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中性子準弾性散乱における数理統計データ解析（II）

井　　上　　和　　彦

　（昭和57年9月3（暇受理）

Statistical　and　Computational　Data　Analysis

　in　Quasielastic　Neutron　Seattering　（II）

　　Kazuhiko　ltv’ouE

（Received　September　30，　1982）

Abstract

　A　useful　formt！la　for　the　qttasielastic　neutron　scattering　studies　with　the　conventional　resolution

was　derived　for　computational　data　analysis．　A　scaling　o’f　the　instrument　function　necessary　for　data

analysis　was　also　devised．　Combining　these　results　with　the　statistical　data　analysis　technique　reported

in　the　previous　report，　we　performed　nuinerical　experiments　to　assess．　the　usefulness　of　the　procedures

and　obtained　satisfactory　results．

1．序 論

　散乱粒子の状態を特徴づける特性エネルギーが熱エネルギーと同程度かそれよりも小さい場合

には，散乱粒子が非周期的な動きをして，中性子準弾性散乱が起こる。この準弾性散乱を調べる

ことによって，非周期的な運動に関する散乱体系の時間的・空間的な情報が得られる。通常分解

能の分光器を使うと，10－12～10－i］秒の時間スケールを測定することができ，高分解能型では

10－9～10“lo秒の動きを調べることができる。申性子準弾性散乱は多くの研究分野で有用である

が，準弾性散乱分光器の数が少なく，どこでも自由に使粥できるわけではない。我が国では，通

常分解能のパルス冷中性子源逆転配置型準弾性散乱分光器が設置され，ようやく稼動を始めた所

である】）。

　これまでの準弾性散乱データ解析では，ピークの半値幅あるいは異るモード成分の強度比など

のQ依存性を，理論値と対比することによって散乱モデルの検証を行ってきた2）。しかし，異る

モードが共存する場含には，スペクトルの分離には任意性があり，結果に曖昧さを伴う場合がし

ばしば起こる。また，理論と実験の対比を行うために，潰ll定スペクトルに対して装置函数のdecon－

volutionを行わねばならない。逆転配置型分光器では，このdeconvolutionは極めて複雑で，大

きな誤差を生じる恐れがある。そのような場合には，直接に散乱函数について理論と実験の比較

を行わないで，理論モデルから散乱スペクトルを計算して，それと測定スペクトルを比較する間

接的なアプローチを採用すれば，モード分離やdeconvolutionの困難iを回避することができる。

反面，スペクトルプロフィルの対比におけるデータ解析の問題が生じるが，これについては既に
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前報で述べた3）。

　間接的アブw一チでは，装置函数に関するconvolutionと非線型パラメータに関する最小2乗

計算を反復実行することが必要となり，多量の数値計算を行わねばならない。本論文では，加速

器冷中性子源を利用した逆転配置型準弾性散乱分光器について，統計データ数値解析に適した散

乱スペクトルの表式を導出し，限られた個数の装置函数デーNから所要の実効分解能函数を算出

する方法，および計算機実験の例について述べる。

2．最小値函数

　測定データを構成する量は，中性子飛行時間分析器の各チャネルに計数記録された一連のカウ

ントからなる散乱中性子スペクトルy（t，θ）である。これは，各チャネルの代表時刻tと散乱角

θの魎数である。通常，ある散乱角θにおける散乱スペクトルは時聞分析器のチャネル個数に対

応してN個の成分からなる。各チャネルの計数に轍測定誤差が含まれているが，空気による散乱，

増幅回路の雑音などの，測定器に基因する系統的な誤差が全て除かれていれば，各チャネルのカ

ウントの誤差εは統計誤差だけとなる。これらは零のまわりに正規分布をしている。

　正しい散乱モデルを使って散乱スペクトルの理論値η（t，θ）を計算した場合には，n番目のチ

ャネルの測定カウントy（t。，θ）と理論値η（t。，θ）は次の関係で結ばれる。

　　　　　　　　　　　　　　　y（tn，θ）＝・・；η（tn，θ）＋εn　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

ここで，ε・はa番隠カウントに含まれる統計誤差である。統計誤差の2乗とその分散σ，2の比を

全チャネルについて加え合せた和で最小撞函数を定義する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　M＝Σεn2／σn2　　　「　　　　　　　　　（2｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n－1

