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固体シンチレーション機構の探究と
新規高性能シンチレータの創出

東北大学大学院工学研究科応用化学専攻　 越水正典∗

Development of novel scintillation materials and analysis
of luminescence and scintillation processes are described.
In particular, scintillation materials having nanostructures
and scintillation processes at high LET are focused. In
addition, various spectroscopic measurements on scin-
tillation materials are briefly introduced. Finally, future
prospects for utilizing the knowledge on scintillation
processes for design of novel scintillation materials are
discussed.

Keywords: scintillator, organic-inorganic hybrid mate-
rials, quantum confinement, nanostructure, linear energy
transfer

1 はじめに

シンチレータとは，放射線検出に用いる蛍光体であ
り，入射放射線のエネルギーを紫外光や可視光（場合
によっては赤外光）へと変換する材料である．図 1に
検出器の概要を示す．適切な光検出素子との組み合わ
せにより，シンチレーション検出器が構成される．こ
こで重要なことは，検出信号には，シンチレーション
の時間プロファイルが反映されるということである．
即ち，用いるシンチレータ材料に応じて，検出信号特
性が，ひいては検出器としての性能が大幅に異なり
うる．
シンチレータ材料に求められる性能は，その用途に
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図 1 シンチレーション検出器の模式図

より異なる．主要な性能因子は次の通りである．

• 発光量
• シンチレーションの減衰時定数
• 検出対象とする放射線との相互作用確率

発光量は，多くの場合，γ線での 1 MeV当たりの発光
光子数として表記される．発光量が多いほど，検出信
号の波高が大きくなり，ノイズに対して強くなる．ま
た，入射放射線のスペクトロスコピーを行う際には，
そのエネルギー分解能は，一般に，発光量が多いほ
ど高い傾向にある．一方，減衰時定数は，シンチレー
ション検出器の不感時間を左右する．そのため，高計
数率では，減衰時定数の大きい材料を用いた場合，数
え落としが生じる．また，同じ発光量であれば，減衰
時定数が小さいほど，単位時間当たりの発光量が大き
くなるため，検出信号波高が高くなる．さらに，減衰
時定数が短いと，一般に，放射線到達時刻決定の時間
分解能も高くなる．検出対象とする放射線との相互作
用確率は，検出効率を決定する因子である．どのよう
な組成の材料が望ましいのかについては，対象により
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異なる．X線やγ線などの高エネルギー光子の場合に
は，高い原子番号の元素を多く含有するほど，相互作
用確率が高くなる．電子線や高エネルギーイオンの阻
止能も同様である．一方，熱中性子に関しては状況が
異なる．熱中性子そのものには電離能がないため，そ
の検出のためには，10Bや 6Liとの核反応を利用し，荷
電粒子へと変換する必要がある．即ち，熱中性子を検
出対象とする場合には，これらの原子核の含有濃度が
相互作用確率を左右する．

1.1 シンチレーションに至る過程

シンチレーションに至る大まかな過程は，以下に述
べる点においては，ある程度の同意が得られていると
言ってよい．その過程を，時系列的に図 2に示す．初
めに，放射線が電子系にエネルギーを付与する．この
電子励起過程では，価電子のみでなく内殻にも正孔
が生じる．ほとんどの物質では，内殻正孔は速やかに
オージェ過程により消失し，オージェ電子や特性 X線
を生じる．これらの過程を繰り返し，価電子励起のみ
が生じる．その後，この価電子励起のエネルギーの一
部（いわゆる過剰エネルギー）は，格子系へと散逸す
る．同じ程度，あるいはより遅い時間スケールで，エ
ネルギー移動が生じる．例えば，不純物元素を発光中
心として利用するシンチレータ材料の場合，ホストマ
トリクスでの励起エネルギーが発光中心へと移動す
る．その後，放射遷移（発光を伴う脱励起）あるいは
無放射遷移（発光を伴わない脱励起）により，基底状
態へと戻る．これがシンチレータにおける緩和過程の
全貌である．放射線化学の読者の皆様には，発光（あ
るいはシンチレーション）を生成物として見立てると，
放射線化学反応と類似のプロセスであることが容易に
理解していただけるものと思われる．
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図 2 シンチレーション過程の概略

