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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一方の表面が誘電体材料で形成された基材と、前記表面上に形成される超伝
導材料のストリップラインと、前記ストリップラインの両端部分に形成された電極部とを
有する超伝導素子と、
前記ストリップライン中の超伝導元素と中性子との核反応による発熱を、前記ストリッ
プラインの抵抗値の変化で測定する抵抗測定手段と、
前記ストリップラインが形成された前記表面とは反対側の前記基材の裏面部に、前記核
反応による発熱の放熱性を調節する放熱調節手段とを有する中性子検出素子部を複数備え
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、
前記中性子検出素子部間で前記放熱性を異ならせている中性子検出装置。
【請求項２】
前記複数の中性子検出素子部が同一の前記基材上に設けられている請求項１記載の中性
子検出装置。
【請求項３】
前記中性子検出素子部を３個以上備え、前記中性子検出素子部間で前記放熱性を３段階
以上に異ならせている請求項１記載の中性子検出装置。
【請求項４】
前記基材の前記裏面部の厚さの設定により前記放熱調節手段が構成されている請求項１
記載の中性子検出装置。
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【請求項５】
前記中性子検出素子部間で、前記基材の前記裏面部の厚さが互いに異なる請求項１記載
の中性子検出装置。
【請求項６】
前記抵抗測定手段は、前記複数の中性子検出素子部のそれぞれについて個別に抵抗値を
測定する請求項１記載の中性子検出装置。
【請求項７】
前記複数の中性子検出素子部の中の一部が、前記放熱調節手段による前記放熱性を他の
前記中性子検出素子部より良くして時間分解能を向上させた分解能優先型の中性子検出素
子部である１記載の中性子検出装置。
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【請求項８】
前記複数の中性子検出素子部の中の一部が、前記放熱調節手段による前記放熱性を他の
前記中性子検出素子部より悪くして感度を向上させた感度優先型の中性子検出素子部であ
る１記載の中性子検出装置。
【請求項９】
前記超伝導材料がＭｇＢ２を含み、前記ストリップライン中の１０Ｂが中性子と核反応
するように構成されている請求項１記載の中性子検出装置。
【請求項１０】
前記ストリップラインがメアンダ形状に形成されている請求項１記載の中性子検出装置
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。
【請求項１１】
請求項１〜１０の何れか一項に記載の中性子検出素子部を複数個アレイ状に並べて配置
した中性子イメージングセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の中性子検出素子部を備える中性子検出装置及び中性子イメージングセ
ンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来から、超伝導転移温度の高い材料を利用した装置の開発が行われている。超伝導転
移温度の高い超伝導材料として、超伝導転移温度が３９ＫであるＭｇＢ２が知られている
。そして、例えば、10Ｂを構成材料として含むエネルギギャップの大きな10Ｂを濃縮した
ＭｇＢ2を中性子検出プレートとし、この検出プレートに、中性子が入射した際発生する
α線により発生するフォノンを検出するように構成されたものがある（例えば、特許文献
１を参照）。
【０００３】
また、シンチレータ板を用いて中性子を二次元的に検出することのできる中性子イメー
ジングセンサも提案されている。このような中性子イメージングセンサは、中性子が入射
した際に発光するシンチレータ板と、シンチレータ板に面して二次元的に設けられた波長
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シフトファイバとを備えることで、二次元的な中性子検出が可能となっている（例えば、
特許文献２を参照）。
【特許文献１】特開２００３−１４８６１号公報
