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北海道大学工学部研究報告

第117号（昭和59年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　｝lokkaido　University，　No．　117　（1984）

パルス冷中性子源による高分解能中性子分光器

　井　上　和　彦
（昭和58年9月30Ei受理）

職gh　Reso亘ution　Ne瞼。廼Spec伽meters　Based
　　　［rpoR　a　］PR）sed　Cold　NeutroR　Source

　　　　　K．　INouE

（Received　September　30，　1983）

Abstract

　　We　have　been　developing　some　netttron　spectrometers　with　high　reselutions　ranging

from　about　200　＃eV　to　about　1　pteV　by　utilizing　pu｝sed　cold　neutroR　sottrces　based

upen　accelerators．　The　spectrometers　are　the　inverted　geometry　time－oFflight　type，

and　crystal　analysers　are　used．　Prototype　devices　have　been　installed　and　have

demonstrated　satisfactory　performances．　ln　this　paper，　we　will　discuss　the　design

philosophy　of　these　spectrometers　and　also　describe　some　of　the　resulst　obtained　in　our

preliminary　experiments．

1．序 論

　冷中性子を利用することによって，数10μeVから数10　neVの高分解能の中性子分光を行うこ

とができる。このような高分解能中性子分光法は，物質のミクロな構造・運動の理解のための新

しい方法として現在すでに利用が始まっており，今後さらに大きな発展が期待されている。この

方法では，強い冷中性子源の発生源が必要である。以前には，強い冷中性子源は全てが原子炉に

設置されていたが，最近では加速器を利用する温品中性子源が実用段階に入ってきた。我が国で

は，海外のICANS関連研究所に先がけて，陽子スパレーションを用いた実用的な強冷中性子源が

高工研に建設され，中性子散乱への利用が始まっている。また，これまでの高分解能中性子分光

器は，まず西ドイツで開発されて，Wにw一ロッパの原子炉冷中性子源に建設され，利用されて

きた。これに対して，加速器冷中性子源のパルス特性を利用して，同様な高性能の高分解能分光

原子工学科　放射線源工学講座

注）原子炉冷中性子源は，英国とフランスにおいて羅くから基礎研究が行われ，ドイツとフランスにおいて実用

段階に達し，世界最強のものがフランスのラウエ・ランジュバン研究所（ILL）で稼勤している。高分解能中性子

分光器は，まず後方散乱型が西ドイツで開発されて，1μeVの高分解能のものがILLの冷中性子源に建設されて

いる。さらに，スピンエコー法によるより高分解能を麟会すものがILLで開発中である乙“‘3｝　ILLの朦子炉に競合し，

これを越えることを昌論んで，世界各困のICANS関連研究所において陽子加速器による強スパレーーション中俄子

源が建設され，あるいは建設中である。当然，それらには冷中性子源の設醒が計画されているが，高工研の冷中

性子源は北大方式の20K圃体メタン冷中性子源であり1｝すでに2年の運転実績を有している。
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器を開発する試みが，英国・米園・日本などにおいて，最近，始まっているぎ）

　本論文では，数ioOμeVないし1μeVの分解能の中溢子分光器を加速器冷中性子源と結晶アナ

ライザーの組合せで実現する設計指針について論じ，さらにこれまでの開発と予備実験の結果に

ついて述べる。

2．パルス冷中性子源と飛行時閤法によるエネルギー分析」

　パルス中性子源の開発の本来の動機は，熱中性子エネルギー一領域よりも高いエネルギーの中性

子の利用であった言）低エネルギー分光器に対しては中性子パルス幅が広過ぎて，パルス中性子源

は不利であると考えられていた。しかし，実際には，冷減速材を欄いて行った予備的研究の結果

から9＞加速器によるパルス冷中性子源を使用しても，分光器の設計が適切であれぽ充分所要の性

能を達成できることが明らかになってきた乙）パルス冷中性子源を用いる分光器では，散乱試料に

入射する中性子エネルギーの分析に飛行時間法を用いる。図1に20Kメタン冷減速材を用いたパ

ルス冷中性子源の中性子波長入に対する放出中性子のパルス幅特性を示す。4入ないし8Aの冷中

性子に鮒しては，波長の増加とともにパルス幅が増大していることがわかる。加速器冷中性子源

では，冷減速材よりの中性子に対しては，中性子のパルス幅冶ちは近似的に次式で表わされる。

　　　　　　　Atz’：Tr－iw　Td　（1）
ここで，Trはパルスの立上り時間であり，　T．は減衰時間である。上記の波長領域では，　TrとT，

はともに波長とともに増加するので，図1のような∠ちの特性になる。

　エネルギーEの近傍の中性子を用いて分光を行う場合に，入射中性子エネルギーE，の測定精度

AE，は飛行時間tおよび上記パルス幅に関して次の関係にある。

　　　　　　　4爲／E漏2d　tx／t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

図2に，図1の4ちを使って求めた」瓦／Eと飛行距ew　IIとの関係を，λ＝4，5および6Aの冷中

性子に対して示す。飛行時間が中性子波長に比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150例し，4ちが近似的に中性子波長に比例するため

