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PHITS研究会プログラム 

9月 1日（月）10:30開始（10:00開場） 

 

■10:30 - 10:35 開会挨拶 遠藤 章（日本原子力研究開発機構） 

■10:35 - 11:00 PHITS開発の現状 佐藤 達彦（日本原子力研究開発機構） 

 

■11:00 - 12:00 午前の部 座長：橋本 慎太郎（日本原子力研究開発機構） 

11:00 - 11:15  奥野 功一（安藤ハザマ） 

「核融合施設における PHITS使用の試み」 

11:15 - 11:30  西山 潤（東京工業大学） 

「原子力電池用放射線源 Po同位体の特性・製造に関する研究」 

11:30 - 11:45  後神 進史（原子力規制庁） 

「PHITSの核燃料輸送物遮蔽解析への適用性検討」 

11:45 - 12:00  手塚 英昭（東京電力株式会社） 

「PHITSの除染・個人線量予測への応用について」 

 

■12:00 - 13:00 お昼休み 

 

■13:00 - 14:45 午後の部１ 座長：仁井田浩二（高度情報科学技術研究機構） 

13:00 - 13:15  佐藤 薫（日本原子力研究開発機構） 

「PHITS及び成人日本人ファントムを用いた CT診断からの臓器線量評価」 

13:15 - 13:30  福本 早紀人（熊本大学） 

「モンテカルロコード PHITSを用いた 192Ir密封小線源の線量分布評価」 

13:30 - 13:45  平島 英明（九州大学） 

「PHITSを用いたリニアックビームプロファイルの検討」 

13:45 - 14:00  黒木 燎平（藤田保健衛生大学） 

「リニアック X 線シミュレーションにおけるモンテカルロコード EGS5

と PHITS間の比較」 

14:00 - 14:15  鈴木 龍彦（広島大学） 

「放射線治療領域における X線の線量計算に関する基礎検証」 

14:15 - 14:30  濱野 裕（藤田保健衛生大学） 

「各シミュレーション条件における並列計算の最適化」 

14:30 - 14:45  松本 真之介（放射線医学総合研究所） 

「陽子線治療における患者 CT-based voxel phantom を用いた 2 次線量

の評価」 

 



■15:00 - 16:45 午後の部２ 座長：岩元 洋介（日本原子力研究開発機構） 

15:00 - 15:15  阪間 稔（徳島大学） 

「ヨウ素(I-125)シード品質管理測定システムの開発：移動型シングル

スリット検出における放射線挙動及び漏洩放射線量に関する PHITSによ

る評価試み」 

15:15 - 15:30  栗原 凌佑（九州大学） 

「ヨウ素を含むシンチレータの自己放射化による中性子検出法の研究」 

15:30 - 15:45  有川 安信（大阪大学レーザーエネルギー学研究センター） 

「レーザー核融合研究における PHITSコードを用いた計算」 

15:45 - 16:00  花山 良平（光産業創成大学院大学） 

「レーザ核融合における 1Hz連続投入燃料ペレットへのレーザ照射の実

証と中性子発生」 

16:00 - 16:15  伊藤 大智（宇宙航空研究開発機構） 

「宇宙用半導体デバイスの信頼性評価に向けた PHITS の応用」 

16:15 - 16:30  反保 元伸（高エネルギー加速器研究機構） 

「負ミュオン捕獲 X線を用いた非破壊分析装置設計における PHITSの利

用について」 

16:30 - 16:45  楊 叶（九州大学） 

「PHITS simulation status of COMET experiment for searching → e 

conversion」 

 

■16:45 - 16:50 閉会挨拶 仁井田 浩二（高度情報科学技術研究機構） 

 



核融合施設における PHITS 使用の試み 

奥野功一 1, 助川篤彦 2 

1安藤ハザマ技術研究所, 2日本原子力研究開発機構 
 

１．諸言・目的 
 核融合施設の放射線安全の分野では、放射線遮蔽や装置の安全運転（超伝導コイルの核
発熱低減等）、運転保守（本体材料の放射化等）の評価が重要となる。従来からトカマク
装置のポート開口部からのストリーミングやダクト等、複雑形状部における放射線安全検
討は重要課題とされており、1次元～２次元解析コードを組み合わせた核融合核設計計算コ
ードシステム（THIDA2）を用いて検討がなされていた。一方近年の計算機性能の発展は著
しく、従来の計算機性能では複雑形状部や詳細計算が難しかった計算についても、モンテ
カルロ計算コードによる放射線安全検討が可能となっている。既に、トカマク装置の核融
合以外の分野では、モンテカルロ計算コードを用いた許認可申請がなされ受理された実績
がある。本研究では許認可申請で受理された実績のある国産のモンテカルロ計算コード
PHITSを用い、従来は難しかった複雑形状部や装置と建屋を含めた大規模モデルによる合理
的な放射線安全検討などに対する評価を試みている。 
２．PHITS使用の試み 
（１）トーラス形状の中性子線源(体積線源)の作成 

PHITSにはトカマク装置に適用可能なトーラス形状の中性子線源（体積線源）が内蔵され
ていないため、あらゆるトカマク装置に適用可能な体積線源をユーザー定義ソースとして
PHITS（Ver. 2.08）に整備したものを改良し、PHITS（Ver. 2.24以降）に整備した(図１)。 
（２）試解析例 
 計算機性能の向上により、核融合施設にお
ける 20 MeV以下の評価済核データライブラ
リーを使用する中性子・ガンマ線エネルギー
領域では、現実的な計算時間で大規模解析モ
デルの計算が可能となった。そのため本研究
では、トカマク装置と建屋が一体となった実
規模解析モデルを用い、ポート開口部からの
ストリーミング等を含めた詳細な計算を行
った。トカマク装置のポート開口部からのス
トリーミングの問題は、以前から THIDA2等
を用いた研究がなされていたが、PHITSと実

