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［２］研究経過 
シンチレータは核医学、セキュリティ、資源探査、

宇宙や素粒子といった高エネルギー物理、活断層探

査など、広汎な応用範囲を有している。特にこれら

の応用においては、放射線の高い透過能力を生かし

た撮像型検出器における利用が多い。撮像シンチレ

ーション検出器は、大別して配列型 Si-PD を光検

出器として用いた積分型検出器、多電極型光電子増

倍管を用いたカウンティング型検出器の二種類があ

るが、最もよく用いられている二次元画像再構成手

法は電荷重心演算による。そのためシンチレータの

発光量 (∝ 光検出器における光電子数) が、イメー

ジング性能においては重要となる。 
そこで本研究では、新規のイメージング用のシン

チレータ開発を行うことを目的とする。イメージン

グ用と言った場合、積分型では数ミリ秒までの応答

速度が許容である一方、カウンティング型ではマイ

クロ秒を切る応答速度が必須となる。また読み出し

の光検出器の波長感度特性に合わせた蛍光波長も必

要であり、カウンティング型においてはエネルギー

分解能も画像の S/N を上げるのには重要である。

本研究では、発光量、応答速度、発光波長、エネル

ギー分解能と言った実用上重要な特性に焦点を合わ

せ、研究を行う。そのためシンチレータ研究を専門

とする研究者のみならず、応用を行う研究者、また

実用化の観点から企業研究者、更にはこれまでシン

チレータとしては検討されてこなかった一般蛍光体

材料の研究者までが参画することで、革新的なシン

チレータの創製を目指すことが目的である。 
本プロジェクトは，本年度が初年度であった。こ

れまでは，組織に記載した分担研究者らが個別にシ

ンチレータやシンチレーション検出器の研究を行い，

多くの学術的な成果が出されてきた。そこで，本プ

ロジェクトでは，これまでの成果を踏まえながら，

記載した産学の研究者が一堂に会する研究会を、静

岡大学にて開催し、これまでの各自の研究成果や今

後の課題に関して議論を行った。この研究会を起点

として、幾つかの共同研究が生まれ、新たな研究が

展開されつつある。 
 
［３］成果 
 （３－１）研究成果 
本年度は，以下に示す研究成果を得た。これらは

全て、研究代表者と分担者の共同研究の成果である。 
まず第１に，今年度のノーベル物理学賞が授与さ

れた GaN 結晶のシンチレーション特性が明らか

となった (1)。GaN においては、これまで薄膜 (厚
み ~ 数百 nm) のシンチレーションに関する報告

は幾つかなされていたが、放射線検出においては、

荷電粒子用でさえ少なくとも 10 ミクロン程度の厚

みが必要であるため、本成果は、実用的な観点から

の初の成果となる 
第２に，千代田テクノルのガラスバッジに用いら

れている銀添加リン酸塩ガラスにおいて、従来の光



 

子 (X、ガンマ線) のみならず、α線などの荷電粒子

に対して、別個の RPL 現象を示すことを明らかに

した (2)。これにより、これまで光子に対する線量

計測しか行ってこなかった同社のガラスバッジに、

荷電粒子や、場合によってはガラス組成を改良する

ことで、中性子に対する感度を持たせることが可能

であることが分かった。 
第３に、医療画像装置であるSPECTの更なる感

度向上に向け、機能性コリメータが提唱されている

が、レーザー用の透明セラミックスコンポジットを

シンチレーション検出器として用い、波形弁別を行

う事で、同コリメータへ適用可能であることを明ら

かにした (3)。医療画像装置における解像度は、放

射線の質 (均質性、強度) と検出器の性能の双方が

要求されるが、シンチレーション検出器においては、

コリメータ部や集光部が不感域となることが問題と

なっていた。本技術を用いることで、将来的には不

感域をなくした医療画像装置の実現が可能となる事

が予想される。 
第四にパルスX線を用いた、放射線誘起残光 (ア

フターグロー) 特性評価装置の開発を行った (4)。
これは代表者と、浜松ホトニクス社の共同研究成果

である。空港の手荷物検査器などに代表される放射

線セキュリティ装置においては、用いているシンチ

レーション検出器の残光特性が重要である。残光が

多い場合は、画像ブレとなってしまうため、解像度

が悪くなってしまう。しかしながらこれまでは、メ

カニカルシャッターと連続 X 線を用いるシステム

で、各装置メーカーが各社独自の仕様で測定してお

り、定量的な比較が困難であった。また時間精度に

おいても、ミリ秒程度の現象 (e.g., コンベアスピー

ドを 50 cm/s とし、検出器一画素を 1 mm とすれ

ば、一ラインの検査時間は 2 ms) をミリ秒程度の

時間分解能で計測していた訳であるが、当該装置を

用いることで、ミリ秒程度の現象を、マイクロ秒程

度の時間精度で観測する事が可能になった。同装置

は発表後すぐに問い合わせが相次ぎ、既に製作を行

った浜松ホトニクス社から、関連分野企業への販売

が成立している。これは今後の放射線画像セキュリ

ティ装置の更なる感度向上を行う上で、重要な研究

成果である。 
第五としては、放射線分野以外の展開が挙げられ

る。代表者や分担者らの共同研究の成果として、真

空紫外域 (VUV) でのフィールドエミッションラン

プを開発した (5)。真空紫外域ではこれまで、主と

して気体光源が用いられてきたが、当該研究では、

Nd添加LuF3 シンチレータを薄膜化して用いるこ

とで、高効率な固体真空紫外発光源の開発に成功し

た。当該成果は、文部科学省ナノテクノロジープラ

ットフォーム事業最優秀賞を受賞するなど、客観的

に高い評価を受けている。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本プロジェクトは，学外研究者との交流が飛躍的

に活性化し，多数の共同研究プロジェクトに発展し

た。来期以降も研究会や共同研究を継続していくこ

とで関係者の合意は取れており、さらに精力的に研

究を進めたい。また，本プロジェクトで明らかにな

った新規シンチレータに関する成果は，従来考えら

れてこなかった新しい研究領域の開拓（e.g., 実用的

な半導体シンチレータ、レーザー分野での成果のシ

ンチレータへの応用、真空紫外固体光源の開発）に

結びつき，今後の発展が期待されている。当該研究

プロジェクトは、産学連携、学際的異分野融合を果

たすうえで、大変良い仕組みであり、今後ともご継

続頂ければと考えている。 
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