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解説

中性子のエネルギーを「形」で認識する

納冨　昭弘*

九州大学大学院医学研究院保健学部門

1. まえがき
第104回日本医学物理学会学術大会（つくば）で

企画された「シンポジウム・放射線計測の新たなア
イデア」で、「反跳陽子位置分布情報にもとづく中
性子エネルギー評価方法」と題する話をさせても
らった。それについての解説を書くようにとの依頼
を担当の方から受けた。もともとこの話は、同シン
ポジウムでほかの講演者が話をされたような「革新
的」なものではない。シンポジウム講演題目の頭数
が揃わなかったために私のところに依頼がきたらし
いという推測も成り立つし、多分それはかなり当
たっていると思う。このうえ、恥の上塗りをするの
もどうかとも思うが、「是非とも原稿を書いてほし
い」とのことなので、この際講演ではお話できな
かったことも含めて、少し書かせてもらうことにす
る（この文章のタイトルは、講演のそれと異なるも
のになっているけれども、内容は関連しています）。
科学論文原稿としての体をなさなくなることも予想
されるが、その点はご容赦願いたい。
さて、この講演を聞かれた方は「なんだか妙な話
だな」と思われたのではないかと想像する。そこで、
こんなことを始めたいきさつから説明することにす
る。

2. 中性子のエネルギースペクトルを知る意味
と方法
放射線の物質との相互作用の状況は、放射線のエ

ネルギーに依存して変化するので、そのエネルギー
分布を知ることは放射線を理解するうえでとても大
切なことである。特に中性子は、物質に付与するエ

ネルギーが等しい場合でも、生物（人体）に与える
影響は中性子自身のエネルギーに応じて大きく変化
し、場合によってはX線が同等のエネルギーを付与
した結果より10倍以上大きくなることさえある。
ところが、中性子のエネルギー分布の評価は一筋縄
でいく仕事ではない。ほかの種類の放射線の評価が
容易というわけではないが、困難さの質が異なる。
このことは、自分自身で中性子のエネルギーを測っ
てみようとしたことがある人ならば、すぐに了解し
ていただけると思う。一方、中性子が生物（人体）
に与える影響は大きいのであるから、「その影響の
尺度」としての「線量」の評価は極めて重要な課題
である。防護量であるところの線量当量を評価する
には、まず吸収線量（物質へのエネルギー付与の量）
を求め、それに対象とする放射線の種類やエネル
ギーに応じた「何らかの係数」を乗じて求めるのが
まっとうなやり方だと思うが、「中性子の線量測定」
という場合には、直接線量当量が測定されてきたと
いう歴史がある 1)。つまり、優れた中性子線量測定
器は、中性子エネルギースペクトルの情報を表に出
さずに、線量当量の数値のみを正しく教えてくれ
る。おそらくもっともよく使われているレムカウン
タでは、線量当量を直読することができる。このよ
うな事情から、中性子のエネルギースペクトルはほ
かの放射線のそれに比べて馴染みのないものになっ
ていると思われる。しかしながら中性子の特性をよ
り正確に把握し、積極的に利用しようとする立場か
らは、情報が不足しがちである。
さっき「中性子のエネルギー分布の評価は一筋縄
でいく仕事ではない」と書いたけれど、別に不可能
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だと言っているわけではない。測定対象となる中性
子のエネルギー範囲は広いが、これまでにそれぞれ
のエネルギー領域に応じて、いろいろなやり方が考
案されている。それなりの容易さで実行できるもの
もある。中村の教科書 1)では、中性子エネルギース
ペクトルの測定方法を①飛行時間 (TOF)法、②アン
フォールディング法、③カウンターテレスコープ
法、に大別している。これらの範疇に分類される手
法を眺めてみると、最近の周辺技術の進歩に合わせ
て工夫が重ねられてはいるものの、そのやり方自身
は随分と古いものであることに気がつく。例えば 
Bonnerらの論文“A new type of neutron spectrometer”2) 

