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Electronic band structure of halide scintillators were calculated by TOMBO first principle simulation program.
Electronic band structure of halide scintillators were calculated by TOMBO first principle simulation
In addition, the phase diagrams of alkali earth iodide and rare earth iodide were created and noble eutectic
program. In addition, the phase diagrams of alkali earth iodide and rare earth iodide were created and
halide scintillators were developed. Scintillator array of halide crystal was evaluated for application of
noble eutectic halide scintillators were developed. Scintillator array of halide crystal was evaluated for
radiation detector.
application of radiation detector.

１． 背景
放射線を光に変換可能なシンチレータ単結晶を用いた放射線検出器は、サーベイメータやガンマカメラによる環境放
射線測定、陽電子断層撮像(PET)や SPECT による医療応用、宇宙物理などその応用は多岐に渡っている。しかし、既存の
シンチレータは次世代放射線検出器で要求される高発光量・高エネルギー分解能・高速寿命・高密度・高有効原子番号・
バックグラウンドに影響する内在放射線を含まないこと、を満たさず、新たな高特性シンチレータ単結晶材料の開発が期
待されている。
新規高特性シンチレータ単結晶材料の開発では、世界的に塩化物・臭化物・ヨ
ウ化物のハロゲン化物材料が注目を集めている。ハロゲン化物材料は、酸化物や
フッ化物に比べて小さなバンドギャップを有しており、それに起因した高い発光
量と優れたエネルギー分解能を示す(図 1)。しかし、その多くが高い吸湿性を有す
ることから、世界的にも高品質単結晶が作製可能な機関が限られ、大規模な材料
探索が行われてこなかった。我々は独自で開発したハロゲン化物マイクロ引き下
げ(H-µ-PD)法を用いて、吸湿性の高いハロゲン化物シンチレータ単結晶の材料探
索技術の確立及び新規結晶材料の探索を行ってきた(1)。H-µ-PD 法は、既存法に比
べて数倍～数十倍もの高速で結晶育成が可能であり、ハロゲン化物材料開発にお
いて申請者は国内で初めて高発光量・高エネルギー分解能を有する Eu:SrI2 単結

図
1. シンチレータ材料におけるバンド
図１
ギャップと発光量の関係。
ギャップと発光量の関係．

晶の合成法を確立した(2)。
しかし、これまでの単結晶材料探索では既存材料に近い材料系に留まっており、既報を凌駕する全く新しい材料系を発
見することは困難であった。そこで、本研究では、高い機能性を有しているにも関わらず、高い吸湿性のためにこれまで
に詳細な材料開発・物性解明が行われてこなかったハロゲン化物結晶材料を対象とした、計算科学、材料科学・結晶科学、
光物性、放射線物理の異分野を横断した研究開発を実施することによって、次世代の放射線を利用した機器に要求される
高時間分解能を満たす新規材料開発・検出器応用を行うことを目的とした。

２． 計算科学による材料予測
東北大学 NICHe 川添教授らが開発した独自定式化の全電子混合規定第一原理シミュレーション計算プログラム
TOMBO(TOhoku Mixed-Basis Orbitals ab initio simulation package)を用いたバンドギャップ値の絶対値算定を用いて、
ハロゲン化物シンチレータ材料の材料予測を行った。具体的には、結晶構造の原子レベルでの最適化やバンド構造計算に
は標準的な第一原理計算ソフトの VASP を用い、さらに、結晶のエネルギー準位を絶対値で算定可能な GW 近似を適用した
全電子混合基底法 TOMBO を用いた第一原子シミュレーション計算を実施することにより、ハロゲン化物シンチレータの
電子バンド構造の絶対値算定や光吸収特性等の他の市販ソフトウェアでは困難な物性値予測を行った(図
。 4)。
第一原理シミュレーション計算では、XI2(X=Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc)に対するバンド計算を実施した。数値を解析し、
シンチレータ向きの結晶として、SrI2 や YI2 が実用的に用いられる可能性が高いことを見出した。実験のみでこの様な算
定は困難であり、第一原理シミュレーション計算の有効性が確認出来た。これらの結晶中の I の一部を Br や Cl に置換
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することにより、よりシンチレータ性能の向上が可能かどうかのシミュレーション計算を実施中である。

