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多段遅延線路記憶式多チャネル波高分析器
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　放射綿のエネルギ分布測定にひろく用いちれる遅延線路記憶式多チャネル波商分析器の商計数率化

をはかることを目的として，長さの異なる2本あるいは3本の遅延線を組み合わせ用いる一方式を考

案した．ここではモの方式の概要と特性の解析とを示し．2段記憾方式では従来の方式に比して約

10倍程度，3段記憶方式ではさらにその2倍程度まで計数率を高めうることをあきらかにした．

1．はじめに
　多チャネル波高分析器は，γ線などの放射隷のエネル

ギ分布測定に隙して検出器出力として得られる電圧パル

スの振幅別頻度分布を求めるための装置としてひろく用

いられている．現在実用化されている装置はふっう振

幸1距時間変換方式によるものであって，磁心記憶装置を

JfiいるWiikins。n方式の装湿と，超音波遅延線路記憶装

置を用いるHutchinson－Sc’aTrott方式の装置とに大別さ

れる．このうち，後者の方式は超膏波遅延線を循環形記

億装置として用い，その信号の周回時間と等しい周期を

もつのこぎり波を利用して入来パルスの振幅・時澗変換

を行なうものであって，装置構成が簡単であるという特

徴を有する一方，不感時悶が遅延線路記憶装置のアクセ

ス・タイムにほぼ等しく，週常1mseo程度の値をとる

ため，高計数率の信号の分析には動作速度が不十分であ

るといううらみがある．

　われわれは従来からこのような遅延線路記憶式波高分

析器の特徴をいかしっっ，その高速化をはかることを目

的として研究をすすあており，これまでに

a）数本の等長の遅延線を並列に使用して周回時閥の短

　　縮，したがってアクセス・タイムの短縮をはかる方

　　式．

b）数個の振幅・時閤変換回路を用い，入来パルスをこ

　　れらに分配して変換を行なうことにより，遅延線の

　　1周回時間中に数倒のノ・°ルスを分折する方式．

c）より商速の振幅・時間変換方式のA－D変換回路を

　　用い，変換出力を数窩の計数回路に一時記憶させる

　　ことにより，bと同様に高計数率化をはかる方式．

などのi粥発を行なった”－fi｝．

　さらに，われわれは長さの異なる遅延隷を組み合わせ

て使用し，遅延時間が短く，したがってアクセス・タイ

ムの短い遅死線を一時記憶回路として用い，遅延暗間が

長く，したがって記憶容量の大きい遅延線に計数値を順

次転送してゆく方式を考案し，これを多段遅冠線路方式

と名付けた．このような原理の基礎となるものとして

は，約8年前にWilliamsの提案になる方式：3｝がある

が，クロック周波数の高い一時記憶用遅延線を必要とす

るという難点があったのに対し，われわれは主記憶用の

遅延線におけるチへ・ネルの並び方をくふうすることによ

り，一時記憶用の遅延線のクロック周波数を主記憶用の

遅延線のそれと等しくとることを可能とし，方式の実用

性を高め，当初の目的をはたしうる有望な方式を見いだ

すことができた7－12｝．

　ここではこの方式のうち，2本の遅延線を用いる方式

および3個の遅延線を用いてさらに不態時間の短縮をは

かった方式について，それぞれ方式の概要，計数値転送

の条件，計数損率の計数結果などについて，そのあらま

しを紹介する．

　　　　　　　2．2段記憶方式

　まず，波高分析器の記憶装置として2本の遅延線を組

み合わせて用い，一時記憶用の短い遅延線1ζよって不感

時間の短縮をはかるとともに，主記憶用の長い遅延線に

必要な分析結果を記億させる方式を考える．このような

方式を2段記憶方式と名付ける．

　（1）　方式の概要

　図1は2段記憶方式の波高分析器の概要を示す．装置
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　　　　　図1　2垂捷記｛童方式のむご高分析器

はA－D変換画路ADC，一時紀憶回路DLM，，主記憶

回路DLM2などによって擢成されている．図2はその

各部の動作の時間関係を例を用いて示したものである．

ここではチャネル数M・＝104（うち空きチャネル4），

DLM，での1チャネルあたりのビット数をb，　＝2，

DLM2での1チャネルあたりのビッート数をあ＝10

としている．また，2本の遅延線におけるクロック周波

数／cは等しいものとする．
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　　　図2　2段記憶方式における各部の動作の

