
中性子ラジオグラフィ（neutron radiogra-

phy：NR）技術は，近年，周辺技術の急速な

進展に伴って，過去には考えられなかった高機

能化，高性能化が実現されつつある。画像解析

技術，高速度撮像技術，パルス的撮像技術，エ

ネルギー選別技術，フェーズコントラスト法利

用技術，等々である。高線量強度中性子源や，

冷中性子から高速度中性子にわたる多様な中性

子ビームも国内外で利用可能になっている。

また，我が国では，大強度陽子加速器計画

J―PARC（Japan Proton Accelerator Research

Complex）のプロジェクトが着々と進んでおり，

中性子ラジオグラフィグループは，その中の核

変換実験施設に専用のビームの設置を計画して

いる。このような中性子ラジオグラフィの現状

を把握し，その技術の発展と展望を探るため，

日本アイソトープ協会理工学部会に中性子イメ

ージング（neutron imaging）専門委員会が設立

された。本講座はその専門委員会の活動の一環

として企画された。

国外では，中性子ラジオグラフィ分野の教科

書，参考書，ハンドブック，データブックの類

のものがいくつか出版されている１）－３）。しかし，

我が国においては，その時点での話題を扱った

ものが複数の雑誌において特集されてはいるが，

系統だった形での教科書，専門書は出版されて

いない。特に，中性子物理学の中で中性子ラジ

オグラフィに関連する部分，更にイメージング

技術の基本となる部分についても，系統的に整

理されたものは見あたらない。そこで，中性子

イメージングの原理・基礎，最新の関連技術・

利用状況，問題点などの現状を包括的に解説し

た連載講座を企画した。

本連載講座は，基礎編と応用編から構成され

ている。しかし，工業利用や応用面により興味

を有する読者を考慮して，単に基礎から応用へ
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と議論を展開していくのではなく，基礎と応用

を並行しつつ掲載し，早い段階から実用性と応

用性に対する理解と興味を同時に満たして頂け

るよう，基礎編，応用編を同時に掲載する予定

である。１年をかけて各号２編の独立した講座

の形をとる予定だが，連載が終了した時点で，

基礎編と応用編を分けてまとめ，一冊の中性子

ラジオグラフィの参考書になることを目指して

いる。なお，本専門委員会の名称のごとく，中

性子ラジオグラフィを従来と異なった新技術や

関連する他の技術を含めることなどを考慮して，

本講座では中性子イメージングの名称を使うこ

ととした。
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応用編第１回 中性子イメージングの非破壊検
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基礎編第２回 中性子の特徴的透過特性―低エ
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基礎編第３回 中性子イメージング技術の原理

玉置昌義（名古屋大学大学院工学研究科マ

テリアル理工学専攻）

応用編第３回 中性子イメージングの航空・宇

宙，自動車，防衛産業への応用 池田 泰

（�ファインセラミックスセンター 材料

技術研究所）

基礎編第４回 中性子イメージング技術に関す
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応用編第４回 中性子イメージングによる材料
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子ビーム応用研究部門）
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竹中信幸（神戸大学工学部機械工学科）

基礎編第６回 中性子イメージング用ビームの
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基礎編第７回 中性子イメージング画像取得法
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学への応用と検査
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終章 連載を終えるにあたって
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