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まえがき

放射線検出器は放射線と物質との相互作用の結果発生し

た微少な電荷を波形整形するなどしてパルスや電流の信号

を発生する。検出器からの信号は計数回路で計数率や線量

率などに変換され表示・記録される。このような計測系は

原子力発電所や研究所，病院などの放射線管理に利用され

る放射線モニタ，厚さ計・レベル計として利用されている。

測定したい放射線の種類，放射線のエネルギー，強度によ

り使用する放射線検出器の種類は異なってくる。

本稿では，近年開発した半導体式の中性子検出器，β線

検出器，α線検出器，シンチレーション式のα・β線検出

器（1台でα線とβ線を測定できる検出器）について述べ

る。

半導体検出器

２.１ 概　要

半導体検出器の検出素子は，面積の大きいダイオードで

ある。放射線により空乏層内で発生する電子と正孔（ホー

ル）は電極に集められる。集められた電荷は，量が放射線

のエネルギーに比例し，出力のパルス数が線量に比例する。

富士電機では，高純度シリコンウェーハにプラズマ CVD

（Chemical Vapor Deposition）方式によりアモルファス膜

を成膜してヘテロ接合とした検出素子を使用している。検

出素子の出力電荷を電荷増幅形プリアンプで積分して，電

荷量を電圧に変換している。

シリコン半導体検出器は他の検出器に対して次の特徴を

持つ。

検出素子の厚さは 1mm以下，面積は 0.1 ～ 20 cm2 の

ため，他に比べて検出素子の体積が小さく製品の小形化

が可能となる。

他の検出器は数百Vから 1,000V の電圧を印加する必

要があるのに対して，数十 Vで動作するため，製品の

小形化・低消費電力化に適している。

γ線検出器として使用する場合には，素材にシリコン

を使用しているため原子番号の大きいNaI 検出素子に比

べて放射線の吸収特性が空気に近く，エネルギーによる

感度の変化が小さくエネルギーフィルタで補正して良好

なエネルギー特性が得られる。

検出素子内の電荷収集時間がGM計数管などの検出器

に比べて短く応答が速いため，高計数率までの測定が可

能となり広い範囲の線量率の測定が可能となる。

富士電機では測定対象の放射線ごとにγ線およびβ線，

α線，中性子測定用のシリコン半導体検出器を開発してい

る。

上記の特徴を生かして製品化した多機能形線量計用の中

性子およびβ線検出器，ダストモニタ用のα線およびβ線

検出器を紹介する。なお，γ線検出器は従来も紹介してい

るため今回は省略する。

２.２ 多機能形線量計用検出器

警報付ポケット線量計は作業者が携帯して作業中に受け

た放射線の量をリアルタイムで測定・表示し，設定値以上

の線量を受けた場合に警報音を発生して注意を促す機能を

持つ。

従来は測定対象がγ線だけであったが，β線検出器と２

種類の中性子検出器（熱中性子と高速中性子）を開発し，

１台で同時にγ線およびβ線，中性子の線量を測定できる

多機能形線量計を製品化した（図１）。

２.２.１ 半導体中性子検出器

γ線およびβ線は直接検出できるが，中性子自身は電離

作用がないため直接検出できず，ボロンや水素と中性子を

反応させて発生する荷電粒子を検出素子の空乏層で検出し

ている。

なお，中性子は測定エネルギー範囲が広く，低いエネル

ギーは熱中性子検出器，高いエネルギーは高速中性子検出

器により検出している。

熱中性子検出素子は高純度シリコン上にアモルファス膜

を成膜し，さらにアルミ電極およびボロン膜を成膜した構

造となっている〔図２ 〕。ボロン膜中の 10B は熱中性子

に対する断面積が非常に大きく，熱中性子と反応してα線
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粒子または 7Li 原子核を発生する。それが空乏層を通過す