３． 結晶科学による材料探索
ハロゲン化物材料の多くが高い吸湿性を有することから、その擬二元系状態図の多くが未だ明らかになっておらず、新
たな複合化合物の材料探索には、まずは状態図の作製が必要である。そこで、我々は高い吸湿性の材料に対応した評価手
法を用いることでハロゲン化物材料の擬二元系状態図を作製し、さらにその相図を用いて共晶体シンチレータ結晶の作
製を試みた。ガンマ線検出器用のシンチレータとしての応用を見据えて、ハロゲン化物材料の中でも大きな原子番号で構
成されているアルカリ土類ヨウ化物(AEI2)と希土類ヨウ化物(REI3)の擬二元系状態図とその複合化合物の作製を行った。
様々なモル比で混合した原料粉末を用いて作製した BaI2-LuI3 の擬二
元系状態図を図 2 に示す (3) 。BaI2-LuI3 擬二元系状態図中には、77.5
mol%BaI2/22.5 mol%LuI3 近傍に共晶点(約 620℃)を有することが分かっ
た。さらに、LuI3 のモル比が 80～100%の組成域において 940℃近傍で相
転移点が確認された。この状態図により、共晶点において LuI3 がロッド
相、BaI2 がマトリックス相となる共晶体シンチレータ結晶が作製可能で
あることが示唆された。そこで、独自の結晶育成法である H-µ-PD 法を用
い て 、 実 際 に そ の 結 晶 育 成 を 行 っ た 。 そ の 結 果 得 ら れ た Ce 添 加
77.5%BaI2/22.5%LuI3 共晶体結晶とその光学顕微鏡像を図 3 に示す。光学
顕微鏡像から、作製した Ce 添加 77.5%BaI2/22.5%LuI3 共晶体結晶が実際
に LuI3 ロッド相と BaI2 マトリックス相からなる共晶体構造を有している

図２
図
2. BaI2-LuI3 の擬二元系状態図．
の擬二元系状態図。

ことが明らかとなった。LuI3 ロッド相が延びている方向（結晶成長方向）にのみ結晶の下に敷いた紙上の線が浮き上がっ
て見られており、それと直角の方向（結晶成長方向と平行）では結晶の下に敷いた紙上の線が見られなかったことから、
光導波の性質を有していることが分かる。

４． 光物性による発光メカニズム解明
Ce 添加 77.5%BaI2/22.5%LuI3 共晶体結晶の発光メカニズムを
明らかにするため、その光物性評価を行った。まずは、X 線励
起スペクトル測定を行ったところ、470 nm と 520 nm の 2 つの
発光ピークが重なったブロードな発光ピークが見られた。さら
に、ガンマ線励起下の蛍光寿命曲線から、その発光が 31 ns の

図３
図
3. Ce 添加
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2/22.5%LuI
3 共晶体結晶とその光学顕微鏡像
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( 育成方向に垂直な断面 )．
(育成方向に垂直な断面)。

蛍光寿命であることが分かった。これらの結果により、Ce 添加 77.5%BaI2/22.5%LuI3 共晶体結晶の発光は、LuI3 ロッド相
を置換した Ce3+イオンの 5d-4f 遷移に起因することが明らかとなった。

５． 放射線物理による検出器開発
作製したハロゲン化物シンチレータ結晶に関して、湿度管理したドライルーム内で放射線特性評価を実施するととも
にデバイス搭載を見据えた材料評価を実施した。パッケージングした Eu:SrI2 アレイと光学接続した MPPC アレイおよび
PSPMT を作製し、そのエネルギー分解能を評価したところ約 6.7%(PSPMT)と約 8.2%(MPPC)のエネルギー分解能を示し、医
療応用等において有望な検出器の実現が期待できることが分かった。さらに、現在は共晶体シンチレータを用いた検出器
実現に向けた評価を進めており、今後は様々な研究機関と連携して X 線イメージング応用等に向けた高性能検出器の開
発を目指す。
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