モデルの検証は散乱モデルに含まれる未知パラメータを調節して，最小値函数が次の条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M＝min．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3｝

になるようにして行う。もし，散乱モデルが正しいものであり，パラメータが（3）式を充たすもの

であるならば，Mの値はほぼチャネル個数に近い値になる。この事はz2検定の理論からも容易に

示される。一般には散乱モデルは近似であって，完全には正しくない。したがって，Mの値は近

似の悪さに応じて期待される最小値からずれることになる。そのずれの程度から，散乱モデルの

適否を半帯することができる。

　この方法で散乱モデルの検証を行う際には，分光器の特性とデータ解析計算に関して，種々の

条件が要求される。

（i）

（ii）

（iii）

（iv）

測定結果には，装置に基因する系統的誤差が含まれていてはならない。

装置函数を正確に測定・評価算定できなければならない。

η（t。，θ）の計算におけるConvOIUtiOnを充分良好な精度で行えなければならない。

未知パラメータは通常非線型で含まれており，反復計算を必要とするから，

convolution計算を精度を損うことなく急速に行えなければならない。

ここで，条件（i）は分光器の設計に関するもので，前章でふれたLAM分光器では充分このこと

に配慮が払われている。以下の各章では（ii）～（iv）の条件を干すデータ解析手法について論じる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　3．散乱スペクトル

　パルス中牲子源を利用した逆転配置飛行時間型準弾性散乱分光器では，散乱スペクトルを次式

で計算する。

　　　　q（t，　o）　＝：　const．2／，W¢（Ei，　trm　nt’　）（”llit’）i’2sinc（Q，　e）R（E2）dEidE2　（4｝

ここで，Elと恥は散乱試料へ入射する中姓子と散乱した中性子のエネルギーであり，Sincは

incoherent散乱函数であり，φは試料へ入射する中三子のエネルギー・時間分布スペクトルで

あり，Rはアナライザーのxネルギー分解能である。　mは中性子質塗で，12は散乱された中牲子

の検出器までの飛行応長である。εとQは，それぞれエネルギー変化と運動量変化であり，次式

で定義される。

　　　　　　　e　＝：　Ei　in　E2　（5）
　　　　　　　Q＝＝　k，一k，　（6）　　　　　　　Q2＝（2m／宵2）（El÷E2－2へ／礪cosθ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛7）

ここで，（4）式の積分変数を｛5）式を使ってElからεに変えると，㈹式を次のように書き替える事が

できる。

　　・（…）一・・畷L・（E2・…マ翁）（、舞，）’f2S…（Q・・）R（・・）・ed・2・8・

ただし，ここでEoはε＞0では零であり，e＜0では1ε1であるものとする。散乱函数内のQは（6＞

式および（7）式からわかるように，ElとE2に依存する量である。また一一一i般に，このQの函数型の

ために，散乱函数をElとE2のそれぞれの函数の積の型で表わすことができない。したがって，

一般には｛8）式の計算に際しては，εとE2の相関を考慮しながら二璽積分を実行することになる。

実際問題として，（8）式の二重積分を充分な精度で実行すると，通常使用できる最高速の計算機を

用いても，計算時間がかかり過ぎる。そこで，分光器の特性を考慮して，次の函数Y（t，ε）を導

入する。

　　　　　　　　・（…）一認・（一磁論）（、鉾，）1／2R（E・）・E2　・9・

アナライザーの分解能減数R（E2）は，後述するように，約200μeVかそれ以内の分解能を有する

ように設計してある。したがって，（8｝式のE2に関する積分の実行に際して，　E2の変化に対する

Qの変化範囲はR（E2）のために著しく局限される。　Q2について考えると，その変化率はE2のエ

ネルギー分解能の比率以内に綱限される。LAM分光器ではこの比率は約4％以下である。さら

に好都合なことに，実際の計算ではQ2の平均値を用いることによる誤差は相殺する傾向にある。

そこで，（8）式の計算に際して，散乱函数内のQを次の量Q＊で置き換える。

Q＊竺酵一酵，

（Q＊）2罵（2m／E2）［2癌2＋ε一2Wh（E2　e）E2　cosθ］

E，　＝＝　JE，R（E，）dE，／fR（E，）dE，

散乱函数Sin。（Q，ε）が充分良い近似でSi。。（Q＊，ε）で表わされるならば，（4）式の代りに

ny（t，　e）　＝＝　const．　Jy（t，　e）　sinc　（Q＊，　e）　de

go）

（11）

（12）

（13）
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を用いることができる。Y（t，ε）は散乱試料の断面積に依存しないから，予め充分喪好な精度で