【特許文献２】特開２００２−７１８１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の中性子検出装置は、単純に中性子を検出することを目的とした汎用的なものであ
る。したがって、検出感度を犠牲にしても時間分解能が必要な用途や、時間分解能を犠牲
にしても検出感度が必要な用途など、様々な用途に応じて構成されたものではない。
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本願に係る中性子検出装置の用途としては、例えば、中性子回折を用いて物質の構造を
解析するために用いる場合等がある。この用途にあっては、低強度の中性子源を用いて長
時間の観測を行うとき、時間分解能は低くても検出感度の高い中性子検出装置が必要にな
る。また、高強度の中性子源を用いて短時間の観測を行うとき、中性子源自体が高強度で
あることから検出感度が低くても良く、時間分解能が高い中性子検出装置が必要になる。
【０００５】
このように従来の中性子検出装置では、中性子検出の高感度及び高時間分解能といった
用途に合ったものではなく、どのような構成にすれば簡単に中性子検出の高感度及び高時
間分解能を実現できるかについても不明である。また、中性子検出を二次元的に行うこと
も求められるが、二次元的な中性子検出を良好な感度及び時間分解能で実施できていない
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という問題もある。
【０００６】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な装置構成の変
更で感度や時間分解能の調節が可能な中性子検出装置及び中性子イメージングセンサを提
供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記目的を達成するための本発明に係る中性子検出装置の特徴構成は、少なくとも一方
の表面が誘電体材料で形成された基材と、前記表面上に形成される超伝導材料のストリッ
プラインと、前記ストリップラインの両端部分に形成された電極部とを有する超伝導素子
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と、前記ストリップライン中の超伝導元素と中性子との核反応による発熱を、前記ストリ
ップラインの抵抗値の変化で測定する抵抗測定手段と、前記ストリップラインが形成され
た前記表面とは反対側の前記基材の裏面部に、前記核反応による発熱の放熱性を調節する
放熱調節手段とを有する中性子検出素子部を複数備え、前記中性子検出素子部間で、前記
放熱性を互いに異ならせている点にある。
【０００８】
上記特徴構成によれば、放熱調節手段が、ストリップライン中の超伝導元素と中性子と
の核反応による発熱の放熱性を調節するように構成されている。放熱調節手段によって放
熱性を調節することで、核反応によって発生する熱量は同じであっても、ストリップライ
ンの付近で滞留する熱量の大きさ、及び、滞留期間が異なってくる。そして、放熱性を良
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くすることで、ストリップラインの付近で滞留する熱量は小さくなるものの、熱の滞留期
間が短くなるので、ストリップライン中の超伝導元素と中性子との核反応の時間分解能を
向上させることができる。また、放熱性を悪くすることで、ストリップラインの付近での
熱の滞留期間が長くなるものの、滞留する熱量が大きくなるので、ストリップライン中の
超伝導元素と中性子との核反応の検出感度を高くすることができる。
【０００９】
更に、中性子検出素子部間で核反応による発熱の放熱性が互いに異なるので、放熱性が
良いことで時間分解能に優れる超伝導素子と、放熱性が悪いことで検出感度に優れる超伝
導素子とを共に有する中性子検出装置を得ることができる。
【００１０】
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ここで、前記複数の中性子検出素子部が同一の前記基材上に設けられていると好適であ
る。
この構成によれば、例えばシリコン基板等を前記基材として用いることで、同一基材上
に半導体製造プロセスにより、中性子検出素子部を高密度に集積した中性子検出装置を得
ることができる。
【００１１】
また、前記中性子検出素子部を３個以上備え、前記中性子検出素子部間で前記放熱性を