に，図に示すように上記3つの波長に対してA

E，／Eのカーブはほぼ同じ挙動を示す。従って，

AE，の値は，図2に併せて示してあるように，

飛行路長が同じならぼ，長波長になるほど小さ

くなる。

　以上のことから，100μeVオーダーの分解能

達成に対しては飛行園長は4～5mから約10　m

程度まででよいことがわかる。また，1μeVオー

ダーの高分解能達成に対しては，6A中性子を用

いても，100m以上の飛行路長が必要となる。後

者の場合には，当然，中性子導管を使わなけれ

ぽならない。このことからわかるように，パル

ス冷中性子源をそのまま用いる場合には，1μeV

よりはるかに良好な分解能を得るためには数100

m以上の飛行二七が必要となり，現実的ではな

くなる。しかし，もし線源の極く近傍に置いた
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図1　20Kメタンよりの冷中性子パルス幅
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チョッパーなどによって，4ちを約10μs程度に短かくできるならぽ，1μeVよりはるかに良好な

超高分解能達成も可能となる。ただし，線源の極く近傍にそのような装置を設置することには，

信頼度・遮蔽・保守などの多くの技術的問題を解決しなければならない。本論文では，パルス幅

短縮の附加装置は考えないことにして検討を進める。

　試料で散乱された中盤子のエネルギー易の分析にはいくつかの方法がある。ここでは，高感度・

信頼度・簡単さなどの点から，結晶アナライザーの利矯を考える。この場合の4＆／Eは，AE，／

Eと釣合った値をとる必要がある。適切な結晶とBragg角を選ぶことにより，所要のAEI，／Eを

達成することが容易にできる。大きな面積の単結晶の利用にはすでに多くの試みがある。ここで

は，小さな単結晶片を多数組合せて，全ての結晶片がほぼ同一のBragg角を有し，かつ散乱中性

子がカウンターで検出されるまでの第2飛行弓長をできるだけ短かくするアナライザー鏡につい

て検討する。

3．結晶アナライザー鏡

　中性子アナライザー鏡は，散乱試料によって散乱された中性子の内で特定エネルギーのものを，

Brag9反射を利用して選別検出する。単結晶による中性子の反射がBrag9の公式に従い，　Brag9

反射をしない中性子に対しては物質が透明であるために，中性子アナライザー鏡は形態的には光

学的反射鏡と良く似ているが，中性子アナライザー鏡の設計には新しい設計手法が必要である。

　線源から飛行路を経て散乱試料に入射する白色エネルギー中性子は，試料によって散乱されて，

＝ネルギーが変化する。アナライザー鏡に入射する散乱中性子のなかでBragg反射条件を充足す

るものは，中性子カウンター方向に反射され，スリット窓を通過してからカウンターによって検

出される。エネルギー変化量は飛行時間とアナライザー鏡の分析エネルギーの差から決定され，

運動量変化量は散乱前後のエネルギーと散乱角から決定される。散乱試料内の中性子散乱点と鏡
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面上の反射点とカウンター平野の入射点の3点で定まる中性子飛行経路が，反射点における結晶