シンチレータ材料開発において，このシンチレー
ション過程を全て理解し，制御して材料設計を行う
ことが理想であることは言うまでもない．しかしなが
ら，実情はこの理想とは程遠い．実際のところ，シン
チレータ材料開発において，最も重視されるのは，光
励起下での発光収率の高い（と期待される）材料を用
いることである．Eu2+ や Ce3+ などの希土類発光中心
を用いた材料であれば，この点で優秀であることが，
レーザー結晶への応用研究などを通じて実証されてい
るため，多くの材料において利用されている．一方，
シンチレーションにおいて最も重要なエネルギー移動
過程は，その時間スケールが，遅いものでナノ秒程度，
速いものではピコ秒オーダーであると想定され，その
解析が困難であることも相まって，その制御は未だに
困難な課題である．
基礎過程を考慮する重要性は，高 LET でのシンチ
レーションを考慮する際にさらに高まる．放射線化学
反応収率や活性種ダイナミクスの LET 依存性と同様
に，シンチレーションにおける発光量や減衰挙動にも
LET依存性が存在する．多くの場合，発光量は高 LET
で低下し，減衰も速くなることが多い．これらは，励
起状態間相互作用による無放射失活過程の促進とし
て，現象論的に理解することが可能である．しかしな
がら，どのような材料で，どのような LET依存性が存
在し，あるいは LET依存性を制御するためにどのよう
な材料特性に注目すればよいのかについて，ほとんど
理解が得られていないのが現状である．

1.2 本稿の構成

前節で述べた不明点などを鑑み，筆者らが取ったア
プローチは次の 2つである．

• シンチレータ材料を構成しうる材料概念を拡張
する
• 高 LETでのシンチレーション特性の解析を分光
学に基づいて進める

前節で述べたように，シンチレーション過程について
の理解が不足するため，狭い範囲の材料を対象とした
開発が進められてきた感は否めない．筆者らは，材料
科学において一大潮流を築いてきた研究対象である，
ナノ材料を用いる材料開発に取り組んだ．ナノ材料を
用いる利点や，具体的な材料とその性能については次
節で述べる．一方，シンチレータ研究の立場からは未
踏領域であった，高 LETにおけるシンチレーション特
性の分光学的解析について，励起状態間相互作用の様
相を明らかにすることを目標として取り組んできた．

第 96号 (2013) 58



固体シンチレーション機構の探究と新規高性能シンチレータの創出

その結果については第 3節で述べる．

2 ナノ材料を用いた
新規シンチレーション材料の開発

本節では，主に，高速応答性の必要な分野で利用さ
れるシンチレータ材料の開発を念頭に置いている．即
ち，シンチレーションの減衰時定数の小さい材料を開
発することを目的とする．その上で，ナノ材料を用い
る利点は，次の 2点にある．

1. 半導体からの自由励起子発光が利用可能であ
る．一般的に，直接遷移型半導体の自由励起子
発光の寿命は，サブナノ秒からナノ秒の範囲で
ある．そのため，この発光は，高速シンチレー
タ材料開発において有用である．しかし，いく
つかのバルク半導体でのシンチレーション特性
の研究では，極低温では良好な性質が得られる
一方で，室温では発光量が非常に小さいことが
示された．これは，室温においては，励起子が
熱的に解離するためである．本研究では，半導
体ナノ構造中の構築により，この困難を克服す
る．半導体ナノ構造中の励起子では，量子サイ
ズ効果のために，その束縛エネルギーが大幅に
増大し，室温においても安定に存在することが
可能となる．さらには，振動子強度などの特性
も量子サイズ効果の影響を受ける．これらの効
果により，室温において高速かつ高効率の励起
子発光を得ることが可能となる．

2. プラスチックと酸化物とのナノハイブリッド材
料形成により，プラスチックシンチレータの検
出効率を劇的に向上させることが可能である．
このアプローチでは，図 3に示すように，シン
チレータ材料は 2つの部位に分離される．一つ
はプラスチックシンチレータドメインであり，
発光機能を担う．もう一つは酸化物ドメインで
あり，検出対象の放射線との相互作用機能を担
う．このようにして，プラスチックシンチレー
タの高速応答性を保持しながら，なおかつ検出
対象の放射線との相互作用確率を高めること
が可能となる．さらに，ナノメートルスケール
のドメイン構造とすることにより，シンチレー
ション光に対する透明性を確保することが可能
となる．

