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１．三田屋製作所のグリッド製造ヒストリー

・１９５１年 アルミニウムグリッド開発着手

・１９５５年 平行グリッド製造販売開始 ２６・28本／㎝

・１９５８年 集束型・クロス型グリッド製造開始

34本・40本／㎝ （米国輸出開始）

・１９８１年 高密度グリッド開発 60本／㎝

・１９８６年 超高密度マンモ用グリッド開発 80本／㎝

・１９９６年 ベッドサイド撮影用開発 34・40本／㎝

低グリッド比 ３：１ 傾斜使用対応

・２０００年 DR対応 68・70・78・８０・100本／㎝

・２００７年 低吸収ファイバーグリッド開発へ！！

小児撮影・一般撮影・透視用対応



２．散乱線除去の歴史
・１８９５年 W．C．RÖNTGEN X線発見。

・１９０１年 ALBERS-SCHÖNBERG H．による、圧迫円筒絞り。

＜現在の多重絞り（コリメーター）の原点＞

・１９１５年 G．BUCKY weben blende 格子状に並べた角筒を

円運動させて桝目を消去。

＜クロスグリッドの格子像消去の原点＞

・１９１７年 H．E．POTTER シングルグリッドを運動させて縞目を

消去させる, “potter bucky diaphragm”を発表。

＜現在の、ブッキーブレンデの嚆矢＞

・１９２５年 GROEDEL  F．M．胸部遠距離撮影で被写体とフィルム間

距離の離間によって散乱線を減弱させるグレーデル法。

・１９２６年 E．LYSHOLM 発明の “Fine grid diaphragm”が、

スエーデンのシェナンダーの協力により世に出る。

＜現在の、“X線用グリッド”の原点＞

省略



※受像面の前に置き，散乱放射線の入射を減らし，
X線パターンのコントラストを高めるための器具。

３．散乱線除去グリッドとは？
（以下、「グリッド」という）

※直線グリッド：縦方向に平行な高吸収はく（箔）と，放射線が
実質的に透過する間隙とから構成された散乱線除去グリッド。

（JIS Z4910：2015 = IEC60627：2013）

☆グリッドは散乱放射線を受像部到達前に除去するフイルター
として働きます。



４．グリッドの働き

グリッドは……
X線が被写体を通過する際に
発生する散乱線を除去する
フィルターの役目をします。

読影の妨げになる

散乱線（２次X線）

読影に必要な

直接線（１次X線）



散乱線は吸収物質で

ブロックされます

直接線は中間物質を通過し

受像面に到達します

中
心
線

４．グリッドの働き



５．グリッドの構成材料及び構造

（１）構成材料

散乱Ｘ線を除去する物質＝鉛

一次Ｘ線が透過する物質＝アルミ・ファイバ・etc

＜中間物質(インタースペーサー)＞

（２）構造例：

グリッド密度40本、グリッド比10：1、半切サイズのアルミ

グリッドの場合……

49㎛(0.049㎜)の鉛箔と、200㎛ (0.2㎜) のアルミニウム箔
の短冊材（長さ47㎝、幅４㎜）を交互に配列したもの。

☆鉛箔とアルミニウム箔の短冊材が1,600本使用されている。



６．グリッドの特性

（１）物理的特性 ＜用途を決定する際に利用＞

グリッドの特性（良否・適性）を数値化したデータ

（２）幾何学的特性

① グリッド密度：グリッドの横１ｃｍ当りの箔の数

② グリッド比：鉛箔と鉛箔の間隔と箔の高さとの比

③ 集束距離：X線管焦点から、グリッドの表面までの
距離

IEC60627 ： 2013 …… 国際規格
JIS Z 4910 ： 2015 …… 国内規格



物理的特性値算出のパラメータ

・Tp＝Ip`／Ip…１次放射線透過率（Primary Radiation）

Ip＝グリッド入射１次放射線強度、Ip`＝透過１次放射線強度

・Ts＝Is`／Is…散乱放射線透過率（Scattered Radiation）

Is＝グリッド入射散乱放射線強度、Is`＝透過散乱放射線強度

・Tt＝It`／It…全放射線透過率（Total Radiation）

It＝グリッド入射全放射線強度、It`＝透過全放射線強度



物理的特性三つの要素（JIS Z 4910：2000）

１．露出倍数：Ｂ （Ｂ＝１／Ｔｔ）

