
データ収集 (DAQ)
システム一例

システム開発の様子

放射線検出器開発

データ収集 (DAQ) システム開発

ANNRI 内部の写真
左：Geスペクトロメータ　右：NaI 及び Li グラス検出器

LaBr3 検出器
Li-glass 検出器

中性子捕獲反応で生じる即発γ線を精密測定し、核データ測定、 元素分析や
宇宙核物理等の原子核科学に関する研究を行う装置 

中性子核反応測定装置（ANNRI）BL04

特　徴

装置構成

装置の仕様 周辺機器

● エネルギー分解能に優れる Ge 検出器と時間分
解能に優れる NaI 検出器、LaBr3 検出器を開発し
即発ガンマ線の精密計測が可能

● Li- ガラス検出器により全透過中性子を測定可能

● 可変式コリメータ
ビームサイズを 22、15、7、6 mmφに調整可能

● 自動試料交換機
~ 200 個の試料を自動で交換可能

● ダブルディスクチョッパー
周回遅れの低エネルギー中性子をカット

● 可動式中性子フィルター
　（Pb、Mn+Co+In+Ag、Cd）
　中性子ビーム上のγ線の低減
　中性子ビーム強度の調整、B.G. の推測

● 中性子エネルギー範囲 ： En > 0.0015 eV

● γ線検出器 ： Ge スペクトロメータ
  （飛行距離：21.5 m）

NaI(TI) 検出器
 （飛行距離：28 m）

● 中性子検出器 ：Li-Glass 検出器
 （飛行距離：28.5 m）

中性子断面積測定・即発γ線分析
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得られる情報 主な利用例

● Ge スぺクトロメータ、大型NaI スぺクトロメータによる Cm同位体、Am同位体、237Np 等の中性子捕獲
断面積研究

●Li- ガラス検出器による Am同位体の中性子全断面積の測定研究
●飛行時間法を用いた新しい即発ガンマ線分析法開発
●112Cd(n,γ) 反応と115Sn の天体起源
●複合核共鳴における離散的対称性の破れの研究

核変換に向けた核データ測定研究 飛行時間法を用いた即発ガンマ線分析法

欧州CERNや米国 LAML に先んじて、
244Cm（半減期 18年）の中性子捕獲断面積測定に成功 !!

241Amの全断面積測定結果

マイナーアクチニド核種 (MA) や長寿命核分裂生成核
種 (LLFP) といった核廃棄物核種を、核反応により、安定
核種に変換する方法が核変換である。

世界最高強度のパルス中性子と高効率Ge検出器、高速
DAQ、高効率遮蔽等の開発によって２つの非破壊元素分
析法を融合した新しい分析法の開発に世界で初めて成
功した。
新分析法では融合による相乗効果によって、どちらの手
法を用いても分析が困難である元素でも正確に分析出
来ることを実証した。

核変換システムの設計研究においては、中性子を捕獲す
る反応（赤矢印）の起こり易さつまり中性子捕獲反応断
面積の高精度化は必須

中性子核反応測定装置（ANNRI）をMLF に整備し、中性
子捕獲反応断面積等の核データについて高精度化に向
けた測定研究を実施している。

K. Terada et al., J. Nucl. Sci. Technol.,2018, VOL. 55, 
1198–1211 ( © 2011 Taylor and Francis Group)
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