３段階以上に異ならせた構成とすることもできる。
この構成によれば、３段階以上の時間分解能及び検出感度で中性子の検出を行うことが
できる。したがって、検出対象の中性子の量や強度が様々に変化する場合であっても単一
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の装置によって適切に中性子の検出を行うことが可能となる。
【００１２】
また、前記基材の前記裏面部の厚さの設定により前記放熱調節手段が構成されていると
好適である。
この構成によれば、例えば半導体製造プロセスにより中性子検出素子部を製造する際に
おいて、前記基材の裏面部をエッチングする深さを調節することにより、比較的容易に前
記放熱調節手段を形成することが可能となる。
【００１３】
また、前記中性子検出素子部間で、前記基材の前記裏面部の厚さが互いに異なる構成で
あると好適である。
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更に、前記抵抗測定手段は、前記複数の中性子検出素子部のそれぞれについて個別に抵
抗値を測定する構成であると好適である。
【００１４】
また、前記複数の中性子検出素子部の中の一部が、前記放熱調節手段による前記放熱性
を他の前記中性子検出素子部より良くして時間分解能を向上させた分解能優先型の中性子
検出素子部である構成であると好適である。
また、前記複数の中性子検出素子部の中の一部が、前記放熱調節手段による前記放熱性
を他の前記中性子検出素子部より悪くして感度を向上させた感度優先型の中性子検出素子
部である構成であると好適である。
【００１５】
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これらの構成によれば、時間分解能に優れる超伝導素子と検出感度に優れる超伝導素子
とを共に有する中性子検出装置を得ることができる。したがって、検出対象の中性子の量
や強度が変化する場合であっても単一の装置によって適切に中性子の検出を行うことが可
能となる。
【００１６】
また、前記超伝導材料がＭｇＢ２を含み、前記ストリップライン中の１０Ｂが中性子と
核反応するように構成されていると好適である。
【００１７】
この構成によれば、ストリップラインを構成する超伝導材料が、高い温度で超伝導転移
温度を示すＭｇＢ２を含むので、ストリップラインを冷却するための冷却装置を大規模な
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ものとする必要がない利点がある。
【００１８】
また、前記ストリップラインがメアンダ形状に形成されていると好適である。
【００１９】
この構成によれば、ストリップラインがメアンダ形状に形成されるので、細幅のストリ
ップラインが面状に形成されることになる。その結果、ストリップラインを構成する超伝
導材料と中性子とが核反応する確率を高めることができる。
【００２０】
上記目的を達成するための本発明に係る中性子イメージングセンサの特徴構成は、上記
の構成を備える中性子検出素子部を複数個アレイ状に並べて配置した点にある。
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【００２１】
この特徴構成によれば、中性子検出素子部がアレイ状に二次元的に並べて配置されるの
で、二次元的に広い範囲に渡って、中性子を高い検出感度及び高い時間分解能で検出する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
本願に係る中性子検出装置は、複数の中性子検出素子部２１を備えて構成される。よっ
て、先ず、単一の中性子検出素子部２１の構成から説明する。
図１に示すのは、超伝導素子２０を有する中性子検出素子部２１の概略図であり、図２
に示すのは、図１の線分Ａ−Ａにおける縦断面図である。
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【００２３】
図１及び図２に示すように、超伝導素子２０は、少なくとも一方の表面が誘電体材料で
形成された基材１０と、その表面上に形成されるＭｇＢ２を含む超伝導材料のストリップ
ライン２と、そのストリップライン２の両端部分に形成された電極部１とを有する。そし
て、ストリップライン２中の１０Ｂと中性子とが核反応すると、その核反応による発熱に