　　　　　　時闘関係

　装置の動作の概要を以下に述べる、

　A－Di変換回路ADCと一時記憶回路DLM，とは，

通常のHutchinson－Scarrott方式の波高分：折器と同様の

原理で動作する．すなわちDLM，は，遅延線間T，の

遅延線を用いた衛環形記憶装置であって，入カパルス信

号の振幅別頻度分布を求冶るために，各チキネルごとの

頻度を示す計数値を，最下位のけたから始まる直列2進

数の形でチャネル番号の若い順に記憶している．一方，

ADCは任意に入来するパルスに応じて該当するチャネ

ルへの加算信号を発生するたあに，入来パルicの振幅・

時間変換を行なう回路であって，周期T，・で，のこぎり

波を発生しており，入来パルスがあるとその振幅を保持

して，のこぎり波との振幅比較を行ない，両者が一致し

た時刻を検出する．この方法によりADCの出力信号

の発生時刻はDLMiから該当チ’t’ネルの計数値が読み

出された時刻と一致し，加算回路によって計数埴に1を

加えてふたたびDLM，に書き込まれることとなる．

　しかし，ここでは不感時間の短縮をはかるたあ，DLMz

では短い遅延線を用いており，モの計数容量が小さいた

め上記の装置のみで分析を続行すれば，すぐ計数値のオ

ーバ・フローを生ずることになる：’この寿一バ・フロー

を回避あるいはあるいは軽減するため，この方式ではさ

らに長い遅延晧間を有する遅延線を用いた主記憶回路

DLM2を置き、　DLM1に・一時fi“　1ζ　tcくわえられた計数

値を適当な周期でDLM，に転送する．この例では図2

に示すようにDLM，におけるチャネルの魏列をチ＋ネ

ル1，チャネル6，チャネルエ1…というふうにとびとび

に定めるζ．とにより，DLIM，とDLM，とから同r時刻

に同一チャネルの計数値が読み出される機会をDLM1

の5チャネルごとに得ることがで音る．このときにゲー

ト信号によってゲートを開き，DLM1の計数値をDLM2

の計数値に加算し，そののちDLMzの計数値を0とす

る．また，DLMiにおいてチ＋ネル100とチャネル1

との聞に4個の空きチャネルが設けられており，チャ’ネ

ル96，チャネル1’，チャネル2の順で転送が行なわれ，

2
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空きチャネルをもふくめてすべてのチャネルが転送され

たのちに，はじぬてチャネル1がふたたび転送の機会を

得る．

　この方式では上に述べたように主記憶回路におけるチ

ャネルの配列が，通常のHutchinsen・Scarrott方式の波

高分析器の場合と異なるが，分析結果の低速読み出しは

とくにくふうされた計数回路を用い，ゲー5信号を計数

してその結果で制御を行なうことにより，またブラウン

管上への表示は，A」D変換回路で発生したのこぎり波に

よってX軸の帰引を行なうことにより，いずれも避常

の場合と同様に容易に実行することができる．

　（2）　計数値転送の条件

　この方式の董本となる一時記憶回路DLM：から主記

憶回路DLM2への計数値転送の条件は，つぎのように

あらわすことができる．

　2本Q遅延線におけるクロック周波数が等しいとき，

周期的読み取りによって転送可能な最小チャネル間隔

は，それぞれの遅延線における1チャネルあたりのビッ

ト数biとb，の既約整数比ntlnによって与えられ

る．すなわち，DLM，上でnチャネルごとに説み取ら

れ，DLM，上でlttチ＋ネルごとに加算されるものとす

ると11，7ttは

　　　n　＝＝　b21（b：，　b・）gcm

　　　が＝b1／（b1，　b，）gcm

ただし（b：，b2）gcmはblと碗の最大公約数

で与えられる．

（’虹

　また，このような周期的読み取りによって全チャネル

の計数値がもれなく転送されるためには，チャネル数五f

とnntとが1以外の公約数を持たないこと，すなわち，

たがいに素であることが要求される．一般にはMと