グリッドの無い時の線量を１として、使用した時の

線量の比を倍数で表す。（全X線透過率の逆数）

２．コントラスト改善度：Ｋ （Ｋ＝Ｔｐ／Ｔｔ）

グリッドを透過する全線量に占める一次Ｘ線の量の
比を表す。（全X線透過率に対する一次X線透過率の比）

３．選択度：Σ （Σ＝Ｔｐ／Ｔｓ）

グリッドを透過した一次Ｘ線と、散乱Ｘ線の量の比。
（散乱X線透過率に対する一次X線透過率の比）



物理的特性四つの要素（JIS Z 4910：2015）

１．グリッド露出係数：Ｂ （Ｂ＝１／Ｔｔ）

グリッドの無い時の線量を１として、使用した時の

線量の比を倍数で表す。（全放射線透過率の逆数）

２．コントラスト改善比：Ｋ （Ｋ＝Ｔｐ／Ｔｔ）

グリッドを透過する全線量に占める一次放射線の量
の比を表す。（全放射線透過率に対する一次放射線透過率の比）

３．選択度：Σ （Σ＝Ｔｐ／Ｔｓ）

グリッドを透過した一次放射線と、散乱放射線の
量の比。

（散乱放射線透過率に対する一次放射線透過率の比）

それと……



※IEC60627：2013 = JIS Z 4910：2015

で追加された新しい物理的特性

・イメージ改善係数：Q （Q＝Ｔｐ２／Ｔｔ）
グリッドを透過する全線量に占める一次放射線量
の自乗の比を表す。

（全放射線透過率に対する一次放射線透過率の自乗の比として求めた
散乱線除去グリッドの特性）

※その他、用語の名称等が一部変更されています！
例えば…
・Ｘ線透過率→放射線透過率

・コントラスト改善度→コントラスト改善比

・露出倍数→グリッド露出係数

・散乱X線除去用グリッド→散乱線除去グリッド
…などなど



グリッド密度・Ｎ

直線グリッドにおける、1 ㎝(10㎜)

当たりの吸収はく（箔）の数。

（例）D＝0.2㎜ d=0.049㎜

10／(D＋d)＝10／0.249
≒40（本/㎝）……（Ｎ４０）

JIS Z 4910 = IEC60627 許容差 = ±10%

幾何学的特性：グリッド密度・グリッド比
及び集束距離（と、使用距離限界）

（D） （d）
グリッド断面拡大図

鉛箔高さ
（h）

中間物質 鉛箔



グリッド比・ｒ

直線グリッドの中心部における，

吸収はく（箔）の間隙に対する

吸収はく（箔）の高さの比。

（例）ｈ = 2.0㎜ D = 0.2㎜

ｈ：D = 2.0：0.2 = 10：1

……（ｒ10）

JIS Z 4910 = IEC60627 許容差 = ±10%

幾何学的特性：グリッド密度・グリッド比
及び集束距離（と、使用距離限界）

（D） （d）
グリッド断面拡大図

鉛箔高さ
（h）

中間物質 鉛箔



集束距離：F０ｃｍ

グリッドの吸収はく（箔）

の面が集束する線と、集束

グリッドの入射面との間の

距離（単位：cm）。

グリッド

X線管焦点

集束距離



集束距離：F０ｃｍ

・集束距離の種類
６０ｃｍ

６５ｃｍ

８０ｃｍ

９０ｃｍ

１００ｃｍ

１１０ｃｍ

１２０ｃｍ

１４０ｃｍ

１５０ｃｍ

１８０ｃｍ

２００ｃｍ
グリッド

X線管焦点

集束距離



放射線学の有効な情報を得られるような，実効焦点

と集束グリッド又は平行グリッドの入射面との距離。

その下限をf１，上限をf２ とする。

使用距離限界：Ｆ１とＦ２

X線管

40%

40%

グリッド

F０ F1F2



集束グリッドのＦ０撮影で、100％の情報量。

Ｆ１又はＦ２撮影では、40％のカットオフ。

ブッキー撮影の場合は、Ｆ０撮影で！！

使用距離限界：Ｆ１とＦ２

X線管

40%

40%

グリッド

F０ F1F2



参考：高密度グリッドと鉛当量
＜グリッドに含まれる吸収物質の質量が除去率に影響＞

グリッド密度 → ３４本／㎝ ４０本／㎝ ６０本／㎝ ８０本／㎝

鉛箔の厚さ → 0.049㎜ 0.049㎜ 0.049㎜ 0.028㎜

グリッド比

6:1 0.28 0.27 0.24 0.14

8:1 0.38 0.36 0.32 0.18

10:1 0.47 0.44 0.40 0.23

12:1 0.56 0.53 0.48 0.27

14:1 0.66 0.62 0.56 0.32

単位：ｇ／１㎝２ＭＳグリッド 鉛当量表より抜粋



☆ご清聴有難うございました☆