格子面のBragg反射条件を充たすように設計しなけれぽならない。しかし，試料とカウンター窓

が有限な大きさであるために，全ての飛行路が厳密に同一のBragg反射角にはならない。このた

めに，有限なエネルギー広がりを持って，中性子は鏡で反射・検出されることになる。このGragg

角の分散は，試料と窓の形状寸法によって変化し，また鏡体の形状寸法によってもある程度変化

する。当然，これらのパラメータは感度を左右する。

　アナライザー鏡の分解能函数M（θ）は次式で与えられる§｝

　　　　M（θ一・・n・・。∬∫・（r，・X，S）δ［θイ（・，珊脚Σ4S　　　（3）

ここで，　r，Σ，8は試料・アナライザー鏡・カウンター高上の座標をそれぞれ表わす。θ（r，Σ，8）

は対応するBrag9角である。ε（r，　2E7，　S）は反

射面の結晶のモザイク広がりによる反射率の

減衰率およびカウンター窓入射点における入

射路と丁丁の傾きなどによる減衰率の積を表

わす因子である。（3）式を計算する計算コー

ド（AMF）を用いて，θ＝40。，60．および80。

の場合について，M（θ）を計算した。アナライ

ザー鏡は黒鉛結晶でできており，縦108rnm・

横84mmとして，鏡のアームft　it　600　mmと

して，外径14mm・内径13．8　mm　“長さ80

mmの円筒形試料について，自己遮蔽を無視

して計算した。それぞれのM（θ）を図3に示

す。自己遮蔽の効果はかなり強く現れる場合

があるが，試料の散乱の割合がIO～20％以下

の場合には，M（θ）の函数形を著しく歪めるこ

とはない。

　いずれの場合も，Brag9角の分散Aθ，即

ちM（θ）のピークの半値幡は約0，8．である。

このBragg角の分散に基因する散乱中性子エ

ネルギー易の分散AE＞は次式で表おされる。

　aG／E＝2coteAe　（4）
これからわかるように，40．と60．を比較する

と後者の方が分解能向上の割合が前者のO．48

となり，4e。と80。の場合には0．15となる。い

わゆる後方散乱型分光器ではθugooのアナラ

イザー鏡を嗣いで，」茂／E駕0とすることに

2
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図3　アナライザー鏡のBragg角の分散函数

よって極めて良好な分解能を得ているわけである。ただし，A易の減少により，総合的検出感度

の低下を招くから，θを大きく選ぶ場合には，より強い冷中性子源が必要になる。

4．高分解能分光器

以上の各章で検討した飛行時間法と結晶アナライザーを組合せた場合に，測定される散乱中性
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子飛行時間スペクトルタ（のは次式で与えられる∂

　　　　　　　・（t）　＝const．　ff　di　（Ei，　t一　12／　wt）・（島一瞬即吟　 （・）

ここで，辮は中性子質量であり，σ（瓦　易）は試料の微分散乱断面積であり，畝島）は傷の函数

で表わしたアナライザーの分解能である。ここで考えている分光器ではエネルギー遷移が極めて

小さい散乱を扱うので，分解能を調べるためには弾性散乱について検討すれぽ充分である。そこ

で，σ（瓦→賜）にδ函数を代入して積分を行えば，弾性散乱に対する散乱スペクトル鶏（のは次式

のようになる。

　　　　　　　Y・（・）一・・n・tfdi（E・t一・1・／π爾）細4E　　　　（6）

　島（ののピーク輻から分解能を評価することができるが，この計算はかなり面倒であり，結果も

解析に向いた形をしていない。むしろ，分解能ri・eは被積分函数内の個々の函数の分散の合成で

あると近似して，次式で考えた方が便利である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　Aε／2E：［（cu／slnの2＋（Aθcotの2＋（ti・T／τ）2］2　　　　　　（7）

ここで，

　　　　　　　ev＝＝h∠1ち／（2　mld）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

であり，1＝1，十ら，dは結晶の面間距離であり，Aτは結晶の逆格子ベクトルτの分散である。（7）

式右辺括弧内第1項はφ（E，ti）に関連して入射中性子パルス幅に由来し，第2と第3項が結晶ア

ナライザーの分解能函tw　M（E）よ特性に由来する。

　図4に，20Kメタンパルス冷中性子源に関する，　Bragg角θの函数として（7）式の右辺括弧内
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各項の値を示す。飛行路長は図に記入してあり，4θには前章の誹算例の1番目と3番目の値を用

いた。図4を検討することにより，次の結論が得られる。

［1］約200μeVの分解能を達成するためには，5～10　mの飛行路を使用して，θ　・40．～60．の結

　　晶アナライザーを用いればよい。

［2］約20μeVの分解能を達成するためには，約30　mの飛行路を使用して，θ　・＝　80．が必要であ

　　る。勿論，中性子導管を併用しなけれぽならない。

［3］飛行特長が長大になりすぎる点と，直接散乱中性子の混入により，θ＝90．アナライザーを中

　　性子シャッターなしで使用できないために，1μeVより良好な分解能の達成は困難である。

　　もし，θ＝　88．のアナライザーを，シャッターなしで使用できれぽ，ri　E　：3μeVを実現する

　　ことができる。この場合には少なくとも200mの飛行路が必要となる。

　上記［1］と［2］に相当する分光器は，すでに高工研に設置あるいは建設中である。高工研の冷中

性子源に組合せたLAM－4e分光器は［1］に相当するものである。　LAM－40によるバナジウムの弾

性散乱スペクトルを図5の（a）に示す。図5の（b）は，同じく高工研に建設中のLAM－80のテ

ストマシンで測ったバナジウムの弾性散乱スペクトルを示したものである。前者はθ＝39．で1＝

6．7mであり，後者はθ＝80．で／＝　31　mである。［3」に相当する分光器を，現在の高工研中性子源

KENSで実現することは，感度の点でおそらく困難である。少なくとも1桁以上強い強度の中性

子源が必要である。

5．結 言

　加速器冷中性子源と結晶アナライザーを組合せる方式によって，約3μeVまでの良好な分解能

を有する高分解能中性子分光器を実現することが可能である。1μeVより良好な分解能の達成は

この方式のままでは嗣難であり，チョッパーなどを併用する必要がある。むしろ，他の原理の方

式を採用する方がよい。

　充分な感度を有する200μeV領域および適度な感度を有する20μeV領域の分解能を有する装

置は，分子液体および高分子の準弾性散乱測定にとって必要：不可欠であり，すでに原型装置であ

るLAM－40とLAM－80によって，その可能性と有用性が示されている。しかし，これらについ

ても，さらに改良する余地が大いに残されている。
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