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［２］研究経過 
 放射線検出用の蛍光体は、即発蛍光を利用したシ

ンチレータによるリアルタイム検出から、遅発蛍光

を利用した熱蛍光体あるいは輝尽蛍光体を利用した

積分型の線量測定に至るまで、幅広い用途で利用さ

れている。これらの蛍光体開発においては、それぞ

れの用途において、適切な段階で適切に発光する蛍

光体を開発する必要があり、そのためには、励起状

態（励起子、伝導電子、あるいは正孔）のダイナミ

クスの詳細な理解とその制御とが必要となる。 
 本研究では、このような励起状態ダイナミクスを、

多様な材料系を対象とし、多様な分光法により解明

することを目的とする。材料系としては、有機物、

無機結晶、無機ガラス、あるいは有機無機ハイブリ

ッド材料など、多様な系を対象として取り扱う。解

析する上で重要となるのは、３つの軸：時間軸、エ

ネルギー軸、および空間軸でのダイナミクスである。

そのため、解析対象とするのは、以下の３点である。 
① 発光に至るまでの励起状態ダイナミクスの解析

（時間軸、エネルギー軸） 
 蛍光の減衰時定数や残光時間などの解析を通じ、

発光直前の励起状態へと至るまでの緩和ダイナミク

スを解析する。時間軸情報に加え、スペクトルも解

析する。 
② 蓄光状態における準安定中心の解析（エネルギ

ー軸） 
 輝尽蛍光における刺激スペクトルの測定、あるい

は熱蛍光のグローカーブの測定により、電子や正孔

を準安定的に捕獲した中心のエネルギー準位に関す

る情報を得る。 
③ 励起状態の空間的挙動に関する解析 
 上記２点での解析を、発光中心濃度などが異なる

系において解析し、間接的な情報ではあるものの、

励起状態の拡散長に関する情報を得る。 
上記の解析結果に基づき、新たな蛍光材料開発へと

つなげることを、本研究の目的とした。 
本研究では、新規の放射線誘起蛍光体開発を行い、

多様な用途に特化してその性能を向上することを目

的とした。長年にわたり、可視光向け蛍光体を精力

的に研究してきた、電子工学研究所の研究蓄積を元

に全国の若手の放射線計測向け蛍光体へ展開する。

特に、基礎過程の観点から蛍光特性を解析し、材料

開発へとフィードバックを行った。また、放射線計

測システム構築の研究者との連携により、それぞれ

の用途に対して蛍光特性や放射線検出特性を最適化

する。さらに、企業の開発者との連携により、その

迅速な実用化に向けた体制を整えた。即ち、新規蛍

光体材料開発を軸とし、その材料設計指針となりう

る励起状態基礎過程の解明を目的とし、さらには次

世代の放射線イメージングシステム開発とその実用

化を見据え、連携して研究を展開した。 
 
［３］成果（以下１０.５ポイント） 
 （３－１）研究成果 
本年度は、以下に示す研究成果を得た。 
まず第１に、オージェフリー発光という、内殻正

孔に由来する発光機構を用いた、新規のシンチレー

タ材料である、Cs2ZnCl4に関するものである。この



 

発光機構では、発光の減衰時定数が数ナノ秒以下と

非常に短いため、高速応答性の要求される用途での

シンチレータ材料に利用可能である。本材料で特筆

すべきは、オージェフリー発光に起因する高速成分

が、全体の95%以上を占める点である。従来の、オ

ージェフリー発光を用いたシンチレータ材料の大半

で、自己束縛励起子などによる長寿命成分が観測さ

れていることとは対照的であり、本材料の高計数率

測定用途への応用が期待される。 
第２に、量子井戸構造を有する有機無機ペロブス

カイト型化合物について、その構造と発光特性との

相関を明らかにした。当該物質系においては、量子

井戸層に閉じ込められたワニエ励起子による短寿命

な発光が知られており、高速シンチレータ材料とし

て有望視されていた。本研究では、量子井戸層であ

る無機層の構造と、励起子の放射寿命との相関を見

出し、これを励起子内部構造の違いとして説明する

ことに成功した。これまでの当該化合物系における

材料開発では、このような観点からの発光特性制御

は考慮されていなかったため、本研究により得られ

た知見は、更なる高性能化に向けた新たな材料設計

指針となりうる。 
 第３に、GAGGシンチレータにおける、放射線照

射後のシンチレーション特性について、真空紫外分

光に基づいて論じる手がかりを得た。kGy程度のガ

ンマ線照射後、発光量が顕著に増大する現象を解明

するために、50～200 nmでの励起スペクトルを測

定したところ、60 nm付近にて、ガンマ線照射後に

新たなバンドが生じていた。この波長に対応する光

子エネルギーは、GAGG のバンドギャップの 2～3
倍に対応するものであり、ちょうど、放射線に電子

正孔対を生成するのに消費される平均エネルギーで

ある。そのため、電子正孔対生成からエネルギー移

動に至る過程において、照射効果が何らかの役割を

果たしていることが示された。 
 第４に、オージェフリー発光が生じると予見され

ているCdF2結晶について、発光およびシンチレーシ

ョン特性を明らかにした。真空紫外領域の励起スペ

クトル測定に基づき、観測された蛍光およびシンチ

レーションは、オージェフリー発光ではなく、自己

束縛励起子あるいは不純物や欠陥により生じる発光

と帰属された。 
 第５に、オージェフリー発光を示すCs2ZnCl4結晶

にCeをドープした材料のシンチレーション特性を

明らかにした。オージェフリー発光とCe3+からの

5d-4f遷移に基づく発光の双方が観測された。Ceド
ープにより、トータルでの発光量は増大したものの、

オージェフリー発光の成分の発光量は低減した。こ

れは、類似の系における既報の結果とも一致し、オ

ージェフリー発光と不純物発光の発光量には補完関

係があることが明確となった。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本プロジェクトの特色は、分担者が全て、自ら実

験を遂行する研究者で構成されている点である。こ

のことは、研究会において、現場の情報をふんだん

に持つ研究者同士の交流がなされることを意味する。

従来の、スーパーバイザー同士の交流と比較すると、

実際の現場を熟知する研究者同士の交流による波及

効果は計り知れない。 
本プロジェクトの参加者は、材料設計やプロセス

を専門とする研究者、分光分析手法に長けた研究者、

およびイメージングなどへの応用の得意な研究者と、

基礎から応用までを完全に網羅できる研究者で構成

されている。数多くの共同研究の成果を整理するこ

とにより、考慮すべき材料パラメータや、解明すべ

き基礎過程ステップについて絞込みを行うことがで

きれば、新学術領域などの大型プロジェクトの申請

へとつながることが期待される。 
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