規模解析モデルを用いることによりポート
開口部からのストリーミングを正確に評価
できるようになると共に、建屋内におけるス
トリーミングと加熱装置の影響も評価可能
となった(図 2)。 
３．今後の課題 
 PHITSは放射線安全分野以外の解析も出来
るため、放射線安全評価以外の解析について
も検討して行く予定である。また並列計算が
可能等の利点がある PHITS (Ver.2.50以降)
ではプログラムが大きく変わったため、本研
究で整備したユーザー定義ソースは現状動
作しない。そのため新たなユーザー定義ソー
スの整備を進めている。 

 

本研究は、日本原子力研究開発機構が実施した平成２４～２６年度トカマク国内重点化装置共同研究「ト

カマク装置に向けた 3次元計算コードを用いた放射化量評価適用方法に関する研究」の成果を含みます。 
参考文献 
1) Y.Seki, H. Iida et.al.,JAERI 1301(1985). 
2) A.M.Sukegawa, K. Takiyoshi et.al., Prog. Nucl Sci. Technol., Vol. 1, 36 (2011).  

 
図 1 整備した体積線源の線源分布例 
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 図 2 装置と建屋を含めた実規模モデル 

による解析例. 
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原子力電池用放射線源 Po 同位体の特性・製造に関する研究 

西山 潤 

東京工業大学 原子炉工学研究所 

 

宇宙探査機にとって電源システムは必要不可欠な機器である。火星より遠くの惑星では

太陽光が非常に弱く、これまでの惑星探査では Pu-238を熱源とする原子力電池が主電源と

して利用されてきた。Pu-238は崩壊核種で、半減期が 87.7年と長期間の宇宙探査ミッシ

ョンにおいて十分な寿命を持ち、1 kgあたりの熱出力が約 540 Wと優れている。しかし、

製造には、ウランなどの核燃料、特殊な照射用原子炉、使用済み燃料・照射燃料の処理施

設が必要であることから、必要量を製造・取り扱いの可能な国がアメリカとロシアに限ら

れ、さらに近年両国の原子炉施設の老朽化などにより Pu-238を製造自体が困難となってい

る。そこで宇宙探査機に搭載することを目的として、単位質量あたりの発熱量、探査ミッ

ション期間に対応する十分な寿命を有すること、核燃料などに関する規制を受けず、核保

有国でなくとも研究開発が行える放射性同位体がないか検討を行った。その結果、Po-209

が原子力電池の熱源として Pu-238と同等の性能が期待されることを見出した。Po-209は

崩壊核種で、半減期が 102.2年、1 kgあたりの熱出力も簡易評価で約 500 Wと Pu-238と

同様の特性を持つ。本研究では、Po-209 及びその同位体を原子力の熱源として使用するに

あたって必要となる基本的な特性と陽子加速器を使った製造に必要な条件を明らかにする

ことを目的とした。 

Po-209 の製造方法の一例は、Bi-209（天然存在比 100%）に加速器によって加速した陽

子を入射させ、Bi-209(p,n)Po-209反応によって生成する方法である。この方法は核燃料や

原子炉を使わずに製造可能である点が特徴である。Bi-209(p,n)Po-209反応は陽子エネルギ

ー約 10 MeVに反応断面積のピークを持つ。Po-209及びその同位体について生成量のエネ

ルギー依存性を明らかにするため PHITS コードの計算モデルによる核反応断面積を用い、

厚い Bi 金属ターゲットに対して単色の陽子ビームを入射させた場合の Po 同位体の生成率

を計算した。 

Fig. 1 に、単色エネルギーの陽子を照射したときの Po 同位体の生成率を示す。Po-209

の生成率は陽子エネルギーの増加に伴い 10 MeV まで急激に増加し、その後なだらかに増

加する。エネルギー効率の点では 40 MeVが最も効率が良く、年間 Po-209生産量 1 kgに

必要な陽子ビーム電流は 14 A(ビーム出

力 560 MW)となった。これは現状の加

速器技術では実現不可能である。一方で、

Po-208（半減期 2.898 年）については、

Po-209、1 kgと同等の発熱量となる量を

製造するために、陽子エネルギー25 

MeV、ビーム電流 0.13 A が必要との結

果になった。Po-208 は半減期の点で

Pu-238 の完全な代替物質とは成りえな

いが、陽子加速器を使用した原子力電池

の熱源の製造において有望な物質であ

ることが示された。 

Fig. 1  Production rate of Po isotopes 



PHITS の核燃料輸送物遮蔽解析への適用性検討 

後神進史 

原子力規制庁技術基盤グループ 

 

原子力規制庁技術基盤グループでは原子力安全規制業務を的確に実施していくために、

原子力安全を継続的に改善していくための課題に対応した様々な安全研究を実施している。

核燃料輸送物の安全規制に係る分野においては、各種申請の妥当性評価に用いるツールの

１つとして、PHITS の核燃料輸送物遮蔽解析への適用を検討している。これまで、PHITS

の核燃料輸送物遮蔽解析への適用性確認及びそれに伴う課題抽出のために、核燃料輸送物

模擬体系に対して PHITS2.52 による遮蔽解析を行った。 

 図１に解析に使用した核燃料輸送物模擬体系（ [T-Gshow]出力結果）、図２に燃料有効部

を中性子源とする線量当量率分布（中性子による寄与のみ）の解析結果の例をそれぞれ示

す。また、MCNP5 を用いて同体系に対する遮蔽解析を行い、両コードによる解析作業過程

や解析結果等の比較検討を行った。 

一連の作業から、核燃料輸送物遮蔽解析に PHITS を利用するために求められる項目を整

理し、今後の展望に関して報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 核燃料輸送物模擬体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 燃料有効部を中性子源とする線量当量率分布（中性子による寄与のみ）解析結果 

