中性 子光 学 素 子 の 開発 と応 用

I

中性子解析 という研究手段 の解析能力を飛躍的に向上 させ

試 験 研 究 の全 体計 画

て,中 性子解析を汎用性 の高 い一般的 な基本的研究手段 の
レベルに引 き上 げることを目指 し,反 射光学素子 ,屈 折光

1.研 究の趣 旨
低 エ ネルギー中性子 は,X線 等 の解析手段 では解析 が困

学素子を基礎 とした複合光学系 の研究及びそれに伴 う中性

難 な生体高分子 に代表 され る軽元素系 の物質,中 で も水素

子解析法 の包括的最適化手法 の確立を行 う。なお,開 発研

原子 に関 わ る情報を引 き出すための研究手段 として,不 可
欠な観測手段である。 X線 や光子 は電磁相互作用を基礎 と

究全般を通 じて,各 協力研究機関 は互 いに緊密な連携を取
りなが ら,研 究機関 の枠組を乗 り越えて開発を行 う。

して い るが中性子 は原子核相互作用を基礎 としている。原

第 I期 では中性子光学素子その ものの研究を最 も効率的

子核相互作用 は元素 の原子番号 に対 して殆 ど規則性 を持 た

に行える研究環境を実現 し,中 性子光学素子 の製作 と評価

ず,且 つ同位元素 によって も異なる。 この特性を利用 して

原子番号 が大 きな元素が含 まれた研究対象物 の中 にある原

を迅速に推進す ることを最優先す る。並行 して複合光学 シ
ステムや中性子光学素子 の能力を引 き出すために必要な周

子番号 が小 さな元素を精度良 く見 る様 な場合 で も中性子散

辺技術開発を推進す る。さらに,中 性子光学 システムが も

乱 は高 い感度 を持 つ。中性子 は水素原子核 との相互作用 が

た らす中性子解析能力 の向上を包括的 に理論体系化す るこ

極 めて大 きい事 か ら,X線 散乱 では測定 が極 めて難 しい有
機物中 の水素原子 の位置 の情報を得 るような場合 などは

とによって,先 端的科学研究分野 における新 たな研究手法
の開拓 を迅速に行 う準備 とする。以下 に述 べ る各研究機関

中性子散乱実験が不可欠 といって も良 い好例 である。 した
が って,生 体物質 の研究 に代表 される物質中軽元素 の研究

が分担をす る研究課題 は全 くに独立に機能するものでな く
互 いに緊密 な連携を取 りつつ,研 究機関 の枠組 を超えて総

において,中 性子 は今後重要度を増す と言える。また中性

合的に中性子光学 の確立 と発展 を推進す るものである。各

子 は磁 気双極子 モーメン トを持 ってい る事 か ら,物 質 の磁
気構造を調 べ るに も好都合である。さらに,放 射線 で工業

課題内 に予 め想定 される連携状況 を含 めて記述す る。特 に
光学素子 の評価作業 は光学素子 の性能を向上 させ るために

製品 などの大型 の対象物 の内部を研究するような場合 には

不可欠 であるが,極 めて時間 のかか る作業 であ り,研 究上

荷電粒子 や X線 などの手段 で透視す ることは現実的でな い

有用 な装置 は研究機関 の枠組 みを超えて互 いに使用 できる

が,中 性子 であれば透過力 が強 いために実際 に透視 が可能

体制 を組む必要 がある。 したがってほぼ全ての機関 に素子

となる。

評価作業 が割 り当て られて いるが,互 いに重複 しているわ

しか し中性子 は発生が容易 でないため供給 できる場所 は
限 られ る上 に, ビームはX線 に比 べて桁違 いに弱 い。中性

のである。

,
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けではな く,互 いに補 いあ って素子開発 の迅速化を図 るも
第 Ⅱ期 においては,第 I期 の成果 を踏 まえて具体的 な応

子散乱 とい う実験技術 は極 めて有用 であるにも関わ らず
ビームの弱 さが 中性子を用 いた解析 の応用範囲を強 く制限

用研究 に着手 し,本 開発研究 の成果 によって実現 される科

して しまっている。最 も直接的な解決方法 は中性子源 自体

学的成果 に至 る新手法の開発を行 う。なお,第 I期 の成果

の増強 である。 しか し,中 性子源 の増強は巨額 の投資 を必

に応 じて新手法 の開発 のために最適な体制をとるために

要 とす るため,容 易 なことではない。そこで現在世界的 に

第 Ⅱ期 へ の移行時 にグループ全体 の再編成を視野 に入れて

,

,

も研究が不十分 な中性子 ビーム輸送技術 の根本的な開発 に

研究運営を行 うものとする。

よって,中 性子 の利用効率を向上 させることは,中 性子源

(1)中 性子光学素子製作技術 に関す る研究 (理 化学研究所 )