上記の 1.の利点では，半導体ナノ構造が透明マトリ
クスに含有された系が候補材料となる．このうち，光

図 3 プラスチックと酸化物とのハイブリッ
ド材料で想定するシンチレーション過程の
概略

物性の観点から最も研究されてきたのは，薄膜系材料
である．しかしながら，シンチレータへの利用を考え
ると，典型的な薄膜系材料では放射線との相互作用確
率が低く，実用的な検出効率を得ることが困難である．
また，ガラス中の半導体超微粒子なども，頻繁に合成
され，研究対象となってきた．しかし，シンチレータ
としての利用を想定すると，ガラス中で生じる励起状
態が，ガラス中の局在中心で無放射遷移する確率が高
いため，適切な材料とはいえない．これらの要素を考
慮し，結晶中に半導体ナノ構造を含有する系を対象と
した．
一方，上記 2.の利点を活用するためには，ナノメー
トルスケールでのハイブリッド作製がカギとなる．そ
のために，本研究ではゾルゲル法という溶液ベースの
手法を用いて材料作製を行った．これは，ナノハイブ
リッド作製における有力な手法の一つではあるもの
の，他にも有力な手法が存在するため，現状では他の
手法での開発も含めて試行錯誤を続けている．

2.1 量子井戸構造を用いたシンチレータ材料開発

本研究では，有機無機ペロブスカイト型化合物を利
用した．この化合物は，多重量子井戸構造を自己組織
的に形成する．この量子井戸構造は，無機化合物で形
成される井戸層と，有機化合物で形成されるバリア層
から構成される．この化合物の構造を図 4に示す．筆
者らは，この化合物の単結晶が，井戸層での励起子発
光に基づく高速シンチレータ材料として有用であるこ
とを見出した1–4)．
筆者らはこれまでに，異なるアミンを有機層に導入
した当該化合物群を合成し，そのシンチレーション特
性を調査してきた．異なるアミンを導入した化合物で
は，そのシンチレーション特性が顕著に異なった．中
でも，フェネチルアミンを導入した化合物の単結晶
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図 4 有機無機ペロブスカイト型化合物の構造の模式図

では，最も高い性能が得られた．図 5に，67.4 keVの
X線の検出信号波高スペクトルを示す．この図の横軸
は，図 1 で示した検出信号の電荷を積分したものに
相当し，発光量に比例する．YAP:Ce とのピークチャ
ンネルの値の比較より，この化合物単結晶の発光量が
13,000光子/MeVであることが明らかとなった．これ
は，希土類発光中心を用いた結晶の値（典型的には数
万光子/MeV）という値よりも下回っているものの，励
起子発光に基づくシンチレータ材料では，断然トップ
の数値である．加えて，シンチレーション減衰挙動を
観測したところ，減衰の主成分は 8 nsの時定数を有し
ていた．これは，希土類発光中心での典型的な値（数
十 ns）よりもはるかに小さい．これらの結果から，量
子井戸構造を用いた高速応答シンチレータ材料の開発
に成功したといえる．現在，この化合物の単結晶につ
いて，高エネルギー X線の高計数率測定用途への応用
に向けた研究を進めている．

2.2 半導体ナノ粒子を用いたシンチレータ材料開発

ナノ粒子が結晶中に含有されている系として，本研
究では CsCl:Pb 単結晶を用いた．この結晶では，図 6
に模式的に示すように，適切なアニール処理により，
CsPbCl3 状の半導体ナノ粒子を単結晶中に形成するこ
とが知られている．これは，比較的低温では Pb2+ イ
オンが過飽和であり，徐々に析出することを利用した
ものである．このことを利用して，半導体ナノ粒子か
らの発光を利用した高速応答シンチレータ材料開発に
成功した5, 6)．
表 1に，ナノ粒子の形成したCsCl:Pb（10 at%）単結

晶のシンチレーション減衰挙動における，各成分の減

図 5 67.4 keV の X線に対する波高スペクトル

衰時定数と相対強度を示す．ナノ粒子の析出した試料
では，サブナノ秒のシンチレーション成分が確認され
た．特に，ナノ粒子の発光波長付近である 413 nmの
バンドパスフィルターを透過したシンチレーションで
は，ナノ粒子の励起子発光に帰属されるサブナノ秒の
成分が強く観測された．この結果から，半導体ナノ粒
子を用いるシンチレータ材料開発により，サブナノ秒
の減衰時定数を有する超高速シンチレータ材料開発が
可能であることが示された．