計算して準備しておくことができる。これで積分の次元数を1つ減すことができた。次の問題は

（9威の函数を精度捜く計算するための装置函数作成に必要なデータに関することである。

　　　　　　　　　　　　　　　　4．装　置　函　数

　（4＞式からわかるように．所要の装置函数は入射中性子のエネルギー・時間スペクトルφ（Ei、の

とアナライザーの分解能R（E2）である。前者はパルス冷中性子源の特性に関する量であり，限ら

れた範囲であるが測定することができる。後者については，直接測定することは原理的には可能

であるが，特殊な装置が必要である。ここでは計算することにする。

　中性子源から試料までの飛行距離をilとし，飛行時間をtlとすると，φ（E1，　t，）を充分良い近

似で次のようにxネルギー分布とパルスの時間構造の積で近似することができる。

　　　　　　　　　　　　¢（Ei，　ti）　”＝　g（Es）　Z（ti一　nt’／　）　（14）

エネルギー分布スペクトルg（EDは飛行時間法で正確に測ることができる。時間構造Z（τ）の測定

には，モノクロメータと飛行時闇法を組合せることが必要である。このために，LAM分光器に

必要なエネルギー範囲では，図1に示すように，5組のZ（τ）しか測ることができない。中聞のエ

ネルギーに対するデータを得るには内挿を行う必要があるが，これについては次章で説明する。

　アナライザーのエネルギー分解能函数は次式で計算される4）。

R（E・）一・・・…∫∫∫・（r，・X，・S）δ凪一E，（r，・X，・S）］・d，・d．E・・dS
〔ユ5｝

ここで，Pは距離による減衰と面の傾きによる射影の効果の因子で，E2は試料内位置rと反射鏡

面上位置Σおよびカウンター窓上位置Sで決まるBragg角である。図2に，Bragg角39。の10×7

三：

N
露

暮

g
器

月

s

4

3

2

1

o

Ei　＝　3．　36　rneV

5．　26

7．　57

33．　2

1．89

o IOO 200

　Emission　time，　r　（”sec）

図雀　冷中性子源のパルス時間構造

300

枚の結晶のアナライザーのR（E2）を示す。試料直径とカウンター窓幅は14mmで，高さは80mm

の場合の結果である。
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図2　アナライザーミラーの分解能

　　　　　　　　　　　　　　　　5，実効分解能

　3章で導入したY（tε）函数の意味を調べるために，圃有振動xネルギーがεの仮想的な無反跳

振動子の散乱断面積を考える。

　　　　　　　　　　　　　轟，、レ・・倫アノ2δ（・，一E・一・）　　（16｝

これを（4）式に代入すると，次式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　op　（t，　0）IE＝　const．　o，Y（t，　e）　（17）

これから明らかなように，Y（t，ε）の意味は逆転配置飛行時間型分光器の相対検出感度を含めた実

効分解能函数であることがわかる。

　｛9）式に（14）式を代入して，エネルギースペクトルg（El）を飛行時間スペクトルで置き換えると，

　　　　　　　　　　　　　　　Y（t，e）　：＝　F（ti“）Yo（t，e）　（18）

が得られる。ここで，
　　　　　　　　　　　　　　　tI＊　＝＝　1z／へ／一7～「至i；：；＝「；ヲフ1；ff　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

