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研究成果の概要（和文）：ホスウィッチシンチレータプレートとライトガイド、MPPCを用いたホスウィッチ型測
定装置の試作と性能試験を実施した。α線に対しては従来よりもエネルギー分解能が劣るものの、エネルギー・
位置の情報が得られることがわかった。一方でβ線に対してはシンチレータの厚みにより、位置分解能を優先す
るか、検出効率を優先するかの問題が存在する。しかし両者の放射線を単一の装置で計測できることから、今後
はラドン・トロン核種の時系列崩壊現象を利用した弁別性能向上も視野に入れることができる。

研究成果の概要（英文）：We conducted prototype and performance tests of a Hoswitch scintillator 
plate, a light guide and a position sensitive measuring device using MPPC. It was found that energy 
and position information can be obtained for alpha rays, although the energy resolution is lower 
than before. On the other hand, with respect to beta rays, depending on the thickness of the 
scintillator, there is a problem of giving priority to position resolution or detection efficiency. 
However, since the radiation of both can be measured with a single device, future improvement of 
discrimination performance using the time series collapse phenomenon of Radon-Tron nuclide can be 
taken into consideration.

研究分野： 放射線計測

キーワード： シンチレータ　ホスウィッチ　α線

  ３版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
福島第一原子力発電所事故により、炉心か

らα線放出核種であるプルトニウム(Pu)等を
含む燃料デブリやダストが原子炉建屋内の
ほか、周辺環境にも放出された。α線放出核
種はダストを吸入した場合の内部被ばくの
大きさから一般の関心は極めて高く、福島第
一原発の作業員の安全性にも多分に影響を
及ぼす。239Pu に代表されるα線放出核種の
環境分析には現在 2週間以上の期間がかかっ
ている。現場においてはスミヤ法による表面
非固着性汚染の検出は可能であるものの、固
着性汚染の場合にはスミヤ法の適用範囲外
となる。これは現場で採取した評価試料、も
しくはダストサンプルを行ったろ紙には天
然α線放出核種であるラドン・トロン系元素
が付着するため、その減衰を待った上で分析
センターに送り、各種試料前処理を施したう
えでα線測定を行うためである。天然には
214Po 等 Rn 子孫核種や遮蔽用鉛・鋼材に含ま
れる 210Po などのα線放出核種が存在する。 
 α線放出核種と同様の問題を抱えるのが
純β線放出核種の 90Sr である。90Sr は半減期
約 28.9 年で 90Sr→90Y→90Zr と 2 回のβ崩壊
を経て安定な 90Zr になるが、その過程でγ線
は一切放出しない。Sr は Cs と異なり、一度
体内に入ると骨に結合してほとんど体外に
出てこない上に、娘核種の 90Y からは最大
2.28MeV の高エネルギーβ線を放出する。こ
のような理由からβ線のみならずγ線も放
出する大量の 137Cs が存在する中で、90Sr に
対する迅速な核種・測定法に対する高いニー
ズがある。 
 以上のように作業員の安全性と周辺住民
の安心を確保する上で Pu 等のα線放出核種
と純β線放出核種である 90Sr に対しては現
場において「存在の有無」、「スクリーニング
レベル以上の定量」を迅速に可能とする装置
が必要となる。 

研究代表者らは当初新規シンチレータと
して Gd2Si2O7:Ce (GPS)の研究開発を行って
いた。GPS は北海道大学と日立化成が長期に
わたり開発を行ってきた日本オリジナルの
高性能シンチレータである。GPS は 662keV
γ線に対して市販のNaI:Tl比1.4倍の大発光
量と同シンチレータ比 2 倍程度のρZeff4(検
出効率の指標)を有し、潮解性や自己放射能も
ない。また発光波長が NaI:Tl シンチレータ
とほぼ同様の 350-450nm であるため、光電
子増倍管や MPPC との相性も非常に良い。
このような性能・性質を持つシンチレータは
他に類を見ず、単結晶シンチレータとして実
用化すれば、ピクセル化技術とあわせて
SPECT 用シンチレータ市場への強いインパ
クトが期待される。また高温環境下における
発光量に優れ、室温～250℃までほぼ同じ発
光量を保つため、掘削の大深度化に伴い使用
温度が高くなりつつある石油・ガス資源探査
用シンチレータとしても期待される。研究代
表者らは GPS シンチレータの単結晶合成を