図 6 CsCl:Pb結晶中での CsPbCl3 状ナノ粒
子析出の模式図

2.3 有機無機ハイブリッドナノ材料を用いた
シンチレータ材料開発

図 3に示すシンチレーション過程に基づく，2種類
のナノハイブリッドシンチレータ材料の開発に成功し
た．一つは熱中性子検出用であり，もう一つは高エネ
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表 1 CsCl:Pb結晶でのシンチレーション減衰挙動の各成分

1st 2nd 3rd

CsCl:Pb 10 at% lifetime 0.42 ns 2.0 ns 18.0 ns

with nanocrystals intensity 27% 62% 11%

CsCl:Pb 10 at% with nanocrystals lifetime 0.37 ns 2.1 ns 31.5 ns

filtered at 413 nm intensity 50% 24% 26%

CsCl:Pb 10 at% lifetime 1.7 ns 17.0 ns

with isolated Pb2+ ions intensity 86% 14%

ルギー X線検出用である．中性子検出用の場合には，
ホウケイ酸ガラスとプラスチックとのナノハイブリッ
ド材料を開発した．また，高エネルギー X線検出用の
材料では，高い原子番号の元素の酸化物を用いた．い
ずれの材料についても，ゾルゲル法という手法を用い
た．この手法は，溶液中の反応によりガラスや酸化物
を作製する方法である．酸化物を構成する金属のアル
コキシドや塩を原料として，脱水縮重合により酸化物
が得られる．この手法では，反応が 100 °C以下の低温
で進行するため，有機物の導入が可能となる．さらに，
反応当初に生成する酸化物の一次粒子の粒径は数–数
十 nmであるため，有機無機ハイブリッド材料の作製
が可能となる．本研究では，中性子用と高エネルギー
Ｘ線用のいずれにおいても，亀裂がなく，透明な材料
の形成に成功した．
熱中性子用材料では，従来の中性子検出用プラス

チックシンチレータである BC-454よりも，ホウ素含
有量を大幅に向上させることに成功した7)．図 7 は，
ハイブリッドシンチレータと BC-454 のシンチレー
ションスペクトルである．ホウ素と熱中性子との核
反応によって生じるアルファ線を模擬し，1.5 MeVの
He+ イオンビーム照射下でスペクトルを計測した．そ
の結果，BC-454 を凌駕する発光量が得られた．同様
の結果が，高エネルギー X線検出用材料で，Hfと Si
の複合酸化物ナノ粒子を含有した有機無機ハイブリッ
ドシンチレータでも得られており8)，本手法の有効性
が実証された．

3 高 LETでのシンチレーション挙動の解析

シンチレーションにおける LET 効果の検証は，ほ
とんどの場合，現象論的に行われてきたに過ぎない．
特に重イオンの領域ではその傾向が顕著である．これ

図 7 1.5 MeV He+ 照射下での有機無機ハイ
ブリッドシンチレータと BC-454 のシンチ
レーションスペクトル

は，測定そのものが困難であることと，放射線分野と
物性物理との境界領域での研究者人口が少なく，手薄
な分野であったためであると思われる．そのような状
況の中，理化学研究所の木村一宇博士のグループは，
絶縁体結晶を対象とした分光研究を進めており，非常
に興味深い結果を報告してきた9–13)．これは，彼らの
グループが，100 ps以下の時間分解能での発光測定を
可能としたことにも拠る．2002 年頃より，筆者らの
グループとの共同研究を開始し，多様な物質について
データを取得した．残念ながら，その全てについて論
じるスペースはなく，また結論も決定的なものではな
い．しかしながら，特に重イオン照射の場合に，非常
に特異的な励起状態間相互作用の様相が垣間見えたこ
とは間違いがないと考えている．
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本節の実験について，軽イオンを対象とした測定で
は，東京大学の重照射研究施設（HIT）を用い，モノ
クロメータと CCD を用いてスペクトルを測定した．
一方，重イオンを対象とした時間分解スペクトルの
取得においては，理化学研究所の重イオンリニアック
を用いた．その測定系を図 8 に示す．Fast secondary
electron detector (FASD)を用いて単一イオンが試料に
入射した信号を得，試料から放出される単一光子の信
号との時間差を測定し，各波長における発光強度の減
衰曲線を測定する．様々な波長において減衰曲線を測
定することにより，時間分解発光スペクトルを得る．
この測定系の時間分解能は 80 ps程度であった．