nnlとがたがいに崇でなくとも，読み取りを非周期的に

行なうことによって全チャネルをもれなく転送できる

が，装置がやや複雑になる．波高分折器においてはA－D

変換器の体止期間に相当する空きチ［・ネルを設ける必要

があるので，チャネル数を適当に選ぷことにより，Mの

値がこの条件を満足するように定あることは，容易にで

きる．

　つぎに，DLM，における計数値のオー一バ・フm・一一ICつ

いて考える．DLM！およびDLM2における信号の周回

時聞をそれぞれT：，T2とすると，信号転送の周期Tnは

　　　T。　・7i　Ti　・n’T2　　　　　　　　　　　（3）

となる．DLM1においては，同一チ→tネルへの入力は

多くとも周期Tlの間tc　1個であるので（3）式から一転

送周期周での岡一チゥネルへの入力数はnを越えない・

し元がって，DLM1の玉チ却ネルあたりの計数容量を

Nlとすると，このようなオーバ・フローを生じない条

件は

　　　”≦ハろ＝2う・－1　　　　　　　　　　　　（4）
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となる．この条件を無損失転送条件とよぷことにする．

　表1．は（4）式をみたすbtとb2の組み合わせを示し

たもので，b，とbzが整数比をなすときnt＝工となり、

好都合な条件を与えることがわかる．また，波高分析に

必要な1チャネルあたりの計数容量N2はZO4ないし

106，したがってb2は14ないし20となることから，

b1　＝3あるいはそれ以上であれば、　b2を適当に選ぷこ

とによりオーバ・フローを回避しうることがわかる，

表1　無損失転送が可能なbエ，　b2の組み合わせ

　　　　　　一2段記憶方式・一

b・lb・

・ト
2

3

4

4，6
3，

6、　9，　12，　15，　ユ8」　21

4，5，7」

8，　ユ2’　16’　20，　一・・…　60

6，　工O，　工4，　18，　22、　26，　30

5，　7，　9，　1工、　13i　ユ5

　（3）計数損率
　ここでは，この方式の装置の計数損率，すなわち損失

針数率と入力計数率との比を，入力針数率2のランダ

ムな信号に対して求めてみる．

　まず，（4）式に示した無損失転送条件が成り立つと

き，計数落しはもうばらADCのふさがりによって生

じ，その針数損率Bは，よく知られているように

　　　　　2T：！2
　　　B＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　　　1＋λTユ／2

で与えられる．　　　　　　　　　　　　　　　’

　しかし一般には，このほかにDLM，のオーバ・フロ

ーによる計数落しをも考慮する必要があるので，以下で

は両者をふくめた総合の計数損率を求める．この場合に

は，問題とすべきチャネルへの入力頻度によってオー

パ・フローの量が異なるため，計数損卑としてはチ‘t’ネ

ルごとの値を求めることとする．このため，入力信号の

特定の第iチi・ネルへの集中度α、を

　　　　　2，　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）　　　α’i

ただしλは入力計数率，Ziは第iチ却ネルに属する

信号の入力計数率，と定義する．

　第iチャネルのみを考えた場合のADCの計数損率

はランダムな信号に対しては同じくBで与えられ，し

たがってその出力計数率λ、iは

　　　Ztl＝＝（工一B）2，＝（1－－B）α，え　　　　　　（7）

となる．この出力によって周期丁1ごとにDLM1の第

；チ十ネルの計数値に1を加算するのであるからその確

準｛ま（6），（7）式から

　　　」自イ＝2‘‘7㌔＝2αずB　　　　　　　　　　　　　　（8）

となる．
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　入力が少数の離れたチャネルのみに入る場合のような