（図中の点線は輸送容器表面位置を示す） 
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PHITSの除染・個人線量予測への応用について 

手塚 英昭 1 

1東京電力㈱ 福島復興本社 除染推進室 

 

 現在，放射性物質を取り除く作業，いわゆる除染作業が行われております．建物や家の

庭、校庭・公園や農用地のような比較的に広い土地などにおける主な土壌除染工法として

は，表土の削り取りや土地表面の被覆，天地返し※などがあります（環境省除染ガイドラ

インから）．  

 このような除染後の複雑な環境下において，人体が受ける放射線量（個人線量）は，①

面的な線源から放射線を受ける，②土壌を通過して減衰した放射線を受ける，という特徴

があり，人体への影響評価は簡単ではありません．そこで，住民の方々が帰還した際に安

全・安心して生活していただけるよう， PHITSを使用して，除染前後の環境下における人

体が受ける放射線（個人線量）の特徴を解明していきたいと考えております． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 体系例 

 

 

※天地返しは，例えば，約 10cm の表層土を底部に置，約 20cm の掘削した下層の土によ

り被覆します．土等による遮へいによる放射線量の低減や放射性セシウムの拡散の抑制が

期待できます 
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PHITS及び成人日本人ファントムを用いた CT診断からの臓器線量評価 

佐藤薫 1、高橋史明 1、遠藤章 1、小野孝二 2、長谷川隆幸 3、勝沼泰 3、吉武貴康 4、伴信彦 2、甲斐倫明 5 

1原子力機構、2東京医療保健大、3東海大病院、4新別府病院、5大分県立看護大 

 

近年、医療分野では、診断及び治療方針の決定等のため、コンピューター断層撮影（CT）が

有用な技術として広く普及し、その利用が増加している。特に、日本では単位人口当たりの CT

装置の台数は世界的に最も多く、撮影件数も多いと推測されている。そこで、我々は日本国内

での CT診断に伴う被ばく線量の適切な管理に資するため、線量計算システムWAZA-ARIの開

発を進め、2012 年 12 月より試験運用を開始した（http://waza-ari.nirs.go.jp/waza_ari/）。

WAZA-ARI では、CT 装置の機種、撮影条件や患者の情報を考慮して、放射線輸送計算コード

PHITSを用いた線量解析に基づき整備したデータベースを用いて、診断に伴う臓器線量等を計

算する。 

PHITS による線量解析では、CT 装置の機種や撮影条件ごとに異なる放出 X 線の特性につい

て、usrsors.f ファイルで記述する線源モデルを用いた 1)。また、国内での線量評価に利用する

ことを鑑みて、平均的な成人日本人の体型特性を持つ男性（JM-103）及び女性（JF-103）ボク

セルファントム（図 1）2)を PHITS に組み込み、臓器線量等を系統的に解析した。この結果に

基づく臓器線量データベースは、試験運用中のWAZA-ARIの線量計算で利用されている。 

一方、CT 診断による被ばく線量は X線が透過する人体組織の厚さの影響を受ける。そこで、

WAZA-ARIの本格運用へ向けて、患者体型の違いをより考慮して線量を評価するための機能拡

張を進めている。ここで、重要となる臓器線量データベースの整備にあたって、成人日本人の

体型に関する統計資料及びCT診断を受けた患者の体型調査結果に基づき、JM-103及び JF-103

の胸囲、腹囲、臀囲等の周囲長を変化させた成人日本人ファントムを作成した。これらのファ

ントムを用いた解析により、同じ撮影条件の場合、管電流当たりの臓器線量は体型が大柄な場

合に低くなる等、体型と臓器線量の間には明確な相関関係があることを明らかにした（図 2）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：Prog. Nucl. Sci. Tech, 2, 153-159 (2011).,  2) JAEA-Data/Code 2011-013 (2011) 

図 1 JM-103（左）JF-103（右） 図 2 体型の異なる成人日本人ファントム 

を用いて計算した腎臓線量 
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モンテカルロコード PHITSを用いた 192Ir密封小線源の線量分布評価 

 

福本早紀人 1, 荒木不次男 2, 大野剛 2, 甲斐祐大 3, 

1熊本大学大学院保健学教育部, 2熊本大学大学院生命科学研究部, 3熊本大学医学部付属病院 

 