で後のボナー球スペクトロメータの基礎となる研究
が発表されたのは1960年である。この原理に基づ
く装置は長年にわたって使用されており、現在では
標準的な手法として確立している。その一方で、い
ろいろな改善をやり尽くしてしまっており、技術的
な飽和感があることも否めない。もうそろそろ、
まったく別のアプローチが出てきてもよい時期のよ
うにも思われる。とは言え、これまで多くの先達が
試行錯誤してもなかなか妙案が浮かばないのである
から、画期的な方法がいきなり見つかるはずはな
い。それでも着眼点が異なっていれば、それなりに
応用の可能性が開けるかもしれない。例えば、医療
現場で一般的に利用できる手法は今のところ存在し
ていないが、それが少しでも容易になれば大きな進
歩であろう。以上のことから、これまでとは思い
切って異なる視点に立った技術開発の必要性を感じ
た。
さて、上に「③カウンターテレスコープ法」を挙
げたが、Knollの教科書には反跳陽子のエネルギー
検出に基づく中性子エネルギー測定方法について整
理してある 3)。この場合、反跳陽子のエネルギーは
0から中性子の全運動エネルギーに対応する値まで
分布するので、検出器の出力するエネルギーに関連
する信号が、そのまま中性子エネルギーに対応する
わけではない。このため [1]反跳陽子の放出角度を
限定してそのエネルギーを測定し、運動学から評価
する方法（反跳陽子カウンターテレスコープ）、[2]
反跳陽子シンチレータやガス入り反跳陽子比例計数
管で得られた波高分布を、単色中性子の応答関数で
unfoldingして求める方法、[3]大型の有機シンチ

レータ内で単一の中性子が減速する過程で生じる反
跳陽子信号を、その中心に置いた熱中性子検出器の
捕獲信号タイミングでゲートをかけることにより選
び出す方法、などが挙げられている。これらの方法
を含めた従来の中性子エネルギー評価法は、どれも
「波高情報」、「計数率情報」、「時間情報」などの測
定に基づいており、実行するにはTimer、Scaler、
Discriminator、ADC、MCAなどのエレクトロニク
スが必要である。これらは物理実験では馴染みの装
置であるが、医療現場では一般的なものではないだ
ろう。そこで、このような装置をできるだけ使わな
いで中性子のエネルギー情報を抽出する方法はある
だろうか?　と考えた。その結果、反跳陽子の「位
置情報」のみに基づく中性子エネルギー評価方法に
思い至った 4)。シンポジウムでは「ひとつのアイデ
ア」としてこれについて紹介し、コーン状のアクリ
ルコンバータとイメージングプレート (IP)を用いた
原理実証結果を示した。次に、この原理の詳細につ
いて説明しよう。

3. 「位置情報」に基づく中性子エネルギー評価
の原理
ここでは100 keV～10 MeVの範囲の中性子を測

定対象とすることにする。これは、この領域で中性
子の放射線加重係数が10～20の範囲で大きく変化
するので、エネルギースペクトルを把握しておくこ
とが特に重要だと考えるからである。この領域の中
性子の水素弾性散乱断面積の値は比較的大きく（～
数barn）、かつエネルギーが増加するにつれてその
値が単調に減少する。このことに着目し、当初は厚
さの異なる水素含有コンバータを複数用いた場合に
生成される反跳陽子収量の違いから、入射中性子の
エネルギーに関する情報を得られないかと考えた
（これに類するアプローチはすでに存在する）。その
際、厚さの異なる複数のコンバータの代わりに、厚
さが0から連続的に変化するコンバータ（コーン状
コンバータと称する）に中性子を照射し、その底面
に到達する反跳陽子数の位置分布を観測すれば、そ
の「分布形状」に中性子エネルギー情報が反映され
る可能性があることに気がついた（図1）。ただし、
カウンターテレスコープ法の場合と同様に中性子の
入射方向は既知であるとし、その入射強度はコン
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バータの広がりのなかで一様と仮定する。この場
合、コンバータ底面上のある位置に到達する反跳陽
子の収量は、弾性散乱断面積の中性子エネルギー依
存性のみで単純に決まるのではなく、弾性散乱の発
生位置（深さ）、そこから放出される反跳陽子の角
度分布およびコンバータ中の陽子残飛程、コンバー
タ自身の幾何学的形状などを通じて中性子のエネル
ギーに複雑に関連していることが想像された。この
うち、図2にアクリル中の中性子の巨視的散乱断面
積のエネルギー依存性と、その中性子エネルギーで
生成される最大エネルギーの反跳陽子のアクリル中
飛程をあわせて示す。
このときのコンバータは、中性子を反跳陽子に変
換すると同時に「中性子のエネルギー分布」を「反
跳陽子の位置分布」に変換する働きをしている。少
し強引かもしれないが、荷電粒子の磁気スペクトロ
メータに用いられる偏向電磁石に似ているかもしれ
ない。図3(a)に示すように、磁気スペクトロメータ