る際に発生する電荷で検出している。

α線や 7Li 原子核に対する感度を高くするためにアモル

ファス膜を薄くし，γ線に対する感度を低くするために空

乏層を薄くしている。

高速中性子検出素子は上部にポリエチレンフィルムのラ

ジエータを配置した構造となっている〔図２ 〕。ポリエ

チレン中の水素は高速中性子と散乱反応して陽子を発生す

る。それが空乏層を通過する際に発生する電荷で検出して

いる。

陽子の感度を高くするためにアモルファス膜を薄くし，

γ線の感度を低くするために空乏層を薄くしている。シリ

コンの素材やアモルファス膜の厚さを変更して最適化し，

陽子の発生量が多くなるようにラジエータの素材および厚

さを選定している。

線量計に用いる検出器としての主要項目は以下のような

ものである。

検出素子を 3mmの高さのケースにパッケージしてプリ

ント回路基板に直接実装することで，線量計としても小形

化が図れる構造にした。小形化により従来 1種類だけの検

出器を搭載していた線量計に，β線およびγ線，高速中性

子，熱中性子の４種類の検出器を搭載している。

指示範囲は 0.1 ～ 999.9mSv，線量率範囲は 0.1 ～ 1,000

mSv/h，方向特性は前後左右の 0～ 60 °に対して＋－50 ％

となっている。

熱中性子検出器と高速中性子検出器の出力を重み付け加

算することで，0.025 eV ～ 15MeVの測定エネルギー範囲

で図３のエネルギー特性となっている。

熱中性子検出器および高速中性子検出器はγ線に対して

感度を持ちγ線を誤計数してしまうため，γ線による出力

を除去する必要が生じ，中性子との反応で発生するα線粒

子および 7Li 原子核，陽子のエネルギーがγ線より大きい

ことからエネルギーで弁別し，中性子を選択的に測定して

いる。

２.２.２ 半導体β線検出器

β線はアルミ板 1枚で止まるほど透過力が弱く，検出素

子の空乏層に到達するように検出器の入射窓を数十μmの

樹脂膜で製作している。検出素子にはγ線と同一素子を使

用している。

線量計に用いる検出器としての主要項目は以下のような

ものである。

指示範囲は 0.1 ～ 999.9mSv，線量率範囲は 0.1 ～ 1,000

mSv/h，方向特性は前後左右の 0～ 30 °に対して＋－50 ％

となっている。

200 keV ～ 2.3MeV の測定エネルギー範囲で図４のエネ

ルギー特性となっている。

β線検出器はγ線に対しても感度を持ちγ線を誤計数し

てしまうため，γ線による出力を除去する必要がある。し

かし，β線検出器では，β線とγ線の空乏層内で発生する

電荷量がほぼ同等でエネルギーにより弁別できない。一方，

γ線検出器はパッケージがβ線を遮へいするためβ線に対

して感度を持たない。β線検出器の出力のγ線成分をγ線

検出器の出力で減算補正してβ線成分を算出している。

２.３ ダストモニタ用検出器

ダストモニタは空気を吸引して 紙にじんあいを付着さ

せ，そこからの放射線を測定して空気中の放射能濃度を監

視する装置である。ダストモニタ用の半導体α線検出器と

β線検出器を開発した（図５）。

α線検出器とβ線検出器は外形および取付寸法を同一に
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（a）熱中性子検出素子構造図 

（b）高速中性子検出素子構造図 

図２　熱中性子および高速中性子検出素子の構造

1
m
S
v
の
場
に
お
け
る
指
示
値
 （
m
S
v
）
 

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001
10210010－210－4

中性子エネルギー（MeV） 
10－610－8

図３　中性子検出器のエネルギー特性図１　多機能形線量計の外観
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して，同じダストモニタでα線とβ線の測定ができるよう