[目的]モンテカルロコード PHITS を用いて，192Ir密封小線源のモデリングを行い，子宮頸が

んの 192Ir密封小線源治療における線量分布及び DVHを計算し治療計画装置(TPS)と比較検証す

る． 

[方法]192Ir密封小線源 micro selectron-HDR-v2のモデリングは，Daskalovらの幾何学的構造を

参考にした．モデリングの検証には，1辺 80 cmの立方体の水ファントム中の 192Ir線源の放射

状線量関数と非等方性関数を求め，AAPM TG-43及び Taylor ら EGSによる計算値と比較した．

計算条件は，PCUT=1 keV，ECUT=100 MeVとし，カーマ値で求めた．さらに，192Ir線源を 5

点に留置した線量分布を算出し，MATLAB(Math works)を用いて同一条件における TPS（Oncentra, 

Nucletron)の線量分布を比較した．変換係数は，空気カーマ強度と線量率定数により算出した．

子宮頸がん治療時に撮影された CT 画像データを取り込み，CT 値・密度変換テーブルを用いて

CT 値ごとに物質と密度を割り当てた．線源配置は，RALS 治療時と同様の配置で行い，処方線

量は A点線量で 6 Gyとした．PHITSの線量分布は，各線源配置毎の線量分布の合算により算出

し，DVH により評価した． 

[結果]放射状線量関数は，Taylorらの計算値と 0.5%以内で一致した．TG-43の計算値とは，r=6 

cm以上で PHITSの計算値が高い値となった．これは，TG-43では 30 cmの球体の水ファントム

を使用しているのに対し，本研究では 1辺が80 cmの立方体の水ファントムを使用しているため，

散乱線量が増加し PHITSの計算値が高くなったと考えられる．非等方性関数は TG-43の値と約

1%以内で一致した．しかし，0°方向(線源先端)では 1%を超える線量差であった．また，192Ir

線源を 5点に留置した TPSとの線量分布比較では，0度（線源先端），180度方向（線源末端）

で最大 8%の線量差であったが，他の方向では 2%以内で一致した．これは，線源ケーブルの減

弱が起因していると考えられる．DVH評価では，CTVで TPSの DVHと約 5%以内で一致した．

Rectumの DVHでは，PHITSの方が 7%ほど低い値となった．これは，Rectumの中に空気が存在

していたため吸収線量が減少し PHITSの値が低くなったと考えられる． 

[結論] PHITSによる 192Ir線源のモデリングは，Taylorらの EGSの計算値と 0.5%以内で一致

した．また，PHITSによる線量分布は TG-43に基づく TPSの線量分布とほぼ一致した．CT画像

を用いた線量分布の比較では，rectumにおいて PHITSの方が低い値となった． 

 

 



PHITSを用いたリニアックビームプロファイルの検討 

 

平島英明 1), 平田秀紀 2) 

1) 九州大学大学院 医学研究院 保健学専攻 

2) 九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 

 

1. 背景 

 近年高精度放射線治療において, 腫瘍の

位置を特定する image guided radiation 

therapy (IGRT)が重要視されている. 様々

なモダリティの進歩により腫瘍の位置特定

が簡便になっているが, 微小金マーカー等

を留置した方がより正確で再現性がよいこ

とが知られている. その際, 金マーカーに

よる線量分布の特性を知っておく必要性が

ある.  

2. 目的 

 本研究では PHITS を用いて医用リニア

ックのガントリ構造を作成し, 基本的なビ

ームプロファイルを検証, また微小金マー

カーを留置させた場合の線量分布検証を行

った.  

3. 方法 

 PHITS(ver.2.65)を用い, Varian Medical 

Systems 社製 Clinac-21Ex のヘッド構造を

シミュレーションした. PHITS によるシミ

ュレーションしたものと実測(照射野 10×

10 のみ), Eclipse ver10.0 内に搭載されてい

る計算アルゴリズム Analytical anisotropic 

algorithm (AAA), Acuros XB(AXB)における

照射野 5×5, 10×10, 20×20, 40×40, また, 

それぞれの計算アルゴリズムで水ファント

ム表面から 10cm深に金マーカー(直径 1mm, 

1.5mm, 2.2mm の 3 種類)を留置した際の照

射野 10×10 の深部線量百分率(PDD), 軸外

線量比(OAR)を検討した.  

4. 結果, 考察 

 照射野 5×5, 10×10, 20×20, 40×40にお

いてはそれぞれPHITSとAAA, AXBのPDD

と各深さでの OAR の計算値は, 測定値と

2%以内で一致した. また, PHITS での照射

野 10×10におけるPDD, OARと計算値と実

測の測定値も 2%以内で一致した. しかし, 

ビルドアップ前後で PHITSの計算値のバラ

つきが大きく計算結果に不確かさが入るこ

とから, 統計量を上げる必要性があると考

えられる. また, 金マーカーを留置した線

量分布の測定では PHITS による計算値と, 

AAA では線量分布が一致せず, AXBとは非

常に近い線量分布を形成した. これにより

AXB の方がよりモンテカルロシミュレー

ションを再現できていると考えられる. 今

回 PHITS による計算を行った際 0.1mm×

0.1mm×0.1mm の測定ボクセルを用いるこ

とで微小金マーカーを適切な線量計算を可

能とした. 一方, 計算時間, 統計誤差はボ

クセルサイズが小さくなることで増加傾向

にあるため, 微小物質の影響を加味する際

は正確な計算を行う場合はより一層時間が

かかることを念頭に置かなければならない

と示唆された.  



リニアック X線シミュレーションにおける 

モンテカルロコード EGS5と PHITS間の比較 

 

◎黒木 燎平 1) 、林 直樹 2) 、松永 卓磨 3）、濱野 裕 1)、 

山川 哲弘 1) 、加藤 秀起 2) 

1) 藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科 医用放射線学領域 

2) 藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科 

3) 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 放射線部 

 

 

Abstract 

放射線医療分野において、モンテカルロシミュレーションは最も精度が高く分析的な

線量評価の方法として期待されている。高エネルギー加速器研究機構（KEK）が中心

となって開発を進めている EGS5（Electron Gamma Shower version 5）は、幅広いエ

ネルギー範囲の光子・電子・陽電子の挙動を精度よく再現可能なため、放射線医療分野

において最も利用されている電磁カスケード計算コードの１つである。一方、 PHITS 

Particle and Heavy Ion Transport code System）に組み込まれている電磁カスケード 

計算モデルは、核データライブラリを基本としており、その適用エネルギー範囲には限

界がある。  

このような背景から近年、日本原子力研究開発機構（JAEA）と KEK の共同研究に

より PHITSに EGS5の統合が実現された。このことにより、EGS5の電磁カスケード

挙動解析エンジンをPHITSに組み込み、PHITSの物理モデルの充実のみならず、EGS5

が PHITSのインターフェース（Tally、Angelなど）において使用可能となった。 

しかし、オリジナルの EGS5と比較したデータは存在せず、同じ精度で計算できて

いるか不明である。そこで本研究では、PHITS vs PHITS-EGS5 vs EGS5の比較を行

いシミュレーションの精度を検証した。 

ターゲットから水ファントムまでのジオメトリは、 VARIAN社の CLINAC21EX を

モデルとし、EGS5は CGviewにて CG体系、PHITSと PHITS-EGS5については GG

体系を用い作成した。使用したシミュレーション条件は、エネルギー6 MeV、照射野 10

×10 cm2 、SSD 100 cmとして、リニアックヘッドから水ファントムに X線を入射さ

せ、PDD、OCR、およびスペクトルを取得した。計算が終了次第 PHITS,PHITS-EGS5, 

EGS5の PDD,OCR,スペクトルの比較・検証を行う。 

 