特別な性質のものを除いては，DLMlの第iチャネル

で1が加算される事象の統計的性質は，ほぼ0次のマル

コフ過程であるとみなせるので，DLM1のn周期間に

r個の入力が到来する確率Pl，は

　　　ωμ（・－Pi）n：・11：！P（n・・r・幽）　（9）

となる．したがって，DLMユの出力計数率Z。itは，オ

ーバ・フローを生じた場合には計数値N，を転送する

ものとするとき

　　〃＿隻＿」2主
　　　　　T。　　　　　　　nTl

　　　　　n　　　σ・＝Σ（minim岨of　r　and　N・）♪f．

　　　　r昌o
　　　　　　　N，－1
　　　　＝Ni－E（N，－r）P（n，　r；カの
　　　　　　　r＝D
となる．

（10）

（11）

　　　　ここでC：はDLM1からDLM2へ転送され

る平均計数値である．第iチキネルに屈する信号の計
　　　　　　　　　L数損率．B‘は（5）～（11）式を用い

　　　B，一・一争レ想懇　　　　（・2）

で与えられる．

　DLMユにおけるit・一バ・フローは第iチゥネルへの

集中度α‘に依存するたtlb，αiの異なるチャネル間で

の計数損率の場泪違をもたらし，その結果，分析されたス

ペクトルのピークが圧縮される形のひずみを生ずる．こ

のピーク圧縮率をひずみ率η‘と定義するとf’

　　　凋二解＋轟　　　　（・3）

として得られる．

　以上の計算結果を図3，図4および表2に示す．図3

は規準化された入力計数率2M／f．と第iチャネルの

計数損率B’の関係を示しており，b，＝1の場合には同

図（A）に示されるように計数損がADCおよびDLM1

の双方で生じ，したがってαiのB，に与える影響が大

きい．また，bエ＝2の場合には同図（B）に示されるよ

うにα1およびB，が大きい範囲を隙いては計数掘はほ

とんどADCで生ずる．表2はこの方式が通常の方式

に対してもつ計数損率の改善効果およびスペクトルのひ

ずみを数催例で示したものである．ZM／fcあるいはαi

がきらに小さい場合には計数損率の改善効果はさらに著

しく，ひずみももっと小さい．

　図4はB’・・10％を与える入力計数率をαiの関数と

して示したもので，α・が数％程度より大であるか，ま

たはスペクトルのひずみを避けたい場合にはb・＝＝2と

選べぱよく，一方，αiが数％以下であって，しかも数

％程度のスペクトルのひずみを許せる場合にほb，・1と

選べばよいことがわかる．いずれにしても従来の方式に

比ぺて入力計数率を1けた程度増加させうることがあき
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図5　3段記憶方式の澁砺分折器

3．3段記憶方式

前章に述べた2段記穂方式では入力僑号の特定チ申ネ

　ルへの集中度αiが大となるにつれて一時紀憶回路DLM：

　での針数落しが増大する傾向がある．こめ計数落しの増

　大を防ぐために，1チャネルあたりのピット数b2の小

　さな第2の一時記憶回路DLM：を第工の一時記憶回路

　DLMIと主記憶回路DLM，との澗にモう入する方式が

　考えられる．このような方式を3段記憶方式と名付げる．

　　（1）方式の概要
】　　図5は3段記値方式の披高分析塁の概要を示ナ園6

　はその各部の動作の時間関係を例示したもので，チャネ

　ルi数・M」　109（うち空きチキ．ネル9），DLM，　｝　DLM3

　での1チャネルあたりのビット数をモれそれあ＝1tb2

　　　　＝2，b3＝＝10としてある．また，3本の遅延線に
主記憧

見L皆，．　おけるクロック周波数はすべて等しく．ftである

　　　　とする．

　　　　　装置の動作原理は2段記憶方式の場合とまつた

　　　　く同様であって，A－D変換回路ADCは入来パ

　　　　ルス振幅を変検してDLM1への加算信号を発生

　　　　する・DLM，の各チャネルの計数僅（Oま尭は

　　　　　1）は2チャネルごとに読み取られてDl．M2へ

　転送される・さらにDLM2の各チa・ネルの計数簸（O

　ないし3）は5チ’t’ネルごとに読み取られてDLM2へ

　転送される，DLMきにおけるチャネルの配列はチ却ネル

　　1，チ＋ネル11，チャネル21……というふうIC　10チ

4一
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図6　3段紀憶方式における巻部の動作の

　　　時澗関係

キネルごとになり，ここに分析結果が記憶される．』

　（2）　計数値転送の条件

DLM：からDLM2への計数｛直転送の条件は2段記億

方式の場合について箭章で述べたものと同一である．

DLM，からDLM，への計数植転送も同じ原理によるも

のであって，DLM2での7）1チャネルごと，　DLM3での

，がチャネルごとに転送が行なわれるものとすると，711，

mlは
　　　n；　＝＝　b3／（b，，　b3）gcrn　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