よって、上記ストリップライン２に抵抗値の変化が現れることになる。ストリップライン
２の抵抗値の変化は、電流部１６が、ストリップライン２を超伝導転移温度：Ｔｃ付近又
はそれ以下の温度に冷却した状態で上記電極部１間に電流を流し、電圧部１７が、ストリ
ップライン２の電位差を測定することで、信号処理部１８によって導出される。或いは、
電圧部１７が、上記ストリップライン２を超伝導転移温度：Ｔｃ付近又はそれ以下の温度
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に冷却した状態で上記電極部１間に定電圧を印加し、電流部１６が、ストリップライン２
の電流を測定することで、信号処理部１８によって導出される。よって、電流部１６、電
圧部１７及び信号処理部１８が抵抗測定手段として機能する。
【００２４】
図３に示すのは、ストリップライン２を形成する前のＭｇＢ２の温度と抵抗値との関係
を示す図である。
ストリップライン２の超伝導材料は、超伝導転移温度：Ｔｃ以下では電気抵抗がほぼ零
となり、熱エネルギの影響を受けて温度がΔＴｃだけ上昇して超伝導転移温度：Ｔｃ以上
になると、電気抵抗：ＲＮが生じる。また、ストリップライン２の超伝導材料を冷却して
超伝導転移温度：Ｔｃ以下になると、再び電気抵抗がほぼ零となる。例えば、ストリップ
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ライン２を超伝導転移温度：Ｔｃ以下に冷却している状態において、ストリップライン２
中の１０Ｂと中性子とが核反応することで発熱があったときには、再びストリップライン
２が超伝導転移温度：Ｔｃ以下になるまで電気抵抗が生じることになる。つまり、ストリ
ップライン２の抵抗値を測定することで、ストリップライン２中の１０Ｂと中性子とが核
反応したか否かを検出できる。言い換えると、ストリップライン２の抵抗値を測定するこ
とで、中性子の検出を行うことができる。
【００２５】
また図２に示すように、この超伝導素子２０では、ストリップライン２が形成された表
面とは反対側の基材１０の裏面部に、上述の核反応による発熱の放熱性を調節する放熱調
節手段５が設けられている。図３に示す、ストリップライン２における温度と抵抗値との
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関係から分かるように、ストリップライン２における核反応によって発熱が生じると、ス
トリップライン２の温度が上昇して抵抗値が上昇する。そして、核反応による熱が放熱さ
れると、ストリップライン２の温度が低下して抵抗値が減少する。つまり、放熱調節手段
５によって、ストリップライン２において発生した熱の放熱性が良くなるように調節する
と、核反応による熱が素早く放熱されてストリップライン２の温度も素早く低下するため
、中性子検出の時間分解能が向上する。また、放熱調節手段５によって、ストリップライ
ン２において発生した熱の放熱性が悪くなるように調節すると、核反応による熱が局所的
に滞留してストリップライン２の温度も長時間上昇し易くなるため、中性子検出の感度が
向上する。
【００２６】
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次に、図４から図１０を参照して、図１及び図２に例示した超伝導素子２０の製造工程
について説明する。
図４に示すのは、超伝導素子２０の基材１０となる構造である。この基材１０は、Ｓｉ
層１３（厚さ４００μｍ）の両面をＳｉＯ２層１２、１４（厚さ３００ｎｍ）で挟んだ構
造の上に、ＳｉＮ層１１（厚さ１μｍ）を成膜したものである。よって、ＳｉＯ２層１２
及びＳｉＮ層１１の積層構造が、ストリップライン２の熱を下方に通過させて放熱させる
メンブレン層として作用する。
【００２７】
次に、図５に示すように上記ＳｉＮ層１１上に、超伝導材料であるＭｇＢ２層（厚さ１
７０ｎｍ）を成膜する。このＭｇＢ２層はスパッタリングにより形成され、１０Ｂを主に
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含んでいる。このＭｇＢ２層の一部がストリップライン２となる。そして、図６に示すよ
うに、ＭｇＢ２層を図１に示すようなメアンダ形状にエッチングする。このとき、ＭｇＢ
２層上に形成したレジストを電子線描画し、ＥＣＲプラズマによるエッチングによって、