  



放射線治療領域における X線の線量計算に関する基礎検証 

鈴木 龍彦 1 

1広島大学医歯薬保健学研究科 

 

概要 

 モンテカルロコードを使用した線量計算は電子のエネルギーロスをタリーするため、最

適な電子の計算打切エネルギー設定は正確な線量評価・計算時間の短縮化を行う上で重要

である。単純な系に単色 X 線をソースとして線量分布の計算を行い計算打切エネルギーの

最適値を算出する。 

 医療用加速器の線量計算はソースのエネルギー分布と形状を設定し電離箱線量計による

実測の比較することでビームモデリングを行う必要がある。ソースのエネルギー分布と形

状によるエネルギースペクトルおよび線量分布の変化を計算しビームモデリングのアルゴ

リズムを検証する。 

 CT-image を使用したボクセルファントムの作成には物質の組成を定義する必要がある。

物質の組成と密度が及ぼす影響を単純な系で計算を行い、物質の組成定義に関して検証す

る。 

 



各シミュレーション条件における並列計算の最適化 

濱野 裕 1)、黒木 燎平 1)、山川 哲弘 1)、桂田 昌輝 2)、加藤 秀起 2)、林 直樹 2) 

 

1)藤田保健衛生大学大学院 

2)藤田保健衛生大学 

(Abstract) 

近年、PHITS などのモンテカルロシミュレーションを用いた線量計算が広く使用され

ている。モンテカルロシミュレーションの長所は線量計による測定が困難な状況におい

て精度の高い分析的な線量評価ができることであるが、一方で短所として膨大な計算時

間が必要であるということが挙げられる。また、プログラミングの技術向上により、計

算処理を複数のコアに分散し計算時間を短縮することが可能になった。 

PHITS の並列計算の種類にはメモリ分散型（MPI）並列とメモリ共有型（OpenMP）

並列とそれらを組み合わせたハイブリット並列がある。しかしながら、並列計算におけ

るメモリ分散型並列、メモリ共有型並列にはそれぞれ計算時間が遅延するシミュレーシ

ョン条件が存在し、またこの詳細なシミュレーション条件に関する研究は少ない。そこ

で本研究では各シミュレーション条件に適した並列計算を検討した。 

使用した PC は Dell Precision T-7500、CPU は Intel Xeon(Quad core)、使用環境は

Linux ディストリビューション Cent OS 6.5 において、PHITS(ver:2.67)、コンパイラーIntel 

Fortran Composer XE 2013 Linux を用いた。 

シミュレーション条件は、陽子ビームのエネルギーを 180 MeV,200 MeV,225 MeV と

し、SSD=100 cm とした。人体模擬ファントムは DICOM-2PHITS を用いて CT データを

ボクセルファントムに変換したものを利用した。線量評価として、T-track においてス

ペクトル、T-heat において IDD(Integral depth dose)、T-SED において LET(Lineal Energy 

Transfer)と Deposit Energy を取得した。これらの条件でシングル、メモリ分散型並列、

メモリ共有型並列、ハイブリット並列型において計算し、計算が終了次第、その計算時

間、精度を比較・検証を行う。 

 

 



陽子線治療における患者 CT-based voxel phantom を用いた 2次線量の評価 

松本真之介 1, 河野良介 2,甲斐倫明 3 

1放射線医学総合研究所, 2国立がん研究センター東病院, 3大分県立看護科学大学 

 

1. はじめに 

近年先行研究より陽子線治療において治療装置のビームライン上の構造物から 2 次中

性子が放出され、これが発がんリスクの増加に寄与している事が報告された。 

また一般的な陽子線治療手技である Passive Modulation と新しい治療法である Spot 

Scanning 方式を比較すると 2 次中性子量が大きく異なる事から,治療手段別の照射野外線

量の評価と中性子の遮蔽の重要性が明らかとなっている. 

2. 目的 

  本研究の目的は小児陽子線治療における陽子線ビームライン上の構造物より発生され

る 2次中性子線量の推定を患者 CT-based voxel phantomを用いて行う事である。 

3. 方法 

  本研究は小児陽子線治療における照射野外中性子線量をモンテカルロ・シミュレーシ

ョンコード PHITSを用い算出した。照射体系は国立がん研究センター東病院の陽子線治療

体系を再現した。治療手技は、一般的な治療手技である Passive Modulation と新しい治

療法である Spot Scanning方法をそれぞれ再現し比較を行った。 

CT-based voxel phantomは軟部組織領域を 17区域に、骨領域は扁平骨を皮質骨、海

綿骨に区分し 16区域に、長官骨を皮質骨、海綿骨、髄腔に区分しの 3区域に分けた。皮質

骨と海綿骨の区別の為に閾値を設け 1000HU以下の領域を海綿骨と定義した(Fig.1)。 

 

Fig.1 CTより変換した Voxsel phantom 

4. 結果 

   Passive Modulation 方式と比較し Spot Scanning方式において大幅な二次中性子線

量の減少が認められた。2次中性子源となる要素は、治療装置の構造物より発生する 2次中

性子、被照射体より発生する 2 次中性子の 2 つに分類する事が出来る。Spot Scanning 方

式は治療装置の構造物からの 2次中性子の放出が大幅に減少した事が明らかとなった。 

 

Fig.2 Neutron fluence 



ヨウ素（I−125）シード品質管理測定システムの開発：移動型シングルスリット検出における
放射線挙動及び漏洩放射線量に関する PHITSによる評価試み

阪間稔 1,*，生島仁史 1，古谷俊介 2，山田隆治 3，市樂輝義 3，高井久司 3，佐瀬卓也 4，桑原義典 5，
中山信太郎 6，北島孝弘 7，桑原明伸 7，嵯峨山和美 8，松本絵里佳 9，安野卓 7

