
真空散乱槽小角領域検出器

高分解能で広くエネルギー・運動量空間を探査し、物質のダイナミクスを観測

高分解能チョッパー分光器（HRC）BL12

特　徴

装置構成

装置の仕様 環境機器

● 高分解能フェルミチョッパー、高速 T0 チョッパー
で高エネルギー測定を実現

● スーパーミラーガイド管、大面積検出器で計測
数を増大

● 最小散乱角 0.6°の検出器により中性子ブリルア
ン散乱測定を実現

●GM冷凍機（T = 4 ‒ 300 K）

● 3He 循環型冷凍機（T = 1 ‒ 300 K）

中性子エネルギー： 10 < Ei < 500 meV
散乱角： 水平： 3° ~ 62° (L2 =  4 m),

‒31° ~ ‒13° (L2 =  4 m),
‒5.1° ~ ‒0.6° (L2 =  5.2 m)

垂直： ±20° (L2 =  4 m),
±4° (L2 =  5.2 m)

中性子強度：（試料位置での中性子束@１MW）
1x105 n/s/cm2 (ΔE/Ei=2.5%)

エネルギー分解能：ΔE/Ei ≥ 2% (@E=0 meV)
最大試料サイズ：4×4 cm2

中性子非弾性散乱

BL12
中性子準弾性・非弾性散乱
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High Resolution Chopper Spectrometer
(HRC) BL12

得られる情報 主な利用例

●金属強磁性体の磁気励起の解明
●圧力誘起量子相転移と磁気状態の解明
●マルチフェロイック物質7) の磁気励起の解明
●一次元量子スピン系の磁気励起の解明
●層状遷移金属酸化物の磁気励起の解明
●スクッテルダイト8) 系の磁気励起の解明
●金属反強磁性体の磁気励起の解明
●液体・多結晶系の格子振動の解明

●固体中のスピン・原子・分子の運動
●強磁性体粉末からスピン波分散測定
●液体のフォノン分散測定

中性子ブリルアン散乱による
ダイナミクス研究

一次元スピン系 CsVCl3 のスピン波分散

S. Itoh et al., Nature Communications 7, 11788 (2016).S. Itoh et al., J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) SA033 (© 2013 
The Physical Society of Japan)

S. Hayashida et al., Sci. Adv. 5, eaaw5639 (2019). (© 2019 
AAAS).

フラストレート磁性体1) CsFeCl3 の
量子臨界点近傍集団励起

 1）7）8）は用語解説（p.57-58）をご覧ください。
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