進めてきたが、福島第一原子力発電所の事故
以来、GPS シンチレータをプレート化し、位
置検出器と組み合わせることで現場におい
て迅速にα線表面汚染を計測可能な装置の
開発に従事してきた。粒径 100μm 程度のシ
ンチレータ粒を基板上に固定・研磨する事で、
α線に対するエネルギー分解能を維持した
まま大面積化を可能とする独自技術の開発
に成功しており特許申請も行っている。これ
らを組み合わせる事で、α線に対して十分な
エネルギー弁別性能をもつ大面積検出器の
実現が容易に行える。 
 また過去課題 JST 先端計測「エネルギー弁
別・位置検出型α線サーベイメータの要素技
術開発」においては、GPS 焼結体を粒成長さ
せることで従来法の問題であった検出効率
を充填率の向上により改善し、シンチレータ
プレートの製造コストの低減にも成功した。
作製した可搬型α線サーベイメータの試作
機を用いて、50Bq のラドン子孫核種起因の
α線バックグラウンド中においてスポット
状に存在する 1Bq の核燃料起因α線放出核
種の検出に成功している。 
 
２．研究の目的 

GPS 焼結体の粒成長技術とプレート化技
術開発の中で、まだ小面積であるが厚み 100
μm 以下の GPS 膜の作製に成功した。本課
題では GPS 膜をプラスチックシンチレータ
表面に貼り付けたもの(GPS ホスウィッチプ
レート)を使用し、MPPC アレイを用いたα
β線両対応のサーベイメータの試作を行う。 
 本課題では可搬性の高いサーベイメータ
への応用を目指すため、有感面積 50×50mm
の GPS ホスウィッチプレートと位置検出型
光電子増倍管での原理試験後、MPPC アレイ
を用いた装置試作を行う。MPPC アレイは 8
×8 ピクセルから構成されており、アンガー
型の重心計算を適用することでバックグラ
ウンドとの弁別能の飛躍的向上を目指す。ラ
イトガイドを使用することにより原理的に
は有感面積 50×50mm を超えるサーベイメ
ータの製作も可能であり、汚染検出時間短縮
への寄与が見込まれる。 
 
３．研究の方法 

面積約 50×50mm、厚さ 100μm 以下の GPS
膜とプラスチックシンチレータ(厚み 2～
9mm)を用いたホスウィッチプレートを作製
した。同プレートを従来より使用してきた位
置検出型光電子増倍管と組み合わせた装置
で基礎的試験を行った。性能評価においては
α線源として 241Am、β線源として 90Sr を用い
て核種弁別能試験を実施した。またγ線バッ
クグラウンドとして空気中ろ紙(ラドン・ト
ロン減衰前)を用いて、バックグラウンド中
でも計測可能であるかを試験した。 
 その後試作したシステムの光検出機を
MPPC に交換し、給電装置(温度補償装置付)
の追加、データ収集装置の改造、ソフトウェ



アの改良検出ヘッドの軽量化と小型化及び
サイズの可変性試験を行った。 
 
４．研究成果 

厚み約 64μm の GPS 自立膜をプラスチ
ックシンチレータ上に貼り付け、発光の時間
応答計測を行った。241Am からの 5.5MeV α
線と、 90Sr 線源からの最大エネルギー
2.28MeV のβ線を入射した。通常のアンプを
用いた積分型の波高弁別ではα線とβ線の
応答スペクトルには重複部分が存在し、明確
な核種弁別はできないが、発光減衰時間の差
を利用し、線種によって異なる積分時間を適
用することで両者を明確に弁別することが
可能となる。バックグラウンドを模擬した
1MBq の 137Cs 線源を GPS 膜から 5cm の距
離に近接させて同測定を行ったが、γ線は最
大 2.28MeV のβ線よりも充分低い波高値を
示し、αβ核種弁別への影響が充分低いこと
が確認された。 

Top Seeded Solution Growth(TSSG)法によ
って合成した GPS 単結晶を粉砕し、ガラス基
板上に敷き詰めた後に研磨したものGPSシン
チレータ膜を位置検出型光電子増倍管の光
電面と同等のサイズ(5×5cm)で作成し、プラ
スチックシンチレータ(2～9mm)に貼り付け
ることでGPSホスウィッチプレートを作成し
た。本プレートに 241Am からの 5.5MeVα線及
び 90Sr からβ線を約φ1mm にコリメーション
した状態で照射したところ、両者の飛程の違
い及び両シンチレータの減衰時間の差を利
用することで弁別可能であることがわかっ
た。 

この知見をもとに、データ収集装置に改
造を行い、両信号を別々にメモリ上に保存可
能とした。改造したデータ収集装置の概観を
図 1に示す。具体的には減衰時間が短く、高
い波高が得られるβ線由来の信号がデータ
収集装置に入った際にフラグを立てるよう
にし、従来α線のみで 32 のエネルギービン
を利用していたメモリを、α線：16 ビン、β
線：16 ビンと分割することにより、両者を
別々に記録可能とした。 

α線のみに 32 ビンを利用する従来型エネ
ルギー弁別・位置検出型α線サーベイメータ
よりもエネルギー分解能は劣るものの、両者
の放射線を同一装置で収集できることが示
された。α線に対するシンチレーション光の
集光強度は、途中にプラスチックシンチレー
タを挟むことで約 20%程減少することもわか
った。 

