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［２］研究経過 
 III 族窒化物半導体材料は、優れた材料特性から

様々な応用分野への展開が期待されている。本プロ

ジェクトでは，III族窒化物の放射線検出デバイスへ

の応用に向けて基礎物性の解明を目的として研究を

行った。 
 本プロジェクトは今年度が4年目であり、昨年度

までに BGaN が中性子検出半導体材料として期待

できる材料であることを明らかにした。そこで

BGaN 中性子検出デバイスを実現するために重要

な母体材料 GaN の放射線検出特性の解明が必要と

なる。特に、中性子時捕獲時にB（n，α）Li 反応

によるα線の検出が重要となる。しかしながら、

GaN のα線に関する飛程や電子正孔対生成エネル

ギーなどのデータは評価されていない。そこで、今

年度は GaN ダイオードの放射線検出特性評価を行

った。GaN放射線検出時における電子正孔対生成エ

ネルギーを導出およびα線の飛程距離の導出に向け

て、GaNダイオードを用いた放射線検出特性評価を

行った。pnおよびpin-GaNダイオードの放射線検

出特性を評価して、移動度寿命積の導出に至った。 
 以下、研究活動状況の概要を示す。 
 研究会（12月17日および28日） 
 研究打ち合わせ（6月23日、12月18日、他学会

期間中） 
 

［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。 

 第一に、pn接合GaNダイオードを用いて各放射

線に対する検出感度特性を評価した。α線、γ線、

中性子線に対するエネルギースペクトル測定結果を

図1に示す。α線照射時のスペクトルはα線エネル

ギーのピークを結果が得られた。GaNダイオードは

α線に対して十分な感度を有していることが確認さ

れた。γ線および中性子線照射時では、全てのチャ

ネルにおいてカウント数が0であった。この原因は

GaN がγ線および中性子線に対して検出感度が非

常に低いことと、作製した GaN ダイオードの有感

層領域が狭いことが影響している。特にγ線の検出

感度に関しては、GaNが原子番号の低い元素で構成

されることからも妥当な結果であり、α線のみに対

して検出感度が高いデバイスとして有用な材料であ

ることが確認できた。 

 
図 1、pn 接合GaN ダイオードへ各放射線を照射した場合に

検出された放射線エネルギースペクトル 

 
図 2，各印加電圧で測定したpn接合GaNダイオードのα線エ

ネルギースペクトル 
 
 第二に、pn接合GaNダイオードの放射線検出に対

する移動度寿命積(μτ値)の導出を行うために、エ



 

ネルギースペクトルの印加電圧依存性を評価した。

各印加電圧で測定したpn接合GaNダイオードのα

線エネルギースペクトルを図2に示す。印加電圧を

変化させることでスペクトルが変化しており、ピー

ク位置も高エネルギー側にシフトした。このピーク

位置をヘクトの式を用いてフィッティングを行った

結果、pn接合GaNダイオードのα線検出時のμτ値

は約4.0×10-5 V/cm2であった。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
本プロジェクトにより、III族窒化物半導体分野の

若手研究者が交互に交流をする機会にもなっており、

研究の応用展開などに向けて議論が深まっている。

今年度の研究に関しても、昨年までのプロジェクト

成果を展開した結果、新しい研究領域の開拓につな

がっており、今後の更なる発展が期待される。 
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