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［２］研究経過 
放射線の物質に対する透過性は様々な分野で利用

されており、様々な分野における非破壊検査装置と

して利用されている。これまでにX線を用いた医療

分野におけるX線CTや産業分野における製品の非

破壊内部検査装置やセキュリティー分野においては

空港の手荷物検査装置などで X 線やγ線が用いられ

ている。更に近年では重金属に対する透過性が優れ

た放射線として中性子線が注目されている。近年、

中性子源に関する研究が進んだことにより企業レベ

ルでの中性子照射実験が可能となってきているが中

性子イメージングといった観点では高速応答性など

で検出器の特性向上が期待されている。そこで本プ

ロジェクトでは、新しい中性子イメージングセンサ

ーとして半導体検出器の実現を目指し、半導体材料

である GaN と中性子のコンバーター材料となる B
原子を混晶させたBGaNに注目し、その作製と中性

子検出半導体としての可能性を検討した。 
本プロジェクトは今年度が 2 年目となっている。

これまでの我々の研究ではGaNがγ線に対する検出

感度が低いことから、GaNをベースに中性子検出器

を作製した場合には中性子を検出する際に問題とな

る中性子源からのγ線との分離が可能であることを

明らかにしてきた。また、BはⅢ族原子であるため

GaN における Ga サイトにB 原子が置換して半導

体材料として用いることが可能である。このような

ことから有機金属気相エピタキシー(MOVPE)法に

よってGaN上にBGaNを結晶成長条件の検討を行

っており、高品質なBGaNの作製を実現している。

今回は作製した BGaN を用いて放射線特性などを

評価し、BGaNの中性子検出に関する可能性を明ら

かにした。 
以下に研究活動状況の概要を記す。 
研究打ち合わせ：2回(学会期間中に打ち合わせを

実施) 
研究討論会：1回(2/18) 

 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 

BGaN 結晶の作製には有機金属気相エピタキシー

(MOVPE)法を用いた。作製した試料構造は c 面サ

ファイア基板上に GaN 層のエピタキシャル成長を

行った後にBGaN層の成長を行うことでBGaN薄

膜を作製した。放射線検出特性の評価には、ショッ

トキーダイオードを作製し、逆バイアスをかけた状

態で放射線を照射してキャリアの発生により放射線

検出特性を評価した。使用したα線源は Am（アメ

リシウム）、中性子源はCf(カリフォルニウム)を使用

した。 
最初に、BGaN のα線検出特性の評価を行った。

各バイアスにおける検出電流値の時間変化を図1に
示す。図中の放射線未照射時において定常的に電流

が流れていることが確認できる。これはBGaNの結

晶性が GaN に比べて十分ではないため結晶欠陥に

起因した洩れ電流が検出されていると考えられる。

更に、α線照射時において電流量が増加しているこ

とが確認できた。α線照射により各バイアスで定常

的に100pA程度の電流量の増加が確認できており、

α線によってキャリアが発生する量としては GaN
と同程度あることからBGaNにおいてもα線による

キャリア生成が行われており、キャリアの発生量は

同程度であることが確認できた。 
BGaN においてα線検出が可能であることを確認

したため、BGaNが中性子をB原子で捕獲して放出

されたα線を GaN で検出する中性子検出機構につ

いて実験的に検証を行った。中性子照射実験におい

て中性子源の照射を制限したため単発中性子照射の

測定を行った。中性子の単発照射を検出するにあた



 

り測定系として、作製したBGaNに逆バイアスをか

け、中性子検出時に発生するキャリアを電圧変換し

た後に増幅し、その信号をオシロスコープにて確認

した。図2に中性子照射時によって検出された検出

信号を示す。0V 付近で定常的であった電圧値が中

性子照射により増加している事が確認できた。この

信号は、中性子を捕獲した際に発生したキャリアを

検出したものだと考えられる。この結果より、BGaN
において B 原子に中性子の捕獲時に(n,α)反応によ

って発生するα線を検出することで中性子検出が可

能であることが示唆された。 

 

 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本プロジェクトは、中性子イメージングセンサー

の開発として、GaNを母材としたBGaN といった

新規半導体材料により、これまで実現していない中

性子検出半導体を作製することを目標に開発を行っ

てきた。BGaNといった新規材料によって中性子検

出の可能性があることを検証し、BGaNといった半

導体材料の作製において新規半導体材料となる可能

性を示した。 
中性子イメージングといった分野は、これからの

検出器分野における新しいイノベーションを創出す

る分野であり、更には中性子イメージング技術によ

って、新しい解析技術の確立が可能であることから

他分野における様々な応用展開が期待できる。将来

的には本研究プロジェクトを発展させ、中性子半導

体検出器を実現させることで様々な材料解析など多

くの分野での新しい検出器が期待され科学技術の進

歩への一助となることが期待される。 
また、本プロジェクトにおいて多様な分野の研究

者との交流が実現し、アウトソーシングを見据えた

研究開発に展開している。また、技術的な交流を深

めることにより他の研究プロジェクトへも展開がな

されており新しいプロジェクトに向けた取り組みを

始めている。 
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