３２との線膨張係
数整合によって決めることが可能であり、コバールやタングステン等を用いることができ
る。
【００３５】
　管状部材３２は電気的に絶縁性を有し、陰極３１と陽極３３のそれぞれを接続する少な
くとも二つの開口を備えている。また、管状部材３２は、その断面の外周形状や内周形状
が円形に限らず、多角形であっても良い。管状部材３２の材料は、電気絶縁性、気密性、
低ガス放出性、耐熱性、及び、陰極３１及び陽極３３との線膨張係数整合の観点で選ばれ
るが、ボロンナイトライド、アルミナ等の絶縁性セラミック、ホウケイ酸ガラス等の絶縁
性の無機ガラスが適用可能である。
【００３６】
　陰極３１又は陽極３３と、管状部材３２とは、不図示の接合部材をもって接合される。
接合部材としては、導電性を有し、耐熱性と金属－絶縁体の異種材料間の接合性が良好な
銀ろう、銅ろう等の硬ろう（ろう付け用合金）が好ましく用いられる。
【００３７】
　また、放射線発生管２には、引き出し電極２８とレンズ電極２９を設けても良い。引き
出し電極２８は絶縁部材３６で、レンズ電極は絶縁部材３６でそれぞれ保護して放射線発
生管２の外部に引き出し、図１の駆動回路３に接続されている。これらを設けた場合、引
き出し電極２８によって形成される電界によって電子放出源２１から電子が放出され、放
出された電子はレンズ電極２９で収束され、ターゲット２４に入射する。この時、電子放
出源２１とターゲット２４間に印加される電圧は、放射線の使用用途によって異なるもの
の、概ね４０ｋＶ乃至１５０ｋＶ程度である。
【００３８】
　外筒管５の材料としては耐油性の樹脂が好ましく用いられ、ポリエーテルイミド樹脂や
アクリル樹脂が好適である。
【００３９】
　本発明においては、放射線発生管２の外側に外筒管５が配置されるため、外筒管５を放
射線発生管２に絶縁性のネジ等により止め付けて一体化し、該外筒管５を収納容器７に不
図示の絶縁性の支持部材で固定することで所定位置に配置することができる。
【００４０】
　本発明の放射線発生装置は、図１、図２に示すように透過型ターゲットを備えた透過型
放射線発生管を用いた放射線発生装置に好ましく適用される
　次に、図４に基づいて、本発明に係る放射線撮影システムの一実施形態を説明する。尚
、図４においては、便宜上、本発明に係る外筒管を省略する。
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【００４１】
　図４に示すように、本発明の放射線発生装置１には、放射線放出窓８部分に必要に応じ
て可動絞りユニット４１が設けられる。可動絞りユニット４１は、放射線発生装置１から
照射される放射線の照射野の広さを調整する機能を有する。また、可動絞りユニット３１
として、放射線の照射野を可視光により模擬表示できる機能が付加されたものを用いるこ
ともできる。
【００４２】
　システム制御装置２０２は、放射線発生装置１と放射線検出装置２０１とを連携制御す
る。駆動回路３は、システム制御装置２０２の制御の下に、放射線発生管２に各種の制御
信号を出力する。この制御信号により、放射線発生装置１から放出された放射線は、被検
体２０４を透過して検出器２０６で検出される。検出器２０６は、検出した放射線を画像
信号に変換して信号処理部２０５に出力する。信号処理部２０５は、システム制御装置２
０２による制御の下に、画像信号に所定の信号処理を施し、処理された画像信号をシステ
ム制御装置２０２に出力する。システム制御装置２０２は、処理された画像信号に基づい
て、画像を表示させるための表示信号を表示装置２０３に出力する。表示装置２０３は、
表示信号に基づく画像を、被検体２０４の撮影画像としてディスプレイに表示する。放射
線の代表例はＸ線であり、本発明の放射線発生ユニット１と放射線撮影システムは、Ｘ線
発生ユニットとＸ線撮影システムとして利用することができる。Ｘ線撮影システムは、工
業製品の非破壊検査や人体や動物の病理診断に用いることができる。