では分光されたあとに焦点面 (focal plane)を通過す
る粒子の位置は、その粒子の運動量に1対1に対応
している。一方、今考えている「中性子スペクトロ
メータ」では、単色の中性子に対応する固有の位置
分布（すなわち応答関数）が、そのエネルギーの中
性子の存在率に応じた量で足し合わされた結果とし
ての陽子位置分布を、コンバータの底面 (detection 
plane)で検出することになる［図3(b)］。原理的には、
これを unfoldingすることにより、中性子エネル
ギースペクトルを得ることができる。

4. 自作モンテカルロコードによる応答関数の
計算
コンバータ底面に現れる反跳陽子収量の位置分布
形状が、どの程度入射中性子のエネルギーに敏感で
あるかを見積もるために、図4に示すような断面が
二等辺三角形のアクリルのコンバータについて、
10 MeVまでの中性子に対する反跳陽子位置分布を
自作のモンテカルロ計算コードにより評価した。こ
の計算では単色の中性子を上部から一様に入射した
状況を想定した。そしてH(n,p)反応の断面積は
JENDL-3.35)から引用し、弾性散乱中性子は中性子
エネルギーが10 MeV以下の場合には重心系で等方
的に放出されるという近似のもとに、反跳陽子の放
出角度と運動エネルギーを計算した。反跳陽子のア
クリル中の飛程は JanniのTable6)から求めた。また、
簡単のために二次中性子の追跡は行わず、コンバー
タの底面に到達した陽子の位置 (x)のみを記録した。
これを0.5～10MeVの異なるエネルギーの中性子
に対して実行した。得られた各位置の頻度分布を 
図 5に示す。同図には、コンバータの端部 (± 
25 mm)での頻度で規格化した位置分布形状が示し

図1　中性子エネルギー評価の原理 

図2　アクリル中のH(n,p)巨視的断面積と反跳陽子の飛程

図3　本手法と磁気スペクトロメータのアナロジー
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てある。この計算により、想定している物理過程で
発生する反跳陽子の位置分布形状は、入射中性子の
エネルギーに応じて変化することが確認された。

5. 原理検証実験
上に述べたような反跳陽子位置分布が実際に得ら

れることを確認するために、252Cf線源を用いて実
験を行った。反跳陽子の位置分布を測定するのに、
もっとも手っ取り早い方法はイメージングプレート
(IP)を使う方法であろう。この実験では、低エネル
ギーβ線測定用の IPであるBAS-TRを利用した。

この IPは表面に保護層（水素を含有するPET樹脂）
を有していないタイプなのでこれ自身から反跳陽子
が発生することはほとんどなく、高速中性子に対す
る感度は小さい。このため、検出される反跳陽子は
アクリルコンバータから発生するもののみにほぼ限
られる。また、熱中性子に対する感度も低い。ただ
し、IP上に記録されるPSL信号（輝尽発光信号）
の強度は入射陽子の付与エネルギーに対応する量な
ので、あくまで「反跳陽子数」の近似量であること
に留意する必要がある。
図6に示すようにアクリルコーンを配置し、照射
を行った。252Cf線源からは中性子線のほかにγ線
も放出されるので、その強度を低減するために厚さ
50 mmの鉛ブロックを線源と IPの間に設置した。
BAS-TRを透過したγ線の分布を記録するために、
BAS-TRの下に表面に保護層を有する通常の IP 
(BAS-MS)を置いた。照射終了後、各 IPをスキャナ
で読み出し解析ソフトでプロファイルを求めた（図
7）。図中、上のプロファイルはBAS-MSのもので
あり、BAS-TRを透過したγ線による信号の強度分
布と考えられる。アクリルコンバータを置いた位置
（Xが約120～160 mm）に対応する付近に信号強度
の低下が見られるが、これはコンバータによるγ線
の減弱を表している。一方、下に示してあるBAS-
TRで記録されたプロファイルでは、コンバータを
置いた位置で逆に信号強度の増加が見られる。これ
はコンバータから発生した反跳陽子による信号の強
度分布と考えるのが妥当であろう。IPはγ線に対
しても感度があるので、その影響が観測されて然る
べきであるが、BAS-TRは低エネルギーβ線用に最