図１に示すような線幅が及び線間隔が約１μｍのメアンダ形状が得られる。次に図７に示
すように、ＭｇＢ２層を保護するための保護層（ＳｉＯ）３を形成する。この保護層３を
形成するのは、ストリップライン２を構成する超伝導材料が常温の空気中で自然酸化して
超伝導特性が劣化することを防止するためである。その後、図１に示す電極部１を作製す
るために、保護層３を部分的にエッチングしてＭｇＢ２層を露出させる。そして、ＭｇＢ
２層の露出部分に電極材料を堆積させることで図８に示す構造が得られる。

以上のようにして、中性子検出素子部２１を構成する超伝導素子２０において、中性子
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を検出する側である基材１０の表面側の構造が作製される。
【００２８】
次に、図２、図９及び図１０を参照して、基材１０の裏面部の構造について説明する。
上述したように、ストリップライン２が形成された表面とは反対側の基材１０の裏面部に
は、ストリップライン２中の超伝導元素と中性子との核反応による発熱の放熱性を調節す
る放熱調節手段５が設けられている。図９に示すのは、図８に示した構造の表面側及び裏
面部にレジスト層１５を塗布した後、裏面部に塗布されたレジスト層１５の一部分を除去
してマスクを形成した状態を示す。このとき、表面側にもレジスト層１５を塗布するのは
、後のエッチング工程において基材１０の表面側に形成された保護層３、電極部１、スト
リップライン２が損傷を受けないようにするためである。
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【００２９】
図１０に示すのは、図９に示した裏面部のＳｉＯ２層１４の一部をエッチングにより除
去した構造である。このエッチング工程は、反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Reactive
Ion Etching）等のドライエッチングやＢＨＦ溶液を用いたウェットエッチングにより行
うことができる。その後、図９のように窓部分が空いたＳｉ層１３をＥＤＰ（エチレンジ
アミンピロカテコール）を用いた異方性ウェットエッチングで除去する。その結果、図２
に示したような基材１０の裏面部にＳｉ層１３が取り除かれた凹部が形成されることにな
る。このとき、Ｓｉ層１３がエッチングによって除去される範囲は、基材１０の表面側に
メアンダ形状のストリップライン２が形成された範囲に対応する。
以上のようにして、図１及び図２に示したような超伝導素子２０を形成することができ
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る。
【００３０】
次に、上述した超伝導素子２０を備える中性子検出素子部２１の特性について説明する
。
図１に示したように、電極部１間には、ストリップライン２に電流を流すことができる
電流源、又は、流れる電流を測定することができる電流計として用いることができる電流
部１６と、ストリップライン２に電圧を印加することができる電圧源、又は、生じている
電位差を測定することができる電圧計として用いることができる電圧部１７とが接続され
ている。また、電流部１６及び電圧部１７で得られた電流値及び電位差に基づいてストリ
ップライン２の抵抗値を導出することのできる抵抗測定手段が設けられている。従って、
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抵抗測定手段は電流部１６、電圧部１７及び信号処理部１８を用いて実現可能である。
【００３１】
後述する本発明の中性子検出装置において、中性子検出素子部２１の基材１０の裏面部
の厚さ、すなわち本例では、Ｓｉ層１３をエッチングすることにより設定されるＳｉＮ層
１１、ＳｉＯ２層１２及びＳｉ層１３（但し、Ｓｉ層１３の厚さはゼロにすることも可能
である。）の厚さは、エッチング深さを調節することで適宜変更可能である。そして、Ｓ
ｉ層１３の厚さを変えることで、ストリップライン２における核反応による発熱の放熱性
を変化させることができる。ここでは基材１０の裏面部の厚さ（図１４におけるｔ１及び
ｔ２）の設定により放熱調節手段５が構成されている。そして、基材１０の裏面部を厚く
することで前記放熱性を良くし、基材１０の裏面部を薄くすることで前記放熱性を悪くす
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ることができる。すなわち、基材１０の裏面部を厚くすると、その裏面部によって奪い取
られるストリップライン近傍の熱量が多くなる。その結果、核反応によって発生する熱量
のうち、ストリップラインの付近で滞留する熱量は小さくなるものの、熱の滞留期間を短
くして放熱性を良くすることができる。これにより、ストリップライン中の超伝導元素と
中性子との核反応の時間分解能を向上させることができる。一方、基材１０の裏面部を薄
くすると、その裏面部によって奪い取られるストリップライン近傍の熱量が少なくなる。
その結果、核反応によって発生する熱量のうち、ストリップラインの付近での熱の滞留期
間は長くなり放熱性が悪くなるものの、滞留する熱量を大きくすることができる。これに
より、ストリップライン中の超伝導元素と中性子との核反応の検出感度を高くすることが
できる。
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【００３２】
図１１に示すのは、中性子検出素子部２１の動作例を説明するグラフである。具体的に
は、電流部１６において定電流を流しながら電圧部１７で電圧（電位差）を測定した結果
であり、特性Ａは放熱調節手段５の放熱性を良くしたときの結果、及び、特性Ｂは放熱調
節手段５の放熱性を悪くしたときの結果である。具体的には、図１４におけるｔ１又はｔ
２で示す部分に相当する基材１０の裏面部の厚さについて、特性Ａはその厚さを３８０〔
μｍ〕としたとき、特性Ｂはその厚さを１００〔μｍ〕としたときの結果である。図１１
から分かるように、特性Ａでは、検出される電圧の絶対値は小さくなるものの、電圧が検
出されている期間は短くなり、時間分解能が向上していると言える。また、特性Ｂでは、
電圧が検出されている期間は長くなるものの、検出される電圧の絶対値は大きくなり、検