GPS 焼結体膜に関しても製法の改良と経
験をベースに性能の向上を図り、数値目標で
ある面積:5cm×5cm、膜厚: 100μm 以下、シ
ンチレータの表面充填率: 65%以上、シンチ
レータの発光強度一様性:±10%以内は達成
された。参考として GPS 焼結体プレートの一
様性評価(ﾌﾟﾗｼﾝt=2mm)の評価結果を図2に示
す。位置はシンチレータプレート中央からの
距離である。両端部はプラスチックシンチレ
ータ端面による反射の影響でわずかに集光
強度があがっている。この影響はプラスチッ
クシンチレータ端面を黒色マーカーで着色
することにより抑制可能である。 

 
またバックグラウンドとして空気中から

サンプリングしたラドン子孫核種を含むダ
ストを用いてS/N比(核燃料起因放射性核種/
バックグラウンド)の変化を見る試験を実施
した。一方でアンガー方式の重心計算を行い、
位置検出器の分割数をあげた場合、各チャン
ネルのカウントがピクセル数の逆数比例関
係で減少するため、カウント不足による S/N
劣化が考えられる。そこで位置検出型光電子
増倍管の分割チャンネルを最小 8×8 から最
大 256×256 まで変化させた場合の S/N 比の
変化をみたところ、位置弁別性能については
16×16～32×32 程度が優れていることがわ
かった。 

シンチレータプレートの性能向上として
は、行う。たとえば GPS 焼結体は構成粒子の
直径分布によりα線応答スペクトル形状が
大きく異なる。過去に製作した GPS 単結晶粉
砕プレートにおいては焼結性向上及び製法
の簡素化のためGPSシンチレータの構成元素
である Gd の一部を La に置換した La-GPS 焼
結体についても性能評価を実施した。La-GPS
焼結体シンチレータの発光強度は従来の GPS

 

図 改良したデータ収集装置(重心計算ユ

ニット部) 

図 2 GPS 焼結体プレートの一様性評価(ﾌﾟ

ﾗｼﾝ t=2mm) 



焼結体の 93％程度であるが、従来、二度の焼
結が必要だったシンチレータプレート作成
において、これを一度の焼結のみで作製可能
であることがわかり、製法の大幅な簡素化が
図られ、今後の焼結体プレート作製において
コスト面で非常に有利になることが判明し
た。 

プラスチックシンチレータ中の 2.28MeV
β線最大飛程は約 9mm であるものの、厚すぎ
る場合にはα線検出を行う第一層からのシ
ンチレーション光を充分に透過しない可能
性がある。また、コリメーションされたビー
ム上の線源であればシンチレータに垂直に
入射する成分が主であるが、実線源の場合は、
シンチレータに斜めに入る成分もある。そこ
でプラスチックシンチレータ部分の厚みを
3-9mm 程度まで変化させた状態でスペクトル
を取得し、適切な厚みを求ためた。その結果
厚み 5mm を超えると、線源から斜めにプラス
チックシンチレータ部に入射するβ線の影
響が顕著となり、β線の位置分解が困難とな
る現象が見られた。 

ホスウィッチプレートに高透過ライトガ
イドと MPPC を組み合わせ、検出ヘッドの軽
量化と小型化を行った。MPPC アレイとしては
浜松ホトニクス製 S12642-0808 を使用し、物
理チャンネル数としては従来の位置検出型
光電子増倍管と同等の 8×8ch である。対応
型であり、従来の位置検出型光電子増倍管と
同数のチャンネルを有する。ライトガイドと
しては、今後の検出ヘッドの更なる大型化/
小型化に対応するため、各物理チャンネルに
9 本ずつライトガイドを束ねたものを製作し
た。ライトガイドの使用により、MPPC 使用時
でも最大50mm×50mmの検出面積が得られる。
MPPC は半導体光素子であるため、小型化が可
能であるものの、シンチレータの発光量に対
するダイナミックレンジの観点からは光電
子増倍管に劣る。特に温度特性はピークチャ
ンネルのシフトにつながるため、データ収集
装置には新たに温度補償を導入した。 

本研究においては最終的にホスウィッチ
シンチレータプレートとライトガイド、MPPC
を用いた測定系の試作と性能試験を実施し
た。α線に対しては従来よりもエネルギー分
解能が劣るものの、エネルギー・位置の情報
が得られることがわかった。一方でβ線に対
してはシンチレータの厚みにより、位置分解
能を優先するか、検出効率を優先するかの問
題が存在する。しかし両者の放射線を単一の
装置で計測できることから、今後はラドン・
トロン核種の時系列崩壊現象を利用した弁
別性能向上も視野に入れることができる。 
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