であり，Yoは次式で定義される函数である。

　　　撫）一詳2話（、鵯・z（・一一

ここで，さらに次の2つの函数を導入する。

l1 12

2一iitS－II－E5711［1＋e）／m　rm

yi　（t，　e）　＝　（一lill’ilii一一E－unig　e）i’2　y，　（t，　e）

）　R（E）dE

Y2（t，e）＝！i’，！Yi－II！］1，ii2　SOe一，．g
Z（t　一 1ユ 12

23f2 （E＋e）3’2

）　R（E）dE

（ee）

12玉）

（ee）

　　　　　　　　　　　　恥　　　　　　　　　　　2（E＋ε）／m

図3に，図1のZ（τ）と図2のR（E2）を用いて計算したYo（t．ε）とYI（t，ε）およびY2（t，ε）を示す。

Y1（t，ε）とY2（t，ε）のカーブは殆ど一致しており，その差は0．2％以下である。Z（τ）を積分値が1

になるように規格化しておいて，Y2（t，ε）をεについて積分すると，次式を得る。

fY2　（t，e）de　＝　ffZ（D　R（E）　dTdE　＝＝　fR（E）　dE 〈23）

　図3｛a）の限られた個数のtにおけるY。（t，ε）のカーブを任意のtに拡張して使用するためには

適切な内挿法を工夫する必要がある。5組のYo（t，ε）は，適切なスケーリングにより良く似た形

になることを期待できる形をしている。そこで，それぞれのピーク位置が一致するように引数ε
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需

ど

ジ

図3－c　実効分解能函数と関連した函数 e　’umer　（pteV）

をスケーリングして，さらに⑳式を使って而積を一定に揃えれば，よく似た5組のカーブが得ら

れる。その結果のYi（t，ε）を図4｛a）に示す。　Y1（t，ε）について内挿を行えば，その内挿には誤差

の混入が少なく，スムースに内挿できる。このスケーリング処理を行ってから，内挿と逆変換を

行って求めた所要の150組のYo（t，ε）の内から30組のカーブをew　4　（b｝にプorットして示した。期待

通りに極めてズムースに内挿されている。

6．計算機実験

　以上の各章で述べた手続きによって，2章の（ii）～（iv）の条件を充たすことができる。この章

では，これらの手続きを応用して作成した数理統計データ解析コードQUESAを用いて行った計

算機実験の例について述べる。

　仮想の散乱函数と，最小化の戦術については，前報と金く同じものを使用した。QUESAは2

っの部分からなっている。前段で装置函数データから5組のYo（t，ε）を作成し，後段で統計デー

タ解析を行う。仮想実験データは前報と岡様に乱数を使って作成した。計算機実験の結果の2例

をPa　5～図8に示す。図5と図6は散乱角が125。の結果で，図7と図8は30．のものである。図6

と図8には，各チャネルにおける｝ε。／σ。｝をプロットしてある。仮想実験データの誤差は予め正規

分布をさせてあるから，収束した結果の；ε。／σ。【は，予期通りに約68％が0と1の間にある。また，

その値が2を越えるものは約5％以下である。計算には，fflTAC－M200計算機を使用した。上

．記の例の計算時間は20ないし30秒であり，（4＞式のままで2重積分を実行したのでは，この数借の
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時間を必要とする。

　（9）式および（13）式ではシャープなヒ．一クを持つ2つの國数の積のconvolution積分を行うが，こ

れに有効な数値計算式を示す。2つの函数fと9を4つの等間隔メッシュ上で与えた場合に，中

央のメッシュ間の積fgの積分1は極めて良い近似で次式で与えられる。

　　　　　　　　　d　　　　　　　　　　　［（f－1　g－i　＋　f－i　g－2　＋　f2　g－t　＋　f2　g2）　　　　　　1欝
　　　　　　　　634．8

　　　　　　　　　　　一　12．5｛（f－i　＋　f2）（go　一1一　gi）　＋　（fo　mim　fi）（g－i　一｝一　g2）｝

　　　　　　　　　　　　　　　＋235．6（fogG＋flgl）＋！29．8（fogl＋flgo）コ

ここで，dはメッシュ間隔である。

（2の

7．結 言

　逆転配置型の分光器でも，直接配置型のものと同じではないが，実効分解能函数が定義され，

これを利用すれば散乱スペクトルの計算時間を数分の一に短縮することができる。また，装置函

数の内のパルス時間構造データの不足に対しては，スケーリングが極めて有効である。ただし，

このスケーリング処理は実効分解能の段階で行うのが良い。最小値函数は散乱モデルの検証に有

効である。また，カーブフィッティングの不備を調べるには，Mの成分についてその統計分布を

調べる方法が有爾である。

　前報および本報で示した数理統計データ解析と数値計算方法を組合せて作成したQUESAコー

ドを，分子液体や高分子などの準弾性散乱による研究のために，LAM分光器と組合せて一体の

システムとして使用するための作業がほぼ完成しており，近く稼動を開始する。
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