20

出感度が向上していると言える。
【００３３】
また、図１２は、基材１０の裏面部の厚さと出力信号の減衰期間との関係を示すグラフ
である。また、図１３は、基材１０の裏面部の厚さと出力信号ピーク電圧との関係を示す
グラフである。これらのグラフに示されるように、基材１０の裏面部の厚さが厚いほど出
力信号の減衰時間が短く、時間分解能に優れた特性を示すことが分かる。一方、基材１０
の裏面部の厚さが薄いほど出力信号のピーク電圧が大きく、検出感度に優れた特性を示す
ことが分かる。なお、これらのグラフにおいて、２つの黒丸の点は実測値であり、破線は
これらの関係の推測値を示している。
【００３４】
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図１４に示す中性子検出装置は、上述したものと同様の構成の２個の中性子検出素子部
２１ａ、２１ｂを同一の基材１０上に備えている。そして、これらの中性子検出素子部２
１ａ、２１ｂ間で、基材１０の裏面部の厚さを互いに異ならせることにより、ストリップ
ライン２における核反応による発熱の放熱性を互いに異ならせて構成されている。具体的
には、図１４において、右側の中性子検出素子部２１ａは、基材１０の裏面部の厚さｔ１
が左側の中性子検出素子部２１ｂの基材１０の裏面部の厚さｔ２より厚く構成されている
（ｔ１＞ｔ２）。これにより、右側の中性子検出素子部２１ａは、放熱調節手段５による
放熱性を左側の中性子検出素子部２１ｂより良くして時間分解能を向上させた分解能優先
型の中性子検出素子部２１となっている。すなわち、この右側の中性子検出素子部２１ａ
の放熱調節手段５は、基材１０の裏面部の厚さｔ１の設定により時間分解能を調節する時
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間分解能調節部７として機能する。一方、左側の中性子検出素子部２１ｂは、基材１０の
裏面部の厚さｔ２が右側の中性子検出素子部２１ａの基材１０の裏面部の厚さｔ１より薄
く構成されている。これにより、左側の中性子検出素子部２１ｂは、放熱調節手段５によ
る放熱性を右側の中性子検出素子部２１ａより悪くして感度を向上させた感度優先型の中
性子検出素子部２１となっている。すなわち、この左側の中性子検出素子部２１ｂの放熱
調節手段５は、基材１０の裏面部の厚さｔ２の設定により感度を調節する感度調節部８と
して機能する。なお、これらの２個の中性子検出素子部２１ａ、２１ｂは、基材１０の裏
面部の厚さｔ１、ｔ２以外の構造は互いに同じである。
図１４に示す構造に形成することで、中性子検出装置は、分解能優先型の中性子検出素
子部２１ａによる時間分解能に優れた中性子検出と、感度優先型の中性子検出素子部２１
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ｂによる検出感度に優れた中性子検出との双方を行うことができる。
【００３５】
図１５に示すのは上記中性子検出素子部２１を二次元的に複数個アレイ状に並べて配置
した中性子イメージングセンサ３０の概略図である。この中性子イメージングセンサ３０
は、ストリップライン２における核反応による発熱の放熱性を変化させたときの抵抗変化
によって発生した電流信号又は電圧信号を出力する複数の中性子検出素子部２１と、その
