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［２］研究経過 
不可視イメージングの代表格である放射線におい

て、中性子の検出、イメージングへの注目が集まっ

ている。これは、J-Parkに代表される中性子ソース

が具現化し、これまでのごく一部の研究者の研究ツ

ールであった段階から、その利点を活用する多くの

ユーザーが使い始める段階となっているためである。   
よく知られているX線イメージングに比較し、中

性子イメージングでは金属での透過に優れているこ

とから、遠州地域で盛んな輸送産業で多く用いられ

る大型の金属製品（たとえばエンジンブロックなど）

を容易に透過し内部構造をイメージングでき、一方

で軽元素での吸収が比較的大きいことから水やオイ

ルといったX線でコントラストのつきにくい物質の

透過イメージングが可能である。したがって、例え

ば稼働中のエンジンの観察を行えば、金属の構造体

を透過して、シリンダの動きや、その周りのオイル

の流れなどを直接観察可能となる。これは一つの例

であるが、こうした新しい透過像イメージングの手

法として中性子を利用したイメージングは大きな期

待がされている。 
しかし、中性子が存在する環境下では、殆どの場

合ガンマ線（X線）が存在する。X線はよく知られ

ているように軽元素を透過しやすく重元素で吸収が

大きく、中性子と相補の関係にある。したがって、

これらを便鉄してイメージングできれば、非常に広

範囲なイメージングか可能となるばかりか、それぞ

れの放射線と物質との相互作用から新しい次元の融

合透過イメージングにつながる可能性が高い。ただ

し、逆にイメージングデバイスで弁別がうまくされ

なければ、折角の中性子と X 線の送補関係は崩れ、

その特徴を引き出すことは不可能となる。これまで

は弁別するためにイメージングデバイスの前にフィ

ルターを設置してきた。本提案では、大掛かりなフ

ィルターなしで検出器で弁別を行うことを目的とし

た。 
静岡大学電子工学研究所が研究を続けてきた半導

体技術、蛍光体技術（本分野ではシンチレータ技術

に直結する）を有用に活用して、放射線検出器と計

測の専門家が知恵を出し合い中性子・ガンマ線弁別

イメージングに向けて研究を進めた。個々の研究者

の研究そのものはそれぞれの研究者が獲得している

研究費を活用して進めることとし、本プロジェクト

は基本的に研究会を開催し、全国の専門研究者が深

く研究議論を行う。したがって、従前の発表会式の

研究会ではなく、議論が中心となるスタイルで進め、

研究会議には意見交換会（各自費用負担）をほぼ参

加者全員の参加のもとで行った。昨年度までの実績

としてこのような研究会は共同研究プロジェクトで

行われていた「放射線物理学研究会」を応用物理学

会分科会の正式研究会とし、さらに学振の186委員

会を立ち上げ現在も盛んに活動している経緯がある。

こういった草の根的な研究会が如何に重要であるか

を認識しているため新たな共同研究を始めるきっか

けとして大型プロジェクト申請や、我が国のこの分

野の研究レベルを引き上げる役割を担うことを目的

とした。 
したがって実際に全国の第一線で活躍している研

究者に対象を絞り、その多忙な時間を割いて静岡大



 

学電子工学研究所に集まって研究会を行うことで共

同研究をすすめる議論を行った。この中では単に大

学間の連携が進んだだけでなく、メンバーの紹介で

研究会に参加した民間企業からの参加者も多数含ま

れ、産学の連携も大きく進んだ。 
本プロジェクトではこれまで研究者層が中性子の

研究者とガンマ線の研究者、検出器の研究者と微妙

に層が異なっていて交流が少なかったことも有り、

共同研究プロジェクトとしてのメンバーは、半導体

検出器の研究者、シンチレータの研究者、計測の研

究者らからそれぞれの研究者層に該当する研究者を

集めて構成された。それぞれ自分の専門分野を通じ

て中性子、ガンマ線の弁別イメージングのための研

究をすすめ、それぞれの研究者層で広めて融合する

というスタイルをとった。 
そのため、下記開催された研究会では通常の研究

会の討論とは異なり、発表者がお互いに他の研究者

の協力を得たい部分を明確にしており、例えば「こ

のあたりは○○先生が作ってくれると良いんですけ

どね。」とか「このあたりの解析は○○先生と一緒に

やりたい。」といった、真の意味の共同連携体制を築

き始めている。 
なお、試作するシステムに関しては渡辺が中心と

なって取り纏め、（株）ANSeeN と共同で静岡大学

電子工学研究所が中心となって進めた。 
 
【研究会】越水プロジェクトと共同開催 
・開催日時: 平成 25年 11 月 11 日（月）   

13:30-18:10  
開催場所: 静岡大学浜松キャンパス、 

創造科学技術大学院棟2F会議室 
 （第４回次世代先端光科学研究会として開催） 
 参加者数：29名（大学：18名、企業：11名） 
 講演件数：15件 
 
・ 開催日時: 平成 26年 1 月 14 日（火）  

13:30 - 18:30  
 開催場所: 静岡大学浜松キャンパス  

電子工学研究所2階 会議室 
 （第５回次世代先端光科学研究会として開催） 
 参加者数：21名（大学：13名、企業：8名） 
 講演件数：11件 

 
 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
本プロジェクトでは主にシンチレータと光電子増倍

管を用いた中性子・ガンマ線弁別センサーと、将来

的なイメージングを視野に入れ、半導体中性子・ガ

ンマ線弁別センサーの研究及び施策を行った。 
シンチレータ研究グループと民間企業との連携で試

作した Li 系のシンチレータの発光時間波形が中性

子とガンマ線で異なることを計測グループが確認／

詳細に検討し研究用装置で分離できることを確認し

て分離アルゴリズムを確立し、静岡大学と民間企業

のグループが連携し、リアルタイムでの中性子・ガ

ンマ線弁別が高精度に弁別できる波形処理方法及び

回路を研究開発し、実際に試作デバイスを作製する

ことが出来た。 
 一方で、将来的なイメージングに向けては様々な

微細加工技術やLSI技術を活用することの出来る半

導体デバイスが望まれているが、中性子は電荷を持

たない中性粒子で電磁波でもないため半導体での直

接検出の研究は進んでいなかった。本プロジェクト

では、中性子の研究グループによりLiまたはGdの

核反応を利用することで半導体で中性子を検出でき

るかもしれないという示唆があり、ガンマ線研究者

のグループよりガンマ線感度の低い材料について検

討がされた。一方で静岡大学を中心とした半導体研

究グループが実際に半導体を成長、核反応を生じる

材料をドーピングすることで半導体中性子センサー

を試作、現時点でガンマ線感度が非常に小さく無視

できるレベルであること、中性子検出による信号パ

ルスが検出できることを確認した。今後、より検出

効率が高く、かつ、中性子とガンマ線の弁別脳の高

い検出器へと研究を進める。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
上述の研究成果以外でも、層の異なる研究者間の連

携が生じ、前述の186委員会が中心となって、この

分野の最高峰であるIEEEのNSS/MIC/RTSD国際

会議の日本招致を始めることとなった。また、越水

プロジェクトと連携して研究会活動を進めることで

さらに広い範囲での研究者との連携が始まり、放射

線の枠を超えた光科学の研究者のコミュニティーが

形成されつつある。これらは現場の第一線で活躍す

る研究者、特に若手研究者が結集しており、今後大

型プロジェクトにつなげていく予定である。 
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