1 徳島大学大学院 HBS研究部，2 徳島大学病院放射線科，3 株式会社大隆精機，4 自然科学研究機構核融合科学研究所，
5 徳島大学アイソトープ総合センター，6 徳島大学大学院 SAS研究部，7 徳島大学大学院 STS研究部，8 徳島大学産学
官連携推進部，9 株式会社堀場製作所エナジーシステム計測開発部，

【要旨: 医療分野における品質管理 QA(Quality Assurance)測定システムの開発とその PHITS利用計画の紹介】
近年，国民の食生活の欧米化が急速に進み，前立腺がんの国内統計における罹患率が 2000年頃を境にして急速に上
昇している。一般に，前立腺がんの治療法では限局性がんや限局性進行がんに有効な治療法である放射線療法が適用さ
れている。この中で密封小線源療法（組織内照射）の一つであるヨウ素 I-125シード永久挿入密封小線源療法は，低リ
スクから中リスク段階の前立腺がん治療に有効であり，国内 2012年度実績では 3,641症例数の手術が行われている。
ヨウ素 I-125シード線源の形状は，銀製の短線に化学的に I-125を結合させたものを純チタン製カプセル（大きさ：長
さ 4.55 mm，外径 0.97 mmの円柱単管）に封入されたもので，１つのカートリッジにつき，概ね 5，10，15，20本（1

本につき，11.0, 13.1, 15.3 MBqの各種放射能強度が用意）のように配分されて，各々の本数単位で製造メーカー（国
内では，日本メジフィジックス社製オンコシードとバードメディカル社製ブラキソースの 2種類が販売）から，全国の
各病院施設へ供給されている。一般に使用されるシードの本数は，一人の患者につき 60～100本程度使用され，概ね
1～2時間程度の手術時間で治療が行われる。しかしながら，線源自体が非常に小さいので製造・出荷時における品質
管理保証や各病院施設での線量保証責任が重要視され，関連学会のガイドライン [1, 2]で線源保証責任の実施が推奨さ
れているにも関わらず，医療現場の物理 QA担当者，すなわち医学物理士や診療放射線技師の多忙さゆえに国内外と
もに線源強度に関する品質管理業務がほとんど行われていないのが現状である。この問題を解決するために，本研究グ
ループは地域産業連携・産学官連携・医工連携の枠組みを基盤として，平成 21年度から上述の品質管理測定システム
の自動化・簡便化に着手し，昨年に完全自動化システムの第１号機（BSQAS: Brachytherapy Seeds Quality Assurance

System）を完成させ，臨床現場（徳島大学病院放射線科）での試験検査を実施してきた（図 1を参照）。さらに今年度
は，国際医療機器市場のニーズ結果を受けて，高精度化，小型化，低コスト化を達成した新しいヨウ素 I-125シード品
質管理測定システム（New BSQAS、図 1を参照）を開発することができた。
本発表では，QAに関わる医療機器開発の現況を紹介するとともに，測定原理で重要な移動型シングルスリット検出
部（図 2を参照）の放射線挙動や機器周りからの漏洩放射線量を理論的な側面の PHITSシミュレーション計算解析か
ら，さらなる高精度化への実験データの検証や機器動作条件の最適化，漏洩放射線量を効率良く低減させるための機器
内部設計の修正かつそのコンパクト化に関して，本研究グループでの PHITS利用計画を紹介する。

図 1 第 1号機の BSQAS（右側）と New BSQAS（左側）
の概観及び大きさ比較

図 2 新 BSQASにおける移動型シングルスリット検出の
幾何学的な配置図とシード及びカートリッジの形状

参考文献

[1] AAPM, MED. PHYS. 26(10), 2054-2076 (1999).

[2] 日本放射線腫瘍学会 QA委員会，125I永久挿入治療の物理的品質管理保証に関するガイドライン，14-15 (2010).
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ヨウ素を含むシンチレータの自己放射化による中性子検出法の研究 

栗原凌佑 1, 本田宗一郎 1, 木下博之 1, 納冨昭弘 1, 若林源一郎 2 

1九州大学医学部保健学科, 2近畿大学原子力研究所 

 

【背景】我々は、がん治療用Ｘ線発生装置周辺の光中性子モニタリングを主たる目的とし

て、ヨウ素を含むシンチレータの自己放射化に基づく高感度中性子検出法の研究を行って

きている。これは、オンラインにてサブリアルタイムの読み出しを行うもので、従来の箔

放射化法(受動型検出法)と能動型検出法のハイブリットと位置づけることができる。 

【原理】提案手法では、ヨウ素(I-127)を含むシンチレータを放射化法の試料と同時に放射

線検出器として利用し、主にI-128からのβ線を測定する。これにより試料回収の手間を省

くことができる。本手法では線源が検出器内部に存在するため、β線の検出効率は本質的

に100%に近い。またシンチレータ自身による測定結果から、半減期(25分)とβ線スペクト

ルの情報をもとにI-128に由来する成分のみを抽出するので、微弱な中性子を高感度・高精

度で測定できる。これまでの実験により、NaI(Tl)、CsI(Tl)自身で検出される信号では、

I-127の中性子捕獲反応で生じたI-128のβ線が支配的であることが確認されている(図１)。 

【PHITSによる補正因子評価】本手法で得られるI-128の生成量をもとに中性子束等を決定

するには、いくつかの補正が必要であり、PHITSを用いてこの補正因子の評価を試みている。

たとえば、シンチレータの体積が小さくなると結晶表面から外側に飛び出すβ線の影響が

相対的に大きくなり、β線スペクトルが理論的な形状から低エネルギー側にシフトする。

図２に1cm角CsI(Tl)に対する測定結果と計算結果の例を示す。この他、中性子の自己遮蔽

効果、I-128からのγ線の加算効果 などに対する補正因子の評価を検討している。 

【謝辞】測定に御協力頂いている九州大学病院放射線部の皆様に感謝申し上げます。 

 



