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研究背景  

日本の高度経済成長期から半世紀が過ぎ、当時
建設された橋やトンネルや高速道路など、大型コン
クリート建造物の劣化が進んでいる。これらに甚大
な事故が起ってしまう前に、非破壊で内部を検査す
る事が望まれており、そのための大型建材非破壊検
査技術の開発への期待が日本全国で広がっている。
高速中性子を利用したラジオグラフ計測は１mサイ
ズのコンクリート建材を透視撮影できるとして注目
されている。加速器やレーザーを用いてコンパクト
で外に運び出せるサイズの中性子発生装置の実現と、
それを用いた大型検体の中性子ラジオグラフの原理
実証が求められている。レーザー駆動中性子はポイ
ントソース（大きさはレーザースポットサイズ）、発
生点では超短パルス（＝レーザーパルス幅）である
事から大きく期待が寄せられている。JST による研
究成果展開事業・研究成果最適展開支援プログラム
（A-STEP）「コンパクト中性子源とその産業応用に
向けた基盤技術の構築」が開始され、阪大レーザー
研を中心とする本グループの提案した「レーザー駆
動中性子源の開発と高速ラジオグラフィへの応用」
が採択（H27~32）された。 

本実験では LFEXを用いて、世界最高中性子イ
ールドを達成し、レーザー駆動中性子によるシャド
ウグラフイメージングのデモンストレーションを行
なう事である。残念ながら LFEXのフラッシュラン
プ破損の影響により 2016 年度に計画されていた本
提案の実験はまだ実施されていないが、高速点火核
融合実験の一貫として行なわれた 1．基礎実験にお
ける中性子発生数の計測、2．中性子計測器開発の進
展について報告する。 

 
1．基礎実験における中性子発生数  
	 	 重水素プラスチック膜に LFEXを照射すること
で、プロトンと重水素イオン（D イオン）の両方が
加速される事が確認された。数ピコ秒パルス幅の

LFEXレーザーから加速される Dイオンは、フェム
ト秒レーザーに比べて圧倒的に効率が良く、中性子

発生に最適である事が確認された。次に D-Be 中性
子発生実験を実施した。5μm厚の重水素置換ポリス
チレン（CD）薄膜に LFEXを照射し pDを加速して、
4mm角の Beブロックに入射させ、p-Beおよび D-Be
反応により発生する中性子を発生させた。トラック

検出器 CR39 およびバブルディテクターを用いて中
性子数を検出した。実験配置概要を図 1に示す。 

	 実験の結果、レーザー垂直方向に設置した CR39
の測定でレーザー1ショット当たりの１MeV近傍以
下の中性子として、1.8×1010 sr-1 の中性子数が得ら

れた。また、バブルディテクターによる評価では、4
種類の感度を有する検出器を使用したが、感度の低

い 3つの検出器は中性子数過剰により飽和し、最も
感度の低い検出器の 4π方向で 6×1010以上の中性子

数が発生していると評価された。 
	 その後 CR39 自動読み取り装置が導入され、これ
までよりも素早く中性子発生数の計数が可能と成っ

た。本研究によって、LFEX の数ピコ秒によるイオ
ン加速は、従来のフェムト秒の超高強度レーザーパ

ルスよりも遥かに高効率である事が分かった[1]。こ
の知見はイオン駆動型中性子発生研究に大きな進展

をもたらした。 
 
2．高速中性子ラジオグラフ用中性子計測器の開
発  
	 	 イメージング検出器の開発を目的として、アル

ミハニカムに液体シンチレーターを充填した「ハニ

カムシンチレーターアレー」（図 2）を開発して来た。
プロトタイプが完成し、シンチレーション光の伝送

効率の向上と、ラジオグラフ画像の解像度向上に向

けて改良を続けている。 
	 	 阪大産研の電子加速器（LINAC装置）を用いて、
電子制動放射で光核反応を起こし中性子を発生させ

て、中性子画像計測の試験を行った。ターゲットを

従来よりも小さい 5mm サイズにして、レーザー駆
動中性子に近い光源の中性子源を模擬した。30cmサ
イズの鉄筋コンクリートを被写体として置き、コン

 
図 1	 レーザー駆動中性子発生実験セットアップ 



クリートの背後においた鉄ブロックが透視撮影でき

るかどうかを試験した。時間分解によって X線画像
と中性子画像を弁別計測した。コンクリートブロッ

クや鉄筋がはっきりと見え、コンクリートの裏にあ

る鉄ブロックの形も見える（図 3）。30cm の鉄筋コ
ンクリートのシャドウグラフ計測が出来る事を実証

した。同様の条件で、パラフィンブロックと鉛ブロ

ックも撮影し、信号の違いからもこの画像は中性子

画像である事が確認された。目標である 30cm のコ
ンクリートブロックの撮影に成功した。この画像を

取得するのに必要な中性子数はターゲット地点の４

π方向発生数でおおよそ 1011であった。 
	 	 来る実験ではこの計測器を用いて、LFEX 駆動
中性子源でシャドウグラフを行なう予定である。

LFEX 実験で発生できる中性子イールドも 1011であ

る。さらに LFEX による中性子発生領域サイズは
1mm程度であるから、図 3よりも高解像度な中性子
画像の取得が期待できる	  
 
3．今後の計画  
LFEXレーザーが復旧した後、2017年 6月頃に実験
が再開される予定である。実験では電子加速による
光核反応中性子発生および、D イオン加速による D
ベリリウム型の中性子発生を行ない、それぞれの中
性子発生数を計測し比較する。用いる計測器は、バ
ブル検出器、CR39計測器、液体シンチレーターTOF
検出器、並びに図 2で示した中性子画像計測器、お
よびトムソンパラボライオンアナライザー、電子ス
ペクトル計測器である。実験の準備は既に完了して
おり、実験が実施されれば大きな成果が期待される。 
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図 3：時間分解中性子画像装置による中性子

撮像の例 

 
図 2：開発した液体シンチレータハニカムアレー 