図 8 重イオン照射下時間分解発光分光測定系の模式図

3.1 半導体材料

半導体における励起キャリア間相互作用の様相は，
高強度レーザーを用いてよく研究されており，キャ
リア密度が高いときに，電子正孔プラズマが生じるこ
とが明らかとなっている．本研究では，光励起での既
往研究例の多い直接遷移型半導体であるGaAs14, 15) と
CdS16) とを対象とした．
本研究では，励起キャリアの拡散過程のモデルを提

示し，その有効性を検証した．TRIMコードを用いて
LETを求め，イオンによって励起されたキャリアの平
均エネルギーを考慮し，W 値（電子－正孔対を一つ
生成するのに消費されるエネルギー）を求め，単位飛
跡当たりに生成される電子－正孔対の数を求めた．次
に，励起後の時間の関数として，キャリアの平均エネ
ルギーと密度を求めた．励起キャリアのエネルギー分
布がボルツマン分布であると仮定し，キャリアの平均
エネルギーを計算した結果，励起後 1–2 ps後には格子
温度付近まで熱化することが分かった．また，拡散係
数は，Einsteinの関係式や，移動度とフォノン散乱頻
度との関係を用いることによって求めた．キャリア密

度は，キャリアが，半径が拡散距離に等しい円筒中に
一様に分布しているとして求めた．計算されたキャリ
ア密度は，電子－正孔プラズマを形成する閾値となる
モット密度を大幅に上回っているため，各イオンの飛
跡近傍において，輻射再結合時には，電子－正孔プラ
ズマが形成されると期待される．
図 9に，1.0 MeV H+照射下，20 Kにおける GaAsの
シンチレーションスペクトルを示す．自由励起子や浅
い束縛準位によると思われる 1.515 eV のピークに加
え，1.497 eVと 1.460 eVに発光ピークが観測された．
1.497 eVのピークは，上に示す拡散過程の解析結果よ
り，またピーク位置より，電子－正孔プラズマの自発
放出によるものであると考えられる．この実験で得ら
れたピーク形状は，単一の密度，温度を用いた理論式
では表されなかった．これは，輻射再結合時において
も，拡散によるキャリア密度の減少が無視できないた
めであると考えられる．還元バンドギャップがキャリ
ア密度の減少関数であることを考慮すると，ピークの
高エネルギー側をキャリア密度が小さい場合の形状
で，低エネルギー側を密度が大きい場合の形状で表さ
れると考えられる．この解析法により求められたキャ
リア密度は，拡散過程の計算結果と非常によく一致
した．
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図 9 1.0 MeV H+ 照射下　 20 K における
GaAsのシンチレーションスペクトル

CdSについても，時間分解スペクトルについて，同
様の解析を行った．励起後 0–1.2 ps における CdS の
6 Kでの発光スペクトルを図 10に示す．理論式を用い
たフィッティングの結果，得られたキャリア密度は，
拡散過程の解析結果とよく一致した．
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図 10 励起後 0–1.2 ps における 6 K での
CdSのシンチレーションスペクトル

3.2 絶縁体材料

半導体材料の場合とは対照的に，絶縁体材料につい
ての高密度励起状態の研究例はほとんどない．これ
は，絶縁体のバンドギャップエネルギーが大きいため，
通常の紫外・可視波長域のレーザーでは一光子吸収が
生じないためである．絶縁体材料では更なる困難が生
じる．半導体の場合，格子系はある意味での「熱浴」
としてのみ機能するものであった．一方，絶縁体の場
合には，励起状態の存在が，その周辺の格子を大きく
歪ませ，それによってより安定な励起状態が形成され
る．このような，励起子や正孔の自己束縛が生じる系
であるため，特にスペクトルの解釈は困難となる．本
研究では，よりバンドギャップエネルギーに近い真空
紫外領域でのスペクトルを取得することにより，やや
浅い自己束縛状態での励起状態間相互作用の様相を解
析した．