【００４３】
　本発明においては、放射線発生管２における沿面放電が抑制されて微小放電の発生が減
少するため、電磁ノイズの発生率を低減した放射線撮影システムが提供される。
【実施例】
【００４４】
　（実施例１）
　図５を用いて第１の実施例で作製した放射線発生管と外筒管について説明する。
【００４５】
　本実施例において作製した放射線発生管２の主要部の寸法は、管状部材３２の外径が５
０ｍｍ、陽極３１、陰極３３を含めた管の長さ（Ｌ３）が８０ｍｍである。構成材料とし
ては、管状部材３２にはアルミナセラミックス、陰極３１にはステンレス、陽極３３には
ステンレスと銅を主要材料として構成した。
【００４６】
　外筒管５の主要部寸法は、外筒管の長さ（Ｌ４）が１００ｍｍである。また、内径は導
電性部材である陰極３１、陽極３３の位置において内部直径（Ｌ１）を６０ｍｍ、管状部
材３２の位置においては内部直径（Ｌ２）を７０ｍｍとし、厚さ５ｍｍのアクリル樹脂に
よって構成した。
【００４７】
　上記の構成により、外筒管５と放射線発生管２の間に形成される間隙６は、陰極３１、
陽極３３の位置において５ｍｍであり、管状部材３２の位置において１０ｍｍと拡張され
、絶縁性液体４の流路の断面積が管状部材３２の表面上において拡大されている。このよ
うな構成とすることで、陰極３１，陽極３３の表面と接しながら流れる絶縁性液体の流速
に対して、管状部材３２の表面上を流れる絶縁性液体の流速をより小さくすることができ
、管状部材３２の表面上に生じる帯電量を低下させることが可能となる。
【００４８】
　上記構成の放射線発生管２と外筒管５とを図１の放射線発生装置１に取り付け、陰極３
１と陽極３３との間に１００ｋＶの高電圧を印加し、微小沿面放電の発生率を求めた。ま
た、比較例として図６に示す従来型の外筒管５を用いた構成を比較した。尚、図６におい
て、外筒管５の内径は、陰極３１，陽極３３，管状部材３２のいずれの位置においても６
０ｍｍで、外筒管５と放射線発生管２との間の間隙は５ｍｍで一定とした。その結果、実
施例１の放射線発生装置では、従来の放射線発生装置に比較して、微小放電の発生頻度が
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１／２乃至１／３に低下することを確認した。
【００４９】
　また放射線発生管２の表面に沿った絶縁性液体４の循環流量自体は減少しないため、冷
却効率の低下も発生しなかった。
【００５０】
　（実施例２）
　図３に示す外筒管５を用いた以外は、実施例１と同様にして放射線発生装置を作製した
。放射線発生管２の主要寸法は実施例１と同じである。また、外筒管５の主要部寸法は、
外筒管の長さ（Ｌ４）が１００ｍｍ、内径は陰極３１、陽極３３に対応する両端部の内部
直径（Ｌ１）が６０ｍｍ、管状部材３２の中央部において内部直径（Ｌ２）が７０ｍｍと
なるように、両端部から中央部に向かって漸増させた。
【００５１】
　上記の構成により、外筒管５と放射線発生管２の間に形成される間隙６は、陰極３１、
陽極３３の位置において５ｍｍであり、管状部材３２の中央部において１０ｍｍと拡張さ
れ、絶縁性液体４の流路の断面積が管状部材３２の中央部において拡大されている。
【００５２】
　本実施例においても、１００ｋＶの高電圧を印加して微小沿面放電の発生率を比較した
結果、図６の比較例に比べて微小放電の発生頻度が１／２乃至１／３に低下することを確
認した。また、実施例１と同様に、冷却効率の低下も発生しなかった。
【符号の説明】
【００５３】
　１：放射線発生装置、２：放射線発生管、４：絶縁性液体、５：外筒管、６：間隙、７
：収納容器、２１：電子放出源、２４：ターゲット、３１：陰極、３２：管状部材、３３
：陽極、３４：真空容器、２０１：放射線検出装置、２０２：システム制御装置、２０４
：被検体
【図１】 【図２】

【図３】
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