の増強 と独立 な新 しい解決方法 である。

中性子反射光学素子,中 性子屈折光学素子 の製作及 び周辺

本研究 では, これまで総合的 な研究 が貧弱 であった中性

技術 の基礎研究を行 う。

子光学を世界 に先駆 けて実用化す ることを 目標 とす る。 こ
のよ うな総合的研究開発 によって,中 性子 の利用効率を最

反射光学素子 として多層膜を利用 した多層膜中性子反射
ミラーの製作技術を研究 し,再 現性良 く作成す る技術を開

大限向上 させ,中 性子散乱 という解析方法 に高 い汎用性を

発す る。多層膜中性子反射 ミラーは中性子 を利用 した科学

実現す ることによ って,物 質研究 における基本的な手段 と

的研究 において必要性 が極 めて切迫 した光学素子 で,素 子

して新 たな可能性を開拓す るものにな ると考え られる。

単体開発後直ちに応用開始が可能な ものである。開発に際
しては(2)及 び(31の テーマ と協力 して研究を行 い,作 成 され

2.研 究概要

た素子 は単体性能を(2に 於 いて行 い,光 学系 としての性能

本研究 では,中 性子光学 の総合的 な研究を基礎 として

,

評価を0)に おいて実行す る。多層膜中性子反射 ミラー は平
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面型 を出発点 として開発 に着手 し,全 反射臨界角 の高 い ミ
ラーの製作技術 の基礎研究を推進 した後に,テ ーマ(2に お

性能評価 と大型光学素子 の研究を担当す る。
光学 システムの最終評価 のための ビーム ライ ン整備 か ら

ける ミラー生産 に技術移転 を行 う。その後,曲 面多層膜中

研究を開始す る。当該 ビーム ライ ンは ビーム特性 の詳細 な
デー タが明 らかにな っている必要があるので,ま ず ビーム

性子反射 ミラーの開発 に着手 し,実 用化研究 を推進す る。
屈折光学素子 としては,物 質 レンズと磁気 レンズの開発を
行 う。
物質 レンズは,テ ーマ(2)及 び(31に おいて透過効率 と屈折
効果を両立 させ る素材 の検討 が行 われた結果を受 けて,製
作 を行 う。物質 レンズの表面粗 さと中性子 の乱屈折 の間 の
関係 はこれまで実験的に求 め られて いないので,現 段階 で

特性測定 を行 い,そ の後 テーマ(Dに よって性能評価 または
原理実証 された反射光学素子及 び屈折光学素子 の実用的 な
性能を実証す ることを主な目的 として利用す る。なお,磁
気 レンズ単体 は既に原理実証 が終了 してお り,運 動学的 に
よ く定義 された光学系 であるので,磁 気収東 レンズについ

は実用上要求 される レンズ表面 の加工の質 について詳細 な

ては研究発足当初 か ら直ちに製作上 の技術的検討作業 に入
り,実 用 に近 い比較的大型 の磁気 レンズの設計作業 を行 っ

議論 が困難 である。本研究 では, この点を明 らかにするこ

た後 に,実 用型 の磁気 レンズの製作 を行 う。並行 して,反

とを含 み,物 質 レンズ設計 の精度 を向上 させた上で,素 子

射光学素子,屈 折光学素子 を用 いた複合光学素子 を配置 し
て性能を実装す るための ビ…ム ライ ン整備を行 い,中 性子

製作を行 う。
磁気 レンズは,永 久磁石 で構成 された原理実証器を用 い
てテーマ(2と 協力 して得 られ る情報 を及 びテーマ(7)で 得 ら

解析 としての性能向上 の実験的検証を実行す る。また本 テー
マで整備す る ビー ム ライ ンは,実 用的 な散乱装置 をで きる

れる技術情報 もとにテーマ(3)に お いて行われる実用型磁気
レンズの設計及 び製作 に寄与す る。特 に出カ ビームの断熱

だけ早期 に建設す るためのプ ロ トタイプに発展で きるよう
なものとす る。 このプ ロ トタイプ建設 においてはテーマ(1)