にしている。

２.３.１ 半導体α線検出器

α線はβ線より透過力が弱いため，β線検出器よりさら

に入射窓およびアモルファス膜，アルミ電極を薄くしてい

る。有感面は直径 50mmでダストモニタ用固定 紙径と

同等にして 紙全面を効率よく測定できるようにしている。

検出効率は 10 ％（s－1/Bq）となっている。

自然界にはα線を放出するラドンが存在しており，ラド

ン以外のα線を精度よく測定するにはラドン成分をできる

だけ除去する必要がある。除去方法としてα線のエネルギー

分解能を高めてウィンドウ測定する方法があり，この用途

のα線検出器も開発している。

２.３.２ 半導体β線検出器

２.２.２項のβ線検出器と同じく入射窓を樹脂膜で製作し，

検出素子を大きくすることで有感面を直径 5mm→ 50mm

に拡大している。検出素子の面積が大きくなると漏れ電流

が増加しノイズレベルが増加して SN比が劣化するため，

素子製造プロセスを改良してノイズレベルの低い漏れ電流

の少ない検出素子を開発し SN比の劣化を防いだ。

有感面は直径 50mmと，固定 紙径と同等にしている。

検出効率は 15 ％（s－1/Bq）となっている。エネルギー特

性は図６となっている。

β線とγ線の検出素子内で発生する電荷量が同等でγ線

を誤計数してしまうため，従来のダストモニタでは検出器

全体を鉛で被って外部からのγ線を遮へいしてγ線の誤計

数を低減させている。本検出器は鉛を内蔵させて，図７の

ように必要な部分を遮へいできるようにして，ダストモニ

タの遮へい体質量を 100 kg 以上軽くしている。

α・β線表面汚染用シンチレーション検出器

３.１ 概　要

シンチレーション検出素子は放射線により分子が励起さ

れ，基底状態に遷移する際に発する蛍光を出力する。検出

器は蛍光出力を光電子増倍管（PMT）で電子に変換して，

信号処理を行いパルス信号を出力する。

シンチレーション検出器としては NaI 検出器およびプ

ラスチック検出器，ZnS 検出器が代表的であり，測定対

象により下記のとおりに使い分けられている。

NaI 検出器：γ線

プラスチック検出器：β線およびγ線

ZnS 検出器：α線

ここでは表面汚染測定用のプラスチックβ線検出器をベー

スにして，ZnS 検出器を加えてα線とβ線を同時に測定

できる検出器を紹介する。

３.２ α・β線表面汚染用シンチレーション検出器

α線とβ線を測定するために，検出素子はβ線を検出す

（3）

（2）

（1）
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図５　ダストモニタ用α線検出器の外観（β線検出器も同一）
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図６　ダストモニタ用β線検出器のエネルギー特性
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図７　ダストモニタ用β線検出器のγ線遮へい構造
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図４　β線検出器のエネルギー特性
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るプラスチック検出素子とα線を検出する ZnS 検出素子

を一体化している。

検出器は図８に示す構成になっており，一体化された検

出素子からの出力を光電子増倍管で電子に変換して増幅し，

α線とβ線のパルス幅が異なることから波形弁別回路でα

線とβ線をパルス幅により弁別して，α線とβ線のパルス

信号を出力する。

有感面が 160 × 310（mm）で，検出効率はα線に対し

て 20 ％以上，β線に対して 25 ％以上となっている。

検出素子からの蛍光は 2本の光電子増倍管に同時に入射

するので，コインシデンス回路でそれぞれの出力が一致し

た信号を出力し，ノイズ成分（光電子増倍管の暗電流など

によるノイズなど）を除去している。

あとがき

既存施設で使用される放射線検出器は，省力化の点から

メンテナンスが不可欠な GM計数管から半導体検出器お

よびシンチレーション検出器への切換が進んだ。

今後の検出器はループチェックや内部電圧チェックなど

の遠隔操作機能，自己診断機能などが付加されていくと考

えられる。

一方，大形加速器の進歩で，従来より非常に高いエネル

ギーの放射線に対する検出器や，加速器特有のパルス的な

放射線場に対応する検出器の需要があり，既存の検出器を

ベースにした新しい検出器の開発を進めていきたい。
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図８　α・β線表面汚染用シンチレーション検出器の回路構成
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