　　”：t＝b2ノ（b2，　bs）gcm　　　　　　　　　　　　（15）

と求狛られる．周期的転送が可能な条件は薗茸の場合と

同様にハdと”IMrとがたがいに索であることであり，

このときDLM3における儒号の周回時間をT，とする

と，信号転送の周期Tmは

　　　Tm－・ガ箔一…処一静　　　（16）

となる．（4）式が成り立つとき，DLM：からDLM2へ

の計数値転送の周期はntT2，転送される最大計数値は

nであり，一方DLM2からDLM3への計数値転送の
周期ほ（16）式により加丁コであるので，DLM，の1チ

ャネルあたりの計数客量をA「2とすると，（4）式のほ

かに　　　　　　　　　　　　邑

　　夢≦莇一2恥一・　　　　（・7）

が誠り立つとき，DLM，およびDLM2でのオーバ・フ

ロー・による計数落しがなくなる．f表　3はこれらの無損失．

軽送条件をみたすb1，　b2とあの組み合わせを示す．

主記憶回跳の1チャネルあたりのビット数b3は14～

20を必要とするので，これに対して無損失転送を実現

するためにはb，・・2，b2＝4または6と選べばよいこと

力二わかる．

　（3）計数損率
　前章と伺様に入力計数率2のラングムな信号に対す

る計数損率を求める．（4）および（エ7）式の無損タミ転送条
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衷3　無損失転送が可能なb且，b，，b3の組み合わせ

　　　　　　　一3段記憶方式一

b－唐窒秩|“i；－fT一

2

・h・2
4

6

8、12，16，20，24，28
6、ユO，14
5，7

12．　18，　24，・・帥叫120，　126

9’　15，　21’・師…　57’　63

8，　10，一工4，　16、・・軸・・38，　40

7，　11，　13，　17，　19

件がみたされる場合には，計数落しはADCのふさが

りのみによって生じ，計数損率は前章と同様（5）式で求

められる．また，bz＝1に選んだ場合にはDLMiある

いはDLM，でも計数落しを生ずるので，以下ではこの

場合忙おける特定の第iチャネルの計数損率を求める．

　b，＝1であるとき，第iチャネルについてDLMユか

らDLM，への転送が行なわれる際に，転送される計数

値が1である確率9iは
　　　qi＝1－（1「Pi）”　　　　　　　　　　　（18）

である，これから，周期mT2の聞にDLM2の第iチ

雫ネルに計数僅1の入力がs回ある確率9i，は
　　　91’＝＝P（m，5；9‘〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

となる．したがって，DLM，におけるオーバ・フローを

考慮すると，DLM，からDLM，への平均転送値（72は

　　　　　m　　　σ2盟鵠Σ（mini：皿uエn　of　s　aロd．N2）　qSs

　　　　　s＝o

　　　　　　　M－1
　　　　＝Ni一Σ（N2－s）P（m，　s；1－（1－Pt）つ

　　　　　　　s＝o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）

となる．これからDLM，の出力計数率7，、it「は

　　　，lett’一象一1－q．2T：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）

第iチャネルの計数損率Biは

　　　BF1＿虻＿1＿＿9・一一一　　　（22）
　　　　　　　2i　　　　　　　　　　mnαt2T1

となる．

　また，ひずみ率η’は2段記憶方式の場合と同様に

　　　V・一・一鰐一・一畠　　　　（23）

で昇えられる．

　図7は第iチャネルの計数損率B∫と規準化された

入力計数率2Mff．との関係をbエ＝1，　b2＝2および3

の場合にっいて示している．α‘＝0ユ，2M／fe＝r10－2を

例にとれば，3段記憶方式としたことにより計数損率

B，は従来の方式の1／15，スペクトルのひずみηtは

O．1％以下となる．図8はB∫＝10％を与える入力計数

率をα，の麗数として求めたもので，2段記憶方式の場

合にくらぺて，なお入力計数率を2倍程度に増加させう

ることがわかる．また，b2　＝2の場合とb2＝3の場合と

5
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図8　第iチ華ネルへの集中度に対するBi＝工0％
　　　を与える入力計数率
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噂10
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噌01