的 スピン輸送及 び磁気複合 レンズのためのス ピン極性反転
器 の製作を行 う。また以上 の光学素子 についてテーマ15)に

(2に )輛 )(0(7)の 研究成果を結集 して設計製作にあたる もの

お いて明 らかになる最適化を製作技術 に反映 させ るととも
に実現可能 な素子性能 の情報 をテーマ(0に 提供 し,中 性子

(4)中 性子光学素子評価手法 の開発 に関す る研究 (北 海道大

解析法 の総合的 な実用性能 の向上 の度合 いを理論的に推定
す る。 この推定値 はテーマ13)に よって実験的な実証 を行 う。

中性子光学素子 の性能評価を可能 な限 り効率的 に実行で
きるように,評 価手法及 び評価に必要な周辺技術 を中心 に

また,ス ピンコントラス ト等 の試料 へ の付加的 な支援技術

研究を行 う。特に中性子 の画像 デー タを取得す ることが光

の基礎研究を必要 に応 じて行 う。

学素子 の性能評価 の効率 を飛躍的 に向上 させ るので, この

(2)中 性子光学素子単体性能評価 に関す る研究 (京 都大学
原子炉実験所 )

点を中心 に研究を進 める。中で も特 に評価効率 を飛躍的 に
向上 させる画像 デー タ取得系を開発す るために,現 有 のパ

中性子反射光学素子 ,中 性子屈折光学素子 の単体性能評
価及び反射光学素子 の実用 レベルの量産体市1の 確立 を行 う。

ルス中性子源を利用 して時間分解能 を持 った リアルタイ ム
中性子画像検出器 の開発 を担当す る。 これ らの開発研究 に

光学素子 の評価 のための ビーム ライ ン整備 か ら研究 を開始
す る。反射光学素子 としての多層膜中性子反射 ミラーにつ

お いては,マ イクロキ ャピラリ型 の中性子反射光学素子 を

とし,本 研究全体 の最終成果 とす る。
学)

いては,テ ーマ(1)に よって作製 され る多層膜中性子反射 ミ
ラーの性能 を中性子反射率 の測定 によって評価 し,そ の結

用 いて検出器 の性能評価 を実行す ることか ら開始 し,研 究
成果 はテーマ(2,(3)に お いて使用 され,そ の結果得 られた
高品位 の性能評価結果 はテーマ(1)に フ ィー ドバ ックされて

果 をテーマ(1)の 作製技術 に反映 させ る。また,ス ーパー ミ
ラー作製技術 について,必 要 に応 じてテーマ(1)と 協力 して

素子作製技術 に反映 される。また,優 れた時間分解能 の実
現 によ リテーマ(5)に おいて試み られ るパ ルス中性子源 を用

基礎研究を行 った後 に,実 用 レベルで要求 される量産体制

いた光学素子評価 において も利用 される。 この新 しい検出

の確立を行 う。

システムは最終的 な中性子散乱装置 において も利用 される
ものである。

屈折光学 については,ま ず物質 レンズの屈折効果 の確認
と透過率 の測定を実行 し,単 体性能 の評価を行 う。並行 し
て,磁 気 レンズ原理実証器 について 出カ ビームの偏極度 の
測定 ,及 び磁 気複合光学 に必要な断熱的 スピン輸送及 びス
ピン極性反転器 の性能評価 を行 う。 これ らの情報 はテーマ
(1)に

フィー ドバ ックされ,テ ーマ(3)に お いて システ ム化 さ

(D

中性子光学最適化数値 シミュレーションに関す る研究
(高 エネルギー加速器研究機構 )
中性子光学を最適化す るために数値 シミュレー シ ョンの

手法 を開発す る。各光学素子 を設計す る段階 で多数 の実験
を繰 り返す ことは,中 性子 ピームが弱 い現在 ではあまり現

れる。

実的では無 い。 そこで,中 性子特有 の挙動 を総合的に計算

13)中 性子光学 システ ム性能評価 に関す る研究 (日 本原子

で きるような数値 シミュレーションが必要である。反射光

力研究所 )

学素子 や物質 レンズのよ うに材料 の物性 に依存す る光学素
子,及 び磁気 レンズの場合 には断熱的 ス ピン輸送系や ス ピ

中性子光学素子 の実用 に向けて,光 学 システ ム としての
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ン極性反転器 のよ うに実験的に求めに くい詳細 な物理量 が