信号を転送する垂直転送用ＣＣＤ２２及び水平転送用ＣＣＤ２３とで構成されている。図
１４に示したように複数の中性子検出素子部２１間で放熱性は互いに異なっている。各中
性子検出素子部２１の構成は図１に示したものと同様である。したがって、電流部１６、
電圧部１７及び信号処理部１８は、複数の中性子検出素子部２１のそれぞれに個別に設け
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られて抵抗値を測定する構成となっている。そして、信号処理部１８は、ノイズフィルタ
、増幅器などを用いて電流信号又は電圧信号を検出し、電流信号又は電圧信号が検出され
ると、その信号強度に拘わらずに一定時間の間、一定の電流を出力する。これにより、垂
直転送用ＣＣＤ２２に電荷が蓄積される。或いは、信号処理部１８は、ノイズフィルタを
介して電流信号又は電圧信号を検出し、その信号強度に拘わらずに一定の信号強度に増幅
して、一定時間の間、一定の電流を出力する。これにより、垂直転送用ＣＣＤ２２に電荷
が蓄積される。そして、垂直転送用ＣＣＤ２２に蓄積された電荷は、水平転送用ＣＣＤ２
３へと転送され、最終的に二次元イメージを表すデータとして出力される。その結果、二
次元的な中性子検出が可能となる。なお、この中性子イメージングセンサ３０を構成する
複数の中性子検出素子部２１、垂直転送用ＣＣＤ２２、及び水平転送用ＣＣＤ２３は、同
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一の基材１０上に設けられた構成とすると好適である。
【００３６】
図１６に示すのは、上記中性子検出素子部２１を二次元的に複数個アレイ状に並べて配
置した中性子イメージングセンサ３０であって、中性子検出素子部２１間で放熱性を４段
階に異ならせている場合の配置を示す説明図である。図中において、異なる模様のハッチ
ングが施されている中性子検出素子部２１は、異なる放熱性を有している。したがって、
この中性子イメージングセンサ３０は、４段階の時間分解能及び検出感度で中性子の検出
を行うことができる。本例では、２行２列に配置された４個の放熱性の異なる中性子検出
素子部２１を一組の検出ユニット２４として、複数組の検出ユニット２４を二次元的に配
置して中性子イメージングセンサ３０を構成している。なお、中性子検出素子部２１間で
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放熱性を複数段階に異ならせて構成する場合、それを２段階又は３段階とし、或いは５段
階以上とすることも可能である。これらの場合において、各段階の中性子検出素子部２１
の配置に関して、同じ段階の放熱性を有する中性子検出素子部２１同士が偏って配置され
ないようにすると好適である。
【００３７】
＜別実施形態＞
＜１＞
上記実施形態において、図示した超伝送素子の材料、形状、寸法、電極部１０の配置な
どは改変してもよい。例えば、上記実施形態では、超伝導材料としてのＭｇＢ２を含むス
トリップライン２を形成したが、Ｎｂ、ＮｂＮなどの超伝導材料上又は超伝導材料下に１
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０

