
高速ディスクチョッパー 真空散乱槽内部と中性子検出器

磁性体・非晶質・液体など幅広い分野の研究に対して最適な分解能・強度を
実現する、低エネルギーに特化した準弾性・非弾性散乱装置

冷中性子ディスクチョッパー型分光器（アマテラス）BL14

特　徴

装置構成

装置の仕様 試料環境機器

●10-2 ~ 102 meV 領域のダイナミクス測定

● 高効率ビーム輸送系、大面積検出器、異なるエ
ネルギー範囲を同時に測定することで測定効率
向上

● 高効率測定によりこれまで捉えきれなかった原
子・スピンの微小な動きを捉える

● 無冷媒ボトムローディング型冷凍機（5 ~ 300 K）
● 無冷媒トップローディング型冷凍機（7 ~ 500 K）
● 高温スティック（T < 680 K）
● その他、共通機器も利用可能（一部使用条件に
制限がありますので、詳細は装置グループにお
問い合わせください）

●入射エネルギー：1 ~ 80 meV
●エネルギー分解能： ΔE/Ei  > 1%  (Ei < 3 meV)

ΔE/Ei  > 2 ~ 3%  (Ei < 20 meV)
ΔE/Ei  > 4 ~ 5%  (Ei < 80 meV)

●検出器：3.4̊ ~ 116（̊水平）、  ‒16̊ ~ 23（̊垂直）
●最適試料サイズ　1φ×2 cm3

中性子非弾性散乱

BL14
中性子準弾性・非弾性散乱

古府麻衣子（副装置責任者）
maiko.kofu@j-parc.jp

河村聖子（装置責任者）
seiko.kawamura@j-parc.jp

CONTACT

Cold-Neutron Disk-Chopper Spectrometer
(AMATERAS) BL14

得られる情報 主な利用例

●Å オーダーの空間スケールで起こる 0.1 meV から
数10 meV の格子振動や磁気的励起などを観測で
きる

●原子や分子の拡散・緩和的な運動について、運動
の速さ（0.05 ps ~ 50 ps）や空間スケール（2 ~ 20 Å)、
構造との関係性を調べることができる

●強相関電子系、量子スピン系における磁気励起や格子振動の解明
●液体中の振動、拡散現象や非晶質の低エネルギーダイナミクスの解明
●熱電材料など機能性材料の振動状態の解明
●高分子や生体物質における分子の運動や柔らかさの解明

圧力誘起固体冷凍機に向けた
巨大バロカロリック効果9) 材料

B. Li et al., Nature 567, 506 (2019) (©2019 Nature Publishing 
Group).

ゴムを構成するポリマー、フィラーの
ダイナミクス情報の解明

K. Nawa et al., Nature Commun. 10, 2096 (2019) (©2019 
Nature Publishing Group).

トリプロンバンド分裂とトポロジカルエッジ状態
（Ba2CuSi2O6Cl2）

ネオペンチルグリコールの非調和格子振動

住友ゴム工業株式会社他

 9）は用語解説（p.58）をご覧ください。
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