ムを用 いた直接評価で不足する評価作業を補 う。これによっ

設計時 に必要 な ものについては,中 性子測定 による結果 と

て中性子光学素子 の評価作業 の効率 の最大化を図 る。

設計製作技術上 の問題 とを正確 に関連 づ けるために数値 シ
ミュ レー ションが欠かせない。また,同 時 に実用性能を光

(7)中 性子超伝導磁気光学素子製作 の基礎 に関す る研究

学設計 か ら推定す るために必要 であるので,柔 軟性 に富 ん
だ数値 シ ミュレーシ ョン技術を開発す る。 この技術 はテー

中性子磁気光学素子 は大 きな磁場勾配を必要 とす る。磁
場勾配を大 きく取 るためには強力 な磁場 を狭 い領域 に入 れ

マ(2)暢 )の 光学素子評価技術に利用 され,テ ーマ(1)の 光学

込む必要 が生 じる。そのための電磁石 として超伝導電磁石

素子製作技術 において設計作業 に利用 される。
また,現 有 の国内最強 のパ ルス中性子源 とテーマ(4)で 開発

の使用 が望 ま しいが,そ のよ うな高勾配磁場 を発生 させる

され る優れた時間分解能 を有す る中性子画像検出 システム

充分検討 される必要 がある。また,そ の際 に中性子 ス ピン
の断熱的輸送及び非断熱輸送を利用 したス ピン極性反転器

とを統合す ることにより,広 い波長領域を同時 に評価す る
手法 の確立 を試みる。 この試験的研究 の成果 は,今 後 さら

(東 芝 )

ための超伝導線材や熱構造,機 械的構造 は設計 に先立 って

等 の設計 には,詳 細 な磁場計算 が必要 である。本 テーマで

なる発展が期待 され るパ ルス中性子源を利用 した研究にお

は,超 伝導線材 の調査及 び実験的研究 ,磁 場・ 熱・ 応力 の

いて本研究 の成果 が もた らす新たな研究分野 の開拓 に寄与

16)中 性子光学実用性能 の理論的定式化 に関す る研究 (東

解析 を行 う。 これ らの成果 はテーマ(1)(2)(5に 反映され
磁気 レンズ及び周辺磁場設計が行われる。また,テ ーマ15)
で試験研究 が行われるパ ルス中性子源 へ の応用拡張 におい

京大学物性研究所 )

ては,様 々な波長 の中性子が中性子飛行時間法で選 別 され

す るもので ある。

中性子散舌L実 験 においては,使 用す る試料や測定す る物

なが ら測定 が進行す るため,波 長依存性を有す る中性子磁

理量 によって最適化す るべ き測定性能が大 きく変化す る。

気光学素子 は焦点を一定位置 に保 つ ためには速 い磁場変更

現在多岐 にわたる中性子を用 いた科学的研究分野を総合的

が要求 されることになる。超伝導磁気光学素子 の設計製作
が終了後 は,パ ルス中性子源 での理想的な使用方法を開拓

に考慮 して,そ れぞれの場面 でどのような中性子光学 がど
の程度 の最終性能 の向上 に寄与す るのかを定量的に理論体

するために,超 伝導 にこだわ らず常伝導磁気光学素子 まで

系化す ることは,中 性子光学 の能力 を最大限 に活 かすため

を対象 として,速 い磁場変更が可能な磁 気光学素子 の概念

に不可欠 である。中性子光学 と中性子を用 いた科学的研究
の間 に共通概念 を確立 して,科 学的研究分野 の先端を先取

設計 ,技 術的検討を推進す る。
は)研 究運営 (理 化学研究所 )

りした技術開発を可能 にす ることを目指す。 このよ うな研

本研究 は多数 の研究機関 の研究能力を総動員 して,各 研

究 はこれまで世界的 にも系統的 に行われた例 が無 く,今 回

究機関 の研究成果が他 の研究機関 の方針決定を左右す るほ

の研究 の一つの大 きな柱である。本研究では単 に現在中性

どに互 いに緊密 な連携を取 ることが欠かせない。このため

子散乱 が適用 されて い る分野 に限 ることな く,一 般的 な実

その研究運営業務 として,参加機関・ 研究者 のオーガナイ

験的科学研究分野 の最先端情報を調査 した上で,中 性子光

ズ,研 究計画 の作成 ,研 究費 の積算 ,研 究実施 の調整 ,研

学 が寄与 または開拓 す る分野 を系統的 に体系化 し,そ の結
果を テーマ(1)(2)(3)14),幅 )に おける中性子光学素子あ

究運営委員会 の開催 ,研 究成果 の取 りまとめ,研 究会 の開

るいは周辺技術 の設計 の指針 とす る。なお,並 行 して,X

調整業務 を行 う必要 が ある。本研究運営では,中 核機関 が

線解析装置 や電子顕微鏡等 の現有設備を利用 して,テ ーマ
(1)あ るいは(2)に お いて作成 される多層膜中性子反射 ミラー

情報交換 の拠点 とな り,中 性子光学素子 の開発 と応用 に関

の評価 に協力す るものと し,利 用が限 られている中性子 ビー

運営業務を遂行す る。

,

催及 び研究成果 の普及及び広報活動等 の多岐 にわたる連絡

す る研究活動 が効率的 に推進 で きるように, これ らの研究
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3.年 次計画
究