レーザー核融合研究における PHITSコードを用いた計算 
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大阪大学レーザーエネルギー学研究センターでは高速点火方式によるレーザー核融合点火

の原理実証に向けて研究プロジェクトを進めている。本発表では高速点火原理実証実験に

置ける PHITSコードを用いた研究展開について、いくつか具体例を取り上げ報告する。 

 高速点火では DT燃料ペレットにレーザーを四方八方から照射して爆縮し、高密度状態に

なったタイミングに短パルス超高強度を照射して燃料を加熱し、点火条件に至らしめる。

超強度レーザーによって電子を加速し、この電子流でもって燃料コアを加熱する。この高

速電子のエネルギースペクトルやエネルギー総量は最重要計測パラメーターである。しか

しながら電子は、燃料プラズマ内で減衰され、電子自身が生成する電磁場によっても減衰

するため、ターゲット外部からの観測が困難であった。そこで近年、燃料ターゲット内に

金属を設置し、発生した電子を金属内部で制動放射 X 線に変換し、制動放射 X 線のスペク

トル・総エネルギーを計測し、そこから高速電子のエネルギースペクトルやエネルギー量

を見積もるという手法を開発した。X 線に変換する事で、外部からの計測を可能になった。

この電子から X線への変換過程に PHITSコードが用いられている。またこの実験に用いる

X線スペクトロメーターには、光電吸収、コンプトン散乱、光核反応などの原理が用いられ

ているが、設計や解析ツールとしても PHITSコードが用いられている。 

 また燃料プラズマのイオン温度、イオン密度計測として、核融合中性子計測も非常に重

要である。しかしながら高速点火では高速電子が生成する高エネルギーX線によって計測器

障害が発生する。特に深刻な問題として、X 線が真空チャンバーなど重量構造体に当たり、

光核反応によって中性子を大量に生成し、核融合中性子との弁別を困難にしている。この

光核反応性中性子バックグラウンドを遮蔽するために、大型の中性子コリメーターが設計

された。この設計には PHITSコードが用いられている。 

 発表ではこれらの例について、計算結果と実験結果について詳細に報告する。 

 本研究は JSPS科研費 26246043、24686103、25630419、核融合科学研究所双方向型共

同研究 NIFS12KUGK057、NIFS13KUGK070の助成を受けて行なわれました。 



レーザ核融合における 1Hz連続投入燃料ペレットへのレーザ照射の実証と 

中性子発生 
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レーザ核融合発電の実用化に向けては核融合反応を繰り返し発生させる技術が重要であ

り、そのためには燃料ペレットを連続投入し、それにレーザを照射する技術の開発が鍵と

なる。我々は真空チャンバ内に燃料ペレットを投入し、それに高強度レーザを照射し、核

融合反応を発生させ、中性子を発生させることを世界で初めて実証した1)。重水素化ポリス

チレン球(1mm)を繰り返し1Hzで連続投入し、18cm自由落下させた後に両側から半導体励

起超高強度レーザ(HAMA)を照射した。レーザ光の照射を受けた燃料ペレットからはD(d,n) 

3He反応により最大で9.5×104個/4 sr/shotの中性子発生を観測した。図1は球形燃料ペレッ

トの両側にレーザ光が照射され、プラズマが噴出した様子を捉えたシャドウグラフである。

中性子発生はプラスチックシンチレータと光電子増倍管からなる中性子検出器により観測

している。図2に最大の中性子発生量を観測したショットのTime-of-Flight信号を赤線で示

す。2.45MeVの中性子に相当する時間位置に明瞭な信号を観測した。この時の様子をPHITS

を用いて計算したところ、DD反応による中性子の他、線遮蔽用鉛ブロック、SUS真空チ

ャンバにより散乱された中性子等が中性子検出器に飛来する様子において良い一致を見た。 

 

  

図1 対向高強度レーザ照射により燃料

ペレット両側に発生したプラズマ 

図2 中性子検出器により観測した信号と

PHITSによる計算結果の比較 

 

[1] O.Komeda, et al.,Sci. Reports 3 2561 (2013). 



宇宙用半導体デバイスの信頼性評価に向けた PHITS の応用 
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【はじめに】宇宙空間には図１のように太陽から降り注ぐ荷電粒子（太陽粒子線）をはじめ、太陽系外