図 11に，6 Kにおける MgOの時間分解シンチレー
ションスペクトルを示す．2.0 MeV/n Nイオンの場合
には 162 nmに自由励起子発光が見られるが，励起密
度の増大とともに強度が減少し，Xe 照射の場合には
全く見られなくなっている．この自由励起子発光の消
光は，高密度プラズマ中における静電遮蔽によって説
明することが可能である．一方，180 nmの発光帯につ
いては，その寿命が短いことや，発光強度の励起密度
依存性を考慮すると，非常に高密度な電子－正孔プラ
ズマに類似した状態からの発光であると考えられる．
また，この発光帯のストークスシフトについては，励
起キャリア間相互作用のみでは説明できないほどの大
きさであり，何らかの格子緩和を伴っていると考えら
れる．

2.0 MeV/n N 

2.0 MeV/n  Ar 

2.0 MeV/n  Xe 

Wavelength (nm) 

In
te

ns
ity

 ( a
.u

 .) 
In

te
ns

ity
 ( a

.u
 .) 

In
te

ns
ity

 ( a
.u

 .) 

図 11 6 Kにおける MgOの時間分解シンチ
レーションスペクトル

一方，3.3 Kにおいて 2.0 MeV/nの Xeによって照射
されたアルミナの時間分解シンチレーションスペクト
ルを図 12に示す．170 nm付近に高速な発光帯が出現
した．この発光帯の減衰曲線は 2成分で構成されてお
り，100 ps程度の高速成分と，1 ns以上の低速成分と
に分けられた．この高速成分は，より励起密度の低い
場合には観測されなかった．また，発光帯強度が励起
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密度に対して線形以上の増加速度を示したため，この
高速発光成分についても，電子－正孔プラズマに類似
した高密度励起状態からの発光であり，何らかの格子
緩和を伴っていると考えられる．
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図 12 3.3 K において 2.0 MeV/n の Xe に
よって照射されたアルミナの時間分解シン
チレーションスペクトル

これら双方の結果から，絶縁体における高密度励起
状態の様相として，電子正孔プラズマに類似しながら，
格子緩和を伴った状態が出現したと考えられる．これ
は，励起状態のエネルギー構造や，それらの空間的ダ
イナミクスが，低 LET の場合とは顕著に異なる主要
な要因であるといえる．さらに重要なのは，最も高い
LETでは，発光を促進する何らかの機構が働いている
ことが強く示唆されたことである．もし励起状態間に
コヒーレンスが保たれながら発光したと仮定すると，
この発光は超放射（複数の原子や分子のコヒーレント
な励起状態からの発光）に類似した機構によるもので
ある可能性がある．現時点では可能性の指摘に留まる
が，今後の解析でより決定的な議論を行いたい．

4 最近取り組んでいる各種分光

上述の分光以外にも，最近では各地の放射線発生施
設を利用した分光を行っている．例えば，絶縁体結晶
を対象とした場合には，その結晶中に一光子励起に
よって励起状態を形成するには，真空紫外光が必要と
なる．そのため，真空紫外分光にも取り組んでおり，
分子科学研究所の UVSOR を用いた実験を進めてい
る．例えば，筆者らの開発した絶縁体結晶の発光の起
源の同定17–19) や，共同研究先の開発した材料におけ
るシンチレーション成分の同定20, 21) に利用してきた．

現在までに膨大な数のシンチレータ材料について，真
空紫外励起による分光を行ってきており，それらの系
統的な解析を通じて，エネルギー移動過程についての
知見を得たい．
さらに，LET 効果の検証の観点からは，(n,α) 反応
で生じる α線の LET程度での，低 LET放射線に対す
る応答との相違を解析することが，中性子検出用シン
チレータ材料開発やその高度利用の観点からは重要と
なる．そこで，日本原子力研究開発機構の TIARA の
AVF サイクロトロンからのパルスイオンビームを用
い，田口光正博士と木村敦博士，倉島俊博士と共同で，
シンチレーション特性の LET 依存性の評価を進めて
いる．この結果についても，近日報告が可能となると
考えている．

5 今後の展望

本稿で述べた，シンチレータ材料開発と，シンチ
レーション基礎過程の研究との間で，相互のフィード
バックを通じ，より良い材料の設計指針を得ることが
期待される．現状ではこの段階まで到達していない．
また，シンチレーション過程の解析においては，更な
る分光研究や，現状とは異なるアプローチも必要であ
ると考えられる．今後 10 年ほどの間に，シンチレー
ション基礎過程の解析手法と材料設計へのフィード
バックの手法とを確立し，経験知に依存するのでなく，
学理に基づいた材料設計を手がけたい．
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