生m研究

現準化された入加徽筆AM〃じ　　　　　　　　　　　．　　　　規｛1靴された入力計書埠anf〃セ、

　　　｛A）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B｝　．　　　1

　図7　入力計数宰に対する第iチ1・ネルのf・1’数損率一3段紀憶方式一

　　　　　t　　　　　　　　　　　　を比較すると，おおむね前者の方がすぐれた特性をもつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことがわかる．　　　　　　　　　　　　　L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）　バイパス転送による計数損の軽識

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3段記億方式においては，図6に示すようにDLM1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からDLM，への計数値転送の時刻と，　DLM，から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DLM3へのftl・数値転送の時刻とはしばしば一・致する．こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．のようなとき，図5に破綜で示したようなDLM：に対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するバイパス・ルートを設け，計数値をDLM，から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DLM3に直接転送し，　DLM，から転送された計数値と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともにDLM3の計数値に加算することにより，　DLM，’
　　　　le“’　　　　　　　　　1
禦テヤネルへの集中fi．a匠　　　　　　　　　　のオーバ・フローによる計数落しを軽減することができ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る．この方法をバイノぐス転塔と名付ける．バイパス転送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行なった3段記憶方式の計数損率を，前に述べたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と同一の仮定の下で計算した結果を図9，図10に示す．

《翼

店セ民

＝1
琶

＼…r磐

弓0ユ

噌0】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10凸｝
　】『「　　　　　　　　　　］e“：　　　　　　　　　　　ユ

現準化されたノ・加激卑λ酌箕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f脚1化されたλ力鋤薮串AM　／fc

　　　　（A｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）

図9　入力計数串に対する第iチ＋ネルの計数損率一バイパス転送3優記億方式一
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　　　　　10

規冗

　　　iO－；
　　　　】『：　　　　　　　　　10－t　　　　　　　　　　1

　　　　　　　＝gi－f・ヤネルへの劃：slttS　ai

図10　第iチャネルへの集中度に対するB‘＝

　　　1％および10％を与える入力計数率
　　　　　一バイパス転送3段紀巌方式一一

バイパス転送を行なわない場合と比較すると，計数損率

のaiに対する依存性が小さくなり，ひずみ率ηfにつ

いてかなり改善がみられることがわかる．

　2段記憶方武においてDLM1に対するバイパス転送

を行なうこと，3段記憶方式においてDLM，，　DLM2の

両者に対するバイパス転送を行なうことなども考えられ

るが，これらの場合には，上に述べた場合ほどの特性の

改菩はみられない．

4．む　　す　　び

　遅延線路記憶式波高分析難の不感時醐の短縮をはかる

ことを目的として，長さの異なる遅延線を多段に組み合

わせ用いる方式を考案し，このうち2ホあるいは3本の

遅延線を用いる2段，あるいは3段記憶方式について，

その概要を示した．

　これらの方武における特牲の解桁結果では，2段記憶

方式では一時記憶回路における1チ＋ネルあたりのピッ

ト数を1ないし2とすることにより，従来の方式と比べ

て不態時間を約1けた短縮でき，また3段紀億方式では

ふたつの一時記憶回路における1チャネルあたりのピッ

ト数を1および2ないし3とし，さらにバイパス転送を

ほどこすことにより，さらに不感時間を約1／2に短縮で

きることカ∫わかった．　　　　　．

　ここでは，使用するすべての遅延線のクロック周波数

を等しいものとしたが，ζれは必要条件ではなく，おの

おのの遅延線を異なるクロック周波数で動作させる各種

’の方弐も考えられ，またモの一変形として遅延線の並列

欝成を併用する方式期の有用牲があきらかとなってい

る．また，実験装置を試作し，検討を行なうことによっ

ても，本方式の実現可能性と有用性とが確かめられてい

る、これらの点については紙面の都合上，その詳細を省

略した．

　この記憶方式は波高分析器のほか，多チャネルの計

数・記憶を行tsう各種の装置にも応用可能であって，そ

の性能をいちじるしく向上させうることが予想される．

　終りに，本研究について稻々ご討論いただいた本所第

3部のかたがた，本方式の実験的検討を担当された森脇

研究室生沼助手，特性解析を担当された高羽研究室木下

助手，実験装置の試作をご援助いただいた神戸工業株式

会社研究部三輪次長ほかのかたがたに謝意を表する．ま

た本研究の一部は文部省科学試験研究費補助金により行

なった．　　　　　　　L　　（196呂年4月8日受理）
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