図4　使用したアクリルコンバータ

図5　自作モンテカルロコードで評価した応答関数

図6　原理検証実験の配置
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適化されているので、通常の IPに比べて蛍光層の
厚さが薄くなっている。このため、γ線の影響が見
えにくくなっているものと考えられる。
図8は、図7でBAS-TRにより得られたPSL強度
分布を3次元的にプロットしたものである。コン
バータの端部に見られる特徴的な信号強度の増加の
様子が明らかである。また、これらの形状は、モン
テカルロ計算で評価した反跳陽子位置分布の結果と
コンシステントであることがわかる。図9は、252Cf

とプリズム状のアクリルコンバータを用いて測定さ
れた反跳陽子位置分布である。図5で計算した結果
と比較すると、およそ1～2 MeVぐらいに対応して
いることがわかる。

6. PHITSによる応答関数の計算
自作のモンテカルロコードによる計算は必要最小
限の要因のみを考慮しているので、原理確認には役
立つが実際の応答関数を厳密に評価しているとは言
えない。アクリルは、H以外にCやOも含んでいる
ので、これらとの相互作用も含めて計算する必要が
ある。汎用フルモンテカルロコードであるPHITS
によりアクリルコンバータの応答関数の評価を行う
と、図5とは少し異なった結果が得られる。これら
の応答関数を利用し、測定された位置分布をExcel
のSolverを使ってunfoldingしてみると、一応エネ
ルギースペクトルが得られる。

7. 252Cf線源と 241Am-Be線源の比較
252Cf線源の代わりに 241Am-Be線源を用いると

252Cfの場合とは明らかに異なる反跳陽子位置分布
が観測される。図10には測定で得られた分布を平
滑化・対称化処理したものを比較して示してある。
252Cfの中性子の平均エネルギーは約2 MeV、241Am-
Beのそれは約5 MeVなので、それぞれ二つの異な
る線源から放出される中性子のエネルギー情報を反
映した結果になっていることが了解される。

図7　IPで測定されたPSL信号のプロファイル 

図8　反跳陽子信号の3次元プロット 

図9　プリズム状コンバータで得られた反跳陽子位置分布

図10　252Cf線源と 241Am-Be線源に対する応答の比較
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8. 考察・検討
以上、今回提案した手法により、特殊なエレクト

ロニクスを使用することなく、まことにか細いもの
の、中性子のエネルギー情報が得られることを示し
た。もっとも IPシステムは特殊なエレクトロニク
スの極みとも言えるが、陽子の位置を検出すればよ
いのだから、ほかのやり方や工夫はいろいろと考え
られるだろう。
この手法の問題点はいろいろある。「中性子の入
射方向が既知である必要があること」「検出効率が
低いこと」の2点は反跳陽子テレスコープのアイデ
アを踏襲するシステムの宿命であろう。前者は、中
性子の発生場所が特定の場所（例えば荷電粒子ビー
ムのロスが起こる場所）に限定されている場合など
には対応可能となる。後者については、本測定法は
極めて大立体角 (～2π)の陽子検出器を使用してい
ることになり、アクリルの代わりにポリエチレンの
コンバータを使用するなどすれば、通常の反跳陽子
テレスコープよりも一桁以上は高い検出効率が得ら
れることが計算されている（5 MeVで約0.8×10–3

程度の固有検出効率）。
次に、この手法のほかの利点について述べる。今

回は、断面が三角形のコンバータを用いたが、コン
バータの幾何学的形状を自由にmodulation（調節）
することができることは、このやり方の大きな特徴
と考えている。測定対象とする中性子のエネルギー
領域ごとにコンバータの大きさや形状を最適化すれ
ば、検出効率が高く、かつわずかなエネルギーの違
いに対して敏感に応答関数の形状が変化する測定系
を実現することができる 4)。応答関数の計算も比較的
容易である。これにより、unfoldingがしやすくなる
ので、低い信号強度でも良好なエネルギー分解能が
得られる可能性が出てくる。また、特性の異なるコ
ンバータを複数並べて同時に測定すれば、システム
全体のダイナミックレンジを広げることができる。
以上に加えて、一つ指摘しておきたいことがあ