Ｂ薄膜を含む化合物薄膜を蒸着したメアンダ形状のストリップラインを形成してもよい

。また上記実施形態では、超伝導材料としてＭｇＢ２を含み、前記ストリップライン２中
の１０Ｂが中性子と核反応する例を示したが、これら二つの組合せの以外の組合せであっ
てもよい。
また更に、ストリップライン２の下方に位置する基材１０を構成する各層の厚さや、基
材１０を構成する層の数などを変更してもよい。また、ストリップライン２を、図１に示
したようなメアンダ形状に描いたが、単なる直線などの他の形状に改変してもよい。
【００３８】
＜２＞
上記実施形態では、図２及び図１４に示したように、Ｓｉ層１３をエッチングすること
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で形成した凹部の深さの設定により放熱調節手段を実現していたが、他の構成で実現して
もよい。例えば、エッチングすることで形成した凹部に熱伝導性の良い又は悪い物質を堆
積させるなどして埋め込むことで、ストリップライン２における核反応による発熱の放熱
性を調節してもよい。
【００３９】
＜３＞
上記実施形態では、ストリップライン２の熱を下方に通過させて放熱させるメンブレン
層が、ＳｉＯ２層１２及びＳｉＮ層１１の積層構造によって形成される例について説明し
たが、メンブレン層の構造はこれに限定されない。例えば、Ｓｉ層１３上にＳｉＯ２層１
２又はＳｉＮ層１１を成膜した単層構造のメンブレン層を形成し、その上にストリップラ
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イン２を形成してもよい。或いは、メンブレン層を３層以上の多層構造としてもよい。
また、メンブレン層を構成する材料は、上述したＳｉＯ２及びＳｉＮ以外の材料でもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
本発明の中性子検出装置及び中性子イメージングセンサは、例えば原子炉内における中
性子検出や、中性子回折を用いた物質の構造解析などに利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】中性子検出素子部の概略的な斜視図
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【図２】図１の線分Ａ−Ａにおける縦断面図
【図３】ストリップラインにおける温度と抵抗値との関係を示す図
【図４】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図５】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図６】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図７】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図８】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図９】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図１０】超伝導素子の製造工程を説明する図
【図１１】中性子検出素子部の動作例を説明するグラフ
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【図１２】基材の裏面部の厚さと出力信号の減衰期間との関係を示すグラフ
【図１３】基材の裏面部の厚さと出力信号ピーク電圧との関係を示すグラフ
【図１４】中性子検出装置の縦断面図
【図１５】中性子イメージングセンサの模式図
【図１６】中性子イメージングセンサにおける中性子検出素子部の配置説明図
【符号の説明】
【００４２】
１

電極部

２

ストリップライン

５

放熱調節手段

１０基材
１１

ＳｉＮ層（誘電体材料）

１６

電流部（抵抗測定手段）

１７

電圧部（抵抗測定手段）

１８

信号処理部（抵抗測定手段）

２０

超伝導素子

３０

中性子イメージングセンサ
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【図４】

【図７】
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【図８】

【図６】
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JP 4669996 B2 2011.4.13

(11)
【図１０】

【図１２】

【図１１】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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JP 4669996 B2 2011.4.13

(12)

JP 4669996 B2 2011.4.13

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ｈ０１Ｌ 27/148

(2006.01)

Ｈ０１Ｌ 27/14

Ｂ

(74)代理人 100120352
弁理士 三宅 一郎
(72)発明者 佐藤 和郎
大阪府和泉市いぶき野１‐１６‐８
10

(72)発明者 四谷 任
大阪府堺市赤坂台５‐９‐６
(72)発明者 石田 武和
大阪府和泉市いぶき野１丁目２１‐１９
(72)発明者 三木 茂人
大阪府堺市中百舌鳥町２丁３４番地山本グリーンヴィレッジＩＩ ４０５号
審査官 青木 洋平
(56)参考文献 特開２００２−３５７６６０（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−０７１８２１（ＪＰ，Ａ）

20

特開２００４−２１４２９３（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−２８６２４５（ＪＰ，Ａ）
三木茂人 他，超伝導ＭｇＢ２薄膜を用いた中性子検出器の開発１，第５１回応用物理学関係連
合講演会講演予稿集，日本，（社）応用物理学会，２００４年，Vol.51,No.1，p278
三木茂人 他，超伝導ＭｇＢ２薄膜を用いた中性子検出器の開発２，応用物理学会学術講演会講
演予稿集，日本，（社）応用物理学会，２００４年，Vol.65,No.1，p188
田中啓一 他，陽極接合ウエハーを用いたTransition Edge X‑ray Sensor，電気学会論文誌，日
本，（社）電気学会，２００２年，Vol.122‑E,No.11，p517‑522
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
G01T

1/00‑7/12

H01L 27/14
H01L 27/148
H01L 39/00

30