研

12年

目

項

14年

13 年 度

度

1 中性子光学素子製作技術 に関す 光学素子製作技術 光学素子製作
る研究

15年

度

16年

度

度

光学素子製作,複 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱
合光学 システム最 実験装置 のための 実験装置 の評価 と
とりまとめ
光学素子製作
適設計

1 中性子光学素子単体性能評価 に 光学素子評価装置 光学素子評価,多 多層膜反射光学素 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱

(3)

実験装置 のための 実験装置 の評価 と
とりまとめ
光学素子製作

層膜反射光学素子 子生産
生産準備

整備

関す る研究

1 中性子光学 システム性能評価 に 光学 システム評価 光学 システム瓶
関す る研究

14)中 性子光学素子評価手法 の開発
に関す る研究

(5)

中性子光学 システ 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱
実験装置 の評価 と
実験装置建設
超伝導磁気屈折光 ム評価基礎研究
とりまとめ
学素子製作

装置整備

中性子検出器要素 中性子検出 システ 中性子検出 システ 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱
ム開発
ム実用化研究
実験装置 のための 実験装置 の評価 と
技術開発
中性子検出 システ とりまとめ
ム製作

中性子光学最適化数値 シミュレー シ ミュ レー シ ョン 中性子光学素子最 複合光学 システム 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱
プ ロ グラム開発
実験装置 のための 実験装置 の評価 と
適化計算手法 の確 最適化計算
ションに関す る研究
システム最適化設 とりまとめ
立
計
実用性能 の理論的 応用分野開拓 の概 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱
実験装置 のための 実験装置 の評価 と
念設計
定式化
とりまとめ
概念設計

中性子光学実用性能 の理論的定 調査研究

(6)

式化 に関す る研究

中性子超伝導磁気光学素子製作 超伝導磁気屈折光 超伝導磁気屈折光 時間依存型超伝導 革新的中性子散乱 革新的中性子散乱

(7)

学素子製作基礎技 学素子製作技術開 及び常伝導磁気屈 実験装置 のための 実験装置 の評価 と
折光学素子 の技術 磁気屈折光学素子 とりまとめ
術開発,工 学的設 発,設 計
的検討及 び概念設 の設計
計
計

の基礎 に関す る研究

(0

所

要

研究運営

研究運営

研究運営

経

費

(合

研究運営

研究運営

研究運営・ 全体取
りまとめ

350百 万 円

計)

Ⅱ 平成 12年 度 にお ける実施体制
研

究

項

担

目

(1)中 性子光学素子製作技術 に関す る研究
(2)中 性子光学素子単体性能評価 に関す る研究
(3)中 性子光学 システム性能評価 に関す る研究
(4)中 性子光学素子評価手法 の開発 に関す る研究

当

機

関

研究担当者

理化学研究所

清

水

裕

彦

京都大学

川

端

祐

司

日本原子力研究所

鈴

木

淳

市

鬼

柳

善

明

古

坂

道

弘

藤

井

保

彦

住

吉

幸

博

北海道大学
G)中 性子光学最適化数値 シミュレーシ ョンに関 文部省高 エネルギー加速器研究機構
す る研究

(6)中 性子光学実用性能 の理論的定式化に関す る 東京大学物性研究所
研究

(7)中 性子超伝導磁気光学素子製作 の基礎 に関す い東芝
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一彦

理化学研究所

俊 裕

研究運営

崎 水

(3

戎 清

る研究

Ⅲ 運営委員会
委

員

所

属

彦
一明 司 市 博 彦 弘

裕 俊 善 祐 淳 幸 保 道

水 崎 柳 端 木 吉 井 坂

清 戎 鬼 川 鈴 住 藤 古
○

理化学研究所
理化学研究所
北海道大学
京都大学

原子炉実験所

日本原子力研究所
榊東芝
東京大学
文部省

物性研究所
高 エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
(注 :○ は運営委員長 )
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