る。それは、次のようなことだ。われわれは、図
10の結果を見て、二つの線源から放出される中性
子のエネルギーが異なっているらしいことを感じと
ることができた。また、よく見ると各カーブの曲が
り具合などの細かい形状が異なっていることにも気
がつくだろう。もちろん、この形状自身は人工的な

フィルタを通した結果であって、もとの中性子エネ
ルギー分布とは直接的なつながりはない。しかし、
このように最終的なエネルギースペクトルまで導出
しなくても、ある「形」を見ることで放射線のエネ
ルギーのあらましを判断するということは、意外と
重要なことではないかということである。本手法で
は、中性子のエネルギーを考察しているのだが、同
様のことはX線のエネルギー測定にも拡張できる
だろう 7)。実際、類似の測定が既にQAなどに利用
されているが 8)、もう一歩進めて未知のX線の線質
の推定や把握にも役に立つのではないだろうか。こ
こで得られる「形」は、例えば半価層といった単な
る数値とは異なり、かなり豊富な情報を内包してい
る。そして、人間が「形」を認識しそこから情報を
引出す能力（感覚）は、自分たちが考えているより
もはるかに優れている可能性がある。そのような能
力は、放射線医療の現場で威力を発揮するのではな
いだろうか?　熟練した旋盤の技術者は、指先の感
覚のみをたよりに、異常な高精度で金属加工を行う
ことができるといった事例もあると聞く。
ここで、上に述べた「形」の認識に関連して、物
理学者・中谷宇吉郎が大学時代の師である寺田寅彦
の考えていた「形の物理学」を述懐する文章の一部
を、参考までに引用してみたいと思う 9)。「それか
ら、現代の科学が、分析に偏する傾向が強いことも、
時折指摘されていた。それに対して『総合の物理学』
というものもあり得るというのが、先生の持論で
あった。例えば、ここにある複雑な形の波形がある。
現在の物理学の方法では、それを応用数学の力で、
フーリエ級数に展開して、すなわち分析して調べる
のが、普通のやり方である。（中略）この方法は、
終始使われているが、計算が面倒であって、労多く
して功の少い場合が多い。先生の総合の物理学で
は、これを『複雑な形の波全体』として、何かわれ
われの感覚に触れさせようと試みられたのである。」

9. まとめ
検証実験と計算による検討の結果、本研究で提案
したアイデアで得られる反跳陽子の位置分布が、入
射中性子のエネルギー情報を反映していることが確
認された。特殊な装置を利用しないという意味で、
原理的にこれほど簡便なやり方で、252Cf線源と
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241Am-Be線源の中性子エネルギー分布の違いを見
分ける手法はほかには存在しないと思う。現在まで
に行った検討は主として原理検証にすぎない。今
後、実用性に関連して定量的な議論を進めるには、
単色中性子を用いた照射実験、および低エネルギー
の陽子に対する IPの応答特性などを考慮した厳密
な応答関数の計算などが不可欠である。γ線の混入
による雑音の影響がエネルギー分解能に大きく影響
するので、IP以外の反跳陽子位置検出系を工夫す
ることも重要な課題である。これにより、さらに医
療以外の分野へも応用できる可能性が開けるかもし
れない。実際、初めてこの話を学会で発表したとき
に、最初に興味を持ってくれた人は、レーザー核融
合の放射線計測をやっている研究者の方であった。
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Abstract

Cone-like acryl converters have been used for transforming the energy-distribution information of 
incident fast neutrons into the spatial-distribution information of recoil protons. The characteristics of 
neutron-proton conversion have been studied up to around 10 MeV by using an imaging plate (IP). A no-
table and interesting signal enhancement due to recoil protons generated in an acrylic converter was ob-
served on IP images for irradiation with a 252Cf source. A Monte Carlo calculation was carried out in or-
der to understand the spatial distributions of the signal enhancement by recoil protons; these distributions 
promisingly involve the energy information of incident neutrons in principle. Consequently, it has been 
revealed that the neutron energy evaluation is surely possible by analyzing the spatial distributions of 
signal enhancement that is caused by recoil protons.