から飛んでくるもの（銀河宇宙線）、地磁気に捉えられているもの（捕捉粒子線）など、多くの放射線が

存在している。その宇宙空間を航行する宇宙機に使用されている機材に、放射線の影響がどの程度現れる

のかを予め地上で評価しておくことは必須である。筆者らは昨年度より、宇宙機に使用されている半導体

デバイスの放射線に対する信頼性評価に PHITSを応用しはじめたので、その使用法を紹介する。 

【はじき出し損傷劣化評価に向けた等価フルエンスの算定】はじき出し損傷は多量の荷電粒子が半導体

デバイスに入射することで、結晶中の原子が定常位置からはじき出されることによって起こる劣化モード

であり、宇宙空間では量の多いプロトンで特にその影響が顕著となる。 DDD（Displace Damage Dose）

法は、はじき出し損傷の劣化評価手法の１つであり、単一のエネルギーのプロトンを試料に照射するだけ

で評価ができるため、照射試験をした半導体デバイスが宇宙で使用できるかどうかを見極めるのには最適

な手法である。ただし、宇宙空間でプロトンは図１のようにエネルギー分布（静止軌道１０年間のミッシ

ョンの場合）をもっており、プロトンのもつエネルギーによってはじき出し損傷への寄与が異なる（この

寄与を NIEL（NonIonizing Energy Loss）という）ため、試験ではミッション期間のトータルフルエン

スを照射すれば良いわけではなく、実効的な等価フルエンスに計算しなおす必要がある。等価フルエンス

を適切に算定するためには、試験で照射するプロトンのエネルギー、半導体材料ごとのNIEL値、デバイ

スを保護するシールドを通過した後のフルエンスが必要であり、そのシールドによる遮蔽計算を行うため

に PHITS を用いた。図２は Si 太陽電池の DDD 試験を想定してカバーガラスと接着剤によるシールド

を模擬したものであり、グラフの破線では図１の積分スペクトルの合計とその合計を PHITS で遮蔽計算

した後の積分スペクトルを、実線ではそれぞれの破線の 50 MeV 換算での等価フルエンスを示している。

本条件下では遮蔽計算を行っているか否かでは等価フルエンスが 5 桁異なっており、照射試験を行う際

は遮蔽計算をした後の等価フルエンス（= 9.5×1011 cm-2）を用いることによって、ミッションの宇宙環境

を模擬した状況下で、対象デバイスのはじき出し損傷の劣化評価をすることが可能となる。 

  

図１．宇宙放射線の種類と静止軌道１０年間の 
   ミッションで受ける各放射線ごとのプロトン 
   の積分フルエンス 

図２．遮蔽体（シールド）の構造と、遮蔽計算 
     による積分フルエンスと 50 MeV 換算の 
     等価フルエンスの値の変化 



負ミュオン捕獲Ｘ線を用いた非破壊分析装置設計における 

PHITSの利用について 
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大強度陽子加速器施設（J-PARC）には 3GeV 陽子（25Hz,333A）を用いて中性子、ミ

ュオンを生成しそれらをプローブとして利用する照射施設（物質・生命科学実験施設

（MLF））があり、物質、生命の機能・構造を明らかにする研究が行われている。高エネ研、

ミュオン科学研究系(MUSE)では MLF におけるミュオンビームラインの建設から運用維持

管理を行うとともに、外部ユーザーとともにミュオンをプローブとした物性研究を行って

いる。正ミュオンのスピンをプローブとして物質内部の磁場構造を明らかにするSR 法[1]

を用いた研究が代表的である一方で、負ミュオンを使って物質の元素組成を明らかにする

「非破壊元素分析」が近年注目され研究開発を行っている[2]。負ミュオンを物質に入射す

ると、多重電磁散乱を繰り返し減速した後、物質原子核へ引き寄せられ、ミュオン原子を

形成する。負ミュオンは電子よりも約 300 倍重いので、電子の軌道に比べ原子核のより近

い励起状態軌道を周回しつつ、基底状態に至る。その際励起状態から基底状態へ遷移する

際に発生する「特性」Ｘ線は原子核に近い（より深いポテンシャル）軌道を回ることから

電子の特性Ｘ線に比べ高いエネルギーになる。このエネルギーは原子番号に比例し、Al の

場合なら電子特性Ｘ線で約 1.4keV に対して負ミュオン特性Ｘ線ならば 約 340keV にもな

る。電子の特性Ｘ線では吸収されて検出困難な厚い容器で囲われた物質試料に対して、そ

の元素組成を調べる場合負ミュオン特性Ｘ線は高エネルギーであるため、容器での減衰が

少なく非破壊での分析が可能になる。またミュオンは荷電粒子であり電磁石による輸送を

経ることでエネルギースペクトルは単色(運動量で最大+/-10%)で、運動エネルギーの選択が

できる。ゆえに厚み方向で元素組成が変化するあるいは異なる元素で多層構造をもつよう

な試料に対しても負ミュオンのエネルギーを変えることによって注目する層への入射・分

析が可能である。MUSE では負ミュオン捕獲Ｘ線を使った非破壊元素分析をリチウム電池

に代表されるような「元素の移動を伴う」産業機器や、隕石などの微小な試料に適用すべ

く S/N 比を高くするための照射チャンバー、測定系の設計を行った。本研究会では、設計

に伴う PHITSの利用を紹介するとともに、負ミュオンの利用における PHITSへの要望等を

述べ、議論したい。 

 

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Muon_spin_spectroscopy 

[2] K. Ninomiya, et., al,  J. Phys. Conference Seri. 225, 012040 (2010). 

本研究は、JST 光・量子融合連携研究開発プログラム「実用製品中の熱、構造、磁気、元素の直接観察に

よる革新エネルギー機器の実現」の助成を受けて行われております。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muon_spin_spectroscopy


PHITS simulation status of COMET experiment for searching µ → e conversion

Ye, YANG 1,2

for the COMET collaboration
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Abstract

The Coherent Muon Electron Transition (COMET) experiment is aiming to search the Charged Lepton Flavor Viola-
tion (CLFV) and the new physics beyond the Standard Model. Two steps are included into COMET experiment, Phase-I
and Phase-II, respectively. The Phase-I experiment will be started from 2016 at J-PARC. Compared with Mu2e exper-
iment, COMET must be operated under the high radiation environment. Thus, in order to design a muon beamline for
COMET experiment, the facility radiation distribution and superconducting magnets’ radiation induced heat have been
investigated by using PHITS. Furthermore, to build a dedicated simulation for Phase-I experiment, the PHITS source
code has been modified and bridged GEANT4 and PHITS. The simulation shows that over 106 n/cm2/sec neutrons will
enter into detector solenoid and create the background from the muon transport solenoid and experimental hall. The
same simulation is compared with GEANT4, and showed the similar result. As for the residual radiation, according to
the simulation, it will be up to 1 mSv/h dose equivalent after 10 month cooling at peak. As for the pion production, we
compare the backward pion production between GEANT4 and PHITS, which indicates the similar result between these
two kinds of codes.
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